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東北大学実践宗教学寄附講座
ニュースレター

　 3月5日に146名の認定臨床宗教師が誕生し、一般社団法人日本臨床宗教師会による資格認定制度が本格的に
動き出した。2012年に東北大学実践宗教学寄附講座が臨床宗教師養成プロジェクトを開始して以来、常に遠い
目標として意識されてきたことのひとつが達成されたと言ってよい。「認定臨床宗教師」の資格は、多くの宗
教者がケアの現場へと一歩を踏み出すための方便として有効なものとなるだろう。
　認定臨床宗教師は臨床宗教師倫理綱領に示されたルールと理念とにしたがって活動しなければならず、5年後
に資格を更新するためには、会話記録検討3回を含む一定時間数・回数の継続研修受講が必要である。これによ
って臨床宗教師によるケアの質が保証されるシステムとなっているが、その維持は容易ではない。
　 たとえば、今後毎年新たに50名が認定臨床宗教師となると仮定すると、5年後には合計約400名となる。400
名が資格を維持し続けるために必要な会話記録検討のセッションは、5年間でのべ1200回、一年あたり240回
である。現状では、全国７ブロックに臨床宗教師会が存在するが、単純計算では、それぞれが毎月一度は会話
記録検討会（3人分）を催さなければ追いつかない。会話記録検討だけでなく、活動記録検討や倫理講習も必要
となる。これを逆に言えば、スタートしたばかりの認定臨床宗教師の資格制度には、近い将来、各地で毎月の
ように臨床宗教師が会合を持ち、会話記録検討や活動記録検討を中心とする継続研修に励むというヴィジョン
が含まれているということである。
　 これを一方的な義務や負債のように考えてしまうと気が重いことであるが、同じ志を持つ者同士で日頃抱え
ている課題をシェアできる場が常に設けられていると考えると心強いのではないだろうか。臨床宗教師研修は
対等な宗教者同士の学びあいの場であるということを強調してきたが、会話記録検討のスタイルはその精神の
象徴である。各地の運営者のご苦労は察するに余りあるが、多くの仲間で負担を分け合いながら新しい制度を
支えていっていただきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年5月　実践宗教学寄附講座　　　
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　 2018年3月5日、上智大学において一般社団法人日
本臨床宗教師会による第１回「認定臨床宗教師」資格
認定証授与式が行われ、146名の宗教者たちが島薗進
会長より認定証を授与されました。
　 今回、認定臨床宗教師となったのは東北大学、種智
院大学、高野山大学、日本スピリチュアルケアワーカ
ー協会等の臨床宗教師養成講座の修了者126名と、公
共空間で300時間以上の臨床経験を有している宗教者
20名です。
　 認定臨床宗教師は５年ご
との更新制で、更新のため
には一定時間以上のフォロ
ーアップ研修参加、会話記
録検討、倫理講習受講など
が義務づけられています。
　 また合わせて、下記の諸大学機関が、臨床宗教師要
請教育プログラムの実施機関として認定されました。
　東北大学大学院文学研究科実践宗教学寄附講座
　龍谷大学大学院実践真宗学研究科
　高野山大学密教実践センター
　種智院大学臨床密教センター
　武蔵野大学臨床宗教師・臨床傾聴士養成講座
　愛知学院大学
　大正大学
　NPO法人日本スピリチュアルケアワーカー協会(JSCWA)
　上智大学（予定）
　さらに、20名の臨床宗教師研修指導者が登録され、
上記各機関に配置されています。これによって出来上
がった養成の仕組みを図にすると次のようになりま
す。

　 ただし、各大学機関による養成講座を受講しなくて
も、すでに公共空間でケアに従事しており、300時間
以上の臨床経験を持つ宗教者であれば、認定臨床宗教
師の資格を申請することができます（更新条件に差は
ありません）。認定は年２回行われます。詳細は一般
社団法人日本臨床宗教師会のウェブサイトをご覧下さ
い。（http://sicj.or.jp）

　 それぞれの特色を持つ各大学機関主催の教育プログ
ラム出身者と、それ以外の現場経験者が「認定臨床宗
教師」という同じ資格を持つことになりますが、臨床
宗教師倫理綱領に示された理念を共有し、各地臨床宗
教師会における活動とフォローアップ研修の経験をと
もにすることで、臨床宗教師の一定の「品質保証」が
目指されています。

認定臨床宗教師の
養成講座別内訳

　 諸大学機関の教育プログラムを受講して認定臨床宗
教師となった126名のプログラム別内訳では、東北大
学の臨床宗教師研修の修了者が約80％を占めていま
す。これは他機関に先んじて2012年以来、毎年30名
前後の修了者を出してきたことによるもので、今後は
比率が下がってくると予想されます。左記の教育プロ
グラムの修了者は毎年50～100名程度ではないかと思
われますが、そのうち東北大学で今年から実施される
「臨床宗教実践講座」の修了者は15名程度で推移して
いくと予想されます。

認定臨床宗教師の
宗教別内訳

　 146名の認定臨床宗教師の宗教的背景は、約85％と
圧倒的多数が伝統仏教の僧侶となっています。仏教系
新宗教は諸教の方にカウントしています。日本の宗教
別人口の比率を反映して、この傾向は今後もあまり変
わりないと思われますが、多宗教、そして多職種との
連携によってより視野の広い支援活動が可能になるこ
とは間違いないでしょう。
　 認定臨床宗教師は日本臨床宗教師会とともに各地の
臨床宗教師会にも所属します。そして、両会ともに、
会員には有資格者とそうでない地元の宗教者が含ま
れ、さらには、非宗教者も賛助会員として受け入れて
います。「認定臨床宗教師」が宙に浮いた資格ではな
く、各地で支援活動の輪の中で意味を持つものとなっ
ていかなければならないでしょう。  　　　（高橋原）
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「認定臨床宗教師」資格制度のスタート
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0　はじめに
　 私は比較宗教社会学を専門
にする大学教員です。タイの
上座仏教、東アジアの社会参
加仏教、日韓の宗教文化交
流、日本の外来宗教、人口減
少社会学と寺院など、現代宗
教に関わる調査研究をやって
おります。
　 東北大学の高橋原先生から寄稿の依頼を受けまして、
従前より臨床宗教という学問/実践領域と臨床宗教師とい
う資格に関心がありましたので、少し私の考えているこ
とを書かせていただきます。最初に、社会学の人間はど
うしても制度や組織、およびそこに由来する人間の志向
性に注目しますので、まず臨床宗教師という資格を他領
域の資格とその制度化の側面から考察してみます。次い
で、宗教行為における臨床、宗教者にとっての臨床とは
何かというところから臨床宗教師に課されたボランティ
ア性の特徴に言及します。そして、現在の臨床宗教師会
で想定している臨床宗教の領域と臨床宗教師のあり方に
いくつか課題を提示しておきたいと思います。

1　臨床系の諸学と資格
《臨床の学》
　実践宗教学寄附講座のHPでは、「臨床宗教師」は、被
災地や医療機関、福祉施設などの公共空間において心の
ケアを提供する宗教者とされます。被災者や患者、高齢
者が抱えるスピリチュアル・ペインを傾聴によって癒や
す行為が臨床宗教の中身であり、宗教者自身の信仰や教
団の教化方針を臨床の現場には直接持ち込まないことが
約束事でもあります。
　 この定義は、欧米のチャプレン（chaplain）よりもか
なり活動範囲を限定したものです。日本ではミッショ
ン・スクールや病院で活動するチャプレンのイメージが
強いのですが、刑務所や軍隊で受刑者や兵士の魂のケア
にあたるのもチャプレンの重要な仕事となります。日本

では教誨師が相当しますが、従軍チャプレンに相当する
宗教者の役割はありません。
　 また、チャプレンの業務は宗教的感化を含みますの
で、広義の意味では教化活動を伴うケアになります。臨
床宗教師とはこの点が大いに異なります。その背景とし
て、日本では無宗教・無信仰を自認する人が約7割、し
かも厳格な政教分離の国であって、公共空間に宗教的事
柄を持ち込まないことをもって公平中立と考える傾向が
強いことがあるかもしれません。他方、宗教文化や信仰
に自覚的であることが自明な多くの国々では、特定宗教
に基づいたスピリチュアルケアへのニーズが高いために
チャプレンは宗教的サービスを提供することになってい
るのでしょう。
　 しかし、なによりも臨床宗教師の独自性は「臨床」と
いう概念にあるのだと思われます。臨床とは、医学や心
理学という基礎科学と対をなす、対人的治療やケアをな
す実践的な医療やカウンセリングを指します。カリキュ
ラムや資格として制度化された領域であることも特徴で
す。臨床教育という分野が、児童・生徒の心理、学校行
政、地域教育など教育現場の学問として立ち上がりはじ
め、臨床法学もまた弁護士業務を中心として学会化され
ています。ですから、社会の実務に関連する臨床を冠し
た諸学は、萌芽的段階から成長段階に入ると学術団体を
擁するようになり、「臨床心理士」のようにいずれ社会
的有用性と資格の厳格化という点から名称独占の学会公
認資格となり、「公認心理師」のように行政上の公的資
格化を目指す領域もあるのではないでしょうか。
《臨床社会学と社会調査士》
　実のところ、私が専門とする社会学においても2000年
代に臨床社会学という領域を立ち上げようという動きが
ありました。その牽引役をやっていたのが、ナラティブ
セラピーというカウンセリングをやっている人であれば
誰もが知っている野口裕二東京学芸大学教授と、浄土真
宗本願寺派僧侶でもあった故大村英昭大阪大学・関西学
院大学名誉教授です。野口先生は私と同窓の北海道大学
社会学研究室の先輩であり、大村先生は社会学会・宗教
学会他で親しくお付き合いさせていただいた大先輩でも
あります。野口先生は臨床社会学の看板で臨床研究に携
わる研究者や実践家にナラティブ、物語論にかかる基礎
理論と応用的視点を提示して来ました。大村先生は『臨
床仏教学のすすめ』（世界思想社、2003）という著書も
あるように、仏教における生死の観念と作法を大事にし
ながら、死別、葬儀、慰霊と鎮めの文化論を説きまし
た。野口先生は講演でも語り自体が物語のように進み、
大村先生は軽妙洒脱な説法のように学会発表もなされ、
どちらも話の名手であります。
　 お二人は心理臨床や仏事という現場そのものに深く入
っていかれました。しかし、家族社会学や宗教社会学で

宗教にとっての臨床とは
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はそれぞれ家族病理、葬送儀礼の専門家はいても、臨床社
会学という中領域にまとまることはなかったようです。
　 それに対して、社会学では実践の場を調査研究と、調
査研究技法の教育に求める流れが主流となりました。私
は専門社会調査士という資格を持っていますが、この資
格は一般社団法人「社会調査協会」（前身は日本社会学
会、日本教育社会学会、日本行動計量学会による「社会
調査士資格認定機構」）が認定したものです。学部卒で
申請できる社会調査士は、社会調査の専門科目5科目（統
計や調査実習含む）以上の履修で認定されます。修士課
程修了者が申請できる専門社会調査士は、大学院の調査
系専門科目を3科目加え、さらに社会調査による修士論文
他の論文執筆が要件となります。特に認定試験はないの
ですが、社会学部や社会学科に所属した学生・大学院生
以外にはなかなか取りにくい資格となっています。学外
から一般の方が科目等履修で座学は済ませても、調査実
習と論文指導を受けるのは難しいからです。
　これまで24,000名を超える社会調査士と2,700名を超え
る専門社会調査士が認定され、社会の各領域で活躍して
います。現代社会では、政治家も世論調査による市民の
意見や政党支持率を無視できないし、行政も何の調査も
なしに施策を立てることは不可能です。何よりもマスメ
ディアやソーシャルメディアから発信される情報のリテ
ラシーがなければ、情報操作されたり、フェイクニュー
スに欺されたりするリスクを負いかねません。その意味
では、社会調査によって社会的事実と、報道され語られ
る事柄との落差を感じる能力と、自ら社会的事実を明ら
かにしていく能力を身につけることは、グローバル化し
情報化した社会では必須の素養とも言えるものです。こ
こまではめでたしめでたしの話です。
　 私が注意を促したいのは、学問や実践の制度化による
プラスとマイナスです。制度化されなかった臨床社会学
は、限定された範囲であっても、研究者の個性と志向性
によって余人がマネできない学問や研究成果を生み出
し、他領域にも波及効果を持ったのに対して、制度化さ
れた社会調査研究においては、一定水準の手堅い研究者
や実務家を多数輩出することに成功しているものの、社
会学の幅や深み、創意工夫の妙を減らしています。
　 これは教育制度によるものです。多数の社会学系科目
と教員を抱える社会学部を擁している大学の大半は私立
大学で、国公立では3校しかありません。社会学科や社会
学コースのレベルで社会調査士認定科目を揃えようとす
ると、既存の科目をほとんど社会調査系科目にする必要
があり、いわゆる社会学の諸理論や諸領域を専門科目と
して教える余裕は失われます。私が所属する社会学研究
室では3名の教員がおりますが、私が宗教社会学の専門を
科目として教えられるのは2年に一度です。他の授業は基
礎科目と実習他になります。

　 もう一つ残された課題は、この資格が医師・弁護士の
ような業務独占型の資格や、臨床心理士のような職業に
直結した基礎資格となっていないということです。日本
社会学会でも、社会調査協会でも倫理規程はあり、社会
調査を行うにあたっての行動規範・倫理を要請していま
すが、肝心な社会調査士ならではの職種や職域、そして
官公庁や民間の採用における特別待遇などがないので
す。にもかかわらず、前記のような修了者を出している
こと自体特記すべきことです。
　 さて、長々と社会調査士の資格について説明してきた
のは、業界がない、もしくは領域の専門性や社会的有用
性に関して社会的合意ができていないにもかかわらず制
度化した事例として紹介しました。臨床宗教師の資格の
特徴を考える上で、基礎資格をさらに職域に合わせて専
門化する資格と、ジェネラリスト的業務を担う方に職域
の専門性を促す資格の事例を加えておきましょう。
《大学カウンセラーと学生支援士》
　 大学というのは高度の専門研究と高度専門職業人を養
成する機関でありながら、日本の大学教師と事務職員に
専門の資格はありません。文科省から設置が認可された
大学組織で採用されれば、大学教員や職員としての職能
が一応は保証されるわけです。国の大半の大学が国立大
学であるような国では教授職は国家資格であり、職員は
全て公務員としての身分保障がなされます。日本は私学
と独立行政法人の国公立大学なので制度は異なります。
　とはいえ、医師・看護師のように国家資格保持者だけが
勤務できる病院とまではいかないものの、学生相談などの
保健・カウンセリング部門では臨床心理士の有資格者を雇
用します。大学生は思春期の中高生より情動などは落ち着
いていますが、親から精神的・経済的自立を果たすべく
「大人になる」ことの難しさに悩む学生が多いことも特徴
です。心理・行動傾向だけみれば、うつや発達障害などと
精神科医から診断される学生でも、大人になるという発達
課題はふつうの学生に比べて軽減されるわけではありませ
ん。ですから、その学生固有の問題に対応して中長期的に
学生の育ちをフォローしていくのが学生相談の特徴です。
適切な距離を取りながら、理解し、寄り添い、人への信頼
と社会への期待を醸成していくのが学生相談の醍醐味であ
り、カウンセラーは教職員と連携して大学コミュニティと
しての支援を行うわけです。
　 そうしたファシリテーター的役割の自覚と修得は、臨
床心理士の基礎資格と一般的なカウンセリング経験だけ
では身につきません。私も会員である日本学生相談学会
では、大学カウンセラーの専門資格を認定しており、実
務経験と研修、職能・適正・倫理性が審査されます。ま
た、事務職員に対しても学生支援士の資格を認定し、実
務と研修、自己推薦と職場推薦を義務づけています。こ
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れらの資格は、既に職業として専門職や一般職を確保し
たけれども、より自分の技能を高め、同業や関連職種の
人たちから情報を得ておきたい人たちによって取得され
ています。
　 このような資格の意義は二つあり、業務独占・名称独
占資格では十分フォローできない専門領域があることを
自覚して、継続的な学習を促すことが一つ。もう一つ
は、異なる職種であっても共有された目標のために協働
可能な知識と経験のプラットフォームを作ることにあり
ます。
　 私は北海道大学の学生相談にカルト問題対応で20年近
く関わり、学生相談室長やハラスメント相談室長などを
経験してきたのですが、研究者や一般職員であっても、
教員なら教員として、学務を担当する職員なら学生支援
者としての技量を身につけないと、複雑化した教職員の
人間関係や学生と適切な距離を保ちながら成長するよう
な関係を持ち得ないことを痛感しているところです。
　いささか、余計な話をしてしまいましたが、臨床宗教師
の資格を考える際、参照可能なものではないかと考えま
す。つまり、本職は本職として別途確保し、特定業務の遂
行にあたって専門性を高めるための資格という点です。

2　臨床宗教師が抱える課題と期待
《スピリチュアルケアと宗教的ケア》
　 緩和ケアや看取り、グリーフケアに宗教的言葉や儀
礼、宗教者の参与を入れればスピリチュアルケアになる
わけではありません。ホスピスやビハーラであっても特
定の宗教観や臨終行儀を勧められるのであれば、それは
宗教的ケアです。宗教的ケアの特質は、スピリチュア
ル・ペインにせよ、スピリチュアリティにせよ、その実
質については宗教的立場に基づいた一元的理解があり、
その真理をそのままに伝えます。それに対して、スピリ
チュアルケアでいうところのスピリチュアルとは、その
人をその人たらしめるものとしての本質性・真正性であ
って、それは特定宗教や伝統的慣行と関連してもいい
し、しなくともいいわけです。
　 元来、宗教的信念や宗教団体への所属を表明する日本
人は総人口の約3割程度です。しかも世代が新しくなるほ
どその人のスピリチュアリティと宗教的要素は関連を持
たなくなります。先祖祭祀にせよ、お迎え現象にせよ、
その中核にあるのは家族との絆の感覚であり、仏事や民
俗は装いです。装いはモードですから変わります。和装
や礼儀作法の本質的な部分は確実に残りますが、着付け
のできる人、正座が苦痛でない人は極めて少なくなりま
した。茶道・華道・書道などでは、嗜む人の高齢化が著
しく進んでいます。家族・地域社会・職場での人間関係
や生活様式が驚くほど変化している現代において、その
本質性は伝統文化として保存されることはあっても、一

般の人々の生活とは無縁になる可能性が大きいのです。
そう考えた際に、装いの専門家である特定宗教の宗教者
がその専門性においてスピリチュアルケアを提供する機
会は減っていくのではないかと予測されます。その意味
で、スピリチュアルケアを文化的装いにおいて本質化し
て捉えてしまうと、世代の差異や変化に対応できなくな
るのではないかと思われるのです。
　 今後、臨床宗教やスピリチュアルケアでいうところの
宗教性やスピリチュアリティについては、柔軟な発想と
対応が求められるのではないでしょうか。伝統宗教や教
団宗教では、どこでも社会教化以上に子世代・孫世代に
対する信仰の継承が課題となっています。この対応です
ら困難であることを考えると、宗教と無縁な方に対して
臨床宗教師が関わるうえで宗教文化の力に直接的に頼れ
ない現実を確認する必要があろうかと思われます。
《発達課題とスピリチュアリティ》
　 その人のスピリチュアリティというものは、当人はお
ろか周囲の人にも明らかになっていないことがほとんど
です。傾聴の技法では、その人のスピリチュアリティに
敬意を払うだけではなく、ライフストーリーを語っても
らうことで自らのスピリチュアリティに自覚的に生き抜
いてもらうことを期待します。このことは人生の最終段
階に限られる必要はありません。
　 例えて言えば、学生には学生なりのスピリチュアリテ
ィがあります。それは、青年期において身体的成熟がも
たらす生（や性）のエネルギーや、精神的にも経済的に
も独り立ちしようという志向性でもあります。そうした
青年期特有の発達課題をどう一つ一つクリアして、その
人なりの落ち着き方に至るかというところにスピリチュ
アリティもあるのです。不登校、引きこもり、留年の繰
り返し、就職先を探せないことは、その人らしさが発揮
できていないということでスピリチュアリティの充足が
なされていません。
　 このような発達課題という観点で言えば、中年期・老
年期それぞれの発達課題があります。自分自身の家族を
持って親密な関係と年相応な社会的居場所を確保すると
いう中年期の発達課題においても、昨今、非正規労働の
増加やワークライフバランスの悪化によって結婚や子育
てを諦める人たちが増えてきたことは残念なことです。
また、自分の家族を持てたとしても、子育ての約20年が
あり、一休みする間もなく親世代介護の歳月が始まりま
す。子どもが多かった時代、兄弟姉妹で親の介護ができ
た時代は、特定の人に負担がかかる半面、悠々自適の中
高年期を過ごせる人たちもおりました。しかし、現在の
ように一人っ子や二人兄弟・姉妹が一般的になれば、中
高年世代の大半が親の介護に何らかの形で携わります。
なおかつ進学や就職で親と非同居で生活する場合、施設
入居までの期間どう親世代を見守るのかが難しいので
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す。実際、介護問題に直面して離職する人が減りませ
ん。親の死に関わる約20年が終われば、自身の老後に直
面します。
　 中高年期のスピリチュアリティとは、こうした生活上
の諸課題をどう切り抜け、サバイバルするかというとこ
ろにかかっています。中高年は社会の主役であるだけに
なかなかケアを受ける対象とはみなされず、当人たちも
まだまだやれるという意識を持っているためにエネルギ
ーが切れる寸前まで頑張ってしまいがちです。目の前の
課題は極めて現実的でお金がかかることが大半であるた
めに、スピリチュアリティとは無縁であるかのようなオ
ジサン、おばさんが多いのですが、自分の課題やら悩み
が言語化されていないだけで、感情のレベルではケアを
必要としている人が相当に多いのではないでしょうか。
　 私自身が中高年世代であるためにやや気負いすぎまし
た。冷静に筆を進めましょう。
　 死を見据えた高齢期におけるスピリチュアルケアの問
題は重要です。高齢多死社会ではさらに重要性を増すで
しょう。しかし、死の臨床に至る前の段階において、子
育てと介護で資産と精根を使い果たした世代が長い不安
定な高齢期を迎えることになります。人生百年時代と言
われますが、少なからぬ人々にとってブラックジョーク
です。
　もう一つ指摘したいのは、同じ高齢者となっても戦前生
まれの高齢者と戦後生まれの団塊の世代、次の世代の高齢
者では、年金や医療負担という生活保障の条件、ライフス
タイル、志向性の諸点でかなり違うということです。スピ
リチュアリティの文化的装いも異なりますし、ますますそ
の人らしさにこだわりが出てくると思われます。
　 人生経験豊かなカウンセラーや宗教者は、従前より世
代に応じて個別性の強い個人に対応してスピリチュアル
ケアをやっていました。しかし、このようなオーダーメ
イドのケアは実に手間暇がかかるものです。カウンセラ
ーは相談行為の枠の中で、宗教者は日常的な宗教行事の
合間を見つけて対応してきました。

《臨床宗教師はボランティアか》
　 臨床宗教師の方が自分の活動する宗教施設外でスピリ
チュアルケアをなそうとする場合、二つのケースが考え
られます。一つはアウトリーチとしてケアの対象者が住
まう自宅を訪ねる、施設を個人として見舞うという方法
です。これは月参りや信徒宅訪問という従前の宗教活動
とさほど変わりません。もう一つは、対象者がいる公共
施設でスピリチュアルケアを公的に行うケースです。臨
床宗教師の資格化で想定されている現場がこれです。
　 そのために、臨床宗教師の倫理規約として、「臨床宗
教師はケア対象者から金員を受け取り、ケア行為を宗教
的宣伝に使うなど個人的欲求または利益のために行動し

てはならない」とあり、私的・個別的な宗教行為に対す
る報酬と、公的・臨床宗教師としてのスピリチュアルケ
アに対する無報酬が区別されております。字義通り実践
すると、1人の宗教者が通常の宗教行為においては布施・
献金を受けて個人の生活基盤や施設の維持を行い、臨床
宗教師としてはボランティアベースの活動を行うという
ことになります。現在は、こういう形態で活動している
方が大半でしょう。
　 私はこの倫理規約は崇高な理念を示していると思いま
すが、現実面での運用が難しいのではないかとも考えま
す。世俗的な仕事においては、資格の専門性と行為の公
共性が公認され制度化されれば、一定の基準の下に行為
に対する報酬を得ることが認められます。宗教的な行為
についても、その人の気持ち次第とは言いながら、神
事・仏事、諸教での礼拝や儀式でもご神饌料や布施、献
金があります。行為と報酬を一対一の関係で結ぶことは
宗教らしからぬこと（サービスに対する対価ではない）
なので、使途を特定しない寄付行為のような形で感謝の
念を現すことがあるのです。そして、そうしないと、こ
れまた現実的な話になりますが、宗教行為や宗教者、宗
教組織それ自体が持続可能なものではなくなります。ま
た、宗教者からではあっても一方的にしてもらうだけで
は、本人の気が済まないのです。それどころか、特定の
宗教者に対する精神的負債となったり、精神的に従属し
たりすることも出てきます。
　 ですから、震災のような非常事態や困窮常態にある人
は当然除外するとしても、返礼可能な人からは常識的な
範囲でお礼を受けることは認めてよいのではないかと思
うのです。場合によっては、缶ジュース一つかもしれな
いし、千円札一枚出されるかもしれません。よりスマー
トなやり方としては、臨床宗教師ではなく臨床宗教師会
へのお礼としてプールし、会の活動と諸個人の活動に対
して再配分することもあるでしょう。
　 こうした問題を回避しながら、臨床宗教師の社会的処
遇を考えるのであれば、緩和ケア施設における直接雇用
（ホスピスやビハーラの例）を増やすという方策が考え
られます。まずは宗教立の学校法人、医療法人、社会福
祉法人に努力願うしかありません。
　私自身は、臨床宗教師的マインド、スピリチュアルケア
という視点の普及を目指すのであれば、既に社会的に制度
化された専門職である教師、カウンセラー、ケースワーカ
ー、医療者・介護者という立場にある人に対して、専門職
の技能をもう一段高める研修としてスピリチュアルケアを
学び、実践してもらうのが早いのではないかと思われま
す。この場合、宗教者向けの臨床宗教師という資格は当面
必要なく、講座修了の証明書のみでしょう。
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《さいごに》
　 この小論では、専門職の資格化について近年の動向を
述べ、臨床宗教師が担当するスピリチュアルケアとその
専門的行為に対する課題について若干の私見を述べてみ
ました。私自身は、学協会レベルの公認資格である専門
社会調査士と専門宗教文化士という二つの資格を持って
おり、資格化による専門的知識や実践領域の創出を図る
組織体にも属しています。そこで得た経験から言うと、
業務独占型ほどの専門化と制度化がはかられない後発的
で社会的認知度が高くない資格化の方策は、まずもって
ある種の専門領域があると社会的にアピールし、専門知
識と実践の啓蒙普及を目指す活動それ自体を運動や組織
の目的とすべきだろうということです。それが飯の種に
なるということはまずありえないのですが、かといって
自分が取り組む仕事の知識・技能・意欲がかきたてら
れ、一定程度社会的に評価されて広い意味での社会的報
酬を得られるものになっていかないと廃れてしまいま
す。制度設計者は社会的需要と供給能力のバランスを冷
静に見極め、無理のないやり方で啓蒙普及を継続するし
かありません。
　 人口減少時代、世俗化の時代、宗教者が自身の所属す
る教派・宗派の資格で一生飯が食えるということはなく
なりました。およそ、世の職業や職場が一生ものでなく
なっている以上、人々の浄財で維持・運営される宗教施
設や宗教者の生活だけが恒常的であるはずもありませ
ん。同時代の生活者としての苦悩を共有しないでスピリ
チュアルケアもないわけです。
　 いろいろ勝手なことを申し上げましたが、宗教者が臨
床宗教師の資格を取ってスピリチュアルケアの実践をす
ることで、現代的な宗教性やスピリチュアリティへの洞
察を深められ、社会的貢献によって宗教への信頼を高め
てくださることを期待しております。

（さくらい・よしひで）

　　 　　

櫻井義秀先生ご近著

　 日本版「チャプレンchaplain」
として故 岡部健医師により“臨床
宗教師”と命名され，東日本大震災
での被災地支援を契機に2012年東
北大学にて，谷山洋三准教授を中
心として教育プログラム（臨床宗
教師研修）が開設されました。そ
の存在は，“布教を目的としない超
宗教超宗派の協力体制をもつ僧侶・牧師・神職など”であ
り，“公共空間で心のケアを行なうことができる”宗教者
と認識されています。いまや全国に250名以上の修了者が
輩出され，その大前提となる倫理綱領という名の“ルー
ル”を胸に刻み活動に従事しているわけです。これらは，
この分野に精通している専門家には当たり前のように知
られた情報で，「今さら」という感じでしょうが，それ
はあくまで“専門家”に網羅された情報に他なりません。
活動に従事する“臨床宗教師”の目の前の対象となる相手
は，残念ながら“非専門家”の場合が圧倒的に多く，「今
さら」ではないわけです。
　 この度，“臨床宗教師の実状”を把握するべくアンケー
ト調査が実施され，そこに関わりをもたせて頂きました
ので，その調査結果を踏まえ，現況について私見を述べ
たいと思います。
　 おおよそ研修を修了した後，様々な現場で活動してい
る宗教者もいれば，なかなか寺社教会の外での活動がし
にくい宗教者や，活動しているが困難を抱えている宗教
者など総じて何かしらの課題を抱えておられるのではな
いかと推定されていました。そこで今回は，活動の具体
的な内容ではなく，活動に関する諸課題について現状を
把握し，研修修了者の皆さんだけでなく，今後，臨床宗
教師に関心をもつ宗教者，その活動に協力する医療福祉
従事者などにも参考になるようなデータを集めるため
に，調査が実施されました。
　 2017年7月に，2016年度末までの研修修了者145名
（男女比約5：2）を調査対象者としてアンケート調査が
実施されました。その結果，5割弱の研修修了者から回答

「臨床宗教師としての活動」の現状
について

	������������科
特任教授 森田敬史



実 践 宗 教 学 寄 附 講 座 ニ ュ ー ス レ タ ー

8 Newsletter

を頂きました。以下に示すものは，仏教系の教団に所属
する回答者が8割強で，平均年齢がおおよそ40歳代半ば
であるという対象者の属性を基にした調査結果です。
　宗教の見方が多様化している現代において，宗教者自
身も“臨床宗教師としての活動”を掲げこれまでの実践を
拡充していこうとする現状とともに，それに伴う困難と
その対応の一端が把握できました。具体的には，現時点
で“臨床宗教師としての活動”に繋げるためには，多くが
無償ボランティアであることを踏まえると，「時間的余
裕」とともに「経済的余裕」が不可欠であることが明ら
かになりました。研修の際にご縁があった実習先が多い
のか，継続して「医療機関」や「カフェ」，電話相談が
主な現場になっていました。その中で，「他の専門職と
の関係性」，「患者・利用者との関わり方」，「患者・
利用者のご家族との関わり方」を挙げて，活動における
困難さを感じる回答者が約8割もいました。その際に，
相談相手として，ケアチームの一員として当然の選択で
ある「施設のスタッフ」や，「自教団の宗教者」より
「臨床宗教師の仲間」を挙げる回答が多く見られまし
た。もちろん，宗教者として，そして臨床宗教師とし
て，セルフケア，すなわち「誰かと話す（例：家族や友
人をはじめ，臨床宗教師や臨床宗教師以外の宗教者，ス
ーパーバイザー，そして神や仏など）」や「宗教的実践
（例：瞑想，読経，坐禅，祈り，行脚，仏に話しかけ
る，教えに触れるなど）」などを取り入れながら，8割
強の回答者がそれぞれの困難に対して取り組んでいる状
況も明らかになりました。通常，これらの実践は，「ケ
ア」や「ストレス軽減」という視点で考えることはあま
りないように感じますが，“臨床宗教師としての活動”に
従事する宗教者であれば，自然とこのように捉えること
もまた不思議ではないのでしょう。
　また，自分自身が“臨床宗教師”として，遵守しなけれ
ばならない一定の“ルール”があることを熟知して活動に
臨んだとしても，周囲の他者からは“臨床宗教師”として
の立場よりも“既存の宗教者”として捉えられる傾向があ
ることも窺えました。例えば，調査結果を紐解くと，金
銭や物品の提供，あるいは信者や信徒として関係性を構
築したいなどの訴え，それはいわゆる「葬儀をお願いし
たい」などの儀式に対する依頼も含めてですが，それら
の事案が少なからず生じていました。これらは，“臨床
宗教師としての活動”に従事する宗教者への一定の信頼
感が築かれたという肯定的な見方ができる反面，それら
が「目的」なのではと訝る見方もできるわけです。この
ように好意的に捉えられることにより，活動自体が円滑
に進められることもあったでしょう。その反面，好意的
に捉えられてしまうことで，逆に公共空間での大前提と
なる“ルール”に縛られ，ルールを引き合いに出すために
関わりを見直さねばならないという苦悩を抱えてしまう

こともあったのではないでしょうか。おそらくこれらは
表裏一体のものとして，どの場面でもつきまとってくる
ことでしょう。それらを踏まえて，場に応じた柔軟な関
わり方が求められることになります。
　理想はどうあれ，“臨床宗教師研修”を修了しても，こ
れまでの実践形態が様々な要因から大きく変わることは
少ないことが現況として明らかになりました。少なくと
も，現時点では「臨床宗教師」という看板だけを背負
い，社会の中で求められることは希有であることが確認
できました。第一に，研修前の宗教者としての立ち位置
が大きく変わり，“臨床宗教師”としての活動だけにシフ
トすることは，現実的には難しく，それは宗教者の皆さ
んもそうであろうし，社会の中での受け皿が未だ潤沢で
はないからではないかと思います。つまり，ケア対象者
が冒頭に述べた“非専門家”であるため，そもそも“臨床
宗教師”という立ち位置を明確に判断することができ
ず，既存の宗教者，すなわち“伝統的な枠組みの中での
宗教者”という見方が主流であるからとも考えられま
す。そのケア対象者が利用者として生活をしている場に
おいて，その「場」を管理する専門職が利用者の視点に
立ち，良い風に働けば，“公共空間で心のケアを行なう
ことができる”宗教者として紹介されるでしょうし，そ
うでなければ，宗教者としての“既存の壁”が存在するか
もしれません。これらは，これまでの宗教者としての実
践スタイルが主体的な立場かつ継続的に成立していたこ
とに比して，臨床宗教師としての実践スタイルが他の専
門職を主体的な立場に置く環境下で一過性に成立させね
ばならないことが多いことも起因していると思います。
いずれにしても，明確に線引きをすることなく，そのケ
ア対象者に合わせるように柔軟に対応していこうと試み
ることが現時点では最良の関わり方であろうし，その試
みの中で，“臨床宗教師”としてうまく機能させようとす
る現状に“困難”が生じてしまうこともまた避けられない
実状でしょう。
　今後，「個」にあたる宗教者としての資質を高めてい
くことが求められながら，一方で伝統的な枠組みを形成
する「集団」において，どう“臨床宗教師”を活かしてい
くかということが争点になるような気がします。そのた
めにも「個」の資質を担保できるようになることはもち
ろん，“ケア提供者である臨床宗教師”と捉えてもらう機
会を増やすための繋がりを作っていくことが大切になっ
てくるのではないでしょうか。
　詳しくは，日本スピリチュアルケア学会の学会誌『ス
ピリチュアルケア研究』2号に掲載予定の拙論（共著
者：谷山洋三・張晨陽）をお読みください。

（もりた・たかふみ）
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第12回臨床宗教師研修in熊本 報告

 この研修は 従来のフォーマットに従って実施されたが、熊
本地震・九州北部豪雨の被災者支援を念頭に、仮設住宅で
の傾聴実習、被災地での追悼巡礼が行われた。また地元九
州の医療福祉施設に実習場所としてご協力をいただいた。
　 また、いずれも九州在住の立野泰博先生、モトサンチェ
ズ・ミカ先生に指導者として加わっていただいた他、熊本
大学の石原明子先生に「複数者のケア」「自己との対話」
の講義を担当していただいた。たまたま全体会２の日程が
石原先生のアメリカ滞在と重なってしまったので、インタ

ーネット生中継による授業を
試みたが、支障なく実施する
ことができたのは驚きであっ
た。また爽秋会岡部医院の河
原正典先生にははるばる仙台
からお越しいただいて講義を
していただいた。諸先生に感
謝申し上げる。
　九州臨床宗教師会の皆様に
は運営全般に渡って献身的な
ご協力をいただいた。とりわけ朝早くから準備していただ
いた朝食や懇親会で九州ならではの食の幸を堪能させてい
ただいたことに、この場を借りてお礼を申し上げる。
　累計181名の修了者を輩出した実践宗教学寄附講座主催に
よる短期型の臨床宗教師研修は今回をもっていったん終了
となる。修了者皆様の活躍をご期待申し上げる。

研修データ
期間：2018/10/17-19, 11/14-15 , 12/18-19 
場所：熊本市東本願寺熊本会館、益城市内仮設住宅団
地集会所、他
共催:九州臨床宗教師会 協力:熊本大学大学院社会文化
科学研究科交渉紛争解決・組織経営専門職コース、熊
本大学紛争変容・平和構築研究会 
修了者：10名(うち女性5名) +非宗教者（看護師）1名
宗派内訳： 曹洞宗(2)、真宗大谷派、立正佼成会、高野
山真言宗、浄土真宗本願寺派、中山身語正宗(2)、神社
神道、カトリック
地域：東京、石川、愛知、兵庫、福岡、佐賀、熊本
年齢：28才～50才
※本研修の実施に当たっては（公財）仏教伝道協会の
助成を受けました。

石原先生講義（ネット中継）
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岩崎哲秀（曹洞宗）
初めての人ばかりだったはずなの

に、「再会」のような懐かしさを感じ
ました。何故そう感じたのかという
「縁起」を今後の終生を通して共に学
んで参りたいと思っております。僕ら
は、いつからバラバラになって活動し
ていたのか。時代の流れに乗ってそう
なったのだろうけど、時代のうねりと
共にまた再会できました。この喜びを
まだ表現できない。たとえうまく表現
できなくても、僕は信頼すべき仲間に
逢えた事実は僕にとってのひとつの真
実です。僕が僕につながる命を学ぶた
めに、この時代に、この場所で、仲間
である皆さんと共に生まれてきたこと
を胸に刻みます。

盛　智照（浄土真宗本願寺派）

３ヶ月の短くも中身の濃い研修を受
けさせていただき、東北大学の先生
方、臨床宗教師の先輩スタッフ・そし
て同期の仲間にあらためて感謝しま
す。
研修会への参加は、地元熊本の先輩

に促されるままの参加で、第一回の全
体会の朝まではあまり気乗りしなかっ
たことも事実です。しかし、全国各地
から集まった研修生の想いを聞き、自
分の心持ちを恥じてあらためて気を引
き締めました。

　 今回の研修会は今なお地震の爪痕が
深く残る熊本での開催でした。それは
自分の当初の予想とは裏腹に大変“しん
どい”研修会になりました。カフェデモ
ンクで益城の方々の話を聴くうちに、
自分の中で何か込み上げてくる感情が
あるのを感じました。それが一体なん
なのか、いまだにはっきりとはしませ
んが、それが“しんどさ”の原因でもあ
りました。
　 臨床宗教師はスーパーマンではあり
ません。この“しんどさ”を抱えなが
ら、それでも前に進めるのは、いまも
どこかで活動する仲間とのつながりを
感じられるからなのでしょう。

髙澤　沙弥子（神社神道）

　 研修を通しての、様々な「出会い」
に感謝しています。
お世話になりました講師・実習先の

先生方、九州臨床宗教師会の皆様、受
講生の皆さん、ありがとうございまし
た。実習させていただいた緩和ケア病
棟でお会いした患者さんとご家族の
時々の表情・・・とりわけ笑顔は心に
強く残り、今尚よみがえってきます。
また、生活を共にして受講生の皆さ

んがそれぞれ信仰されている宗教にふ
れることで、知りえた概念との出会
い。それは、神職としての自身を相対
的にみる機会となり、新たな視点を持
つことができました。
人生において度々経験することので

きない程の情熱をもって過ごした、貴
重な３ヶ月間となりました。

北原密蓮（高野山真言宗）

研修では色々とありがとうございま
した。沢山の一期一会や結んでいただ
いた御縁に感謝申し上げます。ありが
とうございました。
私事ではありますが、1月6日に義母

が亡くなりました。12月26日入院し、
あっという間の急逝でした。その間は
この３ヶ月の臨床宗教師養成研修の学
びが、私を支えてくれました。最後
は、義母の手を握りながら看取ること
ができました。今後の臨床宗教師の道
を義母が示してくれたように思いま
す。落ち着いてから、義母が入居して
おりましたサポート付き高齢者住宅に
挨拶に行き、その時に、臨床宗教師の
お話しをさせていただきました。能登
ではまだまだ知名度低いため、このよ
うな機会を持てたのは、義母からのプ
レゼントかなあと思っています。自分
の器にあった方法で、背伸びせず、一
歩一歩、先ずは種蒔きから初めて、土
台と幹をしっかりとつくり、活動を広
げていこうと思います。今後ともよろ
しくお願いいたします。

佐々木昭藍（真宗大谷派）

　 研修を終え、改めて現場に身を置く
という事が非常に大切だと改めて感じ
ました。日々、現場を通して研鑽をす
る。その為に社会実装が急務で、一つ
でも多くの現場を持ち仲間で共有する
ことが、私たちに課せられた使命では
ないかと思います。
　 そして、誰の為に臨床宗教師が存在
するのかもう一度考えていただきたい
と思います。
　 研修を通して何を学ぶか、何かに気
が付くのは学びに来ているのですから
当然の事で、何をするべきなのか、何
が求められているのかという事を頭で

研修受講者の声
（第12回臨床宗教師研修）
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はなく、経験として知る必要があるの
ではないでしょうか。
　 私自身介護の現場に僧侶として正社
員雇用され(認定後は臨床宗教師)一年に
なります。施設に常時関わる者として
感じる事は、毎日は必要ではないので
す。しかし、必要とされた時いつでも
そこにいる。常にアクセスできるとい
う事が重要なのではないかと思います
（それ以外にも大切なことはあります
が）。さらに常勤していると、利用者
さんとの関わりより従業員と関わる時
間が増えます。結果的にスタッフケア
が私の仕事の割合を占めるようになり
ました。ケアをしているというよりケ
アになるという言い方が正しいと思い
ますが。そんなことを続けているうち
に、臨床宗教師は一般企業でも役に立
つという事が分かってきました。宗教
者が医療・福祉以外の企業で聖職者と
して当たり前に働ける環境になれば少
しは世の中変わるのかな、そんな気が
します。
　 繰り返しになりますが臨床宗教師の

社会実装を進める事が研修、現場を通
して必要な事だと実感せざるをえませ
ん。
　 勿論、宗教者が本来の役割を果たせ
ば臨床宗教師という言葉は必要ないで
しょうが、少なくとも今は必要ではな
いかと思います。

福山芳賢（中山身語正宗）

　 自教団での相談応対において、いつ
も恐怖を感じていました。何をすれば
いいのか、何を回答すればいいのか、
共感しなければいけないなど、私には
とても怖い時間でした。第12回臨床宗
教師研修で理論や現場実習にて学ぶ中

で、宗教者としての自分を思い出すこ
とができました。いつも孤独を感じな
がらの傾聴でしたが、自分には仏様が
そばについていてくださる、仏と一緒
に傾聴をしているのだと実感し、これ
までの恐怖さを軽減することができた
ように思います。今後は、臨床宗教師
としての活動はもちろんのこと、自教
団の中で、臨床宗教師の認知度を上げ
るためにも、現代社会の有用な人材・
手段であることの理解を求めていきた
いと思います。

　　日常儀礼（金光教諌早教会　原信太郎師）

　　日常儀礼（神社神道）

　　日常儀礼（カトリック）

　　日常儀礼（曹洞宗）
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　 インターネットを利用した通信授業
による履修証明プログラム「臨床宗教
教養講座」の第１期が全期間を終え、
受講者32名のうち29名が履修証明書を
授与されました。カリキュラムは、宗
教学、死生学などを中心に前後期合わ
せて10科目（各90分×10コマ）と二日
間にわたるスクーリング２回から構成
されるものでした。受講者は宗教者の
他に医療・福祉の仕事に関わる社会人
の方々でしたが、和気あいあいとした
中にも真剣に学ぼうとする姿勢がひし
ひしと感じられました。修了された
方々の感想をいただきましたが、お仕
事をされながら平均週５コマの授業を
こなしていくのは想像以上に大変であ
ったようです。みなさんお疲れさまで
した。
　修了者のうち17名が、2018年度から
スタートする「臨床宗教実践講座」へ
と進みます。この講座は各地での傾聴
実習と会話記録検討を中心とするスク
ーリングによって実施され、修了する
ことによって「認定臨床宗教師」「ス
ピリチュアルケア師（認定）」の資格
申請が可能となります。
開講科目（担当者）一覧
【前期】
宗教学I（高橋原）、死生学I（大村哲夫）、
死生学II（谷山洋三）、宗教心理学（高橋
原）、応用死生学I（谷山洋三）＋スクーリ
ング
【後期】
宗教学II（木村敏明）、実践宗教学I（高橋
原）、 実践宗教学II（オムニバス）、宗教
福祉学（谷山洋三）、応用死生学II（谷山洋
三） ＋スクーリング

教養講座修了者の感想

　 薬だけではどうにもならない苦悩・
苦痛を抱えている人たちとの出会いが
ありました。そのどうにもならない苦
悩に対して、私ができることは何だろ
う、そんな思いを抱いていたとき、東
北での講座を知りました。インターネ
ットでの授業聴講は仕事の合間を見つ
けて。慣れないレポートにも四苦八
苦！！でも授業内容は興味深いものば
かりでした。研修では、全国津々
浦々、様々な分野の方々と出会え、特
に宗教者の方と一緒に、迷い、緊張
し、戸惑いながら課題に取り組めたこ
とは貴重な体験でした。次に進む実践
講座では、私が私に向き合う時間がさ
らに増える事になりそうです。グリー
フサポートを臨床宗教師の方々と地域
で。私の取り組んでいきたいことで
す。地道な活動になるとは思います
が、皆様のお力添えを頂ければ幸いで
す。諸先生方、大変お忙しい中、一年
間、ありがとうございました。これか
らもよろしくお願いいたします。

（加藤昌子）

　 “マジ卍”大変だけど血肉になった
「臨床宗教教養講座」
いま女子中高生の間で流行っていると
いう“マジ卍”の話題を取り入れるなど
先生方の遊び心に“クスッ”としながら
も100時限超の授業は、なかなか骨の折
れた一年間でした。
　 医療や介護について知識はないもの
の、将来はスピリチュアルケアを通し
て人のお役に立ちたいと考える私にと

って、多くの気づきを得る大切な機会
となりました。
　 いまでも最も印象に残っているのは
「誰かをケアする事とは“自分の吸う空
気を減らす事”」という話題についてで
す。最初に聞いた時は『すこし、大げ
さ!?』と正直考えていました。しかし
具体的な傾聴活動の事例やローププレ
イの体験から“自分の空気を減らす”が
大げさでない事が理解できました。
　 この一年間でこうした印象的な学び
がいくつもありました。その事を常に
フィードバックしながら実践講座に取
り組んでいきたいと考えています。
（南條光彦）

　 急性期病院での看取りには、そこま
でに至る過程で様々なジレンマを抱え
る。ケアの対象は患者だけでなく、そ
の家族も含まれる。看護管理者として
は、看取りを行うスタッフたちもケア
の対象と考えている。
がんや非がんの患者、認知症のある患
者、高齢患者、独居の患者などの終末
期ケアをするときに、スピリチュアル
ケアが必要となる場面がある。そのた
めの知識や実践力をたかめるために受
講を希望した。
インターネットスクールという講義方
式は仕事しながら学ぶのに時間を有効
に使えるためとても便利だった。通信
講座だが講師の先生からコメントがあ
ったり、感想や質問や回答が次の講義
の時に盛り込まれていたりするため一
方通行な感じはしなかった。
臨床宗教者として実践の経験がある人
の講義はとても興味深く聴かせてもら
った。
「死ぬ瞬間」で有名なキューブラ―・
ロスについては、看護基礎教育の中で

履修証明プログラム
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も学んだが、彼女の成育歴や神秘体験
まで知ることができたのは面白かっ
た。
スクーリングでワークショップやロー
ルプレイにより、受講生同士の意見交
換ができたことが良かった。中でもあ
り難いと思ったことは、すでに臨床宗
教師の教育課程を終えた方から、私の
表情や対応から感じたものを鋭く指摘
してもらったことである。看護師同士
でのロールプレイでは指摘されないで
あろう内容であり、看護師の思考の癖
を改めて知ることになった。ここに
様々な職種の人がともに学ぶ醍醐味が
あると感じた。
1年間の学びは患者やスタッフケアに活
かしていきたい。チーム医療を推進し
ていくとき協働するメンバーとして、
臨床宗教師が加わることを期待してい
る。その時にチームをコーディネート
できる人でありたいと思う。

（越山智子）

　 医療福祉の立場から受講しました。
インターネットによる前・後期の講義
については、正直なところ仕事が優先
となってしまい、ついつい後伸ばしに
なり、土・日曜日に講義の2，3回分を
まとめて視聴するというスタンスで受
講しました。それでも、先生方はミニ
ットペーパーでの私の疑問や感想につ
いて毎回丁寧に回答して下さり、勉強
の励みになりました。また年2回のスク
ーリングでは、同業種の方はもとよ
り、日頃あまり接点のない他宗の宗教
者の方とデスカッションすることがで
きて、大変刺激になりました。臨床宗
教教養講座は、講義の内容も、授業料
も、コスパの非常に高い講座だと思い
ます。これからも多くの受講生が誕生
されることを期待しています。

（福間伸思）

　臨床宗教師教養講座を受けたこの時期
は「自分」の歩んできた道を通して、考
え振り返ることから始まりました。
　 10科目の講義で、毎回様々な角度か
ら投げかけていただいたテーマは、等
身大の理解に留まっていることも多々
ありましたが、どれも興味津々で、特
に夜の静かな時間に聴講するそのひと
時は、わたしにとって「宝の時間」で
した。
　 当初提出した「受講の動機」をあら
ためて読み返した今、宗教、医療など
境界線を超え「死」と「生」について
丁寧に向き合えた時間であったことを
再確認できます。
　 スクーリングを通して、接触の機会
が少なかった宗教者の方々との交流
は、知らないから生まれていた偏見を
取り払い、垣根をも低くしてくれまし
た。
　 今の自分にできること、とてつもな
く大きく特別なことでなくとも、社会
とのつながりを意識して実践していき
たいと思っています。（辻村明枝）

　 この講座を受けるのに動機としてた
だ単純に今のままでは教会（神社）が
先細りしていくのが目に見えて分かっ
ていたので、何か変えなければ、変わ
らなければと思い受講を申し込みまし
た。この一年間の受講は通信講座でも
あったため、通常の業務が終わってか
ら受けるとこが多く睡魔と怠ける気持
ちに打ち勝ちながら受講するのが大変
でした。また二度のスクーリングにお
いては、日頃接することが無い大学の
教授や他宗教の方々や医療、福祉関係
の方など交流が出来た事、また講義を
とおして信仰している宗教の再認識や

自分を見つめ直すとても良い機会でし
た。
　 これは多くの宗教家が資格とは別に
しても一度は経験してほしい事だと思
いました。この一年間教養講座を受講
して、死を迎える方やその周りの多く
の方々に影響があり何らかの心の悲し
みを持たれているこのことに気が付
き、また人の話の聞き方が変わったと
感じました。思い切って受講した事に
より知識の視野と人との出会いが格段
と広がったことがとてもよかったで
す。まだあと1年実践講習で経験を積ん
でまず自分を鍛えてから皆様のサポー
トや臨床宗教師の存在を広めていきた
いです。　　　　　　　（村鳥正浩）

　 前期のインターネットでの学習で
は、自分の他にどんな方々が受講なさ
っているのだろうと思いながら受講し
ていました。
　ですから8月のスクーリングはとても
楽しみで、普段なかなか話す機会の少
ない宗教者の方々との交流できたこと
は大変有意義でした。
　 授業では、学生の皆さんの考えを知
る機会もあり、感心することもありま
した。死生学では、学習をとおして自
分の死生観を確認することができまし
た。
また、後期の「臨床宗教師の実践報
告」では、宗教者の方々の貴重な取組
みをを聴かせていただき、具体的な活
動内容やその様子を知るよい機会とな
りました。
　 後期のスクーリングでの傾聴の演習
では、自分の無意識な仕草や癖などを
改めて知ることができました。アドバ
イスいただいた事を今後の生活に活か
していきたいと思います。
　 どの授業もこれまで学ぶ機会があま
りなかった内容だったので、新鮮で楽
しく学習を進めることができました。
紹介された書籍などはこれからも読ん
でいきたいと思っています。
ご指導いただいた先生方や臨床宗教師
の皆様に感謝いたします。ありがとう
ございました。　　　　（伏谷英子）
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　今回の講座を受講するきっかけとな
ったのが、キリスト教におけるチャプ
レンのような活動が日本ではなぜ活発
ではないのかという疑問と葬式仏教と
言われている日本における仏教のイメ
ージを少しでも解消したいという思い
でした。今回の講座を受講し、同じよ
うな志をもつ宗教者がたくさんいらっ
しゃることがわかり、大変心強かった
です。講義では哲学、心理学，死生学
など臨床宗教師として活動していくた
めの基礎を学ぶことができました。ま
た、学んだ内容は、私が日常的に檀信
徒の方々から受ける悩み相談などへの
対処へも応用できるものであり、今の
私の寺院活動に大変活かされておりま
す。1年間，大変ありがとうございまし
た。　　　　　　　　　（大澤尊光）

　 平成29年5月より１年間にわたる
「臨床宗教教養講座」を無事に終了す
ることができました。指導をしてくだ
さった講師の先生方はもちろんのこ
と、その間、度々自坊を留守にするこ
とを許し、また、金銭的なサポートを
してくれた住職や寺族にも感謝申し上
げます。
　 志を抱き、何か特別なものを得よう
と期待を膨らせ、前傾姿勢で講義にの
ぞみました。しかしながら、講義での
先生方の言葉の１つ１つ、与えられた
資料や文献の１つ１つを、脳みそに入
れれば入れるほど、自分を着飾るメッ
キが剥がれ、垢が落ち、贅肉が削ぎ落
とされていきました。そして、結局、
私は空っぽのただの入れ物になりまし
た。
　 授業料を払い、たくさんの講義を聴
講し、レポートを提出し、たまに仙台
へ通い、そうして、やっと手に入れた
ものは「空」でした。ありがとうござ
いました。　　　　　（小山田和正）

　 2015年に第7回臨床宗教師研修を修
了して、地元の病院で傾聴ボランティ
アをしています。活動するなかで、臨
床宗教師としての知識不足を感じ、死
生に関わる分野を体系的にじっくりと
学びたいとの思いから教養講座を受講

しました。インターネットでの授業
は、自分の都合がよい隙間の時間を使
って受講できたことはよかったです。
講義では、活動の場ですぐに活かせる
こと、宗教を違った視点から考え直す
こと、気に留まる言葉から派生してあ
らたに関心を持つことなど内容も充実
していました。人生の折り返しを過ぎ
た年齢と経験から結びつけられたこと
をこれからも活かしていきたいです。

（倉田恒雄）

　とても濃い、充実した内容の講義や
実習を経験させて頂きました。普段、
医師として病院で働いていますが、病
院内で医療者としか議論することがな
いためか、病や死に触れる感覚がある
意味でマンネリ化していたような気が
していました。医療者以外、特に様々
な宗教者の方々の考えに触れることが
出来たのはとても新鮮でした。そし
て、宗教者の方々がこれほどに「何か
できないか」を考えておられたこと、
とても協力的で活動的であることを知
りました。また、講師の先生方の講義
は圧巻でした。これまでに触れたこと
のない分野の講義に、脳の使ったこと
のない部分をフル回転させることが多
かった気がします。これらの教えて頂
いたすべてを、現場の悩める人々へ還
元出来るよう、これからも学んでいき
たいと思います。すべの医療者にこの
講座の受講をお勧めしたいです。

（中島 豪）

　 震災後、深い悲しみや苦しみを抱え
る方々に少しでも寄り添いたく、僧侶
として「傾聴」活動などを続けて参り
ましたが、実際はよく解らないままに
やっていたのが実情でした。そんな
折、この教養講座を受講する機会を得

て『寄り添う』とは実際どういうこと
なのか？この一年の先生方のご指導に
よって着実に理解出来てきたように感
じております。今後、宗教者は社会に
出て貢献する。その為に必要不可欠な
講義であったと深く感じました。
実践講座でもご指導の程、何卒宜しく
お願い申し上げます。　（坂本顕一）

　講座の受講は、自らの内面とじっく
り向き合う機会になりました。これま
で、物事やそれに伴う感情をいかに受
け流してしまっていたかということに
気づかされました。それら、ひとつひ
とつを丁寧に言葉にする作業は、自ら
の心のケアにつながっていたように思
います。また、人間の苦悩と向き合っ
てきたこれまでの歴史を学ぶにあたっ
ては、正直、難しく感じられる内容も
多くありましたが、分からないなりに
色々と想像を巡らせることが楽しく大
変有意義でした。人間のスピリチュア
ルな深みに触れ、大切にすることの意
義を理解することができた今、スピリ
チュアルケアを担う者として、ようや
くスタートラインに立つことができた
思いでおります。これからまた何度も
学びに立ち返りながら、成長していき
たいと思います。素晴らしい時間を与
えて頂き、本当にありがとうございま
した。　　　　　　　　（中島晃子）

　たまたま同期のヨーガ療法士がフェ
イスブックの臨床宗教師のページを
「イイね」しているのを見かけたの
が、この講座を知ったきっかけでし
た。講座がどれも興味のある内容だっ
たことと、様々な宗派の方と学びを共
にできるなんて絶対に面白いはず！と
の思いで、何の迷いもなく本講座に申
し込みました。
この1年の間に東北から九州へと引っ越
しをし、日常の慌ただしさにかまけて
インターネット講義の視聴を溜めてし
まい大変な思いもしましたが、学びが
本当に楽しかったです。ミニットペー
パーで頂く先生方からのコメントもあ
りがたいものでした。新しい知識はも
ちろんのこと、無自覚だった自分の中
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のエゴイスティックな部分に何度も気
づかされました。スクーリングでは、
宗教者だけでなく、様々な職業に従事
している受講者の方々とご一緒させて
いただきました。刺激的だけれど不思
議な安堵感のある中での学びは、私に
とってかけがえのないものになりまし
た。
臨床宗教教養講座を受講して、自分の
宗派に対して更に興味が湧き、新たに
学びを始めています。また、近所の病
院で傾聴ボランティアも始めました。
ヨーガ療法士としても個人としても、
この講座での学びが、とっておきのス
パイスになっています。（藤懿　希）

　3月の下旬に、大変お世話になった
恩人が86歳で他界しました。高齢者
に寄り添った写真集『あの日の札幌』
（北海道新聞社、2018年1月刊）を企
画し、その中に戦前・戦中・戦後の生
活ぶりを想起させる随筆をお願いした
休筆中の作家でした。1月の出版直後
に入院され、無理をさせてしまったか
と思いましたが、入院中もスクワット
をして続編に備えていたと奥様からう
かがって驚くばかりでした。
今は、昼夜逆転するほどに落ち込んで
しまった奥様のケアーをしながら、地
方作家として多くの業績を残した氏を
偲ぶ集いの開催に向け、実践宗教教養
講座で学んだことを思い起こす毎日で
す。今月下旬には遺稿となる続編も出
版されることになり、信仰をもたない
者が出版という世界で、いかにグリー
フケアなどと係ることができるかを考
えております。皆様のご活躍を心から
お祈りいたします。　　（赤谷正樹）

　私は普段、病院薬剤師として仕事を
しておりますが、緩和ケアなど終末期
医療を専門としており、死生観やスピ

リチュアルケア、宗教的ケアなどにつ
いて学ぶ必要性を感じ、本講座の受講
を希望致しました。
　インターネットスクールでの授業受
講、そしてスクーリングは非常にタフ
な内容ではありましたが、自分が想定
していた以上の内容について学ぶこと
が出来たと感じております。医療従事
者として、新たな世界観を持つ大きな
きっかけになり、今後目の前の実践に
繋げていければと考えております。
　そして、宗教者の方々を含め、普段
仕事上なかなか交流する機会のない、
バラエティに富んだ方々と繋がりを持
てたことは今後の大きな財産になると
思っております。
　最後に、本講座の講義を担当頂いた
諸先生方、またスクーリングでお世話
になりました臨床宗教師の方々、その
他スタッフの皆様に深く感謝申し上げ
ます。　　　　　　　　（梅下　翔）

　僧侶として受講させていただきまし
た。履修証明書を受け取り、改めて
180時間という受講時間を振り返る
と、本当に勉強漬けの１年であったな
と思います。平日の勤めもあり、思う
ように進まない時もありましたが、授
業のほとんどは今現在東北大学で行わ
れているものであり、どれも新鮮で、
強く関心を持って臨むことが出来まし
た。死生学の授業では、他の受講者や
学生の様々な死生観に触れることが出
来、自分一人だけでは気づけない感覚
も知ることが出来ました。
　宗教学や宗教心理学の授業では、世
界中や人々の間で、どのように捉えら
れ営まれてきたのか、歴史的な背景か
ら現代に至るまでの現象を学んでいく
ことが出来ました、一僧侶として宗派
の宗学を学ぶ機会は多くとも、大きな
枠組みでの宗教を実際の現象として学
んでいく機会は少なく、初めて知る知
識も多く大変勉強になりました。ケア
の実践としては、先駆の宗教者による
スピリチュアリティに関するモデル
や、臨床宗教師のケアモデルなども詳
しくお教えいただき、またワークショ
ップでも実践へ向けての準備をしてい

くことが出来ました。教養講座では知
識の習得によって宗教に関する人間的
豊かさを獲得していくことが主になる
かと思いますが、それらは確実に実践
への質を高め、また活動の振り返りを
する際にも、より深く捉えていく為の
助けになっていくものであると感じて
います。受講生の進捗状況を温かく見
守ってくださった先生方の態度も、受
講を進めていく上でとても励みになり
ました。1年間誠に有難うございまし
た。今後ともどうぞ宜しくお願いいた
します。　　　　　　　（鈴木智雄）

　 一授業あたり90分間パソコンに向
かう日々は、思っていた以上にハード
なものでした。
　どの授業も興味深く魅力的で、もっ
とじっくり理解を深めたいという気持
ちをひきずりつつ、時間的制約を優先
せざるをえなかったことが心残りで
す。
　今回は実践講座へ進むことはかない
ませんが、有効期間2年のうちには必
ず！と目標にしています。それまで自
分なりにスピリチュアリティに向き合
う時間にしたいと思っています。
　また、この年齢になって素晴らしい
先生方と同じ志のお仲間に出会えたこ
とに感謝の気持ちでいっぱいです。あ
りがとうございました。（竹宮純子）

　1年間ありがとうございました。私
が受講した理由としては、お寺での檀
家さんとの関わりの中で、看取りの必
要性を感じたこともありましたが、お
寺の将来は暗い、お寺が存続していく
ためにはなにかせねばならないと思っ
てのことでした。
　受講してみて、布教やお寺のために
やるのではない、むしろ、お寺に住ん
でいることを利用して、自分のために
学ばせてもらっているのかもしれない
と思うようになってきました。
　インターネット講座は、手探りの中
でのスタートでした。私はパソコンの
操作もままならず、そこからすでにハ
テナ？の連続でした。講義はとても心
に響き、過去の自分と向き合ったり、
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いろんな思いがこみ上げてきて、涙涙
の視聴でした。インターネット講座と
いうのは、いつでも自分の空いてる時
間にできる…と安易に考えていました
が、思ったよりも大変でした。一人で
静かに考えるという時間がかなり必要
でした。次々配信される授業に、いつ
も追いかけられていました。また、大
学生の皆さんの様子も思い浮かべなが
ら、若い人達の学びは頼もしいと、い
つも感心しました。
　 スクーリングではいろんな職種の
方々や、優しい先生方やスタッフの方
と出会い、いろんな想いを聞かせてい
ただいて、自分が小さく小さく思えて
恥ずかしい限りでしたが、同じ目標を
持って学ばせていただける喜びは本当
に大きくてありがたいと思いました。
　 人生100年、今が折り返し地点だと思
っています。これからの半分、少しで
も、世の中に恩返しができる人生にした
いと思います。とは言っても実際には何
をどうすれば良いかわからないというの
が現実です。まずは身近なお檀家さんか
ら…いつでも頼ってもらえるような存在
になりたいなと思います。
　 先生方はじめ、関わってくださった
皆様、 本当に貴重な心に残る体験をさ
せていただいておりますこと、感謝い
たします。今後ともどうぞよろしくお
願いいたします。（中村由佳子）

　 一年間、先生方にはお世話になりま
した。仕事と学びの両立は想像を超え
る大変なものでした。ミニットペーパ
ーを通して、東北大学の学生さんと交
流をしてるような気持ちになり、ま
た、スクリーングでみなさんの意見を
聞かせていただき、時に考えさせられ
ることもありました。
　学びの途中で病気療養中だった義父が
亡くなり、エンディングノートからグリ

ーフケアに至るまで、必要なことが必要
な時に起きた、という感覚でした。
　 今後、この学びを活かすのは生きて
いる自分にたびたび問いかけになると
思います。一年間ありがとうございま
した。　　　　　　　　（松川睦美）

　 一年間の臨床宗教教養講座を終え
て、大きな荷物を背負った気持ちや、
宗教者としての自覚や使命感や、少し
の達成感など、様々な思いを抱いてお
ります。
　 講座の当初、自分の想像していたボ
リュームより遥かに多い現実のwebで
の受講時間は、神職としての仕事と両
立をしてゆくのに少々苦労しました。
後期に至っては、授業のペースには慣
れたものの、年末年始の仕事の繁忙期
に重なり、最後のスクーリングを迎え
る直前の猛烈なラストスパートで何と
か課題が提出できました。
　 それぞれの科目の内容は、私にとっ
ては、新しい知識や気づきの宝庫で、
そのすべてが興味深いものでした。た
だ、それが実際に臨床宗教師の学びと
どのようにつながってゆくのかが、当
初なかなか結び付かないものでもあり
ました。それを解消してくれたのがス
クーリングによっての先生方からのご
指導や、ともに学んだ受講生のみなさ
んの姿でした。また、諸先輩の臨床宗
教師の方々のお話も大変貴重な時間
で、一年の間にやっと臨床宗教師のあ
るべき姿を理解できたような気がいた
します。
　 果たして今後、自分が先を歩む諸先
輩方のようになってゆけるかどうかは
不安ではありますが、実践講座へ進ま
せていただくことで、またさらにある
べき姿が見えるように励んでゆきたい

と思っております。また、臨床宗教師
という立場を学んだことで、自分の本
来の神職としての研鑽もさらに必要だ
ということを自覚できたことも大きな
成果であったと思います。ご指導いた
だきました先生方、先輩、受講生の皆
さん本当にありがとうございました。

（春日律子）

　 一年間の授業を通してスピリチュア
ルケアを様々な視点から見ることによ
って、改めて宗教者としての在り方を
見直すことが出来たように思います。
既成概念を一度脇においてみると宗教
の新たな可能性が見えてくるようで
す。
　 スクーリングでは他宗派の方々や医
師・看護職の方々との出会いにより、
視野が広がったのも大きな収穫でし
た。ホームとアウェイという立ち位置
の違い、そこでの応対の仕方・注意点
など、多くのことを学ばせていただき
ました。
　 これからの実践講座では更に具体的
にそのあたりを深めていければと思っ
ています。　　　　　　（山下雅史）
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五辻文昭師を偲んで

中部臨床宗教師会顧問
ビハーラ大垣副代表　

沼口　諭

　 平成30年3月25日、中部臨床宗教師会会長五辻文昭
師がご逝去されました。
　 五辻先生（私が大垣真宗学院で学ばせていただいた
時の恩師でしたので先生と呼ばせていただきます）
は、大垣教区を代表する宗務の活躍のみならず、真宗
学院の教師としても絶えず真宗の学びを深めながら、
多くの御法話もこなしておられました。五辻先生から
教わった一番印象に残っている言葉は、『問いを持っ
て生きよ！』です。これは、私の宗教者としての歩み
の礎になりました。
　 東北大学の谷山准教授とのご縁から、平成25年秋よ
り当法人で臨床宗教師の研修をお引き受けすることが
決まったちょうどその時期に、大垣地区でビハーラ活
動を立ち上げようと有志で話し合いをしていました。
その当時、真宗大谷派の大垣教区では医療との連携は
勿論、ビハーラ活動に対しても積極的には考えられて
いなかった雰囲気の中で、「医療の現場に宗教者は必
要である」という教え子である私の意見を真剣に聞い
てくださり、ビハーラ大垣の代表を引き受けて積極的
に会を牽引してくださいました。約4年間で20名以上
の御高名な宗教者、学者、医師を招聘し学びの場を与
えていただけたことは、我々会員にとって大きな財産
になりました。また、自ら東北大学の臨床宗教師研修
を志願され、研修終了後は中部臨床宗教師会の会長と
して会員の期待に応え、早くからフォローアップ研修
として講演会を数多く開催するなど重責を担ってくだ
さいました。
　そんな五辻先生が、昨年7月に体調不良から救急搬送
され、悪性腫瘍の再燃を指摘され闘病生活に入られま
した。開頭手術を受け、放射線治療、化学療法と治療
を受けられながらも、体調のいい時は約束の御法話に
出講され、みんなが復帰を楽しみにしておりました
が、今年の2月に呼吸困難で入院されてからは次第に全
身状態が悪化していきました。それでも、酸素吸入は

6Lで呼吸状態は悪く、検査所見等を考慮し主治医から
いつ亡くなってもおかしくない状態と宣告されてから
も、先生を慕った臨床宗教師の仲間や多くの宗教者な
どのお見舞いを受けるたびに大変喜ばれ、仏教に関わ
る話に目を輝かせ活き活きとされていました。そし
て、遠くの見つめるような眼差しで、最後まで求道者
として仏法に対する熱い想いを語られる姿がとても印
象的でした。
 命終される数日前に私が先生の病床で交わした最後の
言葉は、「ビハーラ大垣、臨床宗教師の仲間をよろし
くお願いします。」「また、どこかでお逢いしましょ
う。」という大きな願いとささやかな約束でした。宗
教者として私を導いてくださった師を亡くしたこと
は、私にとってとても大きな悲しみで、今も心に穴が
空いたような寂しさを感じます。しかし、一緒にいろ
いろな活動をさせてもらい大きな財産もいただきまし
た。また、臨床宗教師をはじめかけがえのない多くの
仲間もできました。今後も、五辻先生の想いを胸に臨
床宗教師の活動を進めていくととともに、これまでの
ご苦労に改めて感謝したいと思います。
　 最後に、五辻先生が闘病中に書いておられた原稿の
一部を皆さんへのメッセージとしてお伝えし、筆を擱
きます・・・
「仏教と医療とが連携して、生老病死の苦しみや悲し
みを抱えている人たちの苦しみを和らげ、そして人生
最後の時を看取ると同時に、それに関わる者自身もま
た、生老病死の苦悩を超えて生きられる道を見出すこ
とにつなげていきたい。」

合掌

　　　　五辻さんは2013年10月～12月に行われた
　　　　第４回臨床宗教師研修を修了されました。
　　　　この写真はその修了式の時に撮影されたも
　　　　のです。



実 践 宗 教 学 寄 附 講 座 ニ ュ ー ス レ タ ー

18 Newsletter

北海道東北臨床宗教師会
   　　　報告者　会長　金田　諦應

活動報告
　 当会は、東日本大震災後、宗教・宗派を越えた宗教者
と、医療者、福祉関係者、大学関係者等が設立した仙台
「心の相談室」の支援事業を引継ぎながら、臨床宗教師研
修修了者の活動支援、継続研修、情報交換を主な活動と
し、また、医療機関、福祉施設等からの臨床宗教師派遣、
講演依頼などにも対応している。

◎医療機関等の依頼により派遣している臨床宗教師
　宮城県立がんセンター　　　松山宏成（ボランティア）
　岩手県立中部病院緩和ケア　渋谷真之（ボランティア）
　石巻赤十字病院がんサロン　吉田裕昭（ボランティア）

活動①　電話相談活動　　担当：松山宏祐
　 心の相談室の事業として主に被災地域を対象にしていた
電話相談を継承。
　 臨床宗教師が電話で相談者のお話やお悩み、つらいお気
持ちなどを傾聴。
フリーダイヤル（通話無料・相談無料）
　0120ｰ783ｰ643（ナヤミ　ムヨウサ）
【相談日】毎月第２・第４水曜日
【時　間】午後３時～午後９時　
　※１回の相談時間は原則１時間を目安

活動②　お弔い　担当：川上直哉
　 2011年4月以来、東日本大震災身元不明者の遺骨仮安置
所において、諸宗教合同のお弔い。
日時：毎月11 日午後2 時半から
場所：仙台市葛岡墓地管理事務所内
2018年3月26日、合同供養を以て会としての活動を終了。

活動③　爽秋会岡部医院　遺族会への参加 担当：伏見英俊
日時：第三日曜日　３時間程度　
場所：岡部医院新田ステーション
対象：主に岡部医院で看取りをした遺族
活動④　 爽秋会岡部医院各ステーションでのカンファレン
ス参加。患者訪問。
場所：新田（仙台）月曜日、柏木（仙台）火曜日、名取
（名取市）
時間：午後４時～
岡部医院の勉強会・講習会への参加
利用者への介入依頼への対応
＊11月13日に岡部医院活動者を中心とした勉強会を開催
活動⑤　広報活動　担当：三浦正恵
　　　　北海道東北臨床宗教師会のホームページの運営
各種メディアへの対応　https://www.ht-rinshu.com/
活動⑥　カフェデモンク　担当：金田諦應
　 仮設住宅から復興住宅への転住を踏まえ、自治会の再編
や自治会への　参加を促す活動に移行している。
　活動地域：気仙沼市　南三陸町　石巻市の仮設住宅　復
興公営住宅
　2017年10月24日　石巻市鹿妻南コミュニティハウス
　2017年11月18日　石巻市黄金浜復興公営住宅
　2017年12月６日　 石巻市渡波東復興公営住宅
　2018年1月16日　 石巻市大橋仮設住宅
　2018年1月29日　 石巻市湊町復興公営住宅
　2018年3月11日　 石巻市新蛇田東集会所
　2018年4月5日　　東松島市小野駅前集会所
＊2017年12月「カフェデモンク」「CAFE DE MONK」商
標登録済み
全国のカフェデモンク（2018年２月現在）
・北海道えりもカフェデモンク：浦河東診療所　 えりも町
社会福祉協議会と協働、精神障がい者の拠り所　
・上尾中央病院カフェデモンク：そらカフェ　 緩和ケア病
棟でのカフェ活動
・東京カフェデモンク：東京都内各地
・千葉六実カフェデモンク：老人福祉施設
・京都カフェデモンク：きょうのモンク（京都府・龍谷大
学との共催）自死遺族の会
・京都なごみカフェ：カフェデモンク　 福島第一原発事故
京都在住避難者
・関西カフェデモンク：救世軍教会内
・メディカルシェアハウス　アミターバ　カフェデモンク
　　岐阜県大垣市沼口医院内　
・熊本カフェデモンク：熊本県内・福岡県内の仮設住宅集
会所等
・宇城カフェデモンク：宇城市内の老人福祉施設等
・宮崎カフェデモンク：門川町地域包括支援センター内
・静岡県新富士カフェデモンク　 富士幸カフェ　 幸ハウス　
ホスピス（３月開店）
・広島カフェデモンク　近日中、開店予定
・海岸通り　 カフェデモンク（本店）　 2011年5月より開
店　被災地石巻、南三陸町　気仙沼市等で活動中

各地の動き

各地の臨床宗教師会の動向

各地の動き
臨
床
宗教師会の活動報告
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活動⑦　研修事業活動　担当：真如晃人
会員の資質向上、および資格認定・更新に必要な講義、会話
記録、活動報告等を行う。
＊11月30日会話記録検討会開催
＊定期ＦＵ研修：2018年4月16日、6月13日、
　　　　＊一泊ＦＵ研修：2018年10月～11月頃に開催予定

活動⑧　研修講座　担当：高橋悦堂
　　　　臨床宗教師連携分野等から講師を招き、講義を頂
く。役員会終了後に開催する。
2018年5月7日、7月（7月の日時は未定）

活動⑨　会議等開催記録
　　　　2017年11月13日　役員会開催
　　　　2017年12月14日　忘年会開催
　　　　2018年2月27日　役員会開催
　　　　2018年5月7日　役員会開催

関東臨床宗教師会
FU研修
①2017年11月24日（金）厳念寺（東京都台東区）にて　講
師：伊藤文雄先生
参加者：正会員19名、準会員2名、オブザーバー3名、合計
24名
②2018年2月4日（日）まちなかキャンパス（新潟県長岡
市）にて　講師：森田敬史先生
参加者：正会員3名、合計3名
（予定）
③2018年6月8日（金）大正大学（東京都豊島区）にて　
講師：曽根宣雄先生、森田敬史先生
FU研修後2018年度 総会

会話記録検討会
①2018年1月24日
（水）円満寺（神奈
川県横浜市）にて
講師：伊藤文雄先生
参加者：正会員4名、
世話人4名、合計8名
②2018年1月31日
（水）孝道山（神奈
川県横浜市）にて　講師：伊藤文雄先生
参加者：正会員5名、世話人1名、合計6名

役員会
平成29年12月27日（水）東京都内貸会議室
平成30年2月22日（木）東京都内貸会議室
平成30年4月24日（火）東京都内貸会議室

カフェ活動
（関東カフェ・デ・モンク＠上尾中央総合病院）
原則 第1水曜日、第3木曜日
開催日：11月1日、11
月16日、12月6日、12
月21日、1月18日、2月
7日、2月22日、3月7
日、3月15日、4月4
日、4月20日
参加者：臨床宗教師、
スピリチュアルケア
師、音楽療法士、上智
大学グリーフケア研究所実習生、ティーサービスボランティ
アなど。

講演活動
平成30年1月19日　仏教伝道協会（東京都港区）
臨済宗妙心寺派東京禅センター主催講演会「悲嘆に向き合う
とは～グリーフケアを学ぶ～」担当：池内龍太郎

平成30年3月7日（水）ヒューマンライフケア横浜（神奈川
県横浜市）・施設内研修
担当：池内龍太郎、井川裕覚
　

中部臨床宗教師会

　中部臨床宗教師会を発足当時から率いて下さっていた五辻
文昭会長が、2018年3月25日にご逝去されました。残任期
間である1年間は、武藤隆広師が五辻会長に代わり、会長に
就任することになりました。
　今年度も中部臨床宗教師会では、沼口医院と連携しながら
会話記録検討会や活動報告検討会並びに「医療と宗教（臨床
宗教師）」や「生と死」をテーマにした講義を組み合わせた
形式で、フォローアップ研修会を開催します。

中部臨床宗教師会　第13回フォローアップ研修
（第10回アミターバ連続講座）

2017年10月21日（金）15時30分 ～ 20時00分
会場：沼口医院（メディカルシェアハウス・アミターバ）
　    1F多目的ホール及びカフェデモンクコーナー
参加者：10名
田中至道師(5期)、松本峰哲師（6期）、服部あずさ師(8
期)、桐山千里師（9期）、隠一哉師（9期）、池田龍珠師
（10期）、西村沙羅師（10期）、東谷宗弘師（関西）、石
原真師（関西）、沼口諭先生
内容
会話記録検討会（会話記録提出者：隠師、田中師）
SV：山本佳世子先生　
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講義「他者のいたみに〈寄り添う〉ということ～非宗教者の
視点から～」
講師：山本佳世子先生

中部臨床宗教師会　第14回フォローアップ研修
（第11回アミターバ連続講座）

2017年11月25日（金）15時30分 ～ 20時00分
会場：沼口医院（メディカルシェアハウス・アミターバ）
　    1F多目的ホール及びカフェデモンクコーナー
参加者：10名
田中至道師(5期)、野々目月泉師(5期)、倉田恒雄師（7
期）、服部あずさ師(8期)、隠一哉師（9期）、池田龍珠師
（10期）、巖后顯範（10期）、西村沙羅師（10期）、土屋
千裕師（11期）、楠直樹師（11期）、沼口諭先生

内容
会話記録検討会（会話記録提出者：巖后師、楠師）

SV：山本佳世子先生　
講義「患者の語り、医療者の語り～ナラティブについて考え
る～」

講師：山本佳世子先生

中部臨床宗教師会　臨時会話記録検討会

2017年12月13日（水）13時30分 ～ 17時00分
会場：沼口医院（メディカルシェアハウス・アミターバ）
　    1F多目的ホール及びカフェデモンクコーナー
参加者：5名
池田龍珠師（中部）、土屋千裕師（中部）、佐々木昭一師
（中部）、
村尾雄志師（関西）、藤岡隆円師（中国）
内容
会話記録検討会（会話記録提出者：上記5名）

SV：大下大圓先生　

医療法人徳養会 沼口医院　第5回偲ぶ会
 
2018年3月17日（水）15時00分～17時00分
会場：メディカルシェアハウス・アミターバ　 1F多目的ホ
ール
主催：医療法人徳養会沼口医院
共催：中部臨床宗教師会
【プログラム】
1,開会の言葉　2,職員代表挨拶　3,映像鑑賞　4,語らい　5,
歌唱　6,ご家族様よりご挨拶　7,主催者挨拶　8,「カフェデ

モンクで語る会」ご案内　9,閉会の言葉　10,記念撮影
【参加者】
ご遺族：12家族19名 臨床宗教師：6名   ボランティア：2名

中部臨床宗教師会　第3回定例総会

2018年3月31日（土）17時00分～20時00分
会　場：メディカルシェアハウス・アミターバ　
出席者：10名
沼口諭先生、武藤隆広（龍大1期）、野々目月泉師(5期)、田
中至道師(5期)、松本峰哲師(6期)、倉田恒雄師(7期)、坂野大
徹師（7期）、隠一哉師(9期)、桐山千里師（9期）、北原密
蓮師（第12期）

■カフェデモンク　～水都・おおがき～
・日常のカフェデモンク　
毎週月・水・金曜日（13時30分～16時00分）オープン
・月例イベント　
毎月カフェデモンクにて季節に合わせたイベントを開催

■FU研修会：開催予定日
第15回フォローアップ研修会: 2018年 5月16日（水）講
師：平野 博先生
第16回フォローアップ研修会: 2018年 6月16日（土）講
師：谷山洋三先生
第17回フォローアップ研修会: 2018年 7月 7日（土）講
師：越山智子先生
第18回フォローアップ研修会: 2018年 8月 4日（土）講
師：大村哲夫先生 ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第19回フォローアップ研修会: 2018年 9月22日（土）講
師：小西達也先生
第20回フォローアップ研修会: 2018年10月31日（水）講
師：大下大圓先生
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関西臨床宗教師会
　 3月5日、日本臨床宗教師会より、会員の内16名が、資格
認定された。4月1日現在、関西臨床宗教師会の会員は、会
員38名、准会員3名。

2017年8月29日、30日　 関西臨床宗教師会総会・ＦＵ研修
会
2018年1月13日　会話記録検討会　参加者6名　ＳＶ：打本
弘祐、申英子
理事会開催
8月29日、10月19日、12月21日、2月26日、3月15日、4月
26日
（実施予定）
6月6日、20日、会話記録検討会
10月頃、総会・ＦＵ研修会
2019年1月頃、会話記録検討会

中国地方臨床宗教師会

2017年11月19日
浄土真宗本願寺派安芸教区、ビハーラ安芸主催
「いのちをみつめる研修会」本願寺広島別院共命ホール
・基調講演「臨床宗教師とその役割」桝野統胤
・パネルディスカッション  桝野統胤 堀靖史
2017年12月7日
九州臨床宗教師会主催九州北部豪雨被災地支援カフェデモ
ンク に中国地方より4名参加　福岡県朝倉市

2017年12月25日
例会「認定臨床宗教師資格申請説明会」　広島市 超覚寺
同日  懇親会

2018年3月30日
第2回フォローアップ研修 10:00～16:30
・講義「ケアの本質～共に歩むということ～」吉田弥生先生
・活動記録検討会
・会話記録検討会  SV:吉田弥生先生

次回のフォローアップ研修は秋頃を予定しております。

四国臨床宗教師会
　 2018年4月14.15日徳島県かんぽの宿で四国臨床宗教師会
設立式＆ＦＵ研修会を開催しました。

滞りなくカリキュラムは終わり盛況の内に2日間の研修会は
終了しました。
主な内容
SV谷山洋三先生を迎えて4名の会話記録検討
基調講演「臨床宗教師の理念と倫理」
講演
笠松哲司先生(医療法人かさまつ在宅クリニック院長)
「在宅医療の現状と臨床宗教師の必要性」
寺島𠮷保先生(徳島県立中央病院臨床腫瘍科部長)
「緩和ｹｱの現状・薬剤師・臨床心理士・ピアサポーターの
導入経験から臨床宗教師の可能性を考える」
ディスカッション：:医療現場の心の希有・傾聴・宗教性
14日夜:懇親会、15日早朝:瞑想会
四国外から2名の臨床宗教師、先駆者(後、当会に入会)1
名、我々含めて延べ約20名の参加

　 ふりかえれば、私は2016年養成講座(種智院第1期)を終え
研鑽の為、仙台、京都、熊本とFU研修会に参加してきまし
た。諸先生方の紹介で四国在中の臨床宗教師の方とも知り合
え､又同時に「四国での会の発足の意義」も考えるようにな
りました。四国の修了者とmailなどで意見交換を重ねて、
2017年の10月1日に昌光寺(東北大7期:南千代さん)に4名が
集り「四国で臨床宗教師会を立ち上げる意味はあるのか?必
要なのか?」を議論しました。
①地理的な思考の中で「四国」を括ることは四国四県の臨床
宗教師の活動が活発になり四国と云う看板を掲げることで責
任が生まれ臨床宗教師が目指すところに貢献できる。
②今後、新たに資格を取得する四国の臨床宗教師の活躍の場
も開かれる。
③東北大6期、徳島在中で地域包括ケアマネでもある田野さ
ん(監査)、東北大7期、徳島在中で看護師でもある南さん(事
務局)それぞれの経験と関係性が活かせる。
この3つの理由がのちのちに残り発足に向け動き出しまし
た、6回ほど準備会を持ち、夜は懇親会となり会としての体
制を作っていきました。
　代表、副代表、事務局、会計、監査で全員となる最小の会
ではありますが皆と会則も作り「会」としての告知、呱々の
声を上げるために設立式並びFU研修会の構想に移り先述の
準備にとりかかりました。
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　勢いの中、間を開けずに開催することで開催できた面もあ
りますが急ぎすぎた歪みも出てきて反省も多々あります。今
後は会員の特質(ケアマネ・看護師・臨床心理士)と関係性を
会員で共有して設立式で講演を引き受けて下さったドクター
2名、賛助会員になって下さった医療従事者数名の方々の意
見を聞きながら地域の中で謙虚に模索して行こうと考えてい
ます。
　　　　　　　　　　　　四国臨床宗教師会代表:童銅啓純

九州臨床宗教師会
被災地カフェデモンク
　11月7日（朝倉市林田仮設）
　11月20日（益城町広崎仮設）　
　1月15日（朝倉市林田仮設）
　2月15日（朝倉市林田仮設）　
　2月13日（朝倉市林田仮設）
　3月12日（朝倉市林田仮設）
　4月13日（朝倉市林田仮設）　
　4月14日 熊本地震復興祭（共
催）in 豊野（宇城市豊野公民
館）
　5月14日 熊本地震慰霊祭（益
城町広崎仮設）
　5月31日（朝倉市林田仮設）

研修等
11月14日～15日 東北大学
実践宗教学寄付講座臨床宗
教師研修 全体会２　（東本
願寺熊本会館）
12月20日 2017年度第4回
FU研修（ルーテル大江教
会）
1月27日　総会・懇親会
3月19日　 第一回運営委員
会　久留米市円行寺
6月8日　2018年度第一回フ
ォローアップ研修　 熊本市
ルーテル大江教会
九州臨床宗教師会主催として以降も朝倉市と益城町の仮設集
会所にて月1回ずつカフェデモンクを開催する予定です。

※各地臨床宗教師会の活動はそれぞれのウェブサイ
ト、Facebookなどでも情報発信されています。

実践宗教学寄附講座活動報告
《2018年度開講科目　前期・後期》
「臨床死生学」（大村）、「宗教と心理」（高橋）、「死生
学文献講読」（高橋・大村）、「スピリチュアルケア」（谷
山）、「グリーフケア」（大村）、「スピリチュアリティ」
（高橋）、「ケアの実践と宗教者」（オムニバス）
《発表・講演等》
2017.7.20～11.30 谷山洋三 臨床宗教師研修資格認定集中コー
ス、浄土宗蓮光寺（仙台市）、スーパーバイザー
2017.10.1 鈴木岩弓「死生観はいま」真如苑世界宗教セミナ
ー、友心院
2017.10.11 鈴木岩弓「日本人の民間信仰」西本願寺ビハーラ僧
養成研修会、西本願寺伝道院
2017.10.17～12.19 谷山洋三・大村哲夫 第12回臨床宗教師研
修、東本願寺熊本会館、スーパーバイザー
2017.10.30【TV】鈴木岩弓「新藤兼人95歳 人生との格闘果て
ず」（スタジオゲスト）NHK-BSプレミアムカフェ「生と死を考
える」9:00-1040
2017.10.31【TV】鈴木岩弓「百万回の永訣 柳原和子がんを生
き抜く」（スタジオゲスト）NHK-BSプレミアムカフェ「生と死
を考える」9:00-11:01
2017.11.1【TV】鈴木岩弓「千の風になって」（スタジオゲス
ト）NHK-BSプレミアムカフェ「生と死を考える」9:00-11:01
2017.11.3 鈴木岩弓「『臨床宗教師』の誕生と展開」甲寅会特
別講演会、江陽グランドホテル
2017.11.17 鈴木岩弓「死者と生者の接点-現代日本の『死の文
化』-」鶴見大学生涯学習センター開設20周年記念企画「死生学
入門」鶴見大学
2017.11.18 谷山洋三 北海道東北臨床宗教師会フォローアップ研
修、東北大学、スーパーバイザー、倫理講習
2017.11.18 高橋原「宗教者による心のケアと儀礼の力」祈りと
救いとこころ学会シンポジウム「亡き人との共生」、池袋メトロ
ポリタンホテル
2017.11.22 鈴木岩弓「日本人の死生観-過去・現在・未来-」
SAC東京第３期、東北大学東京分室
2017.11.30 大村哲夫 北海道東北臨床宗教師会会話記録検討
会、東北大学、スーパーバイザー
2017.12.2 谷山洋三「公共空間における宗教的資源の活用」佛
教文化学会第27回学術大会シンポジウム「仏教者の社会活動と教
化～臨床宗教師の試み～」大正大学
2017.12.2 高橋原「宗教者による癒しと寄り添い」第27回佛教
文化学会シンポジウム（上掲）
2017.12.9～10 谷山洋三「日本的なスピリチュアルケアを目指
して」2日研修会、臨床パストラル教育研究センター東北ブロッ
ク研修会、仙台福祉プラザ
2017.12.20 谷山洋三・大村哲夫 九州臨床宗教師会フォローアッ
プ研修、日本福音ルーテル大江教会、スーパーバイザー、倫理講習
2018.1.6 谷山洋三「スピリチュアルケア入門～臨床宗教師の視
点から～」NPO法人千葉県東葛地区・生と死を考える会講演会、
麗沢大学
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2018.1.17 谷山洋三「臨床宗教師の資格化に向けて　 日本臨床
宗教師会「認定臨床宗教師」開設」龍谷大学大学院実践真宗学研
究科新春シンポジウム「臨床宗教師の資格認定に向けて」
2018.1.18 鈴木岩弓「日本における『臨床宗教師』の誕生と展
開」国立台湾大学醫学院付設醫院緩和医療病房講演会
2018.2.5 谷山洋三「臨床宗教師の歩みと今後の展望　公共空間
と宗教」智山伝法院震災関連特別報告会、智山伝法院（東京）
2018.2.10 鈴木岩弓「暮らしの中の伝統と現代」相馬市歴史文
化トークセッション
2018.2.16 鈴木岩弓「イエ亡き時代の死者のゆくえ」曹洞宗遊
行会記念講演会
2018.2.24 谷山洋三「日本的なスピリチュアルケアを目指し
て～臨床宗教師の視点から～」第34回大分緩和ケア研究会「緩
和ケアの新たな広がり」ホルトホール大分
2018.2.28 谷山洋三「看取りにおけるスピリチュアルケア」宮
城県内中小自治体病院事務長・総看護師長会研修会、パレス松洲
（宮城）
2018.3.4 鈴木岩弓「memento mori ー現代日本人の死生観
ー」東北大学111周年関西交流会記念講演
2018.3.5 大村哲夫 日本臨床宗教師会第3回フォローアップ研
修、上智大学、倫理講習講師・会話記録スーパーバイザー
2018.3.6 谷山洋三「＜活動報告検討会＞のねらい」日本臨床宗
教師会第3回フォローアップ研修活動記録検討会、上智大学
2018.3.10 谷山洋三「死生観について」仙台いのちの電話相談
員養成講座44期
2018.3.18 大村哲夫「宗教とケア：宗教性から臨床宗教師ま
で」IFMSA-Japan
2018.3.19～20 谷山洋三「Hospice運動とSpiritual Careに関
わる日本社会の背景」「Spiritual CareとReligious Care」「東
日本大震災と臨床宗教師の誕生」中央財経大学社会学部社会与心
理学院（中国北京）
2018.3.23 谷山洋三「安寧照顧運動と霊性照顧に関わる日本社
会の背景」「霊性照顧と宗教的照顧」曹山宝積寺佛学院（中国江
西省）
2018.4.14～15 谷山洋三 四国臨床宗教師会設立式・フォローア
ップ研修、かんぽの宿徳島、スーパーバイザー、倫理講習
2018.4.17 鈴木岩弓「あの世とこの世の接点」2017年度白眉年
次報告会 基調講演 

《論文・寄稿》
高木慶子・島薗進・柏木哲夫・谷山洋三（シンポジウム記録）
「スピリチュアルケアこれまでの10年、これからの10年」（座
長）『日本スピリチュアルケア学会ニューズレター』No.18、
10-16、 2018.3
谷山洋三「グリーフケア公開講座　 悲嘆に向き合う臨床宗教師の
視点」『龍谷大学世界仏教文化研究センター応用研究部門　 人
間・科学・宗教オープンリサーチセンター2017年度研究活動報
告書』48-53、 2018.3
谷山洋三「特別講演　 スピリチュアルケア」『龍谷大学世界仏教
文化研究センター応用研究部門　 人間・科学・宗教オープンリサ
ーチセンター2017年度研究活動報告書』119-129、2018.3　
鈴木岩弓「死後世界と宗教者̶臨床宗教師の誕生と展開̶」『無
量寿』第4号、西本願寺医師の会事務局、pp.6-11、2018.1.25 

鈴木岩弓「望年会」『すいとく』第763号、竹駒神社、p.1、
2018.2.1 
鈴木岩弓「死生観はいま」『歓喜世界』254、真如苑教学部、
pp.66-73、2018.2.24
鈴木岩弓「子どもの死を考える」『グリーフケアを身近に―大切
な子どもを失った哀しみを抱いて』勉誠社，pp.68-78、
2018.2.27 
鈴木岩弓「スキルを踏まえた知的生産」『2018読書の年輪̶研
究と講義への案内̶』東北大学教養教育院、pp.10-13、
2018.3.1 
鈴木岩弓「2・5人称の死者-“死者の記憶”のメカニズム-」鈴木
岩弓・磯前順一・佐藤弘夫編著『〈死者/生者〉論―傾聴・鎮
魂・翻訳―』ペリカン社,pp. 145-181、2018.3.7 
鈴木岩弓「提言 臨床宗教師の役割と期待」『シンポジウム ご縁 
記録誌』（仏教の可能性-震災後の日本と仏教）浄土真宗本願寺
派，pp.4-10他、2018.3
鈴木岩弓「柳田國男と仙台の地」鈴木岩弓・小林隆編『柳田國男
と東北大学』東北大学出版会，pp.29-61、2018.4.27 
高橋原 書評「奥野修司『魂でもいいから、そばにいて̶3・11後
の霊体験を聞く』新潮社、2017.2.25」『グリーフケア』第6
号、上智大学グリーフケア研究所
高橋原 書評　 "Book Review: A Japanese Jungian Perspective 
on Mental Health and Culture: Wandering Madness,  by Iwao 
Akita, trans. by Waka Shibata and Kittredge Stephenson. 
Routledge, 2017," Contemporary Japan, Vol. [  ] German Institute 
for Japanese Studies, pp. [ - ], published online 2018.3.6, 
高橋原「声にならない声を聴く―死者の記憶に向き合う宗教者
―」、 鈴木岩弓・磯前順一・佐藤弘夫編著『<死者／生者>論―
傾聴・鎮魂・翻訳―』ぺりかん社、2018.3.10、pp. 45-70. 

《新聞報道等》
【TV】ＲＫＢ毎日放送（2018年1月18日）「被災者に募る不安～
心に寄り添う臨床宗教師」
産経新聞（2018年1月23日）「苦しみ心で受け止め」　臨床宗教
師、龍谷大院で１３人研修終了　京都
『文化時報』（2018年1月24日）  「『認定臨床宗教師』制度開
始へ　『修了者』『先駆者』認定」
【TV】UHB北海道文化放送（2018年2月18日）みんなのニュー
ス「がんを防ごう　人生に寄り添う「臨床宗教師」～ある緩和ケア
病棟の1日」
『 サンデー毎日』（2018年2月25日）「『臨床宗教師』がいる風
景 『多死社会』に日本はどう向き合うのか」、114-116
産経新聞（2018年3月6日）被災者やがん患者らのケア「臨床宗教
師」資格認定制度始まる　146人が取得
毎日新聞（2018年3月8日） それぞれの3.11 臨床宗教師の養成を　
鈴木岩弓さん
中外日報（2018年3月9日） 日本臨床宗教師会　岡部医師との約
束果たせた
仏教タイムス（2018年3月15日） 日本臨床宗教師会　認定臨床宗
教師146人誕生　"故岡部医師との約束果たせた"
徳島新聞（2018年4月16日） 四国臨床宗教師会が発足　宗教超え
た傾聴奉仕　徳島・香川の住職ら５人　がん患者らの不安緩和
産経新聞（2018年4月16日） 「臨床宗教師」資格制度開始　　宗
教者に問われる高い倫理観と研鑽
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寄附者
東北大学文学研究科実践宗教学寄附講座は宗教界など各方面からの寄附金によって維持運営
されています。寄附者の方々をここに記し感謝申し上げます。
日 本 基 督 教 団 
南西ドイツ宣教会
(EMS: Evangelical Mission in Solidarity) 
宮城県宗教法人連絡協議会
全真言宗青年連盟 
日本ナザレン教団 
宗教法人みんなの寺
融通念佛宗音羽山観音寺
浄土真宗本願寺派真覚寺
真宗大谷派常念寺
天台真盛宗新光寺
天台真盛宗西念寺
融通念佛宗西方寺 
曹洞宗島田地蔵寺
真言宗智山派大聖寺
龍谷大学実践真宗学研究科教員有志
宗教法人孝道山本仏殿
宗教法人妙光寺
医療法人徳養会
宗教法人平間寺
日本宗教連盟 

真宗教団連合 
日蓮宗実相寺
日蓮宗妙興寺
清水寺
秩父神社
竹駒神社
神習教
念法眞教
日蓮宗立像寺
曹洞宗崇禅寺
聖観音宗浅草寺
日蓮宗法音寺
曹洞宗洞林寺
應典院秋田光彦
天台宗円満寺
明川寺
有限会社仏教企画
曹洞宗北海道管区
密教２１フォーラム
日蓮宗高応寺
その他の方々

実践宗教学寄附講座
　主任教授 木村敏明　（兼任：宗教学教授）
　教授　　 高橋　原　
　准教授　 谷山洋三　（兼任：宗教学准教授）
　助教　　 大村哲夫
　顧問　　 鈴木岩弓　（兼任：教養教育院 総長特命教授）
　980-8576
　宮城県仙台市青葉区川内27-1
　東北大学文学研究科内
　実践宗教学寄附講座
　022-795-3831(T/F)
   j-shukyo@g-mail.tohoku-university.jp
   http://www2.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/

編集後記
　校了間際に、僧侶の太田宏人さんの訃報が飛び込んできま
した。48才の若さでした。太田さんは月刊SOGIの記者とし
て、雑誌メディアの中では最も早く臨床宗教師を世に伝えて
くれた人でした。ささえ愛よろずクリニックでは臨床宗教師
の先達として実習生の指導をしてくださいました。私がいま
だに被災地へ通って戸別訪問による傾聴活動を続けている僧
侶がいるという話をする時には、いつも太田さんのことが念
頭にありました。太田さんは居酒屋ではバカ話を交わして笑
いあう友でしたが、たくさんのことを教えてくれた師であ
り、求道者でもありました。「現場に入る臨床宗教師は滲み
出る「なにか」を磨かねばならない」と仏教タイムスに書か
れたのも太田さんでした。私たちの活動に対しては厳しく温
かい視線を常に注がれており、ご自身も臨床宗教師会に合流
しようとされていた矢先に病に倒れられ、そのまま残念なお
別れとなってしまいました。毎年、新しい仲間が増える一方
で去っていく師友もいます。常に見守っていてくれる多くの
人々と心の中で言葉を交わしながら次の一歩を進めなければ
ならないと思いを新たにしています。（た）
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公益財団法人世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会 
立正佼成会一食平和基金
宗教法人中山身語正宗 
真如苑
公益財団法人 新日本宗教団体連合会
一般財団法人　ありがとうインターナショナル
日本キリスト教協議会エキュメニカル震災対策室 
財団法人東北ディアコニア
特定非営利活動法人神道国際学会
特定非営利活動法人世界開発協力機構

当講座は、全日本仏教会の「推薦団体」、日本宗教連盟の
「後援団体」として認定を受けています。
ご寄附のお申し込みにつきましては下記までお問い合わ
せください。なお、寄附金には法人税法・所得税法によ
る税制上の優遇措置があります。
　東北大学文学研究科内実践宗教学寄附講座
　　TEL: 022-795-3831(FAX兼)
　　E-mail: j-shukyo@g-mail.tohoku-university.jp

各地臨床宗教師会連絡先
北海道東北  ht.rinshushikai@gmail.com
　　   関東  kanto.rinsyo.syukyoshi@gmail.com
　　   中部  chubu.rinsyu@gmail.com
　　   関西  kansai_rinshoshukyoshikai@yahoo.co.jp
   中国地方  ch5rinshu@yahoo.co.jp
　　   四国  p005@me.com
　　   九州  k.rinsyu@gmail.com 
日本臨床宗教師会事務局
             　sicj@g-mail.tohoku-university.jp
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