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クリスマスに寄せて     学長 北垣宗治 
 
 クリスマスは私たちの救いの主イエス・キリストの誕生を祝う日です。イエスの誕生日が 12月
25日であったという確証はありませんが、教会の伝統により、そのように定まったのです。それ
は冬至のころで夜の長さが一年中でいちばん長い時期にあたります。暗黒の中に特別な生命が誕

生する。それは暗黒を照らす光でした。クリスマスにローソクを点して祝う習慣は、暗黒を照ら

す光であるイエスを象徴します。しかも誕生したイエスには場所がなくて、母マリアは馬小屋の

飼い葉桶の中に寝かせたと聖書は記しています。これまた象徴的なことです。私たちはみんな自

己中心的に生きていて、それほどにまでイエスに場所を与えたがらないのです。詩人 T･S･エリオ
ットの詩に出てくる博士はこの幼児を拝したとき、誕生を見たが同時に死を見たと告白していま

す。誕生と同時的に死を見ることのできる、このダブル・ヴィジョンこそは、私たちが磨くべき

心の眼であります。 
 

今しばらくお待ちください！ 
 
 図書館の増築工事が 10 月末に無事終わ
りました。半年の間、利用者の皆様にご迷

惑をおかけしました。ただし出来上がった

スペースは今しばらく使用できません。し

かも、後期試験終了後、増築部分に書架・

集密書架(閉架)・閲覧机等を設置する関係
上、2月 12日～3月 31日の期間閉館にな
ります。 
 ４月 1 日からの開館を楽しみにしてくだ
さい。 

 
クリスマスを迎えるたびに思い出す物語 
                                田邊 昌邦 
 
 クリスマスを迎えるたびに思い出すのは、ヘ
ンリー・ヴァン・ダイクが子供たちのために 
書いた「もう一人の博士」の物語です。これ 
には本当のクリスマスの意味が書かれていま

す。これは 30年もの長い間、主イエスを探 

 
し続けるある一人の博士の物語です。彼は新し

くお生まれになったイエス様に捧げるために

自分の持っている全財産を売り、そうして取り

替えた三つの赤い宝石も人を助けるために使

ってしまい、イエス様にもお目にかかれずに死

んでしまいます。しかし、彼はいつも主イエス

をお迎えする心に溢れ、最後にイエス様に慰め

られるのです。 
 彼の名はアルダバン。彼は聖書に出てくる三
人の博士と一緒に旅する筈でした。しかし、待

合せ場所バビロンに行く途中で道端に倒れて

いる病人に会います。この人を救うために大切

な時間を捧げて介抱することから物語は始ま

ります。このことで待合せの時間に間に合わず、

後を追いますがイエス様に会うことが出来ま

せんでした。イエス様を探して 30年もの長い
間旅をします。彼はまず、バビロンでらくだを

買うために、次にエルサレムでヘロデ王の兵隊

が殺そうとした赤ん坊を救うために、そして最

後に主イエスが十字架に掛かる目の前で奴隷

に売られる女を救うために、イエス様に捧げる



三つの宝石をすべて失います。その時アルダバ

ンの体はすっかり衰え、救った女に抱えられ誰

かに話しかけているようにしながら、にっこり

と笑い静かに天に召されました。その時、「あ

なたがお友達にした親切は、わたしにしたのと

同じだよ。いつでも、どんなときも、わたしは

あなたとともにいたよ。これからもだよ。」と

アルダバンははっきりとイエス様の声を聞き

ました。 
 いつもイエス様と行き違っていませんか？ 
でも、神様はいつも私達を愛し、私達とともに

歩いておられます。クリスマスはこの神様を感

じる始まりの日です。 
                             （本学職員） 

 
 
 
 
 

ヘンリー・ヴァン・ダイクの本： 
「もう一人の博士」岡田尚訳 新教出版社. 
原書：Henry Van Dyke(米,1852－1933): 

The story of the other wise man , 
1990, Enthea Press.  

 
「ビッグバン」の理解のために  大海宏 
 
 「ビッグバン」という言葉、今や知らない人
はあるまい。ていねいに言えば「日本版ビッグ

バン」で、わが国の金融制度大改革のことであ

る。言葉は誰でも知っているし、ビッグバンを

題名につけた書物はおそらく 50冊を下るまい。
雑誌による特集も数え切れない。ところが不思

議なことに、ではビッグバンとは何かと改めて

尋ねると、納得のいく答えになかなか出会えな

い。 
「群盲巨象を撫でる」の感がある。部分や枝葉

の細部に迷い込まないために、私のアドバイス

は、少し乱暴かもしれないが、先ずなるべく早

くビッグバンについて自分自身の全体像

（象？）を作り上げてみることだ。当初は主観

と独断とイマジネーションで固めた象でよい。

ビッグバンはなぜ必要か、ビッグバンの目標は

何か、誰のためのビッグバンか、ビッグバンの

成否を何で測るか。 
 参考までに私が自分のために作ってみたビッ
グバンの全体像を記してみよう。先ずその必要

性は、日本の金融の実態が時代の変化に合わな

くなってきたことにある。銀行中心の「間接金

融」体制は経済が未発達で資金蓄積が不十分の

時代に適合する。日本は 20年前に既に「直接
金融」体制にシフトしているべきであった。換

言すれば、資金は「調達」優位から「運用」優

位へ。又「預金」から「投資」（「証券」）へ。

ビッグバンは何よりも、金融資産を持つ個人に

時代にふさわしい運用利得のチャンスを与え

るためのものである。国家や業者（銀行・証券）

は厳しい自由競争と国際ルールにさらされる。

国益や「社益」は直接の目的ではない。「民益」

の消長だけがビッグバン成功を測る物差であ

る。 
 先ず自分の全体像を作るために読むべき本と
して、(1)竹村健一『頭のいい｢ビッグバン｣利
用術』（クレスト社）、（2）海江田万里『日本版
ビッグバン―これが真実、これは嘘』（KK ベ
ストセラーズ）を挙げておきたい。図書館に山

のようにあるビッグバンの解説書は、その後に

読まれれば理解が容易になっている筈である。              
（本学教員） 
 
「金融ビッグバン」に関する本（図書館所蔵分）

は上記のほかに次のものがある：淵田康之「証

券ビッグバン 日本市場大改革への構想」◇向
壽一「金融ビッグバン」◇楠本博「日本版ビッ

グバンのすべて」◇日本経済新聞社「どうなる

金融ビッグバン」◇伊藤友八郎「図解日本版ビ

ッグバンが見る見るわかる」◇中村一城「ビッ

グバンで銀行・証券・保険崩壊の危機」◇今井  
「図解 日本版ビッグバン」◇金融問題研究会
「金融ビッグバン いま何をなすべきか」◇毎
日新聞社「決定版金融ビッグバン」◇多胡秀人

『グローバル・スタンダード 金融ビッグバン
が求める「意識改革」』◇坂井隆憲「日本版ビ



ッグバン構想の視点」◇東洋経済新報社「金融

ビジネス 1997‐8 日本版ビッグバンへの警
告」◇佐和良作「日本のビッグバン 待ったな
しの金融・証券大改革」 
 
歴史文学のたのしみ 
塩野七生 
「コンスタンティノープルの陥落」を  読む                  

 悲劇の東ローマ帝国皇帝コンスタンティヌス

Ⅱ世は生まれる時期が遅すぎた。かってコンス

タンティノープルが地中海に覇を唱えていた

時代に生まれれば、後は中興の祖として徳の君

主としての地位を後世に残したかもしれなか

っただろう。だが激しい時局の変化は、栄冠を

彼にではなく、それとは対照的な激しい気性と

際限のない野心を持った、征服王マホメッドⅡ

世に授けたのだ。コンスタンティヌスⅡ世は、

その誠実な人柄と忍耐強さにより人々から敬

愛されていた。だが、時代はそんな彼をイスラ

ム軍にじゅうりんさせ、皇帝の姿は落城の際、

敵の軍勢の中に消えてゆく。それはあたかも栄

耀栄華を極めた都、コンスタンティノープルの

最後を象徴するかのようであった。両者の対照

的な事柄こそ、歴史の妙味と言える。 

                      95K085     坂牧良春 

  
 時は 15 世紀後半、キリスト教圏としてのヨ
ーロッパは絶対君主の時代へと移行していた。

だがこの完結された世界において、その秩序を

脅か す影が東方の地において急速に発達して
いった。イスラム帝国である。神教として同根

であるが、両宗教はそれぞれ相手を異質なもの

とみなし、征服の対象としたのだ。十字軍の遠

征において常に守勢一方であったイスラム圏

はイスラム帝国の台頭によって、いや一人の男

が歴史の舞台に登場することによって攻勢へ

と転じ、さらにはキリスト教世界を戦慄の渦に

巻き込むことになる。 
 マホメッドⅡ世。この王者の風格を漂わせ、
他を圧するような威厳を備えた若者にとって

このアジアの地は狭すぎた。彼の野心は、常に

世界を望んでいた。アレクサンドロス大王がな

しえなかった世界征服の夢、これを彼の理想と

したのだった。そして彼が初めに矛先をむけた

のはコンスタンティノープル（現イスタンブー

ル）と呼ばれる、キリスト教圏の入口とも言え

る都市だった。ここにヴェネツィア、ジェノバ

の都市国家が援軍としてかけつけ、それぞれの

役者が集結する。本書では、他に様々な登場人

物が現れそれぞれが物語を織りなしていくが、

その主調音は人物を軸とした歴史の流れに乗

る者と、その流れに乗り遅れる者との鮮やかな

対比であろう。 

 
塩野七生（しおのななみ）の本[図書館所蔵分]
はこの他に：「チェーザレ・ボルジアあるいは

優雅なる冷酷」「ロードス島攻防記」「レパン

トの海戦」（新潮文庫）「海の都の物語 ヴェネ
ツィア共和国の一千年」「ローマ人の物語Ⅰ 
ローマは一日にして成らず・Ⅱ ハンニバル戦
記・Ⅲ 勝者の混迷・Ⅳ ユリウス・カエサル ル
ビコン以前・Ⅴ ユリウス・カエサル ルビコン
以後・Ⅵ パクス・ロマーナ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆マーリン・フィッツウォーター「ホワイトハウス報道官」 ◆角田猛之「法文化の諸相」◆黒沢満「核軍縮と国際法」◆



山本草二「海洋法」◆杉原高嶺「国際司法裁判制度」◆E･バ
ーグ「フランス革命の省察」◆富井篤「新･実務英語入門 書
き方と訳し方」◆初宿正典「いちばんやさしい憲法入門」◆

テーオドア・フォンターネ「セシールの秋」「迷誤あれば」◆

波多野里望他「国際法講義」◆田畑茂二郎他「国際人権条約･

宣言集第２版」◆クライスト「クライスト全集 2･3」◆グリ
ム「初版グリム童話集 4」◆桜井万里子「世界の歴史 5ギリ
シアとローマ」◆山本草二「国際条約集1997年版」◆トマス・
アクィナス「神学大全」◆副田義也「教育勅語の社会史」◆

福岡正夫「ケインズ」◆D･バウチャー「社会契約論の系譜」
◆木崎喜代治「信仰の運命」◆宮本久雄「聖書の言語を超え

て」◆小倉重夫「バレエ音楽百科」◆G･A･クレイグ「軍事力
と現代外交」◆小嶋潤「新約聖書の世界」◆同志社大学人文

科学研究所編「戦時下抵抗の研究 1-2」「熊本バンド研究」◆
C･M･ウッドハウス「近代ギリシア史」◆奥脇直也編「国際法
キーワード」◆坂口ふみ「個の誕生」◆梅津順一他編「近代

西欧の宗教と経済」◆アンドリュー･B･シュムークラー「選択
という幻想」◆ピーター･タスカ「JAPAN2020不機嫌な時代」
◆ホセ･ヨンパルト「教会法とは何だろうか」◆田原嗣郎「徳

川思想史研究」◆佐藤幸治「憲法第 3版」◆波多野里望「国
際司法裁判所 判決と意見第2巻」◆エルンスト･ブロッホ「ユ
ートピアの精神」◆山田晟「法学 新版」◆中村隆英「過渡期
としての1950年代」◆E･H･ノーマン「日本占領の記録」◆
若山芳三郎「学生のためのWord & Excel」◆五百旗頭真「米
国の日本占領政策(上下)」◆萩原延寿「陸奥宗光(上下)」◆笠
松宏至「日本中世法史論」◆西嶋定生｢中国古代国家と東アジ

ア世界｣◆山本正三他編「人文地理学辞典」◆船本弘毅「聖書

の世界 旧約を読む･新約を読む」◆マイクル･シェルダン「人
間ジョージ･オーウェル(上下)」◆B･メラー｢帝国都市と宗教
改革｣◆五十嵐清｢私法入門｣◆鎌田慧「大杉榮自由への疾走」

◆根岸隆｢経済学の歴史 第2版｣◆岩崎育夫「華人資本の政治
経済学」◆大平章｢現代の英米作家100人｣◆マルティン･ブー
バー「ハシディズム」◆新潟日報報道部｢原発を拒んだ町｣◆

芦部信喜編「判例ハンドブック憲法」◆大神田丈二他編「た

のしく読める英米幻想文学作品ガイド120」◆小島圭二他「日
本の自然地域編(北海道･東北)」◆作品社編集部「読本 憲法の
100年 1-3」◆中村廣治郎「イスラームと現代」◆平和･安全
保障研究所編「アジアの安全保障 1997-1998」◆鈴木裕子編
「日本女性運動資料集成第8巻」◆宮澤賢治「新校本 宮澤賢
治全集第13巻下」◆野村進「コリアン世界の旅」◆J･マクマ
リー「平和はいかに失われたか」◆L･フェーヴル「感性の歴
史」◆ニック･リーソン「私がベアリングズ銀行をつぶした」

◆津田雅夫「文化と宗教」◆内橋克人「経済学は誰のために

あるのか」◆J･ルクレール「キリスト教神秘思想史 2中世の
霊性」◆ユーリー･スチュパーノフ「記号論入門」◆塚谷恒雄

「環境科学の基本 新しいパラダイムは生まれるか」◆ヘディ
ン「スウェイン･ヘディン 探検家としてのわが生涯」◆ダグ
ラス･ジョンストン「宗教と国家 国際政治の盲点」◆村岡崇
光「旧約聖書14ダニエル書エズラ書ネヘミヤ書」◆網野善彦
他「日本海と佐渡」◆柳田國男「柳田國男全集 2」◆西村健
一郎「判例法学第3版」◆山根裕子「EU/EC法 新版」◆国

際女性の地位協会「女子差別撤廃条約注解」◆樋口陽一他編

「解説世界憲法集第3版」◆ヴォルフガング･パーペ編「東ア
ジア 21世紀の経済と安全保障」◆アハメッド･ラシッド「よ
みがえるシルク･ロード国家」◆日興リサーチセンター「アメ

リカ政治･経済を読む」◆ハインリヒ･ハラー「チベットの七

年」◆渡辺一夫「フランス･ルネサンスの人々」◆横田喜三郎

「天皇制 新版」◆山崎丹照「天皇制の研究 新版」◆ディヴ
ィス･ミラー「モハメド･アリの道」◆グスターク･シャルク「ロ

ーマ建国の英雄たち」◆トニー･ハーゲン「ネパール」◆メア

リー･カラザース「記憶術と書物」◆A･リード「大航海時代の
東南アジアⅠ」◆港道隆「レヴィナス」◆W･フォークナー「フ
ォークナー全集 26」◆山口昌男「『敗者』の精神史」◆坂野
潤治「近代日本の国家構想」◆河部利夫「タイのこころ」◆

ロナルド･ドーア編「日本を問う 日本に問う」◆深川由起子
「韓国･先進国経済論」◆R･ロバートソン「グローバリゼーシ
ョン」◆新妻昭夫「種の起源をもとめて」◆シュテファン･ツ

ヴァイク「歴史の決定的瞬間」◆ディヴィド･クリスタル「岩

波＝ケンブリッジ世界人名辞典」◆藤田久一「国際法講義1」
◆日本基督教団宣教研究所教団資料「日本基督教団史資料集」

◆平野義太郎他「人物叢書 新装版 大井憲太郎･津田梅子･豊
田佐吉･渋沢栄一･武藤山治･荒井郁之助･ヘボン･前島密･前田

正名･山県有朋･勝海舟･臥雲辰致･西村茂樹･清沢満之･福地桜

痴･山室軍平･南方熊楠･中野正剛･御木本幸吉･尾崎行雄」 
 
<新書・文庫＞ 
谷崎潤一郎「文章読本」◆早川和男「居住福祉」◆永六輔「職

人」｢芸人｣◆坂本義和「相対化の時代」◆佐々木隆雄「アメ

リカの通商政策」◆小林信彦「現代[死語]ノート」◆加地伸行
「現代中国学」◆小池和男「日本企業の人材形成」◆エミー

ル・マール｢ヨーロッパのキリスト教美術(上下)｣ 
 
＜洋書＞ 
Smith, Valerie ed. :Representing Blackness  Issues in 
Film and Video ; Updike, John: Toward the End of Time; 
Parker, Robert B et al eds.: The Best American Mystery 
Stories 1997; Proulx, E. Annie et al eds.: The Best 
American Short Stories 1997; Kerovac, Jack: On the Road; 
Tenri Tosyokan: Catalogue of Special Books on Christian 
Missions; Fahlbusch, Erwin: Evangelisches 
Kircchenlexikon 5 EKL internationale theologische Enzy 
klopadie; Low, David etc.: Britain in Pictures1-120 
    
 
 
 
 


