信者のためのカトリック講座
日

２０１７年

程

テーマ

講
オ

２月１９日（日）私たちが信じているカトリック信仰

呉

３月１９日（日）たたえられよ、わが主～教皇フランシスコのメッセージ
（四旬節黙想会）

松浦

４月２３日（日）わたしの祈り

寺西英夫神父（東京教区）

５月

７日（日）聖骸布の神秘

ガエタノ・コンプリ神父（サレジオ会）

６月

４日（日）右近、選びのしるし ― 福者ユスト高山右近殉教者からのメッセージ ―

平林冬樹神父（イエズス会）

大一神父（ソウル教区）
謙神父（大阪教区）

たかいち

７月２３日（日）救いのしるしとなる共同体

梅﨑隆一神父（クラレチアン会）

９月

濱田壮久神父（横浜教区）

１０月

３日（日）ルーテル教会とドイツ留学 ― 宗教改革 500 年祭をむかえて ―

あきひさ

しらはた ま

き

白旗眞生さん（Kiitos 代表）

１日（日）青少年の居場所作りのサポートをして

おきしたまさひろ

１１月１９日（日）ブラザーという生き方

（イエズス会）
Br. 沖下昌寛

１２月

吉池好高神父（高円寺教会主任）

３日（日）待降節をふさわしく過ごすために（待降節黙想会）

信者のためのカトリック講座
日

師

ディオル

よしたか

２０１６年

程

テーマ

講

１月１７日（日）イグナチオの霊性とは２ ― 主の祈り ―

柴田

潔神父（イエズス会）

１月２４日（日）イグナチオの霊性とは２ ― 主の祈り② ―

柴田

潔神父（イエズス会）

師

なかしま さ と し
いつくしみの特別聖年 ― 御父のようにいつくしみ深く。これから私に主が望まれることは
中島誠志神父（日本カトリック神学院東京キャンパス養成担当、長崎教区）
２月２１日（日）
（四旬節黙想会）

４月２４日（日）
「いつくしみの特別聖年」について

岡田武夫大司教（東京教区）

５月２２日（日）今こそ武力によらない平和を～戦後７０年司教団メッセージ をめぐって～

幸田和生司教（東京教区）

６月２６日（日）キリストとわたし

梅﨑隆一神父（クラレチアン会）

７月

３日（日）特別展示：ヨハネ・パウロ二世の遺品とミニ・バチカン展

伊藤恭輔さん（南山教会信徒）

９月

４日（日）キリストとわたし 続編

梅﨑隆一神父（クラレチアン会）

９月１８日（日）徴税人ザアカイを読む

かずお

こ

う

さ

小宇佐敬二神父（東京カリタスの家・常務理事）

１０月１６日（日）仙台召命物語

渡辺徹郎神学生（イエズス会）

１１月２７日（日）ワンラブ、来年で活動２０周年。ルワンダと共に歩んだ歴史

ルダシングワ真美さん（ムリンディ・ジャパン・ワンラブ・プロジェクト）

体験に基づいた信仰へ ― 霊と魂と体において神を体験することへ
小暮康久神父（イエズス会）
１２月１１日（日）
（テサロニケの信徒への手紙一 5：23 ）
（待降節黙想会）

信者のためのカトリック講座
日
２月

２０１５年

程

テーマ

１日（日）
「原発を考える」（千葉監督作品のドキュメンタリー映画『あしたが消える』上映と講演）

３月２２日（日）ミサの中でイエスを体験するとは？（四旬節黙想会）

講

師

千葉茂樹さん（映画監督）
白浜

満神父（日本カトリック神学院福岡キャンパス院長、長崎教区、
サン・スルピス司祭会）

４月１９日（日）第二バチカン公会議から 50 年～何が変わったのか

幸田和生司教（東京教区）

５月２４日（日）なぜこの道を ― カンボジアの子どもたちとのかかわり

後藤文雄神父（神言会、吉祥寺教会協力）

６月２１日（日）
「奉献生活の年」がわたしたちに問いかけていること

Sr. 太田牧子（メルセス会）

７月２６日（日）北原怜子さんの生涯と愛のかたち

谷崎新一郎神父（コンベンツァル聖フランシスコ会）

９月

柴田

６日（日）イグナチオの霊性とは

潔神父（イエズス会）

１０月１８日（日）
「ひきこもり支援」のそれから

Br. 沖下昌寛（イエズス会）

１１月１５日（日）十字架のことば

小田武直神学生（東京教区）

１２月

竹内修一神父（イエズス会）

６日（日）待降節 ― 平和の福音（しらせ）が満ちるとき
（待降節黙想会）

信者のためのカトリック講座
日

おさむ

２０１４年

程

テーマ

講

師

３月２３日（日）被災地に寄り添うために ― 釜石からの報告 ―

伊瀬聖子さん（ＮＰＯ法人カリタス釜石副理事長）

３月３０日（日）いのちと喜びの福音を味わう（四旬節黙想会）

オリビエ・シェガレ神父（パリ外国宣教会会）

４月２７日（日）奉献生活について

長崎

壮助祭（クラレチアン会）

６月

柴田

潔神父（イエズス会）

１日（日）被災地支援の取り組み～山口教会での実践

７月２０日（日）人生は神との出会いの道行～私の信仰の歩み～

そう

寺西英夫神父（東京教区）

１０月１９日（日）神の御手の中でソトス症候群（染色体の障がい）
の息子と生きる

田中千尋さん（高円寺教会信徒）

１２月２１日（日）キリスト者として生きるには（待降節黙想会）

中野裕明神父（日本カトリック神学院東京キャンパス副院長、鹿児島教区司祭）

ひろあき

信者のためのカトリック講座
日

２０１３年

程

テーマ

１月２０日（日）
『自発教令

信仰の門』から学ぶ

講

師

小暮康久神父（イエズス会）
せ がわたい じ

２月２４日（日）救いの歴史を生きるわたしたち（四旬節黙想会）

清川泰司神父（大阪教区、カトリック中央協議会）

４月２８日（日）生活に根ざして祈る～祈りのパラダイム転換

長崎

英 隆一朗神父（イエズス会）

６月１６日（日）第２バチカン公会議と私たち

日

小田武彦神父（大阪教区、聖マリアンナ医科大学特任教授）
たけのぶ

竹延真治神父（クラレチアン会）

１日（日）信仰を生きるためのヒント（待降節黙想会）

信者のためのカトリック講座

壮神学生（クラレチアン会）

はなふさ

５月２６日（日）ルカ福音書に学ぶ信仰のあり方

１２月

そう

２０１２年

程

テーマ

講
よしたか

１月２２日（日）信仰によって生きるために

吉池好高神父（高円寺教会主任）

３月

中村克徳神父（御受難修道会）

４日（日）イエスの受難（四旬節黙想会）

かつのり

４月２９日（日）教会のいしずえ ― 聖書と伝承 ―

小暮康久助祭（イエズス会）

５月２０日（日）マルコ福音書における信仰の意義

英

６月

長崎

３日（日）天の御父の心を知る～祈りに入る前に～

７月２２日（日）過越の旅
１０月

７日（日）
「信仰年」に向けての取り組みガイダンス

隆一朗神父（イエズス会）
壮神学生（クラレチアン会）

吉池好高神父（高円寺教会主助任）
金田順一さん（高円寺教会信徒）
やすよし

１０月２１日（日）信仰年

鈴木康由助祭（鹿児島教区）

１１月１８日（日）信仰によって生きるために

吉池好高神父（高円寺教会主任）

１２月

岡田武夫大司教（東京教区）

９日（日）信仰年をどのように過ごせばよいか（待降節黙想会）

師

信者のためのカトリック講座
日

２０１１年

程

テーマ

講

２月

６日（日）私の召命の歩み

山内啓輔神学生（長崎教区）

３月

６日（日）人々と共に歩むマリア

柴田

潔神父（イエズス会）

わたしたちの時代におけるキリスト者の役割
安藤
３月２０日（日）
― 教皇ベネディクト 16 世回勅『真理にもとづく愛』と日本のカトリック教会
（四旬節黙想会）

勇神父（イエズス会）

５月２９日（日）聖書が語る人間観

小暮康久神学生（イエズス会）

６月１９日（日）神の導きの手を確かめつつ歩む

長崎

７月

吉池好高神父（高円寺教会主任）

そう

壮神学生（クラレチアン会）
よしたか

３日（日）堅信について

はなふさ

英 隆一朗神父（イエズス会）

９月１８日（日）特別講座東日本大震災について思うこと
１０月

師

２日（日）私と召命

大山

悟神父（大分教区、日本カトリック神学院）

１０月１６日（日）ワールド・ユース・デイの参加報告

小暮康久神学生（イエズス会）、青山洋平さん（高円寺教会信徒）他

１１月２７日（日）講演会と写真展マザー・テレサ

沖

１２月

守弘さん（マザー・テレサの専属カメラマン）

か まつ

４日（日）救い主のいのり（待降節黙想会）

信者のためのカトリック講座
日

その人と愛

嘉松宏樹神父（長崎教区、カトリック中央協議会出版部）

２０１０年

程

テーマ

講

１月２４日（日）ミサ

吉池好高神父（高円寺教会主任）

２月

林

７日（日）入信の秘跡

師

正人神父（高円寺教会助任）
たけし

２月２８日（日）受けた洗礼の恵みをもう一度呼び起こそう！
（四旬節黙想会）

小高

５月３０日（日）ミサの中の聖書朗読

林

６月

永島洋三さん・湖西賢二さん（高円寺教会信徒）

６日（日）高円寺教会を築かれた歴代の主任神父様たち

毅 神父（フランシスコ会）

正人神父（高円寺教会助任）
こ にし

６月２７日（日）堅信について

吉池好高神父（高円寺教会主任）

７月２５日（日）共同祈願 ― その意義と作成のヒント

林

８月２９日（日）信徒の霊的成長のために出来ること

柴田

１２月１９日（日）日々の祈りの充実（待降節黙想会）

英

正人神父（高円寺教会助任）
潔助祭（イエズス会）
隆一朗神父（イエズス会）

信者のためのカトリック講座
日

２００９年

程

テーマ

講
はれ さ

１月１１日（日）聖堂のシンボル

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１月１８日（日）言わずと知れた話

李

２月

猪口大記神学生（広島教区）

１日（日）召命 ― 道行き

イ

ジョンアン

宗安神父（ソウル教区、高円寺教会協力）

２月２２日（日）回心 ― 神の愛に目覚める ―

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

３月

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１日（日）高円寺教会家族

３月１５日（日）地の塩、世の光（四旬節黙想会）

しもさこえい ち

下窄英知神父（長崎教区司祭、カトリック中央協議会）
よしたか

６月２１日（日）堅信について

吉池好高神父（高円寺教会主任）

７月２６日（日）司祭 ― この不思議な人たち

林

９月

永島洋三さん（高円寺教会信徒）

６日（日）１８８福者の殉教の生きざまを描いた映画「絆」の鑑賞会

９月２０日（日）聖書を読もう
１０月

４日（日）イエズス会的祈り

正人神父（高円寺教会助任）

吉池好高神父（高円寺教会主任）
柴田

潔神学生（イエズス会）

１０月１８日（日）カトリック中央協議会について

金田順一さん（高円寺教会信徒）

１１月２２日（日）死者との交わり（死者の月にあたって）

林

１１月２９日（日）韓国のカトリック事情について
１２月

６日（日）典礼暦から見た待降節の霊性（待降節黙想会）

師

く

正人神父（高円寺教会助任）

パク

ヒョンジュ

ク

チョンモ

朴 賢珠 さん（高円寺教会信徒）
具 正謨神父（イエズス会、上智大学神学部准教授）

信者のためのカトリック講座
日

２００８年

程

テーマ

講

師

１月１３日（日）ゆるしと和解

松本

１月２０日（日）朗読奉仕について

金田順一さん（高円寺教会信徒）

２月１８日（日）四旬節をふさわしく過ごすために（四旬節黙想会）

吉池好高神父（東京教区、東京カトリック神学院）

２月２４日（日）聖週間について

猪口大記神学生（広島教区）

３月３０日（日）教会の交わりを生きる

松本

４月

６日（日）教会の交わりを生きる

５月２５日（日）カトリックの長女

パート２

フランスの教会

巌神父（フランシスコ会、高円寺教会主任代行）

よしたか

巌神父（フランシスコ会、高円寺教会主任代行）

松本
はれ さ

巌神父（フランシスコ会、高円寺教会主任代行）
く

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）
イ

ジョンアン

宗安神父（ソウル教区、高円寺教会協力）

６月１５日（日）神様へのナビゲーション ― 秘跡 ― のマニュアル

李

６月２９日（日）
“感動の霊”聖霊の力

晴佐久 昌英神父（高円寺教会主任）

７月

９日（日）今秋列福されるペトロ岐部の生涯について

永島洋三さん（高円寺教会信徒）

９月

７日（日）個有の召命（パーソナル・ボケーション）

柴田

９月２１日（日）私たちの教会・キリストの教会
１０月

５日（日）主と共に生きる・１８８人の福者、殉教者

潔神学生（イエズス会）

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）
猪口大記神学生（広島教区）

１０月１９日（日）私たちの聖堂・キリストの聖堂

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１１月１６日（日）思い起す力、聖霊

寺西英夫神父（東京教区）

１１月３０日（日）教会の星

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１２月

青少年

わたしが旅をしていたときに宿を貸してくれた
（マタイ 25：35）
川口
７日（日）
― 救い主を待ち望む民の愛と信仰へのチャレンジ
（待降節黙想会）

１２月２８日（日）２００８年そして、２００９年

薫神父（東京教区）

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

信者のためのカトリック講座
日
１月

２００７年

程

テーマ

４日（日）神学生一年目の笑顔

講
大西勇史神学生（東京教区）

１月２１日（日）何故ぼくは香炉を磨いたのか？

倉田

２月

ルイス・パブロさん（高円寺教会信徒）

４日（日）神学校新入生の心意気

２月１８日（日）司教たちの縁の下
２月２５日（日）洗礼志願者と代親に向けてのお話

厚神学生（東京教区）

金田順一さん（高円寺教会信徒）
はれ さ

く

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

３月１８日（日）命の泉（四旬節黙想会）

松本

４月２２日（日）われらの母マリアさま

澤田和夫神父（高円寺教会協力）

４月２９日（日）結婚 ― 神が結んだもの

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

５月

李

６日（日）日常会話“天国語！”

師

ゆうじ

イ

巌神父（フランシスコ会）

ジョンアン

宗安神父（ソウル教区、高円寺教会協力）

５月２７日（日）聖体 ― いいから黙って食べなさい

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

６月

マリアのともしび会（高円寺教会活動グループ）

３日（日）イエス様の愛をお届けしたい

６月１７日（日）堅信 ― 親ごころに応えて

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

６月２４日（日）キリスト者という出来事（リアリティ）

Sr. 原

７月１５日（日）ミサを学びなおす①

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

７月２２日（日）典礼暦 ― 永遠。でも、いつも今日 ―

猪口大記神学生（広島教区）

７月２９日（日）ミサで目にする、あれこれ

金田順一さん（高円寺教会信徒）

８月

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

５日（日）ミサを学びなおす②

敬子（援助修道会）

８月２６日（日）キャンプの報告

教会学校リーダー（高円寺教会活動グループ）

９月

ぶどうの会（高円寺教会活動グループ）

２日（日）活動内容の紹介

９月１６日（日）カトリックメディア協議会について ― アジア会議を前にして

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

９月２３日（日）私の歩いてきた道

野田

守さん（高円寺教会信徒、高円寺教会活動グループ「あしぶえの会」）

１０月２１日（日）車椅子の扱い方

あしぶえの会（高円寺教会活動グループ）

１１月１８日（日）永遠の命を生きる－死者の月にあたり

松本

巌神父（フランシスコ会、高円寺教会主任代行）

１１月２５日（日）祈りと日常生活

松本

巌神父（フランシスコ会、高円寺教会主任代行）

１２月

平田豊彦神父（名古屋教区、東京カトリック神学院院長）

２日（日）司祭召命（主の呼びかけ）
（待降節黙想会）

１２月２３日（日）愛の薬と聖誕 ― 聖誕の意味

李

宗安神父（ソウル教区、高円寺教会協力）

信者のためのカトリック講座
日
１月

２００６年

程

テーマ

８日（日）新教皇ベネディクト１６世

講

師

白柳誠一枢機卿
あきひさ

１月１５日（日）秘跡と準秘跡

濱田壮久神学生（横浜教区）
はれ さ

く

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１月２２日（日）洗礼名（霊名）
２月１２日（日）入信の秘跡

濱田壮久神学生（横浜教区）

２月１９日（日）四旬節の過ごし方

倉田

２月２６日（日）ゆるしの秘跡

晴佐久昌英神父
（高円寺教会主任）

３月１２日（日）神のイメージ

松田清四朗神父（コンベツァル聖フランシスコ会）

３月１９日（日）よき出会いにために（四旬節黙想会）

大瀬高司神父（カルメル会）

４月２３日（日）教皇ベネディクト１６世

里野泰昭さん（千葉大学教授）

ラッツィンガー先生のこと

厚神学生
（東京教区）

４月３０日（日）幼児洗礼

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

５月２８日（日）マリア

倉田

６月

Sr. 川越治子（イエズス孝女会）

４日（日）私の信仰体験 ― 父の信念 ―

厚神学生（東京教区）

６月１８日（日）東京教区の現状について

チェレスティーノ・カヴァニャ神父（ミラノ外国宣教会、東京教区事務局長）

６月２５日（日）堅信

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

７月

幸田和生司教（東京教区）

２日（日）共に信仰の道を歩む仲間づくり

かずお

７月１６日（日）聖マリア・ヴィアンネ ― 高円寺教会守護聖人 ―

倉田

７月２３日（日）聖書

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

９月

澤田和夫神父（高円寺教会協力）

３日（日）聖霊

厚神学生（東京教区）

９月１０日（日）主の祈り

倉田

厚神学生（東京教区）

９月２４日（日）パリでもあなたに話したい

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１０月１５日（日）天国

澤田和夫神父（高円寺教会協力）

１０月２２日（日）希望はここにある

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１１月１９日（日）一粒会について

前川

清さん（高円寺教会信徒）

ひろ た

１１月２６日（日）福者マドレ・マルガリタの愛の生涯 ― メルセス宣教修道女会創立者 ―

Sr. 弘田しずえ（メルセス会）

１２月

ムケンゲシャイ・マタタ神父（淳心会、オリエンス宗教研究所所長）

３日（日）待降節をふさわしく過ごすために（待降節黙想会）

１２月２４日（日）降誕

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

信者のためのカトリック講座
日
１０月

２００５年

程
９日（日）開講式

テーマ
信者として生きていくために

講
はれ さ

く

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１０月１６日（日）イエスの癒し

倉田

１０月２３日（日）祈り―ロザリオの祈り―

来住英俊神父（御受難修道会）

１１月

濱田壮久神学生（横浜教区）

６日（日）典礼暦

き

厚神学生
（東京教区）

し

あきひさ

１１月１３日（日）高円寺教会創立者マイエ神父

永島洋三さん（高円寺教会信徒）

１１月２０日（日）死者との交わりと祖先崇敬

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

１２月

高山貞美神父（聖心布教会）

４日（日）聖体の秘跡（待降節黙想会）

１２月１１日（日）祈り―日常生活―

倉田

厚神学生
（東京教区）

１２月２５日（日）召命

晴佐久昌英神父（高円寺教会主任）

師

