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略歴・業績

（CV and List of Works of Prof. Takeshi Nagata）

【略歴（CV）】
生年月日（Date of Birth）：
1947 年 12 月 30 日

学歴（Degrees）
：
東京クリスチャンカレッジ（現： 東京基督教大学） 神学専攻科（19661970）
Gordon-Conwell Theological Seminary (1971-1974), Master of Divinity,
1974
Princeton Theological Seminary (1974-1975), Master of Theology in the
New Testament Studies, 1975
Princeton Theological Seminary (1975-1981), Ph.D. in the New Testament
Studies, 1981

職歴（Career）
：
国際基督教大学宗務部／ ICU 教会牧師補佐（1980）
副牧師（1981-1991）
宗務部長代行／ ICU 教会主任牧師代行（1991-1992）
宗務部長／ ICU 教会主任牧師（2002- 現在）
国際基督教大学人文科学科非常勤講師

新約聖書学（1980-1986）

人文科学科助教授

宗教・新約聖書学（1986-1991）

人文科学科準教授

宗教・新約聖書学（1991-1998）

人文科学科教授

宗教・新約聖書学（1998-2008）

アーツ・サイエンス学科教授 宗教・新約聖書学（2008-現在）
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大学院副部長（2001-2002）
キリスト教と文化研究所所長（2001-2002）
東京神学大学非常勤講師（1989- 現在）

学会役職（Positions Held in Academic Societies）
：
日本基督教学会

会計幹事（1980-1984）

日本新約学会

専務理事（学会書記）
（1997-2009）

日本新約学会

理事（2011- 現在）

【業績（List of Works）】
博士論文（Ph.D. Dissertation）：
“Philippians 2:5-11: A Case Study in the Contextual Shaping of Early
Christology,” Princeton Theological Seminary, 1981; Ann Arbor,
Michigan: University Microfilms International, Order No. 8120800.

著作（Books and Papers）：
「パウロの回心 ── 社会学的考察の試み」
『中川秀恭先生八十五歳記念論
文集 なぜキリスト教か』古屋安雄編，創文社，1993年，487-527 頁．
「コロサイの信徒への手紙」「エフェソの信徒への手紙」『新共同訳 新約
聖 書 略 解』 山 内 眞 監 修， 日 本 基 督 教 団 出 版 局，2000 年，291-302，
303-314 頁．
（監修）『日本語対訳 ギリシア語新約聖書 6 ローマ人への手紙・コリン
ト人への手紙』川端由喜男訳，教文館，2001 年．
「コリントの信徒への手紙一」「コリントの信徒への手紙二」「フィリピの
信徒への手紙」「フィレモンへの手紙」「ヤコブの手紙」「ペトロの手
紙一」「ペトロの手紙二」「ユダの手紙」『聖書の世界・総解説』木田
献一，山内眞，土岐健治共編，自由国民社，1984 年，1994 年，1998
年（改訂版），2001 年（全訂新版），225-229，229-231，237-239，254255，260-261，262-263，263-264，267-268 頁．
「エフェソの信徒への手紙」「コロサイの信徒への手紙」『総説新約聖書』
大貫隆， 山内眞監修， 日本基督教団出版局，2003 年（新版），291-
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302，303-315 頁．
「エフェソ」「エフェソの信徒への手紙」「コロサイ」「コロサイの信徒への
手紙」「フィレモン」「フィレモンへの手紙」『新共同訳 聖書事典』
木田献一， 山内眞監修， 日本キリスト教団出版局，2004 年，152，
152-153，280，281-282，523，523-524 頁．
「キリスト賛歌」「第二パウロ書簡」『聖書学用語辞典』樋口進，中野実監
修，日本キリスト教団出版局，2008 年，88-89，222 頁．
「初期キリスト論形成についての一考察 ──ピ リピ書二 6-11 の文体構造を
中心として」『聖書学論集』 第 17 号， 日本聖書学研究所，1982 年，
80-121 頁．
「アレオパゴスの演説 ── 使徒行伝における文学的役割を中心として」
『人文科学研究（キリスト教と文化）』第 17 号，1983 年，101-132 頁．
“A Neglected Literary Feature of the Christ-Hymn in Phil 2:6-11,” Annual
of the Japan Biblical Institute, vol. IX, Yamamoto Shoten, 1983, pp.184229.
「新約釈義 コロサイ書」『聖書と教会』日本基督教団出版局，1989 年 10
月号，11月号，12月号，1990年l月号，2月号，3月号，4月号，5月号，
6 月号，7 月号，8 月号，9 月号，各 36-41 頁．
「新約聖書における『召命』をめぐって」『聖書と教会』日本基督教団出版
局，1991 年 9 月号，8-13 頁．
「『コロサイの信徒への手紙』におけるいわゆる誤った教えについて」『人
文科学研究（キリスト教と文化）』第 28 号，1997 年，29-48 頁．

訳業（Translations）：
ヘルムート・ケスター『新しい新約聖書概説：下 初期キリスト教の歴史
と文献』 新地書房，1990 年 (Helmut Koester, Introduction to the New
Testament, vol. Two: History and Literature of Early Christianity)．
ハーバート・バターフィールド「キリスト教」『西洋思想大事典』平凡社，
1990 年，576-610 頁 (Herbert Butterfield, “Christianity in History” in
Dictionary of the History of Ideas)．
J. R. ドナヒュー「マルコによる福音書」，J. C. ベッカー「コロサイの信徒
への手紙」，J. L. メイズ編『ハーパー 聖書注解』教文館，1996 年，
1026-1053，1292-1295 頁 (J. R. Donahue, “Mark,” J. C. Beker, “Colossians” in Harper’s Bible Commentary)．
ゴードン・D・フィー『新約聖書の釈義 本文の読み方から説教まで』教
文館，1998 年 (Gordon D. Fee, New Testament Exegesis)．
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ベンソン・ボブリック『聖書英訳物語』千葉喜久枝，大泉尚子訳，柏書
房，2003 年 (Benson Bobrick, Wide as the Waters: The Story of the English
Bible and the Revolution It Inspired)．

書評・論評（Reviews and Criticism）
：
「佐竹明『使徒パウロ』日本放送出版協会，1981 年」『日本の神学』第 21
号，日本基督教学会，1982 年，54-59 頁．
“Koshi Usami, Somatic Comprehension of Unity: The Church in Ephesus,
Rome: Biblical Institute Press, l983”『日本の神学』第 23 号，日本督教
学会，1984 年，100-105 頁．
「N・ピーターセン『新約聖書と文学批評』宇都宮秀訳，教文館 1986 年」
(“Norman R. Petersen, Literary Criticism for New Testament Critics,
Hidekazu Utunomiya (trans.), Kyobunkan, 1986”)『聖書と教会』日本
基督教団出版局，1987 年 2 月号，42-43 頁．
「エリザベス・S・フィオレンザ編『初期キリスト教の奇跡と宗教』出村み
や子訳，ヨルダン社，1986 年」(“Elisabeth S. Fiorenza (ed.), Aspects of
Religious Propaganda in Judaism and Early Christianity, Miyako Demura
(trans.), Yorudansha, 1986”)『聖書と教会』1987 年 6 月号，42-43 頁．
「加山久夫『使徒行伝の歴史と文学』ヨルダン社，1986 年」『日本の神学』
第 27 号，1988 年，92-97 頁．
「F・B・クラドック『フィリピの信徒への手紙』古川修平訳，日本基督教
団出版局，1988年」(“Fred B. Craddock, Philippians, Shuhei Furukawa
(trans.), Nihon Kirisutokyodan shuppannkyoku, 1988”)『聖書と教会』
日本基督教団出版局，1988 年 9 月号，44-45 頁．
「佐竹明『ヨハネの黙示録 下巻』新教出版社，1989年」『新約学研究』第
16 号，日本新約学会，1991 年，43-47 頁．
「土岐健治『初期ユダヤ教と聖書』日本基督教団出版局，1994 年」『本の
ひろば』キリスト教文書センター，1994 年 7 月号，10-11 頁．
「松永晋一『テサロニケ人への手紙』日本基督教団出版局，1995 年」『本
のひろば』キリスト教文書センター，1995 年 7 月号，12-13 頁．
「加山久夫監修『日本語対訳ギリシア語新約聖書 5 使徒行伝』川端由喜
男訳， 教文館，1996 年」『本のひろば』 キリスト教文書センター，
1996 年 12 月号，8-9 頁．
「小河陽『パウロとペテロ』 講談社（講談社選書メチエ），2005 年」『ペ
ディラヴィウム』第 58 号，2005 年，51-59 頁．
「川島重成『ロマ書講義』教文館，2010 年」『ペディラヴィウム』第 66 号，
2011 年，46-54 頁．
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「川島重成『ロマ書講義』教文館，2010 年」『新約学研究』第 40 号，2012
年，63-67 頁．

口頭発表（Presentations）：
「コロサイ書におけるパウロ主義について」日本聖書学研究所例会，1993
年 12 月 13 日．
「コロサイ書におけるいわゆる『論敵』をめぐって」日本聖書学研究所例
会，1996 年 11 月 18 日．

永田教授は今号に向けた論文をご準備なさっておられましたが、ご退任年度に教育
職に加えて行政職および牧師職を兼務しながら執筆することは困難を極めたため、
論文については次号以降への掲載を予定しております。
Prof. Nagata labored mightily on his manuscript for the issue of Humanities, but the
demands of his administrative and pastoral duties would not allow him to finish a
paper that met his own professional standards, accordingly it will be included in
next year’s Humanities.

