
VOL.150 
2008.5 
キリストに生きる 文化共生の真髄  芝山 豊 
特集：「非暴力と憲法」 
非暴力思想と平和憲法―カトリック教会の役割  武者小路公秀 
アジアの平和と非暴力憲法９条  山本俊正 
先人の轍（てつ）を踏むまい  高橋喜久江 
非暴力が人類を救う―2008年 4月 8日（お釈迦様のお誕生日）  武田孝雄 
記憶と想像  ホアン・マシア 
ACCP Hotline AsiaTraining 2007  
Workshop on Justice and Peace Work に参加して  古屋敷一葉 
糸井玲子の“国会が危ない!!” 子どもの教育が危ない！ 学習指導要領改訂  糸井玲子 
きくちゆみのShalom通信 あなたの貯金でアメリカは戦争している？（前半） きくちゆ
み 
まんが「シスター熊笹の“今月の祈り”」  イラ姫 
海外短信 
 
VOL.151 
2008.7 
キリストに生きる 労働者の連帯 斎藤 優 
特集：環境問題―私たちにできることはなにか 
地球環境問題は解決できる  田中 優 
教会と自然環境  マイケル シーゲル 
心が痛む環境問題  倉光誠一 
あなたのテレビやパソコンはどこに行くのか？  安間 武 
一人一人の環境意識が未来を作る―シャープの環境への取組み  太田 聡 
新部会「20条の会」紹介―9条、20条はともに大事な平和の原則  太田英雄 
糸井玲子の“国会が危ない!!” 宇宙をも戦場にするのか！ 「宇宙基本法」成立  糸井玲子 
きくちゆみのShalom通信 あなたの貯金でアメリカは戦争している？（その２） きくち
ゆみ 
まんが「シスター熊笹の“今月の祈り”」  イラ姫 
海外短信 
 
VOL.152 
2008.9 
特集 平和旬間2008 



キリストに生きる―日本で人権に取組む  上村英明 
糸井玲子の“国会が危ない!!” 国は「イラク派兵違憲判決」を尊重・遵守せよ（前段）  糸
井玲子 
きくちゆみのShalom通信 9・11事件から7年 きくちゆみ 
まんが「シスター熊笹の“今月の祈り”」  イラ姫 
海外短信 
 
VOL.153 
2008.11 
キリストに生きる―わたしの平和を与える（ヨハネ14:27）  ムイベルガ ヨゼフ 
特集 第 34回カトリック「正義と平和」全国集会・大阪大会 
「知ることから一歩前へ」  松浦悟郎 
分科会報告 
糸井玲子の“国会が危ない!!” 国は「イラク派兵違憲判決」を尊重・遵守せよ（後段）  糸
井玲子 
きくちゆみのShalom通信 「戦争中毒」の国家発の金融危機（その１） きくちゆみ 
まんが「シスター熊笹の“今月の祈り”」  イラ姫 
海外短信 
 
VOL.154 
2009.1 
キリストに生きる―わたしが変えられた理由  湯原千陽 
特集 「死刑問題」 
犯罪ととりくんで―診断・治療・予防―  マシア ホアン 
死刑廃止を考える  保坂展人 
死刑と仇討ち  雨森慶為 
純粋で、単純で、決定的な死刑廃止  門間幸枝 
第 9回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議報告  昼間範子 
第 34回カトリック「正義と平和」全国集会・大阪大会 現地学習会報告 
糸井玲子の“国会が危ない!!” 今更ながら「国は歴史の事実を学ぶべき」  糸井玲子 
きくちゆみのShalom通信 「戦争中毒」国家発の金融危機（その２） きくちゆみ 
まんが「シスター熊笹の“今月の祈り”」  イラ姫 
海外短信 
 
VOL.155 
2009.3 



キリストに生きる―教会は村の水飲み場  瀬下幸弘 
特集 「今こそパレスティナを考える」 
パレスティナ問題―市民連帯と戦争  武者小路公秀 
かつて、そこに、３つの宗教は共存し交流していた―パレスチナ問題の根源は侵略と民族浄
化  宮西いづみ 
残念ながらガザの人々を助けることは、小切手を切るよりはるかに難しい  ムラード・ノ
ラ 
パレスチナのひとびと  大河内秀人 
2009年全国会議報告 
聖書における「正義と平和」―2月 8日派遣ミサ シーゲル神父説教 
糸井玲子の“国会が危ない!!”平和を祈り、国を見張り、行うことを！（最終回）糸井玲子 
きくちゆみのShalom通信 お金と戦争の罠からどう抜け出すのか？（最終回） きくちゆ
み 
まんが「シスター熊笹の“今月の祈り”」  イラ姫 
海外短信 
 
VOL.156 
2009.5 
キリストに生きる―共に平和の為に手を結んで行きましょう  神田千草 
特集 「憲法」のアクチュアリティ 
世界の転機―９条が処方箋「９条世界会議」から１年  川崎哲 
憲法に恋する婆は夢を追う  糸井玲子 
わたしたちの憲法―日本国憲法をよく知ろう  木邨健三 
新しいボリビアを目指す新憲法の公布  青西靖夫 
「日本海」と憲法９条  斎藤文一 
2009年全国集会さいたま大会 実行委員だより  石井里恵 
新連載 部会・委員会通信―カトリック20条の会  太田英雄 
新連載 第１回 高田健の憲法問題国会ウォッチング ９条をめぐるきびしいせめぎ合い  
高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
海外短信 
 
 
VOL.157 
2009.7 
キリストに生きる―ヒロシマ雑感  山本紀久代 



特集 「命は宝！」沖縄は誰のもの？ 
沖縄に学ぶことはいのちと平和を学ぶこと  松浦悟郎 
地道な活動を支えるために小さな繋がりを大切に！！  宮城涼子 
普天間基地の一日も早い返還にむけて  伊波洋一 
私は日本人？  山田圭吾 
米国軍国主義の産物  デイヴ・ロビンソン 
筑豊現地学習会報告 
エコイベント2009「信仰・地球・人間」～神は見て良しとされた～  石川礼子 
海外からの報告 オバマ大統領と平和市長会議への平和のあいさつ 
高田健の憲法問題国会ウォッチング 第２回 東北アジアの軍事的緊張を増大させる自民党
国防部会「提言」の敵基地攻撃論 高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 東ティモールカトリックネットワーク 
 
VOL.158 
2009.9 
キリストに生きる―決意表明  吉村正寿 
特集 「人権」問題としての従軍慰安婦制度 
私が関わった元慰安婦たち  大倉一美 
「慰安婦」問題の解決がなぜ必要か？  東海林路得子 
東ティモール：草の根からの名誉回復～追悼マルガリーダ・ホルナイさん  古沢希代子 
戦後 64年―日本軍「慰安婦」から見た日本の戦後  ぱん ちょんじゃ 
平和旬間2009 
海外からの報告 キリスト者の真理への使命（その１）  リンダ・ノッチェ 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第３回 各政党のマニフェストに見る「改憲と護
憲」  高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 NCC平和・核問題委員会 
 
VOL.159 
2009.11 
キリストに生きる―はかない輝き  武川 彦 
特集 「プラハ以後―核廃絶は今だ」 
核のない世界への動き  成田小二郎 
核廃絶―今声をあげなければいつあげるのか？  フィリップ・ワイト 
核廃絶 上関原発ストップから  藤井純子 



核のない世界は可能だ  ゲアロイド・フランシスコ・オコーネル 
靖国合祀取消し、大阪高裁控訴審へ―現代に生きる信仰が問われています  西山俊彦 
書籍紹介 『尊厳とは何か―グローバル化と人類の共生』  井上英明 
海外からの報告 キリスト者の真理への使命（その２）  リンダ・ノッチェ 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第４回 臨時国会でその真価が問われる鳩山新
政権  高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 キリスト者平和ネットのはたらき  木邨健三 
 
VOL.160 
2010.1 
キリストに生きる―さいたま大会・個人的体験  石井里恵 
特集・正義と平和全国集会09さいたま大会 
さいたま大会を終えて 谷大二 
大会プログラム 分科会報告 
基調講演「戦争を起こさないために。私たちが頑張れること」曽我逸郎 
大会最終日 派遣のミサ説教 松浦悟郎 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第５回 普天間基地の撤去は第１級の憲法問題  
高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 「宗教者九条の和」  大倉一美 
 
VOL.161 
2010.3 
特集「信教の自由―小さくされたものたちの権利・憲法20条」 
憲法 20条ってご存知ですか？ 谷大二 
少数者の権利と20条  河野淳 
憲法 20条を考える―大切な政教分離原則  桐ケ谷章 
キリストに生きる―思い巡らして  中村陽子 
新しい宗教運動と政教分離  廣橋隆 
戦争責任と「日の丸」物語  糸井玲子 
白柳誠一枢機卿を偲んで  深水正勝 
オバマ政権と中東和平―Yes, We can. Yes, We must（その１）  デイヴ・ロビンソン 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 6回 改憲手続きの凍結・廃止へ～改憲手続き
法施行予定の5月 18日に際して  高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 



部会・委員会通信 シクサル(ラテン・アメリカ民衆と連帯するキリスト者国際会議)  ロ
ペス・A・ホセ 
 
VOL.162 
2010.5 
キリストに生きる―私は冷ややかな傍観者  ビスカルド篤子 
特集 憲法９条―世界は９条を待っている 
国際社会の中での憲法９条 飯島信 
第２回 ９条アジア宗教者会議  大倉一美 
2010 年 ９条の精神と実践の課題―ラテンアメリカ民衆と連帯するキリスト者国際会議
（SICSAL）に参加して  弘田しずえ 
非戦・平和を願って兵隊も武器もない世界～兵𠀋無用  本多静芳 
ワシントンを変えねば  猿田佐世 
Yes! 核のない世界に！  山本紀久代 
オバマ政権と中東和平―Yes, We can. Yes, We must（その２）  デイヴ・ロビンソン 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 7回 改憲手続き法の「施行」は、わざわいを
後世に残すもの   高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 国際人権規約完全実施促進連絡会議  清水範子 
 
VOL.163 
2010.7 
キリストに生きる―沖縄の悲しみ、はらわたする主  渡辺多嘉子 
特集 「民主主義」帝国―核廃絶と軍拡と 
核兵器廃絶の巡礼 弘田しずえ 
“被爆マリア”と平和巡礼  高見三明 
被爆マリアと共に  吉村正寿 
辺野古新基地建設とグアムへの海兵隊移転  伊波洋一 
「普天間基地包囲行動」に参加して想うこと  浜崎眞実 
「王様は裸だ」という正気と勇気を―普天間基地を撤去して平和の道につこう！  西山
俊彦 
ラテンアメリカ・カリブにおけるアメリカ合衆国の軍事政策  マリア・ビクトリア バテ
ィスタ フェルナンデス 
光州抗争 30周年  深水正勝 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第８回 菅直人内閣と普天間問題、憲法問題の前
途   高田健 



まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 死刑廃止を求める部会  柴田幸範 
 
VOL.164 
2010.9 
キリストに生きる―障害者が安心して暮らせる社会を目指して  海老名幹雄 
特集 エコ・ピースでいこう 
新しい地球物語（創世記） ポール・マッカーティン 
SLOW LOVE, NOT FAST WAR～ナマケモノ的平和活動のススメ  馬場直子 
生物多様性を破壊する沖縄の米軍基地  花輪伸一 
石油の次は水戦争？  きくちゆみ 
レインボープラン―山形県長井市のまちづくり 「土」って何だろう？  大田伊杜子 
平和旬間2010 
エクアドル・ヤスニ国立公園を人間の目で見る   デルーファ・マンティージャ 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 9 回 民主党政権、ハト派の装いを投げ捨て、
タカ派に転ずる危険   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
部会・委員会通信 地球環境をまもる部会・原発問題対策グループ・リーフレット作成チー
ム  牧山員子 
 
VOL.165 
2010.11 
キリストに生きる―今その愛はどこに  外山たかね 
特集 未来のための100年史―朝鮮、韓国、そして日本 
韓国強制併合100年と私たち 太田英雄 
「韓国併合」100年とキリスト教会  佐藤信行 
安重根―日韓問題の原点と向き合う  木邨健三 
「朝鮮人強制連行」を想う  飛田雄一 
日本人による「韓国併合」100年によせて  呉寿恵 
私の一日  宋美栄 
見える教会  李相源 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 10 回 日米同盟の下、グローバルに活動する
自衛隊への転換の企て   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 長崎教区  紙埼新一   
 



VOL.166 
2011.1 
特集 正義と平和全国集会 第 36回 札幌大会 真の共生社会を目指して 
札幌大会に感謝 菊地功 
感謝のうちに札幌大会を終えて  新海正典 
基調講演 アイヌ民族抵抗運動の歴史  阿部ユボ 
各プログラムの報告 
アイヌモシリで連帯を誓う  谷大二 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 11 回 米国と財界の要求に沿って制定された
民主党政権下、初の防衛大綱   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 東京教区  天本昭好 
 
VOL.167 
2011.3 
キリストに生きる―生涯一学徒  三本木國喜 
特集 裁判員制度―死刑のある国で、市民が司法に参加するということ 
裁判員制度への疑問 ホアン・マシア 
裁判員制度―長崎教区の取り組み  長崎大司教区正義と平和推進部会 
あなたは死刑判決を下せますか？  客野美喜子 
死刑と裁判員制度  天野理 
裁判員制度そして死刑制度について  鈴木一郎 
豊島教会 正義と福祉勉強会『もっと知ろうアジア』  外山たかね 
「靖国神社無断合祀取消訴訟」（１）  西山俊彦 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 12 回 揺らぐ日米関係～日米安保体制の飛躍
をめざす菅首相訪米   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 仙台教区  渡辺清 
 
VOL.168 
2011.5 
キリストに生きる―「十一時二分」と「十四時四十六分」  鳥巣雄樹 
東日本大震災  谷大二 
緊急連載1 震災レポート 主イエス、救い主たりたまえ。 渡辺清 
緊急連載２ プルトニウムとプルサーマル  成田小二郎 
特集 安保と日本国憲法 



日本国憲法の光と影を見据えて  井田洋子 
見捨てられる沖縄（１）  村椿嘉信 
鳩山由紀夫前総理の「方便」発言の反応にみる中央と地方  又吉成 
安保 60年（新安保50年）と日米安保の再々定義へ  高田健 
「靖国神社無断合祀取消訴訟」（２）  西山俊彦 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 13 回 災害に便乗した「大連立」の党利党略
政治は民主主義を危うくする   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 長崎教区  福音化推進部平和委員会 
 
VOL.169 
2011.7 
キリストに生きる―３.11後  前川徹 
特集 脱原発―パンドラの箱を閉じよう 
フクシマの悲劇とスペインにおける原発反対の高まり  エミリオ・マシア 
「原子力発電は“温暖化”防止の切り札ではない！」リーフレット作成チームに参加して  
芳賀ヒロ子 
“人類はもはや原子力エネルギーに頼ってはいけない”ジャマイカ、2011年 5月 25日。  
清水靖子 
スタディツアー2011中間報告 
見捨てられる沖縄（２）  村椿嘉信 
カトリック20条の会シンポジウム報告  瀬下幸弘 
基地のない沖縄をめざす宗教者の集い～普天間基地の撤去と辺野古新基地建設の中止を求
める  天本昭好 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 1４回 ９条改憲の変化球、「96 条改憲議連」
が誕生   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとらさいたま教区  さいたま教区正義と平和協議会 
 
VOL.170 
2011.9 
特集 ヒロシマ、ナガサキ そして今 
被爆地長崎（県）に生まれ、広島県人となった今  三木篤實 
被爆のマリアとの出会い  シスター・マリー・ド・ポール 
広島の追悼式典と福島  ジョシュア・マッケルウィ 
福島の子どもたちに放射能のない夏休みを  山口たか 



放射線の人体に対する影響 成田小二郎 
野呂美加さん講演会報告  松永武 
平和旬間2011 
キリストに生きる―受け入れるより、受け入れられる経験  堀江直文 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 1５回 米国と共に海外で戦争のできる自衛隊
をめざす自民党「国家戦略本部」報告書   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら カトリック大阪大司教区社会活動センター・シナピス   
 
VOL.171 
2011.11 
キリストに生きる―「脱原発」自分の立ち位置をいただいて  佐藤裕子 
エネルギー新時代への第一歩  ラインハルト マルクス 
モンゴルに迫る核の危機 CFS構想へNoを！  芝山豊 
特集 第３回９条アジア宗教者会議・沖縄 
第３回 9条アジア宗教者会議沖縄  弘田しずえ 
アジアの米軍基地に対する米国人の考え方  ニコラス メレ 
真の民主主義を今すぐに！̶憤慨する人々  マリア コラレス 
沖縄基地をめぐって 大倉一美 
スタディツアー報告  さいたま教区、長崎教区 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 16 回 「憲法改正が優先課題とは考えない」
と言いつつ、憲法審査会を指導させた野田民主党   高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら「震災リポート」正義と平和仙台協議会 
 
VOL.172 
2012.1 
特集 あってはいけない。韓国済州島に海軍基地 
済州島が平和の種を蒔く日まで―済州島の過去と現在、そしてこれから  姜禹一 
平和島済州島を軍事基地にするな！  大倉一美 
「基地のない沖縄をめざす宗教者の集い」講演会報告 「沖縄の米軍基地が写し出してい
るものは何か」  山口明裕 
キリストに生きる―「生きていることの喜びを味わえる平和な社会の実現に向けて」  
河原田眞弓 
スタディツァー報告  大阪教区 
韓国水曜デモ1000回アクション in 東京  柴洋子 



連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 憲法審査会の始動で新たな段階に入った改憲策
動 改憲派が3･11を悪用して非常事態条項導入などを主張  高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 『入門・憲法二十条―国是と信教の自由』は好評です」福岡教区   
 
VOL.173 
2012.3 
特集 3･11 から１年 
カトリック教会に問われること―東日本大震災と原発事故から１年を迎えて  幸田和生
震災から一年を迎えて  古屋敷一葉 
2011年度全国会議講演会記録「3･11福島第１原発事故以後…」  澤井正子 
神に立ち返る―福島市民の声を聴く  熱海紀子編 
キエフの栗の木から福島の桜の枝に  二瓶由美子 
橋下・維新の会の「君が代を立って歌わないヤツはクビ！」に対するキリスト者の闘い  
鎌倉一夫 
キリストに生きる―「“かけこみ寺”を、まずやってみようか」の冒険  小畑雪江 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング いまだ切実な原発震災の救済をよそに活発化す
る改憲論  高田健 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 横浜から「ノーモア・ヒロシマ！ ノーモア・ナガサキ！ ノーモア・
フクシマ」   
 
VOL.174 
2012.5 
特集 震災後のこんにち―東と西の改憲論 
3･11大震災後の改憲論の特徴  高田健 
どないなってんの！？大阪―改憲に動き出した橋下・維新の会「躍進」の背景を考える  
吉岡秀紀 
橋下市長・大阪維新の会による大阪発の改憲論  寺本勉 
SICSAL（ラテン・アメリカ民衆と連帯するキリスト者国際会議）報告  ホセ・ロペス 
OHD（アジア人権開発局）と日本の正義と平和協議会  深水正勝 
キリストに生きる―パウロ・袴田巌さんに祈る  黒口純恵 
「アジアにおける正義と平和活動の活性化」トレーニングワークショップ報告  溝口
奈々枝 
「信教の自由と政教分離を考える」シンポジウム報告  瀬下幸弘 
まんが「志願者セシリアの誓願への道」  イラ姫 



正義と平和えとせとら 原子力問題リーフレット作成チーム 
 
VOL.175 
2012.7 
日本カトリック正義と平和協議会済州島公式訪問報告  
カトリック貝塚教会における警察官の違法立ち入りについて  河野淳 
原発事故を振り返る  田中祐子 
隠された内部被曝の危険からいのちを守るために―２月12日矢ケ崎克馬さん講演会報告  
三品百合子 
10年目を迎えた「平和をつくり出す宗教者ネット」  石川勇吉 
水島朝穂さんの「憲法とは何か」を聞いて  正義と平和評議会事務局 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 19 回 民意に背く改憲論議に前のめりの憲法
審査会  高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら「第 37 回正義と平和全国集会 2012 長崎大会へのお誘い  吉村
正寿 
 
VOL.176 
2012.9 
特集 「人がデモする社会」へ…   
反原発抗議行動をつき動かすもの  光延一郎 
原発を止める〈組織〉とは―この二ヶ月の動きから考える  栗田隆子 
身の丈の現実を差し出す―「水曜官邸前アクション」  林里江子 
各地の平和旬間2012 
オスプレイ配備・訓練を阻止しよう―沖縄では死の恐怖に直面  吉田正司 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 20回  8 月 15日にまつわる「神話」のい
くつかのこと  高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 仙台デ脱原発金曜デモ始まる 
VOL.177 
2012.11 
キリストに生きる―「弱さ」へ下る  宮永久人 
特集 アジアにおける共生   
「米日同盟―アジアの安定を保持する」についての報告  糸井玲子 
中国の反日デモと宗教政策の共通点  松隈康史 
モンゴル核汚染の危機は続いている  芝山豊 



軍隊は人々の安全を保障する装置ではない  丹羽雅代 
福島で今を生きる  熱海紀子 
平和を実現するキリスト者ネット2012全国集会報告 天本昭好 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 21回 政治家たちにみる帝国軍人の影と経験  
高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら  教皇庁正義と平和協議会議長タークソン枢機卿との懇談会  
 
VOL.178 
2013.1 
特集 第 37回正義と平和全国集会2012長崎大会 『正義と平和』の原点を探る 
長崎大会の示すもの  高見三明 
基調講演、シンポジウム、分科会、全大会の報告 
基調講演 マイケル・シーゲル「正義と平和の原点を探る」  
社会司教シンポジウム なぜ教会は社会問題にかかわるのか 
長崎大会を終えて  岩村知彦 
長崎大会をふり返る  谷大二 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 22回 「集団的自衛権の行使」とは「戦争を
すること」です  高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 「原子力に関する宗教者国際会議」報告   
VOL.179 
2013.3 
特集 2 年目を迎えるフクシマ 
福島には夢がある  幸田和生 
若狭湾の「14の危険な原発をなくそう」  岡田幸夫 
福島から福島へ  鎌田慧 
避難世帯を「ちょっとサポート」すること  信木美穂 
ドイツにおける、原発からの最終的撤退までの長い道のり  リチャード ペステマー 
キリストに生きる―わたしにとって、生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なので
す…  栗田隆子 
報告 ホワイトハウス前で9条行動  スコット・ライト 
連載 高田健の憲法問題国会ウォッチング 第 23回（最終回） 安倍首相の改憲戦略96条
から 9条へ  高田健 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら カトリック正義と平和広島協議会  



 
VOL.180 
2013.5 
特集 日本の立憲政治が壊されないために 
いま、憲法が危ない！  谷大二 
改憲問題の今日的状況  高田健 
十字架と平和憲法  福嶋揚 
キリストに生きる―似非平和活動家  齊木登茂子 
悲惨な沖縄戦と『屈辱の主権回復の日』  久保田富雄 
新連載 愛し合うのが難しい…だけど 第１回「愛について書く理由」  栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら改憲反対キャンペーン カトリック静岡教会報告 
 
VOL.181 
2013.7 
改憲反対キャンペーン報告  
てい談「長崎の医学の中心で、憲法を語る」  長崎大司教区 
祝島はいま～原発と海をめぐって～  山秋真 
沖縄スタディツァー現地勉強会「米軍基地の女性と暴力」 謝花直美 
キリストに生きる―「原発事故に向き合う倫理」  山口たか 
高松教区 人権を考える委員会主催スタディツァー報告 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 2回「無防備な子ども…？」  栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら ピース 9全国集会  
 
 
VOL.182 
2013.9 
参院選の結果とこれからの政治展望  中野晃一 
ひとつぶ… なぜ「いますぐ原発の廃止を」か  成田小二郎 
特集 地上の平和 
日本訪問と『パーチェム・イン・テリス』  ピーター・タークソン枢機卿 
回勅『パーチェム・イン・テリス―地上の平和』と教皇ヨハネ二十三世  ホアン マシ
ア 
回勅『パーチェム・イン・テリス―地上の平和』について思うこと  大倉一美 
第 9回ジャスティス＆ピースワーカーズアジアパシフィックフォーラム  昼間範子 



奇跡への情熱…映画『ひろしま』  小林一平 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 3回 あなたの「風」とは？ 宮崎駿監督の『風立ち
ぬ』を観て  栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 横浜教区平和旬間   
 
VOL.183 
2013.11 
改憲問題学習会「集団的自衛権行使容認」のもくろみ  半田滋 
ひとつぶ… 沖縄から見た集団自衛権  山田圭吾 
「過去を振り返ることは、現在と未来を考えること」―レーン・宮澤事件と特定秘密保護
法案について  新海雅典 
悲しみのMINEGOLIA  芝山豊 
報告・日韓下関脱原発平和懇談会  光延一郎 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 4回 オリンピックの「平和」イエスの語る「平
和」  栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 正義と平和仙台スタディツァー「原発から考える信仰～福島から六
ケ所村へ～」   
 
VOL.184 
2014.１ 
2014年 年頭・戦後日本の回心  大倉一美 
新たな「戦前」の時代～「戦争する国」へと暴走する安倍政権  高田健 
「戦争する国をめざす秘密保護法に反対し、いのちを守ろう」宗教者アピール院内集会   
改憲問題学習会「考えよう、日本の現在の危機を ドイツの危機を知ることによって」三
宅晶子 
キリストに生きる―闇から光へ  五十嵐弘志 
「死刑廃止を求める部会」主催 高橋哲哉講演会「死刑について今、私が考えているこ
と」 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 5回 第 185臨時国会と北京  栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 高江（ヤンバル）の森から   
 
VOL.185 
2014.3 



特集 三年目の脱原発運動と安倍政権 
国家・資本・キリスト者  福嶋揚 
安倍政権の原子力政策  伴英幸 
福島第一原発から25㎞にあるCTVCカリタス原町ベースでの活動  畠中千秋 
全国会議浜矩子講演会「貿易は平和のために―原発は輸出財ではあり得ない」 
学習会「福音をとおして憲法を学ぶ」に参加して  尾崎壽一 
正義と平和えとせとら 全国スタディツァーin 大阪教区企画報告 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 6回 民主という言葉の〈主〉について考える  
栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
宗教者九条の和講演会「憲法9条と集団的自衛権」（報告） 
 
VOL.186 
2014.5 
新会長挨拶 人びとの笑顔に共感できるように  勝谷太治 
3月 27日、袴田巌さんの再審が決定しました  門間幸枝 
教皇フランシスコ 使徒的勧告『福音の喜び』  ホアン マシア 
改憲問題学習会「NHK あるべき公共放送のために」永田浩三 
沖縄・高江の森から、オバマ大統領への手紙  伊佐育子 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 7回 復活祭を前に―匿名の優しさ  栗田隆子 
まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 福岡教区 第 38回正義と平和全国集会福岡大会準備状況  
 
 
----------------1211ココまで 
VOL.187 
2014.7 
安倍政権はどこへ向かうのか  中野晃一 
報告 デューク大学和解センター主催 北東アジアキリスト者和解フォーラム  福嶋裕子 
教皇フランシスコ 使徒的勧告『福音の喜び』とシンポジウム  浜崎眞実 
集団的自衛権行使容認反対 2014年 6月 30日首相官邸前にて…  井筒高雄 
「袴田事件」、熊本典道元裁判官について  福原昌代 
報告 第 12回日本軍「慰安婦問題」アジア連帯会議  伊藤早苗 
命どぅ宝！ アメリカピースウォーク  伊佐育子 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 8 回 社会の構造を変える教育とは？ フィリピンで
見たもの  栗田隆子 



まんが「修練者セシリアの誓願への道」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 地上の平和は憲法から！キャンペーン企画報告 姫路  
 
VOL.188 
2014.9 
ガザ封鎖の現実―ハマースと人びと  金子由佳 
イスラエルのガザ攻撃をどう捉えるか  栗田禎子 
基地のない沖縄をめざす宗教者の集い 金井創牧師講演会「『沖縄は今』を聞こう」 
「関東大震災時の朝鮮人島大虐殺とヘイトスピーチ」 加藤直樹 
「平和のための脱核部会」の設立 光延一郎 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 9回 不穏で、不遜で、そして不当な夏。  栗田
隆子 
まんが 新連載「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
ひとつぶ 韓国教皇ミサ―小さくされている人々と共に  勝谷太治 
 
VOL.189 
2014.11 
「茶色の朝」を迎えないために  高田健 
正義と平和全国集会2014 
福岡大会を終えて  瀬下幸弘 
報告 カン司教基調講演「東アジアの福音的展望」 早川努 
ひとつぶ 高松教区 林尚志神父練成会に参加して  尾﨑疇一 
地上の平和学校報告「憲法9条路線のさらなる活性化を！」地上の平和学校報告 
憲法 9条にノーベル平和賞を  松本ルカ 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 10回 「特別」とおもってはいけない  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 辺野古基地建設反対署名、緊急募金報告 
 
VOL.190 
2015.1 
憲法 9条と世界の平和 ナショナリズムをどう超えるか～第4回 9条世界宗教者会議  
大倉一美 
世界教会協議会（WCC）オラフ・トヴェイト総幹事の来日  西原簾太 
平和のための脱核部会 報告 さようなら原発1000万人アクション 
2015年世界平和の日教皇メッセージ「もはや奴隷としてではなく、兄弟姉妹として」解
説  ホアン・マシア 



韓国教会カン・ウィル司教のクリスマスミサ説教  
「司教のための社会問題研修会 福島現地学習」報告  前川徹 
キリストに生きる 小さくされた人と共にある生き方  遠藤賀子 
秘密保護法も戦争立法もいらない―施行後の廃止運動の課題  杉原浩司 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 11回 投票のあれこれ  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 平和を実現するキリスト者ネット 
 
VOL.191 
2015.4 
日本カトリック正義と平和協議会 2014年度全国集会報告  
会議に参加して  緒方真理子 
報告 中野晃一さん講話「安倍政権の『積極的平和主義』と歴史修正主義」 
後藤さんの死について思う  永田浩三 
日本の軍事国家化に抵抗する「一粒の麦」  鈴木伶子 
フランクフルト脱原発宗教者会議  光延一郎 
報告 岡野八代さん講演会「憲法9条から考える非暴力・版暴力の思想について」」 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 12回 「活用」とはどういうことか？  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 広島教区 済州島訪問記 
 
VOL.192 
2015.7 
アド・リミナ(教皇庁的訪問) レポート  勝谷太治 
ひとつぶ 日本カトリック正義と平和協議会全国会議に参加して  堀洋介 
立憲主義の危機  伊藤朝日太郎 
報告「平和のための脱核部会」東京都立第五福竜丸展示館見学     
報告「地上の平和」学校 パレスチナ・ガザ最新報告  金子由佳 
歴史と国権に向き合う旅 広島教区 チェジュ島平和巡礼記  三宅聖子 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 13回 世の中が…  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 全国集会第39回東京大会「戦後70年のいまこそ、地上に平和―
痛みを知る神とともに」お知らせ  
 
VOL.193 
2015.8 



特集 今こそ女が政治を語るとき 
インタビュー  上智大学教授 三浦まりさん 
女性の声を―わたしのため、あなたのため、未来のため  山秋真 
全日本おばちゃん党と出会って  齊木登茂子 
違憲は明白と述べた3人の憲法学者の良識  稲川保明 
報告 社会司教委員会シンポジウム「現代世界憲章から何を学ぶか」  山口雄司 
辺野古新基地建設反対行動  丸尾育朗 
ひとつぶ「武力によらない平和を！」について  キム・スンホ 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 14回 戦争は究極の人間の使い捨て  栗田隆子 
正義と平和えとせとら 「補佐司教」からの「引継ぎ事項」  吉岡秀紀 
 
VOL.194 
2015.10 
幸田和生司教講演「日本の教会の平和に対する使命～戦後70年司教団メッセージをめぐ
って」 
ヒロシマは叫び続ける  柳川朋毅 
キリストに生きる すべての存在に祝福を  柳川朋毅 
新連載 「私の主よ、あなたは称えられますように」―地球環境を愛するためのレッスン  
ポール・マッカーティン 
「B29墜落・龍神村慰霊祭」の弔いと憲法9条をとおして平和を考える  梶原隆憲 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 15回 「プチ安倍」にならないために  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 追悼 船山亨神父様  
 
VOL.195 
2015.12 
報告 全国集会東京大会基調講演「東アジアにおける平和と社会正義のために今」（前
編）  中野晃一 
キリストに生きる コスモスカフェ  勝治美喜子 
連載 「私の主よ、あなたは称えられますように」―地球環境を愛するためのレッスン エ
コロジカルなライフスタイル～犠牲と忍耐という誤解からの解放  吉川まみ 
日韓合同 平和のための福島訪問バスツァー報告  パク・ユミ、中田亮子 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 16回 問題をなかったことにするのが最大の問題  
栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 呉現地学習会「平和を創る人々の集い」   



 
VOL.196 
2016.2 
報告 全国集会東京大会基調講演「東アジアにおける平和と社会正義のために今」（後編 
政治問題としての歴史問題）  中野晃一 
報告 辺野古新基地建設阻止 米軍シュワブゲート前座り込み 
連載 「私の主よ、あなたは称えられますように」―地球環境を愛するためのレッスン シ
ェーナウと私たち：人にも環境にもやさしい市民電力会社の実践  鈴木まり 
ひとつぶ 韓国の人々と連帯して  鈴木和枝 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 17回 誰を取り込み、誰を排除するのか？ 日本の
戸籍  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのポストラン日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 鹿児島教区正義と平和協議会    
 
VOL.197 
2016.4 
公開講演会「和解のよろこびと正義」  勝谷太治 
正義と平和協議会2015年度全国会議に出席して  伊藤晶 
ひとつぶ ジェノサイドのスウェーデン政府の政策の誤りと殉教したサラス神父から何を
我々は学ぶのか  長田新一 
「慰安婦」問題に関する日韓最終的合意 「ナヌム（分かちあい）の家」とハルモニたち
の今  アン・シンゴン 
「慰安婦」問題に関する日韓最終的合意についての談話  勝谷太治 
連載 「私の主よ、あなたは称えられますように」地球を愛するためのレッスン 電力自由
化で原発の電気からさよならできるか？  小坂正則 
報告 日本カトリック正義と平和協議会 鹿児島練成会  山下和実 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 18回 対話の光と影  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのノビス日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 2.11 福岡教区「福音と平和の集い」報告   
 
VOL.198 
2016.6 
教皇庁正義と平和協議会、パックスクリスティインターナショナル共催「非暴力と正義の
平和」会議最終文書 
Go Vote!! 信徒の政治参加 
ええ、カソリックですが、それが何か？  岡田憲治 



「政治参加」について、ちょっとワカモノに聞いてみました…   
連載 「私の主よ、あなたは称えられますように」地球を愛するためのレッスン 原発事故
から5年目のフクシマ―放射能から子供たちを守ろう  布施幸彦 
報告 「核リスクに抗議する法と宗教。路上で、裁判所で」第3回フランクフルト脱原発
国際会議（前編）   おしどりマコ 
連載 愛し合うのが難しい…だけど 第 19回 怒りについて  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのノビス日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 大分教区 平和のための脱核部会大分集会   
 
VOL.199 
2016.8 
参議院選挙の結果と市民運動の課題  高田健 
「日本はどこへ向かうのか～沖縄、集団的自衛権、日米同盟」（第5回 9条世界宗教者会
議公開講座 要約）  高橋哲哉 
米軍基地「本土」引き取り論・高橋哲哉さんの提起を受けて  古武正教 
報告 「核リスクに抗議する法と宗教。路上で、裁判所で」第3回フランクフルト脱原発
国際会議（後編）   おしどりマコ 
連載最終回 愛し合うのが難しい…だけど 愛する前に、愛を願う  栗田隆子 
まんが 「小さき花の森ちゃんのノビス日記」  イラ姫 
正義と平和えとせとら 高松教区 人権を考える委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


