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映画『チャプレンズ』上映会資料 

2018 年 4 月 28 日@厳念寺 

宗教情報センター1・上智大学グリーフケア研究所2 

葛西賢太 

 

着眼点：なぜ上映会を企画したか 

厳念寺さま、菅原耀さんのご厚意に感謝。 

⚫ アメリカにおけるチャプレンたちの実例ドキュメンタリー。現場の多様性。 

⚫ 背景 1：信教の自由と政教分離。日本の「常識」は世界の常識ではないかも⇒どこにあ

っても信教する権利 

⚫ 背景 2：「キリスト教国アメリカ」という単純すぎる理解。プロテスタントだけのチャ

プレンに、第一次大戦ごろ、カトリックとユダヤ教が加わる。多元主義を尊重しつつ、

軍としての統合も保つためには？第二次大戦時には、イスラーム、仏教、その他諸宗教

のチャプレン。個別宗教を問うのではなく、祈ることが重要。なんらかの信仰を持つと

いう点での共通点があれば、それが何でもいい。反共政策など政府の宗教利用。ベトナ

ム戦争時の、「正しい」戦争かどうかという宗教的疑問と、解釈。 

⚫ この背景のもと、諸宗教はアメリカ社会での「市民権」を勝ち取ってきた。 

⚫ では、私たち日本にいるものたちはどうするか？ 

 

従軍チャプレン Paul Hurley (catholic) in Afghanistan 

⇩ 以下、数字は映画の時間。 

000245  『m*a*s*h』 1970 年のアメリカ映画。朝鮮戦争を舞台に、3 人の軍医を描くブラ

ック・コメディ。タイトルは陸軍移動外科病院（Mobile Army Surgical Hospital）のこと。 

000500  non-compat 非戦闘員として参加するチャプレン 諸宗教 (無宗教)チャプレンも。 

異なる信仰を持ちながらも人々と神に応えるチャプレンの使命 軍でのチャプレンの長い

歴史と伝統。初代大統領ワシントンの時代から雇用が始まった？ 

000720    自爆テロなどあって緊迫感。死に直面する中でなにが重要か確認するチャプレ

ン。「兵士の自分は地獄行きの人殺しなのか」「善悪を自分では決められない、判断できない」

という状況での、キリストのもとの平安。 

001230    チャプレン自身の信仰をも問われる。複数宗教チャプレン同士のすりあわせと

                                                      

1 http://www.circam.jp。研究員。 

2 https://www.sophia.ac.jp/jpn/otherprograms/griefcare/index.html。客員教授。 

http://www.circam.jp/
https://www.sophia.ac.jp/jpn/otherprograms/griefcare/index.html
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協力活動なども。戦場での皆の状態を保つため。チャプレンたちが仕事をきちんとできるよ

うにサポートするのが私・上級 chaplain の仕事。chaplain たちのチェックイン? 戦闘以外

にも難しいことがある。無宗教も（humanist, atheist, agnostics）。教義とのすりあわせの中

で、時として軍隊の理念とはずれるものを提示することも。同性婚を問題なしとする宗教宗

派のチャプレンが同性婚司式を引き受けることも。 

001419 チャプレン同士の打合せ。諸宗教で。戦闘現場でのレジリエンスを維持するのを

支援。チャプレンチーム全体の健全さを支えるチーフの役。セルフケア。同じ戦場で 40 名

以上が戦死する状況の中で。戦争の意味はもはやチャプレンにはわからないが、(そうした

努力に対する敬意を兵が示す場面：映画 MASH） 

 

001800 ミラー教授コメント。多様なアメリカ社会の中で宗教の役割。あるいは宗教には

入っていないけれども人間を超えたものを信じる人々など。 

 

Tyson Foods での企業チャプレン Sam Pucket, Baptist  Melissa Brannan 

001850    被雇用者 120000 の中で 120 名のチャプレン。鶏牛豚を屠殺して加工するタフ

な仕事。（政治）難民も多い。テネシー州ナッシュビルの工場では、23 の異なる言葉、51 の

国籍を持つ人が働く。 

002050    新人オリエンテーションでチャプレンも自己紹介。傾聴した秘密は守る。ふる

さとを離れた場所での親密性の意味。 

002240    社長の方針。チャプレンは通訳のようなもの。一つの宗教に基づくのではない

が、各自の信仰に敵対はしない姿勢。牧師や神父（司祭）として学んだ人や、カウンセリン

グや神学の学位を得ている人を迎える。営利企業なので、教会みたいにしたいわけではない。 

002500    被雇用者が、自分の信仰に反感を感じたり、聖職者に不快感を覚えることがあ

ったりしたとき、その悩みを訊く。家族療法のトレーニングもしている。ふつうは語りたが

らない聴きたがらない、経済問題、家族問題、死の問題などを聞けるようにチャプレンはト

レーニングされている。チャプレンを使わないひとも、みなが好感を持っている。誰か自分

のことを心に留めてくれる人がいることの意味3。がんが判明した職員の話を聞き続ける。

彼女はとてもよい人だが、彼女の話を誰が聞くのか。一緒に祈る。 

002900 すべて解決できずとも、人事部や家族や宗教者と相談する力を取り戻してもらう。 

 

Chaplains in Holliwood Rabbi Arthur Rosenberg、Jewish 

003100    社会学者 Wendy Cadge がチャプレンの仕事についてコメント。 

                                                      

3 「お母さんお父さんこれができたよ」と自慢できること。 
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ハリウッドのショービジネスに関わっていた人たちのための施設とチャプレン。MPTF: 

Motion Picture Television Fund 映画産業で仕事（俳優とか）をした人のためのチャプレン 

003300    実はこのチャプレンも映画スター志願だった。Footloose という映画で出演した

ことがある。 

003500    私たちは長寿や経験を尊重しない文化に生きている。施設内 TV で、入所者（元

俳優たち）へのショートメッセージを録画。シングルマザーが、がんの診断を受ける。信仰

はあるがどう祈ったらいいかわからない。つなぎ直す。家族も友人もセラピストもいないが、

チャプレンが引き受けてくれると期待し、一緒に祈る。 

003800    病気の変遷、人生の難しい問題を決めるときのためのチャプレン。 

004100  Spielberg が寄附。巻物トーラーは虐殺を生き延びたタイムマシン。 

 

Chaplains behind the bars 刑務所のチャプレン Karuna Thompson., Buddhist  

004300 オレゴン刑務所。「女性が刑務所で傾聴するって危なくないんですか？」と問われ

るが、「街より安全」。犯罪学などに通じていること、なぜ入所者が犯罪を犯すのか、を深く

理解している必要（チャプレンの責任者のオコナーさん）。 

自助会的なオープンダイアログの場。入所者とチャプレンとが、彼らの人生の物語を見なお

し、犯罪に至らしたきっかけを確認し、それらをどう受け止めているかを話題にする。 

米国内の出所後 3 年間で刑務所に戻る率は 43％だが、オレゴンでは 23% 

004700    入所者 Steven Cunio 氏が 16 才の時に犯した殺人について。カージャックが目

的で殺人を意図してはいなかったが、結果として家族の生活をぶち壊すことになった。チャ

プレンのメッセージ：「仏教としては、すべての人が根本的には善であり、悟っていると考

える、いっぽうで、自分たちもこの入所者と同じ立場になっていたかもしれない、と考える。

再犯率は高い。けれども孤独な彼らにチャプレンが寄り添うことの意味も大きい」 

005000    クニオさんはフランクルを読んでいる。さまざまな宗教や価値観の下にある入

所者たちに、犯罪から回復する道に意味を見いださせる仕事。 

005100 Walter Scofield 氏は、軍隊後に双極性障害、PTSD になり、最初の殺人を犯す。

釈放のときにチャプレンはネットワークでサポートする（映画のラストで）。 

005400   入所者の言葉：世間の多くの人は、こいつは犯罪者だから刑務所に入れられて当

然だと思うけれども、チャプレンはそう決めつけないで、いい人になれると信じてくれる。

人生を導く宗教的価値観につなぎ直して、生きていけるようにしてくれる。自分は宗教的な

人間と思っていなかったが、入所して気持ちが変わった。Wicca：魔女のワザの学び、自然

と関わる儀礼や、アメリカ先住民の宗教など、多様な宗教が認められる。 
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Nascar Motor Race chaplain  Billy Mauldin 

005800    一年中、アメリカのどこかでカーレースがある。Motor Racing Outreach：毎週

の聖書勉強会からレースの日の祈祷式まで。大勢のスタッフやテレビクルーが移動するの

で、サーカスのようなもの。強烈なプレッシャーと闘う人たちのために裏方のひとりとして

いるチャプレン。レースを愛する人もふつうの人で、幸せに生きたいと思っている。 

010200 参加者全員で、安全なレースを祈る時間。司式するのはチャプレン。神に代わっ

てドライバーを最後に祝福する人でもある。ドライバーのような勝利の栄光はないが、ドラ

イバーと一緒に旅して、チームをサポートする。クリスチャンのドライバーが帰宅したとき

の家族の問題も話す。妻たちの不安も。 

ナスカのカーレースは禁酒法時代の娯楽からはじまった。チャンピオンであった Waltrip 氏

が、いのちを危険にさらすレースにはスピリチュアルな手当が必要なのではないか、と考え

た。十字を切ったり聖書を持ってきたりしたファンたちがチャプレンになった！ トラン

プを一緒に遊んだりするコミュニティの一員。聖書を読む時間を用意したりするために自

腹でレースについてきていた Max さんのために、ちゃんと雇用するようになった。そこで

過ごす子どもたちにも提供されるケアと託児。 

Waltrip 氏の奥さんは、聖書の引用（箴言 18：104）を車に貼り付けてくれた、お守りで

はなく勇気づけるため。別のチャンピオンも興味をもって「ぼくにもくれ」と言った。彼が

死ぬまで、車の中に聖句が貼り付けられていた。⇒こうした経験がレースチャプレンの動機。 

 

Congress 米国議会のチャプレン Pat Conroy、Barry Black 

011000    米国上院 60 代チャプレンの Pat Conroy 氏は上院のために祈り、議員たちは彼

のために祈る。もともと法学部に行って上院議員になろうと思っていたが、神様は違う道を

私に用意した。米国議会では憲法修正第一条では議会として宗教をたてることを禁じられ

ているが、自由な実践を保障している。これは戦場でも議会でも同じ。誰でも自分の日常の

環境から離れて信仰実践ができなくなったら、それをサポートするためのチャプレンが必

要。議員にとっては原点を思いださせる場所。チャプレンは議員になにか政治的な意見を言

ったり政治的なアドバイスをしたりする必要はない。 

011340 灰の水曜日。「土から生まれたあなたは土に帰るのだから、悔い改めてイエスの教

えに立ち返りなさい」。高校生に宗教を教えていた自分が、なぜか（有能だからではなく）

ここにいる不思議。 

011400 62 代米国上院チャプレンの Barry Black 氏は seventh day adventist. アフリカ系ア

メリカ人としても最初の上院チャプレン。週末に聖書勉強会を上院スタッフのためにする。

                                                      

4 主の御名は力の塔。神に従う人はそこに走り寄り、高く上げられる。 
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イザヤ書 54.175 メリーランドで生まれ育った。荒れているエリア。最初の黒人海軍将官に

なる。黒人最初のチャプレンになり、そして 62 代米国上院チャプレンになる。1787 年に上

院ができた最初からチャプレンが必要と思われた。2013 年の議会停止・政府閉鎖6にたいし

て、議会において、議会の愚行を懺悔する祈りで、愚行をやめるよう呼びかける。 

Black 氏の述懐：自分は動揺しなかった、なぜなら自分が政府や株や学位（pedigree といっ

ているのに注意）などの世俗的なものによっているのではなく、キリストに依っていたから

だ。そのほかの依り所は流砂にすぎない。 

 

チャプレンの依り所とトレーニング 

011930 チャプレンの依り所は神との関係、チャプレンとしてのアイデンティティ。 

David Fleenor：チャプレンのトレーニング。4000-5000 人の認定されたチャプレンがいる。

29 のチェックポイント。神学修士号か博士号、1600 時間の CPE。聖職者としての資格を所

属教団から得て、教団から推薦されなければならない。博士号を執るように、8 年ぐらいか

かってしまう。資格の重さ。しかし彼らの給料はどこから出るのかといえば、健康保健から

はでないので、病院の決断。 

012000    チャプレンのトレーニング、CPE スーパーバイザーのグループワーク場面 

 

ワシントン DC 子ども病院のチャプレン Kathleen Ennis-Durstine 

012200    David Jacobsohn 医師。免疫疾患のエドワードちゃんとその家族がチャプレン

に世話してもらう。Margarita Roque チャプレン。骨髄移植しかない。 

012400 自動車にひかれて入院中の少年。Nathanael Doggett 君。Kathleen Ennis Durstine

チャプレン。二度と病院で会わないですむようにお祈り。 

エドワードくんのドナーはお姉さん。 

チャプレンは医療者のチームに、自分たちの仕事はただの治療やただの手術だけではない

（神聖な仕事である）ことをリマインドする。スピリチュアリティをリマインドする。 

 

                                                      

5 どのような武器があなたに対して作られても何一つ役に立つことはない。裁きの座であ

なたに対立するすべての舌をあなたは罪に定めることができる。これが主の僕らの嗣業、

わたしの与える恵みの業だ、と主は言われる。 

6 2013 年の民主党共和党対立による、政府閉鎖。政府閉鎖（government shutdown）と

は、政府機関が閉鎖されることであり、特に議会で予算案（あるいは暫定予算）の成立が

難航することで期限切れとなり、政府庁舎が閉鎖されることを指す。 
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警察をサポートするボランティアチャプレン（イスラーム）Khalil Refai 

012900   デトロイト郊外の Hamtramck コミュニティで。イエメン出身の移民家庭出身。

ムスリムコミュニティと警察とをつなぐボランティアチャプレン。 

013300 英語が不自由な移民の被逮捕者に、逮捕などが人種問題ではなく、問題に焦点を

当てていることを被逮捕者に伝える。警察にチャプレンなんて必要？という警察官からの

疑問も。013600 スパイでも捜査官でもない立場 

013700  コミュニティの一員の死の確認。DOA:Death on Arrival（到着時すでに死亡）。 

014000 免許証で本人確認（家族以外の男に顔をさらす）のに抵抗あるベール女性。 

 

 

014200    ふたたびカーレースのチャプレン 

Jackman（タイヤ交換時のジャッキ担当）であった Nick がチャプレンになった理由。デイ

トナ 500 というレースで、自分のチームが優勝したが、これからの人生、何をしていく？

と神に問われた気がして、チャプレンになった。キャンピングカーの中でのレース前聖書ミ

ーティングがドライバーにとっての教会となる。また、ドライバーやスタッフや家族を集め

ての礼拝を司式する。めちゃくちゃ高速の文化のなかに生きるチャプレンの活動。勝利のト

ロフィー以上のものが人生にはあることをリマインドする。 

 

刑務所の壁を超えて（ふたたび）。 

014900 市民の税金がチャプレンに支払われている意義があることを示さねばならない。 

014900  刑務所チャプレンの 7 割はボランティア。Dowg Snow: Calvary church 

Scofield 氏。釈放・仮釈放の決定に、チャプレンたちの証言が鍵になる。誰にも知られない

囚人であるか、彼らのありさまを知っている友人が少しはいるか、ということは大きい。（仮）

釈放後のどうしたらよいかわからない状況を導く手。 


