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科科学学者者のの目目かからら見見たた創創造造論論・・進進化化論論  
 

講師 安藤和子先生 
クリエーション・リサーチ・ジャパン顧問 

京都インターナショナル・ユニバーシティ名誉教授 

理学士・理学修士（大阪大学）/理学博士（東京大学） 

 

頌主 

長野集会のセミナーも、恵みのうちに今年は九回目を迎えることと

なりました。これまでの御参加、ならびに、お祈りのサポートを心より

感謝申し上げます。 

本年は主の導きのうちに、進化論を正面から取り扱うセミナーを

開催することに決定し、１月に予備的なご案内をお送りいたしまし

た。 

いのちの尊さや生きる意味を根底から奪う進化論的世界観が、クリスチャンや教会をも浸食しつつ

ある今、聖書が示す神の創造の素晴らしさを学ぶ必要を痛切に感じ、企画させていただいた次第で

す。特に学校で日ごろ進化論中心の情報にさらされている学生の皆さん、また保護者の方々には必

見、必須の内容が満載のセミナーとなることと確信しております。 

講師には、長年生物科学研究の第一線に携わってこられ、お話が興味深く、また分かりやすいこと

で定評のある安藤和子先生に、お引き受けいただきました。なお、二日目（９月１４日）の午後は、一般

にも公開し、クリスチャンでない方々にもお聞きいただける形式といたしました。伝道の機会としても用

いられますよう願っております。 

二度とないかもしれないこの機会に、ふるってご参加いただけますように祈りつつ、ご案内を申し上

げます。 

     2014年 4月 23日 長野キリスト集会一同 
 

                 記 

1. 月日： 年 月 日(土)， 日（日）， 日(月・祝) ※部分参加も可能です。 

2. 会場：長野ゴスペルホール（電話・FAX 026-295-6705/ n_gospelhall@yahoo.co.jp） 

       〒381-0082長野県長野市上駒沢 918-8 

 

22001144年年
秋秋のの特特別別セセミミナナーー 《《進進化化論論をを問問いいたただだすす》》  

「「ダダーーウウィィンン・・メメガガネネををははずずししててみみたたらら」」  
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3. 講師プロフィール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 日程  
第１日  ９月１3日（土）  

 時 刻 内   容 

13：00 受付 

13：30 開会挨拶、連絡、祈り、全体賛美  

13：45 セッション１ 「進化思想の発祥から進化“論”としての体系化」 
15：15 休憩 

15：30 セッション２ 「“いわゆる進化の証拠”と“全能の主の創造”の科学的検証」 

17：00 休憩 

17：15 質疑応答（３０分） 

17：45 連絡、祈り 

18：00 終了  

第２日 ９月１4日（日） 

時 刻 内   容 

9：50 聖餐式（60分） 

11：00 証詞（安藤先生） 

12：10 連絡、昼食、交わり 

安藤和子 (あんどう・かずこ）先生 

略歴 
大阪に生まれ、戦後神戸に移り住む。兵庫県立神戸高校卒業。 

大阪大学理学部化学科卒業・理学士/生物化学専攻。 

理学修士取得後、東京大学大学院博士課程へ進学・卒業、理学博士。 

アメリカ合衆国に留学（ダトマス・カレッジ、ウェイン州立大学、カリフォルニア大学） 

1974－1995年、メレル・ダウ研究所で生物学部部長、科学部部長などを歴任 

1989年 7月、イエス･キリストを主として受け入れる。 

1990－2004年、大阪医療専門学校･非常勤講師 

2003－2011年、京都インターナショナル・ユニバーシティにて生物科学部部長、 

2011年 7月から同校名誉教授 

 

研究・教育、その他 
1994年、クリエーション・リサーチ・ジャパン（当時、創造科学研究会）会員 

2006年、同上理事。2009－2012年、会長。2012年 4月より、顧問 

京都インターナショナル・ユニバーシティにおける聖書教育に携わる 

全国の教会、その他において創造論についての講演・セミナーの講師を務める 

執筆 「主の創造」「キリスト信仰・聖書と科学」「福音」を中心として、各種冊子に執筆 

     「ダーウィン・メガネをはずしてみたら」（いのちのことば社） 
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13：40 一般参加受付開始 
14：00 セッション３ 「進化論ってホントなの？ マスコミの宣伝と科学的考察 」 

15：00 休憩  

15：15 セッション４ 「あなたはサルの子孫？ 愛されて命を与えられたのか 」 

16：15 質疑応答(３０分) 

16：45 諸連絡 

16：50 終了 

18：00 夕食交わり会（セミナー参加者とともに） 

第３日 ９月１５日（月）  

時 刻 内   容 

 9：45 受付 

10：15 賛美、祈り、連絡 

10：30 セッション５ 「いのちの創造・種類にしたがって創造された動物たち」 

12：00 連絡、昼食、交わり 

13：25 特別讃美  

13：45 セッション６ 「臓器移植の医学的･生物学的･聖書的考察 

～ iPS細胞への人々の期待 ～ 」 

15：15 休憩 

15：25 質疑応答（３０分） 

15：55 祈り、諸連絡 

16：00 終了 

  

5. 各セッションの詳しい内容 

         

セッション１  ９０分 「進化思想の発祥から進化“論”としての体系化」 

  進化思想の発祥は、アダムが創造主に反逆した事実に端を発する。主の判断より自分の判断を正しいとす

る反逆思想は、全能の主の創造を否定する進化思想である。宇宙も地球も生命も全て偶然に発生し、幾十億

年の間に高次元の秩序が構築されたという仮説をダーウィンが最終的にまとめ、体系化した。 

 

セッション２  ９０分 「“いわゆる進化の証拠”と“全能の主の創造”の科学的検証」 

  昔から教科書その他で広く使われている“いわゆる進化の証拠”のうち、親しみのあるものを幾つか取り上

げて、進化論仮説による説明と創造された前提による説明を、科学的に検証する。進化の証拠だとマスコミな

どで次々と大きく宣伝されるが、時を経ずして科学的に否定されている。 

 

セッション３  ６０分 「進化論ってホントなの？ マスコミの宣伝と科学的考察 」（一般参加あり） 

  “進化”という言葉が世間でどのような意味で使われているか、そして“進化”という言葉の生物学的な本当

の意味を、易しく説明する。進化が事実である証拠は何一つないことを科学的に説明し、“進化”という言葉だ

けが意味も無く日本中で一人歩きしている現実を説明する。 
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セッション４  ６０分 「あなたはサルの子孫？ 愛されて命を与えられたのか 」（一般参加あり） 

 進化論的発想で生物は、アメーバーのような単細胞に始まって順次上等の動物に進化し、サルのような動

物になり、そして自分たち人類をそのサルのような動物の子孫と見なしたときに、自分の命･人生がどのように

見え、受け取るか？ 愛されて、目的をもって創造された人である人類の起源を確認し、知的にだけではなく

人としての尊厳、命の喜びを我が物として噛みしめることが出来るまで深めたい。 

 

セッション５  ９０分 「いのちの創造・種類にしたがって創造された動物たち」 

  ５日目にいのちが創造され、海の生き物、空の生き物が、６日目には陸の動物が創造された。主はそれぞれ

の「種類にしたがって」創造された。「生めよ、増えよ」と子孫が同じ遺伝情報を持って、キリンはキリンとして、ゾ

ウはゾウとして繁栄することである。 

 

セッション６  ９０分 「臓器移植の医学的･生物学的･聖書的考察～ iPS細胞への人々の期待 ～ 」 

 社会の共通認識として“臓器移植が正しいこと･善である”と確立しようと、施政者たちは尽力しているようで

ある。アンケート調査の結果を紹介し、また臓器移植の医学･生物学的な側面を紹介する。また、聖書的にも

考察する。iPS細胞に熱い期待が寄せられているが、臓器移植にどのような関わりを持つかを考察する。 

 

 

6. 参加のお申込みについて 

 締め切りを８月２２日（金）とさせていただきます。 

 申し込み方法は、（１）郵送（２）ファックス（３）メール  

      のいずれかでお願いいたします。 
   ・ なお、お急ぎの場合は電話でもかまいませんが、名札作成等の関係がありますので、必ず 

     （１）～（３）のいずれかの方法で再度ご連絡ください。 

7.  宿泊を希望される皆様へ 

   ・ 原則として、ご本人でホテルなどの宿泊の予約をお願いいたします。 

   ・ ＪＲ三才駅はもちろん、長野駅までのお迎えも可能ですのでご相談ください。 

・ 長野集会を通してホテル（一泊６千円前後/シングル）を予約される場

合は、7 月 31 日（木）までに申込用紙の該当欄に○をつけてお申し込みください。 
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8.  ゴスペルホール順路 （地図の○A 。西友古里店付近の新幹線高架橋のそばです。 

           ＪＲ三才駅から 810 メートル［緑の線］徒歩 10分。駐車場完備） 
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22001144年年秋秋ののセセミミナナーー参参加加申申込込書書（以下２ページにご記入下さい）       集集会会・・教教会会 

８月 2２日（金）必着／宿泊の申し込みがある場合は７月３１日（木）必着 

１． 参加者（準備に必須のため必ずご記入ください。足りない場合はコピーしてお使いください。） 

 

参加者氏名 

フルネームで。ふりがなも。 

性

別 

年齢/学年 

20歳以上はA

と記入 

参加日 
を○で囲む 

宿泊日を 

○で囲む 

宿泊関係 食事 

必要な部分に○ 御自分で予約さ

れたホテルなど

の宿泊先名 

長野集会経由

で予約の場合

は○を。 

14日 

昼食 

15日 

昼食 

 

 

男 

女 
 13・14・15 13・14   

  

 
男 

女 
 13・14・15 13・14   

  

 
男

女 
 13・14・15 13・14   

  

 
男 

女 
 13・14・15 13・14   

  

 
男

女 
 13・14・15 13・14   

  

 
男

女 
 13・14・15 13・14   

  

 
男

女 
 13・14・15 13・14   
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２． 交通手段 （□の中に✔、自家用車の場合は必ず台数をご記入ください。） 

    

 

 

３．送迎のご希望  ＪＲ信越線・飯山線 三才（さんさい）駅までの送迎が可能です。 

三才駅＝ＪＲ長野駅から 2駅目（長野―北長野―三才）ゴスペルホールより８００ｍ 

     

月   日 三才駅到着時間 人  数 備   考 

９月１３日（土）    

９月１４日（日）    

９月１５日（月）    

 

４．今後の連絡先 

申込責任者 集会           様 

同連絡先 

ご住所 〒            

電話番号             

メールアドレス             ＠ 

申込先 

〒381-0082 長野市上駒沢９１８－８ 長野ゴスペルホール 

電話・FAX（共用）：026(295)6705 

E-mail: n_gospelhall@yahoo.co.jp 

セミナー担当者 

（緊急連絡先） 

尾崎富雄 

Phone&Fax:026-241-2636  

E-mail: tmzk1950@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 自家用車 

   台 

 
列車 

 
貸し切りバス 

mailto:tmzk1950@yahoo.co.jp

