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令和5(2023)年度
全3回 日付 タイトル 講師
第1回 7月1日 霊山浄土という日蓮聖人の信仰世界 桑名 法晃
第2回 7月8日 日蓮聖人の身延山御入山について考える 浜島 典彦
第3回 7月22日 佐渡から身延に至る日蓮聖人の足跡をたどる 望月 真澄

令和4(2022)年度
全3回 日付 タイトル 講師
第1回 6月18日 日蓮聖人の佐渡流罪と霊場の成立 望月 真澄
第2回 7月2日 佐渡で記された一大事の教え 『開目抄』と『観心本尊抄』― 庵谷 行亨
第3回 7月9日 大曼荼羅図顕の意義 桑名 法晃

令和3(2021)年度
全3回 日付 タイトル 講師
第1回 7月3日 日蓮聖人降誕の顕彰と儀礼 望月 真澄
第2回 7月10日 誕生の意義をあらためて考える：幼き日の日蓮聖人像と日蓮宗成立を中心に 木村 中一
第3回 7月24日 諸宗教における教祖の降誕祭 望月 海慧

令和2(2020)年度

令和元(2019)年度
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 6月29日 ある認知症高齢者の語り~からこれからの生き方を考える 高橋 賢充
第2回 7月7日 物語の中の仏教、仏教の中の物語　~仏教説話の世界~ 岡田 文弘
第3回 7月14日 孝のあり方　－真の孝養について考える－ 桑名 法晃
第4回 7月21日 法華経の担い手　－三国四師物語－ 金 炳坤

第5回 7月27日 子育てにまつわる定説を考えてみよう
～発達心理学の視点から～ 手塚 知子

平成30(2018)年度
全4回 日付 タイトル 講師
第1回 10月7日 近世遊行僧の廻国と修行　ー木喰を中心にー 望月 真澄
第2回 10月21日 木喰仏の作風の変遷と木喰仏の足跡をたどる 近藤 暁子
第3回 11月3日 木喰上人が生きたその時代 木村 中一
第4回 11月24日 仏像2018　－日本ラオスの仏像政策と修復の現状ー 柳本伊左雄

平成29(2017)年度
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月21日 大人になるということ 黒澤 あゆみ
第2回 10月28日 親になるということ 伊東 久美
第3回 11月4日 老いるということ 出沢 秀子
第4回 11月12日 病になるということ 村瀬 正光
第5回 11月19日 いまを生きるということ 楢木 博之

平成28(2016)年度 綜合テーマ：現代における家族問題　―仏教と福祉の視点より―
全5回 日付 タイトル 講師

身延山大学《甲府公開講座》（平成13年度～令和5年度）

綜合テーマ：いまを生きる

綜合テーマ：近世仏教の思想と芸術

綜合テーマ：受け継がれるべきもの語り継がれるべきこと

綜合テーマ：

新型コロナウイルス感染症対策に伴う甲府公開講座の中止について（お知らせ）
身延山大学では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および受講者の安全のため、甲府公開講座を
中止といたしましたことをお知らせいたします。
本学といたしましても苦渋の決断ではございますが、現況に鑑み、何卒ご理解を賜りたくお願い申し
上げます。

綜合テーマ：日蓮聖人誕生の意義

綜合テーマ：日蓮聖人と佐渡

綜合テーマ：日蓮聖人のご生涯　佐渡～身延

http://www.min.jp/pdf/openlecture/2016kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2016kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2017kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2017kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2018kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2018kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2019kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2019kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2019kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2021kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2021kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2022kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2022kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2023kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2023kofu.pdf
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第1回 10月1日 家族介護の問題 ―いつまでも住み慣れた家で暮らすには― 佐々木 さち子
第2回 10月16日 釈尊とその家族 望月 海慧
第3回 10月22日 看取り ―施設で亡くなるということ― 中野 一茂
第4回 11月23日 日蓮聖人のお手紙に見る家族のあり方 木村 中一
第5回 11月27日 家族の幸せと仏教福祉 ―共に生きる― 吉村 彰史

平成27(2015)年度 綜合テーマ：現代における　救いといやし
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 11月5日 社会の変化と子育て支援 伊東 久実
第2回 11月28日 死生学入門 村瀬 正光
第3回 12月4日 生命論と日蓮思想 三輪 是法
第4回 12月11日 老いと認知症 ―認知症予防とは― 楢木 博之
第5回 12月18日 こころの病とそのいやし　―精神と時間― 森田 麻登

平成26(2014)年度 綜合テーマ：人間を深くまなぶ
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 11月1日 人間が感じる時間の世界　―楽しい時間はあっという間、退屈な時間は長く感じる？― 森田 麻登
第2回 11月29日 旅人として 山田 英美
第3回 12月5日 集団的自衛権は何が問題か　―人権と平和を守るために― 長又 高夫
第4回 12月12日 人生の収穫期　―これからの高齢者― 中野 一茂
第5回 12月19日 亡き人を送る、亡き人を生かす　―僧侶の現場から― 間宮 啓壬

平成25(2013)年度 綜合テーマ：異文化探訪
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 11月15日 ダライ・ラマからチベット仏教を見る 望月 海慧
第2回 11月22日 子どもの声に耳を傾けるロンドンの図書館 伊東 久実
第3回 12月6日 旅人の目から見るネパールのくらしと信仰 山田 英美
第4回 12月13日 仏像の変容　～インドからアジアへ～ 池上 要靖
第5回 12月20日 世界の日系人に見る大和魂のカケラ 松本 学堯

平成24(2012)年度 綜合テーマ：じっくり読む、深く聴くⅡ
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月12日 『雨ニモマケズ』とは何か（宮沢賢治と法華経） 江宮 隆之
第2回 11月9日 日本の神々の神託を読む　―日本人の宗教観を考える― 長又 高夫
第3回 11月24日 日本仏教の僧たちに聴く　―生死への答え― 三輪 是法
第4回 11月30日 耳をすます　―聴くということへの心理学― 山田 英美
第5回 12月14日 仏教古文書を読む 望月 真澄

平成23(2011)年度 綜合テーマ：じっくり読む、深く聴く
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月7日 子どもの心を育てる読みきかせ 浅川 玲子
第2回 10月14日 子どもの声を聴く　～“子ども理解”について考える～ 伊東 久実
第3回 10月28日 認知症高齢者の話を聞くために 楢木 博之
第4回 11月18日 法華経に聴く　～仏の使いとなる、ということ～ 間宮 啓壬
第5回 11月25日 日蓮聖人のお手紙を読む 木村 中一

平成22(2010)年度 綜合テーマ：生老病死　―充実した人生を送るために―
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 11月5日 子どもが生まれ育つ環境　―子育ての過去と現在― 伊東 久実
第2回 11月12日 認知症高齢者を地域で支えていくために 楢木 博之
第3回 11月19日 子どもの健康　―自然の中で育つ子どもたち― 若杉 純子
第4回 11月20日 こころと身体の健康　―森林のこころと身体への作用― 小川 純
第5回 11月26日 終末期医療におけるいのちのさとり　―臨終の迎え方― 吉田 永正

平成21(2009)年度 綜合テーマ：生きる　―依存と自立―

http://www.min.jp/pdf/openlecture/2015kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2015kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2014kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2014kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2013kofu.pdf
http://www.min.jp/pdf/openlecture/2013kofu.pdf
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全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月9日 生まれるとは、離れる事です。生きるとは、絆を作ることです。 ミシェル・ゴーチェ

第2回 10月16日 甘え・依存・自立の発達と病理 松井 紀和
第3回 10月23日 芸術における個性について 相川 達也
第4回 11月6日 絵本から読み解く依存と自立　―人生における『いないいない・ばあ』― 山田 英美
第5回 11月13日 日本前近代法における老人保護　―老人犯罪者処遇の史的回顧― 中山 光勝

平成20(2008)年度 綜合テーマ：死生観と祈り　―現代における命の大切さを考える―
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月24日 人の死と笑い　―賢治作品を通して― 宮澤 賢治
第2回 11月7日 平和への祈り　―絵本・紙芝居等を介して― 山田 英美[ほか]
第3回 11月14日 音と祈り 有泉 芳史
第4回 11月28日 祈るということ　―日蓮聖人の教えから― 間宮 啓壬
第5回 11月29日 仏は死んでしまったのか？　―法華経の教えから― 間宮 啓壬

平成19(2007)年度 綜合テーマ：生と死と祈り
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月26日 自然に生きるということ　―アフリカの狩猟採集民ピグミーに学ぶ― 川村 協平
第2回 11月2日 共に生きよう 穴水 公一
第3回 11月9日 音のかなたにあるもの 横内 絢
第4回 11月16日 死生学を考える 池上 要靖
第5回 11月17日 スピリチュアリティとは 池上 要靖

平成18(2006)年度 綜合テーマ：支えの術と精神
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 11月10日 読みきかせの楽しさ　―豊かな心を育む― 石田 敏枝
第2回 11月17日 転重軽受　―今を生きていくために先人に学ぶ― 花園 光明
第3回 11月24日 共に生かせてください 藤原 登喜夫
第4回 11月25日 ハンセン病の療養所をつくったお坊さん　―綱脇龍妙さん― トレヴァー・マーフィ

第5回 12月8日 矯正保護における支えの術と精神の史的展開　―宗教家の果した役割を中心として― 中山 光勝

平成17(2005)年度 綜合テーマ：宗教と福祉
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月29日 いのちの市民権　―終末期医療のおけるいのちのミカタ― 吉田 永正
第2回 11月12日 福祉施設二代50年をふりかえって 齋藤 紳悟
第3回 11月19日 現代の家族と高齢者 髙橋 一公
第4回 11月26日 人は病んだとき何をもとめるか 志田 洋子
第5回 12月3日 矯正保護史上の人々　―宗教を中心として― 中山 光勝

平成16(2004)年度 綜合テーマ：身延山を知る
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 7月16日 身延山と日蓮 桑名 貫正
第2回 7月17日 文学に現れた身延山 上田 本昌
第3回 7月23日 身延山と伽藍 池上 要靖
第4回 7月30日 身延山と七面山 望月 真澄
第5回 7月31日 身延山と武田・穴山氏 町田 是正

平成15(2003)年度 綜合テーマ：仏典を読む
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 7月18日 仏陀の教えと外教 池上 要靖
第2回 7月25日 日蓮の手紙を直筆によって読む 寺尾 英智
第3回 7月26日 『上野殿御返事』を読む 上田 本昌
第4回 8月1日 『菩提道灯論』を読む 望月 海慧
第5回 8月2日 法華経・如来寿量品偈（自我偈）を読む 望月 海淑
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平成14(2002)年度 綜合テーマ：現代に生きる仏教
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 7月19日 仏教の立場で生命倫理を考える 池上 要靖
第2回 7月26日 唯識と現代 岩田 諦靜

第3回 7月27日 造形からの仏教　～仏像を見る～ 柳本 伊左雄
第4回 8月2日 チベット離散民の中の仏教 望月 海慧
第5回 8月3日 現代葬式考 間宮 啓壬

平成13(2001)年度 綜合テーマ：蘇る石仏展
全5回 日付 タイトル 講師
第1回 10月3日 インドの仏教 髙橋 堯昭
第2回 10月4日 東南アジアの仏教 池上 要靖
第3回 10月5日 チベットの仏教 望月 海慧
第4回 10月6日 中国の仏教 岩田 諦靜

第5回 10月7日 象徴からの仏教 柳本 伊左雄

以上 　
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