
対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00034] 山梨県と峡南地域

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 望月　真澄 モチヅキ　シンチョウ mochizuki shincho

【授業のねらい及び到達目標】

山梨県峡南地域の歴史と文化について学ぶために３回の巡見を行う。予め巡見場所に関する調べ学習を行い、予備知識を得た上で

巡見を行う。自ら歩いて体験することにより、峡南地域の歴史と文化を体感する。峡南地域が山梨県の中でもどういう場所か、理

解することを到達目標とする。

【授業方法】

峡南地域の中でも、身延町、南部町、早川町にスポットをあて、３回に分けて神社仏閣、史跡、文化・歴史施設等を巡見する。各

回の巡見後にレポートを提出してもらう。また、「やまなし観光カレッジ」事業と連携しているので授業中に山梨県内のイベント

に参加し、レポートを提出してもらう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

３回それぞれの巡見のための各回ごとに事前学修10時間、事後学修10時間を行うこと。

【評価の方法及び基準】

巡見した際の態度（10％）、授業に取り組む姿勢（50％）、レポート点（40％）にて評価する。

「やまなし観光カレッジ」事業のレポート提出も評価の対象とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の概要説明第1回

巡見1第2回

巡見1第3回

巡見１第4回

巡見１第5回

巡見２第6回

巡見２第7回

巡見２第8回

巡見２第9回

巡見２第10回

巡見３第11回

巡見３第12回

巡見３第13回

巡見３第14回

巡見３第15回

【教科書・参考書】

教科書：特になし。

参考書：特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

3回の巡見には必ず出席すること。巡見場所、巡見日は、天候や訪問先の事情により変更することあり。巡見の際、拝観料・傷

害保険料他が必要となるので予め受講者に連絡する。昼食は各自持参。バスか車で巡見するので受講人数に制限あり。開講日土曜日1

限～5限　本年は6/2、7/7、10/7（予備日11/17、12/15）、1限は大学図書館で調べ学習を行い、それから巡見を行う。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00035] 留学成果による単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 通年 （1回） 種　類 認定

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 浜島　典彦 ハマジマ　テンゲン hamajima tengen

【授業のねらい及び到達目標】

※

【授業方法】

※

【学修の方法（事前・事後の学修）】

※

【評価の方法及び基準】

※

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

※

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00036] 身延町の福祉文化

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者
池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

※われわれが暮らしている「地域」ある福祉の多様性を理解し、豊かな「くらし」を障がいのあるなしに関わらずすべての人々

が享受できる社会形成に向けて、現在の「地域」にある福祉文化を概観し、その実像を把握できるようになることを目的の第一と

する。インターネット上から得られる情報をプロジェクターを用いてプレゼンテーションができるようになることや、実際の現

場から得られた情報を、先の情報と照らし合わせて適切に加工し、他者に伝えられようになることが目的の第二である。そして

、それらの情報から導かれる課題を解決する具体案を作成できるようになることが目的の第三である。

【授業方法】

※大学図書館、地域図書館などの資料を活用して、地域の歴史の中にある福祉文化を探索する。、大学を離れて地域に出かけて実

際の現場を見て、感じて、その意味を知り、地域の課題解決に向けた具体的な提言案を作成する。講義形式と自己学習型の演習

形式、そして実験的な観察形式によるPBL型の授業となる。特に11回～15回の授業では、外部講師を招き、「超高齢化社会のまちづくり

」を基本コンセプトとしてPBL型の授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

※講義形式・・・事前に指定された事項の理解に120分、事後には全体の復習と与えられた課題をまとめることに120分程度が必要と

なる。演習形式・・・得られた情報加工をするために、事前に120分、事後には120分程度は必要となる。実践形式・・・実際の現場

に出て情報を収集することに120分、得られた情報を整理加工することに120分までが事前学修、事後はプレゼンテーションの不具

合の訂正や修正に150分程度は必要となる。

【評価の方法及び基準】

※講義形式30％（プレゼンテーション20％、講義中の取り組みに10％）、演習形式ではプレゼンテーション発表に20％とその取り

組みに10％、実践形式では、講義形式と演習形式の基礎を踏まえているかどうかに20％、最終のプレゼンテーションに20％、その取

り組みに10％となる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション、福祉と文化の関係とその範囲第1回

身延町を理解しよう第2回

身延町の福祉実践と民間の活動第3回

資料からみることができる身延町の福祉（1）第4回

資料から見ることができる身延町の福祉（2）第5回

プレゼンテーション（1）第6回

地域図書案の活用（地域情報の入手と加工）第7回

地域図書館の活用（情報加工技術）（1）第8回

地域図書館の活用（情報加工技術）（2）第9回

プレゼンテーション（2）第10回

福祉に関する地域課題の検出（PBL型）第11回

地域課題解決に向けての方策検討（PBL型）第12回

地域課題解決具体案の作成①（PBL型）第13回

地域課題解決具体案の作成②（PBL型）第14回

身延町の福祉文化の多様性理解と問題解決策のプレゼンテーション（3）第15回

【教科書・参考書】

※教科書は特にない。授業において適宜に紹介する。参考書も授業において紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※「福祉文化」という聞き慣れない言葉であるが、欠席することなく履修していただきたい。履修した学生で質問をお持ちの方は

、ikegami＠min.ac.jpまで、メールにて質問するようにしてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00037] サービスラーニングⅠ

期　間 前期 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者

楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

ボランティア活動に通算５日以上参加した場合に､ 単位を認定する｡

【授業方法】

各学生がボランティア活動として通算５日以上参加した場合に､ 単位を認定する｡�なお､ ボランティアの日程・内容及び感想を

まとめたレポートを提出すること｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

提出されたレポートと面接により評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

＊

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ボランティアとは､ ｢助ける｣ ことと ｢助けられる｣ ことが融合した､ 魅力にあふれた活動である｡ ボランティア活動に､ 参加

することは自分の成長にとっても得るものが多い｡ 積極的に活動することを期待する｡�単位の換算上､ ５日以上参加しなければ単

位を認定できません｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00038] サービスラーニングⅡ

期　間 後期 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者

楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

社会的活動に通算５日以上参加した場合又は､ 大学生レベルの各種資格を取得した場合に単位を認定する｡

【授業方法】

１. 社会的活動を通算５日以上参加した場合に､ 単位を認定する｡ なお､ 活動日程・内容及び感想をまとめたレポー

トを､ 提出すること｡ 例 地方公共団体等から依頼のあった場合２. 在学中に大学生レベルの各種資格を取得した場合に､ 単位を

認定する｡ 認定できる資格か否かは､ 学務に問い合わせること｡ 例 英検準１級 気象藍?m ホームヘルパー１級 情報処理技術者

１級 その他

【学修の方法（事前・事後の学修）】

※

【評価の方法及び基準】

１. 社会的活動の場合 提出されたレポートと面接により評価する｡�２. 各種資格の場合 　資格を取得したことを証明できる物の写

しを提出すること｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

※

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

資格は財産である｡ 在学中に積極的に､ 資格取得にトライしてみよう｡ 在学中において取得した資格に限る｡ 詳細については､ 学務

に問い合わせること｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00509] デス・エデュケーション

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 村瀬　正光 ムラセ　マサミツ murase masamitsu

【授業のねらい及び到達目標】

〔授業の目的・ねらい〕

現代における生老病死の諸問題を解説し、様々な視点から「いのち」について考える力を養うことを目的とする。

〔授業全体の内容の概要〕

生殖医療・再生医療、終末期医療など生老病死の諸問題に関して概要を解説し、具体的な事例を一緒に議論する。

医療現場における宗教・宗教家の意義を、実際の活動などを通して解説する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

生老病死の諸問題を、自分の言葉で説明できるようになること。

【授業方法】

授業前半は、スライド等を使用し授業を進める。

授業後半は、受講生と一緒に議論し、理解を深める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

講義毎のレポート100％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション（授業の進め方、自己紹介など）第1回

宗教とは（岸本英夫著『宗教学』を中心に）第2回

倫理学（自由主義の原則）第3回

生殖医療の現状１第4回

生殖医療の現状２第5回

終末期医療の現状１第6回

終末期医療の現状２第7回

臨死体験のワーク第8回

日蓮聖人の終末期第9回

精神疾患について（自死、自殺）第10回

グリーフワーク第11回

傾聴第12回

終活、事前指示第13回

医療現場における宗教者第14回

ビハーラについて（長岡西病院ビハーラ病棟）第15回

【教科書・参考書】

授業中に適宜、資料を配付する。

参考図書：

『宗教学』岸本英夫著・原書房、　『生物と無生物のあいだ』福岡伸一著・講談社現代新書

『死ぬ瞬間』キューブラー・ロス著・中公文庫、　『死とどう向き合うか』アルフォンス・デーケン著・ＮＨＫ出版

『定本　ホスピス・緩和ケア』柏木哲夫著・青海社、　『病院で死ぬということ』山崎章郞著・文春文庫

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に授業に参加することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00510] 総合仏教

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 カリキュラム＆学修支援委員会委員長

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、身延山大学の建学の精神を学修し、その理解と受容を促すことを目的としている。そのため、学生諸君には、下記

に示す法要参列や、学園講座を聴講して、その内容を把握していただき、身延山大学生として資質向上と、社会貢献できる人材とな

ることを目的とする。

【授業方法】

単年度に行われる三大会と法難会の参列、学園講座と公開講演会の聴講を必須とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

三大会などは、その意義を事前によく学習すること（120分以上）。学園講座や公開講演会は事後の振り返り学習に120分以上、そ

の後のレポート作成に120分以上が必要である。

【評価の方法及び基準】

単年度に行われる計５回の学園講座と公開講演会、本山法要への出席を、４年間で12回以上の聴講を義務とする。その都度、レ

ポートを提出する。その評価がレポート１回につき10％、12回提出のレポート点数の合計を12で除した数値、いわゆる平均点

（80％）に理解度の深化点（20％）を加えて評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

上記の評価の方法及び基準に従うこと。第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

生きた授業である。演者は必ずしも教員ではないので、細分もらさずに聴講すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00531] 発達心理学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

発達心理学は、人の受精から老年期までの生涯にわたる個人的発達について研究する学問である。この授業では、生涯発達を受胎

から死に至るまでと位置づけ、生涯にわたって発達し続ける人間について考えていくことを目的とする。この授業を受講すること

で、人は生涯どのように発達し、そのプロセスにおいて心理学的構造や機能の獲得、保持、変容、そして衰退がどのように起こ

るのか、理解することが可能である。

【授業方法】

基本的には指定したテキストに載っている重要な事項について解説し、その内容について受講生が理解し、考えることができるよ

うな授業を行う。必要に応じて、ディスカッションも行う予定である。また、テキストに載っていないような日常の出来事や事例

、映像資料等を紹介し、用語を身近なものとして理解できるようにする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、テキストを読み、基本的な用語の理解に努

めること。事後学習では、学んだ内容についてプリントやノートにまとめ、課された課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

授業内容確認テスト（40％）、小テスト（30％：10％×3回）、授業への取り組み（20％）、課題への取り組み（10％）により総合

的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション／発達するとはどういうことか・生涯発達の考え方第1回

生命の芽生えから誕生まで第2回

赤ちゃんがとらえる世界第3回

乳児のコミュニケーションと人間関係の発達第4回

愛着理論―愛着関係の成立と個人差／小テスト１第5回

ことば遊びの発達第6回

かかわりの中で育まれる自己第7回

仲間の中での育ち第8回

学童期の発達―学校での学び／小テスト２第9回

思春期・青年期の発達第10回

大人になるために－親になること働くこと第11回

かかわりの中で成熟する第12回

老いることと発達―人生を振り返る第13回

発達におけるつまずきへの理解／小テスト３第14回

まとめ：授業の振り返りとディスカッション第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『問いからはじめる発達心理学－生涯にわたる育ちの科学』坂上裕子・山口智子・林創・中間玲子著（有斐閣ストゥデ

ィア）2014年、参考書：『エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学』岡本依子・菅野幸恵・塚田城みちる著（新曜社）2004年、『実践

・発達心理学第２版』青木紀久代編（みらい）2017年、そのほか、適宜授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

発達心理学は生まれてから死に至るまでの人間の生涯発達を学ぶ学問です。他者理解のみならず、自己理解にも役立つ実践的な科目

です。将来、大学時代に学んでおいてよかったと思えるように学習して欲しいと思っています。もちろん欠席や遅刻は厳禁です。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00532] 仏教学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 望月　海慧 モチヅキ　カイエ mochizuki kaie

【授業のねらい及び到達目標】

本講義では、仏教思想形成する基礎知識を理解することを目的とする。これらの用語を理解することにより、仏教学のさらなる

知識を習得できるようになるであろう。

【授業方法】

古来より仏教学の教科書として用いられてきた『阿毘達磨倶舎論』を用いて講義を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験70％、授業への取り組み30％で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

小乗と大乗について第2回

アビダルマについて第3回

『倶舎論』とヴァスバンドゥ第4回

存在の基盤について第5回

認識について第6回

存在について第7回

世界の形成について第8回

行為について第9回

煩悩について第10回

修行階梯について第11回

智について第12回

禅定について第13回

我について第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：世親（ヴァスバンドゥ）著『阿毘達磨倶舎論』（大正新修大蔵経、No.1558）

参考書：桜部建『倶舎論』大蔵出版、1981年

　　　　桜部建『存在の分析』角川文庫、1996年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『倶舎論』は、奈良時代より仏教学の教科書として用いられているテキストであるので、僧侶としての基本的な学習内容を学ん

でもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00533] 宗学概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 三輪　是法 ミワ　ゼホウ miwa zeho

【授業のねらい及び到達目標】

信仰を前提にして成り立つ ｢日蓮教学｣ は､ その伝統故に多くの教学用語を形成してきた｡ 専門的な研究に入る前段階として

､ 教学の専門用語、キーワードについて理解・記憶する｡�日蓮聖人遺文を読み理解できるようにする。

【授業方法】

日蓮聖人の御遺文に触れながら講義を行う｡5月以降、毎回小テストをおこない、授業内容を理解しているかを確認する。授業中

に適宜指名をして理解し覚えているか確認する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努める。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努

める。小テストを毎回おこなうため、各120分以上の学修が必要である。

【評価の方法及び基準】

授業態度が20％、授業でおこなう小テストと最終試験80％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション―日蓮聖人の教判論１第1回

日蓮聖人の教判論２第2回

日蓮聖人の教判論３第3回

日蓮聖人の教判論４第4回

日蓮聖人の教判論５第5回

小テスト、日蓮聖人の教判論６第6回

小テスト、日蓮聖人の教判論７第7回

小テスト、三大秘法１第8回

小テスト、三大秘法２第9回

小テスト、三大秘法３第10回

小テスト、本迹論１第11回

小テスト、本迹論２第12回

小テスト、摂折論１第13回

小テスト、摂折論２第14回

試験、総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『日蓮聖人遺文要集』(身延山久遠寺)

参 考 書：法華経普及会編 『真訓両読 妙法蓮華経並開結』(平楽寺書店)／宮崎英修編 『日蓮辞典』(東京堂出版)／望月歓厚 『

日蓮教学の研究』 (平楽寺書店)／茂田井教亨 『日蓮教学の根本問題』 (平楽寺書店)／北川前肇 『日蓮教学研究』(平楽寺書店)

／庵谷行亨 『日蓮聖人教学基礎研究』(平楽寺書店)／関戸堯海 『日蓮聖人教学の基礎的研究』(山喜房佛書林)／原 慎定 『日

蓮教学における ｢罪｣ の研究』(平楽寺書店) など｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義内容のつながりから､ ｢日蓮学入門｣ を受講した後に履修することをお勧めする｡  授業中は板書をたくさんするので､ 自分な

りにまとめて､ わかりやすいノートを作成すること｡難しい言葉が沢山出てくるので、授業内で理解できない場合は、必ず「腑に

落ちる」まで図書館などで調べなおすこと。居眠りをしている場合は逐次減点する。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00534] 法華経概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 三輪　是法 ミワ　ゼホウ miwa zeho

【授業のねらい及び到達目標】

『法華経』は「源氏物語」「枕草子」「栄華物語」等の古典文学、日本の歴史上、偉大な宗教指導者等に最も尊ばれた大乗経典であ

る。殊に『法華経』が最勝の経典、未来記であるとされ、生涯を賭された日蓮聖人、その弟子・信仰者たろうとする者が、『法華

経』を熟知していないというのは､決して好ましいことではない。そこで、本授業では『法華経』品々の内容を順を追って解説

し、日蓮聖人の『法華経』理解がどのようなものであったかを考察し、釈尊・日蓮聖人の思いを看取することを目標とする。

【授業方法】

キーワードを挙げ、テキスト『法華経・全28章講義』を読みながら、その言葉・項目について詳説し、質問をしながら、問題点

について共に考えていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

前期末に、テキスト・自筆ノート持込不可による試験を実施する（50％）。授業参加の状況と受講態度も重視する（50％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション：『法華経』迹門の概説第1回

序品第一第2回

方便品第二（１）第3回

方便品第二（２）第4回

譬喩品第三第5回

信解品第四第6回

薬草喩品第五・授記品第六第7回

化城喩品第七第8回

五百弟子受記品第八・授学無学人記品第九第9回

法師品第十第10回

見宝塔品第十一第11回

提婆達多品第十二第12回

勧持品第十三第13回

安楽行品第十四第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：浜島典彦著『法華経・全28章講義：その教えのすべてと信仰の心得』大法輪閣、2012年。

参考書：坂本幸男・岩本裕訳注『法華経；上・中・下』岩波書店、1962-1967年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『法華経』の全体的理解を得るために、後期の「法華経概論Ⅱ」と併せて受講することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00535] 法華経概論Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 三輪　是法 ミワ　ゼホウ miwa zeho

【授業のねらい及び到達目標】

『法華経』は「源氏物語」「枕草子」「栄華物語」等の古典文学、日本の歴史上、偉大な宗教指導者等に最も尊ばれた大乗経典であ

る。殊に『法華経』が最勝の経典、未来記であるとされ、生涯を賭された日蓮聖人、その弟子・信仰者たろうとする者が、『法華

経』を熟知していないというのは､決して好ましいことではない。そこで、本授業では『法華経』品々の内容を順を追って解説

し、日蓮聖人の『法華経』理解がどのようなものであったかを考察し、釈尊・日蓮聖人の思いを看取することを目標とする。

【授業方法】

キーワードを挙げ、テキスト『法華経・全28章講義』を読みながら、その言葉・項目について詳説し、質問をしながら、問題点

について共に考えていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

前期末に、テキスト・自筆ノート持込不可による試験を実施する（50％）。授業参加の状況と受講態度も重視する（50％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション：『法華経』本門の概説第1回

従地涌出品第十五第2回

如来寿量品第十六第3回

分別功徳品第十七第4回

随喜功徳品第十八第5回

法師功徳品第十九第6回

常不軽菩薩品第二十第7回

如来神力品第二十一・嘱累品第二十二第8回

薬王菩薩本事品第二十三第9回

妙音菩薩品第二十四第10回

観世音菩薩普門品第二十五第11回

陀羅尼品第二十六第12回

妙荘厳王本事品第二十七第13回

普賢菩薩勧発品第二十八第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：浜島典彦著『法華経・全28章講義：その教えのすべてと信仰の心得』大法輪閣、2012年。

参考書：坂本幸男・岩本裕訳注『法華経；上・中・下』岩波書店、1962-1967年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『法華経』の全体的理解を得るために、前期の「法華経概論Ⅰ」と併せて受講することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05131] 社会福祉体験実習

期　間 通年 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

高齢者福祉施設や､ 支援学校での実習を通して社会福祉及び介護等の体験を行う。

【授業方法】

実習内容の詳細は各実習施設及び支援学校の実習指導者の指示に従うこと。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと

【評価の方法及び基準】

全日程出席の上､ 実習先の指導者評価50％､ 実習記録50％

実習前に授業・前日の実習内容を必ず復習すること、実習後は内容の習得が得られるよう反復すること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会教育主事及び社会福祉主事資格取得の場合第1回

　　　　高齢者福祉施設実習５日間第2回

教育職員免許状取得の場合第3回

　　　　高齢者福祉施設実習５日間・支援学校２日間第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【教科書・参考書】

必要に応じて指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習は一瞬の不注意が大きな怪我や事故につながる恐れがあります｡ 細心の注意を払ってください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05132] 教職論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では､ まず教職の意義について学び､ 教師の職務、教職の専門性、同僚との関係､最後に現在教師が直面する実践上の課

題を検討する｡�教師の仕事、現代の教師が直面する課題を理解することを目標とする。

【授業方法】

教科書は『新しい時代の教職入門』を使用するが、適宜 授業資料を配布し参考文献を紹介する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　指示されたテクストをあらかじめ読んでおく。

事後学習120分　テキストや資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション　教職とは何か第1回

教師の日常世界第2回

子どもをつかむことの意義第3回

授業をつくる第4回

授業から学ぶ第5回

カリキュラムをつくる第6回

生活指導の課題第7回

戦後教育史のなかの教師（１）第8回

同上 （２）第9回

教師のライフステージ第10回

学校づくり第11回

生徒とともに学校をつくる第12回

教師の懲戒権と体罰第13回

教職の専門性第14回

教育改革と教師第15回

【教科書・参考書】

無着成恭編 『山びこ学校』(岩波文庫)､ 今橋盛勝・牧柾名編 『教師の懲戒と体罰』 エイデル研究所､ 教育科学研究会学校部会

編 『子ども観の転換と学校づくり』 (国土社)､ 尾木直樹 『子どもの危機をどう見るか』 (岩波新書)､ 秋田喜代美・佐藤学編 『

新しい時代の教職入門』 (有斐閣)､ 柴田義松・山崎準二編『教職入門』 (学文社)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05133] 教育課程論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

教育課程とは､ 学校において教師集団が行う教育活動の計画であり､ 子どもの人格形成について学校が描く設計図である｡ 授業で

は､ 戦後の教育課程の変化を理論的歴史的に検討し､ その後個別の課題について学んでいく｡�教育課程の基礎理論と変遷を学び

、現在直面する課題について理解することを目標とする。

【授業方法】

教科書は最初の授業時に指示する。また適宜資料を配布し参考文献を紹介する｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習１２０分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習１２０分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 教育課程とは何か第1回

戦後教育改革と教育課程の原理第2回

50年代の教育課程の改変……中央集権化と系統主義へ第3回

民間教育運動の発展第4回

二つの教育の現代化論第5回

地域に根ざす教育運動の展開第6回

新しい学力観の登場第7回

学力低下論争第8回

｢子どもの学校知識ばなれ｣ をどうみるか第9回

戦後の学力論争をふりかえる第10回

総合的学習の時間の登場第11回

ユネスコ・子どもの権利条約の授業論第12回

総合学習・課題学習の試み第13回

生きる力とアクティブラーニング第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

汐見棯幸他編 『学力を問う』 草土文化

田中耕治他編 『新しい時代の教育課程』 (有斐閣)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05134] 特別活動の研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

学習指導要領では､ 中学・高校の教育課程を構成する教育活動のうち､ 教科指導､ 道徳、総合的学習以外の領域を特別活動と呼

んでいる｡ 授業では､ 子どもの自律性と自治的能力をどう育成するかということに焦点を当て､ これまでの議論を整理しながら､ 実

践的課題について検討していく｡�特別活動の歴史的変遷と現代直面する課題と主要な実践について理解することを目標とする。

【授業方法】

教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 場合によっては､ 学生諸君に報告をお願いする｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習１２０分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習１２０分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション。現代における特別活動の意義第1回

日本教育史における特別活動の歩み (１) 戦前第2回

日本教育史における特別活動の歩み (２) 戦後第3回

学級活動と学級集団づくり第4回

生徒会活動と自治能力の育成第5回

クラブ活動第6回

学校行事の意義とその内容 (１) 入学式､ 卒業式第7回

学校行事の意義とその内容 (２) 修学旅行第8回

学校行事の意義とその内容 (３) 文化祭第9回

学校行事の意義とその内容 (４) 体育祭第10回

長野・辰野高校学校三者会議の実践第11回

長野・軽井沢高校 ｢軽高会議｣ の実践第12回

修学旅行の企画づくり（１）第13回

修学旅行の企画づくり（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

竹内常一 『おとなが子どもと出会うとき､ 子どもが世界を立ちあげるとき』(桜井書店)

浦和商業高校定時制四者協議会編 『この学校がオレを変えた』(ふきのとう書房)

宮下与兵衛 『学校を変える生徒たち』(かもがわ出版)

宮下聡 『中学生の失敗する権利､ 責任をとる体験』(ふきのとう書房)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05135] 道徳教育の研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 櫻井　歓 サクライ　カン sakurai kan

【授業のねらい及び到達目標】

道徳教育とは何か。人が道徳的に行為するとはどのようなことか。本科目ではこうした原理的な問いを大切にしながら道徳教

育への理解を深められるよう、その理論や歴史を学ぶとともに、「学習指導要領」や「道徳科」教材の研究、模擬授業などを行う

。本科目を通じて、道徳教育の目標や内容、指導計画などを理解するとともに、教材研究や学習指導案の作成、模擬授業などを通

して、実践的な指導力を身に付けることを到達目標とする。

【授業方法】

担当教員による講義と、アクティブ・ラーニングの一環としての小グループによる意見交換、模擬授業などを有機的に組み合わ

せ、効果的に授業を行う。授業を対話的に展開するため、各回授業時に小レポートを書いてもらい、次の回で何人分かを紹介し、コ

メントする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

本科目では、授業への参加は言うまでもなく、授業外での準備学習がこれに劣らず重要である。各回の授業の復習のほか、テキス

トや配布プリントの予習、さらに学習指導案作成の課題などについては、受講者各自による授業外での主体的な取り組みが求められる

（各回120分以上の事前・事後学習を行うこと）。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢を勘案しつつ（20％）、学力確認テスト（80％）により評価する。学力確認テストでは、道徳教育に関する

基本的知識を獲得し、的確な言葉で道徳教育について論述することができたかを評価基準とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

開講にあたって（ガイダンス、導入の「道徳」クイズ）第1回

道徳をどう捉えるか――道徳の概念第2回

道徳性の発達と教育をめぐる理論第3回

道徳教育の歴史（１）西洋第4回

道徳教育の歴史（２）日本第5回

現代社会の道徳教育課題（いじめ・情報モラルなど）第6回

宗教教育と道徳教育第7回

「学習指導要領」にみる道徳教育第8回

学校の教育活動全体を通じての道徳教育第9回

「特別の教科 道徳」（道徳科）の学習指導案第10回

道徳科の学習評価第11回

道徳教育教材の研究第12回

道徳教育実践の研究第13回

模擬授業の実施とふり返り第14回

授業のまとめと学力確認テストの説明第15回

【教科書・参考書】

教科書：『道徳教育の理論と方法』羽田積男・関川悦雄編（弘文堂）2016年。参考書：『道徳教育 その歴史・現状・課題』藤田

昌士著（エイデル研究所）1985年、『中学校学習指導要領』（文部科学省）2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講生と担当講師、また受講生相互間での積極的な意見交換を通じて、道徳教育への理解を深められるような授業としたい。学生

諸君の意欲的な参加に期待する。なお、受講希望者は初回の授業より出席し、受講の意思表示を行うこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05136] 教育方法論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 成田　雅博 ナリタ　マサヒロ narita masahiro

【授業のねらい及び到達目標】

09205 教育方法論 と同じ

【授業方法】

09205 教育方法論 と同じ

【学修の方法（事前・事後の学修）】

09205 教育方法論 と同じ

【評価の方法及び基準】

09205 教育方法論 と同じ

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

09205 教育方法論 と同じ第1回

09205 教育方法論 と同じ第2回

09205 教育方法論 と同じ第3回

09205 教育方法論 と同じ第4回

09205 教育方法論 と同じ第5回

09205 教育方法論 と同じ第6回

09205 教育方法論 と同じ第7回

09205 教育方法論 と同じ第8回

09205 教育方法論 と同じ第9回

09205 教育方法論 と同じ第10回

09205 教育方法論 と同じ第11回

09205 教育方法論 と同じ第12回

09205 教育方法論 と同じ第13回

09205 教育方法論 と同じ第14回

09205 教育方法論 と同じ第15回

【教科書・参考書】

09205 教育方法論 と同じ

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

09205 教育方法論 と同じ
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05137] 教育相談（カウンセリングを含む）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 高橋　一公 タカハシ　イッコウ takahashi ikko

【授業のねらい及び到達目標】

授業概要　

　教職課程を履修する学生を対象とする２・３年次開講科目である。近年、うつや発達障害、いじめや非行などの生徒児童が抱

える不適応、問題行動は多岐にわたる。このような中で教師は、生徒児童の個別化の尊重、パーソナリティ発達の援助、こころ

の諸問題の解決への援助、学校や家庭環境の望ましい方向への援助、という課題への取り組みが求められる。児童生徒の声に耳を

傾け、理解する姿勢が必要であると同時に、保護者への面談も不可避である。この授業では教育相談の意義や方法、カウンセリン

グ・マインドや面接技法などについて概説する。

授業の具体的目標

　一人ひとりが人間として尊厳な存在であるという信念に基づいて、社会的存在としての子どもが自主的、自発的、社会的、独自的、

創造的となっていくためのプロセスを理解し、教師と生徒、あるいは生徒同士が相互に理解し合える関係を構築するためのアプ

ローチが中心的課題とする。 

【授業方法】

　講義ではあるが授業中に発言、発表を求めることがあるので各自ノートの整理に心がけること｡ また､ 学生諸君の積極的な授業

へのかかわりを期待する｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業は半期15回2単位の科目であるため、授業前学習および授業後学習を60時間必要とします。毎回それぞれ120分以上の事前・

事後の学習を行うことが必要です。各自計画的な学習を心がけてください。

【評価の方法及び基準】

　評価方法について：テスト､ もしくはレポートによって評価を行う｡ 授業態度が評価の対象になることは言うまでもない｡ 目

安としてテストもしくはレポート40％､ 授業態度60％ (平常点も含む)｡�　事前学習と事後学習について：特にテキストを用いな

いので授業終了後のノートの見直しと整理を行うことが望ましい。また授業前にはノートや配布資料の見直しをしておくこと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

学校教育の現状と課題第1回

生徒指導と教育相談 (学校カウンセリング)第2回

教師の専門性と学校心理第3回

生徒理解の方法第4回

教育相談 (学校カウンセリング) の理論第5回

教育相談 (学校カウンセリング) の方法第6回

他機関との連携第7回

青年期・児童期の心の発達と学校精神保健第8回

青年期・児童期の危機第9回

いじめとその実態第10回

不登校とその実態第11回

校内暴力などその他の問題第12回

教育評価と心理検査・アセスメント（知能検査と発達検査）第13回

教育評価と心理検査・アセスメント（性格検査、その他）第14回

心理療法の基礎・技法第15回

【教科書・参考書】

テキスト：大芦治（著）　教育相談・学校精神保健の基礎知識[第3版]　ナカニシヤ出版　2016年

参 考 書：山村豊　青木智子（編著）　学びのための心理学　北樹出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

この授業はカウンセリングを実習するものでなく､ あくまでも講義が中心である｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05201] 社会教育計画Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

我が国における社会教育の経緯と内容について学ぶ。

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末試験40％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

生涯学習推進行政と社会教育行政第2回

社会教育の意義と内容第3回

社会教育の方法・形態第4回

公民館とは第5回

図書館とは第6回

博物館とは第7回

コミュニケーション・スキル第8回

ワークショップの技法第9回

集団思考法､ 組織心理学第10回

コーディネーター、ファシリテーター、アドミニストレーター、インタープリター、アドバイザー、アセッサー第11回

プランニング第12回

プレゼンテーション第13回

ワークショップの計画第14回

ワークショップの実際第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

試験は、自筆の講義ノートの持ち込みを可としますが、板書された内容を書き写すだけでは答えることができない試験です。板書さ

れた内容を理解するために自分の言葉や記号で関係性を書き込むことが大切になります。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05202] 社会教育計画Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

生涯にわたって学習することの意味､ 生涯学習と生涯教育の関係､ 生涯学習と学校教育・家庭教育・社会教育の関係､ 国内外に

おける生涯学習論・生涯教育論の系譜などの側面から､ 生涯学習の基本的な考え方や方法論について概説する｡

【授業方法】

講義形式

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の試験40％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会教育の方法第1回

社会教育と学校教育の関係第2回

アメリカとヨーロッパと日本の社会教育財政事情第3回

学習成果の活用方法・評価方法第4回

教育普及活動第5回

アドミニストレーター、インタープリター、ファシリテータ第6回

ワークシートの要点第7回

NPOの役割 アソシアシオン法第8回

市民と行政のパートナーシップ､PFI､PPP第9回

アウトリーチの歴史と方法第10回

ハンズ・オンとプリーズタッチ第11回

リピーターへの視点第12回

ボランティアの養成第13回

指定管理者制度第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会教育計画１を履修済みであることが望ましい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05203] 社会教育課題研究Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

生涯学習の広がりの中での社会教育活動の歴史と現状を､ 主として地域､ 自治体における施設・事業・団体・グループとの係わりで検

討していく｡ 場合によっては､ テーマを絞って共同学習することもある｡�社会教育活動の現状を理解し、各自が主体的にテーマを

決めて、学習し発表・討論する力を身につけることを目標とする。

【授業方法】

講義形式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 場合によっては､ 学生諸君に報告をお願

いする｡� 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習１２０分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習１２０分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 社会教育の意義第1回

成人の学習の国際的展開第2回

日本における社会教育活動の展開 (１)第3回

日本における社会教育活動の展開 (２)第4回

生涯教育と生涯学習第5回

地域づくり・まちづくり実践から (１) 東京・谷中第6回

地域づくり・まちづくり実践から (２) 大分・湯布院第7回

地域づくり・まちづくり実践から (３) 沖縄・伊江島第8回

地域づくり・まちづくり実践から (４) 福島・三春第9回

地域づくり・まちづくり実践から (５) 新潟・聖篭第10回

地域づくり・まちづくり実践から (６) 東京・国立第11回

地域づくり・まちづくり実践から (７) 合併しない町・村サミット第12回

地域づくり・まちづくり実践から (８) 沖縄・名護第13回

地域づくり・まちづくり実践から (９) 森は海の恋人第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

佐藤一子 『生涯学習と社会参加』(東京大学出版会)､ 太田政男 『人を結う』(ふきのとう書房)､ 太田政男 『まちづくりは面白

い』(ふきのとう書房) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡ 授業の性格上、学生諸君の積極的参加を期待する。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05204] 社会教育課題研究Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

｢社会教育課題研究」Ⅰ と連続している｡ 社会教育に関する今日的課題を取り上げ､ 実際の取り組みを学習し検討することを目的

とする｡ 参加者の課題意識が一致すれば､ テーマを絞って共同学習することもある｡�社会教育活動の現状を理解し、各自が主体的に

テーマを決めて学習し、発表・討論する力を身につけることを目標とする。 

【授業方法】

講義形式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 場合によっては､ 学生諸君に報告をお願

いする｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習120分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 平常点30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

現代青年の文化活動 (１)第1回

現代青年の文化活動 (２)第2回

平和・軍縮学習と平和文化の創造 (１)第3回

平和・軍縮学習と平和文化の創造 (２)第4回

子育て・文化協同 (１)第5回

子育て・文化協同 (２)第6回

環境問題に取り組む市民 (１)第7回

環境問題に取り組む市民 (２)第8回

人権学習 (１)第9回

人権学習 (２)第10回

ボランティア活動 (１)第11回

ボランティア活動 (２)第12回

青年の自立支援 (１)第13回

青年の自立支援 (２)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

佐藤一子 『生涯学習と社会参加』(東京大学出版会)､ 太田政男 『人を結う』(ふきのとう書房)､ 太田政男 『まちづくりは面白

い』(ふきのとう書房)､ 金子郁容 『ボランティア』(岩波新書)､ 井上ひさし・樋口陽一 『｢日本国憲法｣ を読み直す』(講談社)

､ 深山正光 『国際教育の研究』桐書房 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい。授業の性格上、学生諸君の積極的参加を期待する。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05231] 社会教育主事実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

社会教育主事の実務実践及び諸問題を学ぶために､ 身延町役場及び身延町教育委員会において､ 社会教育主事として業務の一部を実習又

は補助参加をおこないます｡�身延町役場及び身延町教育委員会においての実習 １週間

身延町役場及び身延町教育委員会の主催する行事の補助 １週間

【授業方法】

実習内容に関しては､ 身延町役場及び教育委員会に一任します｡実施期間は10月の下旬となっています｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、指導担当者から指示された課題を必ず行うこと。

事後学習は、一日を振り返りながら、実習日誌にまとめ、指導担当者に提出すること。

【評価の方法及び基準】

実習先の証明と実習記録の記入内容との総合評価によって行われます｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

＊第1回

【教科書・参考書】

実習なのでテキストや参考文献は掲載しません。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習中は社会教育主事として業務を実施しますので､ 社会人としての自覚をもって実習に臨んでください｡ また､ 指導担当者の指導及び留

意事項は必ず守ってください｡ なお､ 実習中の遅刻・早退及び欠席は認められません｡�大学事務局が主催する諸資格ガイダンス及び

掲示板等で指示されるガイダンスには､ 必ず参加してください｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05232] 視聴覚教育メディア論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 成田　雅博 ナリタ　マサヒロ narita masahiro

【授業のねらい及び到達目標】

09205 教育方法論 と同じ

【授業方法】

09205 教育方法論 と同じ

【学修の方法（事前・事後の学修）】

09205 教育方法論 と同じ

【評価の方法及び基準】

09205 教育方法論 と同じ

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

09205 教育方法論 と同じ第1回

09205 教育方法論 と同じ第2回

09205 教育方法論 と同じ第3回

09205 教育方法論 と同じ第4回

09205 教育方法論 と同じ第5回

09205 教育方法論 と同じ第6回

09205 教育方法論 と同じ第7回

09205 教育方法論 と同じ第8回

09205 教育方法論 と同じ第9回

09205 教育方法論 と同じ第10回

09205 教育方法論 と同じ第11回

09205 教育方法論 と同じ第12回

09205 教育方法論 と同じ第13回

09205 教育方法論 と同じ第14回

09205 教育方法論 と同じ第15回

【教科書・参考書】

09205 教育方法論 と同じ

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

09205 教育方法論 と同じ
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09001] 漢字Ⅰ（Chinese CharacterⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

留学生の日本語教育に関する科目の一つであるので、日本語能力試験に合格することを目標として授業を進めていくことになる

であろう。漢字の成り立ちや類義語等、幅広く指導してゆく。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

テキストを良く読み、教員から指示された課題をきちんとこなすこと。

【評価の方法及び基準】

評価の基準は、期末テスト50％、レポート点20％、受講態度30％である。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第１～第２回第2回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第３～第４回第3回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第５～第６回第4回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第７～第８回第5回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第９～第11回第6回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第12～第13回第7回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第14～第17回第8回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第18～第21回第9回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第22～第24回第10回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第25～第28回第11回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第29～第31回第12回

言葉の構成について第13回

音の変化について第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』。

参考書：『漢字引きナーズ　24の原則でわかる』武部良明（アルク社）2014年、『漢字のなりたち（日英対訳）』白川静（平凡社）

2016年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学学習は事前・事後学習に時間をかけることが大切です。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09002] 漢字Ⅱ（Chinese CharacterⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

留学生の日本語教育に関する科目の一つであるので、漢字の成り立ちや類義語等、幅広く指導してゆく。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価の基準は、期末テスト50％、レポート点20％、受講態度30％である。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

同じ部分、同じ音読みを持つ漢字を覚えよう①第2回

同じ部分、同じ音読みを持つ漢字を覚えよう②第3回

訓読みを覚えよう①第4回

訓読みを覚えよう②第5回

難しい読みを覚えよう①第6回

難しい読みを覚えよう②第7回

語彙で覚えよう①第8回

語彙で覚えよう②第9回

語彙で覚えよう③第10回

語彙で覚えよう④第11回

いろいろな覚え方をしよう①第12回

いろいろな覚え方をしよう②第13回

新聞を読もう①第14回

新聞を読もう②第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『日本語能力試験対策、日本語総まとめＮ１』（アスク出版）2010年。他に『漢字マスターＮ１』（三修社）2011年も

用いる。

参考文献：『漢字ビギナーズ、２４の法則でわかる』武部良明（アルク）2014年。ほか講義時に指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学学習には事前・事後学習に時間をかけることが必要です。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09003] 語彙Ⅰ（VocabularyⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

外国人からはなかなか理解しにくい日本語や日本文化について、時事問題を取り上げながら、解説を加え理解を深めてもらう。な

お併せて、日本語能力試験Ｎ１レベルに合格できる程度の語彙力をつけてもらう。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価方法：期末テスト50％、レポート20％、授業態度30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

話題別に言葉を学ぶー人間第2回

話題別に言葉を学ぶー生活第3回

話題別に言葉を学ぶー芸術・スポーツ第4回

話題別に言葉を学ぶー教育第5回

話題別に言葉を学ぶー仕事第6回

話題別に言葉を学ぶーメディア第7回

話題別に言葉を学ぶー社会第8回

話題別に言葉を学ぶー科学第9回

話題別に言葉を学ぶー抽象概念第10回

性質別に言葉を学ぶー意味がたくさんある言葉第11回

性質別に言葉を学ぶー意味が似ている言葉第12回

性質別に言葉を学ぶー形が似ている言葉第13回

性質別に言葉を学ぶー慣用表現第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『新完全マスター語彙、日本語能力試験Ｎ１』（スリーエーネットワーク）2011年。

参考文献：『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年。参考資料等はその都度配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学学習は、事前学習と事後学習がとても大事です。たくさん課題も出しますががんばって受講してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09004] 語彙Ⅱ（VocabularyⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

外国人からはなかなか理解しにくい日本語や日本文化について、時事問題も取り上げながら、解説を加え、理解を深めてもらう。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価方法：期末テスト50％、レポート20％、授業態度30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自然・生物①第1回

自然・生物②第2回

心情・思考・言語①第3回

心情・思考・言語②第4回

心情・思考・言語③第5回

交流・対立①第6回

交流・対立②第7回

生活①第8回

生活②第9回

生活③第10回

経済・社会①第11回

経済・社会②第12回

経済・社会③第13回

様相・状態①第14回

様相・状態②第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『使う順と連想マップで学ぶ漢字＆語彙　日本語能力試験Ｎ１』（国書刊行会、2012年）

参考書：『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年、『正しい言葉づかいのための似た言葉使い分け辞典』

（日正社）1991年。参考資料等はその都度配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前・事後学習をきちんと行って、日本語習得につとめてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09005] 文法Ⅰ（GrammarⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

（１）幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を読んで文章の内容を理解する

ことができる。（２）一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解することができる。

【授業方法】

（１）教室ではテキストに沿って授業を行います。（２）学内外ではSNSを利用した双方向授業を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

元の言葉に着目、「言う・する」を使った言い方第2回

古い言葉を使った言い方、「もの・こと」を使った言い方第3回

「わけ・ところ」を使った言い方、二つの言葉を組にする言い方・助詞第4回

文法的性質の整理、文の組み立て（１）：決まった形第5回

同上（２）：名詞を説明する形式、同左（３）：「～ない」がつく文法形式第6回

始めと終わりが正しく対応した文、時制第7回

条件を表す文、視点を動かさない手段（１）：動詞の使い方、自動詞・他動詞の使い分け第8回

同上（２）：「～てくる・～ていく」の使い分け、同左（３）：受身・使役・使役受身の使い分け第9回

同上（４）：「～てあげる・～てもらう・～てくれる」の使い分け、指示表現「こ・そ・あ」の使い分け第10回

「は・が」の使い分け、接続表現第11回

省略・繰り返し・言い換え、文体の一貫性第12回

復習（１）第13回

復習（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『文法；本試験と同形式の問題を解きながら文法力レベルアップ；N2』坂本勝信著（アルク）2012年、『新完全マスタ

ー文法日本語能力試験N2』友松悦子・福島佐知・中村かおり著（スリーエーネットワーク）2011年、『日本語総まとめN2文法：

「日本語能力試験」対策』佐々木仁子・松本紀子著（アスク出版）2010年を使用します。参考書は、授業中に紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

2018年７月１日（日）に実施される日本語能力試験 JLPT N2のレベル認定を目指します。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09006] 文法Ⅱ（GrammarⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

（１）幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の

構成や内容を理解することができる。（２）さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図

を理解することができる。

【授業方法】

（１）教室ではテキストに沿って授業を行います。（２）学外ではSNSを利用した双方向にて授業を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、基礎文型総整理 268（1-27）第1回

基礎文型総整理 268（28-54）第2回

基礎文型総整理 268（55-81）第3回

基礎文型総整理 268（82-108）第4回

基礎文型総整理 268（109-135）第5回

基礎文型総整理 268（136-162）第6回

基礎文型総整理 268（163-189）第7回

基礎文型総整理 268（190-216）第8回

基礎文型総整理 268（217-243）第9回

基礎文型総整理 268（244-268）第10回

超級表現 115（1-23）第11回

超級表現 115（24-46）第12回

超級表現 115（47-69）第13回

超級表現 115（70-92）第14回

超級表現 115（93-115）、まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業中に紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

2018年12月２日（日）に実施される日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09007] 文法Ⅲ（GrammarⅢ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文

章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。さまざまな話題の内容に深みのある読み物

を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。

【授業方法】

（１）教室ではテキストに沿って授業を行います。（２）学外ではSNSを利用した双方向にて授業を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行ってください。

【評価の方法及び基準】

期末試験60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

動詞の意味に着目（１）、同左（２）第2回

古い言葉を使った言い方、「もの・こと・ところ」を使った言い方第3回

二つの言葉を組にする言い方、助詞・複合助詞第4回

文法的性質の整理、文の組み立て（１）：決まった形第5回

同上（２）：名詞を説明する形式、同左（３）：接続に注意第6回

時制、条件を表す文第7回

視点を動かさない手段（１）：動詞の使い方、自動詞・他動詞の使い分け、同左（２）：「～てくる・～ていく」の使い分け第8回

同上（３）：受身・使役・使役受身の使い分け、同左（４）：「～てあげる・～てもらう・～てくれる」の使い分け第9回

指示表現「こ・そ・あ」の使い分け、「は・が」の使い分け第10回

接続表現、省略・繰り返し・言い換え第11回

文体の一貫性、話の流れを考える第12回

復習（１）第13回

復習（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『文法；本試験と同形式の問題を解きながら文法力レベルアップ；N1』坂本勝信著（アルク）2012年、『新完全マスタ

ー文法日本語能力試験N1』友松悦子・福島佐知・中村かおり著（スリーエーネットワーク）2011年、『日本語総まとめN1文法：

「日本語能力試験」対策』佐々木仁子・松本紀子著（アスク出版）2010年を使用します。参考書は、授業中に紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

2018年７月１日（日）に実施される日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09008] 文法Ⅳ（GrammarⅣ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、金剛大学校からの韓国人留学生を対象に実施されるものである。最終的には、日本語能力試験のＮ１に合格することを

目標とする。

【授業方法】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。本授業は、文法と銘打たれた授業であるので、文法事項の確認は必要に応じて行

なうようにするが、基本的には読解に力を入れることになる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業での取り組み：70％、Ｎ１模擬試験：30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

テキストの例題をやってみる。
第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめおよび振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）2011年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09009] 読解Ⅰ（Reading ComprehensionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、金剛大学校からの韓国人留学生を対象に実施されるものである。最終的には、日本語能力試験のＮ1に合格することを目

標とする。

【授業方法】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業での取り組み：70％、前期確認テスト：30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

テキストの例題をやってみる。
第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）

　　
第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめと振り返り 第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。

- 34 -



対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09010] 読解Ⅱ（Reading ComprehensionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、金剛大学校からの韓国人留学生を対象に実施されるものである。最終的には、日本語能力試験のＮ１に合格することを

目標とする。

【授業方法】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業での取り組み：70％、後期確認テスト：30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

テキストの例題をやってみる。
第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめと振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。　
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09011] 作文Ⅰ（CompositionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

本講義において日本語の基礎的文法表現をみていく。本講義受講によって、自らの意見を作文として表現できることができるよ

うになる。

【授業方法】

日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習が望まれる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への参加姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

代名詞の使い方１第2回

代名詞の使い方２第3回

代名詞の使い方３　まとめ第4回

接続詞の使い方１第5回

接続詞の使い方２第6回

接続詞の使い方３　まとめ第7回

モノの表現法　相違点と相似点１第8回

モノの表現法　相違点と相似点２第9回

モノの表現法　相違点と相似点３　第10回

意見を述べる１第11回

意見を述べる２第12回

意見を述べる３第13回

課題作文（原稿用紙を使用）第14回

課題作文（レポート用紙を使用）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』（第三書房）、『新完全マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』（ス

リーエーネットワーク）。参考書：適宜指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学は弛まない積み重ねでやっと力になります。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09012] 作文Ⅱ（CompositionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

本講義において日本語の基礎的文法表現をみていく。本講義受講によって、自らの意見を作文として表現できることができるよ

うになる。 

【授業方法】

読む事から書く事へ。文章作成の基礎を学ぶ。日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習が望ま

れる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

講義への取り組み姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション　日本語能力試験にむけて第1回

まぎらわしい表現１第2回

まぎらわしい表現２第3回

まぎらわしい表現３第4回

使用されている間違った日本語表現　接続詞第5回

使用されている間違った日本語表現　否定第6回

使用されている間違った日本語表現　敬語第7回

使用されている間違った日本語表現　代名詞第8回

使用されている間違った日本語表現　口語表現第9回

中間報告　レポート作成第10回

討論　その１第11回

討論　その２第12回

討論　その３第13回

課題・報告書作成第14回

課題・報告書作成第15回

【教科書・参考書】

教科書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』（第三書房）、『新完全マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』（ス

リーエーネットワーク）。参考書：適宜指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学は弛まない積み重ねでやっと力になります。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09013] 聴解Ⅰ（Listening ComprehensionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、受講生が日本語の聴き取りに慣れ、日本語能力検定試験合格レベルまで日本語の聴解レベルを持っていくことを目指

す。基礎的な聴き取りから複合的な内容まで含め、日本人の会話レベルの聴解ができるようにする。また、ラジオ放送を理解で

きるようにする。この授業を受講することで、受講生は日本語を聴き取り理解する力を養うことができる。

【授業方法】

日本語能力検定試験の問題をヒアリングしながら解いていき、試験問題に慣れていくようにする。また、日常生活やニュース、時

事問題に関する内容について会話をすることで、実践的な日本語の理解・習得を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。普段からテレビやラジオを聴くようにし、事前学習として

、自分が関心を持ったニュースや時事問題について簡単にまとめてくるようにすること。事後学習では、授業の内容をさらに深める自

主学習を行ったり、苦手なところについて練習してくるようにすること。

【評価の方法及び基準】

練習問題の成績（50％）、授業への取り組み（40％）、課題への取り組み（10％）により総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション―簡単な聞き取り第1回

会話　その１第2回

会話　その２第3回

会話　その３第4回

会話　その４第5回

会話　その５第6回

会話　その６第7回

会話　その７第8回

会話　その８第9回

時事　その１第10回

時事　その２第11回

時事　その３第12回

時事　その４第13回

時事　その５第14回

まとめ―聴解Ⅱへの布石第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター聴解　日本語能力試験』中村かおり・福島佐知・友松悦子著（スリーエーネットワーク）2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内だけでは、日本語に耳が慣れることはできません。普段の生活の中で、積極的に日本語での会話を行ったり、日本のテレ

ビやラジオ等を聴くようにしましょう。また、テレビやラジオで聴いたフレーズや文章を、同じように発声してみましょう。

練習の方法は授業で解説します。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09014] 聴解Ⅱ（Listening ComprehensionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、聴解Ⅰに引き続き、日本語能力検定試験合格レベルまで受講生の日本語の聴解レベルを持っていくことを目指す。複

雑な内容でも、日本人の会話レベルの聴解ができるようにする。また、ラジオ放送を理解できるようにする。この授業を受講する

ことで、受講生は日本語を聴き取り理解する力を養うことができる。

【授業方法】

日本語能力検定試験の問題をヒアリングしながら解いていき、試験問題に慣れていくようにする。また、日常生活やニュース、時

事問題に関する内容について会話をすることで、さらなる実践的な日本語の理解・習得を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。普段からテレビやラジオを聴くようにし、事前学習として

、自分が関心を持ったニュースや時事問題について簡単にまとめてくるようにすること。事後学習では、授業の内容をさらに深める自

主学習を行ったり、苦手なところについて練習してくるようにすること。

【評価の方法及び基準】

練習問題の成績（50％）、授業への取り組み（40％）、課題への取り組み（10％）により総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

練習問題　その１第2回

練習問題　その２第3回

練習問題　その３第4回

練習問題　その４第5回

練習問題　その５第6回

練習問題　その６第7回

練習問題　その７第8回

練習問題　その８第9回

練習問題　その９第10回

練習問題　その10第11回

練習問題　その11第12回

練習問題　その12第13回

模擬試験・解説　その１第14回

模擬試験・解説　その２第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター聴解　日本語能力試験』中村かおり・福島佐知・友松悦子著（スリーエーネットワーク）2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内だけでは、日本語に耳が慣れることはできません。普段の生活の中で、積極的に日本語での会話を行ったり、日本のテレ

ビやラジオ等を聴くようにしましょう。また、テレビやラジオで聴いたフレーズや文章を、同じように発声してみましょう。授

業では映画なども見ていくことを予定しています。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09015] 会話Ⅰ（ConversationⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

個人的、一般的な興味に関する話題についての詳細な説明、描写、叙述する力を身につける。この授業を受けることにより、日常

生活で円滑なコミュニケーションができるようになる。また、日本語で分かりやすく発表できるようになる｡�

【授業方法】

「話す」技能に焦点を当てた授業である。 会話やプレゼンテーションについて、分かりやすく伝えるためにどのような話し方

が適切かをテキストやディスカッション､ロールプレイを通して学ぶ。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回1時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、テキストの指定された箇所を解き、疑問点等を明確

にしておくこと。事後の学習では、ノートや配布資料を整理して授業内容の理解に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（50%）、期末試験および発表（50%）により総合的に判断します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

自己紹介で好印象を与えよう第2回

きっかけを話そう第3回

町の様子を話そう第4回

健康について話そう第5回

自分の特技について伝えよう第6回

言い換えて説明しよう第7回

印象に残った出来事を話そう第8回

比べて良さを伝えよう第9回

動きの順序を説明しよう第10回

ストーリーを話そう第11回

最近の出来事を話そう第12回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討　その１第13回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討　その２第14回

まとめ･発表第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語上級話者への道―きちんと伝える技術と表現』荻原 稚佳子、斉藤 真理子著（スリーエーネットワーク）､2010

年。 

参考書：『日本語おしゃべりのたね第2版』西口光一監修（スリーエーネットワーク）2011年、『中上級学習者のためのブラッシ

ュアップ日本語会話』清水崇文編（スリーエーネットワーク）2013年、『ロールプレイで学ぶ中級上級への日本語会話』山内博

之著（凡人社）2014年。　その他､日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09016] 会話Ⅱ（ConversationⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

話すべき内容とその構成を意識しながら話す力を身につける。自分の考えや気持ちを根拠を示して伝えることができるようになる

｡抽象的なことが話せ、聞き手の理解や反応に応じた話し方ができるようになる｡

【授業方法】

会話Ⅰで習得した技能をもとに､学生自身が話題提供を行ったり、提案されたテーマについてディスカッションを行う｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回1時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、テキストの指定された箇所を解き、疑問点等を明確

にしておくこと。事後の学習では、ノートや配布資料を整理して授業内容の理解に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（50%）、期末試験および発表（50%）により総合的に判断します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

好きなシーンを紹介しよう第1回

子どもたちに母国の行事を紹介しよう第2回

グラフや表を説明しよう第3回

困った状況を伝えて交渉しよう第4回

不満に対処しよう第5回

就職試験制度について説明しよう第6回

働くことの意義について討論しよう第7回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討第8回

身延中学校での交流授業に向けて：発表原稿の作成／授業の進め方の検討と練習第9回

スピーチコンテストのリハーサル       第10回

身延中学校での交流授業に向けて：発表の練習第11回

心に残る言葉第12回

留学生活を振り返って第13回

将来の夢を語ろう第14回

まとめ ･ 発表第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語超級話者への道―きちんと伝える技術と表現』荻原 稚佳子、斉藤 真理子著（スリーエーネットワーク）､2010

年。 

参考書：『日本語おしゃべりのたね第2版』西口光一監修（スリーエーネットワーク）2011年、『中上級学習者のためのブラッシ

ュアップ日本語会話』清水崇文編（スリーエーネットワーク）2013年、『ロールプレイで学ぶ中級上級への日本語会話』山内博

之著（凡人社）2014年。その他､日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01301] 仏教美術史

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

本講義は日本の仏教美術、特に一般的に言われている日本史との相違について探求する｡ 本講義を受講することにより飛鳥から

安土・桃山時代までを時代順に追って､ 各時代を代表する寺院等の美術を中心に比較検討することができるようになる｡ 

【授業方法】

時代順に沿って､ スライド・写真・ビデオ等を用いて授業を進めていく｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。 

【評価の方法及び基準】

学力確認試験50％､ 授業への取り組み姿勢25％､ 事前学修・事後学修25％

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解

に努めること。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

仏像の誕生、ガンダーラ・マトゥーラ第1回

仏教美術の東進、シルクロードの石窟第2回

中国の石窟寺院、北魏様式等第3回

法隆寺の建立と法隆寺再建論・非再建論第4回

法隆寺・薬師寺、飛鳥・白鳳美術第5回

興福寺から東大寺へ、天皇家・藤原氏と壬申の乱から長屋王の変第6回

東大寺法華堂と天平美術第7回

東大寺大仏建立第8回

東寺と密教美術第9回

貞観・弘仁彫刻第10回

平等院と藤原美術、定朝様式の完成第11回

京都仏師と慶派の興亡第12回

東大寺南大門と運慶・快慶第13回

三十三間堂と鎌倉美術第14回

まとめと確認第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本の美術』（至文堂）/『日本の国宝』（朝日新聞社）/『原色日本の美術』（小学館）

参考書：進捗状況を鑑み、随時指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

特になし。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01302] 仏教と文学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

本講義はインドから始まって､ 中国､ 韓国､ 日本へと伝わって来た仏教や､ キリスト教・イスラムなどの宗教の波はどのように

文学に影響を与えてきたのかを探求します。本講義を受講することにより、それぞれの宗教文学作品から短めな例を用いて諸宗

教文学と仏教文学を比較検討することができます｡

【授業方法】

プリントを読んで､ 多少の歴史を学んで､ 話し合います｡西遊記とDaVinci Codeの回はビデオとDVDを用います。 中間発表で日

本以外の国の文学について自習的に研究して発表し、総合発表では､日本の文学について調べて発表してもらいます｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

中間発表25％､ 総合発表25％､授業への取り組み30％､ 学力確認試験20％｡�受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めるこ

と。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

どんぐりと山猫　〈日本〉第1回

西遊記　〈中国）第2回

杜子春　〈中国版vs日本版）第3回

中国の仏教文学に大きな影響を与えた道教 (老子・荘子･天問)〈中国）第4回

韓国の昔話〈日本と比較しましょう）第5回

三国史記〈韓国）第6回

春香伝　〈韓国〉第7回

中間発表第8回

千夜一夜〈アラビア）第9回

日本文学第10回

往生要集vs.Danteの神話の天国と地獄第11回

ベトナムとラオスの昔話〈日本と比較しましょう）第12回

DaVinci　Code第13回

古事記と日本書紀第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：プリントを用意いたします｡�参考書：受講生の興味に応じ、適宜指示します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

知らない国のほんの少しの知識を身につけることで､ シルクロードを渡って来た仏教､ そしてイスラム・キリスト教など他の宗

教がどのように人々の考えを変えたかについて事前に学習し、もっと知りたいと興味を持って復習してほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01303] 古典文学を読む

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

日本文学を代表する数々の作品から、特に枕草子、源氏物語、徒然草、百人一首と方丈記を読み、古典に親しむことを目的としま

す。本講義を受講することにより、古典文学はもとより、俳句にも親しみ、いつでも自らの気持ちを俳句や川柳などでで表現でき

るようになります。

【授業方法】

作品を読んで､ 解説をして､ いろいろな意見がある場面について話しましょう。中間発表して、授業で扱わない作品や、扱った

作品の別な部分について調べて発表していただきます。毎週、終わりの15分を使って、俳句や川柳を与えられた季語やテーマに

あわせてみんなで考えます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　前回までの作品の重要なデータをノートにまとめる。

事後学修120分　授業で学習した作品を読み返して、発表の準備をする。

【評価の方法及び基準】

中間発表30％､ 学力確認試験40％､ 授業に対する取り組み30％。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

俳句、川柳第1回

枕草子第2回

方丈記第3回

徒然草第4回

御伽草子第5回

万葉集第6回

中間発表第7回

源氏物語（1）歴史的背景と「桐壺」第8回

源氏物語（2）身代わりとしての紫第9回

源氏物語（3）罪と仏教：柏木、藤壺、六条御息所第10回

百人一首第11回

百人一首大会第12回

源氏物語（4）浮船の様々な選択を考えて第13回

往生要集、後期の復習第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：プリントを配ります。

参考書：本講義受講中、学生自らの興味より選択します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

難しいと思われがちな古典文学を気軽に楽しめるものだとわかって、好きになっていただきたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01331] 仏像の基礎知識

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

仏像を鑑賞する場合､ それぞれ色々な方法があると思う｡ ここでは仏像の種類・時代などの方面から仏像の基礎知識を身につけ､ 

仏像に触れあうことができるようにしたい｡

【授業方法】

仏像は､ 如来・菩薩・明王などと様々な種類に分けられる｡ それぞれの姿・技義・制作年代をスライド・図を中心に解説し､ でき

れば実物を鑑賞したい｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも９０分を目途とする。

【評価の方法及び基準】

学期末試験50％､ 授業態度25％､ 事前学習（予習）・事後学習（復習）25％

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の進め方 仏像の種類について第1回

釈迦如来第2回

薬師如来第3回

阿弥陀如来第4回

大日如来・如来両脇侍第5回

聖観音菩薩・十一面観音・千手観音第6回

文殊菩薩・普賢菩薩第7回

如意輪観音・馬頭観音第8回

地蔵菩薩・虚空蔵菩薩第9回

不動明王・愛染明王第10回

梵天・帝釈天第11回

四天王第12回

金剛力士第13回

肖像彫刻・羅漢第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

図像辞典 『日本の美術』至文堂／光森 正士・岡田 健著 『仏像彫刻の基礎知識』至文堂

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業に合わせ身延山内の仏像見学を予定している。その折りには大勢の参加を望む｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01332] 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

日本人にとって仏像に対する想いには特別なものがあり、様々な鑑賞方法がある。 この授業では実際に仏像を制作する立場から

授業を進め、仏像に対する理解を深めたい。

【授業方法】

工房作成のテキスト・石膏原型（仏頭）を用いて如来仏頭の摸刻を行い､その工程を通して授業を進めたい。また作品としの仏

頭完成をめざしたい。 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

作品50％､ 授業態度25％､ 事前学習・事後学習25％

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

原型石膏取り 如来仏頭第1回

道具作り ノミ研ぎ・木製定規 (寸) 作成・竹製コンパス作成・木槌作成第2回

木取り 墨出し・型紙作成・コビキ第3回

粗彫り１第4回

粗彫り２第5回

粗彫り３第6回

こなし１第7回

こなし２第8回

こなし３ 第9回

小作り１第10回

小作り２第11回

小作り３第12回

仕上げ彫り１第13回

仕上げ彫り２第14回

まとめ・批評第15回

【教科書・参考書】

工房作成のテキスト・石膏像 (仏頭)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数４人（先着順）｡ 実際に仏頭を完成させたいので、作業が遅れた学生は授業外に事前学習・事後学習として彫ってもらう

｡ ノミ等道具類については工房所有の道具類を使用する。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01333] 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

日本人にとって､仏像に対する想いには特別なものがあり、様々な鑑賞方法がある。この授業では実際に仏像を制作する場から授

業を進め、仏像に対する理解を深めたい。

【授業方法】

伝統的方法にのった仏像彫刻の実践を中心に授業を進めて行きたいと思う｡ 工房作成のテキスト・ 石膏原型（仏手等）を用いての

摸刻を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

作品50％､ 授業態度25％､ 事前学習・事後学習25％

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

粗彫り１第1回

粗彫り２第2回

粗彫り３第3回

粗彫り４第4回

こなし１第5回

こなし２第6回

こなし３第7回

こなし４第8回

小作り１第9回

小作り２第10回

小作り３第11回

仕上げ１第12回

仕上げ２第13回

仕上げ３第14回

まとめと批評第15回

【教科書・参考書】

工房作成テキスト・石膏原型 (仏手)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数４人（先着順）｡ 実際に仏手を完成させたいので、作業が遅れた学生は授業外に事前学習・事後学習として彫ってもらう｡ 

ノミ等道具類については工房所有の道具類を使用する。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01334] 仏像修復の鑑賞と実践Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実技

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

実践的に仏像修復を経験することにより、仏像を身近に感じてもらいたい。僧職を志す学生には、仏像等を修復に出す場合の知識

を身につけてほしい。

【授業方法】

講義と実習作業で授業を進めて行くが、作業においては個人差もある為、遅れた学生は事後学習として、工房でシラバスの行程に

則り作業をしてもらう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

平常点50%、授業態度25%、作品25%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業内容の説明。第1回

修復実例の紹介１善国寺日蓮聖人像第2回

修復実例の紹介２光雲寺阿弥陀三尊第3回

修復実例の紹介３京都頂妙寺日祝上人像第4回

修復実例の紹介４その他第5回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）型紙・木取り第6回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）荒彫り第7回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）小作り第8回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）仕上げ第9回

仏像連弁の作成　胡粉下地第10回

仏像連弁の作成　漆下地第11回

仏像連弁の作成　漆研ぎだし第12回

仏像連弁の作成　金箔貼り第13回

仏像連弁の作成　古色第14回

批評・採点第15回

【教科書・参考書】

日本の美術（至文堂）日本彫刻史基礎資料集成（中央公論美術出版）身延山大学仏像修復報告書　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習作業を行う為人数に制限がある（先着４人まで）。道具類については工房の道具を使用させるので、手入れ及び整理整頓には

特に注意をするように
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01335] 仏像修復の鑑賞と実践Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実技

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

仏像修復作業を行う上で漆・金箔作業は重要である。この授業ではこれらの実習（文字に金箔を貼る）を経験することにより修復

技術を身近に感じてもらいたい。僧職を志す学生にはこの機会に仏像等を修復に出す場合の知識を身につけてほしい。

【授業方法】

講義と実習作業で授業を進めて行くが、作業においては個人差もある為、遅れた学生は事後学習として、工房でシラバスの行程に

則り作業をしてもらう。

日本の修復技術の経験に加えて、身延山大学が海外で行っている修復活動（木彫・ブロンズ等）も参考にしてもらう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

平常点25%、授業態度25%、作品50%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業内容の説明第1回

修復実例の紹介１  ラオスWビスン　ハムニャ第2回

修復実例の紹介2   ラオスWビスン　サマナーン第3回

修復実例の紹介3   ラオスWビスン　ブロンズ第4回

修復実例の紹介4第5回

レンのの作成　材料（板）のカンナかけ第6回

原文の作成及びカーボン写し第7回

文字の彫り１第8回

文字の彫り２第9回

材料（板）の着色第10回

文字漆塗り第11回

金箔貼り１第12回

金箔貼り２第13回

金箔貼り３第14回

批評・採点第15回

【教科書・参考書】

日本の美術 （至文堂）　日本の古典装飾(青幻社）

道具及び金箔については工房の物を使用

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

その他必要と思われる事項：受講前に前回のノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノートの整理を行ない、講義内容の

理解を深め次回に備えること。図書館で参考文献を読んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01336] 書道実践

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実技

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 秋山　恵子 アキヤマ　ケイコ akiyama keiko

【授業のねらい及び到達目標】

書道史を学びながら、書道の世界を認識し、書のもつ美の芸術域を理解すると共に実技指導を行う。楷書や写経又は仮名の実習を通

して手書き文字の大切さを学ぶ。日本における文字の変遷について名品を鑑賞しながら理解を深める。指導者の育成にあたる。学童

への指導法を学ぶ。

【授業方法】

書とは徳業を積む一つの行学である。事前に目で習い、手習いを重ね、五感を養うよう講義と実技を行う。加えて事後に美術鑑賞

や拓本取りなどの体験を積み、自己研鑽として書に対する学習意欲を高めてもらいたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分：テキストをあらかじめ読んでおくこと。事後学習90分：テキストを読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢50％及び提出作品50％で評価する｡�書道実践は年度により授業内容が変わります（楷書、写経又は仮名作品評

価）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

書道史､ 中国・日本の文字の歴史的流れについて第1回

書の美を求めて｡ 書の学習の意義を学ぶ第2回

書体､ 書風､ 字形の研究と創作　　又は　写経・仮名実習（第3回～第15回）第3回

文房四宝､ 用材､ 執筆法の研究と創作 (半紙)第4回

北魏､ 随､ 唐の楷書から学童楷書まで学ぶ (半紙)第5回

楷書作品の臨書､ 鑑賞､ 制作 (条幅)　または年度により写経(法華経）の書写を通して小筆の実技指導を行う。第3回～

第15回
第6回

楷書作品の制作 (条幅)　または年度により巻子制作第7回

楷書作品の制作（条幅）　または巻子制作第8回

楷書作品の制作（条幅）　または巻子制作第9回

楷書作品の制作（条幅）　または巻子制作第10回

楷書作品の作品（条幅）　または巻子制作第11回

楷書作品の完成　　　　　または巻子完成第12回

生活と書生活の中の書いろいろ（リハビリの書）第13回

生活と書 硬筆（漢字と仮名交じりの書)第14回

作品及びレポート、他提出第15回

【教科書・参考書】

・書道の古典 (全三冊) 大東文化大学書道文化センター編

・学童楷書参考手本 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

真の教育として､ 直筆の必要性と精神の向上ならびに､ 伝統文化の継承を望む｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01337] 仏教文化史

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

仏教発祥の地であるインドから伝播した各地域で、それぞれの地域文化と融合しながら、独特の発展を遂げた仏教文化を歴史変

遷を辿りながら概観し、仏教文化の史的知識を形成することを目的とする。本講義による到達目標は、各国に伝播した仏教の影

響を受けた文化の変遷を理解し、その特徴を把握できることである。  

【授業方法】

プロジェクターや、インターネット、視聴覚教材を用いタブレット端末を使用し、双方向授業を行う。受講生は、積極的に情報を収

集して、資料作成に励んでもらいたい。講義の前には、あらかじめ指定された歴史や地域の特徴を調べておくこと。講義後には、

地域、年代の特徴とそこに形成された仏教文化の特徴を理解するように努めること。講義前の予習と受講後の復讐にはそれぞれ

1時間以上の学習時間が必要である。  

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習について：第２回目以降の講義の最後に次回講義の内容をテキストページで指定する。また、必要に応じて資料や事例をフ

ァイルキャビネット（初回に説明）から各自ダウンロードして参照すること。約１時間３０分程度を要する。

事後学習について：講義中のノート整理や、難語理解のための調べ学習などに約２時間を要する。

【評価の方法及び基準】

期末レポート40％(課題を最終講義日2週間前に提示する)､ 中間レポート3回×10％=30％(講義の節目となる箇所でまとめるもの

を指示する)､ 授業態度評価(講義中に調べ学習によって発表をしてもらう。最低2回×10％=20％＋10％(発表者に対する質問や意見

など、積極的な授業参加を評価)=30％の計100％によって評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

仏教文化史の研究方法第1回

仏教文化の地域区分と年代区分　総論 第2回

インドー仏教文学の発祥 第3回

 〃　ー仏教美術の発生―ガンダーラ様式とマトゥラー様式第4回

グプタ様式とポストグプタ期～サールナート派へ 第5回

シルクロードと仏教文化の伝播第6回

中国の仏教芸術ー六朝時代と石窟寺院第7回

中国の仏教芸術ー隋・唐代 第8回

中国の仏教芸術ー宋代以降第9回

朝鮮半島の仏教美術第10回

日本ー黎明期の仏教美術・飛鳥～平安 第11回

日本ー鎌倉以降 第12回

スリランカの仏教美術第13回

東南アジアージャワ・スマトラ・クメール の仏教美術第14回

東南アジアーミャンマー・タイ・ベトナム・ラオス の仏教美術第15回

【教科書・参考書】

テキスト：特に指定しない｡�辞典：金岡秀友・柳川啓一共編 『仏教文化事典』(佼成出版)他、その国や時代により、適宜授業中に

紹介する。  

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

仏教学科文化コースの学生は、必修科目、専門基礎科目であるため､２年次で受講することがのぞましい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01338] 日本文化史

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

前近代においては、日本独自の文化が花開いたが、これは中国を中心とする大陸文化の伝来と学習の結果であった。そこで本講

義では、日本の伝統的な文化が形成されていく過程を、前近代を中心に考察する。日本文化の多様性を知ってもらうのが、本講

義の狙いである。

【授業方法】

講義形式。なるべく双方向の授業としたいので、きちんと事前学習をして講義に臨んでもらいたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：テキストを予めよく読み、意味のわからない所などは辞書を使って調べておくこと。

事後学習120分：テキストを読み直しノートをまとめること。参考文献等を読み理解を深めておくこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験50％、レスポンスペーパー20％、授業態度20％、ただし受講者の数や要望等によりテストをレポートに変える場合もある

。

授業中に居眠りをしている学生には厳しく対処するので、そのつもりで講義に望むこと。なお最後にノートを提出させるが、未

提出の場合は、単位を与えない。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

日本人と暦第1回

血祭りと水祭り第2回

桃の節句と端午の節句第3回

花祭りと花見第4回

中元、盆と生御霊第5回

盆踊り第6回

秋彼岸第7回

秋祭りと神饌第8回

亥の子まつり第9回

冬至第10回

歳暮第11回

餅つきと鏡餅第12回

日本の地名第13回

神と仏第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

神崎宣武『旬の日本文化』（角川ソフィア文庫、2009年）をテキストとするが随時参考書を支持する。なおよく使う参考書としては

、高田公理『語りあう日本の知恵』（創元社、2010年）、宮本常一『日本人のくらしと文化』（河出文庫、2013年）がある。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

我が国の前近代の歴史に興味のある学生に受講してもらいたい。

講義時にｉＰａｄを使用するので必ず持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01339] 世界遺産研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

身延山大学が行っている､ 世界遺産ラオス・ルアンプラバンの仏像修復プロジェクトを通してインド・インドシナの世界遺産に指

定されている遺跡の学習を行う｡ 

【授業方法】

基本的にはラオス・ルアンプラバンの仏像修復プロジェクトに参加して､ 実際に修復や調査を行う｡プロジェクトの実施がない場合

に講義 (スライド・ビデオ等使用) のみで進めて行きたい｡ 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前事後の学習として、120分程度を要する。各自問題意識をもって各講義を受講してもらいたい。

【評価の方法及び基準】

作業報告書あるいは試験50％ 受業への取り組み姿勢25％ 　事前学習（企画書あるいは予習）・事後学習（日報あるいは復習）25％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の進め方､ 世界遺産の概略第1回

ラオス・ルアンプラバン､ ランサーン王朝の歴史第2回

ラオス・ルアンプラバンの建築及び町並み第3回

ラオス・ルアンプラバン及びビエンチャンの仏像第4回

ラオス・ルアンプラバン仏像の修復過程第5回

インド・アジャンタ第6回

インド・エローラ第7回

スリランカ・アヌラーダプラ他第8回

タイ・スコータイ遺跡第9回

タイ・アユタヤ遺跡第10回

ミヤンマー・バガン第11回

カンボジア・バイヨン (仏教寺院)第12回

カンボジア・アンコールワット (ヒンドゥー教寺院)第13回

インドネシア・ボロブドゥール (大乗仏教寺院)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

ラオス・ルアンプラバン仏像修復プロジェクト日報及び報告書 (身延山大学東洋文化研究所所報)紹介する｡ 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

世界遺産仏像修復プロジェクトは選抜制で厳しい審査が在る為､ だれでも参加できるわけではない｡ したがってプロジェクト参加

が基本なので､ 受講に際しては必ず担当教員の所まで受講の有無を確認に来ること｡�
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01340] 仏教考古学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長澤　宏昌 ナガサワ　コウショウ nagasawa kosyo

【授業のねらい及び到達目標】

仏教考古学とは、遺跡からの出土品と寺院その他の伝世品を通して、仏教の成り立ちや変遷を調査研究する考古学の分野である

。本来、仏教考古学の目的はこれらの遺物にどのような種類や存在意義があるのかを学ぶことであるが、この講義では、考古学

の成果に基づき仏教受容に重要なかかわりがある「伝来以前の日本列島の埋葬や信仰形態」を理解することに主眼を置き、現代社

会で仏教意識が希薄になっている状況との対比を行う。それにより、僧侶を目指す学生に、これから僧侶として何をなすべきか

を認識してもらうためである。

【授業方法】

講義により、埋葬や信仰の歴史及び遺跡出土仏教関係遺物・遺構の概説を行う。日本においては、古墳時代前期以前は基本的に

は仏教とは無縁であるが、旧石器時代以降、頑なな埋葬や信仰への思いを学ぶことによって、現代社会で急激におろそかにされつ

つある祖先や家族・一族の繋がりを再確認する。

　

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。授業の理解度を確認するため、翌週に前回授業の内容を400字

詰め1枚程度のレポートとして提出することを義務付ける。総括ではこのレポートの状況を基に重点項目を設定し、学生の理解

を深めることとする。

【評価の方法及び基準】

期末試験55％、授業への取り組み姿勢45％で評価する。遅刻や居眠り、前回レポートの提出の有無は授業への取り組み姿勢の重要な判

断材料とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

仏教考古学の定義と講座内容概説第1回

発掘調査の理論・旧石器時代の信仰と埋葬第2回

縄文時代の埋葬と信仰１第3回

縄文時代の埋葬と信仰２第4回

弥生時代の埋葬と信仰第5回

古墳時代の埋葬と信仰第6回

古代・中世の埋葬と信仰第7回

近世・近現代の埋葬と信仰第8回

伝来した仏教と埋葬儀礼との関わり（古墳と仏教）第9回

遺跡にみられる先祖供養の痕跡第10回

民俗学から見た先祖観１第11回

民俗学から見た先祖観２第12回

現代社会と先祖観第13回

総括第14回

試験第15回

【教科書・参考書】

テキスト：長沢宏昌『今、先祖観を問う―埋葬の歴史と現代社会ー』石文社

参 考 書：仏教考古学講座、仏教考古学辞典（ともに雄山閣）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義で学ぶことと、現代社会の仏教を取り巻く状況がいかにかい離しているかに気付いてほしいと同時に、その認識のもと僧侶と

して何をなすべきかを考えてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01341] 文化財研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長澤　宏昌 ナガサワ　コウショウ nagasawa kosyo

【授業のねらい及び到達目標】

文化財研究とは聞き慣れないうえ抽象的な言葉であるが、遺跡出土遺物や絵画、彫刻、民具などを研究対象として、モノ自体の

研究と同時に、それらが作り出された背景や自然環境、さらには使用法を通して、地域の生活を知ることを目的とした学問である

。この授業では遺跡出土の埋蔵文化財を中心とした有形文化財を対象とし、「地域」を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義により、文化財の区分や文化財から何がわかるかを理解し、地域の生活習慣や歴史を明らかにする。また、現代社会におい

ては、あらゆる情報が、大都市から発信されたものに画一化されるが、文化財の研究と保護によって、失ってはならない地域の

重要性を再確認する。また、必要に応じて、博物館等の見学を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験55％、授業への取り組み姿勢45％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

文化財研究の意義と講座内容概説第1回

文化財とは何か第2回

伝世した文化財と危機第3回

文化財の現在第4回

文化財を伝える第5回

どこまで復元するのか第6回

文化財の展示第7回

文化と技術・縄文時代の酒造り第8回

文化と技術・日本酒ができるまで第9回

富士山と文化財・富士山とはどのような文化財か第10回

富士山と文化財・富士山経ヶ岳の出土遺物第11回

民俗文化財・伝承の重要性第12回

民俗文化財・葬儀と墓をめぐる民俗第13回

総括第14回

試験第15回

【教科書・参考書】

講義中に配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

文化財は、その地域の生活を形に示したモノである。これを認識することはまさに地域を知ることであり、学生諸君が将来生活

するいかなるところにも、それぞれの地域の文化と文化財が存在することを意識し、そのことが寺院経営の大きな柱となること

を理解してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01342] 寺院資料論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

日本の寺院に所蔵されている資料（史料）やその保存建築について、基本的な分類の理解などを中心として理解を深める。本講義

を受講することにより寺院資料や建築における基礎的知識を得ることができる。

【授業方法】

資料等を配布して授業を進めるが、建築物を実際に見学しての授業も行う予定である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

事前事後の学修確認25％ 授業に対する取り組み姿勢25%　学力確認レポート50%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

資料護持第2回

寺院資料の現状第3回

修理と保存の姿第4回

巻子・軸装・折り本第5回

保存と管理施設第6回

保存設備（建築）と目録作成　その１第7回

保存設備（建築）と目録作成　その２第8回

宝蔵　その１第9回

宝蔵　その２第10回

虫損とその対策第11回

曝涼　その１第12回

曝涼　その２第13回

その他、宝蔵建築の事例第14回

まとめ｡第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜、プリントなどを配布する。

参考書：『寺宝護持の心得』（ISBN4890451218 、1996、日蓮宗宗務院）、その他進捗状況を鑑み、随時指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実際の寺院等の見学も行う予定である。日ごろ問題意識をもって講義に取り組んで貰いたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01431] 世界宗教史Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本学の場合、仏教関係の授業は豊富に用意されている。また、仏教とともに世界の三大宗教に数えられるイスラームについても

、別に学ぶ機会がある。そこで、本授業では、同じく三大宗教の一つ、キリスト教の成立と、その基盤となったユダヤ教を取り上

げる。本授業を受講することを通して、両宗教を理解するための基本的知識を獲得することを目指す。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていく｡ 講義内容については､ まとめて板書していくので､ ノート筆記に努めること｡ 口頭

で伝えたことをどのようにノートするかについては､ 学生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後の学修を通して、ノートの再読・整理と、関連

する参考書の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による筆記試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション －いわゆる「－神教」の相互関係－第1回

第Ⅰ部　ユダヤ教　１.ユダヤ教・ユダヤ人の歴史　

　　（１）出エジプトまで
第2回

　　（２）出エジプトと「契約」第3回

　　（３）統一国家の形成と分裂・滅亡第4回

　　（４）ペルシア・ギリシアの属領時代第5回

　　（５）ローマの属領時代、そしてディアスポラへ第6回

　２. ユダヤ教の教え　

　　（１）神と人間
第7回

    （２）いわゆる「旧約聖書」とタルムード第8回

　  （３）儀礼・祭礼　第9回

第Ⅱ部　キリスト教の成立　

　１．イエスの生涯
第10回

　２．イエスの教え（１）第11回

　　　イエスの教え（２）第12回

　３. イエスの死と「復活」（１）第13回

　　　イエスの死と「復活」（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない。参考書：総説的・概説的な書物を挙げておく。『ユダヤ教の歴史（世界の宗教史７）』市川裕（山川出

版社）2009年、『キリスト教の歴史１：初期キリスト教～宗教改革（世界の宗教史８）』松本宣郎編（山川出版社）2009年、『キリ

スト教史Ⅰ：宗教改革以前（世界宗教史叢書１）』半田元夫・今野国雄（山川出版社）1975年など。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ユダヤ・キリスト教に対する、より全体的な見通しを得るために、後期の「世界宗教史Ⅱ」も併せて受講することが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01432] 世界宗教史Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

前期の「世界宗教史Ⅰ」に引き続き、キリスト教の歴史について概観していく。具体的には、キリスト教が教団として成立して

以降、ローマ帝国下での迫害をくぐり抜け、ローマ帝国のいわゆる「国教」として確立するに至るまでの経緯と、それ以降、ヨ

ーロッパ社会に根を張っていく過程を重点的に取り上げることになる。これを通して、中東で成立したキリスト教が、いわゆる

「欧米の宗教」としてのイメージを濃厚に帯びている理由が理解できるようになるであろう。

【授業方法】

基本的には講義によって進めていく。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努めること。みずから

筆記し、整理したノートは、筆記試験に臨む際にも欠かせないものとなるので、この点は決して手を抜かないこと。口頭で伝え

たことをどのようにノートするかについては、受講生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行なうこと。事前・事後の学修を通して、ノートの再読・整理と、関

連する参考書の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による筆記試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

Ⅰ　イエスの生涯と教え－前期授業内容の確認－第1回

Ⅱ　原始教団の成立（１）第2回

　　原始教団の成立（２）第3回

Ⅲ　パウロ －回心とその教え（１）－第4回

　　パウロ －回心とその教え（２）－　　第5回

Ⅳ　迫害から公認・国教化（１）第6回

　　迫害から公認・国教化（２）第7回

　　迫害から公認・国教化（３）第8回

Ⅴ　ヨーロッパ社会への浸透第9回

Ⅵ　東西協教会への分裂第10回

Ⅶ　十字軍　第11回

Ⅷ　宗教改革（１）　　第12回

　　宗教改革（２）第13回

Ⅸ　第二ヴァチカン公会議

　
第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない。参考書：総説的・概説的な書物を挙げておく。『キリスト教の歴史１：初期キリスト教～宗教改革（

世界の宗教史８）』松本宣郎編（山川出版社）2009年、『キリスト教の歴史２：宗教改革以降（世界の宗教史９）』高柳俊一・松本

宣郎編（山川出版社）2009年、『キリスト教史Ⅰ：宗教改革以前（世界宗教史叢書１）』・『キリスト教史Ⅱ：宗教改革以後（世界

宗教史叢２）』半田元夫・今野国生著（山川出版社）1975・1976年など。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ユダヤ・キリスト教に対する、より全体的な見通しを得るために、前期の「世界宗教史Ⅰ」も併せて受講することが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01433] 世界の宗教思想

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本学の場合､ 仏教関係の授業は豊富に用意されている｡ ユダヤ・キリスト教についても､ ｢世界の宗教思想｣ や ｢キリスト教史｣ 

で学ぶ機会がある｡ そこで､ 本授業では､ 同じく世界の三大宗教の一つに数えられながら､ 私たちにとってはなじみの薄い､イス

ラームを取り上げる｡ 本授業では、その成立史を取り扱うことにより、イスラームの開祖・ムハンマドの人物像を理解することが

目的となる。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていくことになる。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努める

こと。みずから筆記し、整理したノートは、筆記試験に臨む際にも欠かせないものとなるので、この点に関しては手を抜かない

こと。口頭で伝えたことをどのようにノートするかについては、受講生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後の学修を通して、ノートの再読・整理と、関連

する参考文献の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による筆記試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

０．イントロダクション－イスラームの基本用語－第1回

１．イスラーム以前

　　１．１．アラビア半島・メッカ（マッカ）　１．２．支配部族　１．３．倫理・宗教の状況
第2回

２．イスラームの成立－ムハンマドの生涯－

　　２．１．家系、誕生～青年期、結婚
第3回

　　２．２．啓示、預言者・使徒としての出発第4回

　　２．３．メッカ（マッカ）での布教第5回

　　２．４．ヒジュラ－メディーナ（マディーナ）への移住－第6回

　　２．５．メディーナ憲章とその意義 第7回

    ２．６．戦役－メッカとの全面対決－

　　２．７．対ユダヤ教徒
第8回

  　２．８．メッカの無血開城

　　２．９．ムハンマドの死
第9回

３．聖典とその教え

　　３．１．コーラン（クルアーン）の成立・文字化
第10回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－五行（１）－
第11回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－五行（２）－
第12回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－六信（１）－
第13回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－六信（２）－
第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない｡参考書：『イスラームの歴史１<宗教の世界史11>』佐藤次高（山川出版社）、『イスラームの歴史２<宗教

の世界史12>』小杉泰編（山川出版社）、『イスラームとは何か』小杉泰(講談社現代新書)、『ムハンマド－世界を変えた預言者の

生涯－』カレン・アームストロング著、徳永里砂訳（国書刊行会、）『ムハンマド』小杉泰（山川出版社）



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

イスラームの近代を知るためにも、「現代宗教事情」を併せて受講することが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01434] 宗教と民俗

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

仏教が我が国に伝来して以降､ 日本人の生活文化に多大な影響を及ぼしてきたことは､ さまざま点で検証できる｡ 本講義では

､ 我が国に伝来した仏教文化が､ 古来の生活習慣と融合し､ 変質している点に注目し､ 我が国の民俗性について考えてゆきたい

。なじみ深い日本の年中行事に興味関心をいだかせるのが狙いである。

【授業方法】

講義形式､ 講義日程を下記のように示したが､ 学生諸君の理解度等によっても進み方が変わるので､一応の目安と考えてもらいた

い。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備える

こと。なお授業終了時には毎回、授業内容のまとめを書かせる。

【評価の方法及び基準】

期末試験(50％)､ 小テスト (30％)､ 受講態度 (20％)｡ ただし受講者の数によっては期末試験をレポートに変える場合もある｡　

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

彼岸について第2回

除夜と節分第3回

お盆第4回

地獄と極楽の思想－その?第5回

地獄と極楽の思想－その?第6回

葬儀について第7回

先祖崇拝について－その?第8回

先祖崇拝について－その?第9回

地蔵信仰について第10回

観音信仰について第11回

巡礼について第12回

花まつりと灌仏会第13回

仏壇と位牌第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストはとくに指定しない｡ 参考書としては､ 山折哲夫 『仏教民俗学』(講談社学術文庫､1993年)、鷲見定信『仏教と民俗の歳時

記』（ノンブル社、2013年）等があるが、適宜講義の際に指示する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講生諸君が､ 日本人の生活習慣を見直す機会になってくれれば良いと考えている｡�講義時にｉＰａｄを使用するので必ず持参する

こと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01435] 現代宗教事情

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

周知のように、昨今の中東情勢は混乱を極めている。シリアの問題をめぐってアメリカとロシアが対立し、その間隙を縫うよう

にして、いわゆる「イスラム国」が勢力を確保しているのである。本授業では、今現在の中東のこうした状況を直接取り上げる

わけではないが、このような状況が由来する近現代の中東史を取り上げることを通して、中東における昨今の混乱を照らし出す

ことができればと思う。具体的には、本授業を受けることにより、オスマントルコ帝国と西洋列強との相克から、パレスチナ問題

、さらにはイスラーム原理主義の台頭に至るまでを理解することが目標となる。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていく。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努めること。みず

から筆記し、整理したノートは、筆記試験の際も欠かせないものとなるので、この点は決して手を抜かないこと。口頭で伝えた

ことをどのようにノートするかについては、学生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後学修を通して、ノートの再読・整理と、関連す

る参考文献の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配付資料の持込・参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション第1回

１．オスマントルコ帝国

　１．１．イスラーム帝国の系譜
第2回

　１．２．オスマントルコ帝国の伸長第3回

　１．３．西洋の衝撃・東方問題第4回

　１．４．トルコ共和国の成立第5回

２．パレスチナ問題

　２．１．近代反ユダヤ主義
第6回

　２．２．シオニズム第7回

　２．３．イギリスの中東政策（１）第8回

　　　　　イギリスの中東政策（２）第9回

　２．４．中東戦争（１）第10回

　　　　　中東戦争（２）第11回

　２．５．80年代以降第12回

３．イスラーム原理主義

　３．１．「原理主義」とは？
第13回

　３．２．アルカイダ／イスラム国etc.第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：特に指定はしない。参考書：『君はパレスチナを知っているか：パレスチナの100年』奈良本英佑（ほるぷ選書）1997

年、『イスラームと近代（叢書 現代の宗教シリーズ13）』中村廣治郎（岩波書店）1997年、『現代イスラムの潮流』宮田律（

集英社新書）1999年。

　　　　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

イスラムの基本を学んだ上で受講してくださると、有り難い。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01436] 現代宗教と葬祭

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

現代社会における葬祭のあり方は、社会環境やライフスタイルの変化に伴って、じんわりと、しかし着実に変化を遂げつつある。

本授業では、そうした変化を取り上げ、その背景も含めて理解することを目標とする。私たちの人生において葬祭が避けて通れな

いものである以上、知っておいて決してムダにはならない、否、むしろ知っておくべき知見を,、実例を踏まえて紹介する予定

である。葬祭業界の現場では働く方にご出講いただく機会も授業日程に盛り込むことができれば、と考えている。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていく。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努めること。口頭

で伝えたことをどのようにノートするかについては、受講生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後学修を通して、ノートの再読・整理と、関連す

る参考文献の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配付資料の持込・参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

序１　家の継続性の危機

　　　　檀家とは？　　室町戦国時代　　　江戸時代　
第1回

　　　　明治時代　　　高度経済成長期以降第2回

序２　ライフスタイルの変化第3回

現代社会における葬祭の具体相

　（１）データからみる現代の葬祭〔仏教葬〕
第4回

　　　　データからみる現代の葬祭〔無宗教葬・家族葬／費用〕第5回

　（２）無宗教葬第6回

　（３）生前予約・生前契約第7回

　（４）葬祭の現場から１〈外部講師による〉第8回

　　　　葬祭の現場から２〈外部講師による〉第9回

　　　　葬祭の現場から３〈外部講師による〉第10回

　　　　葬祭の現場から４〈外部講師による〉第11回

　（５）葬祭と埋葬〔散骨〕第12回

　　　　葬祭と埋葬〔自然葬〕第13回

　　　　葬祭と埋葬〔樹木葬〕第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。参考書：『ＳＯＧＩ』通巻１～最新号、『逐条解説　墓地、埋葬等に関する法律』[改訂２版]第一法

規、『お骨のゆくえ－火葬大国ニッポンの技術－』横田睦著（平凡社新書）、『お墓博士のお墓と葬儀のお金の話』横田睦著（

光文社新書）、『変わるお葬式、消えるお墓 －最後まで自分らしく－』小谷みどり（岩波書店）、『〈ひとり死〉時代のお葬式とお

墓』小谷みどり（岩波新書）、『新・お葬式の作法』碑文谷創著（平凡社新書）、『死に方を忘れた日本人』碑文谷創著（大東出

版社）等々。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

葬祭めぐる変化の具体相を知っておくことは、僧道を志す諸君にとっても必ず役に立つはずである。必須の知識であるといって

もよい。しっかり学修してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01531] 生涯学習概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

生涯学習という概念が社会で位置付けられるようになった経緯と社会的背景､ またそれに対応する国や地方自治体の生涯学習政策

について学ぶ｡

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進める｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末試験40％､�受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノート

の整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備えること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

生涯学習とは第1回

ラングランの永久教育論第2回

生涯教育から生涯学習へ第3回

OECDとリカレント教育第4回

生涯学習と家庭教育・学校教育・社会教育との関係第5回

日本社会の ｢三化け｣ ｢七化け｣ ｢新三化け｣第6回

高齢化社会、高齢社会、超高齢社会第7回

少子化第8回

男女共同参画とM型社会第9回

国の審議会答申における生涯学習第10回

生涯学習に関する世論調査第11回

開かれた学校､ 学社融合第12回

まなびネットとキャンパスネットワークシステム第13回

放送大学､ 市民大学､ シルバー大学第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

試験は、自筆の講義ノートの持ち込みを可としますが、板書された内容を書き写すだけでは答えることができない試験です。板書さ

れた内容を理解するために自分の言葉や記号で関係性を書き込むことが大切になります。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01532] 生涯学習概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

生涯にわたって学習することの意味､ 生涯学習と生涯教育の関係､ 生涯学習と学校教育・家庭教育・社会教育の関係､ 国内外に

おける生涯学習論・生涯教育論の系譜などの側面から､ 生涯学習の基本的な考え方や方法論について概説する｡

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進める｡�「受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノー

トの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備えること。事前事後学習はそれぞれ90分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の発表40％､�受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノ

ートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備えること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

まちづくりと街づくりと町づくり　田村明の実践第2回

生涯学習としての地域活性化、まちづくり第3回

｢ないものねだり｣ から ｢あるものさがし｣ へ第4回

｢コミュニティ｣ の再検討　地縁団体とテーマ別団体第5回

結い、無尽、手間借り第6回

新しい公共第7回

事例の検討：新潟県村上市、大分県豊後高田市　ほか第8回

事例の検討：静岡県富士宮市、長野県飯田市　ほか第9回

事例の検討：長野県飯山市、京都府美山町　ほか第10回

事例の検討：徳島県上勝町、長野県下條村　ほか第11回

事例の検討：静岡県掛川市、熊本県山江村　ほか第12回

事例の検討：滋賀県長浜市、石川県輪島市　ほか第13回

調査事例の発表1第14回

調査事例の発表2第15回

【教科書・参考書】

特になし

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備える

こと。

生涯学習概論１を履修済であることが望ましい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01533] 博物館概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 望月　真澄 モチヅキ　シンチョウ mochizuki shincho

【授業のねらい及び到達目標】

現在も多種多様な博物館が全国各地で誕生している｡ この博物館のあり方を考える場合､ その館の性格や社会的機能を正確に把

握することが必要である｡ 授業では､ 博物館の定義から博物館の今日までの歴史をたどり､ 博物館が現代社会に果たしている役割

についてみていくことにする｡�博物館とはどういう施設か理解することを到達目標とする。

【授業方法】

生涯学習社会にあって､ 市民の学習ニーズが多様化､ 高度化しており､ 博物館への期待が高まるばかりである｡ これをとらえて

いくために､ 新しく開館した博物館を例にとり､ その役割や活動内容についてみていきたい｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　該当するテキストの部分を読んでおくこと。

事後学修120分　授業で学んだ主な博物館用語や事項を次回授業までに確認しておくこと。

【評価の方法及び基準】

定期試験70％､ 平常点30％ 定期試験はテキスト・ノート等持込不可｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

博物館で学ぶ内容第1回

博物館の定義第2回

博物館の目的第3回

博物館の種類第4回

博物館の分類第5回

博物館の組織と運営第6回

博物館学芸員の役割第7回

博物館の歴史 世界第8回

博物館の歴史 日本第9回

生涯学習と博物館第10回

地域社会と博物館第11回

文化財保護と博物館第12回

学校教育と博物館第13回

博物館関連法規第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト　全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『新時代の博物館学』 (芙蓉書房出版)

参考書　　高橋順一訳『博物館体験』（雄山閣）　

    　　　村上義彦『新しい地域博物館活動』（雄山閣）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

博物館学芸員資格を取得し、将来博物館関係の業務に携わることを希望する学生に受講してもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01534] 博物館資料論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 望月　真澄 モチヅキ　シンチョウ mochizuki shincho

【授業のねらい及び到達目標】

博物館が担う役割として、資料の収集・整理・保存・展示・調査研究・教育普及活動といった活動があるが、その中で資料がどう

いう位置を占めているのか講義していく。特に、博物館資料の種類・分類・整理の方法について、寺院博物館資料を例に講義して

いきたい。

博物館資料にはどういうものがあるか把握できることを到達目標とする。

【授業方法】

広く博物館学を学ぼうとする学生を対象とするが、博物館学芸員として必要な知識を習得してもらうため、専門的かつ実務的な

内容にするつもりである。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　該当するテキストの部分を読んでおくこと。

事後学修120分　授業で学んだ主な博物館用語や事項を次回授業までに確認しておくこと。

【評価の方法及び基準】

学習レポート４０％、平常点５０％（重視）、受講態度１０％によって評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

博物館資料とは第1回

博物館資料の種類（１）第2回

博物館資料の種類（２）第3回

博物館資料の種類（３）第4回

寺院博物館の資料（１）第5回

寺院博物館の資料（２）第6回

寺院博物館の資料（３）第7回

博物館資料の収集（１）第8回

博物館資料の収集（２）第9回

博物館資料の整理（１）第10回

博物館資料の整理（２）第11回

博物館資料の調査方法（１）第12回

博物館資料の調査方法（２）第13回

博物館資料の調査方法（３）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト　全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『新時代の博物館学』 (芙蓉書房出版)

　　　　　日蓮宗勧学院監修『寺宝護持の心得』（日蓮宗新聞社）

参考書　青木豊『博物館技術学』（雄山閣）　国文学研究資料館史料館編『アーカイブズの科学』上・下（柏書房）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

博物館学芸員資格を取得し、将来博物館関係の業務に携わることを希望する学生に受講してもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01535] 博物館情報・メディア論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 海老沼　真治 エビヌマ　シンジ ebinuma shinji

【授業のねらい及び到達目標】

博物館では、所蔵される資料に関する情報、学芸員による調査・研究によって得られた情報など、膨大な量の情報を取り扱いま

す。こうした情報は、最終的には広く公開して社会に還元するものですから、誰にでもわかりやすい形で記録し、発信される必

要があります。

この授業では、博物館において情報をいかに集積・管理するか、集められた情報をどのように公開するか、その場合にどのよう

な媒体（メディア）を用いるか、発信にあたり留意するべき点は何か、などの課題について考えることを通して、受講者が博物

館における情報の取り扱いについて理解を深めることを目標とします。

【授業方法】

博物館情報・メディアに関する一般論的な講義とともに、様々な博物館の事例を取り上げ、受講者とともに考えていきます。授業中

に、内容についての発言や小レポートの提出を求めることがあります。また、博物館の実地見学を行い、実際に博物館で行われ

ている情報管理・発信の状況を説明することも予定しています。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分　テキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学習90分　配布したレジュメを読み直すとともに、紹介した博物館のウェブサイト等を確認する。

【評価の方法及び基準】

期末レポート40％､ 授業への取組の姿勢60％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、現代の博物館事情第1回

博物館における情報・メディアの意義（1）第2回

博物館における情報・メディアの意義（2）第3回

博物館情報の蓄積と管理第4回

博物館資料のデータベース化（1）第5回

博物館資料のデータベース化（2）第6回

博物館資料のデジタル化（デジタル・アーカイヴス）第7回

情報の公開（1）館内における情報公開第8回

情報の公開（2）インターネットによる情報公開第9回

情報の公開（3）情報の公開と保護第10回

博物館と知的財産第11回

博物館の情報をめぐる環境第12回

事例研究（1）山梨県立博物館における情報管理第13回

事例研究（2）山梨県立博物館における情報公開第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：全国大学博物館学講座協議会西日本部会編『新時代の博物館学』（芙蓉書房出版 2012年2月）、基本的にはレジュメ

を配布して授業を進めます。

参考書：大堀哲・水嶋英治編著『博物館学Ⅲ』（学文社、2012年11月）、日本教育メディア学会編『博物館情報・メディア論』（

ぎょうせい、2013年3月）、西岡貞一・篠田謙一『博物館情報・メディア論』（放送大学教育振興会、2013年3月）そのほか、講

義の内容に応じて紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実際に博物館の見学を行うので､ 出席を重視します｡ 

博物館は時代の移り変わりとともに、その活動は常に変化していきます。授業だけでなく、実際に各地の博物館を見学し、どのよ

うな活動がなされているか考えることを心がけるようにしてください。

現在では博物館も様々なメディアを用いて情報発信を行っています。ホームページだけでなく、フェイスブックやツイッター

など、様々な手段で博物館の情報を収集してみてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01536] 博物館展示論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 保坂　康夫 ホサカ　ヤスオ hosaka yasuo

【授業のねらい及び到達目標】

博物館展示論とは、博物館学の一分野である。展示は、学び体感しようとする主体が集う生涯学習の場である博物館の活動の根幹

である。収蔵資料を調査・研究し、新たに生み出した知識体系を示すのが展示であり、学芸員として最も手腕が示される場面である。

半面、資料収集の保存にとっては危険を伴う局面でもあるのが展示であり、確実な知識と認識のもとに展示に臨む必要がある。「見学

者の理解が着実に進み、収集資料にとって最適な展示を行う理論と方法を学ぶこと」を目標とする。

【授業方法】

講義により、博物館展示の内容と方法を概説する。なお、より一層理解を深めるために具体的に、博物館の展示の実際を見学する

。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分、教科書をあらかじめ読んでおくこと。　事後学習120分、教科書・配布資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

期末試験60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

展示の目的とその歴史第1回

展示資料の調査と収集第2回

展示の構想と企画第3回

展示の設計・施行第4回

展示と法令第5回

展示の環境と設備第6回

展示作業第7回

展示の照明と音響第8回

博物館展示の実際（博物館見学）第9回

展示と解説・展示解説書の作成第10回

人文系の展示第11回

自然系の展示第12回

展示のあり方第13回

博物館展示論のまとめ第14回

後期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：「新時代の博物館学」（芙蓉書房出版）および配布資料

参考書：「博物館学Ⅱ」（学文社）、「博物館展示法」新版博物館学講座９（雄山閣）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

今求められている博物館の展示とはいかなるものか、実際の博物館展示はどのようものがあるか、展示手法による見易さ・　理解し

やすさ・楽しさを考える。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01537] 博物館教育論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 保坂　康夫 ホサカ　ヤスオ hosaka yasuo

【授業のねらい及び到達目標】

博物館教育論は、博物館学の一分野で、社会教育施設としての博物館を認識するための授業である。人間の教育に対する考え方は

常に変化しているが、基本的には学習しようとする主体性を引き出し、育てることが重要である。教育には学校教育と生涯学習

とがあるが、博物館教育は両者にかかわり、学習の機会と素材とを提供し続けることが求められている。これらに対応可能な、

博物館内外での活動についての理念と方法論を学ぶことを目標とする。

【授業方法】

講義により、博物館教育の内容と方法を概説する。なお、より一層理解を深めるために具体的に、博物館の教育実践例を見学す

る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分、教科書をあらかじめ読んでおくこと。 事後学習120分、教科書・配布資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

期末試験60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

博物館教育史第1回

世界水準の博物館教育第2回

学芸員の教育的役割第3回

ボランティアの養成第4回

博学連携と生涯学習第5回

展示と展示解説第6回

博物館見学第7回

ワークショップ第8回

ハンズオンとアウトリーチ第9回

子どものための展示と歴史系博物館・科学館の実践例第10回

子どものための展示の動物園・水族館の実践例第11回

子どものための展覧第12回

教育目標と計画、評価第13回

博物館教育論の課題・展望とまとめ第14回

前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：「新時代の博物館学」（芙蓉書房出版）および　配布資料

参考書：「博物館学Ⅱ」（学文社）

　　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

博物館学芸員にとって博物館教育とはどのようなものであるのか、とくに社会的要求にどのように応えるのかを、参加者や見学者

の立場に立って考えてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01732] インターンシップⅠ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

学生が一定期間将来に関連のある企業等の中で研修生として就業体験を行い、自分の進路先及び適正等を見つめ直す。将来の就

職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。

【授業方法】

本学が委託した「委託インターンシップ」と、各個人が縁故による「縁故インターンシップ」がある。一般企業等への就職希

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計２週間の

インターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習として、インターンシップする企業等の概要について調べておくこと。事後学習として、インターンシップで得たこと

について纏めること。

【評価の方法及び基準】

受け入れ側の評価及び勤務態度等の記されている報告書及び各自のレポートにより評価する。その他詳細については、『身延山大

学インターンシップ細則』に準じる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自分自身の進路において非常に価値のある体験です。冷やかしや遊び半分で行うことの無いようにして下さい。文部

科学省、経済産業省、厚生労働省や各経済団体は、インターンシップを積極的に推進しており、インターンシップを

取り入れている企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会と

しても意義が大きいものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシッ

プは非常に価値ある体験と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

　本学開講科目『情報処理入門』『情報処理応用』を修得した学生。ワープロソフト及び表計算ソフトが使用できる

学生。

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01735] インターンシップⅡ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

学生が一定期間将来に関連のある企業等の中で研修生として就業体験を行い、自分の進路先及び適正等を見つめ直す。将来の就

職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。

【授業方法】

本学が委託した「委託インターンシップ」と、各個人が縁故による「縁故インターンシップ」がある。一般企業等への就職希

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計２週間の

インターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習として、インターンシップする企業等の概要について調べておくこと。事後学習として、インターンシップで得たこと

について纏めること。

【評価の方法及び基準】

受け入れ側の評価及び勤務態度等の記されている報告書及び各自のレポートにより評価する。その他詳細については、『身延山大

学インターンシップ細則』に準じる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自分自身の進路において非常に価値のある体験です。冷やかしや遊び半分で行うことの無いようにして下さい。文部

科学省、経済産業省、厚生労働省や各経済団体は、インターンシップを積極的に推進しており、インターンシップを

取り入れている企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会と

しても意義が大きいものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシッ

プは非常に価値ある体験と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

　本学開講科目『情報処理入門』『情報処理応用』を修得した学生。ワープロソフト及び表計算ソフトが使用できる

学生。

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01738] インターンシップⅢ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

学生が一定期間将来に関連のある企業等の中で研修生として就業体験を行い、自分の進路先及び適正等を見つめ直す。将来の就

職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。

【授業方法】

本学が委託した「委託インターンシップ」と、各個人が縁故による「縁故インターンシップ」がある。一般企業等への就職希

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計２週間の

インターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習として、インターンシップする企業等の概要について調べておくこと。事後学習として、インターンシップで得たこと

について纏めること。

【評価の方法及び基準】

受け入れ側の評価及び勤務態度等の記されている報告書及び各自のレポートにより評価する。その他詳細については、『身延山大

学インターンシップ細則』に準じる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自分自身の進路において非常に価値のある体験です。冷やかしや遊び半分で行うことの無いようにして下さい。文部

科学省、経済産業省、厚生労働省や各経済団体は、インターンシップを積極的に推進しており、インターンシップを

取り入れている企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会と

しても意義が大きいものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシッ

プは非常に価値ある体験と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

　本学開講科目『情報処理入門』『情報処理応用』を修得した学生。ワープロソフト及び表計算ソフトが使用できる

学生。

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01741] インターンシップⅣ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

学生が一定期間将来に関連のある企業等の中で研修生として就業体験を行い、自分の進路先及び適正等を見つめ直す。将来の就

職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。

【授業方法】

本学が委託した「委託インターンシップ」と、各個人が縁故による「縁故インターンシップ」がある。一般企業等への就職希

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計２週間の

インターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習として、インターンシップする企業等の概要について調べておくこと。事後学習として、インターンシップで得たこと

について纏めること。

【評価の方法及び基準】

受け入れ側の評価及び勤務態度等の記されている報告書及び各自のレポートにより評価する。その他詳細については、『身延山大

学インターンシップ細則』に準じる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自分自身の進路において非常に価値のある体験です。冷やかしや遊び半分で行うことの無いようにして下さい。文部

科学省、経済産業省、厚生労働省や各経済団体は、インターンシップを積極的に推進しており、インターンシップを

取り入れている企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会と

しても意義が大きいものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシッ

プは非常に価値ある体験と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

　本学開講科目『情報処理入門』『情報処理応用』を修得した学生。ワープロソフト及び表計算ソフトが使用できる

学生。

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01743] キャリア教育Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路　実春 アワジ　ミハル awaji miharu

【授業のねらい及び到達目標】

自分の夢や人生の目標を持って豊かなキャリアを築くための基礎をつくること、学生と社会人の違いを考えつつ、社会人として必

要な知識や心構えを習得することを主な課題として、４年生の春から本格的にスタートする就職活動に向けて一足早く準備を始め

ます。また、ビジネス電話検定の受験（知識Ａ級取得を目指します）を必須としています。連絡を取り合う手段として頻繁に使用する

電話応対のしかたを学びながら、社会で役立つ知識を習得していきます。

【授業方法】

配布資料に基づいて、講義、演習、ディスカッションなどを行います。講義の内容によっては、知識を得るだけではなく、簡単

なゲームなどを通して「感じる」「考える」時間を作っています。第５回～第11回のビジネス電話検定対策では、指定したテキ

ストおよび配布する過去問を使い、Ａ級合格に向けて学習を進めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日20分間自分自身について、将来

について、考える時間を作ってください。

【評価の方法及び基準】

小論文試験（30％）、授業への取り組み姿勢（30％）、課題提出（30％）、ビジネス電話検定（10％）によって評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

なりたい自分になる！夢の叶えかた第1回

コミュニケーションの基本１第2回

コミュニケーションの基本２第3回

マナーの基本第4回

スキル開発（１）　ビジネス電話検定　対策第5回

スキル開発（２）　ビジネス電話検定　対策第6回

スキル開発（３）　ビジネス電話検定　対策第7回

スキル開発（４）　ビジネス電話検定　対策第8回

スキル開発（５）　ビジネス電話検定　対策第9回

スキル開発（６）　ビジネス電話検定　対策第10回

スキル開発（７）　ビジネス電話検定　試験第11回

社会人としての心構え１第12回

社会人としての心構え２第13回

知っておきたい法律・規則第14回

総括（小論文）第15回

【教科書・参考書】

●テキスト『ビジネス電話検定知識Ｂ級Ａ級実践級受験ガイド』財団法人実務検定協会（早稲田教育出版）1,080円　●第１回～第

４回、第12回～第14回の講義はプリントを配布します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

●ビジネス電話検定受験ガイドを必ず購入してください。●ビジネス電話検定受験は必須です。●第１回講義時にビジネス電話検

定受験ガイドの購入について説明しますので、必ず出席してください。●講義中は積極的に考え行動してください。また欠席を

しないよう心掛けてください。●ビジネス電話検定受験料は、Ａ級（3,000円）Ｂ級（2,200円）です。

- 75 -



対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01744] キャリア教育Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路　実春 アワジ　ミハル awaji miharu

【授業のねらい及び到達目標】

全員が希望就職先で内定をもらうことを目的とします。就職面接試験は、あなたの人生を大きく左右するほどのとても大切な分

岐点です。自己分析や企業研究のしかた、目的、効果を学ぶことで、あなたに合った就職先を見つけられるようになり、志望動

機の書き方や自己アピールの作り方、履歴書の書き方などのコツを学ぶことで、自分の魅力をしっかり伝えられるようになりま

す。また、面接やディスカッションのポイントやコツもお伝えしますので、面接で何を表現し、何を語ればよいのかが分かる

ようになります。

【授業方法】

●配布資料に基づいて、講義、演習、ディスカッションを行います。●実際に自己分析・企業研究をして、これに基づいた志望動

機・自己アピールを考えて履歴書を作成します。●講義の内容によっては、知識を得るだけではなく、簡単なゲームを通して「

考える」「感じる」時間を作っています。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日20分間自分自身について、将来

について考え、実際の就職活動に活かせるよう努めてください。

【評価の方法及び基準】

小論文試験（30％）、授業への取り組み姿勢（40％）、課題提出（30％）によって評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

就職活動のプロセス第1回

自己分析１第2回

自己分析２第3回

企業研究とマッチング第4回

志望動機第5回

自己アピール第6回

履歴書の作成第7回

お礼状の書き方第8回

面接の種類と対策第9回

第一印象の重要性と身だしなみ第10回

美しい姿勢とお辞儀/面接の流れを確認する第11回

正しく聴いて分かりやすく答える（理解する力・伝える力）　質疑応答例第12回

ディスカッション１第13回

ディスカッション２第14回

総括（小論文）第15回

【教科書・参考書】

●毎講義時にプリントを配布します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

●就職活動に必要な知識を得るために、欠席はしないよう心掛けてください。●講義中は積極的に考え行動してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01745] キャリア教育Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

主に英語の上級コース、特に学生に必要な英語知識の応用コースを提供します。本講義をすることにより学生はその希望に則し

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法】

ここ数年､ 少人数のため時間を決めて研究室で一対一の学習をしていますが、人数が多いと教室での講義となります｡�TOEIC狙い

の学生にはTOEICの教材を使って､ 英語で会話をする希望のある学生には会話学習の教材で対応していきます｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

この場合､ 評価は授業への取り組みと試験と宿題を基準に行います｡ 目安として､ 授業への取り組みと学力確認試験は40％ずつで､ 

課題などその他は20％です｡受講前に用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

Pronunciation第1回

Greetings第2回

You　and　Your　Family第3回

Everyday　Life　in　Minobu第4回

Future　Dreams第5回

High　School　Days第6回

中間テスト第7回

Reading　Comprehension第8回

Telephoning第9回

Fixing　an　Appointment第10回

Complaints第11回

Requests　and　Offers第12回

Specific　Career　Terminology１第13回

Specific　Career　Terminology２第14回

まとめと前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます｡�参考書：英和・和英辞典　など 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

高度な勉強です。 発音などに関しては厳しく指導しますので､ しっかり話せるようになりたい方に受講していただきたいです｡ 
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