
対象年度 学科・科目 分野

2019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 通年 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 集中

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（集中講義）。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どうい

う地域か、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、富士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。毎回、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。授業は集中講義で、6

月8日、7月6日、10月26日の3回を予定している。諸般の事情によりこの日に授業ができない場合の予備日として11月9日、11月16

日を設定する。

【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】

巡見した際の授業態度（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、１回目巡見場所の調べ学習第1回

巡見１回目　第2回

巡見１回目第3回

巡見１回目第4回

巡見１回目第5回

２回目巡見場所の調べ学習第6回

巡見２回目第7回

巡見２回目第8回

巡見２回目第9回

巡見２回目第10回

３回目巡見場所の調べ学習第11回

巡見３回目第12回

巡見３回目第13回

巡見３回目第14回

巡見３回目第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もある。巡見は学バスで行く

ので基本的に交通費はかかりません。拝観料他が必要となる場合は予め受講者に連絡する。昼食は各自持参。バスで巡見するので受

講人数に制限があります。開講日土曜日1限～5限、開講日は年度当初に掲示します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019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 選択 （30）以下 種　類 認定

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

※

【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

2019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

髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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。

- 3 -



対象年度 学科・科目 分野

2019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 （15回） 単 位 数 選択 （1） 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

【授業のねらい及び到達目標】

大学で学んだ知識や技術を活かして、地域社会に存在するさまざまな課題を解決するために組織的に社会的活動を行うことをとお

して、社会的役割や市民としての責任を感じ取ってもらうことを目的とする。

【授業方法】

峡南圏域で行われている地域活動を30時間以上行い、地域の課題を明確にする。

地域活動とは、認知症カフェ、高齢者いきいきサロン活動、小中学校出張授業、子育て支援イベントの企画・運営、地域行事への参

加、イベント参加や協働、ボランティア活動等のことをいう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

地域活動を実施する前に、4時間以上の事前学習を実施し、活動目的や活動内容等の計画書を作成する。

実施後は活動の振り返りを行い、6時間以上の事後学習を実施し、活動報告を文章化・言語化して行う。

【評価の方法及び基準】

事前学習での活動計画書の内容（10％）計画と活動報告が一致しているか（20％）、活動報告の内容（報告書30％とプレゼンテ

ーション40％）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：サービスラーニングとは？第1回

活動計画の構成と計画書の作成第2回

活動前の事前準備（事業者との面談と打ち合わせ）第3回

地域活動第4回

地域活動第5回

地域活動第6回

地域活動第7回

地域活動第8回

地域活動第9回

地域活動第10回

地域活動第11回

活動報告書の作成と地域課題の掘り起こし第12回

地域課題に対する解決案の作成と修正第13回

解決案の事業者への提案第14回

事後報告会と全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

「ボランティア論」川村匡由編著（ミネルヴァ書房）2006年。

【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

2019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 （15回） 単 位 数 選択 （1） 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

【授業のねらい及び到達目標】

大学で学んだ知識や技術を活かして、地域社会に存在するさまざまな課題を解決するために組織的に社会的活動を行うことをとお

して、社会的役割や市民としての責任を感じ取ってもらうことを目的とする。

【授業方法】

峡南圏域で行われている地域活動を30時間以上行い、地域課題への解決を図る活動を行っていく。

地域活動とは、認知症カフェ、高齢者いきいきサロン活動、小中学校出張授業、子育て支援イベントの企画・運営、地域行事への参

加、イベント参加や協働、ボランティア活動等のことをいう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

地域活動を実施する前に、4時間以上の事前学習を実施し、活動目的や活動内容等の計画書を作成する。

実施後は活動の振り返りを行い、6時間以上の事後学習を実施し、活動報告を文章化・言語化して行う。

【評価の方法及び基準】

事前学習での活動計画書の内容（10％）計画と活動報告が一致しているか（20％）、活動報告の内容（報告書30％とプレゼンテ

ーション40％）で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

サービスラーニングⅠの成果を踏まえた活動計画立案第1回

活動計画書の具体的な作成第2回

地域活動第3回

地域活動第4回

地域活動第5回

地域活動第6回

地域活動第7回

地域活動第8回

地域活動第9回

地域活動第10回

地域活動第11回

地域活動第12回

事後の振り返り、報告書作成第13回

事後報告会第14回

事後報告会と全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

「ボランティア論」川村匡由編著（ミネルヴァ書房）2006年

【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｡

- 5 -



対象年度 学科・科目 分野

2019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。

- 6 -



対象年度 学科・科目 分野

2019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
学務委員長 ガクムイインチョウ

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】

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出席とする。

【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。

年度末に、その年度に何度（何回）出席したか各自で確認すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05171] 法律学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 堀　保彦 ホリ　ヤスヒコ hori yasuhiko

【授業のねらい及び到達目標】

日常生活で法律を意識することは少ないが、現代国家はすべての決定や判断を法に基づいて行う法治主義を採用し、法は私たちの

あらゆる生活部面に関係しています。本授業では法律と私たちの生活の関係を理解することを目的とします。この授業を受けるこ

とにより私たちの生活を規律する主要な法律の概要を修得することを到達目標とします。

【授業方法】

教科書及び毎回配布するレジュメを中心に講義を行い、各回のポイントに関連する課題についてコメントシートを作成すると

いう方法で授業を行います。講義は、私たちの生活と法律の関係について具体的な裁判例等を題材にして行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業は、法律の初学者には難解な部分があるので自宅で90分以上テキストを使った事前学習が必要です。また、授業後は自宅でレ

ジュメと教科書を使って90分以上事後学習し、授業中にノートしたものをまとめる必要があります（事前学習90分・事後学習90分の

計180分の自宅学習が必要です）。

【評価の方法及び基準】

毎回の課題（コメントシート）への取り組み姿勢（20％）と学力確認テスト（80％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

法学を学ぶにあたって第1回

法とは何か第2回

法の発展第3回

法と裁判第4回

裁判の基準・法の解釈第5回

近代国家と憲法第6回

犯罪と刑罰第7回

家族－夫婦第8回

家族－親子・相続第9回

契約の自由第10回

財産権の保障第11回

損害賠償と過失責任第12回

労働者の権利第13回

商法と会社法第14回

消費者を保護する法律第15回

【教科書・参考書】

教科書：『法学入門（第６版補訂版）』末川博編（有斐閣）2014年

参考書：『現代法学入門（第４版）』伊藤 正己・加藤 一郎編（有斐閣）2005年、『日本人の法意識』川島 武宜（岩波新書）

1967年、『法律学入門（第3版補訂版）』佐藤幸治他著（有斐閣）2008年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前学習・事後学習の他に毎日欠かさず新聞（Webニュースでも可）を読んで、法律に関する記事について疑問や意見をノートに

メモしておいてください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05172] 社会学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

社会学とは､ 社会関係・社会行為とその生成・変動を人間の社会的行為やそれを規制する文化と関連付けながら理論的・経験的に

研究する学問である｡ 社会学というものの考え方を押さえた上で､ 基本的概念､ 現実的諸問題についてふれていきたい｡社会学の

ものの考え方、基本的概念、現代が直面する課題を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義を中心とする｡受講者数によっては、学生諸君にも発表をお願いする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修１２０分、資料や指示されたテキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学修１２０分、ノートを整理しながら資料やテキストを読み直し、要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への積極性30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会学とはどんな学問か第1回

社会学の成立､ 歴史と展開第2回

情報化・消費化社会の展開（１）第3回

情報化・消費化社会の展開（２）第4回

環境の臨界（１）第5回

環境の臨界（２）第6回

夢の時代と虚構の時代（１）第7回

夢の時代と虚構の時代（２）第8回

リアリティ・アイデンティティの変容第9回

現代人は愛しうるか第10回

北の貧困、南の貧困（１）第11回

北の貧困、南の貧困（２）第12回

現代世界の困難と課題（１）第13回

現代世界の困難と課題（２）第14回

人間と社会の未来第15回

【教科書・参考書】

見田宗介 ｢現代社会の理論｣ (岩波新書1996年) と ｢社会学入門｣ (岩波新書2006年) をテキストとして使用しつつ､ 適宜参考文

献を紹介する｡ 宮島喬編 『岩波小辞典社会学』、那須壽編 『クロニクル社会学』 (有斐閣)､ 岩波講座 『現代社会学』 (岩波書

店 26巻)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から社会問題に関心を持ってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05173] 倫理学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 桑名　法晃 クワナ　ホウコウ kuwana hoko

【授業のねらい及び到達目標】

日本の倫理思想史を講義する。日本の倫理思想史についての基礎知識を身につけ、現代日本人の行動の基礎にある価値観を理解する

ことを目指す。また、日本倫理思想史を学ぶことを通して、現代における自分自身のよりよい生き方・あり方を考えるヒントとして

いく。

【授業方法】

講義によって授業を進める。倫理学とは何かについて概観し、本講義における視点を明確にした上で、日本の倫理思想史をたどり

、日本人の倫理意識の形成を学んでいく。本年度は、「異文化受容」をキーワードとして、よりよい生き方・あり方とは何かと

いう普遍的な問題について、近世、近代の日本人は如何に考え、如何なる答えを出してきたのか、順を追って概説していく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修としては、参考書等に目を通し、疑問をもって授業にのぞむこと。事後学修は、授業の内容を踏まえ、その問題について自

分なりに考えてみること。事前・事後学修は最低でも各120分は必要である。なお、詳細は授業中に指示します。

【評価の方法及び基準】

授業に取り組む姿勢30％、レポートと受講態度70％で総合的に評価します。

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】

ガイダンス第1回

倫理学とは何か（1）倫理学と日本倫理思想史第2回

倫理学とは何か（2）なぜ日本倫理思想史を学ぶのか、異文化受容をめぐる諸問題第3回

武士の思想（中世武士道）（1）主従関係の倫理第4回

武士の思想（中世武士道）（2）名と恥第5回

儒学の思想（1）中国の儒学　孔子、孟子、荀子、朱子第6回

儒学の思想（2）日本の儒学史概説第7回

近世の儒学受容（1）林羅山　朱子学の移入第8回

近世の儒学受容（2）将軍・大名による儒学の受容第9回

近世の儒学受容（3）山鹿素行「士道」第10回

近世の儒学受容（4）『葉隠』第11回

近代における文明受容（1）文明開化第12回

近代における文明受容（2）国家神道第13回

丸山真男の文化受容論　日本における文化受容の問題、自己内対話第14回

全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。

参考書：佐藤正英著『日本倫理思想史』増補改訂版（東京大学出版会）2012年ほか

※授業中に適宜参考書を紹介していきます。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

たくさん板書をします。耳を使いながら多くの内容を筆記し、自分のテクストを作成してください。復習として授業ノートを自分の

文章でまとめてみることが重要です。積極的に参加することを望みます。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05175] 教育制度

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

主題は､ 現代日本の教育制度改革である｡ 1990年代から制度改革が要請される社会的背景､ 制度理念およびその具体化を教育政

策の展開と関連づけて考察する｡�戦後教育制度の原理とその後の展開、１９９０年代から始まる教育制度改革の急展開と矛盾を

理解し、子どもの学習権を保障する教育制度のありかたを考える力を身につけ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｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修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。

事後学修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｡ なぜいま教育制度の改革か第1回

戦後教育制度の原理とは何であったのか第2回

50年代教育制度改革の試みとその挫折第3回

60年代……人的能力開発政策とその矛盾第4回

オイルショック後の教育制度の機能不全の進行第5回

臨時教育審議会の設置 (84年－87年)第6回

急速に変わる日本の学校……少子化のなかでの特色ある学校づくり第7回

新自由主義教育改革の登場……市場原理と公教育のスリム化第8回

子どもの権利条約の思想第9回

自治体の教育改革の動向第10回

教育基本法の改正は何をめざすのか第11回

教育における国家の台頭第12回

子ども参加の教育改革の動向(１)第13回

子ども参加の教育改革の動向(２)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教職課程共通に使用する資料として､ 志村欣一・他編 『ハンディ教育六法』 (北樹出版) を用意してほしい｡ 竹内常一 『日本の

学校のゆくえ』(太郎次郎)､ 竹内常一 『教育を変える』(桜井書店)､ 田沼朗・他編 『いま､ なぜ教育基本法の改正なのか』 (

国土社)､ 高橋哲哉 『心と戦争』 (晶文社)｡

【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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05176] 公民科教育法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

戦後､ 高等学校の教育課程では学習指導要領の改訂が７回実施された｡ そして､ 教育基本法改定に伴い新学習指導要領が中央教育

審議会により改訂されている｡ その中で､ ｢公民の資質｣ に直接係わる公民科はあらためてその ｢意義を見直されるべき時期に

来ている｣ と言えるだろう｡ 公民科の教育過程を具体的に知り､ その意義を理解することを目標とする｡

【授業方法】

前半は講義を中心に､ 公民科の成り立ちを追う｡ 後半は､ 現在の公民科教育課程についての理解と､ 受講生それぞれの問題意識

を問う｡参考書などを用いて、当該講義の内容に関する確認を行うこと。

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。

【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指定する。また、必要に応じて資料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】

学期末試験レポート40％､ 中間レポート２回30％､ 授業中の積極性 (課題に対する取組み) 20％、ノート作成の評価10％｡�ノート

は、授業の要旨がおさえられているか、見やすく整理されているか、受講生の工夫があるか、といった点を評価の対象とする。　

【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

公民という概念の形成－西欧と日本－第2回

公民育成の歴史的経緯－古代から民主主義まで－第3回

学校教育と公民育成の経緯－公民的資質－第4回

学校教育と公民科－公民科教育－第5回

公民科とは何か－社会科から公民科へ－第6回

公民科の内容－現代社会－第7回

公民科の内容－現代社会－第8回

公民科の内容－現代社会－第9回

公民科の内容－倫理－第10回

公民科の内容－倫理－第11回

公民科の内容－政治経済－第12回

公民科の内容－政治経済－第13回

公民科教育の現状第14回

公民科教育の課題第15回

【教科書・参考書】

テキストは特にない｡ 参考書は､ 平成４年､ 14年版 『学習指導要領』 (文部省)､ 柿沼､ 安澤､ 茂木共編『改訂高等学校学習指導

要領の展開』(明治図書)､ 熊谷一乗著 『公民科教育』(学文社) などがある｡ その他､ 適宜に授業中に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

資格として教職過程を修めようとするのであれば､ 欠席は厳禁である｡ また､ 公民科は現代社会の問題に直接に関る科目である

ことを充分に理解して授業に臨んでもらいたい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05177] 公民科教育法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

公民科教育は､ 現代教育の中で日増しに重要性が再認識されている科目の1つである｡ 人権や環境､ 社会インフラなどの現代的問

題をどのように教授してゆけばよいか｡ 本講義では､ シラバス作成の理念を理解し、実際にシラバスを作成し、その内容に則り

、単元の授業案を作成し、生徒主体型の授業展開を踏まえて、模擬授業が行えることを目標とする｡

【授業方法】

講義形態を取るが､ 実質的に後半はゼミナールと同様である｡ 学生諸君に与えられた課題を演習形式と実技形式で行う｡　模擬授業を

行うので、学習指導案の作成は事前に行っておくこと。模擬授業の後は、教員の指導を書きとめ、指摘された問題点の克服に努める

こと。 最低２回の模擬授業を行っていただく。

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。

【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指定する。また、必要に応じて資料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】

学期末試験レポート30％､ 模擬授業（指導案の作成、資料の内容も評価の対象とする）２回40％､ 授業中の積極性 (課題に対する取

組み) 20％、ノート作成の評価10％（ノートは、授業の要旨がおさえられているか、見やすく整理されているか、受講生の工夫が

あるか、といった点を評価の対象とする）。

【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

公民科教育課程の考え方第2回

年間授業計画とは何か第3回

年間授業計画立案の具体例と作成第4回

学習指導案とは何か第5回

学習指導案の考え方と授業の組み立て第6回

I oT機器を用いたアクティブラーニング授業第7回

アクティラーニングによる授業の進め方第8回

授業の構成と進め方第9回

学習活動の評価方法と考え方第10回

学習指導案の作成と点検の方法第11回

模擬授業（その1）第12回

模擬授業（その2）と（その1）の振り返り第13回

模擬授業（その3）と（その2）の振り返り第14回

（その3）の振り返りと公開模擬授業、まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは特にない｡ 参考書は､ 平成元年版 『学習指導要領』 (文部省)､ 柿沼､ 安澤､ 茂木共編 『改訂高等学校学習指導要領

の展開』(明治図書)､ 熊谷一乗著 『公民科教育』(学文社) などがある｡ その他､適宜に授業中に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

模擬授業を重んじるので､ 平常点の比率が高い｡ 従って､ 当該時間の欠席はダブルのマイナス点となる｡欠席は厳禁である｡ 公民

科教育法?の単位を修得済みであること｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05178] 宗教科教育法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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 、｢教育の方法｣ を主題とするものである｡ したがって､ 受講生諸君にあっては､学習指導案や授業ノートを作成の上、そ

れらに基づいた模擬授業を実際に体験することを通して、 中学・高校の教壇に立って授業を行なう際の具体的方法を身につける

ことが目標となる｡

【授業方法】

受講生諸君には､ 与えられたテーマに沿って､ 学習指導案や授業ノートの作成に取り組むとともに、それらに基づいた50分程度の

模擬授業を実施してもらう｡ 模擬授業の終了直後､ 他の受講生および担当教員から､ 質問とともに､ 評価すべき点と改善すべき点に

ついて具体的な指摘をうける｡ 模擬授業終了後には､ 授業を行なう際に用いた学習指導案等を必ず提出すること｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

２時間以上を目途として事前・事後の学修を行なうこと。事前・事後の学修とともに、授業中の課題に集中する中で、多くを吸収して

いくことが大切である。

【評価の方法及び基準】

模擬授業50％､ 学習指導案等25％､ 授業に取り組む姿勢25％｡ 上記日程は受講生全員の出席を前提としている｡ その点には十分留意

すること｡ 担当模擬授業の欠席は､ 特別な理由のない限り､ 履修放棄とみなす｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

今後の方針および日程について､ シラバスを踏まえて確認第1回

テーマⅠ．｢法華経の成立について｣ 　担当教員による模範授業第2回

模範授業をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第3回

模範授業をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第4回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第5回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第6回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第7回

テーマⅡ． ｢法華経をお説きになったのはどなた？｣ 　担当教員による問題提起第8回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第9回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第10回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第11回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第12回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第13回

模擬授業予備日第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に指定しない｡ 必要があれば､ その都度､ 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】

授業を行なうことの難しさを､ まずは実感してほしい｡ その上で､ 自身の伸ばすべき点と改めるべき点を見出していってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05179] 宗教科教育法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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、 ｢教育の方法｣ を主題とするものである｡ したがって､ 受講生諸君にあっては､ 学習指導案や授業ノートを作成の上、そ

れらに基づいた模擬授業を実際に体験することを通して、中学・高校の教壇に立って授業を行なう際の具体的方法を身につけるこ

とが目標となる｡

【授業方法】

受講生諸君には､ 与えられたテーマに沿って､ 学習指導案や授業ノートの作成に取り組むとともに、それらに基づいた50分程度の

模擬授業を実施してもらう。模擬授業の終了直後､ 他の受講生および担当教員から､ 質問とともに､ 評価すべき点と改善すべき点に

ついて具体的な指摘をうける。模擬授業終了後には､ 授業を行なう際に用いた 学習指導案等を必ず提出すること｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

２時間以上を目途として事前・事後の学修を行なうこと。事前・事後の学修とともに、授業中の課題に集中する中で、多くを吸収して

いくことが大切である。

【評価の方法及び基準】

模擬授業50％､ 学習指導案等25％､ 授業に取り組む姿勢25％｡ 上記日程は受講生全員の出席を前提としている｡ その点には十分留意

すること｡ 担当模擬授業の欠席は､ 特別な理由のない限り､ 履修放棄とみなす｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

今後の方針および日程について､ シラバスを踏まえて確認第1回

テーマⅠ． ｢天台大師の 『五時』 説は歴史的事実ではないのですか？｣ 　担当教員による問題提起第2回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第3回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第4回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第5回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第6回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第7回

テーマⅡ． ｢日蓮聖人が生きた時代は 『末法』 ではないのですか？｣ 　担当教員による問題提起第8回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第9回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第10回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第11回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第12回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第13回

模擬授業予備日第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に指定しない｡ 必要があれば､ その都度､ 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】

授業を行なうことの難しさを､ まずは実感してほしい｡ その上で､ 自身の伸ばすべき点と改めるべき点を見出していってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05183] 教育実習研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

教員免許状を取得するための基礎的な履修要件として教育実習が課されているが､ この事前・事後指導を行うことを中心的内容とす

る｡ 教育実習に臨むに当たっての心構えを豊かにし､ 実習生活を実りあるものとすることができるよう努めることが特に求められ

る｡�教育実習の内容とそれに向けた準備、その段取り、実習を終えてからの取組み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｡

【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。

事前学修は、あらかじめ指示された参考文献、資料を読んでおくこと。

事後学修は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

授業の性格上､ 出席と取り組みの姿勢を重視する (50％)｡ 試験レポート(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

なぜ教職を志したのか (文書で提出)第2回

教育実習とはどういうものか第3回

実習校を確保する第4回

教師像のイメージづくり､ 一日学校体験のすすめ第5回

学習指導案をつくる第6回

教育実習生の心得第7回

教育実習のスケジュール確認第8回

先輩教師からの助言第9回

教育実習手帳を生かす第10回

授業づくりと指導案第11回

教育実習経験者の体験を聞く第12回

教育実習を終えて・・・成果と課題第13回

よい教師になるための課題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業中に適宜紹介する。必要な資料は、随時配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業の性格上1／3以上欠席した学生には､ 単位を与えない。毎回、積極的に授業に参加してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019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

2019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

2019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）】

事前学修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。

事後学修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】

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。

- 19 -



対象年度 学科・科目 分野

2019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）】

事前学修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。

事後学修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％､ 授業への取組み姿勢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】

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

2019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 岡田　文弘 オカダ　フミヒロ okada fumihiro

【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】

教科書：『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

2019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 桑名　法晃 クワナ　ホウコウ kuwana hoko

【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、幅広く指導していく。

【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】

教科書：『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

2019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 岡田　文弘 オカダ　フミヒロ okada fumihiro

【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

2019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 桑名　法晃 クワナ　ホウコウ kuwana hoko

【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

2019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】

2019年12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

2019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】

2019年12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

2019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】

2019年12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

2019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、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あるいはＮ２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あるいはＮ２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

　　　　『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（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

2019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、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あるいはＮ２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％、Ｎ１あるいはＮ２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

　　　　『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（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

2019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、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あるいはＮ２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％、Ｎ１あるいはＮ２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

　　　　『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（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

2019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

2019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

2019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

2019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

2019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、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。

- 35 -



対象年度 学科・科目 分野

2019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

2019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 岡田　文弘 オカダ　フミヒロ okada fumihiro

【授業のねらい及び到達目標】

この授業は日本文化とその歴史について、主に仏教からの影響を中心として勉強していきます。日本文化は仏教を始め様々な外来

文化を受容する一方、それを独自に改変・展開することで多彩な広がりを見せています。本講義では文学・美術などの芸術作品

や、年中行事などの風習・慣習などを糸口とし、古代から近現代に至るまでの日本文化について理解を深め基本的な知識を習得す

ることを、受講生の到達目標とします。

【授業方法】

教員作成のレジュメを始めとした配布資料を中心に講義を進めます。また毎回リアクション・ペーパーを配布し、授業の最後に時

間を設けて質問・意見等を記入していただきます。その質問等については、翌週の授業の冒頭でフィードバック（回答や補足説明

など）を行ないます。

【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、シラバス記載の参考書や授業内で指示した参考

文献などを読んでおくこと。事後の学習では、リアクション・ペーパーへのフィードバックも踏まえて、学習した内容を自分な

りに整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組みの姿勢（毎回のリアクション・ペーパーへの記入等。50%）および、最終回に実施する試験（50%）により、総合的

に評価を行ないます。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

聖徳太子と日本第2回

仏教文学（１）：古典第3回

仏教美術第4回

神仏習合の文化（１）：その諸様相第5回

神仏習合の文化（２）：日蓮聖人と神祇第6回

唱える仏教（１）：その創出第7回

唱える仏教（２）：その展開第8回

お盆の諸相第9回

葬式の諸相第10回

食文化と仏教第11回

日本文化創出の試み第12回

仏教文学（２）：近代第13回

近代知識人の日本文化論（坂口安吾、南方熊楠らを中心に）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：レジュメをもって代替とする。

参考書：

蓑輪顕量編『事典　日本の仏教』（吉川弘文館、2014）

蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社、2015）

末木文美士『日本宗教史』（岩波新書、2006）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した参考書を始めとする関連書籍を読むことが望ましい。またなるべく双方向の授業とするため、リアクション・ペー

パーの記入に注力すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019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

2019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％、出席数と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】

※書き方

教科書：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

2019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。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％、出席数と授業への取り組み姿勢45％で評価する。前回授業のレポートは授業への取り組み姿勢の判断材料とする。

【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

2019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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01371] 日蓮宗の歴史資料

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

日蓮教団史の史料、特に宗門関係古文書に親しみ基礎的な史料読解力をつけることを目的とする｡本講義を受講することにより、近

世日蓮教団が為政者（幕府）より課せられた宗教統制や当時の寺院と民衆との関係、さらに社会情勢を理解することができる。

【授業方法】

史料を読解して内容を理解するためには､ さまざまな辞典や参考文献を駆使して ｢調べる｣ ことが必要となる｡ 受講生諸君にテキス

トの各部分を割り当てて順次発表してもらう｡ 割り当て部分の発表は必須である｡ 

視聴覚教材を用い、一部タブレット端末等を使用して双方向授業を行う。

【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・事後の学修を行うこと。

内容としては、あらかじめ配布したプリント並びに指示した参考書は必ず読んでおくこと（事前）。

受講後は講読した古文書についてまとめノートを作成すること（事後）。 

【評価の方法及び基準】

学期末レポート70％､ 授業及び課題に対する取り組み姿勢30％。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

日蓮教団史の参考文献第1回

「宗門改」関係書状　概説第2回

「宗門改」関係書状　講読 (その１)第3回

同上 (その２)第4回

同上（その３）第5回

同上 (その４)第6回

同上 (その５)第7回

同上 (その６)第8回

同上 (その７)第9回

同上 (その８)第10回

同上 (その９)第11回

同上 (その１０)第12回

「宗門改」と日蓮宗第13回

「縁付」と「寺送」に対する日蓮宗寺院の対応第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト　事前にプリントを用意する｡�参考書 中尾堯『日蓮宗の成立と展開』(吉川弘文館)､ 立正大学日蓮教学研究所編 『日

蓮教団全史上』(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】

割り当て部分の発表・講読が必須である｡ 各講義終了前に要点を述べるので、その要点に基づいた積極的な予習･復習を希望す

る｡

- 42 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01372] 仏教芸術特講Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 雨宮　弥太郎 アメミヤ　ヤタロウ amemiya yatarou

【授業のねらい及び到達目標】

仏教の多様な藝術表現のあらわれの中あｋら特に「祈り」と「美」の関係性に着目し、科学的な視点、西洋芸術との対比、また

歴史的な造形表現の変遷から俯瞰することにより仏教の精神性がどのように造形に結実しているかを考察する。本授業を受講するこ

とにより、仏像の造形性にとどまらず、仏教精神がいかに総合的に寺院空間を満たしているのかを理解することができる。

【授業方法】

造形芸術の基本要素を歴史的な作品を提示しながら解説する。また「美」にまつわる科学的な知見を紹介することにより自然と造

形の関連性、「かたち」に込められる「精神性」について検討する。各論点を討論を重ねることで造形の理解、基本的な素養

を深めてゆく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：次回授業で行う資料について予め調べておくこと。

事後学習120分：授業で学習した論点を各自整理し、初見を記録する「まとめ」ノートを作成する。

【評価の方法及び基準】

授業への取組み姿勢50％、レポート50％により総合的に評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

カイダンス　祈りの造形第1回

ギリシャ彫刻にみる造形美と表現第2回

西洋世界にみる祈りの造形第3回

日本における仏像造形の変遷第4回

「美」とは何か　①人間の営み第5回

「美」とは何か　②自然の美第6回

プロポーションについて第7回

自然の幾何学第8回

色彩と調和第9回

美的総合（宗教的空間）第10回

西洋絵画にみる聖性第11回

手から生れるかたち（工芸）第12回

表現の社会性（現代美術）第13回

仏教精神の造形第14回

まとめ　「祈り」と「美」第15回

【教科書・参考書】

特になし。参考文献は授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業で提示された視点で寺院空間をとらえなおすこと。自分の美意識を客観視して言葉で記述する。その記録としての「まとめノート

」を作成すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01373] 仏教芸術特講Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 雨宮　弥太郎 アメミヤ　ヤタロウ amemiya yatarou

【授業のねらい及び到達目標】

造形的に対象を観察する技術を習得することにより仏像の美の構造を理解する。また、仏像造形の精神性を素材の特性、素材と

人との関係性から考察する。実際に素材に触れることから体感する事を目標とする。本授業を受講することにより、対象を見る眼が

深まり、「自然」「素材」「祈り」「かたち」の関連性の理解を深める事ができる。

【授業方法】

対象の考察を実践し造形的な物の見方を解説する。また実際に素材に触れながら、素材から導かれる「かたち」、その中に込めら

れる精神性についての理解を深めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：授業で行う資料について、下調べをしておくこと。

事後学習120分：授業では体感による理解を重視するが、体感したものを言葉に置き換える技術の獲得を目標とする。「まとめノ

　ート」の作成を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取組み姿勢（50％）。レポート（50％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス　仏を写す第1回

彫刻造形の観察①　比率第2回

仏像の観察①　比率第3回

彫刻造形の観察②　構造第4回

仏像の観察②　構造第5回

花の観察　　生成の構造第6回

花の観察　　技法第7回

貝の観察　生成の構造第8回

手の観察　比率・構造第9回

触覚による造形第10回

素材としての「木」第11回

「木」の造形第12回

素材としての「石」第13回

「石」の造形第14回

まとめ　空間構成第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に用いない。参考書は授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

体感したことを言葉に置き換える習慣を身につけること。造形の語彙を増やし定着させるために「まとめノート」を作成する

こと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01374] 仏教絵画Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

仏教文化を探求する上で仏像の知識得る事は重要だと思う。 本講義を受講することにより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ることができる。

【授業方法】

この授業では､ テキスト・石膏原型 (大黒天) を使用して､ 楠材の一木作りによる摸刻を行い、その工程を通して授業を進めたい

。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも120分を目途とする。

【評価の方法及び基準】

作品 (制作過程) 50％､ 講義への取り組み姿勢25％､ 事前学習・事後学習25％

受講前テキストの該当箇所を熟読し、制作手順を確認しておく事。受講後は時間内に達成できなかった箇所の彫刻を行うこと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

荒彫り１第1回

荒彫り２第2回

こなし１第3回

こなし２第4回

こなし３第5回

こなし４第6回

こなし５第7回

小作り１第8回

小作り２第9回

小作り３第10回

小作り４第11回

仕上げ１第12回

仕上げ２第13回

小槌の作成第14回

まとめ・批評第15回

【教科書・参考書】

テキスト：工房自作のテキスト・石膏原型 (大黒天を使用して模刻を行う。ノミ等道具類については工房所有の専属道具類を使用

する。それに関連した書籍を随時指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数は先着順で３名まで｡ 本格的制作を行うため仏教彫刻の鑑賞と実践１、２を終えてから受講するのが望ましい。仏像制

作には個人差があり、時間的にも内容の消化に困難が伴うので完成を目指す学生は授業外に彫ってもらう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01375] 仏教絵画Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

仏教文化を探求する上で仏像の知識得る事は重要だと思う。 本講義を受講することにより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ることができる。 

【授業方法】

この授業では､ テキスト・石膏原型 (日蓮聖人) を使用して､ 楠材の一木作りによる摸刻を行い、その工程を通して授業を進めた

い。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも120分を目途とする。

【評価の方法及び基準】

作品 (制作過程) 50％､ 講義への取り組み姿勢25％､ 事前学習・事後学習25％

受講前テキストの該当箇所を熟読し、制作手順を確認しておく事。受講後は時間内に達成できなかった箇所の彫刻を行うこと。   

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

荒彫り１第1回

荒彫り２第2回

こなし１第3回

こなし２第4回

こなし３第5回

小作り１第6回

小作り２第7回

小作り３第8回

小作り４第9回

仕上げ１第10回

仕上げ２第11回

仕上げ３第12回

仕上げ４第13回

経巻の作成第14回

まとめ・批評第15回

【教科書・参考書】

テキスト：工房自作のテキスト・石膏原型 (大黒天を使用して模刻を行う。ノミ等道具類については工房所有の専属道具類を使用

する。それに関連した書籍を随時指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数は先着順で３名まで｡ 本格的制作を行うため仏教彫刻の鑑賞と実践１、２を終えてから受講するのが望ましい。仏像制

作には個人差があり、時間的にも内容の消化に困難が伴うので完成を目指す学生は授業外に彫ってもらう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01376] 仏教音楽Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 下宮　高純 シモミヤ　コウジュン shimomiya koujun

【授業のねらい及び到達目標】

日本音楽の源流である雅楽は　日本の宮廷音楽として　また神社仏閣のおいて神仏諸尊に奏献する音楽として　ほぼ形を変える

ことなく今日まで大切に伝承されてきている。また仏教音楽としての聲明は　雅楽や俗楽などの影響を受けつつ　身延山久遠寺に

おいても「梵唄」として古儀聲明が伝承されている。本講座においては　その雅楽についての基礎的な知識を学び　雅楽の初段

階を演習し　また延山流聲明・池上流聲明・光山流聲明など日蓮宗古儀聲明など　また極楽声歌に代表される聲明雅楽合奏曲な

どを演習し　日本の音楽文化の源流にふれるところにその目的がある。

【授業方法】

授業形態は「演習形式」であり　「講義」と「実技」が中心となる。目標値は　雅楽については　雅楽に関する基礎知識を理解す

ること　平調「越殿楽」一行目を演奏できるようにすること　朗詠「嘉辰」を歌えるようにすること　舞楽の基本動作を理解

するなどであり　聲明については　延山流「回向伽陀」や「法華讃歎」・池上流「初伽陀」や「回向伽陀」・光山流「初伽陀」等

を　また極楽声歌「老君子」などを実唱し　「三十二相散吟打毬楽」や「萬歳楽ー池の涼し」などにふれたい。なお日蓮宗宗定聲

明については他の講義と重複するので取り扱わない。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

音楽実技は一朝一夕に習得出来るものではないので　授業時間外にも各自が自発的に研修を積み重ねることが望ましい。さらに事前

に告知するインターネット情報などによって　自らがその情報を活用調査研究し　この講義に関係する諸事項を自発的に１０時間

以上学修することが望ましい。

【評価の方法及び基準】

最終レポート提出や毎回のレポート提出＝４０％・音楽実技＝４０％・受講姿勢＝２０％により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

雅楽概論（講義）第1回

聲明概論（講義）第2回

雅楽史（講義）第3回

「法華懺法」・「十種供養」（講義・実技）第4回

雅楽聲明音律論（講義）第5回

篳篥１（実技）第6回

鳳笙１（実技）第7回

打楽器・絃楽器１（実技）第8回

雅楽装束１（実技）第9回

龍笛１（実技）第10回

嘉辰（実技）第11回

雅楽演奏会の準備方法（実技）第12回

雅楽聲明合奏「萬歳楽・池の涼し」・「三十二相散吟打毬楽」（V視聴）第13回

管絃公演「抜頭」・「越殿楽」（V試聴）第14回

池上流「初伽陀」第15回

【教科書・参考書】

講義中に配布

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

雅楽三管のいずれかを選択し　第１５回公開講座に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01377] 仏教音楽Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 下宮　高純 シモミヤ　コウジュン shimomiya koujun

【授業のねらい及び到達目標】

仏教音楽Ⅰに引き続き開講される。日本音楽の源流である雅楽は　日本の宮廷音楽として　また神社仏閣のおいて神仏諸尊に奏

献する音楽として　ほぼ形を変えることなく今日まで大切に伝承されてきている。また仏教音楽としての聲明は　雅楽や俗楽

などの影響を受けつつ　身延山久遠寺においても「梵唄」として古儀聲明が伝承されている。本講座においては　その雅楽につい

ての基礎的な知識を学び　雅楽の初段階を演習し　また延山流聲明・池上流聲明・光山流聲明など日蓮宗古儀聲明など　また極楽

声歌に代表される聲明雅楽合奏曲などを演習し　日本の音楽文化の源流にふれるところにその目的がある。

【授業方法】

授業形態は「演習形式」であり　「講義」と「実技」が中心となる。目標値は　雅楽については　雅楽に関する基礎知識を理解す

ること　平調「越殿楽」一行目を演奏できるようにすること　朗詠「嘉辰」を歌えるようにすること　舞楽の基本動作を理解

するなどであり　聲明については　延山流「回向伽陀」や「法華讃歎」・池上流「初伽陀」や「回向伽陀」・光山流「初伽陀」等

を　また極楽声歌「老君子」などを実唱し　「三十二相散吟打毬楽」や「萬歳楽ー池の涼し」などにふれたい。なお日蓮宗宗定聲

明については他の講義と重複するので取り扱わない。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

音楽実技は一朝一夕に習得出来るものではないので　授業時間外にも各自が自発的に研修を積み重ねることが望ましい。さらに事前

に告知するインターネット情報などによって　自らがその情報を活用調査研究し　この講義に関係する諸事項を自発的に１０時間

以上学修することが望ましい。。

【評価の方法及び基準】

最終レポート提出や毎回のレポート提出＝４０％・音楽実技＝４０％・受講姿勢＝２０％により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

池上流「回向伽陀」（実技）第1回

身延流「回向伽陀」（実技）第2回

光山流「初伽陀」（実技）第3回

池上流「初伽陀」（実技）第4回

講式聲明・論義聲明（講義）　身延流「法華讃歎」（実技）第5回

篳篥２（実技）第6回

鳳笙２（実技）第7回

打楽器・絃楽器２（実技）第8回

雅楽装束２（実技）第9回

龍笛２（実技）第10回

新たな法要音楽への試み第11回

公開授業「仏教音楽」第12回

雅楽聲明合奏「極楽声歌・老君子」（実技）第13回

舞楽公演「抜頭」・「陵王」・「萬歳楽」（V試聴）第14回

レポート作成第15回

【教科書・参考書】

講義中に配布

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

雅楽三管のいずれかを選択し　第１５回公開講座に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019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｡みず�

ｩら筆記し、整理したノートは筆記試験の際にも欠かせないものとなるので、この点、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

2019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　東西両教会への分裂第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

2019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､ ｢世界宗教史Ⅰ・Ⅱ｣ 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、ノートの筆記に努め

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、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．メッカの無血制服

　　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）など。



【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

2019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 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 岡田　文弘 オカダ　フミヒロ okada fumihiro

【授業のねらい及び到達目標】

宗教は民俗（古くから民間社会に根づいてきた風習・習慣）に影響を与え、また同時に民俗は宗教に影響を与えています。この

ように「宗教と民俗」という切り離せない関係にある二つのトピックを主軸とし、本授業では仏教を始めとする世界の多様な信仰

、日本を始めとする各国の文化について理解を深めることを目的とします。本授業を受講することにより、受講生は諸宗教および

様々な文化伝統への理解を深め知識を得ることができるでしょう。

【授業方法】

教員作成のレジュメを始めとした配布資料を中心に講義を進めます。また毎回リアクション・ペーパーを配布し、授業の最後に時

間を設けて質問・意見等を記入していただきます。その質問等については、翌週の授業の冒頭でフィードバック（回答や補足説明

など）を行ないます。

【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、シラバス記載の参考書や授業内で指示した参考

文献などを読んでおくこと。事後の学習では、リアクション・ペーパーへのフィードバックも踏まえて、学習した内容を自分な

りに整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組みの姿勢（毎回のリアクション・ペーパーへの記入等。50%）および、最終回に実施する試験（50%）により、総合的

に評価を行ないます。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

インドの民俗第2回

仏教とフォークロア第3回

仏教と美術第4回

神仏習合（１）：その理論と文化第5回

神仏習合（２）：祖師たちと神祇信仰第6回

葬式の諸相（１）：インド、中国第7回

葬式の諸相（２）：日本の葬式仏教、さまざまな供養第8回

お盆の諸相（１）：その由来・意味と風習第9回

お盆の諸相（２）：日蓮遺文『盂蘭盆御書』講読第10回

日蓮遺文に見る民俗第11回

世界宗教と民俗：キリスト教、イスラム教の事例第12回

隠れキリシタンの文化第13回

南方熊楠の視座第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：レジュメをもって代替とする。

参考書：

蓑輪顕量編『事典　日本の仏教』（吉川弘文館、2014）

蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社、2015）

南方熊楠『十二支考』（岩波文庫、1994）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した参考書を始めとする関連書籍を読むことが望ましい。またなるべく双方向の授業とするため、リアクション・ペー

パーの記入に注力すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019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たのはつい最近の事柄である。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、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

2019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。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、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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01571] 博物館資料保存論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

博物館資料の理念として、保存と活用によって国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することが謳われている。よって、資

料保存の基本理念から、博物館で行われている資料保存の実態やその具体的方法等について講義していく。

到達目標　博物館における資料保存の必要性について理解できるようにする。

【授業方法】

授業は、実際の寺院資料をもとに、保存について考える形の授業とする。

【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　授業で学習した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30％､ 平常点50％､ 受講態度20％によって評価する｡�学外の博物館・資料を見学する場合があるが、その際は事前に

連絡する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

資料保存の意義第1回

資料保存の目的第2回

資料の保存と修復（１）第3回

資料の保存と修復（２）第4回

資料の保存と修復（３）第5回

資料の保存と環境（１）第6回

資料の保存と環境（２）第7回

資料の保存と環境（３）第8回

資料保存の実態（１）第9回

資料保存の実態（２）第10回

学外資料見学（１）第11回

学外資料見学（２）第12回

学外資料見学（３）第13回

学外資料見学（４）第14回

全体のまとめ第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)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「博物館概論」「博物館資料論」取得後に受講してもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01572] 博物館経営論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４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】

近年、博物館を取り巻く環境は厳しく、閉館・休館など存立の危機に瀕している博物館も少なくありません。予算の減少などで

十分な事業が展開できない館はさらに多いものと思われます。また全国的に見られる入館者の減少傾向など、今後も博物館にとっ

ては厳しい状況が続く可能性があります。

このような状況の中で、その必要性が高まっているのが、博物館を経営する（ミュージアム・マネージメント）という視点です

。ただし「経営」と言っても、入館者数や収入を増やすということを主眼としているわけではありません。ここでは、博物館は誰

のためにあるのか、何を目指しているのか、社会や地域にどのように貢献するのか、そのためにはどのような組織で、どのよう

な事業を展開すればよいか、そうした博物館の活動をいかに評価するか、といったことが問われます。

この授業では、上記のような博物館経営に関連する今日的課題を理解し、それにいかに取り組むかを考え、実践できる能力を養う

ことを目標とします。

【授業方法】

博物館経営に関する一般論的な講義とともに、様々な博物館の事例から、各地の博物館で実際に展開されている経営のあり方に

ついて、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

館の実地見学も行う予定です。

【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　テキスト・レジュメを読み直すとともに、授業で紹介した博物館のウェブサイト等を確認し、現在の状況を把握

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

博物館経営（ミュージアム・マネージメント）の意義（1）第2回

博物館経営（ミュージアム・マネージメント）の意義（2）第3回

博物館の法・制度、博物館行政第4回

博物館の経営形態（1）第5回

博物館の経営形態（2）第6回

博物館施設の運営と管理第7回

博物館の組織第8回

博物館の使命と評価（1）第9回

博物館の使命と評価（2）第10回

博物館の広報・営業第11回

博物館と社会連携・ネットワーク第12回

事例研究（1）山梨県立博物館の施設・組織と経営第13回

事例研究（2）山梨県立博物館における評価のあり方第14回

博物館経営の実際と課題・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）、佐々木亨・亀井修著『博物館経営論』（放送大学教材、

2013年3月）、P.F.ドラッガー著、上田惇生・田代正美訳『非営利組織の経営』（ダイヤモンド社、1991年7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。

とくに博物館経営では、現在の社会・経済の状況がその活動に反映される場合がありますので、時事問題にも関心を寄せ、博物館

とどのような関わりがありそうかも考えてみてください。 

- 58 -



対象年度 学科・科目 分野

2019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

2019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 （15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

第2回

第3回

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】

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

2019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

についてまとめること。

【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、およ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

2019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

についてまとめること。

【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、およ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

2019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B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１回～第７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】

スキル開発その１　ビジネス電話検定　対策第1回

スキル開発その２　ビジネス電話検定　対策第2回

スキル開発その３　ビジネス電話検定　対策第3回

スキル開発その４　ビジネス電話検定　対策第4回

スキル開発その５　ビジネス電話検定　対策第5回

スキル開発その６　ビジネス電話検定　対策第6回

スキル開発その７　ビジネス電話検定　対策第7回

なりたい自分になる　夢の叶えかた第8回

コミュニケーションの基本その１第9回

コミュニケーションの基本その２第10回

マナーの基本第11回

社会人としての心構えその１第12回

社会人としての心構えその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８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（3,500円）Ｂ級（2,700円）です。
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対象年度 学科・科目 分野

2019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10分間（1週間で70分）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

自己分析その１第2回

自己分析その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

ディスカッションその１第13回

ディスカッションその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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01871] ゼミナールⅠ（池上要靖）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

※

【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

第2回

第3回

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】

※

【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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01874] ゼミナールⅠ（間宮啓壬）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

本授業では、受講生各自が、卒業論文につなげたいと考えているテーマに沿って、「これを是非とも読んでみたいし、皆にも読ん

でもらいたい」と思う本を１冊ずつ選び、順次、輪番で、みずから選んだその本の内容を解説・発表するという形をとる。解説

・発表の際にはレジュメ作成を必須とする。以上により、各自、レジュメ作成と発表のスキルを磨くとともに、卒業論文に向け

ての準備をしっかりと整えていくことを目標とする。他の受講生の関心や視点・手法から学ぼうとうする姿勢も大事である。

【授業方法】

授業の方法はおおよそ以上のようなものであるが、授業をしっかりと成り立たせるためには、受講生各自の事前・事後学修が欠かせ

ない。事前・事後の学修については、次項の通り。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後の学修には、２時間以上の時間を確保すること。特にレジュメの作成・発表の担当回の際には、２時間程度の時間では済

まないはずである。しっかりと時間をとること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢：30％、レジュメ作成能力：35％、解説・発表能力：35％。試験を行なうことは考えていない。上記の要素

が、評価に際しての全てである。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

受講生による本の選択（１年間のゼミナール中に、読み終えられる分量のものが望ましい）。順番確認。
第1回

本が揃うまで、間宮による法華経講義第2回

本が揃うまで、間宮による法華経講義第3回

受講生による解説・発表第4回

受講生による解説・発表第5回

受講生による解説・発表第6回

受講生による解説・発表第7回

受講生による解説・発表第8回

受講生による解説・発表第9回

受講生による解説・発表第10回

受講生による解説・発表第11回

受講生による解説・発表第12回

受講生による解説・発表第13回

受講生による解説・発表第14回

受講生による解説・発表

総　括
第15回

【教科書・参考書】

教科書：受講生各自の選ぶ本が、そのまま各々にとってのテキストとなる（学部予算のゼミナール演習費による人数分購入を考え

ている）。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】

レジュメを準備してこないなど、責任感のない対応だけは慎むこと。責任感の欠如した行為には、厳しく対処する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01877] ゼミナールⅠ（望月真澄）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

本授業は､ 身延山内の文化財や史跡を歩き､ 資(史)料発掘や調査といった作業を通じ､ 仏教史研究の方法を学んでいく｡ したがって

､ 毎回､ 見学場所を設定し､ 現地に赴いて見学や資料調査を行い､ 歴史を体感してもらう｡仏教に関わる文化財や資料の見方が�

｠る程度できるようになることを到達目標とする。

【授業方法】

毎回、身延山内や周辺を歩くので歩きやすい服装で参加すること。雨の日は、図書館等で身延山に関する調べ学習を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修　次回に巡回する場所について120分の調べ学習を行う。

事後学修　巡回した場所について120分の復習を行い、不明な箇所等を調べた上て次回の授業に臨むこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（40％）、授業態度（30％）、事業への取り組み姿勢（30％）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

身延山という霊場第2回

総門巡見第3回

三門巡見第4回

本堂巡見第5回

祖師堂巡見第6回

御廟所巡見第7回

東谷巡見1第8回

東谷巡見2第9回

身延山について　ディスカッション実施第10回

西谷巡見1第11回

西谷巡見2第12回

身延山宝物館見学第13回

身延山巡見のまとめ1第14回

身延山巡見のまとめ2第15回

【教科書・参考書】

教科書　望月真澄『御宝物で知る身延山の歴史』日蓮宗新聞社、2006年。

参考書　望月真澄『身延山を歩く』イーフォー、2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

身延山を歩いて霊場に遺された資料を調査する授業を行うので歴史に関心のあ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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01971] ゼミナールⅡ（池上要靖）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

※

【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

第2回

第3回

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】

※

【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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01974] ゼミナールⅡ（間宮啓壬）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

本授業では、受講生各自が、卒業論文につなげたいと考えているテーマに沿って、「これを是非とも読んでみたいし、皆にも読ん

でもらいたい」と思う本を１冊ずつ選び、順次、輪番で、みずから選んだその本の内容を解説・発表するという形をとる。解説

・発表の際にはレジュメ作成を必須とする。以上により、各自、レジュメ作成と発表のスキルを磨くとともに、卒業論文に向け

ての準備をしっかりと整えていくことを目標とする。他の受講生の関心や視点・手法から学ぼうとうする姿勢も大事である。

【授業方法】

授業の方法はおおよそ以上のようなものであるが、授業をしっかりと成り立たせるためには、受講生各自の事前・事後学修が欠かせ

ない。事前・事後の学修については、次項の通り。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後の学修には、２時間以上の時間を確保すること。特にレジュメの作成・発表の担当回の際には、２時間程度の時間では済

まないはずである。しっかりと時間をとること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢：30％、レジュメ作成能力：35％、解説・発表能力：35％。試験を行なうことは考えていない。上記の要素

が、評価に際しての全てである。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

前期の総評。

順番確認。
第1回

受講生による解説・発表第2回

受講生による解説・発表第3回

受講生による解説・発表第4回

受講生による解説・発表第5回

受講生による解説・発表第6回

受講生による解説・発表第7回

受講生による解説・発表第8回

受講生による解説・発表第9回

受講生による解説・発表第10回

受講生による解説・発表第11回

受講生による解説・発表第12回

受講生による解説・発表第13回

受講生による解説・発表第14回

受講生による解説・発表

総　括
第15回

【教科書・参考書】

教科書：受講生各自の選ぶ本が、そのまま各々にとってのテキストとなる（学部予算のゼミナール演習費による人数分購入を考え

ている）。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】

レジュメを準備してこないなど、責任感のない対応だけは慎むこと。責任感の欠如した行為には、厳しく対処する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01977] ゼミナールⅡ（望月真澄）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

本授業は､ 身延山周辺の文化財や史跡を歩き､ 資(史)料発掘や調査といった作業を通じ､ 仏教史研究の方法を学んでいく｡ したがって

､ 毎回､ 見学場所を設定し､ 現地に赴いて見学や資料調査を行い､ 歴史を体感してもらう｡仏教に関わる文化財や資料の見方が�

｠る程度できるようになることを到達目標とする。

【授業方法】

毎回、身延山内や周辺を歩くので歩きやすい服装で参加すること。雨の日は、図書館等で身延山に関する調べ学習を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修　次回に巡回する場所について120分の調べ学習を行う。

事後学修　巡回した場所について120分の復習を行い、不明な箇所等を調べた上て次回の授業に臨むこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（40％）、授業態度（30％）、授業に取り組む姿勢（30％）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

身延山周辺を歩く　講義第2回

身延山周辺巡見　門前町1第3回

身延山周辺巡見　門前町2第4回

身延山周辺巡見　上の山1第5回

身延山周辺巡見　上の山2第6回

身延山周辺巡見　上の山3第7回

身延山周辺巡見　大野山第8回

身延山周辺巡見　波木井山第9回

身延山周辺巡見　鏡円坊第10回

身延山周辺巡見　寺平第11回

身延山周辺巡見　新宿第12回

身延山周辺巡見　梅平　第13回

身延山周辺巡見　まとめ1第14回

身延山周辺巡見　まとめ2第15回

【教科書・参考書】

教科書　望月真澄『御宝物で知る身延山の歴史』日蓮宗新聞社、2006年。

参考書　望月真澄『身延山参詣道を歩く』イーフォー、2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

身延山周辺を歩くので、歩きやすい服装で参加してください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　資格取得科目 博物館学芸員資格取得課程

講義名 [05071] 博物館実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （3） 種　類 実習

対象学年 -- -- 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】

全国各地の登録博物館・博物館相当施設で､ 博物館学芸員としての業務を実際に体験してもらう｡館務実習の内容及び期間は､ 実

習館に任せる｡随時、学外における実習も行う。

学芸員として勤務できるようになることを到達目標とする。

【授業方法】

博物館実習は､ 館務実習・学外実習を併せて合計１４日間行うこと｡本学が主催する学外実習は随時行うが､ その際は掲示板にて案内

する｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

実習の際には、必ず事前学修120分、事後学修120分を行うこと。

【評価の方法及び基準】

本学で作成した実習評価に基づき､ 実習館で評価してもらう｡ そして、本課程が行う学外実習による評価を併せ､ 総合評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

テキスト：特になし。

参考書：全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『博物館実習マニュアル』(芙蓉書房出版)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

館務実習や学外実習は時間厳守｡ 出席重視なので遅刻・欠席をしないこと｡�学外実習が終ってから２週間以内に大学学務に実習録を提

出し､指導教員の認印を受けること｡春季・夏季中の実習は、休暇後に学校が始まってから２週間以内に実習録を提出すること。提

出が遅いと実習録を受け付けません。よって実習録の提出期限を守ること。
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