
対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls101] 哲学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 諏訪 是隆 スワ ゼリュウ suwa zeryu [suwa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

まず、哲学とはどういう学問なのかを明確にすることを目的とする。その成り立ちと、哲学者達の考えに触れることで、学生

諸君それぞれの在り方、生き方について改めて考えることをねらいとする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

世界の哲学思想を概観することで、異文化の理解し、多様な学問の考え方を習得し、今後の学問探究の場や日常生活において

課題を設定し、問題解決に取り組む姿勢を養ことができることを目標とする。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」

「異文化理解」「論理的思考力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義を中心とするが、学生との対話形式によって講義を進めていく。難解な専門用語などもあるので、講義前の学習が望まし

いが、授業に理解できるよう解説する。

【授業外学修の方法（時間数）】

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、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく

。事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【成績評価（方法・基準）】

出席30パーセント。最終授業での発表と、毎回の講義での取り組み姿勢で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

哲学ということば第1回

神話から哲学へ第2回

ソフィストとソクラテス第3回

プラトンとアリストテレス第4回

ストア派とエピクロス派第5回

キリスト教と中世第6回

ルネサンスの思想第7回

ベーコンのイドラ第8回

デカルトの懐疑第9回

ホッブズのリヴァイアサン 第10回

ロックのコモンウェルス第11回

啓蒙思想第12回

カントの批判哲学第13回

ヘーゲルの体系第14回

まとめ発表第15回

【教科書・参考書】

講義中に必要な図書、参考書を随時紹介する。

【学生へのメッセージ】

哲学と聞くと難解なイメージがあるかもしれませんが、哲学は私たちの生活を意義あるもの、幸せへと導いてくれる叡智です

。共に学びましょう。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls103] 倫理学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

倫理学とはどのような学問であろうか。「日本倫理思想史」という視点から、現代を生きる私たちのよりよい生き方・あり方を考

えるために、特に古代の「神をめぐる思想」から、中世の「仏法をめぐる思想」について概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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します。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生き方・あり方を考えるヒントとし、自ら主体的に考察していく力を習

得することを、本授業の目標とします。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」「文章表現力」「口頭発表力」「批判

的思考力」「論理的思考力」「実行力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

学んでいきます。講義によって授業を進めますが、学生の深い理解に資するよう積極的にICTを活用します。また受講生が自分自身

の問題として主体的に授業に参加するようディスカッションなどを行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

授業に取り組む姿勢40％、レポート60％で総合的に評価します。毎回授業後にリアクションペーパーを配付し、講義内容、意見・

感想等を書いてもらいます。授業に取り組む姿勢は、このリアクションペーパーに基づいて評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

講義ガイダンス第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、倫理の重層性第3回

神をめぐる思想（1）風土と神第4回

神をめぐる思想（2）日本の神の特徴　第5回

神をめぐる思想（3）神と景観、祭祀第6回

神をめぐる思想（4）日本神話の発生と展開第7回

神をめぐる思想（5）古事記神話（1）上巻神話の概要第8回

神をめぐる思想（6）古事記神話（2）上巻神話の世界観第9回

仏法をめぐる思想（1）インド・中国仏教第10回

仏法をめぐる思想（2）日本における仏教の受容、聖徳太子第11回

仏法をめぐる思想（3）国家仏教、本地垂迹説第12回

仏法をめぐる思想（4）修験道第13回

仏法をめぐる思想（5）鎌倉仏教第14回

全体のまとめ　プレゼンテーション第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。参考書：『日本倫理思想史　増補改訂版』佐藤正英著（東京大学出版会）2012年、『日本の思想とは何

か:現存の倫理学』佐藤正英著（筑摩書房）2014年、『古事記神話を読む〈神の女〉〈神の子〉の物語』佐藤正英著（青土社）

2011年ほか。

【学生へのメッセージ】

受講生一人一人が自らの問題として捉え、自分自身の考えを形成することを望みます。授業では、毎回受講生に積極的に問いかけ、

自分の考えを発言してもらいます。

【オフィスアワー】

火曜日第1時限目と木曜日第5時限目

【実務経験】

日蓮宗教師・宗教法人妙法寺副住職
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls105] 歴史学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

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 望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

歴史学とはどういう学問なのかについて講義する。調べ学修や巡見を通じて歴史を体感してもらう。歴史学は、過去の史料を評価

・検証する過程を通して歴史の事実、及びそれらの関連を追究する学問であるので、歴史学を学ぶ意義を本授業で学修してもらい

たい。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

歴史学とはどういう学問か修得し、調べ学修を行った日本史の時代や出来事等について理解できるようにする。歴史の講義と口頭

発表を通して多様な学問の考え方ができるようになる。本学に隣接している身延山久遠寺の歴史についても講義するので、地域

理解が深まる。日本史に関する調べ学習や口頭発表を行うことで構想力が身につく。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義形式を基本とするが、身延山という地域を歩く授業（フィールドワーク）も取り入れることにする。調べ学修を行うので図書

館に行って文献検索を行う時もある。アクティブラーニングを行うので、電子機器（ipad等）を毎回持参すること。調べ学修を行

った後にディスカッションやディペートを行い、プレゼンテーション（口頭発表）してもらう。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修120分：授業内容について予め調べ学習を行い、わからない語句等は辞書で調べておくこと。事後学修120分：授業でやっ

た内容について復習し、わからない箇所は辞書等で調べておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

期末レポート（50％）、授業に取り組む姿勢（50％）

【授業計画（各回の授業内容）】

歴史学とはどういう学問か第1回

史実と伝承第2回

日本史の時代区分第3回

史（資）料とは第4回

日本の暦　暦の見方第5回

日本の暦　旧暦と新暦第6回

日本の元号第7回

日本歴史に関する調べ学修（1）第8回

日本歴史に関する調べ学修（2）第9回

日本歴史に関する調べ学修（3）第10回

日本歴史に関する調べ学修（4）第11回

調べ学修についての発表第12回

歴史散策1第13回

歴史散策2第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：佐藤信編『図説新版歴史散歩事典』山川出版社、2019年。参考書：木村礎・林英夫編『地方史研究の新方法』八木書店、

2000年、小田中直樹『歴史学ってなんだ？』PHP新書、2004年。

【学生へのメッセージ】

授業では調べ学修を行うので、毎回ipadやノートパソコン等の電子機器を持参すること。

【オフィスアワー】

授業開始前、終了後に質問等を教室で受け付けます。その他の時間帯は、メールにて質問等を受け付けます。smochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

身延山高等学校（日本史）教員4年の勤務経験がある。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls107] 日本国憲法〈R2以前入学者は社会探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 堀 保彦 ホリ ヤスヒコ hori yasuhiko [hori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本国憲法は、国民の自由と権利を守り、自由で公正な社会を築くことを目指す法です。本授業では、日本国憲法の国民主権、基本

的人権の尊重、平和主義の基本原理とそれを実現するための統治機構を概説し、私たちと憲法の関わりについて考えます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

憲法を体系的に習得するとともに、現代社会における憲法問題について自ら主体的に考察し、自分の考えを具体的に述べることが

できるようになることを、本授業の目標とします。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」「情報収集力」「文章表現

力」「論理的思考力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書及び毎回配布するレジュメ（論点メモ）を中心に講義を行い、各回の講義ポイントに関連する課題について自由にディ

スカッションしコメントシートを作成・提出するという方法で授業を行います。最終回に現代社会における憲法問題について自

らの考えをプレゼンテーションしていただきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修は、シラバスに記載した次回の講義範囲について教科書を通読し、講義時に指示した判例・新聞記事・Webニュースにつ

いての調査を毎回２時間以上行うこと。事後の学修は、配布したレジュメに基づき授業の復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回のコメントシート（20％）、プレゼンテーション（40％）学力確認テスト（40％）で評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

憲法とは何か第1回

明治憲法と日本国憲法第2回

日本国憲法の成立第3回

憲法の法源と解釈第4回

国民主権第5回

象徴天皇制第6回

平和国家第7回

人権尊重の原理第8回

包括的人権と法の下の平等第9回

精神的自由権第10回

表現の自由第11回

身体的自由権、経済的自由権第12回

社会権第13回

権力分立と統治機構の原理第14回

プレゼンテーション（現代社会における憲法問題について）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『憲法入門（第４版補訂版）』伊藤正己（有斐閣）2006年。参考書：『憲法とは何か』長谷部恭男（岩波新書）2006

年、『憲法入門（六訂版）』樋口陽一（勁草書房）2017年、『憲法（第７判）』芦部信喜（岩波書店）2019年。

【学生へのメッセージ】

日本国憲法施行から70有余年となりますが、その理念が完全に実現しているとは言い難く、また、社会の変化とともに新たな憲

法問題が生じています。授業では、各回の課題について事前に情報収集し、講義中のディスカッションを経て自らの考えをコメン

トシートにまとめることで情報収集力、論理的思考力、文章表現力の向上を図ることを望みます。

【オフィスアワー】

授業終了後に講師控室（大学事務室隣）にて受け付けます。メールアドレスはhori(a)min.ac.jpです。

【実務経験】

株式会社中部銀行24年。銀行におけるコンプライアンス担当の経験から得た実例を基に憲法の今日的意義について考える授業

をします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls109] 政治学〈R2以前入学者は社会探求科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 堀 保彦 ホリ ヤスヒコ hori yasuhiko [hori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

政治とは、集団内の利害や意見を調整する営みです。社会における利害を調整する政治の仕組みとその問題点を理解することを本

授業の目的とします。本授業では、政治体制と変動、国民代表の政治過程、利益代表の政治過程、政治と政策過程、行政統制と行政

責任、政党制、政治意識と政治行動などについて概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

政治や政策のプロセスを理解し、それを支える社会のさまざまな状況を把握・分析する能力を涵養することを本授業の到達目標と

します。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」「情報収集力」「文章表現力」「批判的思考力」を修得することを目指

します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書及び毎回配布するレジュメ（論点メモ）を中心に講義を行い、各回の講義ポイントに関連する課題について自由にディ

スカッションし、コメントシートを作成・提出するという方法で授業を行います。最終回に現代社会における政治の問題点につ

いて自らの考えをプレゼンテーションしていただきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修は、シラバスに記載した次回の講義範囲について教科書を通読し、講義時に指示した新聞記事・Webニュースについての

調査を毎回２時間以上行うこと。事後の学修は、配布したレジュメに基づき授業の復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回のコメントシート（20％）、プレゼンテーション（40％）学力確認テスト（40％）で評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

政治学のアイデンティティー（政治学とはどのような学問か）第1回

政治の世界－政治とは何か第2回

政治体制と変動第3回

主要国の政治制度－権力分立制度の相違第4回

政治と経済、政治と福祉第5回

福祉国家の危機と再編第6回

政治過程と政治制度、国民代表の政治過程第7回

利益代表の政治過程第8回

政治と公共政策、政策過程第9回

行政－行政統制と行政責任第10回

政党と政党制第11回

政治意識と政治行動第12回

政治文化第13回

主権国家のゆくえ第14回

プレゼンテーション（現代政治の問題点について）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『現代政治学（第４版）』加茂利男・大西 仁（有斐閣）2012年。参考書：『行政学（新版）』西尾勝（有斐閣）2001

年、『政策学的思考とは何か－公共政策学原論の試み』足立幸男（勁草書房）2005年、『現代政治の思想と行動（新装版）』丸山

眞男（未来社）2006年。

【学生へのメッセージ】

現代政治が抱えるさまざまな問題点を受講生一人一人が自らの問題として考え、自分自身の意見を形成することを望みます。授業で

は、各回の課題について事前に情報収集し、講義中のディスカッションを経て自らの考えをコメントシートにまとめることで情

報収集力、批判的思考力、文章表現力の向上を図ります。

【オフィスアワー】

授業終了後に講師控室（大学事務室隣）にて受け付けます。メールアドレスはhori(a)min.ac.jpです。

【実務経験】

株式会社中部銀行24年。銀行業界の要望を政策提言に集約する業務（利益代表活動）の経験から具体的な事例をあげて分か

りやすい授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls111] 社会学〈R2以前入学者は社会探求科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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・経験的に研究するこ

とが社会学の目的である。社会学というものの考え方を押さえた上で､ その基本的概念､ 現代社会が直面する諸問題についてふ

れていきたい。講義を中心とし適宜資料を配布するが、学生間の対話も行いたい。また、随時参考文献を紹介する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会学の歴史と基本的概念、主な社会学者の学説および現代社会が直面する諸課題を理解することを目標とする。様々な文化や価値

観を背景とする人々と相互に尊重し合いながら共生する社会への理解や、国際的視野も養う。また、この授業を通して「多様な

学問の考え方」「地域理解」「異文化理解」「情報収集力」「情報分析力」「情報構成力」「批判的思考力」「論理的思考力」

を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義を中心とする｡適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前に指示された資料を読み、出された課題を行っておく（120分）。講義終了後には、ノートを整理しながら復習を行い、次回の

講義に備えること（120分）。

【成績評価（方法・基準）】

レポートを含む学力確認テスト（70％）、授業への積極性（30％）。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

20世紀の社会学第3回

社会的存在としての人間第4回

家族 (１)第5回

家族 (２)第6回

地域社会 (１)第7回

地域社会 (２)第8回

社会構成第9回

ライフスタイル第10回

組織と官僚制第11回

ジェンダー第12回

社会変動第13回

現代の社会問題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は使用しないが必要に応じて資料を配布する。日本ソーシャルワーク教育学校連盟編『社会学と社会システム（最新社会福祉

士養成講座精神保健福祉士養成講座3）』（中央法規出版）2021年は、社会福祉士国家試験受験希望者には有益である。講義の中で 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)、見田宗介『現代社会の理論』（岩波書店）、見田宗介『社会学入門』（岩波書店）をとりあえず参考文献とし

て挙げておく。

【学生へのメッセージ】

日頃から身近な社会問題に関心を持ってほしい｡

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls113] 心理学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

心理学とは、ひとの「意識」や「行動」の傾向を探る学問といえます。目に見えない「こころ」を科学する視点を持ち、「臨床

心理学」「社会心理学」「発達心理学」など、さまざまな理論から考えていきます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①人の心の基本的な仕組みと機能を理解し、環境との相互作用の中で生じる心理的反応を理解する。②人の成長・発達段階の

各期に特有な心理的課題を理解する。③日常生活と心の健康との関係について理解する。④心理学の理論を基礎としたアセス

メントの方法と支援について理解する。この授業を通して「多様な学問の考え方」「傾聴力」「批判的思考力」を修得すること

を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

配布資料を基に、講義、演習、ディスカッションを行う。授業の中では、受講生が自分自身の身近な事柄にひきつけて理解できるよ

う例を示す。また講義後に、学生同士の意見交換やディスカッション、ロールプレイなどの演習も取り入れながら学修を深める

。各授業終了時には、小レポートの作成を通して学んだ内容をまとめることにより、学修の定着を図る。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、シラバスに記載した参考書を読み、内容や用語について

予習を行うこと。事後学習では、毎回課題を課すため、学んだことを整理し、課題を行ってくること。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

心理学の歴史と対象第1回

心を探究する方法の発展　人の心の基本的な仕組みと機能第2回

心の生物学的基盤第3回

感情・動機づけ・欲求第4回

感覚・知覚第5回

学習・行動　「学習への動機づけ」についてICT機器による調べ学習第6回

認知第7回

個人差第8回

人と環境　人の心の発達過程第9回

生涯発達　心の発達の基盤　日常生活と心の健康第10回

心の不適応第11回

健康生成論　心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本第12回

心理アセスメント　心理的支援の基本的技法第13回

心理療法におけるアセスメントと介入技法の概要（１）第14回

心理療法におけるアセスメントと介入技法の概要（２）第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし。プリントを配布する。参考書：「心理学・入門――心理学はこんなに面白い」サトウタツヤ・渡邊芳之著　有

斐閣アルマ2011年。そのほか適宜資料や文献等を紹介する。

【学生へのメッセージ】

履修登録しておけば単位が出るという授業ではありません。参考図書等を読む習慣をつけるようにしてください。予習・復習し

ないとわからなくなります。仏教においても福祉においても、自己ならびに他者の心のしくみと人間関係を見つめることは重要

なことです。一緒に心理学の世界を楽しみましょう！

【オフィスアワー】

火曜日：10:30～12:30、木曜日：10:30～11:50

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [jji033] 日本語リテラシー

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田淵 和子 タブチ カズコ tabuchi kazuko [tabuchi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語の説明的な文章を読んで書くことの基本的実践能力を養う。その過程で必要となる知識やスキルに対応して授業を構成す

る。具体的には、日本語の表記・語彙・構文法等を踏まえた基本的な構え、目的に応じた違い、文章を読み取って理解するス

キル、考えを整理し組み立てるスキル、書いて自己添削するスキル、等を取り上げる。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

大学において授業を理解しレポートなどを執筆するために必要となる、説明的な日本語の読み書きの基礎的な実践能力を身に着

ける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

新入生の基礎学力向上のための補講科目の一つで、年度当初に実施する第１回「日本語運用能力テスト」（株式会社 Ｚ会ソリュ

ーションズ）の個人成績表を基として受講者（若干名）を選定し、年間15回（６月から12月まで）90分（＝講義形式60分＋質問形式

30分）の補講を実施する本学独自の教養教育プロトコル（卒業基準単位外）である。

【授業外学修の方法（時間数）】

受講者個々の学習能力に応じた授業外学修内容が提示される。

【成績評価（方法・基準）】

年度末に２回目の「日本語運用能力テスト」を実施する。

【授業計画（各回の授業内容）】

[(1) 6/21, (2) 6/23] オリエンテーション・自己紹介第1回

[(1) 6/28, (2) 6/30] 問題冊子の振り返り(1)：第１問、第２問第2回

[(1) 7/ 5, (2) 7/ 7] 同上(2)：第３問、第４問第3回

[(1) 7/12, (2) 7/21] 錬成問題集の振り返り(1)：資料を理解する第4回

[(1) 7/26, (2) 7/28] 同上(2)：情報を整理・分類する第5回

[ 9/27] 同上(3)：行動に応用する第6回

[10/ 4] 同上(4)：論点・要旨を理解する第7回

[10/11] 同上(5)：想像しながら読解する第8回

[10/18] 同上(6)：文章の構造を理解する第9回

[10/25] 基礎現代文(1)：詩の心を読む第10回

[11/ 8] 同上(2)：ウホツホ探検隊第11回

[11/15] 同上(3)：冨嶽百景第12回

[11/22] 同上(4)：科学の考え方・学び方第13回

[11/29] 復習問題に関する質疑応答第14回

[12/ 6] まとめ第15回

【教科書・参考書】

『改訂版 基礎 現代文（新版完全征服）』滝本正史編著（桐原書店）2008年、『思考力・判断力・表現力 錬成問題集』Ｚ会編

集部（Ｚ会）2018年、『日本語運用能力テスト問題冊子 2021年度第1回 標準レベル』Ｚ会編集部（Ｚ会）2021年。

【学生へのメッセージ】

疑問点は積極的に質問し、「読む力」をレベルアップしましょう。

授業計画のうち(1)の日付は月曜日開講の授業で、(2)は水曜日になります。

【オフィスアワー】

https://www.min.ac.jp/img/pdf/officehbw.pdf

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [jji035] 日本語アカデミックライティング

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語で学術的な文章を書くために何が必要か、それはどのようなプロセスであるかを具体的に説く。アカデミックな文章と

は単なる主張ではなく説得のプロセスであることを明確にし、プロセスの１つ１つを追いながら、論文などがどのように構成

されてゆくかを具体的に解説する。また、個々の学問領域によって特に重要視される点などにも目を向ける。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

レポートや論文、卒業研究などの学術的な文章を書くためのスキルを身につける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

新入生の基礎学力向上のための補講科目の一つで、年度当初に実施する第１回「日本語運用能力テスト」（株式会社 Ｚ会ソリュ

ーションズ）の個人成績表を基として受講者（若干名）を選定し、年間15回（６月から12月まで）90分（＝講義形式60分＋質問形式

30分）の補講を実施する本学独自の教養教育プロトコル（卒業基準単位外）である。

【授業外学修の方法（時間数）】

受講者個々の学習能力に応じた授業外学修内容が提示される。

【成績評価（方法・基準）】

年度末に２回目の「日本語運用能力テスト」を実施する。

【授業計画（各回の授業内容）】

[ 6/22] ガイダンス／自己紹介第1回

[ 6/29] 生活記録を書く(1)第2回

[ 7/ 6] 新聞の社説をまとめる(1)第3回

 [ 7/13] 論文の要点をまとめる(1)第4回

 [ 7/20] 生活記録を書く(2)第5回

 [ 7/27] 新聞の社説をまとめる(2)第6回

 [ 9/28] 論文の要点をまとめる(2)第7回

 [10/ 5] 生活記録を書く(3)第8回

 [10/12] 新聞の社説をまとめる(3)第9回

 [10/19] 論文の要点をまとめる(3)第10回

 [10/26] 生活記録をまとめる(4)第11回

 [11/ 2] 新聞の社説をまとめる(4)第12回

 [11/ 9] 論文の要点をまとめる(4)第13回

 [11/30] 生活記録をまとめる(5)第14回

 [12/ 7] 全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『子ども白書 2019年版／2020年版』日本子どもを守る会編（かもがわ出版）2019年／2020年。参考書：『朝日新聞』『

毎日新聞』などの社説、適当な論文を用意します。

【学生へのメッセージ】

毎日の日常生活を記録してください。新聞の社説、論文を読むだけでなく、その要点を文字にまとめるように努力してください

。

【オフィスアワー】

https://www.min.ac.jp/img/pdf/officehbw.pdf

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [jji037] 日本語とコミュニケーション

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

普段あまり意識せずに行っている日本語を使ったコミュニケーションに対して、コミュニケーション学及び言語学の角度からア

プローチし、私たちが使っている日本語やそれを使って行うコミュニケーションを客観的に見る視点を提供する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

コミュニケーション学の観点と言語学の観点とを組み合わせることにより、日本語や言語一般に対する学習者の興味を喚起す

ると共に、日常的に行っている日本語を使ったコミュニケーションに対して自覚的になることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

新入生の基礎学力向上のための補講科目の一つで、年度当初に実施する第１回「日本語運用能力テスト」（株式会社 Ｚ会ソリュ

ーションズ）の個人成績表を基として受講者（若干名）を選定し、年間15回（６月から12月まで）90分（＝講義形式60分＋質問形式

30分）の補講を実施する本学独自の教養教育プロトコル（卒業基準単位外）である。

【授業外学修の方法（時間数）】

受講者個々の学習能力に応じた授業外学修内容が提示される。

【成績評価（方法・基準）】

年度末に第２回「日本語運用能力テスト」を実施する。

【授業計画（各回の授業内容）】

[ 6/25] 自己紹介第1回

[ 7/ 9] 食生活第2回

[ 7/16]�旅行第3回

[10/ 1]�ペット第4回

[10/ 8]�ストレス解消法第5回

[10/15]�日本の自然（四季）第6回

[10/22]�スポーツ第7回

[10/29]�職業第8回

[11/ 5]�地域の特色第9回

[11/12]�携帯電話第10回

[11/19]�防災第11回

[11/26]�環境問題第12回

[12/ 3]�仕事と役割第13回

[12/10]�将来の夢第14回

[12/17]�まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語おしゃべりのたね 第2版』澤田幸子[ほか]著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『思考力・判断力

・表現力 錬成問題集』Ｚ会編集部（Ｚ会）2018年、『日本語運用能力テスト問題冊子 2021年度第1回 標準レベル』Ｚ会編集

部（Ｚ会）2021年。

【学生へのメッセージ】

積極的に会話に参加し、コミュニケーションスキルを高めましょう。

【オフィスアワー】

https://www.min.ac.jp/img/pdf/officehbw.pdf

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm009] 留学成果による単位認定

期　間 前期 （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 [imochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

交換留学生の単位を認定します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

認定科目

【授業方法（フィードバックの内容）】

認定科目

【授業外学修の方法（時間数）】

認定科目

【成績評価（方法・基準）】

認定科目

【授業計画（各回の授業内容）】

認定科目第1回

【教科書・参考書】

認定科目

【学生へのメッセージ】

認定科目

【オフィスアワー】

認定科目

【実務経験】

副学長
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm011] 社会活動の単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 認定

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 academic affairs committee chair

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本学の建学の精神である「社会に身をもって尽くす」ための実践的活動に対して単位認定を行います。授業カリキュラムの中だ

けでは得られない社会活動を直に行い、社会に対する貢献とはどういうことなのかということを肌で感じてもらうための科目で

す。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

どのような活動を行うかによって具体的到達目標は異なってきますが、概念的には、社会貢献の具体的なあり方に気づき、現

場における実践を通して課題解決に取り組む姿勢が培われることが目標となります。

【授業方法（フィードバックの内容）】

第１回目のガイダンスでこの科目の意味とねらい、単位認定の方法、申請の具体的な手順などについて説明します。第２回目

以降は、それぞれの活動内容によって時間数が計算されます。

【授業外学修の方法（時間数）】

それぞれの活動内容によって異なります。

【成績評価（方法・基準）】

必要最低時間を満たすこと。例：施設ボランティアの場合は45時間。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

【教科書・参考書】

認定科目

【学生へのメッセージ】

認定科目

【オフィスアワー】

認定科目

【実務経験】

仏教学部長
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm013] ボランティア活動の単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 認定

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 academic affairs committee chair

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

ボランティア活動の単位認定を行います。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

認定科目

【授業方法（フィードバックの内容）】

認定科目

【授業外学修の方法（時間数）】

認定科目

【成績評価（方法・基準）】

認定科目

【授業計画（各回の授業内容）】

認定科目第1回

【教科書・参考書】

認定科目

【学生へのメッセージ】

認定科目

【オフィスアワー】

認定科目

【実務経験】

仏教学部長
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm101] 自然科学入門／自然と環境〈R2以前入学者は社会探究科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）R3以降学生 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 神宮寺 守 ジングウジ マモル jinguji mamoru [jinguji(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

自然科学の基礎的な知識として宇宙の歴史、地球の有限性、地球システムそして物質の循環とエネルギーの流れについて講義する

。人間活動の拡大が国内の大気・水・土壌環境に及ぼす影響や地球温暖化など地球環境問題ついて科学的根拠に基づいて理解

を深め、地球の限界や持続可能な開発目標（SDGs）について概説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

自然科学の知識を習得することで、自然環境に関する様々な情報について科学的に分析し評価できるようになる。また、地球シ

ステムの調和のとれた自然環境の中で、多種多様な生物が生態系を形成し生命活動を営むことの重要性を論理的に考察し表現す

る力を身につける。この授業を通して「多様な学問の考え方」「論理的思考力」「評価力」の修得を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

授業では、自然科学の基礎的知識、人間活動が国内や地球規模の自然環境に及ぼす影響、そして自然環境や生物多様性の持続として

重要と考えられるテーマについて、配布プリントを使用し、板書とともにPowerPointを活用して授業内容を理解できるように講

義する。また、受講生が自分の考えや意見を述べる機会を作る。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修では、各回の講義内容をまとめたプリントをあらかじめ配布するので、予習を２時間以上行うこと。事後の学修では

、授業で使用したスライドのプリントを当日配布するので、参考にして復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業参画度（10％）、 コメント(20％)、　レポート（30％）、　学力確認テスト(40％)により総合評価します。（コメント： 

毎回の授業終了時に配るコメント用紙に、授業内容の要点や感想、また意見や質問を書くこと。）

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

宇宙の歴史（ビッグバン宇宙、地球、生命誕生、生物進化、人類）第2回

地球システム（有限性、大気・水・地・生物の４つの圏と人間圏）第3回

自然環境に影響を及ぼす主な原因（世界の人口、化石燃料の消費）第4回

大気環境（大気の構造、大気汚染、光化学スモッグ、酸性雨）第5回

水環境（水質の汚濁と汚染、汚濁の指標 、生活排水、下水処理）第6回

土壌環境（土壌の役割、土壌汚染、地下水汚染、ダイオキシン類）第7回

地球温暖化(その１)（温室効果ガス、地球温暖化のメカニズム）第8回

地球温暖化(その２)（気候変動、二酸化炭素問題、将来予測）第9回

成層圏オゾン（オゾン層破壊のメカニズム、南極オゾンホール）第10回

海洋環境（汚染物質の種類と経路、マイクロプラスチック汚染）第11回

森林環境（森林の多機能性、森林、特に熱帯雨林の減少と劣化）第12回

生物多様性（生態系・種・遺伝子、野生生物種の減少）第13回

地球の限界(Planetary Boundaries)と持続可能な開発目標(SDGs)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書： なし。プリントを配布する。　参考書： 『令和２年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』環境省、『地球

環境・気候など各種データ・資料』気象庁、『環境科学入門』川合真一郎・張野宏也・山本義和著（化学同人）2018年、『地球

と環境の科学』木下紀正・八田明夫著（東京教学社）2020年、『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと持続

可能な開発』J.ロックストローム・M.クルム著、武内和彦・石井菜穂子監修（丸善出版）2018年。

【学生へのメッセージ】

日常の生活においても、自然科学の視点から自然環境とその変化に関心を持ち、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等で

授業内容に関連する情報を見たり、聞いたり、読んだりするように心がけること。

【オフィスアワー】

水曜日２時限目の授業の前後に教室にて受けつけます。

【実務経験】

危険物取扱者（甲種）資格。山梨県森林審議会委員。山梨県環境科学研究所課題評価委員。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm203] 人間関係とコミュニケーションの基礎／人間関係とコミュニケーション〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

コミュニケーション能力という言葉をよく耳にしますが、「コミュニケーション」とはどのようなものを指すのか。「人間関係

とコミュニケーション」を中心に、基礎的な理論、具体的なコミュニケーション技術、現代のコミュニケーションをめぐる問

題として新たなコミュニケーションツールなどについて概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

コミュニケーションの知識を体系的に習得するとともに、相手の言ったことを的確に理解し、自分の言葉で具体的に述べる力を

身につけることを、本事業の目標とします。また、この授業を通して「傾聴力」「会話力」「口頭表現力」を修得することを目

標とします。

【授業方法（フィードバックの内容）】

 授業では、コミュニケーション理論について正確に理解するよう講義すると同時に、それらを現実の自分の問題としてひきつけ

て、思考、かつ実践できるよう具体的で積極的に参加する授業を行います。また、皆さんの発表力を充実させるために、ディスカ

ッション、ディベートを行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学習では、各回の講義内容についてシラバスに記載した参考書による事前学修を毎回2時間以上行うこと、事後の学修では、

配布プリントの内容に基づき授業の復習を２時間以上行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

プレゼンテーション（40％）学力確認レポート（40％）授業参画度（20％）

【授業計画（各回の授業内容）】

人間関係と心理（自己覚知）第1回

人間関係と心理（他者理解）第2回

人間関係と心理（ラポール）第3回

対人関係とコミュニケーション（対人関係・コミュニケーションの意義）第4回

対人関係とコミュニケーション（対人関係・コミュニケーションの概要）第5回

コミュニケーションを促す環境第6回

コミュニケーションの技法（物理的対人距離・心理的距離）第7回

コミュニケーション（言語的コミュニケーション・非言語コミュニケーション）第8回

コミュニケーションの技法（傾聴）第9回

コミュニケーションの技法（受容・共感）第10回

機器を用いたコミュニケーション第11回

記述によるコミュニケーション第12回

チームマネージメントとコミュニケーションの基本第13回

チームマネージメントを行う際のコミュニケーション技術第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし　プリントを配布する。参考書：『入門コミュニケーション論』宮原哲（松柏社）2006年、『グローバル社会のコ

ミュニケーション学入門』藤巻光浩（ひつじ書房）2019年、『メディア・リテラシー』菅谷明子（岩波書店）2000年。その他

の参考書は講義中に適宜紹介する。

【学生へのメッセージ】

現代社会に求められる「コミュニケーション能力」を受講生一人一人が自らの問題として捉え、落ち着いて他者の意見を聴く、自

信をもって自分の意見を述べられるようになることを望みます。毎回受講生に積極的に問いかけ、発言してもらいます。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と水曜日１時限目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

山梨県教育委員会スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーク4年での実務勤務を活かして、コミュニケーションの

重要性を感じられる授業にしたいです。

- 15 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm305] 人間の尊厳と自立〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 村瀬 正光 ムラセ マサミツ murase masamitsu [murase(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

人間の理解を基礎として、尊厳の保持と自立について理解し、介護福祉の倫理的課題への対応能力の基礎を養う学習とする。人

間の尊厳と自立を理解する為、基本的人権の理念、人権侵害等の社会問題を通して学ぶ。介護における尊厳の保持・自立支援を理

解するために、具体的な生活場面の事例を取り上げて学ぶ。人権思想・福祉理念の歴史的変遷を理解し、人間の尊厳・人権尊重及

び権利擁護の考え方を養う内容とする。人間にとっての自立の意味と、本人主体の観点から、尊厳の保持や自己決定の考え方を理

解する内容とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

介護を必要とする者に対する全人的な理解や尊厳の保持、介護実践の基盤となる教養、総合的な判断力及び豊かな人間性を涵養

する。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、情報収集力、情報分析力、読解力、文章表現力、課題設定力、実行力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

講義毎の予習と復習のレポート：100％

【授業計画（各回の授業内容）】

人間の多面的理解第1回

人間の尊厳と人権・福祉理念第2回

人間の尊厳 普遍的尊厳第3回

人間の尊厳 個別的尊厳・多様性第4回

自立の概念第5回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第6回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第7回

人権と尊厳 基本的人権第8回

権利擁護第9回

アドボカシー第10回

人権尊重第11回

スティグマ第12回

身体的な自立支援第13回

精神的な自立支援第14回

社会的な自立支援第15回

【教科書・参考書】

『介護概論』三訂　介護福祉士養成講座１２　福祉士養成講座編集委員会（編）　中央法規

【学生へのメッセージ】

積極的に授業に参加するとこを望む。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

腎臓内科医
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl101] 山梨県と峡南地域〈R2以前入学者は総合科目〉

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 [smochi(a)]

林 是恭 ハヤシ ゼキョウ hayashi zekyo [zhayasi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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（フィールドワーク）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。自ら歩いて見学することにより、峡南地域の歴史と文化を体感する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。そして、3回の巡見（フィールドワーク）は歩くこ

とも多いので健康力がつき、地域の歴史と文化を巡見するので情報収集力がつき、地域理解が深まるようになる。巡見先の人の

話を聞くので傾聴力も身につく。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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（フィ

ールドワーク）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限は大学内で調べ学習を行い、それから巡見を行う

。授業は集中講義で、5月22日、10月9日、11月20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12月4日、12月11日を設定する。

【授業外学修の方法（時間数）】

３回それぞれの巡見（フィールドワーク）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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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】

特になし。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

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。巡見は基本的に学

校のバスを利用するので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。受講生数に

もよりますが、基本的に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限となります。3回の開講日に注

意してください。

【オフィスアワー】

授業内容等に関する質問があれば、3回の授業前後の時間に担当教員が対応する。毎回、1時間目に調べ学修を行うが、具体的な巡

見場所を知りたい受講生は事前に担当教員に聞いてください。メール可　smochi(a)min.ac.jp



【実務経験】

望月真澄：身延山宝物館学芸員として勤務経験あり。

林是恭：身延山宝物館の学芸員として勤務。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl103] 山梨県の福祉文化／身延町の福祉文化〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義と演習、実践

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

講義と演習、そして学外において福祉活動に参加して、地域文化と福祉の関わり、地域課題と福祉のあり方への理解を深め、地域

課題を解決するための基礎スキルの習得をおこなう。キーワード：福祉文化、地域課題、課題解決

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

豊かな暮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

、私たちが暮らす地域の福祉の多様性を理解できるようになる。次に、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。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。キー

ワード：地域理解、情報収集力、情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、文章表現力、口頭発表力、批判的思考力

、論理的思考力、課題設定力、構想力、計画力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。校外学習では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、それまでの授業を踏まえて、「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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

授業への参加度（50％）、プレゼンテーションの準備と発表（50％）。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

資料から考察する身延町の福祉（1）第4回

資料から考察する身延町の福祉（2）第5回

地域の福祉活動での実践（身延児童館での子育て支援イベント）第6回

実践の振り返りから考える身延町の福祉　地域図書館の活用（地域情報の入手と加工）（1）第7回

地域図書館の活用（地域情報の入手と加工）（2）第8回

地域図書館の活用（情報加工技術）第9回

プレゼンテーション（1）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（PBL型）第13回

地域課題解決具体案の作成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（2）第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし。プリントを配布する。参考書：『福祉文化の協奏』増子勝義（北樹出版）2017年、『福祉文化とは何か』河東田博

編（明石書店）2010年、『福祉文化論』一番ケ瀬康子その他編（有斐閣ブックス）1997年。その他の参考書は講義中に適宜紹介

する。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

「福祉文化」という聞き慣れない言葉ですが、個が大切にされ、人と人との間に温かさを通わせることの出来る暮らしについ

て課題意識をもって共に考えましょう。



【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl205] サービスラーニングⅠ〈R2以前入学者は総合科目〉

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 [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会貢献活動となる活動を主題として、地域の課題について、それを体験し、まとめて整理して、内容を明かに認識して、解決

に向けての方策を考え事前に試用し、改善を加えて、再実行できるプロセスが踏めるような授業構成とする。キーワード：社会貢

献、地域貢献、課題解決、PDCAサイクル

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

大学内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にたいする情報を収集し、分析し、まとめて、課題

解決に向けて組織的に社会的活動を行うためのコミュニケーション力を発揮し、社会的役割や市民としての責任に立脚して貢献

できる姿勢を得ることを目標とする。学生はPDCAサイクルを理解して、その活用方法を学び、論理的に組み立て、実際に運用し

、解題解決の方法として実践できる力を成果とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。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｡�

【授業計画（各回の授業内容）】

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１第4回

地域活動２第5回

地域活動３第6回

地域活動４第7回

地域活動５第8回

地域活動６第9回

地域活動７第10回

地域活動８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。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

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｡

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

元身延町教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl207] サービスラーニングⅡ〈R2以前入学者は総合科目〉

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 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会貢献活動となる活動を主題としえて、地域の課題について、それを体験し、まとめて整理して、内容を明かに認識して、解

決に向けての方策を考え事前に試用し、改善を加えて、再実行できるプロセスが踏めるような授業構成とする。サービスラーニン

グIとの継続でも可であるが、なるべくならば他社、他所での異なる体験を積むことを良とする。キーワード：社会貢献、地域

貢献、課題解決、PDCAサイクル

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

大学内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

通して、社会的役割や市民としての責任を自覚できることを目標とする。学生はPDCAサイクルを理解して、その活用方法を学び

、実際に運用し、解題解決の方法を実践できる力を成果とする。キーワード：健康力、地域理解、情報収集力、情報分析力、傾

聴力、会話力、口頭発表力、批判的思考力、論理的思考力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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・言語化する。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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１第3回

地域活動２第4回

地域活動３第5回

地域活動４第6回

地域活動５第7回

地域活動６第8回

地域活動７第9回

地域活動８第10回

地域活動９第11回

地域活動10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】

教科書：特になし。プリントを配布する。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。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

受け身ではなく、自らが体験してそれを振り返り、文章や言葉として他者に伝えていくことをとおして学びを深めて欲しい。「

我がまち」という意識を持ち、活動をとおして地域の課題を明確にする意識を持って欲しい。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb111] 社会福祉概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉をめぐる思想・哲学・理論を理解する。社会福祉の歴史的展開の過程と社会福祉の理論を踏まえ、欧米との比較によって日本

の社会福祉の特性を理解する。社会問題と社会構造の関係の視点から、現代の社会に問題について理解する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助活動の背景について理解する。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、健康力、地域理解、情報収集力、情報分析

力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

社会福祉と歴史的展開をふまえて理解できるように制度論にもふれながら､ 基礎的知識を学習する。個人ワーク、アクティブラー

ニングを取り入れた授業を行う。授業終了後、リアクションペーパーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

試験（50％）、レポート・リアクションペーパー（30％）、学習態度（20％）などを総合的に評価。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会福祉の原理（社会福祉の歴史、思想・哲学、理論、社会福祉の原理と実践）第1回

社会福祉の原理（社会福祉学の構造と特徴）第2回

社会福祉の歴史（歴史観、政策史、実践史、発達史、時代区分）第3回

日本の社会福祉の歴史的展開（慈善事業、博愛事業、社会事業）第4回

日本の社会福祉の歴史的展開（社会福祉事業、社会福祉）第5回

欧米の社会福祉の歴史的展開（救貧法、慈善事業、博愛事業）第6回

欧米の社会福祉の歴史的展開（社会事業、社会保険、福祉国家、福祉社会国際的潮流）第7回

社会福祉の思想・哲学（社会福祉の思想・哲学の考え方、人間の尊厳）第8回

社会福祉の思想・哲学（社会正義、平和主義）第9回

社会福祉の理論（社会福祉の理論の基本的考え方、戦後社会福祉の展開と社会福祉理論）第10回

社会福祉の理論（社会福祉の理論、欧米の社会福祉の理論）第11回

社会福祉の論点（公私関係、効率性と公平性、普遍主義と選別主義、自立と依存）第12回

社会福祉の論点（自己選択、自己決定とパターナリズム）第13回

社会福祉の論点（参加とエンパワメント、ジェンダー、社会的承認）第14回

社会福祉の対象とニーズ（ニーズと需要の概念、ニーズの種類と次元、理論と課題）第15回

【教科書・参考書】

中央法規出版　社会福祉士養成講座　「現代社会と福祉」第4版。授業中に適宜プリントを配布する。

【学生へのメッセージ】

社会福祉の中でもっとも基本となる科目｡ 制度体系から臨床にいたる内容をしっかり学ぶことが大切になる。人々の生活や地域

・社会について興味関心・問題意識を持っている学生の積極的参加を期待する｡ 

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：30から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb113] 社会福祉概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

福祉政策の構成要素について理解する。福祉政策と関連政策の関係について理解する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助活動と福祉政策の関係について理解する。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、健康力、地域理解、情報収集力、

情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

社会福祉と歴史的展開をふまえて理解できるように制度論にもふれながら､ 基礎的知識を学習する。個人ワーク、アクティブラー

ニングを取り入れた授業を行う。授業終了後、リアクションペーパーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題：毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題：授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

試験（50％）、レポート・リアクションペーパー（30％）、学習態度（20％）を総合的に評価。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会問題と社会構造（貧困、孤立、失業、要援護性、偏見と差別、社会的排除）第1回

社会問題と社会構造（ヴァルネラビリティ、ニューリスク、依存症、自殺）第2回

社会問題の構造的背景（低成長経済、グローバル化、少子高齢化、人口減少社会、格差、社会意識、価値観の変化）第3回

現代の社会福祉政策の概念・理念（現代の社会問題と福祉政策）第4回

現代の社会福祉政策の概念・理念（社会保障、社会政策、福祉レジーム）第5回

福祉政策におけるニーズと資源（種類と内容、把握方法、開発方法）第6回

福祉政策の構成要素（福祉政策の構成要素とその役割・機能、政府・市場）第7回

福祉政策の構成要素（措置制度・多元化する福祉サービス提供方式）第8回

福祉政策の過程（政策決定、実施、評価・福祉政策の方法・手段・政策評価・行政評価）第9回

福祉政策の過程（福祉政策と福祉計画）第10回

福祉政策の動向と包括的支援（社会福祉法・地域包括システム）第11回

福祉政策の動向と包括的支援（地域共生社会・多文化共生・持続可能性）第12回

福祉政策と関連施策（保健医療、教育、住宅、労働、経済政策）第13回

福祉サービスの供給と利用課程（福祉供給部門・福祉供給過程・福祉利用課程）第14回

福祉政策の国際比較第15回

【教科書・参考書】

『新・社会福祉士養成講座１　現代社会と福祉（第4版）』 福祉士養成講座編集委員会 (編) 中央法規出版　2015年。資料は適宜配布

する。

【学生へのメッセージ】

社会福祉の中でもっとも基本となる科目｡ 制度体系から臨床にいたる内容をしっかり学ぶことが大切になる。人々の生活や地域

・社会について興味関心・問題意識を持っている学生の積極的参加を期待する。社会福祉概論Ⅱは社会福祉概論Ⅰの学びが基礎となる

。社会福祉概論Ⅰを修了してから受講することが望しい。 

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：30から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb119] 総合仏教

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習・実践

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 academic affairs committee chair

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

「建学の精神」を具体的に理解し、体感するために設けられた授業である。そのために、毎年度行われる公開の学園講座を聴

講し、その意味するところをレポートし、資質向上に供するのである。

【授業修了時の達成課題（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の向上と、社会に貢献する人材

として何が必要なのかを知り、本学に入学した目的を再認識して、自己実現に向かう姿勢を養うことを目標とする。〈コンピテン

シー：情報収集力、情報分析力、情報構成力、文章表現力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

単年度に行われる三大会と法難会への参列、学園講座と公開講演会の内容を聴講し、レポートを作成、建学の精神の意味すると

ころが具体的にどのように活かされているのかを明記して、提出することが課せられる。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb215] 仏教福祉学概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

仏教と社会福祉の関係を、仏教発祥の地インドから概観して、現代の社会福祉の問題点を、仏教的活動からどのように理解できる

かを考察する。また、仏教は､ 自己と他者との関係について､ 特に優れた思想を有している｡ この思想を社会福祉学の観点から捉え

なおし､ 現代的エートスに置き換えることが可能かどうかを考察する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本学の教育の三本柱に一つである社会貢献を実現してゆくために、現代の福祉社会に有益な思想体系として再構築されたものを仏教

福祉学と位置づけて､その概要を把握することを目的とする｡　そのため、仏教思想に裏付けられた福祉ワークの重要性を理解し

、現代の社会福祉へどのようなアプローチが可能かについて、立案し自ら主体的に考えられるようになることを目標とする。ここ

では、社会福祉学と仏教学との学際的領域を学ぶのであるから、学問の多様性を吸収するために、異なる指針によって書かれたテ

キストの読解力を養い、論理的に再構築された学際領域を、自分の言葉で表現できることを目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストにそって、プロジェクターなどを用いて､ 解説を加える講義形式である。必要な資料は、予め本学HP上にあるファイル

キャビネットに収納してあるので、そこからダウンロードすること。講義中には、専門用語に関する質問や、課題を出すので、

検索用に使用するタブレットは必携である。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修について：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２時間を要する。事後学修について：講義中の

ノート整理や、難語理解のための調べ学修などに約２時間を要する。

【成績評価（方法・基準）】

最終確認テスト50％、授業中の取り組み30％､ 中間レポート10％、ノート提出10％。授業中の取り組みの基準は、テキストの当該

箇所の理解と、質問、授業中の積極的な姿勢により判断する。中間レポートの内容は、テキスト・資料の理解が深まっているかを

判断する。ノート提出は、事前事後の学修成果も含んだ講義内容についてまとめたものを、最終回の講義終了1週間以内に提出

してもらう。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション－授業の進め方とテキストと資料の紹介－第1回

仏教社会福祉とは何か？(テキストpp.9-31)第2回

仏陀の教え－自己と他者、四無量心、四正勤、福田思想－(テキストpp.109-118)第3回

大乗仏教の思想と社会福祉ー菩薩、縁起、回向、平等、報恩、救済ー(テキストpp.109-118)第4回

仏教社会福祉のあゆみ（１）－先人の偉業－(テキストpp.35-43)第5回

仏教社会福祉のあゆみ（２）－近代～戦後－(テキストpp.44-64)第6回

仏教社会福祉の支援（１）－生活弱者支援－(テキストpp.67‐73、101-106)第7回

仏教社会福祉の支援（２）－高齢者支援－(テキストpp.80-88、130-137)第8回

仏教社会福祉の支援（３）－子育て支援－(テキスト pp.74-79、140-148)第9回

仏教社会福祉の支援（４）－地域福祉－(テキストpp.95-100)第10回

仏教社会福祉の支援（５）－看取りのケア－(テキストpp.89-94)第11回

仏教社会福祉の支援（６）－司法福祉－(テキストpp.159-169)第12回

仏教社会福祉の支援（７）－障害者福祉－(テキストpp.149-158)第13回

仏教社会福祉の有効性(テキストpp.119‐128、170-189)第14回

まとめと評価第15回

【教科書・参考書】

教科書：『仏教社会福祉入門』日本仏教社会福祉学会編（法蔵館）｡ 辞書では、『仏教社会福祉辞典』仏教社会福祉学会編(法蔵館) が

唯一である｡ 参考書は､ 『吉田久一著作集』全７巻 (川島書店)､ 『佛教福祉研究』水谷正行先生古希記念会編(思文閣出版)､『

仏教福祉の思想と展開に関する研究』清水海隆著(大東出版社)､ 『佛教と福祉の研究』龍谷大学短期大学部編(永田文昌堂)､ 『仏

教社会福祉論考』中垣昌実著(法蔵館)､ 仏教とビハーラ運動』田代俊孝著(法蔵館)､ 季刊 『佛教｣』第51号－介護と佛教福祉－､ 

など多数あるので詳細はオリエンテーション時に紹介する｡



【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし単位互換科目〉

２年次以降の受講を希望する。ある程度専門的な用語の理解ができなければ、授業の進展についてくることが困難であると考え

る。ゆえに、法学、日本国憲法、仏教学入門、倫理学、日蓮学入門の各科目の単位取得後の履修が望ましい。そして欠席しな

いこと､特に福祉に携わる人の基本は他者の言葉を傾聴できるかどうかにある｡�

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員、身延町ふるさと創生委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb221] 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 庵谷 行亨 オオタニ ギョウコウ otani gyoko [ohtani(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

法華経の概要について学修します。成立、原典、漢訳本、構成、思想内容、仏教における位置づけなど、法華経の基本的事項に

ついて概説します。キーワード：法華経・迹門・本門・開会・菩薩。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本授業では、法華経の概要を総合的に理解することにより、法華経の教えをとおして大乗仏教の基本的思想や日本仏教の原点お

よび日蓮聖人の法華仏教の内容を把握し、自発的に考察を深め、自身の考えを発表する力を養うことを目標とします。キーワー

ド：情報分析力・読解力・会話力・文章表現力・口頭発表力・論理的思考力。　

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義をとおして、法華経の思想をどのように受け止め、どのように生かしていくかについて考察を深めます。具体的には毎回課題

を提示し、受講生が発表(プレゼンテーション)し、全員で意見交換(ディスカッション)をおこないます。

【授業外学修の方法（時間数）】

各回の授業では、シラバスの記載内容に基づいて事前学修を２時間以上おこない、授業後はノートを整理して講義内容の理解に努

めるなど事後学修を２時間以上おこなってください。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト（80％）、課題発表(授業中に課題に関する学修成果を発表)・意見交換(発表者に対する質問や意見)などの授業へ

の取り組み姿勢(20％)を基準として総合的に評価します。80％＋20％＝100％。

【授業計画（各回の授業内容）】

法華経の成立第1回

法華経の原典・漢訳本第2回

法華経の構成第3回

法華経説法の場所第4回

法華経説法の開始第5回

日本仏教における法華経の位置づけ　その１第6回

日本仏教における法華経の位置づけ　その２第7回

法華経迹門の思想第8回

法華経本門の思想第9回

法華経の開会思想第10回

法華経の題号喩第11回

法華経品中の譬喩第12回

法華経の菩薩思想第13回

法華経の娑婆即寂光思想第14回

法華経学修のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『誰でもわかる法華経』庵谷行亨著（大法輪閣）2000年。参考書：『真訓両読妙法蓮華経並開結』法華経普及会編（

平楽寺書店）1924年、『法華経・仏典講座』７　田村芳朗・藤井教公著（大蔵出版）1992年。その他の参考書は講義中に適宜紹

介します。

【学生へのメッセージ】

講義内容の関係から後期の「法華経概論Ⅱ」と併せて受講することを望みます。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

宗教法人宗長寺代表役員23年。社会における宗教の役割を視点に授業します。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb223] 法華経概論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 庵谷 行亨 オオタニ ギョウコウ otani gyoko [ohtani(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

法華経各品の概要について学修します。とくに方便品第二・如来寿量品第十六・如来神力品第二十一などの主要品をはじめ、虚

空会の思想や起顕竟の法門など、法華経各品の基本的事項について概説します。キーワード：方便品・如来寿量品・如来神力品

・起顕竟。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本授業では、法華経各品の概要を総合的に理解することにより、法華経全体の思想内容を印度・中国・日本の三国仏教を踏まえ

て把握し、主体的に考察を深め、自身の意見を発表する力を養うことを目標とします。キーワード：情報分析力・読解力・会話

力・文章表現力・口頭発表力・論理的思考力。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義をとおして、法華経各品の思想をどのように受け止め、どのように生かしていくかについて考察を深めます。具体的には毎回

課題を提示し、受講生が発表(プレゼンテーション)し、全員で意見交換(ディスカッション)をおこないます。

【授業外学修の方法（時間数）】

各回の授業では、シラバスの記載内容に基づいて事前学修を２時間以上おこない、授業後はノートを整理して講義内容の理解に努

めるなど事後学修を２時間以上おこなってください。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト（80％）、課題発表(授業中に課題に関する学修成果を発表)・意見交換(発表者に対する質問や意見)などの授業へ

の取り組み姿勢（20％）を基準として総合的に評価します。80％＋20％＝100％。

【授業計画（各回の授業内容）】

序品第一・方便品第二第1回

譬喩品第三・信解品第四　　　　第2回

薬草喩品第五・授記品第六　　　第3回

化城喩品第七・五百弟子受記品第八　　第4回

授学無学人記品第九・法師品第十　　　第5回

見宝塔品第十一・提婆達多品第十二　　　第6回

勧持品第十三・安楽行品第十四　　　第7回

従地涌出品第十五・如来寿量品第十六　　第8回

分別功徳品第十七・随喜功徳品第十八　　　　　第9回

法師功徳品第十九・常不軽菩薩品第二十　　　　　第10回

如来神力品第二十一・嘱累品第二十二　　　　　第11回

薬王菩薩本事品第二十三・妙音菩薩品第二十四　　　第12回

観世音菩薩普門品第二十五・陀羅尼品第二十六第13回

妙荘厳王本事品第二十七・普賢菩薩勧発品第二十八第14回

法華経全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日蓮聖人教学の基礎』二　庵谷行亨著（山喜房佛書林）1989年。参考書：『真訓両読妙法蓮華経並開結』法華経普及

会編（平楽寺書店）1924年、『法華経・仏典講座』７　田村芳朗・藤井教公著(大蔵出版)1992年、『誰でもわかる法華経』庵

谷行亨著（大法輪閣）2000年。その他の参考書は講義中に適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

講義内容の関係から前期の「法華経概論Ⅰ」と併せて受講することを望みます。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

宗教法人宗長寺代表役員23年。社会における宗教の役割を視点に授業します。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb225] 発達心理学

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 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

対人援助では、他者を理解する枠組みや理論などの根拠が求められます。その一つの視点として、本授業では人の受精から老年期

までの発達の過程について考え、発達の基礎理解から対人援助につなげることを目指します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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、理解を深めていきます。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し、対人援助の方法を検討できることを目指します。受講を通して、特に「健康力」「情報収集力」

「改善力」の修得を重視します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

基本的には指定した教科書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授業

を行います。講義後、必要に応じてグループワーク、ディスカッションを取り入れる予定です。また、教科書に載っていない

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授業を進めます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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、教科書を読み、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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

老いることと発達ー人生を振り返る第12回

発達におけるつまずきへの理解／小テスト３第13回

プレゼンテーションー生涯発達のなかで自己を捉えるー第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】

教科書：『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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb227] 仏教文化史〈R2以前入学者は仏教芸術系科目〉

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 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

インドの仏教文化を時代ごとに学修する。その後、スリランカや東南アジアで発展した仏教美術を概観する。また、シルクロ

ードと中国の仏教芸術と訳経、日本の寺院建築と美術などにも焦点を当て詳述する。

【授業修了時の達成課題（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。キーワード：多様な学問の考え方、異文化理解、外国

語リテラシー、情報の収集・分析・構成力、文章と口頭による自分の考えの表現力

【授業方法（フィードバックの内容）】

プロジェクターや、インターネット、視聴覚教材を用い、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。講義に臨む時には、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。受講生による調べ学習の発表も2回予定している。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修について：第２回目以降の講義の最後に次回講義の内容を資料ページで指定する。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２時間の学修時間を必要とする。事後学修について：

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時間を必要とする。発表形式の事前学習は、６時間程度を必要とす

る。

【成績評価（方法・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｡発表時の評価はルーブリック形式で行う。シートは事前に示し

、了解を得る。

【授業計画（各回の授業内容）】

仏教文化史の研究方法、授業の進め方、評価方法の説明第1回

仏教文化の地域区分と年代区分　総論 第2回

インド－仏教文学の発祥 と仏教美術の発生－無仏時代からガンダーラ様式とマトゥラー様式第3回

インドーグプタ様式とポストグプタ期～サールナート派の成立第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－六朝時代と石窟寺院第7回

中国の仏教芸術－隋・唐代 第8回

中国の仏教芸術－宋代以降第9回

朝鮮半島の仏教美術第10回

日本－黎明期の仏教美術・飛鳥～平安 第11回

日本－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。必要資料はファイルキャビネットにアップしておくので、各自でダウンロードして、事前に学習に用いること。

【学生へのメッセージ】

仏教芸術専攻の学生は、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｡ 

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。



【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb229] 日本文化史〈R2以前入学者は仏教芸術系科目〉

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 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

日本文化について学ぶことで、地域理解を深める。多岐にわたる種類の文献を読み込むことで読解力を養い、多様な学問の考

え方を修得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。またその際、テーマについてのディベートの機会も適宜設けます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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%）および学力確認テスト（50%）により、総合的に評

価を行ないます。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

日本人の死生観（１）第9回

日本人の死生観（２）第10回

日本人の死生観（３）第11回

食文化と仏教第12回

日本文化創出の試み第13回

仏教文学（２）：近代第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：末木文美士『日本宗教史』（岩波新書）2006年、蓑輪顕量編『事典　日本の仏教

』（吉川弘文館）2014年、蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社）2015年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb317] 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 --

担当者 村瀬 正光 ムラセ マサミツ murase masamitsu [murase(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。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。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、情報収集力、情報分

析力、傾聴力、文章表現力、論理的思考力、課題設定力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

講義毎のレポート100％

【授業計画（各回の授業内容）】

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』山崎章郎著・文春文庫

【学生へのメッセージ】

積極的に授業に参加することを望む。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

腎臓内科医
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [cfs239] 世界の宗教思想／世界の宗教思想Ⅰ〈R2入学者は宗教学系科目〉

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 諏訪 是隆 スワ ゼリュウ suwa zeryu [suwa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

世界の宗教・思想を概観することによって、宗教が人間の人格形成、または文化にどのように関わっているのかを知ることを

目的とする。また、現時点での学生諸君の宗教観を認識してもらい、宗教への偏見や誤解を解消することにも寄与できると思う

。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

世界の宗教を学ぶこと通じて、異文化を理解する力を養い、多様性について深く考察できるようにする。また、宗教の起源や

未知の宗教文化を知ることで、多様な学問の考え方や論理的な思考力を高めることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義によって授業を進めていくが、DVD鑑賞などを使い視覚的に理解を深めていく場合もある。

理解度を測るために、学生諸君に意見を求めることもあるので、常に問題意識をもって望んで欲しい。

【授業外学修の方法（時間数）】

日常生活の中で、常に宗教的な意義を考察する。

【成績評価（方法・基準）】

出席30％。授業への参加態度、レポート内容によって評価。講義最終日にレポート提出。　

【授業計画（各回の授業内容）】

イントロダクション第1回

宗教と文化第2回

キリスト教の成立第3回

キリスト教と文化第4回

キリスト教と哲学第5回

世界の宗教第6回

世界の宗教第7回

仏教以前のインド思想第8回

仏教の成立第9回

法華経の成立意義第10回

中国在来思想第11回

中国仏教第12回

法華経の内容第13回

日蓮聖人と法華経第14回

レポート提出第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない｡各講義において適宜紹介する。

【学生へのメッセージ】

宗教という枠組みを俯瞰的に見ることで、自身と宗教との関わり方が見えてくる。自分なりの宗教を語れるようになって欲しい

。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [cse205] 社会教育経営論Ⅰ／社会教育計画Ⅰ

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 ４年

担当者 栗田 真司 クリタ シンジ kurita shinji [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育計画の計画体系と評価体系、学習展開計画案、各地の具体的な推進計画について解説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

多様な主体と連携・協働を図りながら、学習成果を地域課題解決やまちづくりにつなげていくための知識・技能を習得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

毎回のテーマについての参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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を望みます。

【成績評価（方法・基準）】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の発表40％により総合的に評価します。定量的な評価方法ではなく、定性的な評価

方法を採用します。

【授業計画（各回の授業内容）】

対話型討論：「社会教育とは何を指すのか」第1回

教育基本法第13条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）第2回

社会教育計画の計画体系と評価体系第3回

社会教育計画の具体的な学習展開計画案第4回

社会教育計画の実例の検討第5回

社会教育関連施設のネットワーク化第6回

人的ネットワークの活用（NPO、地縁団体、テーマ別クループ、人材バンク）第7回

コーディネーターによる学習支援（橋渡し、循環、情報提供、コーチングなど）第8回

社会教育調査とデータの活用第9回

学習成果を発表する場づくり第10回

子ども読書活動推進計画第11回

芸術文化振興に関する計画第12回

スポーツ振興に関する計画第13回

家庭の教育力向上の支援、親力向上推進計画第14回

総括　振り返りとシェアリング第15回

【教科書・参考書】

講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておきましょう。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

備えましょう。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [cse307] 社会教育経営論Ⅱ／社会教育計画Ⅱ

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 栗田 真司 クリタ シンジ kurita shinji [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

生涯学習の成果を地域課題解決やまちづくりにつなげていく方法論や実際の具体的な事例について解説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

多様な主体と連携・協働を図りながら、生涯学習の成果を地域課題解決やまちづくりにつなげていくための知識・技能を習得し

、発表します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

毎回のテーマについての参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます｡�

【授業外学修の方法（時間数）】

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を望みます。

【成績評価（方法・基準）】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の発表40％により総合的に評価します。定量的な評価方法ではなく、定性的な評価

方法を採用します。

【授業計画（各回の授業内容）】

まちづくり・地域活性化策としての社会教育第1回

社会教育と住民参加第2回

社会教育施設と専門職員・コーディネーターが果たす役割第3回

地域フィールドワークによる学習課題の抽出第4回

学習成果の公開と評価第5回

ヨコのネットワークとタテのネットワーク第6回

青少年の居場所つくりと青少年リーダーの育成第7回

障害者とともに学ぶ仕組み第8回

事例の検討：静岡県富士宮市、長野県飯田市第9回

事例の検討：徳島県上勝町、長野県下條村第10回

事例の検討：滋賀県長浜市、石川県輪島市第11回

事例の検討：長野県飯山市、京都府美山町第12回

事例の検討：新潟県村上市、大分県豊後高田市第13回

成果発表第14回

総括　振り返りとシェアリング第15回

【教科書・参考書】

講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておきましょう。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

備えましょう。社会教育経営論１を履修済みであることが望ましい｡

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [cse409] 社会教育課題研究／社会教育課題研究Ⅰ

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 ４年

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育主事としての職務を遂行するに必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着を図ることをねらいとします。この授業では

、地域住民が主体的に学ぶ社会教育活動の課題について、主として地域づくり、まちづくりに関する実践例を取り上げて、相互に

検討していきたい。授業の性格上、参加者が主体的にテーマを決めて参加してほしい。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①社会教育制度及びその理念、社会教育施設の役割、職員の任務を理解することができる。②社会教育活動が直面する諸課題につ

いて、理解することができる。③参加者が主体的にテーマを決め、学習し発表・討論する力を身につけることができる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義・演習のの併用方式で行う。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｡  学生諸君にも報告をお

願いする｡� 

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

レポートを含む期末試験50％､ 授業への取組の姿勢50％

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

社会教育の理念と制度第2回

ユネスコ学習権宣言とその展開第3回

戦後日本社会の変容と社会教育の課題第4回

地域開発、公害問題第5回

森林保護と漁業の発展第6回

原子力発電をめぐる諸問題第7回

少子高齢化、過疎化とまちづくり第8回

日本社会の格差と貧困第9回

子ども食堂第10回

義務教育費の無償化とまちづくり第11回

性的マイノリティの人権第12回

地域づくり実地調査…柴又、谷中、根津、千駄木第13回

社会的ひきこもり者支援第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) 

【学生へのメッセージ】

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。学生諸君の意向も聞いて

テーマも決めます。

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [cse411] 社会教育演習／社会教育課題研究Ⅱ

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 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育主事としての職務を遂行するために必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着を図ることをねらいとします。

地域住民が主体的にに学ぶ拠点である社会教育施設の具体的役割について、実践的に学ぶことを目的とします。身延町をはじめ山

梨、長野、東京各地の公民館活動、、住民が企画する学びの実態について具体的事例を通して学びます。必要に応じて、文献研

究、実地調査も行います。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①地域における人々の学びの拠点である社会教育施設の機能、学習支援者としての職員の枠割を理解する。②学習講座企画と省察

を通して、社会教育支援者としての実践的力をつける。③グループ活動を通して、仲間と共に探求、実践し、地域社会を形成する力

をつける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

演習形式で行う。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｡ 学生諸君に発表をお願いする｡�

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

発表を含む期末レポート50％､ 授業への取組み姿勢50％

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

学びの拠点としての社会教育施設第2回

学習支援者としての社会教育主事の専門性第3回

身延町の社会教育施設（公民館）第4回

身延町の社会教育施設(中富和紙の里）第5回

身延町の社会教育施設（金山博物館）第6回

参加者からの講座企画案の検討（１）第7回

参加者からの講座企画案の検討（２）第8回

環境問題の講座企画事例第9回

平和教育の講座企画事例第10回

社会の格差と貧困についての講座企画事例第11回

家族支援についての講座企画事例第12回

文化活動についての講座企画事例第13回

地域の過疎化対策についての講座企画事例第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 

【学生へのメッセージ】

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。学生諸君の意見も聞いて

テーマも考えます。

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [cse513] 社会教育実習／社会教育主事実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育主事としての職務を遂行するに必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着を図ることをねらいとします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①社会教育関連施設の機能、役割、事業内容について説明ことができる。②社会教育施設の特徴に応じた講座の企画立案の視点、手

順について説明することができる。③地域づくりと社会活動におけるコーディネーター、オルガナイザー等の役割を踏まえな

がら、現場の学習支援活動に関わることができる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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｡�身延町役場および社会

教育施設においての実習　1週間。身延町役場及び社会教育施設の主催する行事の補助参加　１週間。

社会教育実習は社会教育課題研究、社会教育演習を履修してから受講してください。

【授業外学修の方法（時間数）】

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、指導担当者から指示された課題を必ず行うこと。

事後学修は、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。

【成績評価（方法・基準）】

実習先の評価と実習記録の記入内容とを総合的に勘案しておこないます｡�

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第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。

【学生へのメッセージ】

実習中は社会教育主事としての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｡

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会福祉主事資格取得課程

講義名 [csw301] 社会福祉体験実習研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉とはどのような学問なのか、「福祉」をテーマに制度と支援技術などを学び、これからの福祉問題にも触れ専門知識と援助

技術を取得する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会福祉体験実習に臨む際の基本的な知識・技術及び留意事項を学ぶ。〈コンピテンシー：地域理解、情報収集力、情報分析力、情

報構成力、読解力、傾聴力、会話力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義、実技演習、グループワーク。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

毎回のリアクションペーパー（10％）、授業で出される課題（10％）、レポート（30％）、学力確認テスト（50％）

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

社会福祉､ 障害児教育の基本理念第2回

視覚障害､ 聴覚障害､ 言語障害第3回

運動障害､ 知的障害､ 病弱・虚弱第4回

ダウン症､ てんかん､ その他の障害第5回

盲・聾・支援学校の教育第6回

社会福祉施設の定義､ 種類第7回

福祉サービスの種類第8回

高齢者にかかわる施設第9回

グループワーク第10回

児童福祉・障害児にかかわる施設第11回

グループワーク第12回

介護実技第13回

介護実技第14回

総括・実習事前説明第15回

【教科書・参考書】

授業中に指定します。

【学生へのメッセージ】

社会福祉体験実習につながる大切な講義です｡ 集中して受講してください｡

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：00から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会福祉主事資格取得課程

講義名 [csw403] 社会福祉体験実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉の制度はどのような学問か、福祉の制度を中心に学習し介護技術等の支援方法を学び専門知識と援助技術を取得する。

【授業修了時の達成課題（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。〈コンピテンシー：健康力、地域理解、情報収集力

、情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会教育主事及び社会福祉主事資格取得の場合：高齢者福祉施設実習５日間

教育職員免許状取得の場合：高齢者福祉施設実習５日間・支援学校２日間
第1回

【教科書・参考書】

必要に応じて指示する。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：00から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji101] 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 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。日本語能力試験（Ｎ１

）合格レベルの日本語能力を取得することを、本授業の目標とします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。また、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。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、文章表現力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに即しながら、講義を行います。小テストを毎回実施し、理解度を確認しながら進めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修は、シラバスに則してテキストにしっかり目を通しておくこと。事後学修は、授業内容の復習を行い、練習問題を解き

理解を深めること。各120分の学修が必要となります。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト50％、小テスト20％、受講態度30％で総合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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。繰り返し繰り返し身につくまで徹底して習練しましょう。

【オフィスアワー】

火曜日1時限目と木曜日5時限目

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji103] 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 [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。日本語能力試験（Ｎ１

）合格レベルの日本語能力を取得することを、本授業の目標とします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。また、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。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、文章表現力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに即しながら、講義を行います。小テストを毎回実施し、理解度を確認しながら進めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修は、シラバスに則してテキストにしっかり目を通しておくこと。事後学修は、授業内容の復習を行い、練習問題を解き

理解を深めること。各120分の学修が必要となります。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト50％、小テスト20％、受講態度30％で総合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

同じ部分・同じ音読みをもつ漢字を覚えよう　その１第2回

同じ部分・同じ音読みをもつ漢字を覚えよう　その２第3回

訓読みを覚えよう　その１第4回

訓読みを覚えよう　その２第5回

難しい読みを覚えよう　その１第6回

難しい読みを覚えよう　その２第7回

語彙で覚えよう　その１第8回

語彙で覚えよう　その２第9回

語彙で覚えよう　その３第10回

いろいろな覚え方をしよう　その１第11回

いろいろな覚え方をしよう　その２第12回

新聞を読もう　その１第13回

新聞を読もう　その２第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語総まとめＮ１漢字』佐々木仁子他著（アスク出版）2019年。参考書：『漢字マスターＮ１』アークアカデミー編

著（三修社）2011年。ほか講義時に指示する。

【学生へのメッセージ】

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。繰り返し繰り返し身につくまで徹底して習練しましょう。

【オフィスアワー】

火曜日1時限目と木曜日5時限目

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji117] 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 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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、日本語能力試験に合格することを目標とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

問題演習によって日本語の読解力を深め、あわせて情報分析力・文章表現力を高める。日本語能力試験（Ｎ１、N２）合格レベ

ルの日本語能力を取得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、指定テキストにしたがって、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回の演習の到達度50%、課題への取り組み50%で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

演習第2回

同上第3回

同上第4回

同上第5回

同上第6回

同上第7回

同上第8回

同上第9回

同上第10回

同上第11回

同上第12回

模擬試験第13回

同上第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子・清水知子・初鹿野阿れ・中村則子・田代ひとみ（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』福岡理恵子・清水知子・初鹿野阿れ・中村則子・田代ひとみ（スリーエ

ーネットワーク）2011年、『日本語能力試験問題集Ｎ１読解スピードマスター』菊池富美子・黒岩しづ可・竹田慎吾・日置陽子

（ジェイ・リサーチ出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし

- 45 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji125] 聴解Ⅰ（Listening ComprehensionⅠ）

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 [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本人の会話レベルの聴解ができるよう、さまざまな状況下の「会話」や近年の「時事」について、テキストをもとに概説しま

す。また学生が興味・関心を持つ「時事」やニュース等についても取り上げ、幅広く内容理解ができるように授業を進めていきま

す。

【授業修了時の達成課題（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上げていくことを目

指します。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力を身につけられるよう、ラジオ

放送の理解ができる程度の力量の獲得を通し、日本語を聴き取り理解する力を養うことを目標とします。この授業を通して、特

に「読解力」「傾聴力」「会話力」「異文化理解」「外国語リテラシー」を修得することを重視します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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します。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・習得を図ります。

【授業外学修の方法（時間数）】

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を求めます。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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）／プレゼンテーション－自己の学びの歩み－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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員

- 46 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji205] 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 [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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、日本語能力試験に合格することを目標とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

語彙の習得は語学の基本であり、これによって読解力・傾聴力・会話力などのコミュニケーション力、あわせて文章表現力・

口頭発表力などの表現力を身につける。日本語能力試験（Ｎ１、N２）合格レベルの日本語能力を取得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って練習問題をこなし、確認しつつ進める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、指定テキストにしたがって、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回の演習の到達度50%、課題への取り組み50%で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

演習第2回

同上第3回

同上第4回

同上第5回

同上第6回

同上第7回

同上第8回

同上第9回

同上第10回

同上第11回

同上第12回

模擬試験第13回

同上第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター語彙、日本語能力試験Ｎ１』本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子・阿保きみ枝・宮田公治（スリーエーネットワ

ーク）2011年、『日本語能力試験問題集Ｎ１語彙スピードマスター』中島智子・高橋尚子・松本知恵（ジェイ・リサーチ出版）

2011年、『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji207] 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 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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、日本語能力試験に合格することを目標とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

語彙の習得は語学の基本であり、これによって読解力・傾聴力・会話力などのコミュニケーション力、あわせて文章表現力・

口頭発表力などの表現力を身につける。日本語能力試験（Ｎ１、N２）合格レベルの日本語能力を取得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って練習問題をこなし、確認しつつ進める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、指定テキストにしたがって、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回の演習の到達度50%、課題への取り組み50%で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

演習第2回

同上第3回

同上第4回

同上第5回

同上第6回

同上第7回

同上第8回

同上第9回

同上第10回

同上第11回

同上第12回

模擬試験第13回

同上第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター語彙、日本語能力試験Ｎ１』本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子・阿保きみ枝・宮田公治（スリーエーネットワ

ーク）2011年、『日本語能力試験問題集Ｎ１語彙スピードマスター』中島智子・高橋尚子・松本知恵（ジェイ・リサーチ出版）

2011年、『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji219] 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 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験のＮ１あるいはＮ２の合格を目標として、指定されたテキストに沿って読解力を高める授業を行う。

【授業修了時の達成課題（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

。キーワード：外国語リテラシー、異文化理解、コミュニケーション力

【授業方法（フィードバックの内容）】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

授業での取り組み：70％、Ｎ１あるいはＮ２模擬試験：30％。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス　テキストの例題について第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）20

11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

【学生へのメッセージ】

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。　

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji227] 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 [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本人の会話レベルの聴解ができるようテキストをもとに概説します。また学生が興味・関心を持つ「時事」やニュース等につ

いて、学生が調べ、プレゼンテーションをする機会を設けます。日本語能力試験を視野に、練習問題に取組むことで、必要なス

キルを修得できるよう授業展開をします。

【授業修了時の達成課題（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しま

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なること、またラジオ放送を理解できる力を養います。この授

業を通して、特に「読解力」「傾聴力」「会話力」「異文化理解」「外国語リテラシー」の修得を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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します。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・習得を図ります。

【授業外学修の方法（時間数）】

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を求めます。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その１）第2回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その２）第3回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その３）第4回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その４）第5回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その５）第6回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その６）第7回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その７）第8回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その８）第9回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その９）第10回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その10）第11回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その11）第12回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji309] 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 byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（JLPT）N2のレベル認定を目指します。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（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。〈コンピテンシー：

外国語リテラシー、読解力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めていきます。毎回小テスト（成績評価の対象）を行いますので、予習・復習に励んでください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。教科書の語彙は単語帳を作って憶えるようにしてください。教科書の文法はノート

に整理し活用できるようにしておいてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

１課：～とき・～直後に、２課：～している（進行中）第2回

３課：～後で、４課：範囲の始まりと終わり・その間第3回

５課：～だけ、６課：～だけではなく・それに加えて第4回

７課：～について・～を相手にして、８課：～を基準にして第5回

９課：～に関連して・～に対応して、10課：～や～など第6回

11課：～に関係なく・無視して、12課：強く否定する・強く否定しない第7回

13課：～（話題）は、14課：～けれど第8回

15課：もしそうなら・たとえそうでも、16課：～だから（理由）１第9回

17課：～だから（理由）２、18課：～できない・困難だ・～できる第10回

19課：～を見て評価すると・～の立場で評価すると、20課：結果はどうなったか第11回

21課：強く言う・軽く言う、22課：～だろうと思う第12回

23課：感想を言う・主張する、24課：提案する・意志を表す第13回

25課：強くそう感じる・思いが強いられる、26課：願う・感動する第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター文法日本語能力試験N2』友松悦子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能力試験

公式問題集：公式問題集；N2（第二集）』国際交流基金他編集（凡人社）2018年。

【学生へのメッセージ】

今年の日本語能力試験の実施日は、第１回：７月４日（日）、第２回：12月５日（日）です。

〔https://www.jlpt.jp/application/domestic_index.html〕

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji311] 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 byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（JLPT）N1のレベル認定を目指します。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（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。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めていきます。毎回小テスト（成績評価の対象）を行いますので、予習・復習に励んでください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。教科書の語彙は単語帳を作って憶えるようにしてください。教科書の文法はノート

に整理し活用できるようにしておいてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

第２部１課：文の組み立て１；決まった形第1回

第２部２課：同上２；名詞を説明する形式第2回

第２部３課：同上３；接続に注意第3回

第３部１課：時制第4回

第３部２課：条件を表す文第5回

第３部３課：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6回

第３部４課：同上２；「～てくる・～ていく」の使い分け第7回

第３部５課：同上３；受身・使役・使役受身の使い分け第8回

第３部６課：同上４；「～てあげる・～てもらう・～てくれる」の使い分け第9回

第３部７課：指示表現「こ・そ・あ」の使い分け第10回

第３部８課：「は・が」の使い分け第11回

第３部９課：接続表現第12回

第３部10課：省略・繰り返し・言い換え第13回

第３部11課：文体の一貫性第14回

第３部12課：話の流れを考える第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター文法日本語能力試験N1』友松悦子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能力試験

公式問題集：公式問題集；N1（第二集）』国際交流基金他編集（凡人社）2018年。

【学生へのメッセージ】

今年の日本語能力試験の実施日は、第１回：７月４日（日）、第２回：12月５日（日）です。

〔https://www.jlpt.jp/application/domestic_index.html〕

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji321] 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 [kimura(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本講義は日本語の基礎的文法や表現方法の獲得をねらいとする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本講義受講によって（１）テーマに関する書籍などを読解し（２）問題に対して課題設定を行い（３）それらを文章表現をも

って他者に伝える力を身につけることができるようになる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習を基として演習形式で授業を展開する。また受講生自身

にディスカッション、比較検討したりできるようにICT機器を用いた授業を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。故に事前を毎回２時間以上行い、事後に

おいては各回の内容に基づいた復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

代名詞の使い方　基礎編　第2回

代名詞の使い方　応用編第3回

代名詞の使い方　まとめ第4回

接続詞の使い方　基礎編第5回

接続詞の使い方　応用編第6回

接続詞の使い方　まとめ第7回

モノの基礎的表現法　第8回

モノの表現法　文語と口語第9回

モノの表現法　相違点と相似点　第10回

意見を述べる　感想文第11回

意見を述べる　意見文第12回

意見を述べる　まとめ第13回

課題作文　テーマと内容第14回

課題作文（発表）第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜指示する。参考書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』佐藤政光他著（第三書房）2002年、『新完全

マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子他著（スリーエーネットワーク）2011年、『悪文・乱文から卒業する 正しい

日本語の書き方』スクール東京（ディスカヴァー・トゥエンティワン）2018年。

【学生へのメッセージ】

語学は弛まない積み重ねで力になるのが語学である。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組むように。

【オフィスアワー】

火曜日4時限目、水曜日2時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

【実務経験】

宗教法人法養寺代表役員、日蓮宗宗宝霊跡審議会専門員。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji329] 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 [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

この授業では「話す」技能に焦点をあて、日常生活の会話が円滑にできるよう毎回テーマを決め、発表をする機会を設ける。

またテキストやディスカッション、ロールプレイを通して多角的に「話す」力の向上ができるよう、授業展開をする。

【授業修了時の達成課題（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。

キーワード：外国語リテラシー、異文化理解、コミュニケーション力

【授業方法（フィードバックの内容）】

「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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji413] 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 byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（JLPT）N1のレベル認定を目指します。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（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。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めていきます。毎回小テスト（成績評価の対象）を行いますので、予習・復習に励んでください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。教科書の語彙は単語帳を作って憶えるようにしてください。教科書の文法はノート

に整理し活用できるようにしておいてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

１課：時間関係、２課：範囲の始まり・限度第2回

３課：限定・非限定・付加、４課：例示第3回

５課：関連・無関係、６課：様子第4回

７課：付随行動、８課：逆接第5回

９課：条件、10課：逆接条件第6回

11課：目的・手段、12課：原因・理由第7回

13課：可能・不可能・禁止、14課：話題・評価の基準第8回

15課：比較対照、16課：結末・最終の状態第9回

17課：強調、18課：主張・断定第10回

19課：評価・感想、20課：心情・強制的思い第11回

模擬試験１第12回

模擬試験２第13回

模擬試験３第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター文法日本語能力試験N1』友松悦子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能力試験

公式問題集：公式問題集；N1（第二集）』国際交流基金他編集（凡人社）2018年。

【学生へのメッセージ】

今年の日本語能力試験の実施日は、第１回：７月４日（日）、第２回：12月５日（日）です。

〔https://www.jlpt.jp/application/domestic_index.html〕

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし

- 55 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji415] 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 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（Ｎ１）合格レベルの日本語能力を取得することを本授業の目的とし、読解に力を入れ、その中で文法事項の確認

を行っていきます。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。また、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。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、文章表現力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに即しながら、講義を行います。小テストを毎回実施し、理解度を確認しながら進めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修は、シラバスに則してテキストにしっかり目を通しておくこと。事後学修は、授業内容の復習を行い、練習問題を解き

理解を深めること。各120分の学修が必要となります。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み30％、小テスト30％、学力確認テスト40％により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス：テキストの例題をやってみよう第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その１第2回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その２第3回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その３第4回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その４第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その１第6回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その２第7回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その３第8回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その４第9回

第３部　実戦問題　その１第10回

第３部　実戦問題　その２第11回

第３部　実戦問題　その３第12回

第３部　実戦問題　その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』福岡理恵子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能

力試験問題集Ｎ１読解スピードマスター』 菊池富美子他(著（ジェイ・リサーチ出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでいきましょう。

【オフィスアワー】

火曜日1時限目と木曜日5時限目

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji423] 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 [kimura(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本講義は日本語の文法表現を身につけ、論述文が的確にかけるようになることを目的とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本講義受講によって（１）テーマに関する書籍などを読解し（２）問題に対して課題設定を行い（３）それらを文章表現をも

って他者に伝える力を身につけることができるようになる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

受講生自身にディスカッション、比較検討したりできるようにICT機器を用いた授業を行う。また読む事から書く事へ。文章作成の

基礎を学ぶため、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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

講義への取り組み姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％ 

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション　第1回

まぎらわしい表現　基礎編第2回

まぎらわしい表現　応用編第3回

まぎらわしい表現　まとめ第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　テーマ設定第11回

討論　問題についてのアプローチ第12回

討論　資料概説と作成方法第13回

課題・報告書作成について第14回

報告書の発表第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜指示する。参考書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』佐藤政光他著（第三書房）2002年、『新完全

マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子他著（スリーエーネットワーク）2011年、『悪文・乱文から卒業する 正しい

日本語の書き方』スクール東京（ディスカヴァー・トゥエンティワン）2018年。

【学生へのメッセージ】

語学は弛まない積み重ねで力になるのが語学である。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組むように。

【オフィスアワー】

火曜日4時限目、水曜日2時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

【実務経験】

宗教法人法養寺代表役員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3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 [jji431] 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 [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

目的に応じた自然な会話や口頭発表ができるように、実際の場面を模擬的に体験、練習する。

【授業修了時の達成課題（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｡�キーワード：外国語リテラシー、異文化理解

、コミュニケーション力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。学外

において発表の機会を持つ。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（50%）、学力確認テストおよび発表（50%）により総合的に判断します。

【授業計画（各回の授業内容）】

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：プレゼンテーション第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。

【学生へのメッセージ】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca205] キャリア教育Ⅰ

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 淡路 実春 アワジ ミハル awaji miharu [mawaji(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会で活躍するための基礎力を養い、就職活動やその後の生活に活かせる知識を習得します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会人としての心構えや知っておきたい様々なマナー・敬語などの一般常識、人と関わる中で必要不可欠なコミュニケーション

について学ぶことで、（１）傾聴力・会話力・口頭表現力が向上し、（２）一般的な論理的思考ができるようになります。他

にも、働くことに関する法律を学ぶことで、雇用契約を締結する際の条件確認に活かすことができる他、社会保障や税金の支払

いなどについての知識が身につきます。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

小論文（40％）、ロールプレイ（30％）、課題提出（20％）、授業参画（10％）によって評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

夢を叶えるために第1回

敬語と接遇用語第2回

ビジネス電話に関する知識　その１第3回

ビジネス電話に関する知識　その２第4回

ビジネス電話に関するロールプレイ（ビジネスシーン・インフォームシーン）第5回

マナーの基本　その１（マナーの本質・挨拶・お辞儀・身だしなみ・訪問のマナー・席次）第6回

マナーの基本　その２（名刺交換・紹介の順番・案内のしかた・お茶やお菓子の出し方といただき方・見送りのしかた）第7回

マナーの基本　その３（季節のご挨拶・葬儀・結婚披露宴）　第8回

マナーの基本　その４（ロールプレイ）第9回

コミュニケーションの基本　その１第10回

コミュニケーションの基本　その２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】

講義ではプリントを配布します。

【学生へのメッセージ】

講義中は積極的に考え行動してください。また欠席・遅刻をしないよう心掛けてください。

【オフィスアワー】

授業の前後、毎週教室にて受け付けます。

【実務経験】

高等学校・専門学校・大学・企業研修を担当いたしました。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca301] 手話実践（日常会話）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月 香代 モチヅキ カヨ mochizuki kayo [kayomochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

手話を学ぶこと、実践を通してで知った聴覚障害者の存在を基に、言語としての手話の力を深めていきます。実践の会話を広げ日

常会話の基本を演習することでさらに手話を身に付け、手話を読み取れるように進めていきます。この授業を通してさらにコミュ

ニケーションの力を育てます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

前年までに、聴覚障害者とのコミュニケーションとはどのようなものか、体験を通して学んで来ています。そのことを基礎と

し、本授業では、手話の特徴を学びながら語彙を増やすことでさらにコミュニケーション力が身につくようになります。また聴

覚障害者の理解をさらに深めるため、聴覚障害者から話をしてもらう時間を作り、実践的な学びから異文化理解を具体的にできる

ようにします。〈コンピテンシー：異文化理解、外国語リテラシー、会話力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに添いながら、生活で使う手話の語彙を繰り返し覚えていきます。また、自分のことが手話で話せるように、毎回一人一

人が発表をおこないます。実践を主にした授業を進めていきます。聴覚障害者とのコミュニケーションにより、聞こえないことを

具体的に学べるようにします。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前学習では、自分で話したいことをまとめ、手話単

語の確認をおこなうこと。事後学習では、授業の中で覚えた単語を復習すること。授業の中に指示されたことを確認し、レポート

を書いておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（40％）、小テスト（20％）、レポート（20％）、学力確認テスト（20％）により総合評価します。 

【授業計画（各回の授業内容）】

自己紹介（名前・住所・家族・趣味・数字）表現と読み取り（その１）第1回

自己紹介（仕事・あなたの家・指文字）表現と読み取り（その２）第2回

話しかけてみましょう（一日・一ヶ月・一年）表現と読み取り（その１）第3回

話しかけてみましょう　表現と読み取り（その２）第4回

話しあってみましょう　表現と読み取り（その３）第5回

まとめ第6回

実践 (聴覚障害者と交流)第7回

具体的表現（その１）（形・動作・状況を工夫して表現しましょう）第8回

具体的表現（その２）（意味をつかんで表現しましょう）第9回

置き換えの表現（意味に合った手話を表現しましょう）第10回

実践（聴覚障害者と交流）第11回

表情（表情の強弱・速度を工夫して表現しましょう）第12回

主語の明確化（その１）（位置・方向を工夫して表現しましょう）第13回

主語の明確化（その２）（位置・方向を工夫して表現しましょう）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)2013年、参考書：『手話を学ぼう　手

話で話そう』（社会福祉法人全国手話研修センター）2014年、『今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう！』（一般社団法

人全日本ろうあ連盟）2014年

【学生へのメッセージ】

前年度学んだことを土台にし､自分が伝えたいことをまとめる準備をして授業に出席してください。コミュニケーションを通し

て伝えること・伝わることを感じられるように進めていきます｡  

【オフィスアワー】

水曜日：11:00～14:00と授業終了後。e-mail：kayomochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

手話通訳士資格取得し23年。その通訳経験をもとに、演習を繰り返し、聴覚障害者の背景も具体的に学べるように進めます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca303] 手話実践（通常会話）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月 香代 モチヅキ カヨ mochizuki kayo [kayomochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

今まで学んできた視覚言語である手話とはどのようなものなのかを自分の言葉で話せるようにしてもらいます。社会の中に共に暮

らす聴覚障害者の存在を理解したうえで、自己紹介、実践会話を通して身に付けた手話をさらに使用言語となるように授業を進めま

す。理解と実践によって人間力、コミュニケーション力の向上につながります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

聴覚障害者は私たちと同じ社会で暮らしています。今後、出会うこともあるはずです。その時、当たり前にコミュニケーションが

できるのは大切なことです。また、聴覚障害者について他の人に話せること、それは人間力に繋がります。本授業では、会話、

実践を通して学びます。それによりコミュニケーション力が身につきます。また、仲間とのコミュニケーションも必要だと再

確認ができるように、グループで学びます。〈コンピテンシー：異文化理解、外国語リテラシー、会話力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

前半はテキストを使用しながら､語彙の確認を中心に実践練習を行ないます｡後半は、聴覚障害者を考えて自分ができるコミュニケ

ーションを考え、手話で発表できるように確認していきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前学習では、授業内容を確認すること。特に後半は

自分の内容を考えてくること。事後学習では、授業中自分が気付いたことをまとめ、振り返りを行う。また、授業中指示されたこと

を確認する。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（４０％）、小テスト（２０％）、学力確認テスト（４０％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

基本文法の確認第1回

手話の形・方向・位置のまとめ（その１）第2回

手話の形・方向・位置のまとめ（その２）第3回

手話の形・方向・位置のまとめ（その３）第4回

手話の形・方向・位置のまとめ（その４）第5回

手話の形・方向・位置のまとめ（その５）第6回

実践 (聴覚障害者との交流)第7回

主語の明確化　指さしを使って表現しましょう（その１）第8回

主語の明確化　指さしを使って表現しましょう（その２）第9回

主語の明確化　体の向きをかえて表現しましょう（その１）第10回

主語の明確化　体の向きをかえて表現しましょう（その２）第11回

空間の活用（その１）第12回

空間の活用（その２）第13回

空間の活用（その３）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)2013年、参考書：『手話を学ぼう　手

話で話そう』（社会福祉法人全国手話研修センター）2014年、『今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう！』（一般社団法

人全日本ろうあ連盟）2014年

【学生へのメッセージ】

授業中に仲間通しでやり取りしたことを考え、復習し次の受講をすることが望ましい。今後自分が人として成長していく上で､ 何

が大切なのか､ 何をしなければならないかを、一人一人が考え、みんなで話せるようにしてほしい｡ 

【オフィスアワー】

水曜日：11:00～14:00と授業終了後。e-mail：kayomochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

手話通訳士資格取得し23年。その通訳経験をもとに、演習を繰り返し、聴覚障害者の背景も具体的に学べるように進めます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca307] キャリア教育Ⅱ

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 淡路 実春 アワジ ミハル awaji miharu [mawaji(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

「自己の希望就職先で内定をもらうこと」を目的とし、自己分析や企業分析をして、マッチングする企業にアプローチしていく

上で、志望動機や自己アピールおよび履歴書の書き方のコツを学び、模擬面接で実践を体験してもらいます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

企業へアプローチしていく上で、自分と向き合い自分を知ることや、企業研究を自主的に行い、自分の考えを具体的に述べる力や

文章で伝える力を身に付けることを授業の目標とします。また、この授業を通して、傾聴力や会話力、文章表現力、口頭表現力

、情報収集力、倫理的思考力を習得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

小論文試験（40％）、自己表現（30％）、課題提出（20％）、授業参画（10％）によって評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

授業の前後、毎週教室にて受け付けます。

【実務経験】

高等学校・専門学校・大学・企業研修を担当いたしました。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca409] 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 [jill(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

一歩進んだ英語を使えるようになるための授業です。

【授業修了時の達成課題（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（フィードバックの内容）】

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｡

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。 

【授業計画（各回の授業内容）】

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 

【学生へのメッセージ】

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｡ 

【オフィスアワー】

月曜日５時限

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t11732] インターンシップⅠ〈R2以前入学者〉

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
木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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10日間

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

池上要靖：火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

池上要靖：宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t21735] インターンシップⅡ〈R2以前入学者〉

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
木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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10日間

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

池上要靖：火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

池上要靖：宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t31738] インターンシップⅢ〈R2以前入学者〉

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

木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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10日間

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

望月真澄：水曜日１時限目、質問はemailでも可（smochi(a)min.ac.jp）

伊東久実：火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00（ito(a)min.ac.jp）

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

望月真澄：博物館学芸員として勤務経験あり。

伊東久実：なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t41741] インターンシップⅣ〈R2以前入学者〉

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

木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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10日間

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

望月真澄：水曜日１時限目、質問はemailでも可（smochi(a)min.ac.jp）

伊東久実：火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00（ito(a)min.ac.jp）

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

望月真澄：博物館学芸員として勤務経験あり。

伊東久実：なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba201] 仏教美術史

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

仏教の大要を理解するうえで、尊崇や敬愛を具体的に表現する手段として生まれた仏教美術を知ることの意義は大きい。その

仏教美術の流れをインド、中国、日本に渡り、広く概観し、特に日本美術に与えた仏教美術の影響を知ることによって、仏教

美術の作品をより身近に感じる様にしたい。

【授業修了時の達成課題（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｡�キーワー

ド：異文化理解、地域理解、情報分析力、論理的思考力 

【授業方法（フィードバックの内容）】

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｡

【授業外学修の方法（時間数）】

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。 

【成績評価（方法・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。 

【授業計画（各回の授業内容）】

仏像の誕生以前、大月氏・バクトリア第1回

ガンダーラ・マトゥーラ第2回

仏教美術の東進、シルクロードの石窟、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・白鳳彫刻第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

貞観・弘仁彫刻、東寺と密教美術第9回

阿弥陀信仰と藤原彫刻第10回

平等院と定朝様式の完成第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。 

【学生へのメッセージ】

時間的余裕があれば、身延山山内の見学を行いたい。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba203] 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 [jill(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

様々な国の文学を通して宗教、仏教を考えるきっかけとなる授業です。

【授業修了時の達成課題（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（フィードバックの内容）】

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｡�

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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｡

【オフィスアワー】

月曜日５時限

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba205] 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 [jill(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

古典文学をはるか昔の人々のものではなく、語り合って作詞して自分のものにしていく楽しい授業です。

【授業修了時の達成課題（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（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

月曜日５時限

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba207] 仏像の基礎知識

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

仏像を知ることによって、仏教文化の知識を深めていきたい。

仏教の大要を理解するうえで、尊崇や敬愛を具体的に表現する手段として生まれた仏教美術を知ることの意義は大きい。その

仏教美術の流れをインド、中国、日本に渡り、広く概観し、特に日本美術に与えた仏教美術の影響を知ることによって、仏教

美術の作品をより身近に感じる様にしたい。

【授業修了時の達成課題（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｡�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｡�キーワード：異文化理解、地域理解、情報分析力、論理的思考力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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｡

【授業外学修の方法（時間数）】

事前・事後学習とも９０分を目途とする。

【成績評価（方法・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。

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。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし単位互換科目〉

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｡

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba217] 書道実践

期　間 通年 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義と演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 秋山 恵子 アキヤマ ケイコ akiyama keiko [kakiyama(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

書道教育は生涯の自己形成の一端を担う文字教育・芸術教育としての教育活動であり、社会の要望に応えながら個人の能力向上

を目指します。具体的には書道史に残る古典の法帖を学びながら､ 書のもつ美の芸術を理解すると共に、日常生活に役立つ毛筆

・硬筆の実技指導を行う。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

楷書或いは年度により仮名自習又は写経を通して手書き文字の大切さを学び、自己の人間力形成をより深める。

中国・日本における文字の変遷について名品を鑑賞し理解を深め、異文化理解度を高めながら芸術文化を通してグローバル社会

に対応できる人材育成に努める。文字教育の大切さを学び、今後を担う学童への指導法を修得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

書とは徳業を積む一つの行学です。書道学習を通して実技の向上とグループワークを交えた作品発表をしながら生徒の自主性を

求めたアクティブ・ラーニング形式の授業展開とする。事前に目習い、手習いを重ね、五感を養うような講義と実技を行う。加え

て芸術鑑賞の体験を通して自己研鑽を積み、書に対する学習意欲を高めてもらいたい。

【授業外学修の方法（時間数）】

中国・日本書道史の理解度を高めるための調べとして事前学修２時間、実技の向上の事後学修として２時間を必要とする。

芸術鑑賞体験として６時間（美術館鑑賞含む）美術館鑑賞などの校外学習は現地集合現地解散とします。

【成績評価（方法・基準）】

授業態度評価（積極的授業参加を評価）５０％・レポート提出２０％・作品評価、提出３０％です。

書道実践（第1回～第30回）受講をもって評価とする。年度により写経又は仮名実習の評価あり。

【授業計画（各回の授業内容）】

生活書道として硬筆での漢字の原理・原則を学ぶ。書道史､ 中国・日本の文字の歴史的変貌について学ぶ。第1回

書道芸術の美について理解を深め、書の学習の意義を学ぶ。第2回

書体､ 書風､ 字形の研究と古典法帖の実技指導。第3回

文房四宝､ 用材､ 執筆法の研究と実技指導 (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､ 作品制作 (条幅)「その１」・レポート課題案課題指示第6回

楷書作品の制作（条幅）「その２」第7回

楷書作品の制作（条幅）「その３」　　第8回

楷書作品の制作（条幅）「その４」第9回

楷書作品の制作（条幅）「その５」　　　第10回

楷書作品の制作（条幅）「その６」　第11回

楷書作品の制作（条幅）（その７」第12回

楷書作品の制作（条幅）「その８」第13回

条幅作品完成生活と書　第14回

最終作品発表・作品提出・表装代・レポート提出第15回

行書､ 草書の歴史的流れについて学ぶ。第16回

王義之を中心として､ 古典の臨書と鑑賞をする。第17回

王義之古典臨書「その１」年度により仮名書道実践・又は写経の実技指導「その１」第18回

王義之古典臨書「その２」又は仮名実技書道実践又は写経の巻子実技指導「その２」第19回

王義之古典臨書「その３」又は仮名実技書道実践又は写経の巻子実技指導「その３」第20回

王義之倣書作品制作「その１」又はいろは歌の作品制作又は写経巻子制作「その１」第21回

王義之倣書作品制作「その２」又は仮名書道実践又は写経巻子制作「その２」第22回

王義之倣書作品制作「その３」又は仮名書道実践又は写経巻子制作「その３」第23回

王義之倣書作品制作「その４」又は散らし書きについて学習「その１」又は写経巻子制作「その４」第24回

王義之倣書作品制作「その５」又は散らし書き作品制作「その２」又は写経巻子制作「その５」第25回

王義之倣書作品制作「その６」又は散らし書き作品制作「その３」又は写経巻子制作「その６」第26回

王義之倣書作品制作「その７」又は散らし書き作品制作「その４」又は写経巻子制作「その７」第27回



王義之倣書作品完成・提出　又は散らし書き作品制作・写経巻子完成・提出。第28回

校外学習（美術館鑑賞）第29回

最終作品発表・提出・表装代・レポート提出第30回

【教科書・参考書】

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（二玄社）『書道テキスト』第１巻日本書道史、古谷稔執筆

担当・第２巻中国書道史、玉村霽山執筆担当（二玄社）『仮名のレッスン』［入門編］村上翆亭監修（二玄社）他

【学生へのメッセージ】

生涯教育として書に興味を持ち自主的な実技実践を行い自己形成に役立ててもらいたい。､書の伝統文化を後世に残す担い手として行

学二道に励み、直筆の必要性と精神安定の自己表現手段の一つとして書道の楽しさを知り、身につけてもらいたい。

【オフィスアワー】

提出物・レポート質問は授業時間内に受付けます。社会状況の変化に伴う対面授業が不可の際はオンライン授業の対応を検討します

。

【実務経験】

秋山書道教室松恵書院主宰
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba309] 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 種　類 講義と演習、実践

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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

その時々に工房で制作中の仏像を中心に制作過程を鑑賞する。仏像彫刻等の実践を行う。

仏教の大要を理解するうえで、尊崇や敬愛を具体的に表現する手段として生まれた仏教美術を知ることの意義は大きい。その

仏教美術の流れをインド、中国、日本に渡り、広く概観し、特に日本美術に与えた仏教美術の影響を知ることによって、仏教

美術の作品をより身近に感じる様にしたい。

【授業修了時の達成課題（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。

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｡�キーワー

ド：異文化理解、地域理解、情報分析力、論理的思考力 

【授業方法（フィードバックの内容）】

現在工房ではその時々に仏像の制作が行われている。それらの作業工程を鑑賞する。工房作成のテキスト・石膏原型を用いて

摸刻を行う。制作を行うには個人差がある為、遅れが生じた学生は授業外にも工房にて制作可。また指定以外の仏像制作希望に

ついても考慮する。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

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。 

【授業計画（各回の授業内容）】

授業の進め方　仏像制作の鑑賞　仏像彫刻の実戦（個人差があるのでシラバス内容は受講者に合わせて行う）第1回

仏像制作の鑑賞２第2回

仏像制作の鑑賞３第3回

仏像制作の鑑賞４第4回

仏像制作の鑑賞５第5回

仏像制作の鑑賞６第6回

仏像制作の鑑賞７第7回

仏像制作の鑑賞８第8回

仏像制作の鑑賞９第9回

仏像制作の鑑賞１０第10回

仏像制作の鑑賞１１第11回

仏像制作の鑑賞１２第12回

仏像制作の鑑賞１３第13回

仏像制作の鑑賞１４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

【学生へのメッセージ】

履修制限あり｡ 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。

【オフィスアワー】

月曜日５時限以降に行う。



【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba311] 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

その時々に工房で制作中の仏像を中心に制作過程を鑑賞する。仏像彫刻等の実践を行う。

仏教の大要を理解するうえで、尊崇や敬愛を具体的に表現する手段として生まれた仏教美術を知ることの意義は大きい。その

仏教美術の流れをインド、中国、日本に渡り、広く概観し、特に日本美術に与えた仏教美術の影響を知ることによって、仏教

美術の作品をより身近に感じる様にしたい。

【授業修了時の達成課題（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。

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｡�キーワー

ド：異文化理解、地域理解、情報分析力、論理的思考力 

【授業方法（フィードバックの内容）】

現在工房ではその時々に仏像の制作が行われている。それらの作業工程を鑑賞する。工房作成の動画テキスト・石膏原型を用

いて仏像の摸刻を行う。制作を行うには個人差がある為、遅れが生じた学生は授業外にも工房にて制作可。また指定以外の仏像

制作希望についても考慮する。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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。

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。 

【授業計画（各回の授業内容）】

授業の進め方　仏像制作の鑑賞１５　仏像彫刻の実戦（個人差があるのでシラバス内容は受講者に合わせて行う）第1回

仏像制作の鑑賞１６第2回

仏像制作の鑑賞１７第3回

仏像制作の鑑賞１８第4回

仏像制作の鑑賞１９第5回

仏像制作の鑑賞２０第6回

仏像制作の鑑賞２１第7回

仏像制作の鑑賞２２第8回

仏像制作の鑑賞２３第9回

仏像制作の鑑賞２４第10回

仏像制作の鑑賞２５第11回

仏像制作の鑑賞２６第12回

仏像制作の鑑賞２７第13回

仏像制作の鑑賞２８第14回

まとめと批評第15回

【教科書・参考書】

工房作成動画テキスト・石膏原型 

【学生へのメッセージ】

履修人数制限あり｡ 実際に仏像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。前期から制作を引き続いて行うも可。

【オフィスアワー】

月曜日５時限以降に行う。



【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba413] 仏像修復の鑑賞と実践Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

その時々に工房で修復中の仏像を中心に修復過程を鑑賞する。仏像修復等の実践を行う。

仏教の大要を理解するうえで、尊崇や敬愛を具体的に表現する手段として生まれた仏教美術を知ることの意義は大きい。その

仏教美術の流れをインド、中国、日本に渡り、広く概観し、特に日本美術に与えた仏教美術の影響を知ることによって、仏教

美術の作品をより身近に感じる様にしたい。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

課題を通して、仏像修復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際の知識を身につける。

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｡�キーワー

ド：異文化理解、地域理解、情報分析力、論理的思考力 

【授業方法（フィードバックの内容）】

現在工房では実際に仏像修復が行われている。過去行われた修復実例と合わせて修復課程等を紹介していく。実習作業では、修

復に関連した課題を行う。作業においては個人差もある為、遅れた学生は事後学習で補う。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

平常点50%、授業態度25%、作品25%。

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。 

【授業計画（各回の授業内容）】

授業の進め方　仏像修復の鑑賞１　修復に関連する課題（個人差があるのでシラバス内容は受講者に合わせて行う）第1回

仏像修復の鑑賞２　修復に関連する課題第2回

仏像修復の鑑賞３　修復に関連する課題第3回

仏像修復の鑑賞４　修復に関連する課題第4回

仏像修復の鑑賞５　修復に関連する課題第5回

仏像修復の鑑賞６　修復に関連する課題第6回

仏像修復の鑑賞７　修復に関連する課題第7回

仏像修復の鑑賞８　修復に関連する課題第8回

仏像修復の鑑賞９　修復に関連する課題第9回

仏像修復の鑑賞１０　修復に関連する課題第10回

仏像修復の鑑賞１１　修復に関連する課題第11回

仏像修復の鑑賞１２　修復に関連する課題第12回

仏像修復の鑑賞１３　修復に関連する課題第13回

仏像修復の鑑賞１４　修復に関連する課題第14回

まとめ、批評第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

【学生へのメッセージ】

実習作業を行う為人数に制限がある。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。

【オフィスアワー】

月曜日５時限以降に行う。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba415] 仏像修復の鑑賞と実践Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

その時々に工房で修復中の仏像を中心に修復過程を鑑賞する。仏像修復等の実践を行う。

仏教の大要を理解するうえで、尊崇や敬愛を具体的に表現する手段として生まれた仏教美術を知ることの意義は大きい。その

仏教美術の流れをインド、中国、日本に渡り、広く概観し、特に日本美術に与えた仏教美術の影響を知ることによって、仏教

美術の作品をより身近に感じる様にしたい。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

課題を通して、仏像修復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際の知識を身につける。

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｡�キーワー

ド：異文化理解、地域理解、情報分析力、論理的思考力 

【授業方法（フィードバックの内容）】

現在工房では実際に仏像修復が行われている。過去行われた修復実例と合わせて修復課程等を紹介していく。実習作業では、修

復に関連した課題を行う。作業においては個人差もある為、遅れた学生は事後学習で補う。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

平常点25%、授業態度25%、作品50%。

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。 

【授業計画（各回の授業内容）】

授業の進め方　仏像修復の鑑賞１４　修復に関連する課題（個人差があるのでシラバス内容は受講者に合わせて行う）第1回

仏像修復の鑑賞１５　修復に関連する課題第2回

仏像修復の鑑賞１６　修復に関連する課題第3回

仏像修復の鑑賞１７　修復に関連する課題第4回

仏像修復の鑑賞１８　修復に関連する課題第5回

仏像修復の鑑賞１９　修復に関連する課題第6回

仏像修復の鑑賞２０　修復に関連する課題第7回

仏像修復の鑑賞２１　修復に関連する課題第8回

仏像修復の鑑賞２２　修復に関連する課題第9回

仏像修復の鑑賞２３　修復に関連する課題第10回

仏像修復の鑑賞２４　修復に関連する課題第11回

仏像修復の鑑賞２５　修復に関連する課題第12回

仏像修復の鑑賞２６　修復に関連する課題第13回

仏像修復の鑑賞２７　修復に関連する課題第14回

まとめ・批評第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

【学生へのメッセージ】

履修人数に制限あり｡制作に個人差がある為、作業が遅れてしまった学生は時間外に制作を行ってもらう事がある。課題によっ

ては、前期から引き続き制作も可。

【オフィスアワー】

月曜日５時限以降に行う。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba523] 世界遺産研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義と演習

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 [yanagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

世界遺産研究

【授業修了時の達成課題（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（フィードバックの内容）】

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｡ 

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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％

。

【授業計画（各回の授業内容）】

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｡ 

【学生へのメッセージ】

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｡�

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba525] 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 [nagasawa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

あらゆる生命体の中で、人間だけが行ってきた葬送行為やその儀礼を知ることは、言い換えれば人間らしさを確認することで

もある。埋葬の歴史を通じて改めてそれを意識すると同時に、葬送行為を簡略化もしくは不要なものとする現代社会の実態を知る

ことで、僧侶を目指す学生諸君がこれから何を為すべきかを、学生とともに考える。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

仏教考古学とは、遺跡からの出土品や伝世品を通して、仏教の成り立ちや変遷を学ぶことを目的とするが、この講義では、考

古学の成果に基づき仏教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、埋葬や信仰の意識が希薄になって

いる現代社会との対比を行う。それにより、遺物や遺構から何がわかるかという情報収集力・情報分析力・論理的思考力を育み

、僧侶を目指す学生に、これからの社会で「何をなすべきか」の構想力を高めてもらうためである。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

期末試験を60％、受講態度（20％）毎回の授業内容をまとめたレポート（20％）を重視する。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

まとめと試験第15回

【教科書・参考書】

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　初回授業時に頒布する。参考書：仏教考古学講座、仏教

考古学辞典（ともに雄山閣）。

【学生へのメッセージ】

講義で学ぶことと、現代社会の仏教を取り巻く状況をしっかり理解し、それらがいかに乖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。

【オフィスアワー】

毎週、授業の前後に教室で受け付けます。

【実務経験】

住職24年、博物館学芸員20年。葬送の歴史と現代の実態を把握している。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [mba527] 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 [nagasawa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

文化財は人体に例えればDNAに相当する。これを知ることによって、地域や国の大本（おおもと）を知ることになる。また、

現在では知ることのできない、途絶えたモノや習俗などを知ることで、現在に伝わる儀礼などの意味を真に理解できる。それ

らはすべて必要であったからこそ、先人の智慧によって編み出されたのであり、一度途絶えたら、二度と得られないかけがえ

のないものであることを学生に考えてほしい。

【授業修了時の達成課題（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や使用法を通して、日本および地域理解を目的とした学問である。この授

業では有形・無形の文化財の保存と継承、また活用がいかに重要であるかを通して、学生の異文化理解、情報分析力、構想力

を育みたい。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

期末試験60％、受講態度（20％）、毎回の授業内容をまとめたレポート提出（20％）で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

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】

毎週、講義の初めに必要資料を配付する。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

毎週、授業の前後に教室で受け付けます。

【実務経験】

山梨県立考古博物館学芸員20年、山梨県埋蔵文化財センター文化財主事25年。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [z-1344] 世界遺産研究〈R2以前入学者〉

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 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

世界遺産の価値に対する理解を深め、充分な知識を基として、第三者にその説明をして、疑問に答えられるような力を身につける

ことを目標とする。この授業では、受講生自身が考え、題材を選び、その特性や特徴、他との相違などを資料を基にして理解して

、第三者に説明し、第三者の興味の掘り起こしと、その都度表れる疑問に答えられる力を身に付けられるようにする。したがって

、教員はファシリテーターとしてのみ参加し、授業の主体は受講生自身である。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

世界遺産の概念を理解して、日本・アジア・その他の国々の世界遺産に見られる共通項と多様性を論じられるようになることを

目標とする。そのため、ますは専門的な外国語リテラシーを高め、多様な学問の考え方や異文化理解し、またはそれぞれの地

域性を理解するために、情報リテラシーを高めて、整理できるようにする。そして、まとめた内容をプレゼンできるようにす

るための思考力や表現力を養い、これらを獲得できることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

学生が自ら調べ、整理して、発表する形式とする。教員はその中で、足りないところや調整が必要な部分を指摘する。IWBやPPを

使用して、調べ、整理した内容を発表する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習として、180分程度を要する。事後学修は次の発表に備えるものであるので、100分程度は必要である。

【成績評価（方法・基準）】

学期最後のまとめ発表40％、各回ごとの発表（3回程度）30％、事前学習（発表用企画書）10％、事後学習（発表の振り返り）

10％、授業に取り組む姿勢（発表者に対する質問も含む）10％。これらの項目をルーブリックにより評価内容として示す

。そして、ルーブリック採点には学生相互の判断も加味する。

【授業計画（各回の授業内容）】

授業の進め方､ 世界遺産の概略（文化遺産と自然遺産）第1回

日本の世界文化遺産第2回

学生による日本の世界文化遺産調査発表１第3回

学生による日本の世界文化遺産調査発表２第4回

世界各地の世界自然遺産と世界文化遺産第5回

学生による世界の文化遺産調査発表１第6回

学生による世界の文化遺産調査発表２第7回

アジアの世界文化遺産第8回

学生によるアジアの世界文化遺産調査発表１第9回

学生によるアジアの世界文化遺産調査発表２第10回

学生によるアジアの世界文化遺産調査発表３第11回

学生によるアジアの世界文化遺産調査発表４第12回

無形文化と有形文化第13回

国宝と文化遺産第14回

まとめ～世界文化遺産修復プロジェクトと身延山大学第15回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

発表を中心とする授業となるので、自分の発表時は欠席しないこと。

【オフィスアワー】

前期火曜日4時限目と金曜日4・5時限目・後期は金曜日4・5時限目。質問はikegami(a)min.ac.jp

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [mth301] 世界宗教史／世界宗教史Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）R2度以前学生 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 [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本学は基本的に日蓮聖人を中心とする仏教の修学を主とするものですが、その理解を深めるためにも、また現代世界の趨勢を

知るためにも、世界における宗教の知識と歴史を身につけておくことが必要になります。そこで本講義では、世界の宗教につい

て学びます。前期では、世界でも多くの信者を有する一神教のユダヤ教・イスラム教を中心に取り上げます（キリスト教は後期

で）。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

世界の諸宗教について基本的な知識を体系的に身につけ、多様な学問の考え方を習得し、異文化理解を深める。そして体得し

た知識の検討を通して、批判的思考力を身につける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。またその際、テーマについてのディベートの機会も適宜設けます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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%）および学力確認テスト（50%）により、総合的に評

価を行ないます。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

ユダヤ教1：概論第2回

ユダヤ教2：国家形成からバビロン捕囚まで第3回

ユダヤ教3：ヘレニズム文化以降第4回

ユダヤ教4：ラビ・ユダヤ教の時代第5回

東洋の宗教：ヒンドゥー教と仏教など第6回

イスラム教1：概論第7回

イスラム教2：ムハンマドの登場第8回

イスラム教3：イスラム世界の確立第9回

イスラム教4：スンナ派とシーア派第10回

イスラム教5：スーフィズム第11回

世界各地の宗教：ゾロアスター教、マニ教など第12回

イスラム教6：イスラム世界の拡大化と近代化第13回

イスラム教7：イスラム世界の拡大化と近代化（承前）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：『宗教の世界史7ユダヤ教の歴史』市川裕（山川出版社）2009年、『宗教の世界史11

イスラームの歴史1』佐藤次高（山川出版社）2010年、『宗教の世界史12イスラームの歴史2』小杉泰（山川出版社）2010年。

【学生へのメッセージ】

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。なおキリスト教については後期の「世界

宗教史Ⅱ」で取り上げる。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし

- 84 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [mth303] 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 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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（神仏習合、死生観、宗教芸術など）への理解を深め知識を得ることができるでしょう。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

宗教と民俗について基本的な知識を体系的に身につけ、多様な学問の考え方を習得し、異文化理解を深める。そして体得した

知識の検討を通して、批判的思考力を養う。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。またその際、テーマについてのディベートの機会も適宜設けます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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%）および学力確認テスト（50%）により、総合的に評

価を行ないます。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

宗教と美術第4回

神と仏（１）第5回

神と仏（２）第6回

葬式の諸相（１）第7回

葬式の諸相（２）第8回

お盆の諸相（１）第9回

お盆の諸相（２）第10回

日蓮遺文に見る民俗第11回

世界宗教と民俗（１）第12回

世界宗教と民俗（２）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：『十二支考』南方熊楠（岩波文庫）1994年、『事典　日本の仏教』蓑輪顕量編

（吉川弘文館）2014年、『日本仏教史』蓑輪顕量（春秋社）2015年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [mth305] 現代宗教事情

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 金 炳坤 キム ビョンコン kim byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

毎年「地域」と「宗教」を選択し集中して学修していく。今年は「韓国」の「仏教」がその対象になる。本授業では、韓（朝

鮮）半島を中心として展開し、かつ中国、日本といった東アジアの仏教文化形成にも少なくない影響を与えてきた海東（朝鮮

）仏教（Korean Buddhism）の歴史的展開並びにその特質（Koreanized Buddhism）について概説し、東アジア仏教研究のための

海東仏教研究の意義と必要性を認識し、その理解を深めることを主眼とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

海東仏教の歴史と特質を学習し東アジア仏教研究に対する理解を深めることができる。受講者それぞれの研究意欲や課題設定のた

めの視野を広げることができる。卒業論文に向けての研究の方法を習得し論文作成のためのスキルを高めることができる。〈

コンピテンシー：異文化理解、批判的思考力、論理的思考力、構想力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

配付資料に沿って進めていきます。毎回、授業のまとめ（成績評価の対象）を提出してもらいます。採点後、コメントを付して

返しますので、授業外学修に活かしてください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。毎回の授業で課題が出されますので、次回の授業で発表（成績評価の対象）できるよ

うに勉めてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（20％）、授業のまとめ（30％）、課題提出（20％）、学力確認テスト（30％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス、海東仏教通史１第1回

同上２第2回

中国仏教と日本仏教第3回

海東仏教と日本仏教第4回

朝鮮（韓国）仏教の特徴１：歴史的背景、普遍性の自覚第5回

同上２：韓国仏教の思想傾向第6回

現代にいたる思惟の諸特徴１：序、人間結合の重視第7回

同上２：個人崇拝の問題、呪術信仰、気概第8回

同上３：現実的適応性、諸思想の対立と宥和第9回

同上４：合理的思惟の問題、審美感の問題第10回

四国時代の仏教：高句麗、百済、伽揶、新羅第11回

南北国時代の仏教：統一新羅、渤海第12回

高麗時代の仏教第13回

朝鮮時代の仏教第14回

近代の仏教、まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：授業中に適宜資料を配付する。参考書：『朝鮮仏教史の研究』江田俊雄（国書刊行会）1977年、『朝鮮仏教史』鎌田茂雄

著（東京大学出版会）1987年、『チベット人・韓国人の思惟方法』中村元著（春秋社）1989年、『1900-1999韓国仏教100年：朝

鮮・韓国仏教史図録』金光植編（皓星社）2014年、『韓国仏教史』金龍泰著・佐藤厚訳（春秋社）2017年、『はじめての韓国仏教

：歴史と現在』佐藤厚著（佼成出版社）2019年。その他、授業中に適宜資料を配付する。

【学生へのメッセージ】

学びの場である大学を存分に活用し、知識を増やし、感性を磨き、智慧を養うこと。

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [z-1439] 世界宗教史Ⅱ〈R2以前入学者〉

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 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本学は基本的に日蓮聖人を中心とする仏教の修学を主とするものですが、その理解を深めるためにも、また現代世界の趨勢を

知るためにも、世界における宗教の知識と歴史を身につけておくことが必要になります。そこで本講義では、世界の宗教につい

て学びます。前期に取り扱ったユダヤ教・イスラム教に引き続き、後期はキリスト教の歴史を学びます。キリスト教は周知の通

り、現在の世界で最も多くの信者を有する巨大な宗教であり、その一神教という（我々の視点からすると）特殊な性質について学

ぶことは必須といえましょう。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

キリスト教の歴史について基本的な知識を体系的に身につけることで、多様な学問の考え方を習得し、異文化理解を深める。そ

して体得した知識の検討を通して、批判的思考力を養う。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。またその際、テーマについてのディベートの機会も適宜設けます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・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%）および学力確認テスト（50%）により、総合的に評

価を行ないます。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

キリスト教前史第2回

イエスと原始キリスト教第3回

初期キリスト教第4回

ローマ帝国とキリスト教　　第5回

迫害の時代からコンスタンティヌス革命まで第6回

十字軍の時代まで第7回

宗教改革1：その起こり第8回

宗教改革2：その展開第9回

近代のキリスト教1第10回

近代のキリスト教2第11回

東方のキリスト教1　第12回

東方のキリスト教2第13回

日本とキリスト教第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：『宗教の世界史8キリスト教の歴史1』松本宣郎（山川出版社）2009年、『宗教の

世界史9キリスト教の歴史2』松本宣郎・高柳俊一（山川出版社）2009年、『宗教の世界史10キリスト教の歴史3』廣岡正久（山川出版

社）2018年。

【学生へのメッセージ】

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。なお、キリスト教の母体となるユダヤ教

・関連の深いイスラム教については前期の「世界宗教史Ⅰ」で扱う。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）



【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [z-1442] 現代宗教と葬祭〈R2以前入学者〉

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 長澤 宏昌 ナガサワ コウショウ nagasawa kosyo [nagasawa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

葬送行為は、埋葬を中心として13万年前ごろのネアンデルタール人に始まり、現代にまで引き継がれている。ところがこの30

年、埋葬と葬送行為を、そして供養を不要なものとする考え方が都市部を中心に急激に広がってきている。その流れは、情報

発信力の強い都市部の考え方が当然とされ、右に倣えの方式で地方にも波及している。このままでよいのであろうか。学生とと

もに現状について考えたい。

【授業修了時の達成課題（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、急激に変化している。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。これは地域理解や異文化理解にも通じる。あらゆる生命体の中で、人間だけが行

ってきた葬送儀礼を無用なものとする今日の考え方は、社会の基本であった家や地域社会の崩壊と密接に関連するのだが、現代

社会の実態を知ることで、僧侶を目指す学生諸君は批判的思考力、理論的思考力を磨いてほしい。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。また、葬祭現

場で働く方の意見や様々な活動を行っている僧侶の意見も聞く機会を設けるので、学生には積極的に発言してほしい。

【授業外学修の方法（時間数）】

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、教科書

のほか関連する参考文献の読書に努めること。

【成績評価（方法・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（60％）。また、授業へのに取り組みが大事であるとの考

えから、受講態度（20％）、毎回の授業内容をまとめたレポート提出（20％）を重視する。

【授業計画（各回の授業内容）】

現代社会と埋葬・供養について―散骨に対する考え方とその危険性―第1回

「無縁社会」を考える－都会での孤独死から－第2回

檀家制度を考える第3回

埋葬の歴史外観第4回

葬送の自由をすすめる会の主張１第5回

葬送の自由をすすめる会の主張２第6回

現代社会と仏教　文献解題１－島田裕巳の著書を考える－第7回

現代社会と仏教　文献解題２－法華経に基づく葬儀の意義－第8回

現代社会と葬儀のこれから第9回

葬祭の現場ではどう考えているか　－担当者の意見－第10回

僧侶はどう考えているか１　－各種アンケートから－第11回

僧侶はどう考えているか２　－ソーシャルテンプルの活動－第12回

現代社会の実態第13回

授業のまとめ第14回

まとめと試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：『今、先祖観を問う』長澤宏昌（石文社）2016　仏教考古学と共用し、初回授業時に頒布する。参考書：『葬式仏教正当

論』鈴木隆泰（興山社）2013　『葬式は、要らない』島田裕巳（幻冬舎新書）2010　なお、必要に応じて関連資料を配布する。

【学生へのメッセージ】

葬祭をめぐる変化の実態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。葬送も信仰も心の底からの思いがあってこそ存在意義があるのだということをしっかり学習してほしい。

【オフィスアワー】

毎週、授業の前後に教室で受け付けます。

【実務経験】

住職24年、博物館学芸員20年。葬送の歴史と現代の実態を把握している。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu101] 生涯学習概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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､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､ 生涯学習の施策、関係する法令について解説します。

【授業修了時の達成課題（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

について学びます｡

【授業方法（フィードバックの内容）】

毎回のテーマについての参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます｡�

【授業外学修の方法（時間数）】

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を望みます。

【成績評価（方法・基準）】

授業中の小テストや課題など60％、学期末試験40％により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

ておきましょう。受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め、次回に備えましょう。

【授業計画（各回の授業内容）】

対話的討論：「生涯学習とは何を指すのか」第1回

ポール・ラングラン（Paul Lengrand）の永久教育論（&#233;ducation permanente）第2回

波多野完治の解釈　生涯教育から生涯学習へ第3回

OECDの「リカレント教育 －生涯学習のための戦略－」1973年第4回

土光敏夫と「新しい産業社会における人間形成―長期的観点から見た教育のあり方に関する長期専門委員会」の考え第5回

中央教育審議会など国の審議会答申における生涯学習第6回

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（生涯学習振興法、1990年）の内容第7回

臨時教育審議会答申に示された「生涯学習体系への移行」第8回

国や地方自治体の生涯学習政策第9回

家庭教育、学校教育、社会教育の役割と連携第10回

「生涯学習に関する世論調査」の推移第11回

生涯学習施設第12回

生涯学習を支援する専門職とその養成第13回

海外の生涯学習の動向第14回

総括　振り返りとシェアリング第15回

【教科書・参考書】

講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

なし

- 90 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu203] 生涯学習概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

生涯学習として学ぶ現代的課題を参加型学習形式や模擬授業として行います。また、地域課題解決の協働活動、まちづくり・地

域活性化策としての生涯学習について具体的な事例をあげて解説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

生涯にわたって学習することの意味､ 生涯学習の現代的課題､国や地方自治体の生涯学習政策、国内外における生涯学習論の系

譜などの側面から､ 生涯学習の方法論について理解します｡

【授業方法（フィードバックの内容）】

毎回のテーマについての参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます｡

【授業外学修の方法（時間数）】

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を望みます。

【成績評価（方法・基準）】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の発表40％により総合的に評価します。定量的な評価方法ではなく、定性的な評価

方法を採用します。

【授業計画（各回の授業内容）】

生涯にわたって学習することの意味第1回

身近で日常的な生涯学習第2回

生涯学習施設で行われている「コト学習」第3回

生涯学習の方法論と支援する人材の資質・能力第4回

生涯学習としての地域学：掛川の「とはなにか学舎」第5回

現代的課題とは何か ｢三化け｣ ｢七化け｣ ｢新三化け｣第6回

高齢化：高齢化社会、高齢社会、超高齢社会第7回

少子化の何が問題なのか第8回

男女共同参画化とM型社会第9回

地域課題解決の協働活動としての生涯学習第10回

まちづくり・地域活性化策としての生涯学習第11回

開かれた学校から学社連携・学社融合への移り変わり第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､ シニア大学第14回

総括発表　振り返りとシェアリング第15回

【教科書・参考書】

講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

受講前に各回のテーマについて自分の考えをまとめておきましょう。板書を写すだけにならないノートの取り方についても学びま

す。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ましょう。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu205] 博物館概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [smochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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｡

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。社会教育施設としての博物館の役割を理解することにより、多様な

学問の考え方、構想力、評価力がつく。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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｡ICT機器を用いて授業を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト70％､ 授業に取り組む姿勢30％ 学力確認テストはテキスト・ノート等持込不可｡�

【授業計画（各回の授業内容）】

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）。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

授業の開始前、終了後に質問等を研究室、教室で受け付ける。その他の時間帯に質問等があればメールで対応する。

smochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

博物館学芸員として勤務経験（37年）がある。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu307] 博物館資料論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [smochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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。

資料に関する情報やデータをみていくことにより、情報収集力、情報分析力、情報構成力、批判的思考力がつく。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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。ICT機器を用いて授業を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

期末レポート（40％）、授業に取り組む姿勢（60％）によって評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

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）

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

授業の開始前、終了後に質問等があれば対応する。その他の時間帯に質問等があればメールで対応する。smochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

博物館学芸員として勤務経験（37年）がある。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu309] 博物館情報・メディア論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [ebinuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

博物館では、収蔵資料に関する情報、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し、利用者に活用してもらうものですから、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、博物館における情報の集積・管理・活用や、博物館情報を活用するための様

々なメディアに関する基礎知識について概説します。また新型コロナウイルス感染症の流行にともない、博物館でもオンライ

ンによる様々なサービスの提供を行うことが、これまで以上に盛んになっています。こうした現在の状況もふまえて、今後博

物館の情報発信にどのようなことが求められるか、受講者とともに考えていきたいと思います。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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・メディア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（フィードバックの内容）】

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。

【授業外学修の方法（時間数）】

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。

【成績評価（方法・基準）】

期末レポート40％､ 授業への取組の姿勢60％

【授業計画（各回の授業内容）】

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2』（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）、『博物館研究』令和2年11月号 特集「新型コロナウイルス感染症パンデミック下の博物館」。そのほか

、講義の内容に応じて紹介します。

【学生へのメッセージ】

実際に博物館の見学を行うので「事例研究(1)・(2)」の出席を重視します｡ 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。



【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

山梨県立博物館学芸員（15年）。博物館での実際の業務や課題等も授業内容に反映します。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu411] 博物館展示論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [hosaka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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、「収集資料の保存」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的とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

この授業をとおして、博物館展示論の知識を体系的に習得し、多様な学問の考え方を深く理解し、情報収集力・分析力・構成力や

、口頭発表力、文章表現力を獲得することで、学芸員として基礎的な知識や資質を身に着け、実際に博物館展示を担うことができ

るようになることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

授業では、教科書にそって博物館展示論を概説し、重要な概念などについて配布資料でさらに深く解説する。各回の授業内容に応

じて、タブレットなどＩＣＴ機器を利用して現在実施されている博物館展示の情報を検索・収集し、分析・再構成してその内容を

まとめて口頭発表する。さらに、より一層理解を深めるために、具体的に博物館の展示例を見学し、その内容を口頭発表する

。

【授業外学修の方法（時間数）】

事各回の講義内容について、教科書や参考書による事前学修を毎回２時間以上実施すること。事後の学修では、教科書・配布資料を読

み直し、ノートをまとめる作業を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト60％（知識の修得度や文章表現力を評価）、授業態度評価40％（情報検索成果口頭発表を５回実施し、各回の評価

を８％とする。口頭発表力、情報収集力、分析力、構成力を評価）で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

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（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第4回

展示と法令第5回

博物館展示の実際（博物館見学）第6回

展示の環境と設備、見学博物館のプレゼンテーション第7回

展示作業第8回

展示の照明と音響（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第9回

展示と解説・展示解説書の作成（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第10回

人文系の展示（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第11回

自然系の展示（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第12回

展示のあり方第13回

博物館展示の総合的検討第14回

博物館展示論のまとめと総括第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新時代の博物館学』全国大学博物館学講座協議会西日本部会編（芙蓉書房出版）2012年、および配布資料。参考書：

『博物館学Ⅱ』大堀哲・水嶋英治編著（学文社）2012年、『博物館展示法（新版博物館学講座９）』加藤有次・鷹野光行ほか（雄

山閣）2000年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます



【実務経験】

山梨県立考古博物館学芸課長６年、同博物館次長１年
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [mmu413] 博物館教育論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）仏教芸術専攻 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 [hosaka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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的とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

この授業をとおして、博物館教育論の知識を体系的に習得し、多様な学問の考え方を深く理解し、情報収集力・分析力・構成力

や、口頭発表力、文章表現力を獲得することで、学芸員として基礎的な知識や資質を身に着け、実際に博物館教育活動を行うこと

ができるようになることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

授業では、教科書にそって博物館教育論を概説し、重要な概念などについて配布資料でさらに深く解説する。各回の授業内容に

応じて、タブレットなどＩＣＴ機器を利用して現在実施されている博物館教育活動の情報を検索・収集し、分析・再構成してそ

の内容をまとめて口頭発表する。さらに、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し、その内容を

口頭発表する。 

【授業外学修の方法（時間数）】

各回の講義内容について、教科書や参考書による事前学修を毎回２時間以上実施すること。事後の学修では、教科書・配布資料を読

み直し、ノートをまとめる作業を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト60％（知識の修得度や文章表現力を評価）、授業態度評価40％（情報検索成果口頭発表を５回実施し、各回の評価

を８％とする。口頭発表力、情報収集力、分析力、構成力を評価）で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

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（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）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、見学博物館のプレゼンテーション（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第8回

ハンズオンとアウトリーチ（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）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（ＩＣＴ機器を利用した検索調査/口頭発表）第10回

子どものための展示の動物園・水族館の実践例（ＩＣＴ機器を利用した検索調査）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・展望第14回

博物館教育論のまとめと総括第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新時代の博物館学』全国大学博物館学講座協議会西日本部会編（芙蓉書房出版）2012年、および配布資料。参考書：

『博物館学Ⅱ』大堀哲・水嶋英治編著（学文社）2012年、『博物館教育論』黒沢浩（講談社）2015年。

【学生へのメッセージ】

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。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室で受け付けます

【実務経験】

山梨県立考古博物館学芸課長６年、同博物館次長１年
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