
授業コード 31001 （認定科目名：書論） 

授業科目 書論 単位 2.0 

担当者 前田 秀雄 
シラバスグルー

プ 
T0M021 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道理論〔改訂〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 古き良き日本の伝統を真に理解し、教養として身につけた人材が、今必要とされている。

| 毛筆の書は、「己の志を詩にして、それを可視的な形で紙面に焼き付けたもの」と定義さ

れる。また、「書は人なり」。人格・識見・技量、三位一体の向上を目指して、全人格的な完

成が求められなければならない。| ただ、日常の生活習慣が変化した昨今では、毛筆の学習

は、過去の人々の、時間をかけることで「潜移黙化（知らず知らずのうちに感化されること）」

に依存していた方法が望めなくなっている。そこでまず「眼高手低」にして、合理的で正確

な訓練方法により学習効率を上げなければならない。臨書学習のテキストとしての古典作品

は「物言わぬ師」であるが、幸い各種「書論」の作者たちは、等しく古典の作家でもあった。

「書論」の熟読は、書写・書道教育の上に有効である。 
 

■学習の要点 

 書の学習には、書法技術と理論の相補学習が望まれてきた。技術と理論は互いの向上に伴

って、創作や教育の現場に活用されるものである。テキスト以外に、中高の書写書道のテキ

ストや関係書物への関心も大いに必要なことである。| １．書とはどういう芸術か、他と比

較する。| ２．書美を分析、表現上の原理を考える。| ３．創作過程を考え、書美の作られ

る原理を考える。| ４．「余白」について考える。| ５．「線」について他の芸術と比較する。

| ６．臨書の大事なことを具体的に考える。| 
 

■学習の到達目標 
古典としての書論学習によって、書の本質に理解が深まったか、書作の技術向上には、思索

が大切であることに気づきが生まれたか？   

 

■成績評価の基準 
書論を学んで得た知識が、単なるオウム返しに終わらず、吟味咀嚼され、きちんと自分の言

葉に落とし込まれた表現になっているかを評価したい。   



授業コード 31002 （認定科目名：書の歴史（中国編）） 

授業科目 書の歴史（中国編） 単位 2.0 

担当者 加藤 達 
シラバスグルー

プ 
T0M032 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国書道史：決定版 角井博監修 芸術新聞社  

    

 
 

■授業の概要 

 書道史は表現と鑑賞の基礎的学問であり土壌である。美の造形は豊かな教養から生まれ、

豊かな想像はその人柄から成る。書は東洋独自の芸術であり、中国四千年の歴史の中で誕生

した文字の歴史でもある。| 殷代の甲骨文をはじめ篆書、隷書、草書、楷書、行書と各書体

が誕生し、東晋時代にはその名を書聖として仰がれた王羲之の出現が書道史の中でも も大

きな役割を担う。王羲之の書は日本書道に於いても書の郷村であり、後世の規矩となった。

| このように文字の歴史は書体の歴史であり、人間の伝達手段である記号がやがて「用」と

なり次第に「美」になって美しさに感動するようになった。| 私達は古代人の素朴で超越し

た遺産を通して実用と芸術の二面性を理解し、文字が人間形成にとっていかに重要であるか

を知ることが大切である。その為にも書道史を学ぶ意義は極めて大きい。| 
 

■学習の要点 

 書道史には様々な背景があり、これを大別すると、①時代（文化・政治）②人（筆者と環

境）③書（由来）の３つの背景がありそれぞれ互いに密接に結ばれている。人と書はもとよ

りある時は時代が書を生み、時には性格や人柄が書を生む。| 書道史は単に歴史に留まら

ず、書体や古典の成立、由来などに着目してその経緯を知り、なるべく視野を広く持ち多角

的に探求することが肝要である。| また鑑賞するポイントを設け、どこに特徴があるかをと

らえ単なる鑑賞として流さないようにする。あるいは自分で一つのテーマを決めて他の古典

との相違点を明らかにするのも方法の一つである。例えば楷書の横画だけを取りあげてみて

も同じ楷書でも多彩であり、様々な表情を持つ。| このように書道史を通して書体の推移と

共にそれぞれの古典の価値感を見極め、適切な審美眼を高めていきたい。 
 

■学習の到達目標 時代の背景と書の持つ魅力を知る 

 

■成績評価の基準 それぞれの古典の特徴を十分理解しているか。記述は明瞭かつ一貫した内容であるか。 



授業コード 31003 （認定科目名：書の歴史（日本編）） 

授業科目 書の歴史（日本編） 単位 2.0 

担当者 加藤 達 
シラバスグルー

プ 
T0M033 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明解 書道史 加藤達成著 日本習字普及協会  

    

 
 

■授業の概要 

 日本の書の歴史は漢字の渡来から始まり中国の仏教と共に日本に伝来した。日本 古の肉

筆と言われる法華義疏をはじめ仏教の銘文など全ては漢字であった。その漢字には表意性と

表音性があるが、表音のみを採用して表記したのが仮名の起源であり、いわゆる万葉仮名の

始まりである。そして平安の三筆・三蹟をはじめとする和様が盛え、仮名が誕生し後世に受

け継がれてきた。| このように歴史を回想すると日本独創の仮名の変遷が日本書道史であ

り、そこに文明や人間の意志の疎通のメカニズムを知ることができる。そして日本の伝統的

な形式や風習も現代に生かされていることに共感する。| 本科目では歴史を通して各時代の

様々な作品を鑑賞し、中でも平安の王朝貴族の香り漂う艶や雅の詩情と造形美を味わいなが

ら、用と美の移り様を探っていく。 
 

■学習の要点 

 書道史には様々な背景が存在しており、これを大別すると、①時代（文化・政治）②人（筆

者と環境）③書（由来）であり、それぞれ互いに密接な関係で結ばれている。人と書はもと

よりある時は時代が書を生み、性格や人柄が生む時もある。| 書道史は単に歴史に留まら

ず、一つ一つの古筆の成立や由来に着目してその経緯を知り、なるべく視野を広く持って多

角的に探究することが肝要である。| また鑑賞する方法や目的も併せて学ぶことも大切であ

る。人は作品に接した時まず感性が働き次に感情が起こる。そして美的判断が下され美を感

じる。このようにまず直感を大事にして臨み、次に客観的に価値を分析して筆者の「詩心」

を感じとる。そこに初めて人と作品が一体化し、書き手の心情が伝わるのである。| 単なる

鑑賞に流されることなく、どこかにポイントを置いて視点を安定させ高い鑑賞眼を持つこと

である。 
 

■学習の到達目標 仮名の誕生によるわが国独自の美的造形の発展を理解する 

 

■成績評価の基準 古筆の特徴を十分に理解しているか。記述は明瞭かつ一貫した内容であるか。 



授業コード 31004 （認定科目名：文房四宝の基礎） 

授業科目 文房四宝の基礎 単位 2.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M035 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

筆墨硯紙事典 知る！選

ぶ！使う！ 
天来書院 編 天来書院  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、東洋古来の文房具の基礎知識を修得することを目的とする。| 文房とは本来

「書斎」を意味し、そこで用いられる道具が文房具であり、その本質は文字を表記すること

にあった。またヨーロッパ等における筆記具がきわめて簡易性を志向するのに対して、中国

起源のこれら筆記具はさらに複雑な文化的要素を多分に含んでいるといえよう。また漢字の

歴史的変遷を考えるとき、これら筆記具との相関的な関係に思いを馳せねばそのダイナミズ

ムがみえてこないことは、言わずもがなである。| 本科目では、東アジアにおいて文字を扱

う身分にあった文人、さらに彼らが利用し、また趣味収集してきた文房具についての理解を

深めてもらう。特に文房諸具中でも硯・墨・筆・紙は文房四宝と称され、その玉座におかれ

たものであるので詳細に学習する必要がある。つまりそれらの製作には、中国各地の産物が

用いられ、それぞれにふさわしい産地が都市開発され、そこで働いた多くの職人の技術の粋

が込められているのである。中でも皇帝に献上する目的で作られたような 高品質のものに

ついては、貴重な文化財として現在でも大切に保存されている。| 以上のような文化的奥行

きをもつ東洋の文房諸具について、その背景世界の理解とともに実物の鑑賞を楽しんでいき

たい。| 
 

■学習の要点 

 本科目は、「文人と文房諸具」についても理解してもらう。学習の要点を以下５つの項目

に分類した。|１．文人とは何ものか | 特に宋代以後の近世文人像を中心に定義していく。

|２．文房とコレクション| コレクション（収集）の意図、選定基準、目的などを学習する。

|３．文房四宝| 文房諸具、特に四宝（硯・墨・筆・紙）を中心に学習する。それぞれの産地

およびその製作技術、そのハイレベルな文化の粋について理解を深める。|４．碑帖の跋文に

ついて| 書を学習するものにとっての必須アイテムの一つとしてその手本となる碑帖があ

げられる。その碑帖はその来歴によって、伝承自体にも価値が発生する。跋文はそれを示す

格好の資料である。|５．コレクションの現在| 来歴のある優れた文房諸具は、現在貴重な文

化財として美術館、博物館に収蔵されており、その所在を確認してもらう。いずれは実物を

観覧する機会をもってもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 リポート試験を通じて文房四宝への認識を深める。 

 

■成績評価の基準 リポート試験の内容 



授業コード 31005 （認定科目名：漢文の読み方） 

授業科目 漢文の読み方 単位 2.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M036 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文の読みかた（岩波ジュ

ニア新書；147） 
奥平卓 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 我々日本人は、無意識のうちに中国の文化の影響を受けて生活しています。例えば、 近、

モラルの低下が社会問題となってきています。その指導方法として、「道徳」教育の徹底が

叫ばれています。言うまでもなく、この「道徳」という言葉は、本来、中国固有のもので、

その意味するところも現在の中国人が考えるそれと何ら異なることはありません。つまり

「道徳」という言葉は、外来語であるわけです。| ところが我々日本人は、このような漢語

を我々日本人の精神構造の一部として受容しています。同様に日本の古典は中国の古典と密

接に関わってもいるのです。その一例として、清少納言が白居易の詩文の影響を受けている

ことはつとに指摘されていますし、そのほか今日では、奈良朝の官僚が『文選』を学習して

いたことも判明しています。つまり中国文化は、我々日本人の精神構造の一部を形成してい

ることを意味しているとも言えるのではないでしょうか。| これらの古代中国人が彼らの言

葉で書いた文章を読むために、我々日本人の先人は、漢文訓読法と呼ばれる読解法を編み出

しました。以下、漢文と訓読法について簡単に説明しましょう。| 漢文とは、古代中国にお

いて士大夫が詩文を作成するときに用いた文言文です。漢文はその本来が「外国語」である

ために、我々日本人にとって正確な読解が難しいのは言うまでもありません。この漢文を少

しでも平易に読むために、我が国の先人たちが長い時間を費やして編み出した方法のひとつ

に漢文訓読法があります。この方法は遠く平安時代に始まり、江戸末期にほぼ現在と同じ形

式となったもので、気の遠くなるほどの長い年月をかけて完成されたものです。よって、我々

は幸運なことに、「外国語」の「古語」である漢文を日本語で読むことができるのです。| こ

のように漢文訓読法の習熟は、我々日本人が本来「外国語」である漢文を読解するために欠

かすことのできないものです。またそれに伴い、語彙の把握を補助する工具書の適切な使用

法を習得することも、以後の漢文学習において不可欠です。これらの基礎技術を習得した者

だけが、正確に漢文を読むことができるのです。 | 本科目では、テキストを精読していく

ことによって、基礎的な漢文読解能力の修得と、それに伴う基礎的な読解技術の習熟を目指

してゆきます。| 
 

■学習の要点 

 テキストを精読すれば、 低限の句法と様々な漢文の書き下し文・日本語訳の作成の方法

を理解することができるでしょう。是非、テキストを初めから 後まで精読してください。

ただし、テキストに記述されているのは、あくまで 低限のものです。ここではその他の注

意事項を以下に記しておきます。| 大多数の方はどのように読んでよいか、どこから取り組

んでよいのか分からないと思われます。まず、一字一字の漢字の意味が分からないことには

読み進んでいけません。そこで、 初に必要となるのは辞書です。本科目では以下の辞書を

推奨します。| (１) 戸川芳郎監修 『全訳 漢辞海』（三省堂）| (２) 小川環樹等『新字源』

（角川書店）| まず、必要なのは座右に備えられるコンパクトなものです。その上それなり



の内容を備えていなければなりません。上記の辞書はその両方を兼ね備えています。(１) は、

近できた辞書で、中国が国家の威信をかけて製作した『漢語大詞典』の一部分を翻訳して

完成されたものです。また、品詞の役割、意味なども丁寧に紹介され、初学者が使いやすい

辞書との定評も確立されつつあります。(２) は以前からある定評のある辞書です。ただ、品

詞の説明は 低限度のものですが、間違いが少なく、意味は簡明にしてぴったりしたもので、

玄人好みのする辞書です。このどちらかを座右に備えて、漢文と向き合っていってください。

辞書の引き方についてはそれぞれの辞書に紹介されているので、その部分を参照してくださ

い。| また、上記の辞書に記載されていない漢字・意味もあります。それについては、諸橋

徹次著『大漢和辞典』（大修館書店）（12 巻・索引・語句索引・補巻）を引いてください。ほ

とんどの意味はこの辞書を引けば記載されているはずです。| さらに「テキストを精読した

が、漢文の文法についてまだ分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。これも

おおよそは辞書に付されていると思いますので、まずはそれを参照してください。さらに詳

しく知りたいと言う方は、絶版ですが、西田太一郎・福島昇『増補改訂重要漢文語法便覧』

（中央図書）が簡明でありながら要を得た編集であると思われます。なお入手しやすいもの

に、小川環樹『漢文入門』（岩波全書）がありますが、これは教授用の入門書で決して初学者

を対象にしたものではないので注意が必要でしょう。また魚返善雄『漢文入門』（社会思想

社）は、面白く読めるうえ、索引にも工夫がされていますが、残念ながら絶版であるうえ、

内容に不十分な部分もあります。ただ、非常に楽しく漢文文法を学ぶことができるでしょう。

| 
 

■学習の到達目標 漢詩、漢文の理解を深めたか。 

 

■成績評価の基準 リポート試験の内容。 



授業コード 31006 （認定科目名：古筆を学ぶ） 

授業科目 古筆を学ぶ 単位 2.0 

担当者 加藤 達 
シラバスグルー

プ 
T0M034 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平安かなの美 高城弘一 二玄社  

    

 
 

■授業の概要 

 かなの発達は、四千年の歴史を持つ中国書道の強い影響を受け、特に平安時代の遣唐使に

よって唐代の書法や古典が直接伝えられ、我国特有の和様の書として普及したことから始ま

る。| 平安初期は唐様を基盤とする平安の三筆、すなわち空海、嵯峨天皇、橘逸勢、これに

澄を加えた能書家が輩出し漢字の美を表現した。中期になると紀貫之をはじめとする和様

の書が完成し、平安の三蹟が出現する。小野道風、藤原佐理、藤原行成であり王朝上代仮名

の美を表現した。そして詩や和歌の発展により日本文学史上特筆すべき古典を残し、造形美

と共に文学発展に大いに貢献した。| この歴史的な事実関係を理解しながら様々な古筆の特

性を知り、かなの持つ魅力を探求する。 
 

■学習の要点 

 書は東洋独自の芸術であり、仮名は日本固有の産物として世界に知られている。| この仮

名にはいくつかの特性があり、一つは文字性を素材としてその視覚的造形性を表現すること

であり、一つは運筆の変化によって生ずる書線の表情である。これに筆や紙の特性が加わり、

濃淡、潤渇、抑揚といった変化が生まれ、書き手の絶妙な感性が伝わる。| このように繊細

かつ温雅な表現はどこに魅力があるのか、どうしたらこのような線条が生まれるのか、古筆

をよく観察し、どれだけ美的要素を引き出せるかがポイントである。つまり書美は見る側の

鑑賞力によって左右されるからである。従って見る目を養うこと、すなわち目習いをするこ

とが も大切であり、それが仮名全般を理解することにもつながる。 
 

■学習の到達目標 様々な古筆の書風をつかみ、字形、線質、墨色、連綿などの美しさを理解する。 

 

■成績評価の基準 内容が明瞭であること。具体性を持ったものであること。 



授業コード 31007 （認定科目名：写経を学ぶ） 

授業科目 写経を学ぶ 単位 2.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M037 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心スッキリはじめての写経 神田写経研究会 金園社  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、写経の基礎知識を修得することを目的とする。| 写経とは文字通り「仏教経典」

を「書写」することに他ならないが、ここでは先ずそれが如何なる精神的な意味合いをもつ

かを考えるところから始め、その根元の理解を深めてもらう。つまりその行は、様々な願い

や祈りという動機に因るものであり、現象的には東アジア一円でひろく、また歴史的に行わ

れている。| そしてその書写様式は、各地域風土によって、「言語（サンスクリット語・漢

語等）」「被書写物（紙・石等）」「文字型」などバラエティに富む様相を呈しており、それぞ

れ特有の美を存している。| ここでは、主に日本に残存する漢文写経を個別に取り上げその

美の在処、さらに歴史的な伝承の形式を探究するが、随時他国に保存されている写経資料と

照らし合わせ、それぞれの美の特異性、普遍性を味わい、大きな視野に基づいて美の相対化

を計りたい。| またそのためには写経周辺にある文化状況、故事来歴などの教養もあわせて

求められることは言を俟たないだろう。| 終的には、それら文化財の保存場所、状況等に

ついても確認し、日本、さらには世界各国での写経コレクションの現状を正確に把握しても

らいたい。 
 

■学習の要点 

 本科目は、「写経文化とその周辺」についても理解してもらう。学習の要点を以下５つの

項目に分類し記してみた。|１．写経の動機 | 写経という行いは、様々な思いの集積であ

り、それは計りがたい精神的奥行きをもつものである。|２．異国で行われた写経 | 写経は

東アジア一円でひろく行われてきた。よって各民族、文化、風土によってその形態は様々な

特性を有する。例えば中国山東省の岩盤に刻された経典も（摩崖）、写経の一種といえよう。

|３．日本の写経とその美の在処について| 日本には中国でも喪失された在来の貴重な写経

資料が保存されている。また日本的な美意識が加味されているものもあって、美しさのバリ

エーションが豊かである。|４．写経の伝承様式| 写経には、さまざまな意匠がほどこされ、

それは書の他に工芸の領域にまで及んでいる。また原初の宗教的な意味合いから、書美を鑑

賞する目的に移行するにつれ、保存の形態にも変化があらわれる。|５．写経コレクションの

現在| 写経は現在貴重な文化財として美術館、博物館に収蔵されており、その所在を確認し

てもらう。いずれは実物を観覧する機会をもってもらいたい。 
 

■学習の到達目標 写経文化への理解を深める。 

 

■成績評価の基準 リポート試験の内容。 



授業コード 31009 （認定科目名：書道実技Ⅱ/書道実技） 

授業科目 書道実技Ⅱ 単位 2.0 

担当者 和田 善之 
シラバスグルー

プ 
T0M031 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 
篆書体の特徴を学ぶ| １）篆書の用筆を学習する| ２）篆書の字形を学習する|隷書体の特

徴を学ぶ| １）隷書の用筆を学習する| ２）隷書の字形を学習する 

 

■学習の要点 
・篆書体の用筆（逆筆）を学習する|・篆書体の字形を学習する|・隷書体の用筆（逆筆）（波

磔）を学習する|・隷書体の字形（扁平）等を学習する 

 

■学習の到達目標 
設題の留意点で示した各項目について、技術を習得すること。|落ち着いて課題に向き合い、

丁寧に沢山練習することが大切です。 

 

■成績評価の基準 

設題の留意点で示した各項目について技術を習得し、表現できているか。|誤字脱字のあるも

の、テキストをなぞり書きしたものは提出に値しない。|繰り返し提出していただいて理解の

深まりと、技術の向上を評価させていただきたい。 



授業コード 32002 （認定科目名：仏教学とはなにか） 

授業科目 仏教学とはなにか 単位 2.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B033 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教学概論 仏教学概論編纂会 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

2500 年もの歴史を有する仏教は、その発祥の地であるインドばかりでなく、伝播したアジ

ア諸国においても、それぞれの国の主要な思想・宗教に大きな影響を与えてきました。中国

あるいは日本にも仏教が伝わり、それぞれに独自の発達を遂げてきましたが、それらの仏教

も、その根幹にはインド仏教思想があったと考えるべきでしょう。本科目は、そのように仏

教の根幹に位置付けられるインド仏教思想を全体的に概観することを目的とするものです。

インド仏教が一貫して主張し続ける思想を理解する一方で、時代の変化の中で変容していく

思想を正確に理解することは、仏教全体を正しく把握するための不可欠な要素と言えます。

具体的には、＜原始仏教・部派仏教＞と＜大乗仏教＞という二種にインド仏教を区分し、そ

れぞれの思想の特徴を大まかに捉えながら、インド仏教全体を理解する上での基礎を学んで

ください。 
 

■学習の要点 

１．＜原始仏教・部派仏教＞─まず仏教がどのように成立したのかを学ぶと共に、原始仏教

と呼ばれる初期の仏教がどのような教理・思想を有していたのか、またそれらは具体的にい

かなる内容であったのかを捉えてください。特に「縁起」「四諦説」「煩悩」「涅槃」などに注

目し、これらの思想がいかなる背景のもとに成立し、どのような教理内容を持っていたのか、

また部派仏教になってどのように解釈され体系化され発展していったのかを学習してくだ

さい。|２．＜大乗仏教＞─はじめに、大乗仏教がどのような経緯を経て原始・部派仏教とい

う流れの中から産み出されていったのかを考えてください。その上で、＜般若経＞＜法華経

＞＜華厳経＞など大乗仏教の根幹を形成する様々な経典群がいかなるものであるのかを捉

え、併せてそれらの経典中にどのような教理や思想が説かれているのかについて基本的な知

識を身に付けてください。さらには、個々の教理や思想の内容がどのようなものであり、そ

の後どんな役割を担いながら発展していくことになったのかを、「六波羅蜜」「菩薩」「利他

行」などに注目しながら把握するよう努めてください。| 
 

■学習の到達目標 仏教を学ぶにあたって必要とされる仏教思想の基本的な概念を身につける。 

 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード 32003 （認定科目名：インド仏教の歴史） 

授業科目 インド仏教の歴史 単位 2.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B048 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教入門（岩波新書 新赤版 

103） 
三枝 充悳 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、インドで仏教が誕生した様子と、長い時の経過の中で変容していった経緯とを、

歴史的に概観することを目的とするものです。仏教の誕生は紀元前五世紀頃に遡りますが、

千五百年を越える年月の中で、その教えも、それを受け継ぐ人々の姿も様々に変わっていき

ました。インドにおける仏教変容の具体的な姿を把握することは、仏教の基本的な性質を理

解するためにも、また、中国や韓国、日本といった東アジアの各地への歴史的な展開を理解

するためにも、必要不可欠なものと言えます。テキストを通して、インドにおける仏教の大

まかな流れをしっかりと理解してください。 
 

■学習の要点 

１．＜仏教の誕生とその背景＞─仏教はゴータマ・ブッダによって産み出されますが、具体

的にどのような経緯の中で成立したのかを学んでください。その際には、ゴータマ・ブッダ

出現以前のインド社会状況、既に成立していたバラモンの宗教などに留意し、いかなる背景

のもとでゴータマ・ブッダが自己の思想を確立するに至ったのかを学習してください。|２．

＜初期仏教から部派仏教へ＞─ゴータマ・ブッダによって成立した仏教が、当初どのような

思想をもち、教団としていかなる活動を行っていたのかを学んでください。さらに、初期の

仏教教団がどのように展開・分裂し、いかなる経緯を経て部派仏教と呼ばれる状態へと変容

していったのかを、インドの社会背景に留意しながら学習してください。|３．＜大乗仏教＞

─インドの仏教は、やがて「大乗経典」と呼ばれる一群の文献成立とともに、大乗仏教を産

み出していきますが、それらがどのようにして成立してきたのかを、社会背景を踏まえて学

んでください。また、大乗仏教の思想的な特徴がどこにあるのか、先行する初期仏教や部派

仏教とどのような点で違いを有するのかに注目しながら学習してください。| 
 

■学習の到達目標 

①仏教の誕生とその背景について説明できる。|②仏教が当初どのような思想をもち、教団と

していかなる活動を行っていたのか、それがいかなる経緯を経て部派仏教へと変容していっ

たのか説明できる。|③「大乗経典」と大乗仏教がどのように成立してきたのか、また大乗仏

教の思想的な特徴がどこにあるのか明示できる。| 
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード 32004 （認定科目名：中国仏教の歴史） 

授業科目 中国仏教の歴史 単位 2.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B008 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新中国仏教史 鎌田茂雄 大東出版社  

    

 
 

■授業の概要 

中国における仏教の歴史的展開について、仏教が中国に伝来して以来、中国人社会にどのよ

うに受容され展開していったかを中心に、仏教伝来より現代に至るまでの仏教の歴史的展開

をしっかり把握する。 
 

■学習の要点 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教について時代の流れにそって、理解すること。 
 

■学習の到達目標 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教についてなど、各時代の流れにそった流れを理解し、ま

たその時代に活躍した人物の業績を理解し、仏教史上の位置づけをすること。 
 

■成績評価の基準 
「学修の要点」に書かれた学習目標に即してデキストによる学習をすすめること。その学習

の深度と理解度を試験で諮り、到達度に即して、成績評価をする。 



授業コード 32005 （認定科目名：日本仏教の歴史） 

授業科目 日本仏教の歴史 単位 2.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B012 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本宗教史（岩波新書 新赤

版 1003） 
末木文美士 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 日本仏教の特徴は、それが単独の宗教として成立・発展してきたのではなく、各時代にお

いて、神祇信仰や陰陽道・儒教・キリスト教といった様々な宗教思想と接触しながら変容し

てきた点にある。この科目のテキストである末木文美士『日本宗教史』は、仏教とそれら諸

宗教の関係から、日本宗教の特質を通史的に描き出す著作である。ここでは本テキストから、

古代から近現代に至る日本宗教史の中で、仏教がそれらの諸宗教とどのような関係にあった

のか、及びそういった多様な宗教思想の中で、仏教がどういった位置を占めていたのか、と

いう点を学んでいく。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章：古代におけ

る仏教と神祇信仰―神仏習合思想の展開|第Ⅱ章：中世における神仏習合思想の発展ー本地垂

迹説の登場|第Ⅲ章：近世における世俗倫理と宗教―儒教･神道と仏教|第Ⅳ章：近代化と仏教

―神仏分離から国家神道、そして現代へ 
 

■学習の到達目標 

・日本における諸宗教の歴史的展開において、時代ごとに仏教がどのような位置付けにあっ

たのか、考察できるようになる。|・現代の私たちの宗教観が、歴史的に構築されてきたもの

であることを理解できるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教と諸宗教の関係を整理することがで

きているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。|・専門用

語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード 32006 （認定科目名：初期仏教の思想） 

授業科目 初期仏教の思想 単位 2.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B049 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原始仏教（サーラ叢書 ４） 水野弘元 平楽寺書店  

    

 
 

■授業の概要 

初期仏教は、仏教の根本であることから根本仏教とも、またインド仏教の歴史において も

古い仏教であることから原始仏教とも呼ばれます。したがって、この科目は仏教の源流とい

うべき分野であり、後にさまざまに展開した仏教の基本について学ぶものであります。仏教

の祖である釈尊（ゴータマ・ブッダ）や仏弟子の教えを中心に説かれた経典や、教団のさま

ざまな取り決めをまとめた律典を主として研究の対象とするものでもあります。初期仏教の

思想は、後の仏教の基礎とも源流とも言えるものであるため、後代の仏教を学ぶ者にとって

も、その仏教がどのように展開したのかを知る上で不可欠な科目であります。 
 

■学習の要点 

仏教の基礎とも源流とも言えるものが初期仏教であるので、特定の部分だけを学ぶのではな

く、全体を学ぶことによって仏教とはどのような思想をもった宗教であるのかを知る必要が

あります。そこに説かれる思想は、いずれも仏教の根本思想がさまざまな角度から説き明か

された結果となるので、すべてが相互に関係したものといえます。その点を踏まえて、以下

の点について学習を進めてください。|①初期仏教はインド仏教全体においてどのように位置

づけられるのか。|②当時のインド思想を踏まえた上で、無常、無我、縁起、涅槃などの初期

仏教思想が、どのような内容を有したものであるのか。| 
 

■学習の到達目標 

①初期仏教のインド仏教全体における位置づけについて説明することができる。|②当時のイ

ンド思想を踏まえた上で、無常、無我、縁起、涅槃などの初期仏教思想の内容を説明するこ

とができる。| 
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード 32007 （認定科目名：大乗仏教の思想） 

授業科目 大乗仏教の思想 単位 2.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B034 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

空の論理「中観」（角川文庫

ソフィア．仏教の思想；3） 
梶山雄一ほか 角川書店  

    

 
 

■授業の概要 

正確な年代は不明であるが、恐らくは紀元１世紀頃、ブッダの死から数世紀を経てインドに

新たな仏教が誕生する。それが大乗仏教である。大乗とは「大いなる乗り物」を意味する。

古来、ブッダの教えは人々を「さとりの世界」に運ぶ「乗り物」に喩えられてきた。大乗仏

教を担った人たちは、自分たちの新たな仏教こそ、既成の仏教よりすぐれた「大いなる乗り

物」だと自負したのである。そして大乗仏教の中から、『般若経』『法華経』『華厳経』『無量

寿経』といった、日本人にもなじみのある多くの大乗経典が生み出され、それらの経典をバ

ックボーンとする思想家が次々と現れて、インドに大乗仏教思想の花を咲かせた。シルクロ

ードを経て中国に伝えられ、さらに海を渡って現在の我が国に至る仏教のほとんどは、大乗

仏教もしくはその影響下にある仏教にほかなりません。この科目では、「六波羅蜜」「大乗の

菩薩」「空（くう）」「唯識」といった、大乗仏教において独自に説かれる様々な思想の基本を

学びます。 
 

■学習の要点 

初にテキストを一読し、大乗仏教の世界に触れることから始めます。大乗仏教に現れる

様々な概念は、初期仏典にみられるものとは随分異なります。例えば「空」という概念は初

期経典にも現れますが、般若経にみられる空とは根本的に異なる点があります。このような

大乗仏教独特の概念を学ぶ必要があります。テキストはすべてについて詳細に説明している

わけではありません。不足分は参考書にあたってください。さらにテキストを離れて『般若

経』『法華経』『無量寿経』といった著名な大乗経典を読むことも大いに参考になります。経

典の実際の文章を読むと、大乗仏教の世界がより身近なものとして理解できるはずです。参

考文献に挙げている現代語訳を用いてください。 
 

■学習の到達目標 大乗仏教を学ぶにあたって必要とされる基本的な概念を身につける。  

 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード 32008 （認定科目名：日本仏教の思想） 

授業科目 日本仏教の思想 単位 2.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B013 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教入門（角川選書 

537） 
末木文美士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

    

 
 

■授業の概要 

 日本仏教を思想的に理解するためには、現在まで残る高僧の著作を読む込むだけでは不十

分であり、社会における仏教の動向・信仰の在り方、そして対外関係などにも視野を広げな

がら理解する必要がある。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教入門』は、そのよ

うな広い観点から思想史叙述を試みた著書であり、本書を理解することによって、近年の日

本仏教思想研究の動向と課題を把握することができるだろう。ここでは、日本の仏教思想史

がどのようなテーマを問題とし、現時点でそれらがどう理解されているのかを把握すること

を目標とする。 
 

■学習の要点 

 本書は全 15 章に亘って、さまざまなテーマから仏教思想の歴史を通覧するものである。

それ故、自己の研究テーマに関連する章を精読することによって、仏教史研究の基礎を学習

することができる。ただ、自らが興味ある箇所だけでなく、全体を通して日本仏教思想史研

究には、どういった課題が存在するのか、といった点も学習してほしい。 
 

■学習の到達目標 

・現在の日本仏教思想史がどういったことを課題として研究が進められてきたのかを理解

するとともに、現時点に残された問題点を理解できるようになる。|・日本仏教思想史研究に

用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの用語を適切に用いることができるよう

になる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教思想史研究の現在の到達点を整理し

て理解することができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来

ているか。|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ている

か。 



授業コード 33001 （認定科目名：平安京とその時代） 

授業科目 平安京とその時代 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q038 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の歴史 4：改訂平安京 北山茂夫著 中央公論新社  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目では、平安京遷都から始まる平安時代の政治や文化の特色を学びます。とくに平

安京の造営にいたる政治的背景や、天皇と皇位継承にかかる氏族間の抗争等を歴史的事実に

よって確認し、その後の政治体制にどのような影響を与えたかを考察します。| ついで、平

安初期の政治改革や地域社会の動きの中で、支配構造がどのように変化していったのかを検

討し、摂関政治へと移り行く過程を学習します。また、唐風文化が国風文化へと変遷する中

で現れてくる文学作品や美術や建築への理解を深めるとともに、入唐して仏教を学んだ 澄

や空海による平安仏教の興隆とその後の展開についても考察します。| なかでも、１）平城

京から長岡京、そして平安京へと遷都した桓武天皇の政治的な意図がどこにあったのか、２）

律令体制の矛盾を抱えながら、天皇中心の政治体制が摂関政治へと転換してゆく過程をどの

ようにとらえるのか、３）東アジアのなかの日本が、中国（唐）の影響をどのように受け、

それが遣唐使廃止によって国風文化の成立へと影響したのか、といった観点から検討してく

ださい。| 
 

■学習の要点 

学習の要点として、次に掲げる 10 のポイントについて、テキストに沿って学習してくださ

い。|１）桓武天皇による長岡京、平安京遷都の政治的背景について|２）平安初期の皇位継承

とそれに関わる政変について|３）官人機構の貴族化について|４）地域社会における富農層

の出現と地方支配の衰退について|５）『新撰姓氏録』と『続日本紀』の編纂について|６）

澄と空海の入唐とその意義について|７）延喜・天歴期の宮廷とその文化について|８）国風文

化の特色について|９）東国・西国における反乱とその影響について|１０）摂関政治と院政の

展開について 
 

■学習の到達目標 

以下の諸点について、理解することを本科目の到達目標とします。|1:桓武天皇による長岡京、

平安京への遷都について、平安初期の皇位継承とそれに関わる政変などの政治的背景を加味

し理解できる。|2:平安京における政治のあり方について、官人機構の貴族化やその後の摂関

政治、院政の展開が流れとして理解できる。|3:平安京で展開した文化、所謂「国風文化」に

代表される、貴族文化・宗教文化を中心とした都市文化の特徴について理解できる。 
 

■成績評価の基準 

1:桓武天皇による長岡京、平安京への遷都について、平安初期の皇位継承とそれに関わる政

変などの政治的背景を加味し理解できている。|2:平安京における政治のあり方について、官

人機構の貴族化やその後の摂関政治、院政の展開が流れとして理解できている。|3:平安京で

展開した文化、所謂「国風文化」に代表される、貴族文化・宗教文化を中心とした都市文化

の特徴について理解できている。 



授業コード 33002 （認定科目名：鎌倉から室町へ） 

授業科目 鎌倉から室町へ 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q007 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

室町時代（中公新書 776） 脇田晴子著 中央公論新社  

    

 
 

■授業の概要 

 京都は、794 年（延暦 13）の平安奠都以来、1868 年（明治元）に東京へ遷都するまで、

長期にわたって日本の首都として存続してきた。したがって、京都の歴史は、日本歴史−と

くに前近代史−のいわば縮図としての位置をしめており、その歴史を学ぶことは、日本歴史

を学ぶことに深く通じている。しかし、京都の都市としての性格に焦点をあわせれば、京都

も時代によって大きく変容をとげながら存続してきたのであり、そこには日本の歴史の展開

とは異なる都市京都の歴史がある。| 本テキストでは、室町期における社会経済的発展のあ

り方に視点をすえ時代の特質を論じたものであるが、そのなかで、京都は商工業の中心地で

あるとともに、全国的な流通経済の中核としての位置をしめつつ、中世都市へと発展してい

ったことが、さまざまな角度から指摘されている。| 本科目では、古代都市としての平安京

が中世都市へと変容・発展していく過程とその都市構造のあり方に注目して考察してほし

い。 
 

■学習の要点 

 中世都市京都の発展について以下のような点に重点をおきながら、まずテキストを中心に

学習をすすめてほしい。|（1）中世都市京都の発展と産業・商品経済|（2）室町幕府の経済政

策・都市政策|（3）中世京都の金融業の展開と民衆|（4）中世京都の都市的発展と町組|（5）

中世京都の町共同体とその文化|（6）中世京都における戦乱・土一揆とその歴史的背景|（7）

応仁・文明の乱後の京都| 以上のような問題点などを中心にすえて、テキストを精読して学

習をすすめること。その際、テキストだけではなく、＜参考文献＞の欄に掲げたような著書

なども併読して理解を深めるようにしてほしい。特に『物語京都の歴史』は、テキストの著

者の手によるものであり、内容を補完するものになっている。これらの本の巻末には、多く

の参考文献が掲げられているので、学習を深める手がかりになる。 
 

■学習の到達目標 
1：平安京が中世京都へと発展していく過程を理解する|2：中世京都における都市共同体の成

立について理解する|3：都市共同体成立と京都の経済的な発展の関連について理解する 

 

■成績評価の基準 
１：中世京都の発展について理解できている|２：京都における都市共同体の成立について理

解できている|3：都市共同体成立と京都の経済的な発展の関連について理解できている 



授業コード 33003 （認定科目名：町衆の時代） 

授業科目 町衆の時代 単位 2.0 

担当者 高橋 大樹 
シラバスグルー

プ 
T0Q032 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

徳川の国家デザイン（全集 

日本の歴史 第 10 巻） 
水本邦彦 小学館  

物語京都の歴史：花の都の

二千年（中公新書 1928） 
脇田修ほか著 中央公論新社 [ISBN]9784121019288 

 
 

■授業の概要 

 京都の近世は、古代以来政治的中心地・首都としての京都の役割が、すべてとはいわない

までも、失われた時代です。しかしながら古代以来の伝統文化・芸能、学術などは近世を通

じて維持され、その発信地としての意義は失われませんでした。またその担い手である町の

人々も、古代から培ってきた先進的意識を持ち続け、領主政治権力からの独立性・自治意識

を保ち続けていました。「町衆」はその象徴的表現ともいえます。| 京都の町が近世におい

て、政治・経済・文化の分野でいかなる役割を果たしたのか、またそれが日本の現在にとっ

ていかなる意義を有しているか、町衆とその存在はいかなる歴史的役割・意義があったのか、

町の住民からみた京都の姿を学びます。 
 

■学習の要点 

 本科目では、京都の近世について町衆の観点から、市政・町政機構、都市構造、また祇園

祭に代表される伝統的祭礼・年中行事、さらに学問と芸能など、近世の文化発信地としての

役割などを考察することを目的としています。| 近世の町は基本的に城下町です。これは近

世領主権力が町と村を意識して行政的に区分したことと関係しています。兵農分離以後、被

支配階層が百姓身分と町人身分に区分され、居住地域も区別されたためです。それを受けて、

近世の町住民は商人・職人を主体とする町人と借家人で構成されていました。京都について

はこの町住民を「町衆」と呼ぶことが一般化しています。| ここに京都と他の城下町との相

違が示されているといえますが、この相違がどのような歴史的背景によって形成されたの

か、またそれが近世を通じて京都の政治・経済・文化、特に町の自治にどのような特質を与

えているのか、さらに日本の近代への転換とその後の展開にいかなる影響を及ぼしたのか、

などを意識して学習してください。 
 

■学習の到達目標 

 授業の概要・学習の要点で示したとおり、京都と他の一般的に知られる城下町との差異に

留意しながら、近世都市京都の成立・展開、町衆に関する理解を深めることを目的とします。

したがって、設題の趣旨に沿い、テキストの内容を要領よく規定枚数内で論理的に、かつ各

自の意見や考察を加えてまとめることができるようになることを目標とします。 
 

■成績評価の基準 

評価の基準は次のとおりとします。|（１）テキストの内容や出題の趣旨を理解しているかど

うか。|（２）文章表現が適切で、記述内容が論理的であるかどうか。|（３）近世京都の町と

近世城下町の理解、また町衆の特質などが理解できているかどうか。 



授業コード 33004 （認定科目名：京都の近代化） 

授業科目 京都の近代化 単位 2.0 

担当者 麓 慎一 
シラバスグルー

プ 
T0Q036 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

みやこの近代 丸山宏ほか編 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

明治維新によって、全国に所在した城下町や港町などの近世諸都市が、近代都市として再出

発を余儀なくされた。京都もその例外ではなく幕末期の激動を経、東京遷都によりあらたに

「近代京都」として存立するための道を模索せねばならなかった。そのためには、どのよう

な政策や運動があり、それらが政治や経済などに如何に反映していったのかを考える。 
 

■学習の要点 

下記のテーマについて、テキスト（丸山宏他編『みやこの近代』）を中心に学習していく。

|1、「学校」の成立と番組小学校|2、岩倉具視の「京都保存建議」|3、京都住民の「京都策」

|4、都市整備のための「三大事業」|5、京都博覧会と殖産興業|以上の点をふまえて、京都を

あらたな都市とするために何が必要とされたかを考える。 
 

■学習の到達目標 

 京都という都市の歴史を通じて地域研究の基礎を習得する。第一に、テキストを正確に読

み自ら課題を設定できるようになる。第二に、テキストの参考文献をできるだけ読みこなし

京都という地域がどのような視点から研究されてきたのかを学ぶ。第三に、第二の点とも関

係するが、京都という都市が国際性をもった極めて特異な都市であることを学び、日本のな

かでさらには世界のなかでどのような役割をになったのかを学ぶ。 
 

■成績評価の基準 

 以下の点から評価する。①リポートがテキストを批判的に検討していること。②リポート

の内容にオリジナルな点があること。③リポートで使った史料や新聞記事などの注記が正確

に付されていること（この点は学術論文を執筆するためのステップの一つとしてこのリポー

トでトレーニングしてほしい）。 



授業コード 33005 （認定科目名：京の祭り） 

授業科目 京の祭り 単位 2.0 

担当者 八木 透 
シラバスグルー

プ 
T0X027 

開講年度 2020 履修方法 VR 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

京都の夏祭りと民俗信仰 

２ 
八木透編 佛教大学通信教育部  

京の祭り−VR 八木透企画監修 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

 「京の祭り」は、ビデオとテキストという二種の教材を用いながら、京都の歴史と文化、

特に京都の伝統的な祭りや年中行事について理解を深めていただくことを目的として開設

された科目です。具体的に取り上げるテーマは、「京都の盆行事と民俗信仰」です。| 京都

には、あの世へ通じる井戸・幽霊子育て飴・閻魔大王をご本尊とする寺、この世とあの世を

自由に往来できる人物など、摩訶不思議な伝承が数多くあります。ビデオ教材では、まず前

半で、東山珍皇寺と千本えんま堂を舞台として行われる京都特有の盆行事、「六道参り」と、

精霊送りである「大文字送り火」の歴史と伝承について取り上げます。また後半では、火伏

せの信仰で著名な愛宕山と愛宕信仰に関して、さらに京都と周辺地域で行われる種々の火祭

りを取り上げます。 
 

■学習の要点 

 受講生の皆さんは、まずビデオ教材を見ながら、京都の盆行事と愛宕信仰について、基礎

的な知識を学んでください。その上でテキストを読みながらそれぞれのテーマについて、さ

らに深い知識を身に付けてほしいと思います。テキストを読んだ後に、再度ビデオを見てい

ただくと、内容がよりわかりやすくなると思います。| 具体的には、「六道参り」の特色、

京都の盆行事と小野篁という人物との関わり、「六道の辻」の民俗的意味等について考えて

みてください。さらに、愛宕信仰の特色、愛宕山の歴史と勝軍地蔵との関わり、愛宕の火祭

りの特色と分布等についても想いをめぐらせてほしいと思います。 
 

■学習の到達目標 
漢字表記には正確さを求める。論点がうまく整理されているかどうか、また要点が正確に盛

り込まれているかどうかが評価の基準となる。 | 

 

■成績評価の基準 
適切な文章表現で論述できているかどうか。また具体事例に基づいて論述できているかどう

かが重要である。 



授業コード 33006 （認定科目名：京の民衆と信仰） 

授業科目 京の民衆と信仰 単位 2.0 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0Q002 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

権者の化現：天神・空也・法

然 
今堀太逸 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

京都の上京区には菅原道真を祀る北野天満宮、東山区には市の聖・阿弥陀の聖と呼ばれた空

也の木像を安置する六波羅蜜寺、法然が吉水に建てた念仏道場を、その没後に堂宇とした知

恩院がある。いずれも京都の人びとに信仰され賑わっている。京都で活躍した天神（菅原道

真）や空也、法然の事績をたどりながら、彼らを神仏の化現として信仰してきた民衆の歴史

を学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの書名「権者（ごんじゃ）の化現（けげん）」とは、仏・菩薩が衆生を救うために

種々に姿を変えてこの世に現れることをいう。現在、我々は科学によって災害発生のメカニ

ズムを知り、医学によって長寿の恩恵を享受している。それでも老病死苦にたいする恐れが

なくなることはない。前近代における生死観や社会情勢をふまえて、京都の寺社と人びとの

信仰について学習する。 
 

■学習の到達目標 天神信仰の成立背景 北野天神縁起絵巻の成立 天満宮の諸国への勧請を理解する。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点が理解できていること 文章表現が的確であること 主張が明確であること等

を評価の基準とする。 



授業コード A6001 （認定科目名：自立学習入門） 

授業科目 自立学習入門 単位 2.0 

担当者 内山 淳子 
シラバスグルー

プ 
T0S007 

開講年度 2020 履修方法 VR 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

基礎教育 I-VR 白石克己企画監修 佛教大学  

自立学習の手引き 私立大学通信教育協会 私立大学通信教育協会  

 
 

■授業の概要 

 大学通信教育は通学方式の学習とは違い、在宅学習（遠隔学習）が中核である。しかも学

習を自分のイニシアティブで進める自立学習である。したがって、この科目の目標は通信教

育課程で学んでいくために必要な能力、特に具体的なスキルを習得することにある。| 上の

スキルとは読む能力、書く能力、問う能力の３つである。ただし、現代においては読む・書

くといっても文章や数式だけではなく音声、映像、パフォーマンスなどとして情報が提供さ

れるので、こうした情報の受信・発信を含むスキルである。さらにインターネットを駆使し

た情報活用も日常的になっている。| このスキルはスクーリングなどの対面教育でも獲得さ

れるので、スクーリングの意義・そこでの学習法も説かれている。京都へ来て学ぶことも多

いため、京都という「まち」の自然・歴史や伝統芸能・ベンチャー企業から学んでもらう巻

もある。京都に限らず、遠隔学習では生活の場そのものから学ぶことが重要になる。| 
 

■学習の要点 

 印刷教材（『自立学習の手引き』）はじっくり読みながら読む能力、書く能力、問う能力が

どういう性格の学習能力であるか、考えながら読んでほしい。この学習法を自分のこれまで

の学習法と照らし合わせて点検し、今後の学習法の構えをつくっていくことが望まれる。 | 

映像教材ではこの印刷教材をさらに具体的によくある質問との関係で提供されている。説明

型の映像（例：第 3・6・10・13 回など）では、講師の説明だけではなく、通信教育課程の

卒業生の生活（仕事）のなかでの学習法も紹介されている。ドラマ型の映像（例：第４・７・

15 回など）では、モデルとなる学習者が例えば京都という「まち」をどう「読む」のか、「問

う」のか、読んだ成果をどう「書く」のか、そのフィールド・ワークの過程を追体験するこ

とができる。|※第 9 回講義は履修不要 
 

■学習の到達目標 
全ての学習の基本となる「読む」「書く」「問う」のはたらきと関連を教材から読み解くとも

に、実際の経験をふりかえって今後の学習計画を点検してください。 

 

■成績評価の基準 リポート評価を 100％とします。 



授業コード A6109 （認定科目名：日本国憲法） 

授業科目 日本国憲法 単位 2.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S149 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

憲法入門〔第４版補訂版〕 伊藤正己著 有斐閣  

憲法判例 50！〔第 2 版〕 上田健介 ほか著 有斐閣 [ISBN]9784641227866 

 
 

■授業の概要 

憲法は六法に含まれるが法律ではない。憲法は国家の根本法であり、 高法規である。この

憲法において自由主義・民主主義・平和主義が保障されており、国民はその利益を享受して

いるのである。|この憲法の精神に照らした民主的で文化的な国の建設、国際貢献の実現は教

育の力によると教育基本法が明言しているところ、特に教育関係者には憲法の正しい理解と

認識が求められる。|そこでは、憲法学における日本国憲法の論じ方を理解する必要がある。

憲法の実践は理論と判例の両側面から成り立つため、学習にあたっては近年の判例動向にも

注意されたい。 
 

■学習の要点 

 テキストを参考にしながら次の項目を中心に学習してください。その際は、各段落ごとに

示されている内容を、論理に沿って理解することを意識してください。| １．憲法と立憲主

義−憲法とは何か、憲法の歴史| ２．日本国憲法の成立の歴史−明治憲法との比較、日本国憲

法の基本原理| ３．国民主権と象徴天皇制| ４．平和主義−日本国憲法９条の歴史的意義と

解釈の展開| ５．基本的人権の意義とその限界−基本的人権と公共の福祉の関係| ６．幸福

追求権−新しい人権、プライバシーの権利、自己決定権| ７．法の下の平等−法の下の平等の

歴史、実質的平等と形式的平等、合理的差別| ８．精神的自由−思想・良心の自由、表現の

自由、信教の自由、学問の自由、これらの自由権の理念と保障の意義および限界 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を科目 終試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|問題は、テキストに

即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。| 
 

■成績評価の基準 

・出題の要点を正しく理解し、憲法学の考え方に基づいた解答が述べられていること。テキ

ストの記述や関連判例を踏まえた論述の展開が求められる。|・評価項目として、日本語とし

て正確かつ論理的な文章であることが求められる。 



授業コード A6110 （認定科目名：情報処理入門） 

授業科目 情報処理入門 単位 2.0 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情 報 処 理 入 門 -

Windows10&Office2016- 
長尾文孝 共立出版  

    

 
 

■授業の概要 

情報の入手、加工および伝達、すなわち情報処理にコンピュータを用いることは、現在の社

会では当たり前の事となっている。特に、インターネットの発達が我々の社会にもたらした

影響はとても大きく、今やほぼリアルタイムで情報の入手や発信が可能であり、情報のデジ

タル化の波は社会全体に広がっている。今後、この傾向はさらに加速し、ユビキタス・コン

ピューティング（どこにいてもコンピュータネットワークにアクセス可能な）の世界が近い

将来に実現する事になるだろう。こうした社会の進化に対して必要不可欠な事は、我々個々

のコンピュータを用いた情報処理能力の向上である。したがって本科目では、主にパーソナ

ルコンピューティング知識と技術の向上を目指し、ワープロ、表計算、プレゼンテーション

ソフトを用いた情報処理に加えて、インターネットやメールソフトなどを用いたコンピュー

タネットワークを利用した情報処理に関する基礎的知識および技術を向上させることを目

的とする。 
 

■学習の要点 

科目の概要でも述べたように、現在の情報処理に用いられるツールはコンピュータであるた

め、コンピューティングの能力が要求される。したがって、実際にコンピュータを使う事が

必須であり、コンピュータを使用できなければこの科目は履修できない。コンピュータを使

いながら、コンピュータのハードに関する知識はもちろんの事、ソフトに関する知識や技能

も身につけて欲しい。本テキストではコンピュータに関する基礎的事項を全般的に包括して

いるので、分からない操作方法などはテキストを読んで理解を深め、同時にコンピュータに

関する全般的な知識も得て、パーソナルコンピューティングの技能を高めて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

本科目で学習したテキストの内容、コンピュータの操作法やソフトの操作法等をきちんと習

得していること。それから、それぞれのソフトの機能を整理して自分のものとしていること

が到達目標である。 
 

■成績評価の基準 

リポートの評価基準：(1)ポスターとしてデザイン性と訴える力が優れているか(2)客観的に

評価でき、改善点が指摘できているか(3)情報を正確にデータ化、グラフ化、かつ客観的説明

ができているか(4）プレゼンテーションとして適当な内容、時間であるか。|科目 終試験の

評価基準：問題に対して的確に答えているか。包括的に欠落なく説明できているか。教える

対象および教える事項が論理的に矛盾なく、分かりやすいかどうか。が評価の基準である。 



授業コード A6301 （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2.0 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

総合英語ライフトピックス

3 
島岡丘/Jonathan Berman 南雲堂  

    

 
 

■授業の概要 

生きた英語の学習を通して英語でのコミュニケーション能力を向上させるのがねらいであ

る。そのためには「読む、聞く、話す、書く」の４技能の向上が必要だが、この科目では特

に正確に読む能力を身につけてもらいたい。文法、語彙、イディオムなど、正しく英語の文

章を読むためには欠かせない力を出来る限り多くインプットしてもらい、英語でコミュニケ

ーションが出来る下地を作ってもらいたい。 
 

■学習の要点 

テキストの全 20 章を読んで内容をよく理解すること。辞書を使って正しく意味をとらえて

もらいたい。その上で、各章の設題を通して各章のテーマについて自分の意見を英語で言え

るようになってもらいたい。 
 

■学習の到達目標 

英語の文章をきちんと理解し、間違いのない文法で英作文できることが目標。|科目 終試験

については、テキストの全体的な内容を踏まえた上で答えること。英語で答える問題につい

ては、文法的に正しい答えを書くこと。また答えはフルセンテンスで書くこと。単語だけの

答えは大きな減点となる。 
 

■成績評価の基準 

(1) きちんと本文の内容が理解できていること|(2) 文法的に正しく適切な単語や表現を使っ

て英語の文章が書かれていること|(3) 自分独自の意見が書かれていること|(4) 説得力ある

客観的な視点で文章が書けていること| 



授業コード A6501 （認定科目名：スポーツ論入門） 

授業科目 スポーツ論入門 単位 2.0 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0S087 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

健康・フィットネスと生涯

スポーツ 

東海大学一般体育研究室 

編 
大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

 運動（スポーツ）は，食事・睡眠とともに子どもの発育発達に欠かせない。この生活習慣

を大人になっても継続することが健康の維持・増進の秘訣となる。しかしながら，一般的に

青年期になると運動する時間が少なくなる傾向にある。学習活動（職務）の多忙化や生活の

利便化などによって屋外で遊ぶ時間や運動（スポーツ）に親しむ機会が減り，運動（スポー

ツ）が疎遠になっていく。これより，生活様式の変化をよく認識し，運動（スポーツ）の大

切な点と効用を学ぶ必要がある。| 本科目では健康の意味や意義の確認，健康体であるため

の生活の仕方や運動（スポーツ）の役割の理解，とりわけ，運動処方の理解を目指す。さら

に，生涯スポーツの視点からスポーツの楽しみ方を，行う，観る，支える，調べるから学ぶ。

| これにより，生涯にわたって運動（スポーツ）に親しむ態度が少しでも涵養されることを

期待する。 
 

■学習の要点 

 テキストは「健康・フィットネス」及び「生涯スポーツ」の２部構成になっている。| 第

１部の「健康・フィットネス」における学習の要点は以下の通りである。|１．健康，とりわ

け「心の健康」についてストレスとの関係について理解する。|２．生活習慣病の要因と対処

法について理解する。|３．健康体を維持するために，「運動・休養」，「食事」，「喫煙・飲酒・

薬物乱用」の観点から望ましいあり方について理解する。|４．トレーニングの原則とその効

果，トレーニング処方について理解する。|５．エアロビクス運動，筋力トレーニング，スト

レッチング，コーディネーショントレーニングについて，目的・方法・効果を理解する。| 第

２部の「生涯スポーツ」における学習の要点は以下の通りである。|６．スポーツの意味と価

値，また，生涯スポーツの考え方について理解する。|７．生涯スポーツを実践する上で，そ

の楽しみ方について「行う」，「観る」，「支える」，「調べる」の観点から，ねらいや行い方に

ついて理解する。|８．各スポーツについて，歴史や特性，行い方（ルールなど）について理

解する。 
 

■学習の到達目標 
１．シラバスの「学習の要点」に書かれた内容が説明できる。|２．１に加えて，さらに自分

の考えを述べることができる。 

 

■成績評価の基準 
問題に対する解答が，テキストに記載された内容を踏まえたものになっていること（個人の

考えのみによる記述は評価できない）。| 



授業コード B5104 （認定科目名：浄土学の基礎） 

授業科目 浄土学の基礎 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土学概論 坪井俊映著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

阿弥陀仏（所帰）と極楽（所求）、そこへの往生のための修行（去行）を中心軸とする浄土教

思想は、インド大乗仏教の中で成立し、東アジアに伝わり、わが浄土宗として花開いた。こ

の科目は、以下を思想史的な流れの上にとらえることを内容とする。| （１）浄土| （２）

阿弥陀仏とその本願| （３）浄土教思想家| （４）聖典| （５）全仏教における位置づけ

（教相判釈）| （６）末法思想| （７）人間（凡夫）観| （８）往生行とその心構え| （９）

善導（613〜681）、法然（1133〜1212）、法然門下の思想  
 

■学習の要点 

（１）「授業の概要」で示した九項目や目次をたよりに全体的な学習内容を絶えず念頭に置

く|（２）テキストを熟読してポイントをノートにまとめる|（３）専門用語については仏教辞

典をよく引く|（４）テキストの「学習課題」を参考に、自分の理解度をチェックする|（５）

以上を粘り強く反復する  
 

■学習の到達目標 

（１）問題に的確に答えられているかどうかで学習の進度と理解度を判断する。|（２）問題

に関係のないことを書き連ねる答案は、いくら内容が長く、正しくても合格にならないので

注意すること。 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード B5105 （認定科目名：仏教学の基礎） 

授業科目 仏教学の基礎 単位 2.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教学概論 仏教学概論編纂会 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

2500 年もの歴史を有する仏教は、その発祥の地であるインドばかりでなく、伝播したアジ

ア諸国においても、それぞれの国の主要な思想・宗教に大きな影響を与えてきました。中国

あるいは日本にも仏教が 伝わり、それぞれに独自の発達を遂げてきましたが、それらの仏

教も、その根幹にはインド仏教思想があったと考えるべきでしよう。本科目は、そのように

仏教の根幹に位置付けられるインド仏教思想を全体的に概観することを目的とするもので

す。インド仏教が一貫して主張し続ける思想を理解する一方で、時代の変化の中で変容して

いく思想を正確に理解することは、仏教全体を正しく把握するための不可欠な要素と言えま

す。| 
 

■学習の要点 

1.＜原始仏教・部派仏教＞─まず仏教がどのように成立したのかを学ぶと共に、原始仏教と

呼ばれる初期の仏教がどのような教理・思想を有していたのか、またそれらは具体的にいか

なる内容であったのか を捉えてください。特に「縁起」「四諦説」「煩悩」「涅槃」などに注

目し、これらの思想がいかなる背景のも とに成立し、どのような教理内容を持っていたの

か、また部派仏教になってどのように解釈され体系化さ れ発展していったのかを学習して

ください。 2.＜大乗仏教＞─はじめに、大乗仏教がどのような経緯を経て原始・部派仏教と

いう流れの中から産み 出されていったのかを考えてください。その上で、＜般若経＞＜法

華経＞＜華厳経＞など大乗仏教の根 幹を形成する様々な経典群がいかなるものであるのか

を捉え、併せてそれらの経典中にどのような教理 や思想が説かれているのかについて基本

的な知識を身に付けてください。さらには、個々の教理や思想 の内容がどのようなもので

あり、その後どんな役割を担いながら発展していくことになったのかを、「六波 羅蜜」「菩

薩」「利他行」などに注目しながら把握するよう努めてください。| | 
 

■学習の到達目標 仏教を学ぶにあたって必要とされる仏教思想の基本的な概念を身につける。  

 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。 



授業コード B5106 （認定科目名：仏教文化学の基礎） 

授業科目 仏教文化学の基礎 単位 2.0 

担当者 馬場 久幸 
シラバスグルー

プ 
T0B060 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア仏教史 石井公成著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

仏教文化と一言で言っても、時代や分野が広範囲にわたり、また地域によって仏教の特色も

異なるため、その全容を把握するは困難である。しかし、各地域の仏教文化を理解するため

には、それぞれの地域の仏教の特色を把握することが必要となってくる。そこで、本科目で

は、まず東アジアの仏教を理解することを念頭に置く。その上で、時代や地域においてどの

ように仏教が受容されて仏教文化が発展したのかを明らかにしていきたい。 
 

■学習の要点 

中国を中心とした東アジアの仏教は、相互に影響を及ぼしている。日本仏教だけでなく、中

国や朝鮮半島、ベトナムなどの仏教文化に関する広い知識を持ち、今後の研究に生かせるよ

うにしてもらいたい。 
 

■学習の到達目標 各自関心のある分野だけでなく、異なる分野の仏教や仏教文化に関心を持つこと。 

 

■成績評価の基準 
東アジアの仏教について深く理解する必要はないが、課せられた課題については詳しく調べ

ること。 



授業コード B5107 （認定科目名：日本仏教史（仏教伝来～平安）） 

授業科目 日本仏教史（仏教伝来～平安） 単位 2.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきた。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―思想

史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発展の

具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることによ

り、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 本

科目では、仏教伝来から平安時代における日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通

して、日本仏教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について 
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード B5108 （認定科目名：日本仏教史（鎌倉以降）） 

授業科目 日本仏教史（鎌倉以降） 単位 2.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、鎌倉時代以後の日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏

教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅳ章 鎌倉仏教の

諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転換について|・鎌倉仏教の時期的展

開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想|・近世仏教の形成過程とその評価

について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応について|・仏教による死者供養の歴史

的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏|・本地垂迹概念の特徴と、日本に

おける神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道の歴史・思想について|終章 日

本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきたかについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード B5109 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 2.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史.下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史.上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで興った仏教が中国に伝来して、中国人社会に、どのように変容し、適応し、受容

されていったか・を中心に中国における仏教の歴史的展開について、学習することが望まし

い。|・インドより中国・日本へと伝わった仏教の流れの中の中国仏教史、すなわち護法的な

仏教史ではなく、中国の青磁・社会・生活の中で仏教はどのような立場で、展開してきたの

かという中国史の立場からみた仏教史を考えなければならない。よって西暦前後の仏教伝来

から現代に至るまでの中国仏教の変遷、また展開について、教理史的・教団史的に偏ること

なく、歴史的・全般的に学習することである。 
 

■学習の要点 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教について時代の流れにそって、理解すること。  
 

■学習の到達目標 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教についてなど、各時代の流れにそった流れを理解し、ま

たその時代に活躍した人物の業績を理解し、仏教史上の位置づけをすること。 
 

■成績評価の基準 
「学修の要点」に書かれた学習目標に即してテキストによる学習をすすめること。その学習

の深度と理解度を試験で諮り、到達度に即して、成績評価をする。  



授業コード B5110 （認定科目名：インド仏教史） 

授業科目 インド仏教史 単位 2.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教史概説 インド篇 佐々木教悟ほか 平楽寺書店  

印度仏教史：学習の手引 小野田俊蔵 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

仏教の開祖のゴータマブッダは長いインドの思想史の中でも重要な人物であることは言う

までもありませんが、重要であるだけではなく、その流れの中でもユニークな存在でもあり

ます。当然、あくまでインドが生んだ思想家なのでその流れの中で捉える必要があると思わ

れます。この科目では思想史上でのゴータマの位置を捉えることを先ず 初のポイントと

し、そして彼にはじまる仏教教団がどのように展開するのか、発展していく哲学や修行方法

がインド社会とどのように関係しているのか、ということを学習するのが目的です。 
 

■学習の要点 

 インド仏教全体の流れは、哲学的議論に於いては継承的発展をとげつつ、宗教的な発想と

いう点では、直前のものを批判しながら発展する批判的発展をくり返してきました。その全

体の流れこそ注目されるべきです。大きな流れのポイントを先ず掴むように努力してくださ

い。| １．ゴータマが生きた古代インドの社会と宗教について| ２．ゴータマブッダの一生

について| ３．初期の仏教教団の成り立ちについて| ４．アショーカ王時代の仏教につい

て| ５．クシャーナ王朝期の仏教について| ６．グプタ王朝時代の仏教について 
 

■学習の到達目標 

固有名詞も重要ですが、あくまで思想や考え方の発展や継承が理解されている必要がありま

す。インド仏教全体の流れを自分の中で体系化すれば、その中でその問題がどういう意味を

持つのか、つまり設問の意図が理解されてくると思います。まず問題の意図を考えるという

作業をしてください。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。 



授業コード B5111 
（認定科目名：アジア仏教史（チベット・東南アジア）/

チベット仏教史） 

授業科目 アジア仏教史（チベット・東南アジア） 単位 2.0 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0B045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

チベット密教〔増補〕 ツルティム・ケサンほか著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

チベット仏教前伝期、チベットへの仏教伝来、シャーンタラクシタ、カマラシーラによる本

格的な導入、ランダルマ王の時代の破仏、仏教の復興、チベット仏教の宗派の起こりを学習

する。またサキャ派とモンゴルとの関係、ダライラマ制度およびチベットの大僧院がチベッ

トの歴史と文化の形成に果たした事柄を学び取る。 
 

■学習の要点 

チベット仏教の歴史の開始すなわちソンツェンガンポ王の時代からダライラマ 14 世に至る

までのチベット仏教展開の流れをよく把握すること。本格的なチベットへの仏教の導入は、

インド人であるシャーンタラクシタ、その弟子カマラシーラの入蔵と貢献にある。ランダル

マ王の破仏による 100 年におよぶ空白時代からアティーシャ(982-1054)などによる後伝期

の開始、仏教復興。宗派の誕生、チベット仏教 初の宗派ニンマ派、アティーシャの教義体

系を継承するカダム派、密教の実践に重き置くカギュ派、転生活仏制度を生み出したカルマ・

カギュ派、モンゴルとの関係強化に努めたサキャ派、ツォンカパ(1357-1419)とゲルク派及

びダライラマ制度。顕教と密教、戒律を巡る問題。これらに焦点を当て学習する。 
 

■学習の到達目標 
チベット仏教の歴史とその展開を把握すること。十二分に時間をかけ学習し重要な点を漏ら

さず十分に書き尽くしていること。焦点となるところを十分踏まえて論じていること。 

 

■成績評価の基準 終試験においては問題に合致した内容の質と量を評価の基準とします。 



授業コード B5112 （認定科目名：アジア仏教史（韓国）/朝鮮仏教史） 

授業科目 アジア仏教史（韓国） 単位 2.0 

担当者 馬場 久幸 
シラバスグルー

プ 
T0B054 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢字文化圏への広がり（新

アジア仏教史;10） 
石井公成ほか 佼成出版社  

    

 
 

■授業の概要 
朝鮮半島における仏教の伝来から現代に至るまでの歴史的な展開について、通仏教史的に学

修することが望ましい。 

 

■学習の要点 

三国時代（高句麗・百済・新羅）の仏教|統一新羅時代の仏教（教学の盛行、禅宗の伝来）|高

麗時代の仏教（教宗と禅宗）|朝鮮時代の仏教（抑仏政策、儒教との交流）|現代の仏教（仏教

浄化運動）| 
 

■学習の到達目標 

朝鮮半島における仏教の伝来から現代に至るまでの歴史的な展開について正確に理解し、東

アジア仏教史の中で朝鮮半島の仏教がどのような位置にあるのか、説明できるようになるこ

と。 
 

■成績評価の基準 

三国時代に仏教が伝来し、各国でどのような信仰が流行ったのかを把握していること。|統一

新羅時代以降、中国から新たな思想が次々と入ってくる。朝鮮では、それをどのように受容

して、独自の思想を確立したのかを把握していること。 



授業コード B5113 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

 テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳

説されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教

を探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、

自分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教

社会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀

礼の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード B5114 （認定科目名：宗教史） 

授業科目 宗教史 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本宗教史 末木 文美士 著 岩波書店  

宗教学の名著 30 島薗 進 著 ちくま新書 ［ISBN］9784480064424 

 
 

■授業の概要 

末木文美士『日本宗教史』と島薗進『宗教学の名著 30』は、双方とも、現代に生きる私達に

とって宗教とはどのような意義を持つのか、という問いを基礎にしている。この問いに、宗

教、そして宗教論の歴史を通覧することによって近づこうとするのである。|宗教は時代の変

化に関わらない真実を語るのではないか、そうならば、「宗教史」という、変化をいう語は馴

染まないのではないか。確かに、宗教史が、学問として開始されるのは 18 世紀からで、教

会や信仰が人を引きつける力を失い始める時代からである。宗教は距離を置いた、つまり、

客観的な考察の対象になるのである。|テキストに選ばれた二冊は、宗教史という学問の、こ

の性格を明確に踏まえた上で、信仰・宗教の意義を問う。日本の宗教史では、神仏習合とい

う歴史事情がある。これを柱に、仏教が神道や儒学、キリスト教と関わる有様が、その政治

的意味も含めて、通覧されている。そしてまた、世界の宗教学を代表する著作が、主に、19

世紀宗教学に力点を置きながら、分析されている。|日常生活を超えるように思える宗教は、

その生活にどのような基礎を持ち、生活をどのように導くか、この点に注意しながら、二冊

の議論を追っていただきたい。 
 

■学習の要点 

日本の宗教史では、まず、神仏習合という基礎をよく理解しておくこと。鎌倉仏教では、と

くに法然の影響がどのような点で大きかったか、把握すること。江戸期では、キリシタンの

思想的動きの重要性をよく見ておくこと。儒教がどのように仏教と関わるか、この点も見逃

せない。そして、仏教が退けられる、その理由や経過も大切である。近代では、明治期の島

地黙雷たちの活動、すなわち、近代的宗教観を利用しながら、仏教を近代日本に位置づける

その方法が、重要なポイントになる。|『宗教学の名著 30』は、とくに、近代西洋で宗教学

はどのように宗教を発見するか、つまり、キリスト教以外の宗教を広く視野に入れながら、

宗教をどう性格付けるかという主題をめぐっている。とくに、現代との関連では、ニヒリズ

ムやモノノーグ的な世界観、つまり、自分の世界観を抱えて他者との対話を欠いた状態が、

宗教の問いとして取り上げられている。|二冊とも、全体の通読が欠かせない。その上で、課

題に向かっていただきたい。 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。| 

 

■成績評価の基準 

問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。

解答に必要なキーワードが十分使われているか、ここに留意しながら、丁寧な記述を試みる

こと。| 



授業コード B5115 （認定科目名：南方仏教思想） 

授業科目 南方仏教思想 単位 2.0 

担当者 南 清隆 
シラバスグルー

プ 
T0B059 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ビルマ仏教：その歴史と儀

礼・信仰 
池田正隆著 法蔵館  

南方仏教思想：学習の手引 南清隆 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

オリジナルな仏教の正当な継承者であることを誇りとするテーラヴァーダ(南方上座部)の伝

播は、紀元前 3c のアショーカ王時代にセイロン島(現在のスリランカ)に伝来したことを嚆

矢とする。爾来、スリランカ・ビルマ・タイの主要三国を中心に、その周辺地方、そして近

代にはインドへの逆移入というように、歴史的にも地理的にも多岐にわたっている。元来保

守的な傾向をもってはいても、2500 年以上の歳月とさまざまな民族の文化ベースの相違に

よって、多くの変遷・変質を経ていることは疑いない。本科目では、その史的展開の跡と思

想の概略についてを、テキストによって学んでいただきたい。 
 

■学習の要点 

南伝仏教と呼ばれることの多い上座部仏教は、ブッダ時代にまで遡れる資料を伝えながら、

連綿と絶えることなく現在まで続く唯一のオリジナル仏教という評価が定着している。確か

に、外面的にも厳格な戒律の条項をできるだけ遵守しながら教団を運営し、思想的にも伝統

を重んじる姿勢は、他の地域、とくに北伝の諸地方に伝わった仏教の著しく変遷を繰り返し

た現在の姿と比較すると、伝統を重んじたきわめて価値のあるものといえる。しかしながら、

厳密にその歴史的推移と各地での姿を比較検討すると、様々な展開と変遷の跡を見出すこと

ができるのもまた一面の事実でもある。本科目では、以下の「リポート学習の留意点」の論

点を中心にテキストと手引書を参考にしながら南方仏教の歴史と思想を学習していただき

たい。 
 

■学習の到達目標 

リポート学習の留意点で列挙したポイントと、それぞれの国(とくにセイロンとビルマ)での

仏教受容の変遷に留意し、上座部仏教の概要の理解に努めていただきたい。それらのポイン

トに基づいて 終試験の問題を設定し、理解度に応じて成績を評価する。 
 

■成績評価の基準 
 それぞれの問題が問う要目に関して、歴史的展開や意義内容が正しく把握できているかを

重要ポイントとして評価します。 



授業コード B5116 （認定科目名：チベット仏教思想） 

授業科目 チベット仏教思想 単位 2.0 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0B046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

チベット密教〔増補〕 ツルティム・ケサンほか著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

ソンツェンガンポ王の時代、二人の妃により仏像がもたらされたことをもってチベットへの

仏教伝来とされる。その後、ネパール経由で、再度の入蔵でチベットに留まることを果たし

たインド大乗仏教を代表するシャーンタラクシタにより 初の国立寺院サムイェー寺が建

立され、そこから 初のチベット僧六人が出る。その後、弟子のカマラシーラが入蔵し、時

同じくして入蔵していた中国禅の摩訶衍との頓漸二教の対決がありサムイェーの論争とし

て知られること。その後、経、論が蔵訳され目録、辞典が編纂される。ランダルマ王時代の

仏教禁止令、150 年程の空白時代を経て後伝期のチベット仏教展開が始まる。アティーシャ

の顕教、密教、戒律を重視する伝統が形成され、カダム派が生まれる。またニンマ派、サキ

ャ派、カギュ派といった宗派も誕生する。サキャパンディタ、プトンなどの活躍。その後、

アティーシャの影響を受けたツォンカパがゲルク派を開き 大の宗派へと発展して行く。こ

の派からは、カルマ派の転生活仏制度の影響を受けダライラマ制度が確立されチベット仏

教、文化、歴史の形成に寄与することとなる。後伝期にはモンゴルとの密接な関係が、その

後のチベットの歴史全般に大きな影響を与える。この仏教史の展開における諸の仏教思想を

学び取る。 
 

■学習の要点 

科目の概要に示したことが主なる学習の要点となる。さらに留意することは、歴史的な展開

を理解しながら学習を進めること。人物名や事柄など聞き慣れないものも多いであろうが、

注意し正確に理解すること。チベットへの仏教の導入から、その後の展開、仏教禁止令、モ

ンゴルの軍事力の脅威など限りない困難の道をたどり、またその後、モンゴルとの良好な関

係が築かれモンゴルにチベット仏教がもたらされることなど、チベット仏教史の展開を理解

すること。後伝期には前伝期にはなかった宗派が生まれ特色ある思想が形成されること。正

統な仏教への回帰であり新展開として顕教、密教、戒律が重視される伝統を知ること。ダラ

イラマ制度による神権政治が 300 年ばかり大きく機能したことを学び知ること。自ら十分

理解を得るよう考察を加えること。 
 

■学習の到達目標 

 インド仏教を継承する点、チベット仏教の特徴的な面、このことを把握しチベット仏教史

の展開を学び知ること。|問題に合致したことが網羅的に十分論じられていること。|何をど

うまとめるのかを考察した上で明瞭にまとめること。部分的な記述や参考書などを写しただ

けの自らの理解の及んでいないものは、合格に達しないので、自ら十分理解できるよう努力

と思索を重ねていただきたい。| 
 

■成績評価の基準 

リポートにおいては、設題の意図をよく理解し、自分自身で理解したことを構成を考えてま

とめること。参考書などの単なる写し取ったものは、添削対象外となる。 終試験において

は、問題をよく理解し、その重要な点を外さぬよう解答すること。また、しっかりした内容

を質と量ともに十分論じること。 



授業コード B5403 （認定科目名：浄土教史） 

授業科目 浄土教史 単位 2.0 

担当者 本庄 良文 
シラバスグルー

プ 
T0B064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土教史概説 坪井俊映 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

浄土教は紀元前後のインドにおいて、大乗仏教の中から展開してきた思想です。そのうち、

圧倒的な影響力をもってきたのが極楽浄土にすまう阿弥陀仏をよりどころとする浄土教思

想です。|テキストはおおむね時代に沿って、インド・中国・日本における浄土教の展開につ

いて要領よく解説しています。本科目においては、浄土教がそれぞれの地域・時代において

どのように受容されてきたのか、どのように教義が構築だれ、信仰が宣揚されていったのか

を学んでいきます。|さらに、大乗仏教としての浄土教が、人間社会の中で生き生きと活動し

てきた宗教であり哲学であるということを学ぶことができます。 
 

■学習の要点 

（1）「浄土三部経」（無量寿経・観無量寿経・阿弥陀経）および般舟三昧経の浄土教思想|（2）

インドの龍樹（2～3 世紀）や天親（世親、5 世紀）の浄土教思想|（3）在来宗教・思想など

との接触、末法思想や他の仏教宗派との関わりの中で構築されていった浄土教思想|（4）鎮

護国家と現当二世安楽思想を基調とする日本仏教の中で、機根（能力・資質）の自覚や時代

感が産み出した新たな浄土教|（5）中国の善導大師とわが国の法然上人の浄土教の共通性と

差異| 浄土教の歴史とは、すなわち経典解釈・教理の展開についての歴史です。学習に際し

ては、参考文献を参照しながら、それぞれの事象の相互の関連性を見る眼と、それらを総合

的に捉える眼の両者を養うよう心がけてください。 
 

■学習の到達目標 

出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。どれもみな浄土教の基本的な問題ですので、要領よく的確にまとめてくださ

い。 
 

■成績評価の基準 
主観を交えず、テキストや参考文献にテキストや参考文献を忠実に理解しているかを基準と

します。 



授業コード B5404 （認定科目名：浄土宗史） 

授業科目 浄土宗史 単位 2.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土宗史概説 恵谷隆戒 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

浄土宗史とは浄土宗の歴史的展開を研究する学問である。浄土宗は法然によって開宗され

た。その法然の教えを門弟や多くの人びとが信奉し、やがて集団化、組織化されていったと

ころに浄土宗教団が出現し、浄土宗文化が生まれて浄土宗史が展開される。テキストではそ

の展開を四篇にわけ、各篇のはじめにその時代の文化を概観し、第一篇では法然の伝記、門

下の五流、法然教学の継承、地方への伝播について述べ、第二篇では浄土宗が独立宗派とな

るまでの三祖門下の六流、その流れの一つから聖冏聖聡の二師が輩出、浄土宗中興の祖とい

われる理由を述べ、第三篇では近世浄土宗の基礎を作った人びと、そして教団制度、その中

での教学の状況、一般寺院の成立について述べ、第四篇では癈仏毀釈の中での教団の近代化、

教学の振興、伝法の沿革、布教伝道について述べている。 
 

■学習の要点 

 テキストは勿論のこと、他の関係図書も参考にし、特に日本史、日本仏教史の中での浄土

宗の歴史を考えることが必要である。テキストを熟読し、章ごとの要点、問題点を整理して

ノートしておくこと。そして問題の意図を把握してからまとめること。| １．法然以前の念

仏の理解、法然の説いた念仏の教え、宗の成立等を総合的に考え、日本仏教史上どのような

意味をもつかを考えること。 | ２．初期法然教団が朝廷や既成教団から迫害をうけたのは

何故か。念仏者の行動、教義内容など、多面的に考えること。| ３．法然門下の五流、良忠

門下の六流、そしてその門弟達の活躍した地域を正しく理解し、把握しておくこと。| ４．

聖光から浄土宗義を相承した良忠の業績を把握し、代表的な門弟の活躍を考えること。| ５．

伝法制度の沿革をまとめておくこと。| ６．徳川幕府の宗教政策を理解した上で、浄土宗は

どのように教団を組織していったかを考えること。| ７．テキストに出てくる人物は、それ

ぞれ中世、近世、近代に活躍した宗史上重要な人物である。その生涯と業績を理解、把握し

ておくこと。| 
 

■学習の到達目標 

法然上人の弟子ならびに末流の人びとによって、法然上人の教えがどのように継承されてい

ったか。またどの様な法系の人びとによって、どこを拠点に浄土宗の教えが伝播していった

か。また、いつ頃から浄土宗が名実ともに独立教団として歩んでいくのか等の問題を、しっ

かり把握しておくこと。 
 

■成績評価の基準 
法然上人以後の浄土宗が歴史的にどのように展開していくのか、そしてその節目で登場する

人物たちの業績・後世への影響・意義を把握できているのかを基準にします。 



授業コード B5407 （認定科目名：東南アジアの仏教） 

授業科目 東南アジアの仏教 単位 2.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

静と動の仏教(新アジア仏教

史；04） 
奈良康明ほか 佼成出版社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、インドで誕生した仏教がアジアの各地へと伝えられるなかで、東南アジアで受

容されていった経緯と、そこで変容を遂げていった歴史について概観することを目的とする

ものです。長い時間をかけて、東南アジア全域にわたる多様な地域性の中で、仏教がどのよ

うに変移し、受容されていったのかを把握することは、仏教に関わる様々な現象や思想を理

解するためにも不可欠の要素と言えます。具体的には、スリランカ・ミャンマー・タイ・カ

ンボジア・ラオスといった地域を中心とする仏教受容の歴史的な流れを捉え、それらが変容

して現在に至っている状況を理解することを目指します。 
 

■学習の要点 

１．＜全体＞─まず仏教がインドでどのように成立したのかを学ぶと共に、その仏教がどの

ように東南アジアへと展開していったのかを全体的に理解するよう努めてください。|２．＜

スリランカ＞─仏教がインドからスリランカにどのように伝来したのかを理解すると共に、

スリランカの各時代における仏教の変容とミャンマーなど東南アジア諸国との交流の流れ

を把握するよう努めてください。|３．＜ミャンマー＞─スリランカとの交流を踏まえながら、

ミャンマーにおける仏教の受容とサンガの展開を歴史的な経緯を踏まえて把握するように

努めてください。|４．＜タイ＞─タイという国家と仏教との関係について、タイの歴史を踏

まえながら概観するように努めてください。|５．＜カンボジアとラオス＞─カンボジアとラ

オスを取り巻く歴史的な社会状況を踏まえながら、サンガの成立とその後の仏教の展開の流

れを把握するように努めてください。 
 

■学習の到達目標 

①インドで成立した仏教がどのように東南アジアへと展開していったのかについて説明で

きる。|②スリランカへの仏教伝来と、スリランカの各時代における仏教の変容について説明

できる。|③ミャンマーにおける仏教の受容とサンガの展開を歴史的な経緯を説明できる|④

タイという国家と仏教との関係について、タイの歴史を踏まえながら説明できる|⑤カンボジ

アとラオスを取り巻く歴史的な社会状況を踏まえ、サンガの成立と仏教の展開について説明

できる。||  
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード B5416 （認定科目名：仏教と日本文化） 

授業科目 仏教と日本文化 単位 2.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

殺生と往生のあいだ-中世

仏教と民衆生活 
苅米 一志 著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では仏教が人々の暮しや文化に与えた影響を考えたい。|仏教の戒律には生き物の命

を奪うことをいましめる不殺生戒がある。日本の古代・中世に仏教がひろまる中、戒律の教

えに基づいて狩猟や漁撈を禁止する殺生禁断や、捕えた生き物を放つ放生が盛んに行われ

た。これは仏教の慈悲の精神の発露といえるが、人々の暮しとの関わりで見ると、事はそう

単純ではない。|テキストには古代から中世にかけて殺生禁断の具体例を多くあげて考察して

ある。白河上皇の殺生禁断、寺院・神社あるいは荘園領主による殺生禁断、西大寺叡尊の殺

生禁断などである。|仏教を学ぶ場合、教理・思想を歴史の現実から遊離させて理解するので

はなく、それが実際の社会の中でどのように実践され具現化されているかに注意しなければ

ない。殺生禁断という視点から、仏教と民衆生活の関わりの一端を学びたい。|||||||| 
 

■学習の要点 

仏教は日本人に多くの智慧や知識、あるいは他者や生き物を慈しむ心を教えた。その一方、

荘園領主としての寺院や権力者によって広められてた仏教には、負の側面をはらむこともあ

る。仏教を歴史の状況の中で学ぶ場合、単一的な思考に陥るのではなく、複眼的・重層的な

見方ができるように心がけたい。 
 

■学習の到達目標 
仏教の教理・思想を観念だけで理解するのではなく、歴史的状況の中で見てゆく眼を養うこ

とがポイント。テキストを通し自分の問題意識を発展させていくことができればよい。 

 

■成績評価の基準 
テキストや参考文献をきちんの理解しているか。自分の意見を積極的に述べているかなどを

重視する。 



授業コード B5417 （認定科目名：仏教と芸能） 

授業科目 仏教と芸能 単位 2.0 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0B052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教芸能 関山和夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 日本の文化史を支えてきた各種の芸能は、宗教の影響を強くうけ、発展してきました。こ

のおり、仏教との関係は看過できないものがあります。したがって、日本文化史を論ずる場

合、仏教が日本人の生活の隅々にまで浸透していた庶民生活史を十分に考慮する必要があり

ます。古代から現代まで、さまざまな芸能が発生・生成し、展開してきました。伎楽・舞楽・

平曲・能・狂言・浄瑠璃・歌舞伎・落語・講談・浪曲などなどです。これらの芸能の要素を

考察すると、仏教との関係が濃厚に認められます。| 本科目では、日本文化史の底辺に深く

根を張った「仏教と芸能」との関係を具体的に追求し、考察することを目的とします。 
 

■学習の要点 

１．仏教と芸能の源流|  声明・講式・唱導の芸能としての特質を、詳しい資料によって学

習する。|２．歌謡芸能|  御詠歌・和讃・歌念仏などは質的にもすぐれた作品が多い。それ

らの成立や発展過程につ|  いて資料を提示して多角的に追求する。|３．踊り芸能|  念

仏踊りや盆踊りは日本古来の芸能と仏教が結びついた特異な民俗芸能であるので、その| 

特徴や内容について説明し、仏教文化の一面を学ぶ。|４．仏教と語り物|  仏教が生産した

数々の「語り物」について諸資料によって研究する。|５．仏教と話芸|  唱導（演説体説教）

から落語・講談などの話芸が派生する経緯と歴史を詳しく学習する。 
 

■学習の到達目標 

日本において仏教と芸能とが如何に密接な関係にあり、芸能の生成と大成、展開に影響を与

えたかを理解していただくことを到達目標とします。科目 終試験では要点を端的にまとめ

るようにしましょう。 
 

■成績評価の基準 

（１）誤字脱字の有無|（２）論旨が明瞭か否か|（３）問題の主旨にそいながら回答している

か。|（４）要点を過不足なくまとめているか。|（５）論述の際、具体的な事例などをあげる

などして、具体性をもたせているかどうか。 



授業コード B5418 （認定科目名：仏教哲学（インド）） 

授業科目 仏教哲学（インド） 単位 2.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B038 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教学概論 仏教学概論編纂会 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

大乗仏教の中から二つの哲学が生まれる。ナーガールジュナ（龍樹）に始まる中観派は、般

若経に説く「空の思想」を文字通りに理解する。「全宇宙の一切は空であり、存在しない」

と。一 方、アサンガ＝ヴァスパンドゥ（無著・世親）兄弟に始まる唯識派はそれに反旗を翻

す。「般若経を文字通りに理解してはならぬ。一切は空ではない。自己の心こそ唯一存在す

るものであると。心のみの存在を主張する唯識派は心を詳細に分析し、心の奥底に潜むアー

ラヤ識の存在を主張する。本授業では、唯識思想を代表するアーラヤ識説を読み解き、アー

ラヤ識の機能と特徴を学ぶ。 
 

■学習の要点 

 インド初期唯識思想で主張されるアーラヤ識について学びます。なぜアーラヤ識の存在が

必要とされたのか。眼識から意識に至る六識だけでは、この世界は説明できず、自己の生命

活動もありえず、輪廻の継続もありえないと無著・世親の唯識思想家は主張します。これら

の点を念頭に置きながら、アーラヤ識の機能と特徴を学び、紀元４世紀から５世紀のインド

に現れた唯識思想、説くにアーラヤ識説を体得してください。 
 

■学習の到達目標 大乗仏教哲学のひとつである唯識思想の基本的概念の取得。 

 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。 



授業コード B5419 （認定科目名：仏教哲学（中国・日本）） 

授業科目 仏教哲学（中国・日本） 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本的霊性（岩波文庫） 鈴木大拙著 岩波書店  

禅（ちくま文庫） 鈴木大拙著 筑摩書房 [ISBN]9784480021571 

 
 

■授業の概要 

仏教を哲学的に考えるとは、どういうことか。この問いを、鈴木大拙の議論を中心に、考え

ていく。大拙は仏教の近代的表現を試み、西洋の思想界に影響を与えた。ここで近代的表現

とは、西洋の哲学を仏教表現の基礎に据えたことをいう。哲学の限界、とくに哲学が信仰を

語る限界を厳しく指摘しながら大拙は、禅や浄土教を描くとき、近代哲学の用語をためらう

ことなく用いたのである。大拙によって新たな表現を得た仏教や日本的信仰に接すること

で、宗教の目指すところや哲学の問いの意味を考え直してみたい。  
 

■学習の要点 

ここでは、東洋、西洋の区別にとらわれず、仏教や哲学から提出される問いを論理的に考え

ていきたい。理屈によって段階的に進む哲学の議論によって、宗教への入り口を探ることに

なる。リポートなど、課題にこたえるときには、筋の通った明確な文章を第一に心がけるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

大拙の置かれた時代背景も理解すること。そして霊性という言葉を用いる意図をははっきり

把握すること。日本の独自性を、西洋に比してどうとらえたか、その比べ方にも注意を払う

こと。  
 

■成績評価の基準 

テキストを自分の言葉で、明確な筋道で要約してあること。テキストや参考書の文章をその

まま使っていないこと。自分の考えがテキストに沿って積極的に表現してあること。これら

を評価する。 



授業コード B5432 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード B5433 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード B5501 （認定科目名：日本史概論） 

授業科目 日本史概論 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考える」

方法を学ぶことを目的としている。|歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に羅列す

るものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように関連し

あっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれらの中で

何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。|そのためにも、今につながる日本の

歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各時代にお

ける個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷を考えよ

うとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の流れを知

ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連など、その

時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を見る目を

養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中で

把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったのか、

またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかについ

て、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じて日

本の歴史全体への知識を深めてほしい。|したがって、本科目で要求されているのは、歴史事

象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷がわか

る形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポイント

を考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。|・奈良時代の政治につ

いて|・古代社会と信仰（仏教、神道など）について|・執権政治の展開について|・中世から近

世の農民生活について|・鎖国から開国への政治過程について|・民権運動と政党政治の関係

について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する概括的な理解（40％）|問題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード B5503 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード B5504 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋史概論 単位 2.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード B5513 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード B5531 （認定科目名：浄土宗日常勤行式の解説） 

授業科目 浄土宗日常勤行式の解説 単位 2.0 

担当者 曽和 義宏 
シラバスグルー

プ 
T0B023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日常勤行の話〔新装版〕（浄

土選書；5） 
香月乗光著 浄土宗  

    

 
 

■授業の概要 

「日常勤行」とは、毎日、仏前でおこなう「おつとめ」のことです。「おつとめ」をすること

は、私たちの行いを善くし、生活を正しくしていく上において、たいへん重要な、意義のあ

るものです。「おつとめ」は私たちを仏道修行により邁進させるために整備・制定されてい

るものであります。|テキストは、浄土宗の日常勤行式の次第にそって、唱え方(音読、訓読)

とその意味、さらには関係する浄土宗義、仏教思想を解説しています。|本科目では、浄土宗

の日常勤行式も、阿弥陀仏に対する深い信仰によって作られており、その中には浄土宗の宗

義が取り込まれているということを学んでいくことができます。| 
 

■学習の要点 

 浄土宗の日常勤行式が、どのような浄土宗義に基づいて組織されているかを、しっかりと

理解することが必要です。法然上人が『一枚起請文』において「ただ往生極楽のためには(中

略)ただ一向に念仏すべし」と述べられていること、すなわち正定業たる称名念仏がすべての

中心であるということは、日常勤行式でも同様です。| なぜ称名念仏がすべての中心である

のか、称名念仏以外の修行はどのように位置づけられるのかということが、浄土宗義ではど

のように説明されているのかを考え、一つ一つの偈文の意味内容、順序配列を理解していく

ことを望みます。 
 

■学習の到達目標 

【到達目標】|・日常勤行式に取り込まれている浄土宗義が正しく指摘できる。|・日常勤行式

の 重要部分はどこか指摘でき、その理由について説明できる。|・日常勤行式の構成（順序

配列）の意味が説明できる。|・それぞれの偈文の意味、および浄土宗義との関係について説

明できる。 
 

■成績評価の基準 
・必要なキーワードが回答に正しく含まれているか否か。|・キーワードの意味を正しく理解

できているか否か。 



授業コード B5532 （認定科目名：仏教と福祉） 

授業科目 仏教と福祉 単位 2.0 

担当者 野田 隆生 
シラバスグルー

プ 
T0B055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教・共生・福祉 水谷幸正 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 現代社会を生きるわたしたちが、満足し、充実した生活を送ることは可能なのだろうか。

少子・高齢社会と言われて久しいが、保育士不足や介護士不足、認知症のケア、児童虐待や

高齢者虐待、ひとり親家庭の問題等々が毎日のようにメディアを賑わし、「いのち」の危機

を覚えるような現象が次々と起きている。そのような現実の社会の中で、果たして「しあわ

せ」と言える生活を手に入れるにはどうすればいいのでしょうか。こうした社会が抱える諸

問題に、社会福祉や医療がその支えとなる一方で、「いのち」の意義を説く教えとして「仏

教」が挙げられる。| 本講の学びとしては、「いのち」の尊厳や生きている人間の心の支え

となる教えを「仏教福祉」という視点で考究することを主題とする。 
 

■学習の要点 

 仏教については、仏教の基礎となる文献を読み込み、下記に示す用語について簡単に説明

ができるようにしておくことが肝要である。| ☆基礎用語☆| ・四苦八苦 ・四諦八正道 ・

生死一如 ・輪廻 ・三法印 ・共生| 福祉については、社会福祉関連の文献を読むことも

必要であるが、それ以上に時事問題に目を向け、それらについて批評・批判する姿勢を求め

る。特に、ターミナル・ケア、脳死・臓器移植、児童虐待、待機児童の問題については着目

することが必要となる。| 仏教福祉については、関連学会の発行する論文集や参考文献を披

覧することをもとめる。 || 絵空事として仏教福祉を捉えるのではなく、現実社会で活かす

ことのできる概念として、時事問題の解決や人々へ安心感を与えることができるように働き

かけることのできるひとつの考え方であるという意識で、以下の点に着目しながら学習をす

る。| | ⑴ 仏教福祉の概念について| ⑵ 地域社会における仏教福祉実践の活動につい

て| ⑶ 社会福祉施設における仏教福祉実践の理念や具体的展開について| ⑷ 「いのち」

の救いとしての仏教福祉について| ⑸ 現代社会における仏教と共生について| 
 

■学習の到達目標 

 現代社会における諸問題について、医学、看護学、社会福祉学などの専門領域のみでは解

決し得ない事象について、「いのち」を基軸とした仏教なかんずく仏教福祉の可能性につい

て思索し、あわよくば社会実践へと応用することができるようになる。| 
 

■成績評価の基準 

⑴テキストのみならず、参考文献や各自が収集した文献、雑誌等の資料が試験に反映されて

いること。|⑵設題が求める〔学習の要点〕を正しく理解し、文献、雑誌、資料等を参照にし

ながら 4,000 字程度で私見を交えながらまとめること。| 



授業コード B5535 （認定科目名：宗教法制） 

授業科目 宗教法制 単位 2.0 

担当者 野田 雅史 
シラバスグルー

プ 
T0B053 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教法人ハンドブック 設

立・会計・税務のすべて 11

訂版 

実藤秀志 税務経理協会  

浄土宗宗教法制関係法令資

料集〔第 2 版〕 
笠原慎一 監修 浄土宗 [ISBN]9784883631353 

 
 

■授業の概要 

宗教法は、憲法、宗教法人法、墓地、埋葬等に関する法律(以下、「墓埋法」という。)、税法、

宗教法制史、宗教団体の自治法規等にまたがる広い分野を対象とします。|大日本帝国憲法下

と日本国憲法下において信教の自由や政教分離等の宗教法制がどのように変遷していった

のかをしっかりと学習してください。|それを前提として、宗教法人法、墓埋法、税法、宗教

団体の自治法規等を具体的にしっかりと理解してください。条文については「宗教法制関係

法令資料集」を中心に学習してください。|浄土宗関係法規については、信教の自由を念頭に

置きながら、包括宗教団体と被包括宗教団体との関係を意識しながら、学習してください。

|必要に応じて判例を学習し、憲法や法令等の解釈や適用において判例が果たしている役割と

その内容を理解し、習得してください。 
 

■学習の要点 

次の各点について学習し、理解してください。|① 日本国憲法下での信教の自由の保障規定

と政教分離規定|② 包括宗教団体と単位宗教団体|③ 宗教法人の所轄庁とその権限|④ 宗教

法人の設立手続きの流れ|⑤ 宗教法人の規則と宗教法人の規則の絶対的記載事項|⑥ 宗教法

人の代表役員の地位及び資格並びにその職務権限|⑦ 宗教法人の責任役員の地位及び資格並

びにその職務権限|⑧ 宗教法人の代務者|⑨ 宗教法人の仮代表役員について|⑩ 宗教法人の

仮責任役員について|⑪ 宗教法人の監査機関について|⑫ 宗教法人の事務運営について|⑬ 

宗教法人の規則の変更手続きについて|⑭ 宗教法人の合併・解散について|⑮ 宗教法人の会

計について|⑯ 宗教法人の税務について|⑰ 墓地、埋葬等に関する法律及び同法律施行規則

について 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に記載のある内容についてテキストを中心としてしっかりと理解して、記

憶することを学習の到達目標とします。この学習の到達目標に対する到達度合を科目 終試

験で測ります。そして、その到達度合によって成績評価します。|②科目 終試験の問題はし

っかりとテキストの内容を理解・記憶していれば、 低限の記載はできる内容とします。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験の採点は加点方式を基本とします。試験問題が求めている解答内容の一定程度

以上の解答の記載が答案にあれば 60 点とします。特に深い理解や積極的な学習成果が科目

終試験の問題の出題意図に沿った内容で答案に記載されていれば加点事由とします。  | 



授業コード B5541 （認定科目名：仏教伝道学） 

授業科目 仏教伝道学 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B061 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

法然上人のお言葉—元祖大

師御法語— 
布教師会編集委員会 編 総本山知恩院布教師会  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教伝道者とりわけ浄土宗の教義を伝道する教師は、仏教の思想はもちろん、浄土宗の教

え、とりわけ念仏の元祖である法然上人の教え、念仏の教えを伝道できるようにする。つい

ては、伝道布教のためには伝道教案（原稿）が必要である。| この科目では、伝道教案（原

稿）の作り方の基本として、テキストを参考に、法説・譬喩・因縁・合釈に添うように考え

ていく。このことによって法然上人のご法語を通して、浄土宗義の理解を深め、正しい念仏

の教義を伝道出来るようにする。 
 

■学習の要点 

浄土宗の僧侶としての資格を得るための課程であるが、浄土宗教師は布教・伝道者たるべき

である。特に伝道教案（原稿）を実際に作成する作業をしてもらう。それには法説・譬喩・

因縁・合釈に添うようにしなければならない。 
 

■学習の到達目標 

浄土宗教師はすべて布教伝道者でなければならない。「自行化他」という言葉のように、他

人を教化伝道するためには、その教化伝道する内容が重要である。それには仏教学・浄土学

の基礎的な思想や仏教後を理解しておかなければならない。 
 

■成績評価の基準 
法比因縁合釈の形式を守り、教義から逸脱せず、論理的に、また文章表現も正しく記述され

ていれば 90 点以上。形式を踏まえず、また教義がら逸脱していれば 59 点以下。 



授業コード B5554 （認定科目名：仏教看護） 

授業科目 仏教看護 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教と看護 藤本淨彦ほか編 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

 インドの仏教教団（サンガ）における生活規定を集録した律（ヴィナヤ）には、同行の善

知識（善友・カルヤーナ・ミトラ）が病に伏した場合、あらゆる手段を尽して看護すべきで

あるという看病人法が制定されている。そこには「治病比丘」「見病比丘」「看病比丘」「薬

師」という語が見られるように、当時のサンガには医療や看護に精通した出家者が存在して

いた。仏教がインドから中国へ、中国から日本へと、異文化と接触し受容されて行く様子を

伝える諸種の記録には、そうした医療や看護にまつわる出来事が記されている。| この科目

は人間の尊厳を老苦・病苦・死苦の克服に置く仏教が、病苦に直面した人の看護、死に臨ん

だ人の看護の在り方をどのように捉え指導していたのか、また病者自身の加療療養の姿勢、

終末に際しての姿勢をどのように指導していたのかを、インド・中国・日本の仏典の中に辿

り、仏教精神をふまえた看護の特色を歴史的に振り返りつつ、現代仏教の課題としても学習

する。 
 

■学習の要点 

1.仏教者の行住坐臥のふるまいには、善知識（善友）としての威儀が求められるが、自らが

病み、同行者が病に伏した場合、また自らが死に臨み、同行者が臨終を迎えた場合、仏教者

としてその〈時〉をどのように過すべきであるのか。今日までに伝わる経・律・論などの仏

典の中に、その対処法を読み取っていく。|2.病者も看護者も、終末を迎えた者もそれを看護

する者も、それぞれが懐く生死観が、一回きりのその〈時〉の質を大きく左右する。仏教思

想、就中、仏教の生死観を学ぶことを通して、いのちの深みを学習することにつとめる。|3.

臨終行儀については、主として中国や日本の仏典の中に伝わっている。その伝統的な臨終行

儀の諸相を学ぶとともに、それを現代仏教の課題の一つである仏教ターミナル・ケアについ

て考える素材としていく。 
 

■学習の到達目標 

 人間は生命・寿命・性命・運命・使命の「五命」を担いながら生きているとも言われる。

その中でも 後の「使命」が話題にされる機会は少ない。仮に「使」と「命」との間に返り

点を付ければ、「使命」は「命を使う」とも読める。病苦や死苦という不可避の機会は前四者

の「命」を集束しながら、私たちを「使命」という課題に直面させる。| 仏教には「人身う

け難し、今すでにうく。佛法聞き難し、今ここに聞く。この身、今生において度せずんば、

さらにいづれの生においてかこの身を度せん」という聖句がある。また「人間という舟（ナ

ーヴァ）を得た以上、それで苦の大河を渡れ」という聖句もある。ともに私たちが使命とい

う課題に向き合うことを促している。| この科目の学習がそうした使命のことをそれぞれな

りに考える端緒となることが、その到達目標である。科目 終試験における答案の作成が、

単にテキストの表層的な要約におわることがないよう留意することが望まれる。成績の評価

に当っては、答案にそうした含蓄が反映されているかをも評価の基準とする。 
 



■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード B5555 （認定科目名：仏教伝道学Ⅱ） 

授業科目 仏教伝道学Ⅱ 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

法然上人のお言葉—元祖大

師御法語— 
布教師会編集委員会 編 総本山知恩院布教師会  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教伝道者とりわけ浄土宗の教義を伝道する教師は、仏教の思想はもちろん、浄土宗の教

え、とりわけ念仏の元祖である法然上人の教え、念仏の教えを伝道できるようにする。つい

ては、伝道布教のためには伝道教案（原稿）が必要である。| この科目では、伝道教案（原

稿）の作り方の基本として、テキストを参考に、法説・譬喩・因縁・合釈に添うように考え

ていく。このことによって法然上人のご法語を通して、浄土宗義の理解を深め、正しい念仏

の教義を伝道出来るようにする。 
 

■学習の要点 

浄土宗の僧侶としての資格を得るための課程であるが、浄土宗教師は布教・伝道者たるべき

である。特に伝道教案（原稿）を実際に作成する作業をしてもらう。それには法説・譬喩・

因縁・合釈に添うようにしなければならない。 
 

■学習の到達目標 

浄土宗教師はすべて布教伝道者でなければならない。「自行化他」という言葉のように、他

人を教化伝道するためには、その教化伝道する内容が重要である。それには仏教学・浄土学

の基礎的な思想や仏教後を理解しておかなければならない。 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード B5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード B6108 （認定科目名：インド仏教史） 

授業科目 インド仏教史 単位 2.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教史概説 インド篇 佐々木教悟ほか 平楽寺書店  

印度仏教史：学習の手引 小野田俊蔵 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

仏教の開祖のゴータマブッダは長いインドの思想史の中でも重要な人物であることは言う

までもありませんが、重要であるだけではなく、その流れの中でもユニークな存在でもあり

ます。当然、あくまでインドが生んだ思想家なのでその流れの中で捉える必要があると思わ

れます。この科目では思想史上でのゴータマの位置を捉えることを先ず 初のポイントと

し、そして彼にはじまる仏教教団がどのように展開するのか、発展していく哲学や修行方法

がインド社会とどのように関係しているのか、ということを学習するのが目的です。 
 

■学習の要点 

 インド仏教全体の流れは、哲学的議論に於いては継承的発展をとげつつ、宗教的な発想と

いう点では、直前のものを批判しながら発展する批判的発展をくり返してきました。その全

体の流れこそ注目されるべきです。大きな流れのポイントを先ず掴むように努力してくださ

い。| １．ゴータマが生きた古代インドの社会と宗教について| ２．ゴータマブッダの一生

について| ３．初期の仏教教団の成り立ちについて| ４．アショーカ王時代の仏教につい

て| ５．クシャーナ王朝期の仏教について| ６．グプタ王朝時代の仏教について 
 

■学習の到達目標 

固有名詞も重要ですが、あくまで思想や考え方の発展や継承が理解されている必要がありま

す。インド仏教全体の流れを自分の中で体系化すれば、その中でその問題がどういう意味を

持つのか、つまり設問の意図が理解されてくると思います。まず問題の意図を考えるという

作業をしてください。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。 



授業コード B6109 
（認定科目名：アジア仏教史（チベット・東南アジア）/

チベット仏教史） 

授業科目 チベット仏教史 単位 2.0 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0B045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

チベット密教〔増補〕 ツルティム・ケサンほか著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

チベット仏教前伝期、チベットへの仏教伝来、シャーンタラクシタ、カマラシーラによる本

格的な導入、ランダルマ王の時代の破仏、仏教の復興、チベット仏教の宗派の起こりを学習

する。またサキャ派とモンゴルとの関係、ダライラマ制度およびチベットの大僧院がチベッ

トの歴史と文化の形成に果たした事柄を学び取る。 
 

■学習の要点 

チベット仏教の歴史の開始すなわちソンツェンガンポ王の時代からダライラマ 14 世に至る

までのチベット仏教展開の流れをよく把握すること。本格的なチベットへの仏教の導入は、

インド人であるシャーンタラクシタ、その弟子カマラシーラの入蔵と貢献にある。ランダル

マ王の破仏による 100 年におよぶ空白時代からアティーシャ(982-1054)などによる後伝期

の開始、仏教復興。宗派の誕生、チベット仏教 初の宗派ニンマ派、アティーシャの教義体

系を継承するカダム派、密教の実践に重き置くカギュ派、転生活仏制度を生み出したカルマ・

カギュ派、モンゴルとの関係強化に努めたサキャ派、ツォンカパ(1357-1419)とゲルク派及

びダライラマ制度。顕教と密教、戒律を巡る問題。これらに焦点を当て学習する。 
 

■学習の到達目標 
チベット仏教の歴史とその展開を把握すること。十二分に時間をかけ学習し重要な点を漏ら

さず十分に書き尽くしていること。焦点となるところを十分踏まえて論じていること。 

 

■成績評価の基準 終試験においては問題に合致した内容の質と量を評価の基準とします。 



授業コード B6110 （認定科目名：アジア仏教史（韓国）/朝鮮仏教史） 

授業科目 朝鮮仏教史 単位 2.0 

担当者 馬場 久幸 
シラバスグルー

プ 
T0B054 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢字文化圏への広がり（新

アジア仏教史;10） 
石井公成ほか 佼成出版社  

    

 
 

■授業の概要 
朝鮮半島における仏教の伝来から現代に至るまでの歴史的な展開について、通仏教史的に学

修することが望ましい。 

 

■学習の要点 

三国時代（高句麗・百済・新羅）の仏教|統一新羅時代の仏教（教学の盛行、禅宗の伝来）|高

麗時代の仏教（教宗と禅宗）|朝鮮時代の仏教（抑仏政策、儒教との交流）|現代の仏教（仏教

浄化運動）| 
 

■学習の到達目標 

朝鮮半島における仏教の伝来から現代に至るまでの歴史的な展開について正確に理解し、東

アジア仏教史の中で朝鮮半島の仏教がどのような位置にあるのか、説明できるようになるこ

と。 
 

■成績評価の基準 

三国時代に仏教が伝来し、各国でどのような信仰が流行ったのかを把握していること。|統一

新羅時代以降、中国から新たな思想が次々と入ってくる。朝鮮では、それをどのように受容

して、独自の思想を確立したのかを把握していること。 



授業コード B6111 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学 単位 2.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

 テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳

説されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教

を探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、

自分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教

社会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀

礼の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード B6112 （認定科目名：宗教史） 

授業科目 宗教史 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本宗教史 末木 文美士 著 岩波書店  

宗教学の名著 30 島薗 進 著 ちくま新書 ［ISBN］9784480064424 

 
 

■授業の概要 

末木文美士『日本宗教史』と島薗進『宗教学の名著 30』は、双方とも、現代に生きる私達に

とって宗教とはどのような意義を持つのか、という問いを基礎にしている。この問いに、宗

教、そして宗教論の歴史を通覧することによって近づこうとするのである。|宗教は時代の変

化に関わらない真実を語るのではないか、そうならば、「宗教史」という、変化をいう語は馴

染まないのではないか。確かに、宗教史が、学問として開始されるのは 18 世紀からで、教

会や信仰が人を引きつける力を失い始める時代からである。宗教は距離を置いた、つまり、

客観的な考察の対象になるのである。|テキストに選ばれた二冊は、宗教史という学問の、こ

の性格を明確に踏まえた上で、信仰・宗教の意義を問う。日本の宗教史では、神仏習合とい

う歴史事情がある。これを柱に、仏教が神道や儒学、キリスト教と関わる有様が、その政治

的意味も含めて、通覧されている。そしてまた、世界の宗教学を代表する著作が、主に、19

世紀宗教学に力点を置きながら、分析されている。|日常生活を超えるように思える宗教は、

その生活にどのような基礎を持ち、生活をどのように導くか、この点に注意しながら、二冊

の議論を追っていただきたい。 
 

■学習の要点 

日本の宗教史では、まず、神仏習合という基礎をよく理解しておくこと。鎌倉仏教では、と

くに法然の影響がどのような点で大きかったか、把握すること。江戸期では、キリシタンの

思想的動きの重要性をよく見ておくこと。儒教がどのように仏教と関わるか、この点も見逃

せない。そして、仏教が退けられる、その理由や経過も大切である。近代では、明治期の島

地黙雷たちの活動、すなわち、近代的宗教観を利用しながら、仏教を近代日本に位置づける

その方法が、重要なポイントになる。|『宗教学の名著 30』は、とくに、近代西洋で宗教学

はどのように宗教を発見するか、つまり、キリスト教以外の宗教を広く視野に入れながら、

宗教をどう性格付けるかという主題をめぐっている。とくに、現代との関連では、ニヒリズ

ムやモノノーグ的な世界観、つまり、自分の世界観を抱えて他者との対話を欠いた状態が、

宗教の問いとして取り上げられている。|二冊とも、全体の通読が欠かせない。その上で、課

題に向かっていただきたい。 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。| 

 

■成績評価の基準 

問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。

解答に必要なキーワードが十分使われているか、ここに留意しながら、丁寧な記述を試みる

こと。| 



授業コード B6113 （認定科目名：南方仏教思想） 

授業科目 南方仏教思想 単位 2.0 

担当者 南 清隆 
シラバスグルー

プ 
T0B059 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ビルマ仏教：その歴史と儀

礼・信仰 
池田正隆著 法蔵館  

南方仏教思想：学習の手引 南清隆 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

オリジナルな仏教の正当な継承者であることを誇りとするテーラヴァーダ(南方上座部)の伝

播は、紀元前 3c のアショーカ王時代にセイロン島(現在のスリランカ)に伝来したことを嚆

矢とする。爾来、スリランカ・ビルマ・タイの主要三国を中心に、その周辺地方、そして近

代にはインドへの逆移入というように、歴史的にも地理的にも多岐にわたっている。元来保

守的な傾向をもってはいても、2500 年以上の歳月とさまざまな民族の文化ベースの相違に

よって、多くの変遷・変質を経ていることは疑いない。本科目では、その史的展開の跡と思

想の概略についてを、テキストによって学んでいただきたい。 
 

■学習の要点 

南伝仏教と呼ばれることの多い上座部仏教は、ブッダ時代にまで遡れる資料を伝えながら、

連綿と絶えることなく現在まで続く唯一のオリジナル仏教という評価が定着している。確か

に、外面的にも厳格な戒律の条項をできるだけ遵守しながら教団を運営し、思想的にも伝統

を重んじる姿勢は、他の地域、とくに北伝の諸地方に伝わった仏教の著しく変遷を繰り返し

た現在の姿と比較すると、伝統を重んじたきわめて価値のあるものといえる。しかしながら、

厳密にその歴史的推移と各地での姿を比較検討すると、様々な展開と変遷の跡を見出すこと

ができるのもまた一面の事実でもある。本科目では、以下の「リポート学習の留意点」の論

点を中心にテキストと手引書を参考にしながら南方仏教の歴史と思想を学習していただき

たい。 
 

■学習の到達目標 

リポート学習の留意点で列挙したポイントと、それぞれの国(とくにセイロンとビルマ)での

仏教受容の変遷に留意し、上座部仏教の概要の理解に努めていただきたい。それらのポイン

トに基づいて 終試験の問題を設定し、理解度に応じて成績を評価する。 
 

■成績評価の基準 
 それぞれの問題が問う要目に関して、歴史的展開や意義内容が正しく把握できているかを

重要ポイントとして評価します。 



授業コード B6114 （認定科目名：チベット仏教思想） 

授業科目 チベット仏教思想 単位 2.0 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0B046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

チベット密教〔増補〕 ツルティム・ケサンほか著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

ソンツェンガンポ王の時代、二人の妃により仏像がもたらされたことをもってチベットへの

仏教伝来とされる。その後、ネパール経由で、再度の入蔵でチベットに留まることを果たし

たインド大乗仏教を代表するシャーンタラクシタにより 初の国立寺院サムイェー寺が建

立され、そこから 初のチベット僧六人が出る。その後、弟子のカマラシーラが入蔵し、時

同じくして入蔵していた中国禅の摩訶衍との頓漸二教の対決がありサムイェーの論争とし

て知られること。その後、経、論が蔵訳され目録、辞典が編纂される。ランダルマ王時代の

仏教禁止令、150 年程の空白時代を経て後伝期のチベット仏教展開が始まる。アティーシャ

の顕教、密教、戒律を重視する伝統が形成され、カダム派が生まれる。またニンマ派、サキ

ャ派、カギュ派といった宗派も誕生する。サキャパンディタ、プトンなどの活躍。その後、

アティーシャの影響を受けたツォンカパがゲルク派を開き 大の宗派へと発展して行く。こ

の派からは、カルマ派の転生活仏制度の影響を受けダライラマ制度が確立されチベット仏

教、文化、歴史の形成に寄与することとなる。後伝期にはモンゴルとの密接な関係が、その

後のチベットの歴史全般に大きな影響を与える。この仏教史の展開における諸の仏教思想を

学び取る。 
 

■学習の要点 

科目の概要に示したことが主なる学習の要点となる。さらに留意することは、歴史的な展開

を理解しながら学習を進めること。人物名や事柄など聞き慣れないものも多いであろうが、

注意し正確に理解すること。チベットへの仏教の導入から、その後の展開、仏教禁止令、モ

ンゴルの軍事力の脅威など限りない困難の道をたどり、またその後、モンゴルとの良好な関

係が築かれモンゴルにチベット仏教がもたらされることなど、チベット仏教史の展開を理解

すること。後伝期には前伝期にはなかった宗派が生まれ特色ある思想が形成されること。正

統な仏教への回帰であり新展開として顕教、密教、戒律が重視される伝統を知ること。ダラ

イラマ制度による神権政治が 300 年ばかり大きく機能したことを学び知ること。自ら十分

理解を得るよう考察を加えること。 
 

■学習の到達目標 

 インド仏教を継承する点、チベット仏教の特徴的な面、このことを把握しチベット仏教史

の展開を学び知ること。|問題に合致したことが網羅的に十分論じられていること。|何をど

うまとめるのかを考察した上で明瞭にまとめること。部分的な記述や参考書などを写しただ

けの自らの理解の及んでいないものは、合格に達しないので、自ら十分理解できるよう努力

と思索を重ねていただきたい。| 
 

■成績評価の基準 

リポートにおいては、設題の意図をよく理解し、自分自身で理解したことを構成を考えてま

とめること。参考書などの単なる写し取ったものは、添削対象外となる。 終試験において

は、問題をよく理解し、その重要な点を外さぬよう解答すること。また、しっかりした内容

を質と量ともに十分論じること。 



授業コード B6503 （認定科目名：浄土宗史） 

授業科目 浄土宗の歴史 単位 2.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土宗史概説 恵谷隆戒 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

浄土宗史とは浄土宗の歴史的展開を研究する学問である。浄土宗は法然によって開宗され

た。その法然の教えを門弟や多くの人びとが信奉し、やがて集団化、組織化されていったと

ころに浄土宗教団が出現し、浄土宗文化が生まれて浄土宗史が展開される。テキストではそ

の展開を四篇にわけ、各篇のはじめにその時代の文化を概観し、第一篇では法然の伝記、門

下の五流、法然教学の継承、地方への伝播について述べ、第二篇では浄土宗が独立宗派とな

るまでの三祖門下の六流、その流れの一つから聖冏聖聡の二師が輩出、浄土宗中興の祖とい

われる理由を述べ、第三篇では近世浄土宗の基礎を作った人びと、そして教団制度、その中

での教学の状況、一般寺院の成立について述べ、第四篇では癈仏毀釈の中での教団の近代化、

教学の振興、伝法の沿革、布教伝道について述べている。 
 

■学習の要点 

 テキストは勿論のこと、他の関係図書も参考にし、特に日本史、日本仏教史の中での浄土

宗の歴史を考えることが必要である。テキストを熟読し、章ごとの要点、問題点を整理して

ノートしておくこと。そして問題の意図を把握してからまとめること。| １．法然以前の念

仏の理解、法然の説いた念仏の教え、宗の成立等を総合的に考え、日本仏教史上どのような

意味をもつかを考えること。 | ２．初期法然教団が朝廷や既成教団から迫害をうけたのは

何故か。念仏者の行動、教義内容など、多面的に考えること。| ３．法然門下の五流、良忠

門下の六流、そしてその門弟達の活躍した地域を正しく理解し、把握しておくこと。| ４．

聖光から浄土宗義を相承した良忠の業績を把握し、代表的な門弟の活躍を考えること。| ５．

伝法制度の沿革をまとめておくこと。| ６．徳川幕府の宗教政策を理解した上で、浄土宗は

どのように教団を組織していったかを考えること。| ７．テキストに出てくる人物は、それ

ぞれ中世、近世、近代に活躍した宗史上重要な人物である。その生涯と業績を理解、把握し

ておくこと。| 
 

■学習の到達目標 

法然上人の弟子ならびに末流の人びとによって、法然上人の教えがどのように継承されてい

ったか。またどの様な法系の人びとによって、どこを拠点に浄土宗の教えが伝播していった

か。また、いつ頃から浄土宗が名実ともに独立教団として歩んでいくのか等の問題を、しっ

かり把握しておくこと。 
 

■成績評価の基準 
法然上人以後の浄土宗が歴史的にどのように展開していくのか、そしてその節目で登場する

人物たちの業績・後世への影響・意義を把握できているのかを基準にします。 



授業コード B6505 （認定科目名：東南アジアの仏教） 

授業科目 東南アジアの仏教 単位 2.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

静と動の仏教(新アジア仏教

史；04） 
奈良康明ほか 佼成出版社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、インドで誕生した仏教がアジアの各地へと伝えられるなかで、東南アジアで受

容されていった経緯と、そこで変容を遂げていった歴史について概観することを目的とする

ものです。長い時間をかけて、東南アジア全域にわたる多様な地域性の中で、仏教がどのよ

うに変移し、受容されていったのかを把握することは、仏教に関わる様々な現象や思想を理

解するためにも不可欠の要素と言えます。具体的には、スリランカ・ミャンマー・タイ・カ

ンボジア・ラオスといった地域を中心とする仏教受容の歴史的な流れを捉え、それらが変容

して現在に至っている状況を理解することを目指します。 
 

■学習の要点 

１．＜全体＞─まず仏教がインドでどのように成立したのかを学ぶと共に、その仏教がどの

ように東南アジアへと展開していったのかを全体的に理解するよう努めてください。|２．＜

スリランカ＞─仏教がインドからスリランカにどのように伝来したのかを理解すると共に、

スリランカの各時代における仏教の変容とミャンマーなど東南アジア諸国との交流の流れ

を把握するよう努めてください。|３．＜ミャンマー＞─スリランカとの交流を踏まえながら、

ミャンマーにおける仏教の受容とサンガの展開を歴史的な経緯を踏まえて把握するように

努めてください。|４．＜タイ＞─タイという国家と仏教との関係について、タイの歴史を踏

まえながら概観するように努めてください。|５．＜カンボジアとラオス＞─カンボジアとラ

オスを取り巻く歴史的な社会状況を踏まえながら、サンガの成立とその後の仏教の展開の流

れを把握するように努めてください。 
 

■学習の到達目標 

①インドで成立した仏教がどのように東南アジアへと展開していったのかについて説明で

きる。|②スリランカへの仏教伝来と、スリランカの各時代における仏教の変容について説明

できる。|③ミャンマーにおける仏教の受容とサンガの展開を歴史的な経緯を説明できる|④

タイという国家と仏教との関係について、タイの歴史を踏まえながら説明できる|⑤カンボジ

アとラオスを取り巻く歴史的な社会状況を踏まえ、サンガの成立と仏教の展開について説明

できる。||  
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード B6510 （認定科目名：仏教と日本文化） 

授業科目 仏教と日本文化 単位 2.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

殺生と往生のあいだ-中世

仏教と民衆生活 
苅米 一志 著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では仏教が人々の暮しや文化に与えた影響を考えたい。|仏教の戒律には生き物の命

を奪うことをいましめる不殺生戒がある。日本の古代・中世に仏教がひろまる中、戒律の教

えに基づいて狩猟や漁撈を禁止する殺生禁断や、捕えた生き物を放つ放生が盛んに行われ

た。これは仏教の慈悲の精神の発露といえるが、人々の暮しとの関わりで見ると、事はそう

単純ではない。|テキストには古代から中世にかけて殺生禁断の具体例を多くあげて考察して

ある。白河上皇の殺生禁断、寺院・神社あるいは荘園領主による殺生禁断、西大寺叡尊の殺

生禁断などである。|仏教を学ぶ場合、教理・思想を歴史の現実から遊離させて理解するので

はなく、それが実際の社会の中でどのように実践され具現化されているかに注意しなければ

ない。殺生禁断という視点から、仏教と民衆生活の関わりの一端を学びたい。|||||||| 
 

■学習の要点 

仏教は日本人に多くの智慧や知識、あるいは他者や生き物を慈しむ心を教えた。その一方、

荘園領主としての寺院や権力者によって広められてた仏教には、負の側面をはらむこともあ

る。仏教を歴史の状況の中で学ぶ場合、単一的な思考に陥るのではなく、複眼的・重層的な

見方ができるように心がけたい。 
 

■学習の到達目標 
仏教の教理・思想を観念だけで理解するのではなく、歴史的状況の中で見てゆく眼を養うこ

とがポイント。テキストを通し自分の問題意識を発展させていくことができればよい。 

 

■成績評価の基準 
テキストや参考文献をきちんの理解しているか。自分の意見を積極的に述べているかなどを

重視する。 



授業コード B6511 （認定科目名：仏教と芸能） 

授業科目 仏教と芸能 単位 2.0 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0B052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教芸能 関山和夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 日本の文化史を支えてきた各種の芸能は、宗教の影響を強くうけ、発展してきました。こ

のおり、仏教との関係は看過できないものがあります。したがって、日本文化史を論ずる場

合、仏教が日本人の生活の隅々にまで浸透していた庶民生活史を十分に考慮する必要があり

ます。古代から現代まで、さまざまな芸能が発生・生成し、展開してきました。伎楽・舞楽・

平曲・能・狂言・浄瑠璃・歌舞伎・落語・講談・浪曲などなどです。これらの芸能の要素を

考察すると、仏教との関係が濃厚に認められます。| 本科目では、日本文化史の底辺に深く

根を張った「仏教と芸能」との関係を具体的に追求し、考察することを目的とします。 
 

■学習の要点 

１．仏教と芸能の源流|  声明・講式・唱導の芸能としての特質を、詳しい資料によって学

習する。|２．歌謡芸能|  御詠歌・和讃・歌念仏などは質的にもすぐれた作品が多い。それ

らの成立や発展過程につ|  いて資料を提示して多角的に追求する。|３．踊り芸能|  念

仏踊りや盆踊りは日本古来の芸能と仏教が結びついた特異な民俗芸能であるので、その| 

特徴や内容について説明し、仏教文化の一面を学ぶ。|４．仏教と語り物|  仏教が生産した

数々の「語り物」について諸資料によって研究する。|５．仏教と話芸|  唱導（演説体説教）

から落語・講談などの話芸が派生する経緯と歴史を詳しく学習する。 
 

■学習の到達目標 

日本において仏教と芸能とが如何に密接な関係にあり、芸能の生成と大成、展開に影響を与

えたかを理解していただくことを到達目標とします。科目 終試験では要点を端的にまとめ

るようにしましょう。 
 

■成績評価の基準 

（１）誤字脱字の有無|（２）論旨が明瞭か否か|（３）問題の主旨にそいながら回答している

か。|（４）要点を過不足なくまとめているか。|（５）論述の際、具体的な事例などをあげる

などして、具体性をもたせているかどうか。 



授業コード B6720 （認定科目名：浄土宗日常勤行式の解説） 

授業科目 浄土宗日常勤行式の解説 単位 2.0 

担当者 曽和 義宏 
シラバスグルー

プ 
T0B023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日常勤行の話〔新装版〕（浄

土選書；5） 
香月乗光著 浄土宗  

    

 
 

■授業の概要 

「日常勤行」とは、毎日、仏前でおこなう「おつとめ」のことです。「おつとめ」をすること

は、私たちの行いを善くし、生活を正しくしていく上において、たいへん重要な、意義のあ

るものです。「おつとめ」は私たちを仏道修行により邁進させるために整備・制定されてい

るものであります。|テキストは、浄土宗の日常勤行式の次第にそって、唱え方(音読、訓読)

とその意味、さらには関係する浄土宗義、仏教思想を解説しています。|本科目では、浄土宗

の日常勤行式も、阿弥陀仏に対する深い信仰によって作られており、その中には浄土宗の宗

義が取り込まれているということを学んでいくことができます。| 
 

■学習の要点 

 浄土宗の日常勤行式が、どのような浄土宗義に基づいて組織されているかを、しっかりと

理解することが必要です。法然上人が『一枚起請文』において「ただ往生極楽のためには(中

略)ただ一向に念仏すべし」と述べられていること、すなわち正定業たる称名念仏がすべての

中心であるということは、日常勤行式でも同様です。| なぜ称名念仏がすべての中心である

のか、称名念仏以外の修行はどのように位置づけられるのかということが、浄土宗義ではど

のように説明されているのかを考え、一つ一つの偈文の意味内容、順序配列を理解していく

ことを望みます。 
 

■学習の到達目標 

【到達目標】|・日常勤行式に取り込まれている浄土宗義が正しく指摘できる。|・日常勤行式

の 重要部分はどこか指摘でき、その理由について説明できる。|・日常勤行式の構成（順序

配列）の意味が説明できる。|・それぞれの偈文の意味、および浄土宗義との関係について説

明できる。 
 

■成績評価の基準 
・必要なキーワードが回答に正しく含まれているか否か。|・キーワードの意味を正しく理解

できているか否か。 



授業コード B6721 （認定科目名：仏教と福祉） 

授業科目 仏教と福祉 単位 2.0 

担当者 野田 隆生 
シラバスグルー

プ 
T0B055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教・共生・福祉 水谷幸正 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 現代社会を生きるわたしたちが、満足し、充実した生活を送ることは可能なのだろうか。

少子・高齢社会と言われて久しいが、保育士不足や介護士不足、認知症のケア、児童虐待や

高齢者虐待、ひとり親家庭の問題等々が毎日のようにメディアを賑わし、「いのち」の危機

を覚えるような現象が次々と起きている。そのような現実の社会の中で、果たして「しあわ

せ」と言える生活を手に入れるにはどうすればいいのでしょうか。こうした社会が抱える諸

問題に、社会福祉や医療がその支えとなる一方で、「いのち」の意義を説く教えとして「仏

教」が挙げられる。| 本講の学びとしては、「いのち」の尊厳や生きている人間の心の支え

となる教えを「仏教福祉」という視点で考究することを主題とする。 
 

■学習の要点 

 仏教については、仏教の基礎となる文献を読み込み、下記に示す用語について簡単に説明

ができるようにしておくことが肝要である。| ☆基礎用語☆| ・四苦八苦 ・四諦八正道 ・

生死一如 ・輪廻 ・三法印 ・共生| 福祉については、社会福祉関連の文献を読むことも

必要であるが、それ以上に時事問題に目を向け、それらについて批評・批判する姿勢を求め

る。特に、ターミナル・ケア、脳死・臓器移植、児童虐待、待機児童の問題については着目

することが必要となる。| 仏教福祉については、関連学会の発行する論文集や参考文献を披

覧することをもとめる。 || 絵空事として仏教福祉を捉えるのではなく、現実社会で活かす

ことのできる概念として、時事問題の解決や人々へ安心感を与えることができるように働き

かけることのできるひとつの考え方であるという意識で、以下の点に着目しながら学習をす

る。| | ⑴ 仏教福祉の概念について| ⑵ 地域社会における仏教福祉実践の活動につい

て| ⑶ 社会福祉施設における仏教福祉実践の理念や具体的展開について| ⑷ 「いのち」

の救いとしての仏教福祉について| ⑸ 現代社会における仏教と共生について| 
 

■学習の到達目標 

 現代社会における諸問題について、医学、看護学、社会福祉学などの専門領域のみでは解

決し得ない事象について、「いのち」を基軸とした仏教なかんずく仏教福祉の可能性につい

て思索し、あわよくば社会実践へと応用することができるようになる。| 
 

■成績評価の基準 

⑴テキストのみならず、参考文献や各自が収集した文献、雑誌等の資料が試験に反映されて

いること。|⑵設題が求める〔学習の要点〕を正しく理解し、文献、雑誌、資料等を参照にし

ながら 4,000 字程度で私見を交えながらまとめること。| 



授業コード B6724 （認定科目名：宗教法制） 

授業科目 宗教法制 単位 2.0 

担当者 野田 雅史 
シラバスグルー

プ 
T0B053 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教法人ハンドブック 設

立・会計・税務のすべて 11

訂版 

実藤秀志 税務経理協会  

浄土宗宗教法制関係法令資

料集〔第 2 版〕 
笠原慎一 監修 浄土宗 [ISBN]9784883631353 

 
 

■授業の概要 

宗教法は、憲法、宗教法人法、墓地、埋葬等に関する法律(以下、「墓埋法」という。)、税法、

宗教法制史、宗教団体の自治法規等にまたがる広い分野を対象とします。|大日本帝国憲法下

と日本国憲法下において信教の自由や政教分離等の宗教法制がどのように変遷していった

のかをしっかりと学習してください。|それを前提として、宗教法人法、墓埋法、税法、宗教

団体の自治法規等を具体的にしっかりと理解してください。条文については「宗教法制関係

法令資料集」を中心に学習してください。|浄土宗関係法規については、信教の自由を念頭に

置きながら、包括宗教団体と被包括宗教団体との関係を意識しながら、学習してください。

|必要に応じて判例を学習し、憲法や法令等の解釈や適用において判例が果たしている役割と

その内容を理解し、習得してください。 
 

■学習の要点 

次の各点について学習し、理解してください。|① 日本国憲法下での信教の自由の保障規定

と政教分離規定|② 包括宗教団体と単位宗教団体|③ 宗教法人の所轄庁とその権限|④ 宗教

法人の設立手続きの流れ|⑤ 宗教法人の規則と宗教法人の規則の絶対的記載事項|⑥ 宗教法

人の代表役員の地位及び資格並びにその職務権限|⑦ 宗教法人の責任役員の地位及び資格並

びにその職務権限|⑧ 宗教法人の代務者|⑨ 宗教法人の仮代表役員について|⑩ 宗教法人の

仮責任役員について|⑪ 宗教法人の監査機関について|⑫ 宗教法人の事務運営について|⑬ 

宗教法人の規則の変更手続きについて|⑭ 宗教法人の合併・解散について|⑮ 宗教法人の会

計について|⑯ 宗教法人の税務について|⑰ 墓地、埋葬等に関する法律及び同法律施行規則

について 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に記載のある内容についてテキストを中心としてしっかりと理解して、記

憶することを学習の到達目標とします。この学習の到達目標に対する到達度合を科目 終試

験で測ります。そして、その到達度合によって成績評価します。|②科目 終試験の問題はし

っかりとテキストの内容を理解・記憶していれば、 低限の記載はできる内容とします。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験の採点は加点方式を基本とします。試験問題が求めている解答内容の一定程度

以上の解答の記載が答案にあれば 60 点とします。特に深い理解や積極的な学習成果が科目

終試験の問題の出題意図に沿った内容で答案に記載されていれば加点事由とします。  | 



授業コード B6725 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード B6743 （認定科目名：仏教看護） 

授業科目 仏教看護 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教と看護 藤本淨彦ほか編 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

 インドの仏教教団（サンガ）における生活規定を集録した律（ヴィナヤ）には、同行の善

知識（善友・カルヤーナ・ミトラ）が病に伏した場合、あらゆる手段を尽して看護すべきで

あるという看病人法が制定されている。そこには「治病比丘」「見病比丘」「看病比丘」「薬

師」という語が見られるように、当時のサンガには医療や看護に精通した出家者が存在して

いた。仏教がインドから中国へ、中国から日本へと、異文化と接触し受容されて行く様子を

伝える諸種の記録には、そうした医療や看護にまつわる出来事が記されている。| この科目

は人間の尊厳を老苦・病苦・死苦の克服に置く仏教が、病苦に直面した人の看護、死に臨ん

だ人の看護の在り方をどのように捉え指導していたのか、また病者自身の加療療養の姿勢、

終末に際しての姿勢をどのように指導していたのかを、インド・中国・日本の仏典の中に辿

り、仏教精神をふまえた看護の特色を歴史的に振り返りつつ、現代仏教の課題としても学習

する。 
 

■学習の要点 

1.仏教者の行住坐臥のふるまいには、善知識（善友）としての威儀が求められるが、自らが

病み、同行者が病に伏した場合、また自らが死に臨み、同行者が臨終を迎えた場合、仏教者

としてその〈時〉をどのように過すべきであるのか。今日までに伝わる経・律・論などの仏

典の中に、その対処法を読み取っていく。|2.病者も看護者も、終末を迎えた者もそれを看護

する者も、それぞれが懐く生死観が、一回きりのその〈時〉の質を大きく左右する。仏教思

想、就中、仏教の生死観を学ぶことを通して、いのちの深みを学習することにつとめる。|3.

臨終行儀については、主として中国や日本の仏典の中に伝わっている。その伝統的な臨終行

儀の諸相を学ぶとともに、それを現代仏教の課題の一つである仏教ターミナル・ケアについ

て考える素材としていく。 
 

■学習の到達目標 

 人間は生命・寿命・性命・運命・使命の「五命」を担いながら生きているとも言われる。

その中でも 後の「使命」が話題にされる機会は少ない。仮に「使」と「命」との間に返り

点を付ければ、「使命」は「命を使う」とも読める。病苦や死苦という不可避の機会は前四者

の「命」を集束しながら、私たちを「使命」という課題に直面させる。| 仏教には「人身う

け難し、今すでにうく。佛法聞き難し、今ここに聞く。この身、今生において度せずんば、

さらにいづれの生においてかこの身を度せん」という聖句がある。また「人間という舟（ナ

ーヴァ）を得た以上、それで苦の大河を渡れ」という聖句もある。ともに私たちが使命とい

う課題に向き合うことを促している。| この科目の学習がそうした使命のことをそれぞれな

りに考える端緒となることが、その到達目標である。科目 終試験における答案の作成が、

単にテキストの表層的な要約におわることがないよう留意することが望まれる。成績の評価

に当っては、答案にそうした含蓄が反映されているかをも評価の基準とする。 
 



■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード B6744 （認定科目名：仏教伝道学Ⅱ） 

授業科目 仏教伝道学Ⅱ 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

法然上人のお言葉—元祖大

師御法語— 
布教師会編集委員会 編 総本山知恩院布教師会  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教伝道者とりわけ浄土宗の教義を伝道する教師は、仏教の思想はもちろん、浄土宗の教

え、とりわけ念仏の元祖である法然上人の教え、念仏の教えを伝道できるようにする。つい

ては、伝道布教のためには伝道教案（原稿）が必要である。| この科目では、伝道教案（原

稿）の作り方の基本として、テキストを参考に、法説・譬喩・因縁・合釈に添うように考え

ていく。このことによって法然上人のご法語を通して、浄土宗義の理解を深め、正しい念仏

の教義を伝道出来るようにする。 
 

■学習の要点 

浄土宗の僧侶としての資格を得るための課程であるが、浄土宗教師は布教・伝道者たるべき

である。特に伝道教案（原稿）を実際に作成する作業をしてもらう。それには法説・譬喩・

因縁・合釈に添うようにしなければならない。 
 

■学習の到達目標 

浄土宗教師はすべて布教伝道者でなければならない。「自行化他」という言葉のように、他

人を教化伝道するためには、その教化伝道する内容が重要である。それには仏教学・浄土学

の基礎的な思想や仏教後を理解しておかなければならない。 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード B9105 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学 単位 2.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

 テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳

説されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教

を探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、

自分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教

社会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀

礼の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード M5103 （認定科目名：京都と文学（古典）） 

授業科目 京都と文学（古典） 単位 2.0 

担当者 筒井 大祐 
シラバスグルー

プ 
T0M017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新訂 方丈記 鴨長明著・市古貞次校注 岩波書店  

方丈記 鴨長明著・浅見和彦校訂 ちくま学芸文庫 [ISBN]9784480094070 

 
 

■授業の概要 

『方丈記』は、京都・下鴨神社の社家に生まれた鴨長明によって書かれた中世を代表する随

筆である。本科目では、鴨長明の視点を通して書かれた『方丈記』を読むことで、中世の京

都の様相を概観する。 
 

■学習の要点 
『方丈記』を読んだ上で、中世に生きた鴨長明によって書かれた「京都」が、どのような場

所として描かれているかを読み取れる事を目指す。 

 

■学習の到達目標 鴨長明『方丈記』の内容を理解した上で、分析や考察を加える事ができる。 

 

■成績評価の基準 『方丈記』の内容を理解した上で、受講者自身の分析や考察を加えているかを評価する。 



授業コード M5104 （認定科目名：京都と文学（近・現代）） 

授業科目 京都と文学（近・現代） 単位 2.0 

担当者 朴 銀姫 
シラバスグルー

プ 
T0M019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

京都の明治文学 ―伝統の継

承と変革 
河野仁昭著 白川書院  

    

 
 

■授業の概要 

 慶応 4 年、江戸は東京と改められ、京都は首都の座を東京に明け渡した。明治時代の近代

文明開化のなかで、京都の人たちは、京都が時代に遅れた古都として取り残されることを嫌

っていた。伝統の継承と変革こそが、京都の人たちの課題であった。テキスト『京都の明治

文学』は、このような明治時代の京都と関連する歌人や詩人、小説家の文学作品を取り上げ、

文学と京都との関わりについて深い論を展開した。| 本授業では、テキストを通して、京都

とという土地がどのような文学作品を生み出し、また、舞台装置としての機能を働く京都の

郷土性が、それぞれの作品のなかで、具体的にどのように描かれ、イメージ作られたのかを

理解した上で、現実の京都と作品中の京都との差異について実体験し、作者の動機や意図に

ついて追究する。|| 
 

■学習の要点 

 この科目はテキストにより履修するので、テキストの学習を中心とする。| テキストに取

り上げられている新聞や歌人、俳人、詩人、小説家の作品に詠われている、または描かれて

いる京都の各名所を把握し、具体的にどのように詠われ、描かれたのか、そして著者はどの

ように説明したのかを理解し、さらに作品と京都の各名所との関連について探求することを

中心に学習を進める。| 
 

■学習の到達目標 

 明治時代の京都と文学との関わりのある多様なジャンルの作品やその解説・論述を通し

て、具体的に、また現実との比較を通して学習し、京都という郷土性と文人たちの関係、作

品に描かれた京都のイメージ、作品に働く機能などについて理解を深めることを目標とす

る。|  
 

■成績評価の基準 

 テキストにそくした学習の成果を答案にまとめることが基本である。まずはテキストの理

解である。しっかり正確に理解した上で、リポートの形式に沿ってまとめ、自分が知ってい

る京都の歴史や文化、地理などの知識に合わせて、自分の見解を述べる。 



授業コード M5105 （認定科目名：ことばと表現（古典）） 

授業科目 ことばと表現（古典） 単位 2.0 

担当者 上野 辰義 
シラバスグルー

プ 
T0M005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本語の古典 山口仲美著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

記紀万葉から近世までの資料（公的文書、消息、文学作品など、さまざまなジャンルの資料）

をもとに、ことばが表現の中でどのように生きているかを味わう。古の人々・今の人々と対

話することで、生死や世界について考え、また、人々の思いや美に触れて、情感を育む。そ

して、自らも短歌・俳句・詩・散文などを作って、自らの考えや心を表現する。どのような

ことばを選び、どのような文章を作れば、他者に心を伝えることができるのか、ことばの力

を磨く。  
 

■学習の要点 

記紀万葉から近世までの資料（公的文書、消息、文学作品など、さまざまなジャンルの資料）

をもとに、ことばが表現の中でどのように生きているかを味わう。古の人々・今の人々と対

話することで、生死や世界について考え、また、人々の思いや美に触れて、情感を育む。そ

して、自らも短歌・俳句・詩・散文などを作って、自らの考えや心を表現する。どのような

ことばを選び、どのような文章を作れば、他者に心を伝えることができるのか、ことばの力

を磨く。 |具体的には、山口仲美『日本語の古典』の記述を参考に、ことばと表現について、

考えを深める。 
 

■学習の到達目標 学習の要点に記載のとおり。 

 

■成績評価の基準 

山口仲美『日本語の古典』を味読し、日本語のことばと表現の機微を理解する。|日本の古典

作品の、個別あるいは、全体的な、ことばの性格、表現の特徴を理解する。|整った日本語の

文章が書け、自分の考えを適切に表現できる。 



授業コード M5106 （認定科目名：ことばと表現（近・現代）） 

授業科目 ことばと表現（近・現代） 単位 2.0 

担当者 加藤 邦彦 
シラバスグルー

プ 
T0M007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

物語論 基礎と応用 橋本陽介著 講談社選書メチエ  

    

 
 

■授業の概要 文学へのアプローチ方法のひとつである「物語論」を理解する。| 

 

■学習の要点 

文学研究は、まず作品の〈ことばと表現〉に触れなければ話にならない。しかし、ただ漫然

と作品を読んでいたのでは、通常の読書と変わらない。では、文学研究として作品を読むと

はどういうことか。そのことを身につけるために、無数にある文学へのアプローチ方法のな

かから「物語論」について学習する。 
 

■学習の到達目標 「物語論」について十分に理解し、今後の研究において活用できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容を十分に理解しているか、具体例が適切に用いられているか、テキストで学

んだことを自分の読解に生かせているか。 



授業コード M5119 （認定科目名：日本書道史） 

授業科目 日本書道史 単位 2.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

政治家と書 ―近現代に於

ける日本人の教養― 
松宮貴之・編 雄山閣  

書と思想 歴史上の人物か

ら見る日中書法文化（東方

選書） 

松宮貴之 東方書店 [ISBN]9784497219039 

 
 

■授業の概要 

古来、中国では、教養人の間では書をよくすることは必須の条件とされ、また能書の人は人々

に尊重されてきた。そして、日本でも、古く漢字を輸入して用い、また漢字から仮名を作っ

て用いてきたが、やはり手跡の美しいことは尊ばれてきたのである。| 中国書道史、日本書

道史−それぞれの文化の流れを理解することは、東洋古来の美の探究に他ならない。書を学

問的に追求することの楽しさをこの科目でぜひ味わってほしい。  
 

■学習の要点 

1 三筆の人となりと、それぞれの代表作について学習する。|2 三蹟の人となりと、それぞれ

の代表作について学習する。|3 「かな」の代表的作品について学習する。特に、「高野切古

今集」については、第一種・第二種・第三種の違いを明確にしておく。|4 近現代の政治家の

書について学習する。| 以上を中心に中国書道史・日本書道史とも幅広く学んでほしい。特

に、人物については『書の基本資料』（中教出版）12 巻中国の能書、13 巻日本の能書等によ

ってまとめておくとよい。また、それぞれの代表作については、『書道全集』（平凡社）・『書

道芸術』（中央公論新社）等によって確認しておくとよい。|  
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を試

験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②採点は、加点方式を基本とする。問題

に対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点とする。|③出題の要

点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度により 40

点を上限に配点する。|④解答は、1500 字以上に及んでいること。これを充たせば 10 点を

加える。|⑤誤字・脱字に注意すること。|⑥人名・作品名は、基本的に漢字で記入すること。 
 

■成績評価の基準 試験結果で判断する。 



授業コード M5120 （認定科目名：中国書道史） 

授業科目 中国書道史 単位 2.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国の政治家と書 ―激動

の時代を生きた政治家たち

の残したもの― 

松宮貴之・編 雄山閣  

書と思想 歴史上の人物か

ら見る日中書法文化（東方

選書） 

松宮貴之 東方書店 [ISBN]9784497219039 

 
 

■授業の概要 

古来、中国では、教養人の間では書をよくすることは必須の条件とされ、また能書の人は人々

に尊重されてきた。中国書道史の文化の流れを理解することは、東洋古来の美の探究に他な

らない。書を学問的に追求することの楽しさをこの科目でぜひ味わってほしい。  
 

■学習の要点 

①王羲之・王献之の人となりと、代表作について学習する。|②唐の四大家の人となりと、そ

れぞれの代表作について学習する。|③宋の四大家の人となりと、それぞれの代表作について

学習する。|④近現代中国の政治家の書について学習する。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を試

験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②採点は、加点方式を基本とする。問題

に対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点とする。|③出題の要

点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度により 40

点を上限に配点する。|④解答は１５００字以上に及んでいること。これを充たせば 10 点を

加える。|⑤誤字・脱字に注意すること。|⑥人名・作品名は、基本的に漢字で記すこと。  
 

■成績評価の基準 試験結果で判断する。 



授業コード M5507 （認定科目名：書論） 

授業科目 書論 単位 2.0 

担当者 前田 秀雄 
シラバスグルー

プ 
T0M022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道理論〔改訂〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 古き良き日本の伝統を真に理解し、教養として身につけた人材が、今必要とされている。

| 毛筆の書は、「己の志を詩にして、それを可視的な形で紙面に焼き付けたもの」と定義さ

れる。また、「書は人なり」。人格・識見・技量、三位一体の向上を目指して、全人格的な完

成が求められなければならない。| ただ、日常の生活習慣が変化した昨今では、毛筆の学習

は、過去の人々の、時間をかけることで「潜移黙化（知らず知らずのうちに感化されること）」

に依存していた方法が望めなくなっている。そこでまず「眼高手低」にして、合理的で正確

な訓練方法により学習効率を上げなければならない。臨書学習のテキストとしての古典作品

は「物言わぬ師」であるが、幸い各種「書論」の作者たちは、等しく古典の作家でもあった。

「書論」の熟読は、書写・書道教育の上に有効である。| 
 

■学習の要点 

 書の学習には、書法技術と理論の相補学習が望まれてきた。技術と理論は互いの向上に伴

って、創作や教育の現場に活用されるものである。テキスト以外に、中高の書写書道のテキ

ストや関係書物への関心も大いに必要なことである。| １．書とはどういう芸術か、他と比

較する。| ２．書美を分析、表現上の原理を考える。| ３．創作過程を考え、書美の作られ

る原理を考える。| ４．「余白」について考える。| ５．「線」について他の芸術と比較する。

| ６．臨書の大事なことを具体的に考える。| 
 

■学習の到達目標 
古典としての書論学習によって、書の本質に理解が深まったか、書作の技術向上には、思索

が大切であることに気づきが生まれたか？   

 

■成績評価の基準 
書論を学んで得た知識が、単なるオウム返しに終わらず、吟味咀嚼され、きちんと自分の言

葉に落とし込まれた表現になっているかを評価したい。   



授業コード M5510 （認定科目名：書道実技Ⅱ/書道実技） 

授業科目 書道実技 単位 2.0 

担当者 和田 善之 
シラバスグルー

プ 
T0M031 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 
篆書体の特徴を学ぶ| １）篆書の用筆を学習する| ２）篆書の字形を学習する|隷書体の特

徴を学ぶ| １）隷書の用筆を学習する| ２）隷書の字形を学習する 

 

■学習の要点 
・篆書体の用筆（逆筆）を学習する|・篆書体の字形を学習する|・隷書体の用筆（逆筆）（波

磔）を学習する|・隷書体の字形（扁平）等を学習する 

 

■学習の到達目標 
設題の留意点で示した各項目について、技術を習得すること。|落ち着いて課題に向き合い、

丁寧に沢山練習することが大切です。 

 

■成績評価の基準 

設題の留意点で示した各項目について技術を習得し、表現できているか。|誤字脱字のあるも

の、テキストをなぞり書きしたものは提出に値しない。|繰り返し提出していただいて理解の

深まりと、技術の向上を評価させていただきたい。 



授業コード M5511 （認定科目名：日本文学史１） 

授業科目 日本文学史１ 単位 2.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。| 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。

| 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。| 



授業コード M5512 （認定科目名：漢文学１） 

授業科目 漢文学１ 単位 2.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、いわゆる「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を

読む。| 日本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方

法で読んできた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科

目では、まず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成し

た漢文訓読がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点につい

ても考える。| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、

日本文学との関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。|【科目 終試験における成績評価の

基準】|リポート添削・評価の基準および留意点を参照。|【「答案」作成上の留意点】|リポー

ト学習の留意点を参照。| 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード M5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード M6508 （認定科目名：書誌学） 

授業科目 書誌学 単位 2.0 

担当者 仲 沙織 
シラバスグルー

プ 
T0M015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

江戸の板本 書誌学談義 中野三敏 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

（一）書誌学は個々の書物の特質・特性を見定めることに主眼をおいた学問である。そのた

めには、他の書物との類似・相違点を見つけ出し、特質を認知しなければならない。したが

って、実際に和本（板本）を手に取って調査することを推奨する。|（二）書物に共通してい

る部位・箇所があり、かつそれらに与えられた名称及び正確な知識とそれに基づいた調査手

法を修得しなければならない。|（三）書物の各部位・箇所についての名称や詳細な知識を身

につけ、様式（ジャンル）の異なる書物の調査についても、対応できるようにする。|（四）

書誌学は、書物を も重要な研究のメディアとする文学や史学研究の補助科学の一つである

が、その研究のためには、逆に文学・史学・美術史・工芸史等、さまざまな領域の知識が必

要であると認識すること。 
 

■学習の要点 

 古典籍は、なおまだ古い民家や寺社、図書館など身近な所に所蔵されていながら、未調査

のまま眠っているものも数多くある。現在、『国書総目録』（岩波書店）や「日本古典籍総合

目録データベース」（国文学研究資料館ホームページ：http://base1.nijl.ac.jp）などによって

知られるものは約 70 万点といわれているが、その内 9 割以上は未だに活字に翻刻されてい

ないと考えてよい。これらの身近にありながらまだ知られていない新資料、その反対に市中

にありふれた江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を

習得することが本科目のねらいである。書物とどう対峙し、取り扱い、調査し、その本独自

の特質を書誌記述するために知識と技術を身につけて欲しい。| テキストは簡潔で分かりや

すく、読めばすぐに理解できるはずであるが、上記の目的から是非とも和本（版本）と遭遇

して、その本の独自の特色をどう認知することができるか、実践的な調査を行う機会ならび

に契機となるよう役立てて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

１．江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習得する

ことを目標とする。その学習の到達度に即して成績評価する。|２．箇条書き指定の問題につ

いては、各箇条毎に見出しを記すとともに、具体的な調査理由もつけること。また、どの問

題についても、正確な書誌学用語を用いて答案を作成するよう心がけること。| 
 

■成績評価の基準 

 試験問題に関わる重要なキーワードや、具体的で正確な説明等に対して加点し、これをも

って 100 点満点とする。なお、正確な書誌学用語が用いられていない場合、加点対象とはな

らないので注意すること。 



授業コード M6706 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード M8101 （認定科目名：日本文学史１） 

授業科目 日本文学史１ 単位 2.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。| 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。

| 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。| 



授業コード M8102 （認定科目名：漢文学１） 

授業科目 漢文学１ 単位 2.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、いわゆる「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を

読む。| 日本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方

法で読んできた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科

目では、まず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成し

た漢文訓読がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点につい

ても考える。| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、

日本文学との関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。|【科目 終試験における成績評価の

基準】|リポート添削・評価の基準および留意点を参照。|【「答案」作成上の留意点】|リポー

ト学習の留意点を参照。| 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード N5407 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード N5511 （認定科目名：漢文講読） 

授業科目 漢文講読 単位 2.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原典対照中国思想文学通史 中村璋八 明治書院  

    

 
 

■授業の概要 

 長い中国の歴史の中から、おびただしい思想・文学に関する詩文が作られてきました。そ

の中にはすでに日本語に訳されたものもあるが、それは極僅かであり、その他の大部分の漢

籍は訳なしで読まねばなりません。ところで、それらの漢籍を読破するには漢文訓読法が有

効なことは言うまでもありません。しかし近年我が国では、この漢文訓読法が軽視されてき

た結果、漢文読解力が著しく落ちてまいりました。 そこで受講生の皆さんには、この科目

の受講を通じて、少しでも漢文訓読に親しまれるとともに中国古典学術に関し基礎的な知識

を持たれることを願っております。 
 

■学習の要点 

  中国古典文を読む為には、なによりも知識が必要です。そこで、まずテキスト「中国思想

文学通史」を、じっくり読んで中国古典に関する基礎的知識を身につけることが肝心です。

尚テキストには沢山の代表的中国古典詩文を収めるが、御覧の通りすべて訳注がついていま

せん。これらを読む時は、図書館や市販の書籍で訳注本を見つけ、それぞれ対照して読まれ

ることをおすすめします。 
 

■学習の到達目標 
テキストや参考書などを熟読し、できるだけ知識を蓄えること。試験にあたってはより具体

的な記述ができることを要求します。 

 

■成績評価の基準 
テキストが熟読されているか、ポイントは正確につかまれているか、誤りはないか、明晰な

論述がなされているか、を成績評価の基準とします。 



授業コード N5541 
（認定科目名：異文化理解「中国」１/異文化理解（中国）

１） 

授業科目 異文化理解「中国」１ 単位 2.0 

担当者 若杉 邦子 
シラバスグルー

プ 
T0N013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国の歴史（ちくま学芸文

庫） 
岸本美緒 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 「異文化理解」——これは 近よく聞くことばであるから、耳に馴染んだ語感も相まって、

容易な事柄に違いないと早合点する向きがあるかもしれない。しかしその実、「異文化」の

「理解」を成し遂げるのは決してたやすいことではない。当科目では、自国の文化とは異な

る、中国の文化について、虚心に、知的に理解することに専心努力してもらう。「異文化」を

学ぶという取り組みはすなわち、「異文化」の存在を通じて、自国の文化についても改めて

学びなおし、異社会の構造を考察しながら、おのれの属する社会への理解をも同時に深める

という営みである。その時、彼我に対する偏見や先入観は極力捨て去らねばならない。| 「文

化」という、広範にわたり、かつ、抽象性にも富む対象を理解するにあたっては、なんらか

の具体的な「とっかかり」が必要である。そこで、本科目ではそのきっかけを「歴史」に求

める。なぜならば、「文化」は「歴史」を形成する一大要素であり、逆に「歴史」もまた、「文

化」の生生流転を映して止まぬ一大スクリーンであるからだ。文化の理解に励む時、併せて

その歴史をも学ぶことは必須である。| もちろん「とっかかり」と言う以上、ここで持ち出

す「歴史」の情報量には配慮するつもりである。この科目は「異文化（中国文化）」を学ぶた

めのものであり、「歴史」学習のためのものではないのだから。そこで本科目は、著者の岸本

美緒によって手際よくまとめられた中国通史をテキストとして選定した。冒頭、「文化」に

関して岸本は次のように言う、「そもそも“中国”とは何か、と考えてみたとき、中国それ自体

がさまざまな文化が交流する複雑な過程のなかでつくられてきたものであることに思い至

る。周辺諸国が中国の影響を受けたというばかりではなく、中国そのものが、周辺諸地域と

の対立や文化的融合を通じて形づくられてきたのである」と（テキスト「まえがき」）。著者

の視線が、王朝や国家の交替史に止まらず、「文化」や社会といった、歴史の基底を成すもの

にまで、深く鋭く及んでいることを読者に知らしめる一節である。| このテキスト学習を契

機に、中国の「歴史」を通じて、その基底を成す「文化」を知ろうとする発想と態度とを養

ってほしい。また、中国と日本、両国の歴史と文化を比較考察し、両者に対する認識を深め

てほしい。 
 

■学習の要点 

 まずは各章の内容を正しく理解し、要約することに力を注いでほしい。 | 作業として

は、リポート作成を意識して、各章の内容を（もともと凝縮された内容ではあるが、そこか

らさらに縮めて）200〜300 文字程度にまとめるところから始めること。そのうえで【史料】

と【焦点】とを読み、【焦点】の方を 100 文字程度に要約する。| 上記の作業が一通り済ん

だら、テキストの全体を俯瞰して、歴史の大きな流れを意識しつつ、「前近代（先秦〜アヘン

戦争まで）」「近現代（アヘン戦争〜今日まで）」の両時期に区分し、「前近代」に属する各章

の要約をつなげてみる（【史料】と【焦点】の内容も適宜反映させること）。各章をつなげる



際には、その背景たる文化・社会の変遷に注意し、断片的な記述にならないよう十分配慮し

ながら、3000 文字程度でまとめてみる。| 後の仕上げとして、日本史に目を転じ、古来、

日本が中国より受容してきたさまざまな文化的影響について、中国・日本における“（文化

の）現れ方の違い”に留意しつつ、200 文字程度で整理し、先にまとめた「前近代史」に付加

する。| 
 

■学習の到達目標 

 中国の歴史について、その基底を成す「文化・社会」の変遷を押さえつつ、あくまでもテ

キストに沿って正確に理解した上で、わかりやすく記述できるということが第一の到達目標

である。併せて、日本文化についても考察し、その、中国からの影響下において遂げた（影

響の）独自展開の様相について、着実な分析に基づいて論理的に記述できるということが第

二の到達目標である。答案作成時には、それらの到達目標を意識した上で、簡潔にまとめる

よう努めること 
 

■成績評価の基準 

1)中国の歴史について、テキストに沿って正確に理解し、わかりやすく記述できているか：

40 点|2)歴史の基底を成す「文化・社会」の変遷に注意が行き届いているか：40 点|3)中日文

化の交流上の諸問題について、着実な分析に基づきつつ論理的に記述できているか：20 点 



授業コード N5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード N6713 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード N8101 
（認定科目名：異文化理解「中国」１/異文化理解（中国）

１） 

授業科目 異文化理解（中国）１ 単位 2.0 

担当者 若杉 邦子 
シラバスグルー

プ 
T0N013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国の歴史（ちくま学芸文

庫） 
岸本美緒 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 「異文化理解」——これは 近よく聞くことばであるから、耳に馴染んだ語感も相まって、

容易な事柄に違いないと早合点する向きがあるかもしれない。しかしその実、「異文化」の

「理解」を成し遂げるのは決してたやすいことではない。当科目では、自国の文化とは異な

る、中国の文化について、虚心に、知的に理解することに専心努力してもらう。「異文化」を

学ぶという取り組みはすなわち、「異文化」の存在を通じて、自国の文化についても改めて

学びなおし、異社会の構造を考察しながら、おのれの属する社会への理解をも同時に深める

という営みである。その時、彼我に対する偏見や先入観は極力捨て去らねばならない。| 「文

化」という、広範にわたり、かつ、抽象性にも富む対象を理解するにあたっては、なんらか

の具体的な「とっかかり」が必要である。そこで、本科目ではそのきっかけを「歴史」に求

める。なぜならば、「文化」は「歴史」を形成する一大要素であり、逆に「歴史」もまた、「文

化」の生生流転を映して止まぬ一大スクリーンであるからだ。文化の理解に励む時、併せて

その歴史をも学ぶことは必須である。| もちろん「とっかかり」と言う以上、ここで持ち出

す「歴史」の情報量には配慮するつもりである。この科目は「異文化（中国文化）」を学ぶた

めのものであり、「歴史」学習のためのものではないのだから。そこで本科目は、著者の岸本

美緒によって手際よくまとめられた中国通史をテキストとして選定した。冒頭、「文化」に

関して岸本は次のように言う、「そもそも“中国”とは何か、と考えてみたとき、中国それ自体

がさまざまな文化が交流する複雑な過程のなかでつくられてきたものであることに思い至

る。周辺諸国が中国の影響を受けたというばかりではなく、中国そのものが、周辺諸地域と

の対立や文化的融合を通じて形づくられてきたのである」と（テキスト「まえがき」）。著者

の視線が、王朝や国家の交替史に止まらず、「文化」や社会といった、歴史の基底を成すもの

にまで、深く鋭く及んでいることを読者に知らしめる一節である。| このテキスト学習を契

機に、中国の「歴史」を通じて、その基底を成す「文化」を知ろうとする発想と態度とを養

ってほしい。また、中国と日本、両国の歴史と文化を比較考察し、両者に対する認識を深め

てほしい。 
 

■学習の要点 

 まずは各章の内容を正しく理解し、要約することに力を注いでほしい。 | 作業として

は、リポート作成を意識して、各章の内容を（もともと凝縮された内容ではあるが、そこか

らさらに縮めて）200〜300 文字程度にまとめるところから始めること。そのうえで【史料】

と【焦点】とを読み、【焦点】の方を 100 文字程度に要約する。| 上記の作業が一通り済ん

だら、テキストの全体を俯瞰して、歴史の大きな流れを意識しつつ、「前近代（先秦〜アヘン

戦争まで）」「近現代（アヘン戦争〜今日まで）」の両時期に区分し、「前近代」に属する各章

の要約をつなげてみる（【史料】と【焦点】の内容も適宜反映させること）。各章をつなげる



際には、その背景たる文化・社会の変遷に注意し、断片的な記述にならないよう十分配慮し

ながら、3000 文字程度でまとめてみる。| 後の仕上げとして、日本史に目を転じ、古来、

日本が中国より受容してきたさまざまな文化的影響について、中国・日本における“（文化

の）現れ方の違い”に留意しつつ、200 文字程度で整理し、先にまとめた「前近代史」に付加

する。| 
 

■学習の到達目標 

 中国の歴史について、その基底を成す「文化・社会」の変遷を押さえつつ、あくまでもテ

キストに沿って正確に理解した上で、わかりやすく記述できるということが第一の到達目標

である。併せて、日本文化についても考察し、その、中国からの影響下において遂げた（影

響の）独自展開の様相について、着実な分析に基づいて論理的に記述できるということが第

二の到達目標である。答案作成時には、それらの到達目標を意識した上で、簡潔にまとめる

よう努めること 
 

■成績評価の基準 

1)中国の歴史について、テキストに沿って正確に理解し、わかりやすく記述できているか：

40 点|2)歴史の基底を成す「文化・社会」の変遷に注意が行き届いているか：40 点|3)中日文

化の交流上の諸問題について、着実な分析に基づきつつ論理的に記述できているか：20 点 



授業コード N8102 （認定科目名：漢文学１） 

授業科目 漢文学１ 単位 2.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、いわゆる「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を

読む。| 日本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方

法で読んできた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科

目では、まず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成し

た漢文訓読がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点につい

ても考える。| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、

日本文学との関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。|【科目 終試験における成績評価の

基準】|リポート添削・評価の基準および留意点を参照。|【「答案」作成上の留意点】|リポー

ト学習の留意点を参照。| 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード P5101 （認定科目名：英語文学論１） 

授業科目 英語文学論１ 単位 2.0 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0P012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

イギリス文学史 川崎 寿彦 著 成美堂  

    

 
 

■授業の概要 

日本語で書かれたテキストを使用して、イギリス文学の世界を学ぶ。基本的には文学史のよ

うに時間軸に沿って学習するが、網羅的にではなく、各時代で我々にとって興味深い作家・

作品を重点的に学ぶ。作品についてはできる限り、原文（英文）、翻訳、映画版等によって、

受講生各自で触れてもらいたい。なお、指定された作品については、翻訳で作品を味わって

もらい、ブックリポートを提出する。 
 

■学習の要点 
テキストを丁寧に読んで、全体的な内容を把握した上で、各時代の時代背景、主要な作家・

作品、重要事項について学ぶこと。| 

 

■学習の到達目標 

１）古英語・中英語期から現代にいたるイギリス文学の主だった作家・作品を挙げることが

できる。|２）またその作家・作品の特徴、作品の概要について説明することができる。|３）

文学事項について簡潔に説明することができる| 
 

■成績評価の基準 
各時代の背景、主要な作家・作品、そして重要事項の３点について説明が加えられているこ

と。 



授業コード P5102 （認定科目名：英語文学論２） 

授業科目 英語文学論２ 単位 2.0 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アメリカ文学史 野間正二・持留浩二 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

文学と文化は切っても切り離すことの出来ない関係にある。本講義では英米文学のうちアメ

リカ文学を概観することになる。一国の文学を全体的に把握する方法としては 適な方法だ

と思われるので、本講義ではアメリカ文学史を辿ることになる。  
 

■学習の要点 

テキストで取り上げられているそれぞれの代表的な作家について、全般的に勉強してほし

い。またアメリカ文学の歴史的背景をふまえた大きな流れをとらえてもらいたい。テキスト

には各作家の代表作の冒頭部分が引用されている。この箇所については完全に理解してもら

いたい。  
 

■学習の到達目標 
アメリカ文学における主要な作家名、作品名をあげることができる。さらにそれぞれの作家、

作品に影響を及ぼした時代背景や地域性について、説明することができる。  

 

■成績評価の基準 

(1) テキストの内容が良く理解できているかどうか|(2) テキスト以外の参考資料を読み、テ

キストで得た知識以上の広がりを持った学習を行っているかどうか|(3) テキストで出てく

る内容に関して得た知識を元に、自分の考えをアウトプットできているかどうか 



授業コード P5105 （認定科目名：英語学概論） 

授業科目 英語学概論 単位 2.0 

担当者 瀬戸 賢一 
シラバスグルー

プ 
T0P006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

解いて学ぶ認知言語学の基

礎 

瀬戸賢一・山添秀剛・小田希

望著| 
大修館書房  

    

 
 

■授業の概要 

1）英語の音声の仕組み、2）〈ことば〉の仕組み、とりわけ英語を対象とした認知言語学、

3）言語と文化の関わり、についてその概要を説明する。新しい英語学の考え方の基礎を身

につけ、その視点から英語の構造を理解できることを目指す。日本語との比較をも行い、人

間の言語に共通な性質にも着目する。 
 

■学習の要点 認知言語学の観点から英語学の基礎を学ぶ。中心は〈解釈〉とカテゴリーである。 

 

■学習の到達目標 

１．英語の音声の仕組みについて理解し、それを簡潔に説明することができる。|２．英語学

的なものの見方から、英語の諸現象を説明することができる。|３．言語と文化の関わりにつ

いて理解し、それを簡潔に説明することができる。 
 

■成績評価の基準 つねに実証的なデータが伴っていることが重要である。 



授業コード P5205 （認定科目名：英文法） 

授業科目 英文法 単位 2.0 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0P002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

English Grammar in Use Raymond Murphy 著 Cambridge University Press  

    

 
 

■授業の概要 

英文法はいわば英語のルールであるが英文法が英語という言語を完全に支配しているわけ

ではない。従って、中学校や高等学校で習う学校文法で、英語の全ての運用方法が説明され

るわけではない。英文法からはみ出す例外的な用法も含めて、大学生にふさわしい、一歩進

んだ英文法を学ぶ。英文法のための英文法ではなく、使える英文法を取り扱う。 
 

■学習の要点 

日本人学習者にとって、定冠詞と不定冠詞、未来形と現在形、現在完了形と過去形（過去完

了形）、関係代名詞と関係副詞、現在分詞と過去分詞、to 不定詞と動名詞、前置詞などは、

習得が困難な項目であるが、そのような項目を重点的に学習する。 
 

■学習の到達目標 

日本人学習者にとって習得困難な定冠詞と不定冠詞、現在完了形と過去形、関係代名詞と関

係副詞、現在分詞と過去分詞、to 不定詞と動名詞、前置詞などの用法について、きちんと説

明できる。| 
 

■成績評価の基準 
必ず具体例をあげて簡潔に説明すること。回りくどくて要領を得ない解答や誤字・脱字が多

いものは評価が大幅に下がる。| 



授業コード P5206 （認定科目名：Advanced Grammar） 

授業科目 Advanced Grammar 単位 2.0 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0P032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

English Grammar in Use Raymond Murphy 著 Cambridge University Press  

    

 
 

■授業の概要 

学校文法で習った文法規則の根底にある英文法の原理を学ぶ。英文法の規則を機械的に覚え

るのではなく、多くの実例を通してその根本原理を考察することにより、基本的用法を理解

する帰納的・発見学習的な文法指導法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

英文法が英語という言語を完全に支配しているわけではない。従って学校文法で英語の全て

の言語事象が説明されるわけではない。英文法からはみ出す例外的な用法も含めて、表面的

な英文法規則を覚えるのではなく、根本原理に即して英文法規則を考える習慣を身につけ

る。 
 

■学習の到達目標 
学校文法で習った文法規則の根底にある英文法の原理を学び、どうしてそのような規則が存

在するのかを理解した上で、実際の場面において適切にその規則が運用できる。 

 

■成績評価の基準 

各文法事項について、正しく説明でき、なおかつ具体例を示せること。文法は決して机上の

空論ではなく、具体的な言語記述によっているので、個別の具体的実例を挙げることができ

なくてはならない。具体例が少なく、文法的な定義を長々と引用して終わっているような解

答では評価が大幅に下がる。| 



授業コード P5207 （認定科目名：英語学研究） 

授業科目 英語学研究 単位 2.0 

担当者 瀬戸 賢一 
シラバスグルー

プ 
T0P008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

解いて学ぶ認知意味論 
瀬戸賢一・山添秀剛・小田希

望 
大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

英語の意味論について、1）形態素の意味、2）語の意味、3）文の意味について、多義性や

文法化の観点から深く考察する。また、名詞句や動詞句の成り立ちを実際の言語使用の立場

から論及する。基本的に認知言語学の立場を重視するが、その他の理論的背景にも言及して

いく。 
 

■学習の要点 

認知意味論の根本的問題として多義性について学ぶ。メタファー・メトニミー・シネクドキ

の三者の構造的理解とともに、文法化(grammaticalization)の意義について学ぶ。さらにグラウ

ンディングの仕組と意義についても探究し、話者と聴者が現在する場での表現の仕組を明ら

かにする。 
 

■学習の到達目標 
１．英語の意味現象を統一的にみる観点を養う。|２．意味をコンテクストに照らして理解す

る仕組みを明らかにできる。|３．比喩的な意味の重要性について正しく理解できる。 

 

■成績評価の基準 テキスト学習で取り扱った内容について総括的に問う試験にて評価する。 



授業コード P5208 （認定科目名：英語文学研究１） 

授業科目 英語文学研究１ 単位 2.0 

担当者 粟野 修司 
シラバスグルー

プ 
T0P001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

The Return of the Native Thomas Hardy 著 Oxford University Press  

    

 
 

■授業の概要 トマス・ハーディ、『帰郷』を読む 

 

■学習の要点 

Thomas Hardy (1840-1928) はヴィクトリア朝に生きながら、21 世紀の我々に訴える様々

の問題を小説と詩で表現しました。彼の膨大な作品群から、The Return of the Native (1876) 

を選んで、精読し、特定のテーマについて考えます。ハーディの作品には魅力的な登場人物

が描かれますが、そのひとりとして、完全無欠な人物はいません。それぞれが長所と短所を

持ち、その性格が人生観や運命に反映しています。『帰郷』から、Clym Yeobright と Damon 

Wildeve と Eustacia を取り上げて､その性格について考えます。 
 

■学習の到達目標 

 1) 文学テクストを精読することができる。|    2) テクスト内の「世界」で展開されるド

ラマが訴えようとしていることは何か、を考えること。| 3) パラグラフ・ライティングを

学び、「一貫性」と「まとまり」のある文章を書くことができる。 
 

■成績評価の基準 
 1) テクストの理解度。| 2) 文章の完成度 (パラグラフ・ライティング、一貫性、まとま

り）.| 2) テーマをよく理解し、それについて独自の視点を持って、考えを展開しているか。 



授業コード P5209 （認定科目名：英語文学研究２） 

授業科目 英語文学研究２ 単位 2.0 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 
シラバスグルー

プ 
T0P030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

米文学研究〔改訂版〕 野間正二 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

文化のひとつの基盤に位置する文学、その文学の中心にある小説について、その味わい方の

技法について、具体的なアメリカの小説を対象にして学ぶ。同時に、小説を読んで感じたこ

とをどのように表現すれば論文（レポート）になり得るのかということについても考える。 
 

■学習の要点 

それぞれの小説を精読して、それぞれ要求されている視点から、的確に読み解いて、その作

品の面白さを、明快で分かりやすい日本語で考えて欲しい。| １．フィッツジェラルドの『グ

レート・ギャツビー』を、語り手から読んで、その面白さについて考える。| ２．サリンジ

ャーの『ライ麦畑でつかまえて』を歴史から読んで、その面白さについて考える。| ３．メ

ルヴィルの『二つの教会』を、歴史から読んで、その面白さについて考える。| ４．フィッ

ツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を、歴史から読んで、その面白さについて考える。

| ５．ヘミングウェイの『エデンの園』を、フェミニズムの視点から読んで、その面白さを

考える。| ６．ロチの『お菊さん』を、ポストコロニアルの視点から読んで、その面白さを

考える。| ７．ヘミングウェイの『老人と海』を、謎を手がかりに読んで、その面白さを考

える。| ８．フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を、謎を手がかりに読んで、

その面白ささを考える。 
 

■学習の到達目標 

大学で求められる論文（リポート）は、小中学校や高等学校で書いた読書感想文とは違うこ

とを理解してもらう。大学の論文に求められる質を保証するための技法を理解して実践でき

るようになることを目指す。 
 

■成績評価の基準 論文（リポート）の書き方の理解度と技法の理解度を評価する。 



授業コード P5401 
（認定科目名：English Writing１・English Writing２/English 

Writing） 

授業科目 English Writing 単位 2.0 

担当者 Aishwarya Sugandhi 
シラバスグルー

プ 
 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英作文 I 渡辺和子 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

英文を書くための基本的な力を養成することが、この科目の目的となる。文法的な項目別に

英文の組み立てを学び、 終的にはそれらを総合してパラグラフの作成をめざす。テキスト

の学習はもちろんのことであるが、同時に文法事項は文法書で、語句の用法は学習用辞書で

常に確認しておくことも必要である。また、何らかの形で英文を読むことによって、正しい

英文の知識を蓄えることも、英作文上達の秘訣でもある。 
 

■学習の要点 

この科目では、特に以下の項目を中心に英作文を学習する：１）話法の転換、２）仮定法過

去完了、３）一般動詞の使い方、４）比較表現、５）現在完了形、６）頻度の副詞（句）、７）

過去完了を用いた複文、８）関係代名詞を使った文の書き換え、９）和文英訳、１０）100

語程度の自由英作文。 
 

■学習の到達目標 

 １）英語の質問に対する答えを英語で書くことができる。 

 ２）過去完了を用いた複文を書くことができる。 

 ３）仮定法過去完了を使って、過去の事実とは反する文を書くことができる。 

 ４）直接話法を間接話法に書き換えることができる。 

 ５）関係代名詞を使って、二つの文を一つの文に書き換えることができる。 

 ６）与えられた日本語を、間接話法、仮定法過去、形容詞の原級、不定詞を使って英語に

することができる。 

 ７）与えられたテーマ（「夢」「子供の頃」「好きな本」「あこがれの職業」「好きなスポー

ツ」「喫煙」等）で、内容的にまとまりのある英文、一つの主題文（topic sentence）と複数

の支持文（supporting sentences）から構成される英文（90-110 語）を書くことができる。 
 

■成績評価の基準 

１）文法、語法、意味内容、スペルのすべてが評価の対象となる。特に自由英作文は、文法、

語法もさることながら、内容的にまとまりのある文章となっているかも重要である。 

 ２）一見些細な間違いであっても、問題の趣旨として重要な場合は、その解答は不正解と

なる。原則的に部分点はない（ケアレスミスのみが部分点の対象）。 

 ３）問題の指示の細部にまで気を配ること。 



授業コード P5403 （認定科目名：English Writing3） 

授業科目 English Writing３ 単位 1.0 

担当者 稲永 知世 
シラバスグルー

プ 
T0P033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

Write Better with Patterns―

辞書を活用する英文ライテ

ィング 

小室夕里・ Braven Smillie 著 金星堂  

    

 
 

■授業の概要 

正確かつ簡潔な英語表現を用いて、自らの意見をより適切に伝達できるようになるために

は、辞書（英和辞典や英英辞典など）を引くというアプローチを取り入れることが非常に重

要である。そこで、この科目では、辞書とパターンを活用して、英文ライティングの基本ス

キルを学習する。 
 

■学習の要点 

（1）動詞型、名詞型、形容詞型などの文型やコロケーションごとに、繰り返し使い方を学

習し、重要なパターンを身に付ける。|（2）辞書を活用するための練習を盛り込み、ライテ

ィングに辞書を活かすスキルを習得する。 
 

■学習の到達目標 

（1）動詞型、名詞型、形容詞型などの文型やコロケーションごとに、重要なパターンが身

についている。|（2）辞書を活用するための練習を盛り込み、ライティングに辞書を活かす

ことができる。 
 

■成績評価の基準 

（1）問題の指示内容を読んで、指示されたすべての課題をこなすこと。|（2）文法、語法、

スペル等も評価対象とする。それゆえ、英和辞典・英英辞典、文法書等をしっかり調べて課

題に取り組むこと。|（3）自由英作文の問題では、文法、語法、スペル等以外にも、文章が

論理的なものになっているかという点も評価対象とする。 



授業コード P5404 （認定科目名：Media English/時事英語） 

授業科目 Media English 単位 2.0 

担当者 Henry Foster 
シラバスグルー

プ 
T0P011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ニュースメディアの英語―

演習と解説 2020 年度版― 

高橋優身・伊藤典子・Richard 

Powell 著 
朝日出版社  

    

 
 

■授業の概要 

グローバリゼーションの進展に伴い、世界の各国がつながり相互依存するようになってい

る。 インターネットとデジタルメディアの進化により、世界中からのニュースが瞬時にア

クセスできる時代でもある。外国の人々とコミュニケーションを取り合いグローバル規模の

問題に取り組むためには英語は欠かせない。この授業では世界のニュースを英語で理解し、

時事問題に対する自分の意見を英語で表現する力をつけていく。 
 

■学習の要点 

テキストをしっかり学習すること。特に次のようにすると効果的である。|・各ユニット内の

セクションを順番に学習する。|・各ユニットの記事は黙読する、CD を聞きながら読む、音

読するなど読み方を変えながら繰り返し読む。|・基礎知識を身につけるように、各ユニット

のテーマに関連する他のニュース記事を検索して読む。|・各ユニットのテーマについてにじ

っくり考え、自分の意見を英語で書き記してみる。 
 

■学習の到達目標 
テキスト履修により、英語のニュース記事を読み、理解した上で他のニュースソースと関係

づけながら多様な角度から検討できる力を培う。 

 

■成績評価の基準 
・英文法の正確さというより、伝わる内容を重視して評価する。|・試験問題の回答は極限に

ワード数が少ないと減点される。 低 200 ワード以上書くこと。 



授業コード P5405 （認定科目名：Business Communication） 

授業科目 Business Communication 単位 2.0 

担当者 Henry Foster 
シラバスグルー

プ 
T0P034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

Grobal Business Trends 英

語でみる世界の大学生の就

職事情 

山下巌、西村厚子、Derek 

Eberi、淺間正通・著 
南雲堂  

Getting Global! Engineer Your 

Future with English 

Tomoko Tsujimoto/Judy 

Noguchi/Akiko 

Miyama/Atsushi 

Mukuhira/Ryo 

Kirimura/Junko Murao 

金星堂 [ISBN]9784764740075 

 
 

■授業の概要 

グローバル化が進み、世界中がインターネットでつながる時代であるからこそ英語による情

報交換能力が問われる。この授業では色々な国の大学生の就職状況について学びながら、ビ

ジネス界で必要とされる英語の語彙とコミュニケーション能力を身につけていく。 
 

■学習の要点 

以下の点を守りながら、両方のテキストをしっかり学習すること。|●それぞれのテキストの

指示に従い、全セクションを順番に学習するように。|●『Global Business Trends』は CD がつ

いている。『Getting Global!』のリスニング教材は次の URL からダウンロードできる： 

{http://www.kinsei-do.co.jp/download/4007,http://www.kinsei-do.co.jp/download/4007}|● リ

スニングとリーディングは、聞き方・読み方を変えながら繰り返し行うと効果的である。例

えばリーディングの場合、1）止まらずに 初から 後まで黙読する；2）分からない語彙や

文法を調べる；3）CD を聞きながら読む；4）音読する。|●インプットを強化するため、アウ

トプットでフォローすると効果的である。読んだり聞いたりした内容について書いたり話し

たりしてみてください。例えば、文章やトークの内容を英語で要約してみたり、英語で自分

の意見を表現してみたりすると良い。 
 

■学習の到達目標 
テキスト履修により、ビジネス界や就職活動に関連する教育という分野での英語コミュニケ

ーション力を培う。 

 

■成績評価の基準 
終試験の結果で成績が決まります。 終試験で測れる能力はビジネスコミュニケーション

においての聞き取る能力や読解力、語彙力、文法力である。 



授業コード P5417 （認定科目名：西洋言語文化論） 

授業科目 西洋言語文化論 単位 2.0 

担当者 辻 昌子 
シラバスグルー

プ 
T0P025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

BD（ベー・デー）―第九の芸

術 
古永真一著 未知谷  

    

 
 

■授業の概要 

ヨーロッパの文化圏におけるフランス文化の位置づけを学び、英語圏文化や我が国の文化と

比較検討することで、文化の多様性についての認識を深めていく。テーマは大きく３つに分

ける。「都市と観光」では世界的な観光都市であるパリをモデルとして、都市の機能や多言

語対応について学ぶ。「manga と BD」では日仏の漫画比較を通じて、各国での受容の歴史や

文化圏による表象の違いを学ぶ。「映画」ではフランスの映画産業の仕組みを理解するとと

もに、表現手法についても比較検討する。受講生は自ら調べ、能動的に課題に取り組むこと

が求められる。 
 

■学習の要点 

具体的にリポートに取りかかる前に、テキスト全体を熟読し、フランス文化全般に対して理

解を深めておくこと。指定の参考文献以外のものでも積極的に活用して学習に取り組んでほ

しい。 
 

■学習の到達目標 
フランス文化を通して文化の多様性とその重要性について学び、ヨーロッパ文化への理解を

深める。 

 

■成績評価の基準 

・学習の要点を正しく理解し、その要点を中心にして、所定の字数内でまとめること。|・テ

キストや資料の文章をそのまま写し取ったような解答は不合格とする。|・自らの考察を簡潔

にまとめること。考察が無いと不合格とする。|・テキスト以外の参考資料を使用した場合は、

明記すること。|・リポートの約束事を守り、誤字・脱字に注意し、正確な日本語で書くこと。 



授業コード P5418 （認定科目名：西洋社会文化論） 

授業科目 西洋社会文化論 単位 2.0 

担当者 辻 昌子 
シラバスグルー

プ 
T0P026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

フランス・モード史への招

待 

徳井淑子・朝倉三枝・内村理

奈著 
悠書館  

    

 
 

■授業の概要 

ヨーロッパ文化圏におけるフランス文化の位置づけを学び、英語圏文化や我が国の文化と比

較検討することで、文化の多様性についての認識を深めていく。テーマは大きく３つに分け

る。「食文化」ではフランス料理の伝統やカフェ文化の歴史を学ぶとともに、各地方の特色

を料理文化から理解する。「アート」では、 新の芸術文化に触れてヨーロッパのアートシ

ーンを概観し、また伝統的な芸術の歴史、美術館のあり方についても考察する。「ファッシ

ョン」ではハイブランドの歴史や、グローバルな時代に合わせたメゾンの経営実態などを学

ぶ。受講は自ら調べ、能動的に課題に取り組むことが求められる。 
 

■学習の要点 

具体的にリポートに取りかかる前に、テキスト全体を熟読し、フランス文化全体に対して理

解を深めておくこと。指定の参考文献以外のものでも積極的に活用して学習に取り組んでほ

しい。 
 

■学習の到達目標 
フランス文化を通して文化の多様性とその重要性について学び、ヨーロッパ文化への理解を

深める。 

 

■成績評価の基準 

・学習の要点を正しく理解し、その要点を中心にして、所定の字数内でまとめること。|・テ

キストや資料の文章をそのまま写し取ったような解答は不合格とする。|・自らの考察を簡潔

にまとめること。考察が無いと不合格とする。|・テキスト以外の参考資料を使用した場合は

明記すること。|・リポートの約束事を守り、誤字脱字に注意し、正確な日本語で書くこと。 



授業コード P5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード P6104 （認定科目名：English Conversation １） 

授業科目 English Conversation １ 単位 2.0 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P019 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

How Much Do You Agree? 

Evolving Opinions|どれくらい

賛成しますか？ 

小 林 敏 彦  ・  Jeremie 

Bouchard 著 
三修社  

    

 
 

■授業の概要 

授業で使用するテキストは、発話行為の中でも特にディスカッションの技能を向上させるも

のとなっている。一般的な会話が、自由に対話を続ける行為であるのに対して、ディスカッ

ションは、特定のトピックについて、賛成か反対か自分の立場を明確にした上で、論理的、

客観的に、証拠を示しながら話をする行為です。本授業では、ただ単に英語で話すことにと

どまらない、ディスカッションの技能を身につけてもらいたいと思っています。 
 

■学習の要点 

テキストは 15 のユニットからなり、さまざまなトピックについて自分の立場を明確にした

上で、それを論理的、客観的に主張するトレーニングができるものとなっています。各ユニ

ットのエクササイズは 4 技能をアップさせるものとなっています。|またこのテキストでは、

音声がダウンロードできるので、常に音を聞きながら各ユニットに取り組んでください。音

を聞きながら、同時にかぶせるように発音する英語学習法であるシャドーイングは、英語力

をつける上でかなり効果的であると言われていますので、本学習を通して英語力を上げるこ

とも可能です。 
 

■学習の到達目標 
さまざまなトピックについて、賛成か反対か自分の立場を明確にした上で、その主張を正し

い英語で論理的に主張できることが目標。 

 

■成績評価の基準 

(1) 適切な単語の選択と正しい文法で英語が書けているか|(2) 自分独自の視点から、独創的

な意見が書けているか|(3) ただ単に自分の主観からではなく、論理的客観的に説得力を持っ

て意見が書けているか 



授業コード P6501 
（認定科目名：English Writing１・English Writing２/English 

Writing） 

授業科目 English Writing 単位 2.0 

担当者 Aishwarya Sugandhi 
シラバスグルー

プ 
 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英作文 I 渡辺和子 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

英文を書くための基本的な力を養成することが、この科目の目的となる。文法的な項目別に

英文の組み立てを学び、 終的にはそれらを総合してパラグラフの作成をめざす。テキスト

の学習はもちろんのことであるが、同時に文法事項は文法書で、語句の用法は学習用辞書で

常に確認しておくことも必要である。また、何らかの形で英文を読むことによって、正しい

英文の知識を蓄えることも、英作文上達の秘訣でもある。 
 

■学習の要点 

この科目では、特に以下の項目を中心に英作文を学習する：１）話法の転換、２）仮定法過

去完了、３）一般動詞の使い方、４）比較表現、５）現在完了形、６）頻度の副詞（句）、７）

過去完了を用いた複文、８）関係代名詞を使った文の書き換え、９）和文英訳、１０）100

語程度の自由英作文。 
 

■学習の到達目標 

１）英語の質問に対する答えを英語で書くことができる。 

 ２）過去完了を用いた複文を書くことができる。 

 ３）仮定法過去完了を使って、過去の事実とは反する文を書くことができる。 

 ４）直接話法を間接話法に書き換えることができる。 

 ５）関係代名詞を使って、二つの文を一つの文に書き換えることができる。 

 ６）与えられた日本語を、間接話法、仮定法過去、形容詞の原級、不定詞を使って英語に

することができる。 

 ７）与えられたテーマ（「夢」「子供の頃」「好きな本」「あこがれの職業」「好きなスポー

ツ」「喫煙」等）で、内容的にまとまりのある英文、一つの主題文（topic sentence）と複数

の支持文（supporting sentences）から構成される英文（90-110 語）を書くことができる。 
 

■成績評価の基準 

１）文法、語法、意味内容、スペルのすべてが評価の対象となる。特に自由英作文は、文法、

語法もさることながら、内容的にまとまりのある文章となっているかも重要である。 

 ２）一見些細な間違いであっても、問題の趣旨として重要な場合は、その解答は不正解と

なる。原則的に部分点はない（ケアレスミスのみが部分点の対象）。 

 ３）問題の指示の細部にまで気を配ること。  



授業コード P6502 （認定科目名：Media English/時事英語） 

授業科目 時事英語 単位 2.0 

担当者 Henry Foster 
シラバスグルー

プ 
T0P011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ニュースメディアの英語―

演習と解説 2020 年度版― 

高橋優身・伊藤典子・Richard 

Powell 著 
朝日出版社  

    

 
 

■授業の概要 

グローバリゼーションの進展に伴い、世界の各国がつながり相互依存するようになってい

る。 インターネットとデジタルメディアの進化により、世界中からのニュースが瞬時にア

クセスできる時代でもある。外国の人々とコミュニケーションを取り合いグローバル規模の

問題に取り組むためには英語は欠かせない。この授業では世界のニュースを英語で理解し、

時事問題に対する自分の意見を英語で表現する力をつけていく。 
 

■学習の要点 

テキストをしっかり学習すること。特に次のようにすると効果的である。|・各ユニット内の

セクションを順番に学習する。|・各ユニットの記事は黙読する、CD を聞きながら読む、音

読するなど読み方を変えながら繰り返し読む。|・基礎知識を身につけるように、各ユニット

のテーマに関連する他のニュース記事を検索して読む。|・各ユニットのテーマについてにじ

っくり考え、自分の意見を英語で書き記してみる。 
 

■学習の到達目標 
テキスト履修により、英語のニュース記事を読み、理解した上で他のニュースソースと関係

づけながら多様な角度から検討できる力を培う。 

 

■成績評価の基準 
・英文法の正確さというより、伝わる内容を重視して評価する。|・試験問題の回答は極限に

ワード数が少ないと減点される。 低 200 ワード以上書くこと。 



授業コード P6507 （認定科目名：英語史） 

授業科目 英語史 単位 2.0 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0P005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英語の歴史（スタンダード

英語講座；第 3 巻） 
渡部昇一 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

go の過去形は goed でなくてなぜ went なのか、foot の複数形は foots でなくてどうして feet

であり、また knight はどうして〔nait〕と発音されるのかといったような素朴な疑問を中学

のころもったことがあるが、実はこうした疑問に答えてくれるのが英語史であることがわか

った。英語史でとりあげられることがらは大体テキストなどの目次をみればわかるが、概略

年代記的な外面史と英語の発達にかかわる内面史的な部分に分かれる。内面史に関すること

がらにウエイトが置かれるがまず先史時代から、古英語、中英語、近代英語へと進み、音韻、

語形、文法、語彙に関する情報が与えられる。かつては西ゲルマン語の一方言をなしていた

英語が今日国際語としての地位を獲得するに至った史的概観を学ぶことになる。 
 

■学習の要点 

 英語史の時代区分は、史の取り上げ方によって多少ずれはあるが、古英語 700〜1150、中

英語 1150〜1500、近代英語 1500〜1900、現代英語 1900 以後とし、さらに、中英語は 1300

を境に前期と後期、近代英語は 1700 を境に前期と後期に分けられる場合もある。８世紀後

半、アングロ・サクソン人は北欧民族デーン人の侵入にさらされ、Danelaw 施行区域を設け

てすみ分けていたが、共にゲルマン民族であることから言語接触が進んだ。1066年のNorman 

Conquest によりフランス語が英国に入り中英語の時代に入っていく。フランス語にも方言差

があり、ノルマン・フランス語とパリ・フランス語では発音の違いもあり、さらにラテン語

から直接入ってくるようになると、綴りや発音にも分化が生じてくる。そのうちにロンドン

を中心とする東中部方言が標準英語としての地位を獲得し近代英語の時代へと進む。中英語

中ごろから始まり、18 世紀後半に及ぶ大母音推移（Great Vowel Shift）も重要な意味を持つ。

| ・中英語期にノルマン・フランス語（Norman French）を経てイングランドに入ったもの

と、中央フランス語（Central French）から入ったものとの間で音韻上対立を示している例に

ついて学習する。| ・中英語期に、ゲルマン系、フランス系、ラテン系と三層をなしている

同意語がみとめられ、それぞれ微妙な意味の差がある。例をあげて学習する。| ・ルネッサ

ンス期に語源的意識によって綴りが変わったのに発音は変わらず、綴字と発音の不一致がい

ちじるしくなった語について学習する。| ・中英語期イングランドで話されていた五方言の

名をあげその中で標準英語に発達したのはどれか。またその背景的な理由について学習す

る。| ・大母音推移（Great Vowel Shift）により、name、see、sea、moon、stone、like、house

の各母音が、14 世紀、16 世紀、現在でそれぞれどのように発音されたか、発音記号を用い

て学習する。| ・Chaucer が中部方言を用いて書いたことを、代名詞などの例をあげて示す

こと。 
 



■学習の到達目標 
・古英語、中英語、初期近代英語、現代英語へと変化を遂げて来た英語という言語のそれぞ

れの時期の特徴と、その原因となった事象について正しく理解し、説明できること。 

 

■成績評価の基準 

・問題の要点を正しく把握して、できるだけ具体例を挙げながら説明すること。説明のみで

具体例がないとか、具体例のみで説明がない答案は評価が低くなるので、説明と具体例をバ

ランス良く盛り込んだ答案にすること。回りくどくて要を得ない記述や誤字・脱字なども減

点の対象となるので十分注意すること。| 



授業コード P6701 （認定科目名：異文化理解（西欧）） 

授業科目 異文化理解（西欧） 単位 2.0 

担当者 樋口 章信 
シラバスグルー

プ 
T0P028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ヨーロッパ統合と文化・民

族問題 
西川長夫ほか編 人文書院  

    

 
 

■授業の概要 

欧州各国は周囲を海に囲まれた日本とは違い、周囲の国々との緊張関係に絶えず耐えてきて

いる。かつてのローマ帝国やオスマン・トルコの時代も、またナポレオンの時代も現代のヒ

トラーの時代も、欧州全土が激変・激動した。1990 年代になり、西欧の地域統合の試みが

欧州連合（European Union）として実現した。この EU 統合によって新たなる西欧文化の芽が

育まれようとした。欧州連合としての新たなる文化空間が世界の人々に認知されつつあっ

た。だが近代的人権思想をも格納したはずの先進的地域 EU において民族・文化面で深刻な

問題が出始めている。アメリカ合衆国同様、グローバリズムを背景とする経済統合や金融統

合地域 EU は、2020 年を迎えた今、国民国家の理念や民族文化思想を背景として限界を見せ

つつある。ドイツのシリア難民受け入れ政策も拒否の方向に舵を切り始めた。EU の今は設

立理念との板挟み（ジレンマ）に悩まされている。しかし、こうした EU の試みには、その

失敗も含めてわれわれも見習うべき点がある。EU の歴史、統合への契機、現状の認識、未来

への展望等について、このテキストを手がかりとして学びたい。 
 

■学習の要点 

テキストにはいくつかの論文の内容が重複している部分もある。章ごとに通読して要点を把

握してほしい。本書には細部の例証や叙述が載せられている。専門的な部分はざっとポイン

トを把握したい。本テキストの初版の内容は、EU がこうした矛盾をきたす前のものであり、

内容は、極まる難民問題など、現状にそぐわない部分もあるが、インターネットや他の参考

書物などで EU の状況理解を補充してほしい。欧州文化についての話題や歴史的な事象につ

いても学ぼう。西欧の歴史を踏まえて、EU 地域の住民がどのようにして諸権利を獲得して

いったか、EU 統合の経緯はどのようなものか、あるいは EU を構成する欧州各国、あるいは

その周辺国のユニークな文化的特質などについても自覚的に自習したい。 
 

■学習の到達目標 
問題はテキストに即して出題する。よってテキストの内容をよく理解し、これに対する自分

の態度をしっかりもっておくこと。 

 

■成績評価の基準 

解答には欠かせないキーワードをすべて含んでいる必要がある。この点が評価の残りの半ば

に値する。|出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられていること。論述の展開と

その深度により評価の半ばが影響される。 



授業コード P6702 （認定科目名：異文化理解（アメリカ）） 

授業科目 異文化理解（アメリカ） 単位 2.0 

担当者 樋口 章信 
シラバスグルー

プ 
T0P029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「民・魂・音」から見たアメ

リカ : 合衆国の異文化理解 
樋口章信著 英宝社  

    

 
 

■授業の概要 

米国に共和党のドナルド・トランプ大統領が誕生した。世界はこの人物のもつ新たなる価値

観の登場によって揺れている。1961 年にハワイ州で生まれたアフリカ・ケニア系二世、バ

ラク・オバマが大統領に再選された米国では 8 年間の民主党政権が続いたが、福祉国家アメ

リカを目指した彼の政策の成果はあまり上がらなかった。国民はオバマにノーを突きつけ、

民主党大統領候補のヒラリー・クリントンをも拒否した。世界史における実験国家アメリカ

合衆国が成立して 200 年余りであるが、合衆国は現代世界の政治・経済・文化の諸状況を牽

引してきた。それでも我々日本人はアメリカの実態に不案内な部分がある。この多民族共生

国家は多様な「顔」をもっている。連邦国家アメリカは、５０にも及ぶ州の多様な居住民族

と文化を内に抱えつつ、産業革命以降発展した政治・経済・文化の先取性を見せ、世界を指

導してきた。新大統領の登場によって孤立主義に戻ろうとしているが、それでもアメリカの

一挙手一投足は強烈な影響を及ぼす。我が国もユーラシア、アジア方面からのさまざまな干

渉圧力に対して、アメリカとの連繋を継続しながら対抗しようとしている。|アメリカ合衆国

の文化について学習しようとするとき、この国が植民地時代から現在までの間に成し遂げて

きた社会や文化の成立過程を理解すべきであろう。留意したいのは異文化的個々のステート

（州＝国家）が、アメリカ的価値観の下、連合し共生してきたという事実だ。本テキストで

は、アメリカ全体を個別の５０州に分けて学んでいる。この複雑な巨大連邦国家の中に含ま

れるすべての文化を網羅的に学ぶことは難しい。いくつかの要素に絞ってアメリカ文化を吟

味することから始めたい。興味を引くような要素を絡めて学んでいきたい。本テキスト『＜

民・魂・音＞から見たアメリカ』は、アメリカ各州文化の「民」と「魂」と「音」に焦点を

合わせている。民は民衆文化、魂は宗教や文学、音は音楽文化を意味するのである。内容が

州ごとに組み立てられているので、本テキストを基盤にしてアメリカ文化の具体相について

の知識を発展的に増大させてほしい。| 
 

■学習の要点 

アメリカの過去 20 年は、国内の富の偏在を促すことにより、中流意識をもった白人を不在

にさせただけでなく、少数者をさらに貧困にさせた。今アメリカは危機を迎えようとしてい

るように見える。インターネットなどの問題も含め、リアルに議論を尽くして個々の民意を

問う自由度と、不正のない選挙という意見集約システムの健全性が問われてもいる。多元的

価値観を包摂する国家アメリカは「発展的・未来志向的」であるはずだ。多様な異文化を包

摂しつつ国家形成を果たした合衆国の強さが失われたら、世界は動揺するであろう。ひるが

えってわれわれは実験国家アメリカ合衆国の本質に不案内である。合衆国内部の民族状況や

言語状況や宗教状況、さらに文化状況に多く学ぶべきであろう。同時に例えば米国内の「銃

社会」のもつ危険性と、暴力の行使容認の傾向など、考えるべき面も多々ある。合衆国成立

の歴史の諸側面（たとえば Frontier 開拓時代のカウボーイ文化など）を踏まえて、米国を知



ることが必要であろう。| この科目では、アメリカ建国の精神にまず眼を向け、実験国家米

国における理想追求の経緯を「追体験的に」学びたい。実験国家米国が果たすべき将来世界

に向けての意味を考え、諸民族が持ち込んだ異文化同士の相克と交流の現場としての米国の

意義を考えたい。政治や経済などの要素をある程度含めつつ、本テキストでは主として「民」

と「魂」と「音楽」に光が当てられている。本テキストには各州の簡略なデータが付されて

いるので、そこから文化の種々相をざっと知ることができるようになっている。| テキスト

の文章は難解なものではなく、比較的わかりやすく書かれている。各州の文化的要点をつか

み、そこからテーマを展開させて、科目 終試験の答案に活かしてもらいたい。科目 終試

験の問題は各章にほぼ対応している。| 特に次の地域の歴史と文化についてはよく学習して

おくこと。| １．アメリカ合衆国の東部の州、中西部の州、南部の州、西部の州、そしてア

ラスカやハワイの歴史と文化についての情報。| ２．アメリカ独立革命の経緯についての認

識。| ３．多種多様な宗教が、どのように欧州等からアメリカ大陸に入り展開していったか

を考察する。| ４．合衆国大統領であったケネディやレーガン、そしてオバマ大統領からト

ランプ大統領に至った経緯を学ぶ。大統領によって米国の方向が変化していくということの

認識。| ５．アメリカの現代音楽についての学習、とりわけ各州出身のアーチストたちにつ

いて意識しておく。| ６．アメリカ合衆国における諸民族についての学習。とくに先住民や

アフリカ系アメリカ人、日系米人の文化等には注意を払いたい。| 
 

■学習の到達目標 

問題はテキストに即して出題される。従って、テキストの内容をよく理解し、これに対する

自分の態度をしっかり保持すること。参考文献はあくまで、参考にすべき文献としての役割

においてとり扱うように。当然のこと、学習対象となるべきメインはあくまでテキストであ

る。 
 

■成績評価の基準 
必須のキーワードがすべて含まれていなければならない。この点の評価が、全体の評価の残

りの半分に相当する。 



授業コード P6703 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード Q0301 
（認定科目名：日本古代・中世史特講１/日本史特講（古

代・中世）１） 

授業科目 日本古代・中世史特講１ 単位 2.0 

担当者 野地 秀俊 
シラバスグルー

プ 
T0Q031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

室町人の精神（日本の歴史

12） 
桜井英治・著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

「室町時代」は、前後の鎌倉時代、江戸時代などと比べても、どのような時代であったのか、

簡潔に説明することが難しい時代かもしれない。|テキスト『室町人の精神』は、第３代将軍

足利義満から始まり、応仁の乱の終わりまでを対象としている。これは、広義の「室町時代」

に、「南北朝時代」と「戦国時代」の区分を加えた狭義の「室町時代」に相当している。|ま

た、その内容も、幕府や将軍権力の推移といった王道の時代史に、朝廷(天皇)との関わりを

絡めた叙述や、守護や将軍の近臣の動向、文化や社会情勢といった多様なテーマを、おおよ

そ各将軍の時期ごとにまとめられており、テーマごとの通覧には少し工夫が必要である。あ

る部分だけを読むのではなく、一通り目を通すことと、足らない部分は他の文献で補ってい

ただきたい。| 
 

■学習の要点 

室町時代の画期は大きく３つ挙げられる。|1.足利義満・義持の将軍在位期|2.足利義教の将軍

在位期|3.足利義政の将軍在位期|それぞれの時期の政治的特徴と変化の要因などを整理しな

がら学習を進める。 
 

■学習の到達目標 
1.テキストを通読、理解し、その内容を説明できる。|2.テキスト以外の文献も参考にしなが

ら、室町時代の特徴について説明できる。|3.自分の見解を自分の表現で叙述できる。 

 

■成績評価の基準 

テキストだけではなく、それ以外の文献を通読し、理解した上で記述できているか。また、

テキストの記述に依拠するだけではなく、自分で整理し、自分の表現でリポートを作成でき

ているかなどで評価。 



授業コード Q0303 （認定科目名：日本近世史特講１/日本史特講（近世）１） 

授業科目 日本近世史特講１ 単位 2.0 

担当者 高橋 大樹 
シラバスグルー

プ 
T0Q028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

村 百姓たちの近世（岩波

新書 新赤版 シリーズ日本

近世史 2） 

水本邦彦 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 近世社会の成立・展開、およびその特質を「村」に注目して考えます。近世初期、検地と

兵農分離、石高制の導入によって近世的な「村」が成立します。そこで幕府や大名、旗本な

ど領主は、村を年貢の村請の単位とし、さらに居住する人々を「百姓」として身分的に把握・

支配しました。しかしながら、そうした村や百姓について考える時、支配の側面だけでなく、

自治や生業、習俗などもあわせて史料から考える必要があります。また、近世に約 63,000

を数えた村々（天保年間）は、すべて同じ歴史をたどったわけではなく、支配や統治形態、

自然環境や立地、住民構成、習俗などによって、それぞれ固有の歴史が積み重ねられてきた

ことに留意も必要です。| 本科目では、そうした個別の村・地域史を具体的な史料に基づい

て研究していく前提として、まずはテキストを通じて「近世の村」について具体的なイメー

ジを学び、あわせて近世社会の基本的な構造・しくみを理解することを目的とします。| 
 

■学習の要点 

 本科目テキストは、近世の村について、その成立、景観、領主支配、自治、生業、自然と

の関わりなど、総合的に理解・イメージすることができます。もちろん、個別事例に基づい

て説明されていますが、そこには近世史研究が追究してきた概念や用語（検地・石高制・百

姓・村掟・相給村など）も説明されていて、単なる「村」研究にとどまらない日本近世史全

体に関する課題・問題群が含まれています。その点を意識しながら学習することを心掛けて

ください。 
 

■学習の到達目標 

 「授業の概要」・「学習の要点」に記したとおり、近世の村に関する基礎的・全体的な理解

を深め、そこから近世社会における支配・自治・身分・生業などの諸問題について考える思

考力を身に付けることを目的とします。したがって、近世の村に関する基礎的用語・内容に

ついて、自分の思考・言葉で論述することができるようになることを到達目標とします。 
 

■成績評価の基準 

評価の基準は次のとおりとします。|（１）テキストの内容や出題の趣旨を理解しているかど

うか。|（２）文章表現が適切で、記述内容が論理的であるかどうか。|（３）近世の村につい

ての基礎的理解が深められているかどうか。 



授業コード Q0305 
（認定科目名：日本近・現代史特講１/日本史特講（近代・

現代）１） 

授業科目 日本近・現代史特講１ 単位 2.0 

担当者 青山 忠正 
シラバスグルー

プ 
T0Q001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明治維新を読みなおす 同

時代の視点から 
青山忠正著 清文堂出版  

    

 
 

■授業の概要 

①日本近代の形成期にあたる幕末維新期の政治史を中心に学習する。|②安政期（１８５０年

代）の将軍継嗣と通商条約調印問題を契機に、政治的混乱が始まる時期から、明治４〜６年

（１８７１〜７３）岩倉使節団の米欧回覧後、明治８〜９年（１８７５〜７６）江華島事件

及び江華条約調印により、アジアにおける日本の位置づけが確定し、さらには大日本帝国憲

法が発布されるまでの時期を対象とする。|③この時期は、日本列島において、近代国家が形

成される時期でもあった。その経過ならびに、その国家の形成とはどのような意味を持つも

のであったかを念頭において論ずる。|④史料を正確に読む力を養うことも、主要な学習目的

のうちに含まれる。 
 

■学習の要点 

①幕末維新期については、一般の人々の間でも関心が高く、ドラマや小説などでも題材にさ

れることが多い。|②しかし、そこで描かれる歴史は、おおむね興味本位になりがちである。

また、具体的なテーマとしても、人物論に偏る傾向を持つ。|③現実の歴史過程は、経済的な

意味での基礎構造を土台とし、そこでの生産関係の発展的な変化が、具体的な人間の行動に

現象化されて表れるものである。|④いいかえれば、ヒーローの活躍の結果として歴史が動く

わけではない。この講義では、歴史を、そのような意味での表面的な理解にとどめることな

く、できる限り構造的に把握することを学ぶ。 
 

■学習の到達目標 
１９世紀日本の政治史を、構造的な視点から、世界史的な視野の中で理解できるようになる

ことが目標である。| 

 

■成績評価の基準 
到達目標にしたがって、科目 終試験においても、その目標達成の度合いが答案に反映され

ているかどうかが 終的な成績評価の基準となる。  



授業コード Q0307 
（認定科目名：日本仏教史特講１/日本史特講（宗教・文

化）１） 

授業科目 日本仏教史特講１ 単位 2.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

親鸞とその時代 平 雅行 著 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

かつて鎌倉新仏教論のもとで法然・親鸞・日蓮・道元ら新仏教の祖師らが研究された。しか

し顕密体制論の提起によって南都北嶺などの顕密仏教（旧仏教）こそが社会の中枢をなすこ

とが指摘され、顕密仏教の中世的転換や国家・社会との構造的連関、民衆との関係などが積

極的に究明されている。そのような学界の動向を牽引してきた平雅行氏の『親鸞とその時代』

は、顕密仏教が盛行する中で法然・親鸞が唱えた専修念仏の歴史的位置づけや評価について

考察したものである。わかりやすく明快な論旨によって彼らの思想特徴や弾圧をめぐる諸問

題などが解明され、分析の鋭さと深さには定評がある。本書を通し、法然・親鸞が時代状況

の中で背負った思想的課題について学びたい。||| 
 

■学習の要点 
法然・親鸞はともすれば宗派の内向きな視点だけから語られることが多い。テキストを通し、

中世という歴史的な広がりの中で彼らの生き方や思想を学ぶことの意義を感じて欲しい。|| 

 

■学習の到達目標 
鎌倉新仏教論と顕密体制論以後の研究がどのように異なるかを理解することがポイント。テ

キストを通し自分の問題意識を養うことができればよい。 

 

■成績評価の基準 
テキストをきちんと理解しているか、また自分の意見をどれほど積極的に述べているかなど

を重視する。|| 



授業コード Q0309 （認定科目名：古文書講読１） 

授業科目 古文書講読１ 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

演習古文書選．古代中世編 日本歴史学会編 吉川弘文館  

演習古文書選．近世編 日本歴史学会編 吉川弘文館 [ISBN]9784642070225 

 
 

■授業の概要 

 歴史学研究の基礎は、史料にもとづいた史実の検討にある。しかし、史料を用いようとす

る場合、史料の読解に先立ち、原文の史料（文書や記録）を読み解く作業が必須となるが、

筆による記述が日常的ではない現代にあって、和紙に墨書された史料原典の解読は、ある程

度の習熟を要する作業である。もちろん一部の分野によっては、史料は「翻字」され、史料

集として公刊されているが、中世文書や近世の地方文書など未だ活字化されていない史料も

多く、「読み方」を身につけないことには研究しようとする史実そのものの検討さえままな

らない。|本科目は、史料原典を直接読み解く力を養うため古文書の講読を学ぶ。講読とはい

え、実際には「解読」である。一見判読さえも困難に思える古文書を、一文字づつ丹念に読

み解き、そこから史料の内容を明らかにする、いわば歴史学研究の基本的な作業に接するこ

とにより、史実を明らかにする力を身につけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 まずは定型の文書を例に、古文書の解読を初歩から学ぶ。大まかには次の過程で、(1)〜(5)

に注意しながら学習を進めることにより、徐々に解読できるようになると思われる。|1)人名

や地名など、他の工具類により解読のヒントを得ることが可能な「語（言葉）」の判読|2)書

き出しや書き止めなど、文章の中でも定型化しやすい「句（フレーズ）」の判読|3)助詞や助

動詞などを含んだ定型な「句（フレーズ）」の判読|4)文中に複数回用いられ、同じ文書中で

比較が可能な「文字」の判読|5)前後の文章から推定が可能な「文字」の判読|これらの諸点に

注意しながら、何度かくりかえし学習してください。 
 

■学習の到達目標 

１：文書（原典史料）について、判読が容易な文書であれば概ね判読できる|2：難解な文書

（表記）について、前後の文章から推測できる|３：文書の発給と差出の関係を基礎に、文書

の特徴が推測できる 
 

■成績評価の基準 

１：判読が容易な文書（原典史料）について、概ね判読できる|2：難解な文書（表記）につ

いて、前後の文章から推測できる|３：文書の発給と差出の関係を基礎に、文書の特徴が推測

できる 



授業コード Q0509 （認定科目名：書誌学） 

授業科目 書誌学 単位 2.0 

担当者 仲 沙織 
シラバスグルー

プ 
T0M015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

江戸の板本 書誌学談義 中野三敏 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

（一）書誌学は個々の書物の特質・特性を見定めることに主眼をおいた学問である。そのた

めには、他の書物との類似・相違点を見つけ出し、特質を認知しなければならない。したが

って、実際に和本（板本）を手に取って調査することを推奨する。|（二）書物に共通してい

る部位・箇所があり、かつそれらに与えられた名称及び正確な知識とそれに基づいた調査手

法を修得しなければならない。|（三）書物の各部位・箇所についての名称や詳細な知識を身

につけ、様式（ジャンル）の異なる書物の調査についても、対応できるようにする。|（四）

書誌学は、書物を も重要な研究のメディアとする文学や史学研究の補助科学の一つである

が、その研究のためには、逆に文学・史学・美術史・工芸史等、さまざまな領域の知識が必

要であると認識すること。 
 

■学習の要点 

 古典籍は、なおまだ古い民家や寺社、図書館など身近な所に所蔵されていながら、未調査

のまま眠っているものも数多くある。現在、『国書総目録』（岩波書店）や「日本古典籍総合

目録データベース」（国文学研究資料館ホームページ：http://base1.nijl.ac.jp）などによって

知られるものは約 70 万点といわれているが、その内 9 割以上は未だに活字に翻刻されてい

ないと考えてよい。これらの身近にありながらまだ知られていない新資料、その反対に市中

にありふれた江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を

習得することが本科目のねらいである。書物とどう対峙し、取り扱い、調査し、その本独自

の特質を書誌記述するために知識と技術を身につけて欲しい。| テキストは簡潔で分かりや

すく、読めばすぐに理解できるはずであるが、上記の目的から是非とも和本（版本）と遭遇

して、その本の独自の特色をどう認知することができるか、実践的な調査を行う機会ならび

に契機となるよう役立てて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

１．江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習得する

ことを目標とする。その学習の到達度に即して成績評価する。|２．箇条書き指定の問題につ

いては、各箇条毎に見出しを記すとともに、具体的な調査理由もつけること。また、どの問

題についても、正確な書誌学用語を用いて答案を作成するよう心がけること。| 
 

■成績評価の基準 

 試験問題に関わる重要なキーワードや、具体的で正確な説明等に対して加点し、これをも

って 100 点満点とする。なお、正確な書誌学用語が用いられていない場合、加点対象とはな

らないので注意すること。 



授業コード Q0513 （認定科目名：社会経済史） 

授業科目 社会経済史 単位 2.0 

担当者 宮澤 知之 
シラバスグルー

プ 
T0Q018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国銅銭の世界 銭貨から

経済誌へ 
宮澤知之著 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

前近代社会は現代社会とは異なる原理で成立している。現代日本は資本主義体制のもとにあ

り、我々はその中で生まれ育ち、教育を受けてきた。おのずから過去を見る眼は現代を基準

にすることを免れない。社会経済史は資本主義でない経済の仕組みを対象とする分野であ

り、経済学辞典も通用しない世界である。本講義で取り上げる中国貨幣史は、日本とは現代

においても体制を異にする中国の、しかも前近代の貨幣史である。現代日本にしばられない

自由な眼で過去の中国の社会経済をみるとどうなるかを学修する。 
 

■学習の要点 

|貨幣とは何かという問題がまずある。我々が実感できる貨幣とはコインか紙幣である。近年

は仮想通貨なるものもある。現代と過去で貨幣の定義が異なってはいけないから、素材で決

めるわけにはいかない。そこで本講義では貨幣機能を普遍的にもつものという定義から出発

する。貨幣機能とは何かが次の問題になる。本講義では、価格を表示する機能、ものを購入

する機能（ただし即金で）、税金を納入する機能、貯蓄する機能の 4 つを想定する。呪術機

能は前近代における重要な機能だがこれは省く。これらのことに気をつけて学習する。なお

貨幣理論は様々な立場がある。いろんな参考書を読むとき、明示されていないものが多いが、

どのような立場で書かれているかに注意を払うことが肝要である。| 
 

■学習の到達目標 

中国銭貨の基本的属性がどのように形成されたか理解できる。財政と市場の関係が時代によ

って変化するのに応じて銭貨の属性はどのように変化したかが説明できる。中国貨幣の信用

はどのような獲得されたか説明できる。 
 

■成績評価の基準 
論述問題が要求する課題の範囲内で、中国貨幣の諸特質を、一つ一つ理解してまとめている

かを見る。 



授業コード Q0708 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学 単位 2.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

 テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳

説されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教

を探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、

自分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教

社会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀

礼の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード Q0709 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード Q1301 （認定科目名：東洋古代史特講１） 

授業科目 東洋古代史特講１ 単位 2.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国史：古代 永田英正ほか編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

中国古代は、前近代中国王朝の基本的形態が形成されてくる時期である。その形態がどのよ

うなもので、それがどのようにして形成されてくるのかを学ぶ。|その中で、特に重要だと考

えられるのが春秋から戦国期にかけての社会的変動である。この変動がどのようにして起こ

り、その結果どのような結果がもたらされるのかに注意しながら学習すること。結果として、

春秋・戦国時代が、戦乱のみの時代ではなかったことを理解できることを目標とする。 
 

■学習の要点 

春秋から戦国期にかけてさまざまな変化が起こる。そこで、その前提となる殷周期の政治体

制、郡県制の形成過程、都市の発達と繁栄、諸子百家の出現を中心に学習すること。そして

それを前提に、秦始皇帝による天下統一の意義、武帝期を中心とする前漢の政治動向等も視

野に入れて学習すること。 
 

■学習の到達目標 

 学習の到達目標として、①中国古代史の特色を、政治・社会・文化という多方面から説明

できる、②社会の大きな変わり目を、各事象から適切に説明できる、という点を設定する。

|  
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。 



授業コード Q1303 （認定科目名：東洋中・近世史特講１） 

授業科目 東洋中・近世史特講１ 単位 2.0 

担当者 宮澤 知之 
シラバスグルー

プ 
T0Q019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国史：近世Ⅰ  佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

時代区分は歴史を理解するための鍵である。ところが時代区分は歴史家がそれぞれの歴史観

によって体系化するものであり、中国史についてもこれまで提唱された区分法はかなりの数

にのぼる。このうち日本において相対的に有力な学説は二つあり、テキストはいわゆる京都

学派の区分で叙述されている。京都学派の時代区分では、3 世紀〜10 世紀を中世貴族制の時

代、10 世紀〜19 世紀を近世君主独裁制の時代と見る。魏晋南北朝隋唐時代は中世にあたる。

この科目では中国近世がどのような社会であるかを学んでいただきたいが、テキストに書か

れていることも、数ある体系の一つとして絶対化しないで批判的に学び、その学習を通して

自己の歴史を見る眼を養ってもらいたい。 
 

■学習の要点 

10 世紀から 14 世紀の中国社会の展開を学ぶ。唐宋変革や、北方民族の台頭、中国への進

出・征服という大きなできごとがあり、五代十国の諸王朝、宋、遼、金、夏、モンゴルはど

のような統治システムを構築し、社会はどう変化したかを理解する。 
 

■学習の到達目標 
10 世紀ー14 世紀の東アジアの国際関係を説明できる。当該時代における各国ぞれの社会状

況を説明できる。当該時期における宋の経済的・文化的な特徴を説明できる。 

 

■成績評価の基準 
学習の進度と理解度を試験で測る。出題の要点を正しく理解し、重要な歴史事象を落とさず

に記述し、記述にあたって論理的に整理することができているか否かをみる。 



授業コード Q1305 （認定科目名：東洋近・現代史特講１） 

授業科目 東洋近・現代史特講１ 単位 2.0 

担当者 宮城 由美子 
シラバスグルー

プ 
T0Q033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア近代史研究 狭間直樹ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

中国と朝鮮の近・現代史は、侵略と闘争のなかで繰り広げられ、政治のあり方、民衆や文化、

社会秩序などが大きく変化し、近代国家を建設するという歴史であった。この歴史を単に過

去の歴史として知るだけでなく、客観的に判断することが必要である。そして史実に基づい

た正確な知識と、歴史の流れのなかでどのような意味を持っていたのかを考えることによっ

て、現代の諸問題の理解に役立つといえる。つまり、中国と朝鮮の近代の歴史を学ぶことは、

現在の日中韓関係を理解する上での道筋であるといえよう。 
 

■学習の要点 

テキストは、中国と朝鮮の近代政治史に関する基本的な知識を分かりやすく、系統的に学習

できるよう配慮したものである。まずテキストを通読し、中国近代史、朝鮮近代史上どのよ

うな出来事があったのか、それらの出来事が起こった原因・展開過程・結果・影響などを把

握し理解して欲しい。| 中国の開国は、その後の近代国家を建設するためにどのような影響

を与えたのか、帝国主義列強との不平等条約の特色を含め、洋務運動、変法運動の相違など

にも目を向けて、中国が滅亡の危機をどのように乗り越えようとしたのか、についても把握

する必要がある。朝鮮については、朝鮮の開国と近代化への歴史的展開と日朝関係を理解し

ておくこと。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流れの中でな

かで把握することにある。したがって、解答するにあたり、そうした観点に留意しながら論

述することが肝要である。 
 

■成績評価の基準 
設問に対するキーワードが答案に全て書かれていれば、それを基準点（60 点）とし、論述の

展開や内容を考慮（40 点）し、採点する。 



授業コード Q1307 （認定科目名：東洋宗教史特講１） 

授業科目 東洋宗教史特講１ 単位 2.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教史概説 中国篇 野上俊静 平楽寺書店  

    

 
 

■授業の概要 

インドで成立した仏教は、西域より中国へ伝播し、中国的特色を持った仏教が成立した。こ

の中国仏教がどのような特色を持ち、中国文化の影響を受けてどのような変貌を遂げていっ

たのか、中国社会にどのように受容されていったのかを学習する。これは、異文化交流の問

題や、中国仏教が日本仏教を成立せしめ影響を与え続けた背景を考える上でも重要である。

本科目では、中国仏教が一つの頂点を迎える唐代までを中心に上記の問題を考える。 
 

■学習の要点 

大前提として、中国史の流れの中に仏教を位置づけることを、たえず意識して学習すること。

その上でテキストの章立てにそって、中国への仏教の初伝時期の問題(第 2 章)、魏晋期の経

典翻訳と研究(第 3 章)、南北朝期の仏教芸術(第 5 章)、隋の仏教(第 6 章)、唐代における国

家と仏教(第 7 章)、末法仏教と戒律(第 8 章)などの問題を中心に、中国仏教の受容・発展過

程を学習する。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、①中国に受け入れられた仏教の特色を的確に説明できる、②仏教と

中国文化との関連性を理解できる、という点を設定する。| 

 

■成績評価の基準 

問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標に

基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の理

解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～79

点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～100

点として評価する。 



授業コード Q1309 （認定科目名：東北アジア史特講１） 

授業科目 東北アジア史特講１ 単位 2.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・韓国現代史（岩波新書 

新赤版 1577） 
文京洙 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

1945 年以後今日に至る韓国現代史の流れを理解することを目的とする。今は「韓流」や観

光のイメージで多くの日本人に親しまれている隣国であるが、その波瀾万丈の現代史につい

てはさほど知られていないのが事実である。第二次世界大戦の終結により日本の植民地統治

から解放されたものの、二つの国家に分断され、戦争と独裁、経済発展と民主化の激動を嘗

めてきた歴史である。戦後世界情勢の変化、南北朝鮮の相互関係、韓国社会内部の葛藤など

を総合的に考察することで、韓国の過去や現在を全うに理解することが出来よう。 
 

■学習の要点 

 韓国現代史の流れを把握し、大きな転換点になった出来事や、その意義について理解して

ほしい。テキストを通読して、今日の韓国を理解することに役立ったとすれば、この科目の

学習は充分成功を収めたことになる。以下、学習の要点を列挙しておく。|１．日本の植民地

統治からの解放から、米ソの分割占領、そして南北朝鮮に二つの国家が樹立し、分断体制を

形成する過程について、国際情勢の流れの中で理解する。|２．朝鮮戦争の勃発背景や経過、

戦争が遺した影響について理解する。|３．朴正熙政権下における韓国社会の変動、特に光と

影、とりわけ経済開発と独裁の両面について理解し、その後の歴史にどのような影響を及ぼ

したのかについて理解する。|４．長期にわたる独裁政権に戦ってきた民主化運動の流れ、

1987 年以後の民主化過程について理解する。|５．日米をはじめとする国際関係、北朝鮮（朝

鮮民主主義人民共和国）との関係の中で、韓国の政治・経済変動を理解する。|６．今なお韓

国社会で政治・社会的対立の構図を形成している「保守」と「進歩」の流れについて、その

歴史的背景を理解する。 
 

■学習の到達目標 
・韓国現代史の流れを把握し、大きな転換点になった出来事や、その意義について理解する

こと|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を文章でしっかりと叙述できること 

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。  



授業コード Q2301 （認定科目名：西洋古代・中世史特講１） 

授業科目 西洋古代・中世史特講１ 単位 2.0 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

修道院の歴史-聖アントニ

オスからイエズス会まで 
杉崎泰一郎著 創元社  

    

 
 

■授業の概要 

 西洋キリスト教世界の「修道院」という存在は、現代の日本に暮らす我々にとって、ほと

んど馴染みがないものだろう。しかし中世の西ヨーロッパでは、修道院はさまざまな分野に

おいて社会や文化に影響を与えてきた。この授業ではそうした修道院の歴史を学ぶことを通

して、当時の西洋社会の移り変わりを知り、その後の西ヨーロッパに大きな影響を与える存

在であった修道院について総合的な理解を試みる。 
 

■学習の要点 

 本テキストは、古代から近世にかけての修道院の歴史を、それぞれの時代に出現した修道

院について、成立の社会的背景やその特徴に注目しつつ説明している。まずはテキストを通

読し、西ヨーロッパ社会における修道院の在り方の変遷について、全体像を把握してもらい

たい。| そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテーマについて学習し、各章ご

とに扱われている修道院の特徴や当時の社会状況について、前後の時代の修道院との比較を

通じて理解を深めてもらいたい。その際、下記の参考文献およびテキスト巻末に挙げられて

いる参考文献も積極的に活用することが望まれる。|１．中世を通じて西ヨーロッパ社会の修

道院の在り方に大きな影響を与えた「ベネディクトゥスの戒律」の成立とその内容の特徴に

ついて、それ以前に成立した他の戒律の影響や社会的背景も考慮しつつまとめる。|２．カロ

リング朝フランク王国の教会政策と、当時の修道院文化の発展の関連性について考察する。

|３．クリュニー修道院の発展について、修道院外部との関係や当時の社会状況を踏まえて考

察し、その独自の修道院生活や組織の特徴を理解する。|４．シトー修道会による修道院改革

の背景を踏まえつつ、その修道院規則や制度の特徴についてまとめる。|５．シャルトルーズ

会の修道院生活の特徴について、他の修道会と対比しつつ考察する。|６．グレゴリウス改革

と連動した教会の社会的活動の中で、新たに出現した騎士修道会について、いわゆる三大騎

士修道会を中心に、その成立背景と理念、活動の特徴についてまとめる。|７．１３世紀に出

現する托鉢修道会の活動について、当時の教会や社会の変化を踏まえつつ考察する。 
 

■学習の到達目標 

 現代にいたるまでさまざまな分野において社会や文化に影響を与えてきた修道院の歴史

について学び、それを通して中世西ヨーロッパのキリスト教世界について知識と総合的な理

解を得ること。 
 

■成績評価の基準 

 成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意

見や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出

題の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。| 



授業コード Q2303 （認定科目名：西洋近世史特講１） 

授業科目 西洋近世史特講１ 単位 2.0 

担当者 塚本 栄美子 
シラバスグルー

プ 
T0Q012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ベルリン・歴史の旅 都市

空間に刻まれた変容の歴史 
平田達治 大阪大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

現在のドイツの首都であるベルリンは、冷戦期において分断の歴史を経験したことでよく知

られ、とりわけ現代史において注目される都市である。それ以前においては、19 世紀後半

のドイツ統一を機にドイツ帝国の帝都となり、近代ドイツ史の中心舞台として語られる。だ

が、こうして近現代に大都市として登場するベルリンの礎は、ほかでもなくそれに先立つ近

世に形づくられた。本科目では、都市計画による空間整備とともに、多様な人びとを受け入

れることにより、政治・文化の中心地としての機能を整えていったベルリンの歴史に着目す

ることにより、近代社会や国家の成立に向かって果たした近世都市の役割を考察することを

目的とする。そうすることによって、近世という時代の特質とともに、近代とは何かという

問題にも迫ることができる。 
 

■学習の要点 

(1) 日本とのかかわりからベルリンの歴史に親しみ、問題意識を共有するように努めるこ

と。|(2) 中世から近世にかけての王都としての発展と、政治や文化との相互関係を理解す

ること。|(3) 近世から近代にかけて、外的要因に翻弄されつつ、王家や来たる国民国家の

表象の場としてベルリンが果たした役割について理解し、政治権威の表象の問題について考

察すること。|(4) 他者を受け入れることにより多文化都市として発展し、啓蒙期のヨーロ

ッパにおいて一つの文化センターとなったベルリンの側面について理解すること。|(5)  第

1 次世界大戦から冷戦終結までの歴史を概観し、1 都市と世界とのかかわりについて理解を

深め、ローカルな歴史とグローバルな歴史との関係を考察すること。|(6) （2）〜（5）を

踏まえて、近代都市とは異なる「近世都市」の特質とその発展要素を考察すること。その際、

近代との連続性についても留意されたい。| 
 

■学習の到達目標 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。  



授業コード Q2305 （認定科目名：西洋近代史特講１） 

授業科目 西洋近代史特講１ 単位 2.0 

担当者 水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

二〇世紀の歴史 岩波新書 

新赤版 1499 
木畑洋一 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

1870 年代から 1990 年代までを「長い二〇世紀」ととらえ、その構造と性格を帝国主義世

界体制（帝国世界）の面から解説します。「長い二〇世紀」とは、19 世紀後半から 20 世紀

初頭にかけて作り上げられた世界の仕組みが、二つの世界大戦を通じて動揺し、再編され、

解体されていく過程でした。この経緯を「帝国主義」をキーワードとして、支配側だけでな

く、被支配側による戦争協力やその後に進行した独立抵抗運動、脱植民地化の流れもまじえ

てみていきます。なぜこの時期が「長い二〇世紀」たり得るのか。それは 21 世紀の現在で

は克服されたといえるものなのか。現代につながる大きな歴史の流れのなかで、「長い二〇

世紀」はどのような意味を持っているのか、について考えていきます。 
 

■学習の要点 

歴史を学ぶ魅力を知ること。先行研究の視点や理論を把握しつつ、現代世界を正しく理解す

るうえで必要なバランス感覚を養い、世界史という観点にたって議論を組み立てること。そ

のためには、個々の事件や出来事をただ覚えるのではなく、それらを発生させた大きな歴史

の流れについて理解することが重要となります。またその際、歴史学における課題の設定や

史料の活用、解釈の方法など方法論についても検討し、西洋史学研究の基礎を修得します。

そういった視点を身につけることは、ひいては私たちが生きている時代の展望を探る鍵にも

なるでしょう。 
 

■学習の到達目標 

① 「長い二〇世紀」という視点から、国際社会の動きについてある程度の理解ができる。|

② 大きな歴史の流れやヨーロッパ―植民地両者の連動を踏まえて、とりあげた事例を説明

できる。 
 

■成績評価の基準 
解答が「学習の到達目標」の各項目を十分に満たしているか、またはそれを踏まえて問題に

答えられているかにより、成績評価を行います。 



授業コード Q2307 （認定科目名：西洋宗教史特講１） 

授業科目 西洋宗教史特講１ 単位 2.0 

担当者 山内 暁子 
シラバスグルー

プ 
T0Q034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古典期アテナイ民衆と宗教 
ジョン・D.マイケルソン（箕

浦恵了訳） 
法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

古代ギリシアは、オリュンポス十二神を中心とする多神教世界でした。ポリスごとに、神々

への信仰を規定する暦が存在し、半神など地域に独特な祭祀も存在しました。神々が介在す

ると考えられた領域は、現代よりもずっと広範囲であり、信仰のあり方も違っていました。

ポリスという社会における身分制や習俗、あるいは神話に見られる神々が司る領域について

の知識とともに、ギリシア市民がなぜ宗教あるいは祭典を重んじたかについて理解してもら

います。テキストは一見したところ難解ですが、依拠した史料の箇所も注記してありますの

で、参考にしながら学習を進めてください。ギリシア人の宗教経験を考えることで、現代と

は全く異なる観念や慣習行動について学び、古代世界について独自の歴史像を持てるように

なることが、この科目の目標です。 
 

■学習の要点 

古代ギリシア宗教について、基礎的な事柄を一から学ぶのではなく、宗教に特化してその意

義を様々な慣習から読み解いていくというテキストです。古代ギリシアの社会制度について

全く白紙のままで読むと、難解かもしれません。しかし、巻末には事項や名称、また引用出

典についての索引が示してありますので、それを活用しながらテキストを読んでください。

多くの文献には日本語訳が存在しており、岩波文庫や西洋古典叢書（京都大学学術出版会）

には詳細な注が付記された翻訳もあります。もちろん、文学としての悲劇や喜劇、ギリシア

神話の一般書を参考にしてもらっても構いません。ポリスの市民は、一体どのような気持ち

で儀式に参加したのかを、いくつかのテーマに分けて考えられるようなテキスト構成になっ

ています。自分が興味を持つ観点から、テキストに接近していくように試みてください。 
 

■学習の到達目標 

設問の内容をよく理解し、テキストをよく読んだ上で設問の指示に従って内容をまとめるよ

うにしてください。史実や用語が正確であること、また明快な文章での論述を心がけるよう

に。学習の到達目標は、テキストを入口として、古代ギリシア社会の様相と、それを後の時

代がどのように受容したかについて、自分なりの歴史像を持つことです。 終試験における

評価基準は、上記のリポート評価基準と同様ですので、これらの点に気を付けて回答してく

ださい。評価については、あくまでテキストに書かれた部分を中心としていますので、テキ

ストをきちんと読み込んで、テキストに出ている範囲内でリポート作成すれば合格点に達し

ます。具体的には、テキストの内容が理解できているか（30-40 点）、また明快な論述がな

されているか（30-40 点）を中心に採点します。その上で、テキストの内容について独自の

考察があれば、 高で 20 点を加点します。 
 

■成績評価の基準 

歴史学においては、様々な仮説が検討されており、いろいろな解釈が可能な事象が多くあり

ます。しかし、一方でいくつかの考察を経て定着した用語や、歴史的経緯の説明については

広く共有され、議論の基盤となっています。受講生の方にはテキストや参考文献を読み、古



代ギリシア社会についてある程度の立体感を持った歴史像を抱いてもらい、それを解答で表

現できるようにして欲しいと考えています。テキストに書いてある歴史的な事例や、遺物や

遺跡などについて、具体的かつ正確な解説を行うことが、まず第一です。紹介されてある事

例について正しく理解していることを示し、かつそれについて何か考えていることがあれば

自分の考察したことを書いて下さい。その際、史実として知られていること、テキストの著

者の書いたこと／指摘したいこと、自分自身が考えたこと、これらを意識的に区別して書い

て下さい。テキスト全体が自分にとって難しかった場合は、テキストの中でよく理解できた

部分をアピールして下さい。基準としては、①テキストの内容が理解できているか、②史実

を正しく解釈し、書き表すことができているか、③自分なりの解釈を行おうと努力している

のか、という３点を見て行きます。①と②ができていない場合は不合格ですが、③について

は自分なりの言葉で書けていれば評価したいと思います。 



授業コード Q2309 （認定科目名：東西交流史特講１） 

授業科目 東西交流史特講１ 単位 2.0 

担当者 鈴木 楠緒子 
シラバスグルー

プ 
T0Q027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

オスマン vs.ヨーロッパ ： 

「トルコの脅威」とは何だ

ったのか（講談社選書メチ

エ；237） 

新井政美著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 この授業では、歴史上ユーラシア大陸の東西交流の有力な担い手となってきたトルコ系の

人々によって建設されたオスマン帝国の西方への拡大の歴史を取り上げ、この国が東西交流

史の中で果たした役割について考えていく。その際、「トルコの脅威」に直面したヨーロッ

パがそれにどのように対処していったかについても具体的に跡づけることを通じて、「ヨー

ロッパ近代」の形成にオスマン帝国の存在が与えた影響についても考察を進めることとす

る。以上の作業を通じて、東西交流史の重要な一側面に対する理解を深めることが、この授

業の目標である。| 
 

■学習の要点 

(1)歴史上どのような勢力がユーラシア大陸の東西交易ルートを掌握してきたのかを理解す

る。|(2)(1)を踏まえた上で、トルコ系の人々の活動の特色を理解する。|(3)トルコ系の人々が

イスラム教を受容したことを契機に、ユーラシア大陸の東西交流史が活発化していく過程を

理解する。|(4)ヨーロッパにとっての「トルコの脅威」は、キリスト教対イスラム教という単

純な図式には還元できないことを、具体的な事例から理解する。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」を参考にしながらテキストの内容と出題の意図を正しく理解した上で、それ

を明快な日本語で論理的に表現する。 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を正確に理解し、出題内容に即した論述になっているかどうかが、第一の評

価基準である。下の参考文献等を利用し、学習内容を発展させた記述になっている場合は、

加点する。 



授業コード Q5111 （認定科目名：経済地理学） 

授業科目 経済地理学 単位 2.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

経済地理学入門〔新版〕地域

の経済発展 
山本 健兒 著  原書房  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの日常生活は身近な地域からグローバルな広がりをもつものまでさまざまな経済活

動によって支えられています。経済地理学はそうした経済活動が展開する地域を対象とする

地理学の一分野です。この授業では、私たちが生活する地域がどのような経済活動と関わり、

その経済活動が地域にどのような影響をもたらしているのかという点に重点を置きながら、

前半では農業と工業という「産業」を中心に、後半では「地域」とくに都市・地域格差とい

う視点からみた経済活動をとらえ、経済活動と地域の多様な関係を考えていきます。 
 

■学習の要点 
① 産業ごとの基本的特性を理解する。|② 産業を通して地域の特徴を理解する。|③ 経

済活動と地域の関係を構造的に理解する。 

 

■学習の到達目標 
① 産業ごとの基本的特性を理解できている。|② 産業を通して地域の特徴を理解し、説明

できる。|③ 経済活動と地域の関係を構造的に説明できる。 

 

■成績評価の基準 

〔科目 終試験における成績評価の基準〕|① 問題の主旨を正確に理解していること。|② 

学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。|③ 論理的な構成をもった文章であるこ

と。|④ 自ら作成したオリジナルの論述であること（なお、テキストの要約など、これに該

当しない|  と判断した場合は評価対象外とする）。 



授業コード Q5114 （認定科目名：歴史地理学） 

授業科目 歴史地理学 単位 2.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史地理学 桑原公徳 他編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの身の回りで起きている出来事・現象には、必ず時間と位置あるいは場所がある。ま

た、それらは、単独ではなく、必ず他の出来事や現象と関わりながら起きている。このこと

は過去に起きた出来事・現象も同じである。歴史地理学は、過去に起きた出来事・現象をそ

の場所において他の出来事や現象と関係づけて、場所のもつ意味や特性、場所（地域）の仕

組みを考える学問分野である。この授業では、京都を中心にいくつかの出来事（現象）を取

り上げ、複数の出来事（現象）を関係づけて空間的な視点からそれらの意味を考えていくこ

とに重点を置き、講義していく。  
 

■学習の要点 

1．景観復原の直接的方法と間接的方法について、その方法の特色と使用する諸資（史）料、

２つの方法の用い方や関連性を、具体例を通じて理解する。|2．弥生時代〜古墳時代の集落

遺跡の立地環境を調べ、その変化と社会経済的背景を考える。|3．わが国の古代都城（宮都）

のプランについて、その計画性や特色を、図を用いて整理し、理解する。|4．中世における

集落形態の変化を整理し、城館集落の分布・形態・機能を具体例を用いてまとめる。|5．近

世城下町について都市の内部構造上の特色をまとめ、城下町における商工業機能の配置や地

域的役割を整理するとともに、他の近世都市との機能的共通点や相違点を考える。|6．近代

以降における私鉄路線網の形成過程を図にして整理し、私鉄路線の伸長にともなってどのよ

うな地域開発が進んだかをまとめ、地域開発に対する私鉄の役割を理解する。  
 

■学習の到達目標 

①出来事・現象を含む、歴史地理学的な基本用語を正しく使うことができる。|②複数の出来

事（現象）間にある関係を見出し、その関係を説明できる。|③ある出来事（現象）を他の出

来事（現象）と関係づけながら説明できる。|  
 

■成績評価の基準 

【リポート添削・評価の基準および留意点】|①リポート問題の主旨を正確に理解し、それに

適った内容になっていること。|②リポートの文章構成が論理的に組み立てられているか。|

③自ら作成したオリジナルのリポートであること。これに該当しないと判断した場合は添削

対象外とする。||【リポート作成上の留意点】|①リポートの形式（「はじめに」から開始し、

本論に章番号・タイトルをつけて論理構成を示し、 後に|「おわりに」で全体をまとめるこ

と）にしたがって記述すること。|②参照した文献・資料を必ず記載すること。また、文献の

参照部分には（著者名または筆者名、発行年）|の形式で、参照したことを明示すること。|③

必要な資料を 1 ファイルにまとめ必ず添付すること。| 



授業コード Q5115 （認定科目名：東北アジア史） 

授業科目 東北アジア史 単位 2.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア国際政治史 川島真編 名古屋大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解することを目的とする。これまで、日本史、

朝鮮史、中国史は、それぞれ別々に「一国史」の枠組みの中で理解されてきた。しかし実際

には、三つの国家の歴史がばらばらに存在してきたわけではなく、古代以来それぞれの地域

の歴史が有機的なつながりをもちながら展開してきた。また現在もそのような緊密な関係が

続いており、「東アジア共同体」「東北アジア共同の家」構想に象徴されるように、今後もこ

の地域はいっそう強く結びついていくことが予想される。東北アジア史を学ぶことは、この

三つの地域をより深いところで理解することでもある。| この科目では、東北アジアの近現

代の歴史を学習する。東北アジアの諸地域が近代という時代をどのようにむかえ現代まで進

んできたのかを歴史として理解することが必要である。とりわけ日本が朝鮮半島や中国の

人々に対して植民地支配と侵略を行った歴史事実を直視することが重要だろう。そのこと

が、朝鮮半島や中国の人々とこれまで以上に友好関係を築いていくことにつながるからであ

る。| 東北アジア史を学ぶことによって、朝鮮半島や中国大陸に暮らす人々とともに生きて

いくための知識や知恵が得られることを願う。 
 

■学習の要点 

 東北アジアの近現代史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほし

い。テキストを読み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについても

っと深く知りたいと思うようになれば、この「東北アジア史」の学習は成功である。特に、

以下の点に留意しながら学習を進めてもらいたい。|１．開港と近代化…資本主義化を進めた

欧米列強のアジアへの圧力に対して、日本・朝鮮・中国の 3 国はどのように対応したのか。

その中で日本はなぜ東北アジアに勢力を膨張させようとしたのか。それは東北アジアにどの

ような葛藤を引き起こしたのか。また、三つの地域で起った近代化への動きはどのように展

開されたのか。|２．日本の膨張と朝鮮・中国の抵抗…日清戦争、日露戦争の結果、日本は台

湾、朝鮮を植民地支配したが、それはどのようなものだったのか。第一次世界大戦前後にお

ける中国問題をめぐる日本と国際社会の動向はどのようなものだったのか。日本の植民地支

配、侵略に対して、朝鮮人や中国人はどのように対応したのか。また、そうした中でも進行

していった産業化や民衆の生活はどのようなものだったのか。|３．侵略戦争と民衆の被害…

日本が、満州事変、日中戦争、アジア太平洋戦争と１５年にわたって行った侵略戦争はどの

ようなものだったのか。日本の軍国主義はどこから生まれたのか。日本国民は侵略戦争の体

制に動員されたのか。それに対する朝鮮人や中国人はどのように抵抗したのか。被害はどの

ようなものだったのか。また、戦時体制化における民衆の生活はどのようなものだったのか。

人類史的な視点から考える必要がある。|４．第二次大戦後の東アジア…東北アジアの三つの

地域は、１９４５年８月１５日から始まる「戦後」をどのように迎え、どのような国をつく

ったのだろうか。日本の「過去の清算」はどうなったのだろうか。また、三つの地域は、ど

のような関係を結んでいったのだろうか。 



 

■学習の到達目標 
・東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検

討・理解した内容を文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード Q5211 
（認定科目名：日本古代・中世史特講１/日本史特講（古

代・中世）１） 

授業科目 日本史特講（古代・中世）１ 単位 2.0 

担当者 野地 秀俊 
シラバスグルー

プ 
T0Q031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

室町人の精神（日本の歴史

12） 
桜井英治・著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

「室町時代」は、前後の鎌倉時代、江戸時代などと比べても、どのような時代であったのか、

簡潔に説明することが難しい時代かもしれない。|テキスト『室町人の精神』は、第３代将軍

足利義満から始まり、応仁の乱の終わりまでを対象としている。これは、広義の「室町時代」

に、「南北朝時代」と「戦国時代」の区分を加えた狭義の「室町時代」に相当している。|ま

た、その内容も、幕府や将軍権力の推移といった王道の時代史に、朝廷(天皇)との関わりを

絡めた叙述や、守護や将軍の近臣の動向、文化や社会情勢といった多様なテーマを、おおよ

そ各将軍の時期ごとにまとめられており、テーマごとの通覧には少し工夫が必要である。あ

る部分だけを読むのではなく、一通り目を通すことと、足らない部分は他の文献で補ってい

ただきたい。| 
 

■学習の要点 

室町時代の画期は大きく３つ挙げられる。|1.足利義満・義持の将軍在位期|2.足利義教の将軍

在位期|3.足利義政の将軍在位期|それぞれの時期の政治的特徴と変化の要因などを整理しな

がら学習を進める。 
 

■学習の到達目標 
1.テキストを通読、理解し、その内容を説明できる。|2.テキスト以外の文献も参考にしなが

ら、室町時代の特徴について説明できる。|3.自分の見解を自分の表現で叙述できる。 

 

■成績評価の基準 

テキストだけではなく、それ以外の文献を通読し、理解した上で記述できているか。また、

テキストの記述に依拠するだけではなく、自分で整理し、自分の表現でリポートを作成でき

ているかなどで評価。 



授業コード Q5213 （認定科目名：日本近世史特講１/日本史特講（近世）１） 

授業科目 日本史特講（近世）１ 単位 2.0 

担当者 高橋 大樹 
シラバスグルー

プ 
T0Q028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

村 百姓たちの近世（岩波

新書 新赤版 シリーズ日本

近世史 2） 

水本邦彦 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 近世社会の成立・展開、およびその特質を「村」に注目して考えます。近世初期、検地と

兵農分離、石高制の導入によって近世的な「村」が成立します。そこで幕府や大名、旗本な

ど領主は、村を年貢の村請の単位とし、さらに居住する人々を「百姓」として身分的に把握・

支配しました。しかしながら、そうした村や百姓について考える時、支配の側面だけでなく、

自治や生業、習俗などもあわせて史料から考える必要があります。また、近世に約 63,000

を数えた村々（天保年間）は、すべて同じ歴史をたどったわけではなく、支配や統治形態、

自然環境や立地、住民構成、習俗などによって、それぞれ固有の歴史が積み重ねられてきた

ことに留意も必要です。| 本科目では、そうした個別の村・地域史を具体的な史料に基づい

て研究していく前提として、まずはテキストを通じて「近世の村」について具体的なイメー

ジを学び、あわせて近世社会の基本的な構造・しくみを理解することを目的とします。| 
 

■学習の要点 

 本科目テキストは、近世の村について、その成立、景観、領主支配、自治、生業、自然と

の関わりなど、総合的に理解・イメージすることができます。もちろん、個別事例に基づい

て説明されていますが、そこには近世史研究が追究してきた概念や用語（検地・石高制・百

姓・村掟・相給村など）も説明されていて、単なる「村」研究にとどまらない日本近世史全

体に関する課題・問題群が含まれています。その点を意識しながら学習することを心掛けて

ください。 
 

■学習の到達目標 

 「授業の概要」・「学習の要点」に記したとおり、近世の村に関する基礎的・全体的な理解

を深め、そこから近世社会における支配・自治・身分・生業などの諸問題について考える思

考力を身に付けることを目的とします。したがって、近世の村に関する基礎的用語・内容に

ついて、自分の思考・言葉で論述することができるようになることを到達目標とします。 
 

■成績評価の基準 

評価の基準は次のとおりとします。|（１）テキストの内容や出題の趣旨を理解しているかど

うか。|（２）文章表現が適切で、記述内容が論理的であるかどうか。|（３）近世の村につい

ての基礎的理解が深められているかどうか。 



授業コード Q5215 
（認定科目名：日本近・現代史特講１/日本史特講（近代・

現代）１） 

授業科目 日本史特講（近代・現代）１ 単位 2.0 

担当者 青山 忠正 
シラバスグルー

プ 
T0Q001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明治維新を読みなおす 同

時代の視点から 
青山忠正著 清文堂出版  

    

 
 

■授業の概要 

①日本近代の形成期にあたる幕末維新期の政治史を中心に学習する。|②安政期（１８５０年

代）の将軍継嗣と通商条約調印問題を契機に、政治的混乱が始まる時期から、明治４〜６年

（１８７１〜７３）岩倉使節団の米欧回覧後、明治８〜９年（１８７５〜７６）江華島事件

及び江華条約調印により、アジアにおける日本の位置づけが確定し、さらには大日本帝国憲

法が発布されるまでの時期を対象とする。|③この時期は、日本列島において、近代国家が形

成される時期でもあった。その経過ならびに、その国家の形成とはどのような意味を持つも

のであったかを念頭において論ずる。|④史料を正確に読む力を養うことも、主要な学習目的

のうちに含まれる。 
 

■学習の要点 

①幕末維新期については、一般の人々の間でも関心が高く、ドラマや小説などでも題材にさ

れることが多い。|②しかし、そこで描かれる歴史は、おおむね興味本位になりがちである。

また、具体的なテーマとしても、人物論に偏る傾向を持つ。|③現実の歴史過程は、経済的な

意味での基礎構造を土台とし、そこでの生産関係の発展的な変化が、具体的な人間の行動に

現象化されて表れるものである。|④いいかえれば、ヒーローの活躍の結果として歴史が動く

わけではない。この講義では、歴史を、そのような意味での表面的な理解にとどめることな

く、できる限り構造的に把握することを学ぶ。 
 

■学習の到達目標 
１９世紀日本の政治史を、構造的な視点から、世界史的な視野の中で理解できるようになる

ことが目標である。| 

 

■成績評価の基準 
到達目標にしたがって、科目 終試験においても、その目標達成の度合いが答案に反映され

ているかどうかが 終的な成績評価の基準となる。  



授業コード Q5217 
（認定科目名：日本仏教史特講１/日本史特講（宗教・文

化）１） 

授業科目 日本史特講（宗教・文化）１ 単位 2.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

親鸞とその時代 平 雅行 著 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

かつて鎌倉新仏教論のもとで法然・親鸞・日蓮・道元ら新仏教の祖師らが研究された。しか

し顕密体制論の提起によって南都北嶺などの顕密仏教（旧仏教）こそが社会の中枢をなすこ

とが指摘され、顕密仏教の中世的転換や国家・社会との構造的連関、民衆との関係などが積

極的に究明されている。そのような学界の動向を牽引してきた平雅行氏の『親鸞とその時代』

は、顕密仏教が盛行する中で法然・親鸞が唱えた専修念仏の歴史的位置づけや評価について

考察したものである。わかりやすく明快な論旨によって彼らの思想特徴や弾圧をめぐる諸問

題などが解明され、分析の鋭さと深さには定評がある。本書を通し、法然・親鸞が時代状況

の中で背負った思想的課題について学びたい。||| 
 

■学習の要点 
法然・親鸞はともすれば宗派の内向きな視点だけから語られることが多い。テキストを通し、

中世という歴史的な広がりの中で彼らの生き方や思想を学ぶことの意義を感じて欲しい。|| 

 

■学習の到達目標 
鎌倉新仏教論と顕密体制論以後の研究がどのように異なるかを理解することがポイント。テ

キストを通し自分の問題意識を養うことができればよい。 

 

■成績評価の基準 
テキストをきちんと理解しているか、また自分の意見をどれほど積極的に述べているかなど

を重視する。|| 



授業コード Q5219 （認定科目名：古文書講読１） 

授業科目 古文書講読１ 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

演習古文書選．古代中世編 日本歴史学会編 吉川弘文館  

演習古文書選．近世編 日本歴史学会編 吉川弘文館 [ISBN]9784642070225 

 
 

■授業の概要 

 歴史学研究の基礎は、史料にもとづいた史実の検討にある。しかし、史料を用いようとす

る場合、史料の読解に先立ち、原文の史料（文書や記録）を読み解く作業が必須となるが、

筆による記述が日常的ではない現代にあって、和紙に墨書された史料原典の解読は、ある程

度の習熟を要する作業である。もちろん一部の分野によっては、史料は「翻字」され、史料

集として公刊されているが、中世文書や近世の地方文書など未だ活字化されていない史料も

多く、「読み方」を身につけないことには研究しようとする史実そのものの検討さえままな

らない。|本科目は、史料原典を直接読み解く力を養うため古文書の講読を学ぶ。講読とはい

え、実際には「解読」である。一見判読さえも困難に思える古文書を、一文字づつ丹念に読

み解き、そこから史料の内容を明らかにする、いわば歴史学研究の基本的な作業に接するこ

とにより、史実を明らかにする力を身につけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 まずは定型の文書を例に、古文書の解読を初歩から学ぶ。大まかには次の過程で、(1)〜(5)

に注意しながら学習を進めることにより、徐々に解読できるようになると思われる。|1)人名

や地名など、他の工具類により解読のヒントを得ることが可能な「語（言葉）」の判読|2)書

き出しや書き止めなど、文章の中でも定型化しやすい「句（フレーズ）」の判読|3)助詞や助

動詞などを含んだ定型な「句（フレーズ）」の判読|4)文中に複数回用いられ、同じ文書中で

比較が可能な「文字」の判読|5)前後の文章から推定が可能な「文字」の判読|これらの諸点に

注意しながら、何度かくりかえし学習してください。 
 

■学習の到達目標 

１：文書（原典史料）について、判読が容易な文書であれば概ね判読できる|2：難解な文書

（表記）について、前後の文章から推測できる|３：文書の発給と差出の関係を基礎に、文書

の特徴が推測できる 
 

■成績評価の基準 

１：判読が容易な文書（原典史料）について、概ね判読できる|2：難解な文書（表記）につ

いて、前後の文章から推測できる|３：文書の発給と差出の関係を基礎に、文書の特徴が推測

できる 



授業コード Q5231 （認定科目名：東洋古代史特講１） 

授業科目 東洋古代史特講１ 単位 2.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国史：古代 永田英正ほか編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

中国古代は、前近代中国王朝の基本的形態が形成されてくる時期である。その形態がどのよ

うなもので、それがどのようにして形成されてくるのかを学ぶ。|その中で、特に重要だと考

えられるのが春秋から戦国期にかけての社会的変動である。この変動がどのようにして起こ

り、その結果どのような結果がもたらされるのかに注意しながら学習すること。結果として、

春秋・戦国時代が、戦乱のみの時代ではなかったことを理解できることを目標とする。 
 

■学習の要点 

春秋から戦国期にかけてさまざまな変化が起こる。そこで、その前提となる殷周期の政治体

制、郡県制の形成過程、都市の発達と繁栄、諸子百家の出現を中心に学習すること。そして

それを前提に、秦始皇帝による天下統一の意義、武帝期を中心とする前漢の政治動向等も視

野に入れて学習すること。 
 

■学習の到達目標 

 学習の到達目標として、①中国古代史の特色を、政治・社会・文化という多方面から説明

できる、②社会の大きな変わり目を、各事象から適切に説明できる、という点を設定する。

|  
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。 



授業コード Q5233 （認定科目名：東洋中・近世史特講１） 

授業科目 東洋中・近世史特講１ 単位 2.0 

担当者 宮澤 知之 
シラバスグルー

プ 
T0Q019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国史：近世Ⅰ  佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

時代区分は歴史を理解するための鍵である。ところが時代区分は歴史家がそれぞれの歴史観

によって体系化するものであり、中国史についてもこれまで提唱された区分法はかなりの数

にのぼる。このうち日本において相対的に有力な学説は二つあり、テキストはいわゆる京都

学派の区分で叙述されている。京都学派の時代区分では、3 世紀〜10 世紀を中世貴族制の時

代、10 世紀〜19 世紀を近世君主独裁制の時代と見る。魏晋南北朝隋唐時代は中世にあたる。

この科目では中国近世がどのような社会であるかを学んでいただきたいが、テキストに書か

れていることも、数ある体系の一つとして絶対化しないで批判的に学び、その学習を通して

自己の歴史を見る眼を養ってもらいたい。 
 

■学習の要点 

10 世紀から 14 世紀の中国社会の展開を学ぶ。唐宋変革や、北方民族の台頭、中国への進

出・征服という大きなできごとがあり、五代十国の諸王朝、宋、遼、金、夏、モンゴルはど

のような統治システムを構築し、社会はどう変化したかを理解する。 
 

■学習の到達目標 
10 世紀ー14 世紀の東アジアの国際関係を説明できる。当該時代における各国ぞれの社会状

況を説明できる。当該時期における宋の経済的・文化的な特徴を説明できる。 

 

■成績評価の基準 
学習の進度と理解度を試験で測る。出題の要点を正しく理解し、重要な歴史事象を落とさず

に記述し、記述にあたって論理的に整理することができているか否かをみる。 



授業コード Q5235 （認定科目名：東洋近・現代史特講１） 

授業科目 東洋近・現代史特講１ 単位 2.0 

担当者 宮城 由美子 
シラバスグルー

プ 
T0Q033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア近代史研究 狭間直樹ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

中国と朝鮮の近・現代史は、侵略と闘争のなかで繰り広げられ、政治のあり方、民衆や文化、

社会秩序などが大きく変化し、近代国家を建設するという歴史であった。この歴史を単に過

去の歴史として知るだけでなく、客観的に判断することが必要である。そして史実に基づい

た正確な知識と、歴史の流れのなかでどのような意味を持っていたのかを考えることによっ

て、現代の諸問題の理解に役立つといえる。つまり、中国と朝鮮の近代の歴史を学ぶことは、

現在の日中韓関係を理解する上での道筋であるといえよう。 
 

■学習の要点 

テキストは、中国と朝鮮の近代政治史に関する基本的な知識を分かりやすく、系統的に学習

できるよう配慮したものである。まずテキストを通読し、中国近代史、朝鮮近代史上どのよ

うな出来事があったのか、それらの出来事が起こった原因・展開過程・結果・影響などを把

握し理解して欲しい。| 中国の開国は、その後の近代国家を建設するためにどのような影響

を与えたのか、帝国主義列強との不平等条約の特色を含め、洋務運動、変法運動の相違など

にも目を向けて、中国が滅亡の危機をどのように乗り越えようとしたのか、についても把握

する必要がある。朝鮮については、朝鮮の開国と近代化への歴史的展開と日朝関係を理解し

ておくこと。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流れの中でな

かで把握することにある。したがって、解答するにあたり、そうした観点に留意しながら論

述することが肝要である。 
 

■成績評価の基準 
設問に対するキーワードが答案に全て書かれていれば、それを基準点（60 点）とし、論述の

展開や内容を考慮（40 点）し、採点する。 



授業コード Q5237 （認定科目名：東洋宗教史特講１） 

授業科目 東洋宗教史特講１ 単位 2.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教史概説 中国篇 野上俊静 平楽寺書店  

    

 
 

■授業の概要 

インドで成立した仏教は、西域より中国へ伝播し、中国的特色を持った仏教が成立した。こ

の中国仏教がどのような特色を持ち、中国文化の影響を受けてどのような変貌を遂げていっ

たのか、中国社会にどのように受容されていったのかを学習する。これは、異文化交流の問

題や、中国仏教が日本仏教を成立せしめ影響を与え続けた背景を考える上でも重要である。

本科目では、中国仏教が一つの頂点を迎える唐代までを中心に上記の問題を考える。 
 

■学習の要点 

大前提として、中国史の流れの中に仏教を位置づけることを、たえず意識して学習すること。

その上でテキストの章立てにそって、中国への仏教の初伝時期の問題(第 2 章)、魏晋期の経

典翻訳と研究(第 3 章)、南北朝期の仏教芸術(第 5 章)、隋の仏教(第 6 章)、唐代における国

家と仏教(第 7 章)、末法仏教と戒律(第 8 章)などの問題を中心に、中国仏教の受容・発展過

程を学習する。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、①中国に受け入れられた仏教の特色を的確に説明できる、②仏教と

中国文化との関連性を理解できる、という点を設定する。| 

 

■成績評価の基準 

問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標に

基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の理

解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～79

点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～100

点として評価する。 



授業コード Q5239 （認定科目名：東北アジア史特講１） 

授業科目 東北アジア史特講１ 単位 2.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・韓国現代史（岩波新書 

新赤版 1577） 
文京洙 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

1945 年以後今日に至る韓国現代史の流れを理解することを目的とする。今は「韓流」や観

光のイメージで多くの日本人に親しまれている隣国であるが、その波瀾万丈の現代史につい

てはさほど知られていないのが事実である。第二次世界大戦の終結により日本の植民地統治

から解放されたものの、二つの国家に分断され、戦争と独裁、経済発展と民主化の激動を嘗

めてきた歴史である。戦後世界情勢の変化、南北朝鮮の相互関係、韓国社会内部の葛藤など

を総合的に考察することで、韓国の過去や現在を全うに理解することが出来よう。 
 

■学習の要点 

 韓国現代史の流れを把握し、大きな転換点になった出来事や、その意義について理解して

ほしい。テキストを通読して、今日の韓国を理解することに役立ったとすれば、この科目の

学習は充分成功を収めたことになる。以下、学習の要点を列挙しておく。|１．日本の植民地

統治からの解放から、米ソの分割占領、そして南北朝鮮に二つの国家が樹立し、分断体制を

形成する過程について、国際情勢の流れの中で理解する。|２．朝鮮戦争の勃発背景や経過、

戦争が遺した影響について理解する。|３．朴正熙政権下における韓国社会の変動、特に光と

影、とりわけ経済開発と独裁の両面について理解し、その後の歴史にどのような影響を及ぼ

したのかについて理解する。|４．長期にわたる独裁政権に戦ってきた民主化運動の流れ、

1987 年以後の民主化過程について理解する。|５．日米をはじめとする国際関係、北朝鮮（朝

鮮民主主義人民共和国）との関係の中で、韓国の政治・経済変動を理解する。|６．今なお韓

国社会で政治・社会的対立の構図を形成している「保守」と「進歩」の流れについて、その

歴史的背景を理解する。 
 

■学習の到達目標 
・韓国現代史の流れを把握し、大きな転換点になった出来事や、その意義について理解する

こと|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を文章でしっかりと叙述できること 

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。  



授業コード Q5251 （認定科目名：西洋古代・中世史特講１） 

授業科目 西洋古代・中世史特講１ 単位 2.0 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

修道院の歴史-聖アントニ

オスからイエズス会まで 
杉崎泰一郎著 創元社  

    

 
 

■授業の概要 

 西洋キリスト教世界の「修道院」という存在は、現代の日本に暮らす我々にとって、ほと

んど馴染みがないものだろう。しかし中世の西ヨーロッパでは、修道院はさまざまな分野に

おいて社会や文化に影響を与えてきた。この授業ではそうした修道院の歴史を学ぶことを通

して、当時の西洋社会の移り変わりを知り、その後の西ヨーロッパに大きな影響を与える存

在であった修道院について総合的な理解を試みる。 
 

■学習の要点 

 本テキストは、古代から近世にかけての修道院の歴史を、それぞれの時代に出現した修道

院について、成立の社会的背景やその特徴に注目しつつ説明している。まずはテキストを通

読し、西ヨーロッパ社会における修道院の在り方の変遷について、全体像を把握してもらい

たい。| そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテーマについて学習し、各章ご

とに扱われている修道院の特徴や当時の社会状況について、前後の時代の修道院との比較を

通じて理解を深めてもらいたい。その際、下記の参考文献およびテキスト巻末に挙げられて

いる参考文献も積極的に活用することが望まれる。|１．中世を通じて西ヨーロッパ社会の修

道院の在り方に大きな影響を与えた「ベネディクトゥスの戒律」の成立とその内容の特徴に

ついて、それ以前に成立した他の戒律の影響や社会的背景も考慮しつつまとめる。|２．カロ

リング朝フランク王国の教会政策と、当時の修道院文化の発展の関連性について考察する。

|３．クリュニー修道院の発展について、修道院外部との関係や当時の社会状況を踏まえて考

察し、その独自の修道院生活や組織の特徴を理解する。|４．シトー修道会による修道院改革

の背景を踏まえつつ、その修道院規則や制度の特徴についてまとめる。|５．シャルトルーズ

会の修道院生活の特徴について、他の修道会と対比しつつ考察する。|６．グレゴリウス改革

と連動した教会の社会的活動の中で、新たに出現した騎士修道会について、いわゆる三大騎

士修道会を中心に、その成立背景と理念、活動の特徴についてまとめる。|７．１３世紀に出

現する托鉢修道会の活動について、当時の教会や社会の変化を踏まえつつ考察する。 
 

■学習の到達目標 

 現代にいたるまでさまざまな分野において社会や文化に影響を与えてきた修道院の歴史

について学び、それを通して中世西ヨーロッパのキリスト教世界について知識と総合的な理

解を得ること。 
 

■成績評価の基準 

 成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意

見や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出

題の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。| 



授業コード Q5253 （認定科目名：西洋近世史特講１） 

授業科目 西洋近世史特講１ 単位 2.0 

担当者 塚本 栄美子 
シラバスグルー

プ 
T0Q012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ベルリン・歴史の旅 都市

空間に刻まれた変容の歴史 
平田達治 大阪大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

現在のドイツの首都であるベルリンは、冷戦期において分断の歴史を経験したことでよく知

られ、とりわけ現代史において注目される都市である。それ以前においては、19 世紀後半

のドイツ統一を機にドイツ帝国の帝都となり、近代ドイツ史の中心舞台として語られる。だ

が、こうして近現代に大都市として登場するベルリンの礎は、ほかでもなくそれに先立つ近

世に形づくられた。本科目では、都市計画による空間整備とともに、多様な人びとを受け入

れることにより、政治・文化の中心地としての機能を整えていったベルリンの歴史に着目す

ることにより、近代社会や国家の成立に向かって果たした近世都市の役割を考察することを

目的とする。そうすることによって、近世という時代の特質とともに、近代とは何かという

問題にも迫ることができる。 
 

■学習の要点 

(1) 日本とのかかわりからベルリンの歴史に親しみ、問題意識を共有するように努めるこ

と。|(2) 中世から近世にかけての王都としての発展と、政治や文化との相互関係を理解す

ること。|(3) 近世から近代にかけて、外的要因に翻弄されつつ、王家や来たる国民国家の

表象の場としてベルリンが果たした役割について理解し、政治権威の表象の問題について考

察すること。|(4) 他者を受け入れることにより多文化都市として発展し、啓蒙期のヨーロ

ッパにおいて一つの文化センターとなったベルリンの側面について理解すること。|(5)  第

1 次世界大戦から冷戦終結までの歴史を概観し、1 都市と世界とのかかわりについて理解を

深め、ローカルな歴史とグローバルな歴史との関係を考察すること。|(6) （2）〜（5）を

踏まえて、近代都市とは異なる「近世都市」の特質とその発展要素を考察すること。その際、

近代との連続性についても留意されたい。| 
 

■学習の到達目標 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。  



授業コード Q5255 （認定科目名：西洋近代史特講１） 

授業科目 西洋近代史特講１ 単位 2.0 

担当者 水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

二〇世紀の歴史 岩波新書 

新赤版 1499 
木畑洋一 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

1870 年代から 1990 年代までを「長い二〇世紀」ととらえ、その構造と性格を帝国主義世

界体制（帝国世界）の面から解説します。「長い二〇世紀」とは、19 世紀後半から 20 世紀

初頭にかけて作り上げられた世界の仕組みが、二つの世界大戦を通じて動揺し、再編され、

解体されていく過程でした。この経緯を「帝国主義」をキーワードとして、支配側だけでな

く、被支配側による戦争協力やその後に進行した独立抵抗運動、脱植民地化の流れもまじえ

てみていきます。なぜこの時期が「長い二〇世紀」たり得るのか。それは 21 世紀の現在で

は克服されたといえるものなのか。現代につながる大きな歴史の流れのなかで、「長い二〇

世紀」はどのような意味を持っているのか、について考えていきます。 
 

■学習の要点 

歴史を学ぶ魅力を知ること。先行研究の視点や理論を把握しつつ、現代世界を正しく理解す

るうえで必要なバランス感覚を養い、世界史という観点にたって議論を組み立てること。そ

のためには、個々の事件や出来事をただ覚えるのではなく、それらを発生させた大きな歴史

の流れについて理解することが重要となります。またその際、歴史学における課題の設定や

史料の活用、解釈の方法など方法論についても検討し、西洋史学研究の基礎を修得します。

そういった視点を身につけることは、ひいては私たちが生きている時代の展望を探る鍵にも

なるでしょう。 
 

■学習の到達目標 

① 「長い二〇世紀」という視点から、国際社会の動きについてある程度の理解ができる。|

② 大きな歴史の流れやヨーロッパ―植民地両者の連動を踏まえて、とりあげた事例を説明

できる。 
 

■成績評価の基準 
解答が「学習の到達目標」の各項目を十分に満たしているか、またはそれを踏まえて問題に

答えられているかにより、成績評価を行います。 



授業コード Q5257 （認定科目名：西洋宗教史特講１） 

授業科目 西洋宗教史特講１ 単位 2.0 

担当者 山内 暁子 
シラバスグルー

プ 
T0Q034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古典期アテナイ民衆と宗教 
ジョン・D.マイケルソン（箕

浦恵了訳） 
法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

古代ギリシアは、オリュンポス十二神を中心とする多神教世界でした。ポリスごとに、神々

への信仰を規定する暦が存在し、半神など地域に独特な祭祀も存在しました。神々が介在す

ると考えられた領域は、現代よりもずっと広範囲であり、信仰のあり方も違っていました。

ポリスという社会における身分制や習俗、あるいは神話に見られる神々が司る領域について

の知識とともに、ギリシア市民がなぜ宗教あるいは祭典を重んじたかについて理解してもら

います。テキストは一見したところ難解ですが、依拠した史料の箇所も注記してありますの

で、参考にしながら学習を進めてください。ギリシア人の宗教経験を考えることで、現代と

は全く異なる観念や慣習行動について学び、古代世界について独自の歴史像を持てるように

なることが、この科目の目標です。 
 

■学習の要点 

古代ギリシア宗教について、基礎的な事柄を一から学ぶのではなく、宗教に特化してその意

義を様々な慣習から読み解いていくというテキストです。古代ギリシアの社会制度について

全く白紙のままで読むと、難解かもしれません。しかし、巻末には事項や名称、また引用出

典についての索引が示してありますので、それを活用しながらテキストを読んでください。

多くの文献には日本語訳が存在しており、岩波文庫や西洋古典叢書（京都大学学術出版会）

には詳細な注が付記された翻訳もあります。もちろん、文学としての悲劇や喜劇、ギリシア

神話の一般書を参考にしてもらっても構いません。ポリスの市民は、一体どのような気持ち

で儀式に参加したのかを、いくつかのテーマに分けて考えられるようなテキスト構成になっ

ています。自分が興味を持つ観点から、テキストに接近していくように試みてください。 
 

■学習の到達目標 

設問の内容をよく理解し、テキストをよく読んだ上で設問の指示に従って内容をまとめるよ

うにしてください。史実や用語が正確であること、また明快な文章での論述を心がけるよう

に。学習の到達目標は、テキストを入口として、古代ギリシア社会の様相と、それを後の時

代がどのように受容したかについて、自分なりの歴史像を持つことです。 終試験における

評価基準は、上記のリポート評価基準と同様ですので、これらの点に気を付けて回答してく

ださい。評価については、あくまでテキストに書かれた部分を中心としていますので、テキ

ストをきちんと読み込んで、テキストに出ている範囲内でリポート作成すれば合格点に達し

ます。具体的には、テキストの内容が理解できているか（30-40 点）、また明快な論述がな

されているか（30-40 点）を中心に採点します。その上で、テキストの内容について独自の

考察があれば、 高で 20 点を加点します。 
 

■成績評価の基準 

歴史学においては、様々な仮説が検討されており、いろいろな解釈が可能な事象が多くあり

ます。しかし、一方でいくつかの考察を経て定着した用語や、歴史的経緯の説明については

広く共有され、議論の基盤となっています。受講生の方にはテキストや参考文献を読み、古



代ギリシア社会についてある程度の立体感を持った歴史像を抱いてもらい、それを解答で表

現できるようにして欲しいと考えています。テキストに書いてある歴史的な事例や、遺物や

遺跡などについて、具体的かつ正確な解説を行うことが、まず第一です。紹介されてある事

例について正しく理解していることを示し、かつそれについて何か考えていることがあれば

自分の考察したことを書いて下さい。その際、史実として知られていること、テキストの著

者の書いたこと／指摘したいこと、自分自身が考えたこと、これらを意識的に区別して書い

て下さい。テキスト全体が自分にとって難しかった場合は、テキストの中でよく理解できた

部分をアピールして下さい。基準としては、①テキストの内容が理解できているか、②史実

を正しく解釈し、書き表すことができているか、③自分なりの解釈を行おうと努力している

のか、という３点を見て行きます。①と②ができていない場合は不合格ですが、③について

は自分なりの言葉で書けていれば評価したいと思います。 



授業コード Q5259 （認定科目名：東西交流史特講１） 

授業科目 東西交流史特講１ 単位 2.0 

担当者 鈴木 楠緒子 
シラバスグルー

プ 
T0Q027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

オスマン vs.ヨーロッパ ： 

「トルコの脅威」とは何だ

ったのか（講談社選書メチ

エ；237） 

新井政美著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 この授業では、歴史上ユーラシア大陸の東西交流の有力な担い手となってきたトルコ系の

人々によって建設されたオスマン帝国の西方への拡大の歴史を取り上げ、この国が東西交流

史の中で果たした役割について考えていく。その際、「トルコの脅威」に直面したヨーロッ

パがそれにどのように対処していったかについても具体的に跡づけることを通じて、「ヨー

ロッパ近代」の形成にオスマン帝国の存在が与えた影響についても考察を進めることとす

る。以上の作業を通じて、東西交流史の重要な一側面に対する理解を深めることが、この授

業の目標である。| 
 

■学習の要点 

(1)歴史上どのような勢力がユーラシア大陸の東西交易ルートを掌握してきたのかを理解す

る。|(2)(1)を踏まえた上で、トルコ系の人々の活動の特色を理解する。|(3)トルコ系の人々が

イスラム教を受容したことを契機に、ユーラシア大陸の東西交流史が活発化していく過程を

理解する。|(4)ヨーロッパにとっての「トルコの脅威」は、キリスト教対イスラム教という単

純な図式には還元できないことを、具体的な事例から理解する。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」を参考にしながらテキストの内容と出題の意図を正しく理解した上で、それ

を明快な日本語で論理的に表現する。 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を正確に理解し、出題内容に即した論述になっているかどうかが、第一の評

価基準である。下の参考文献等を利用し、学習内容を発展させた記述になっている場合は、

加点する。 



授業コード Q5409 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード Q5410 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード Q5413 （認定科目名：日本文化史） 

授業科目 日本文化史 単位 2.0 

担当者 工藤 美和子 
シラバスグルー

プ 
T0X041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文化をよむ ５つのキ

ーワード（岩波新書 新赤版

1675） 

藤田 正勝 著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 現代社会は、これまで自文化と異文化との交流においては、往々にして他国との文化の比

較を通し、自国の文化の独創性や優秀性を強く主張する傾向にあった。しかし、文化の多様

性への理解が求められる現代では、多文化との交流・理解を通して、実は自国の文化や社会

のあり方を問い直すきっかけになることが指摘されている。| そこで本科目では、今一度、

「日本文化とは何か」について理解を深める。 
 

■学習の要点 
①文化の多様性への理解。|②時代や身分階層による文化の変遷。|③自国の文化の長所と問

題点を公平にみる視点。| 

 

■学習の到達目標 指摘テキストの読解、問題提起、考察を深められること。 

 

■成績評価の基準 ①指定テキストの習熟度。|②科目 終試験の課題に沿っているかを重視。 



授業コード Q5414 （認定科目名：東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 2.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわたっ

ている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。  
 

■学習の要点 

 リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化

について、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 

第１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する

（２）。第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・

11）。第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、

多角的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を

理解する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・

発展を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。  
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード Q5415 （認定科目名：西洋文化史） 

授業科目 西洋文化史 単位 2.0 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魔女・怪物・天変地異 —近

代的精神はどこから生まれ

たか 

黒川正剛著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 中世末から近世にかけてのヨーロッパ世界では、「魔女狩りの激化」と「驚異の大増殖」

という二つの出来事が同時代現象として噴出した。それは中世から近代へと移り変わる過渡

期であり、中世的な考え方と近代的な考え方がせめぎあう時期であった。この授業では「魔

女狩り」と「驚異」の歴史を考察することを通して、西洋における近代的精神がどのように

生まれてきたのか理解することを目指す。 
 

■学習の要点 

 まずは本テキストを通読し、「驚異」と「魔女／魔術」に対する人々の認識の変容につい

て、全体像を把握してもらいたい。そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテー

マについて学習し、各章ごとに扱われている内容の理解を深め、テキスト著者の主張を考察

してもらいたい。その際、下記の参考文献やテキスト巻末に挙げられている参考文献なども

活用すると良いだろう。||１．近世以前のヨーロッパの人々の、「驚異」に対する認識と「好

奇心」に関する考え方について、後世への影響も踏まえつつまとめる。|２．大航海時代の幕

開けが、ヨーロッパ人の「驚異」に対する認識と「知的好奇心」に与えた影響について、地

図・植物誌・動物誌などにおける発展・変容を踏まえつつまとめる。|３．16 世紀ヨーロッ

パにおける、新大陸をはじめとする異境由来の「驚異」についての認識と、「好奇心」に関す

る見解について、アンドレ・テヴェやアンブロワーズ・パレの著述を中心にまとめる。|４．

宗教改革前後の時代のヨーロッパ社会における、怪物・驚異を「世界の終末」や「神の怒り」

として認識する傾向について、各地のさまざまな例を踏まえつつ整理する。|５．近世を通し

て緩やかに進行した、「驚異の自然化」と「好奇心の近代化（名誉回復）」について、パレな

どの萌芽的な動きと、中世的考え方を維持しようとする立場を対照させつつまとめる。|６．

魔女狩り激化の時代とその終焉以降において、「魔女」と「魔術／驚異」についての認識はど

のように変化したか、例を挙げつつ整理する。|７．近代的精神の成立に向けて、「悪徳とし

ての好奇心」から「学知の起動力としての好奇心」へという変化について、それと連動した

ジェンダーの問題についても踏まえつつ、例とともにまとめる。 
 

■学習の到達目標 

 「魔女／魔術」および「驚異」に対するヨーロッパの人々の認識の変容について学び、そ

れを通して西洋の近代的精神とは何か、近代化とは何かということについて総合的な理解を

得ること。 
 

■成績評価の基準 

 成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意

見や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出

題の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。  | 



授業コード Q5416 （認定科目名：交渉・交流史） 

授業科目 交渉・交流史 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際交易の古代列島 田中史生・著 KADOKAWA  

    

 
 

■授業の概要 

グローバル化が進展するこんにちではあるが、こうした「国際」的関係・交流は、日本列島

を含む東アジアにおいては古代より見られるものである。本講義では、従来日本列島内部で

のみ語られがちな古代史を、首長層の交流や民間海商の活動など、国際的交易の観点から学

修する。 
 

■学習の要点 

テキストを的確に講読し、それをノートなどにまとめておくとよい。またテキストだけでな

く、様々な文献にも目を通し、意見の相違などを理解しておくこと。また古代の交流を日本

の立場だけでなく、中国から見た場合、どう理解できるかも、積極的に考えること。 
 

■学習の到達目標 

①日本列島を含む東アジア古代の交流・交渉の歴史について、その流れを理解している。|②

東アジアにおける古代の交流・交渉について、具体例を挙げながら的確に述べることができ

る。|③東アジア古代の交流・交渉の果たした役割について、適格に述べることができる。 
 

■成績評価の基準 
①テキストが的確に読めているかを基準とします。|②他の文献や意見を参照して、テキスト

との異同を理解できているかを基準とします。 



授業コード Q5417 （認定科目名：政治文化史） 

授業科目 政治文化史 単位 2.0 

担当者 佐古 愛己 
シラバスグルー

プ 
T0Q022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本歴史 05 律令国家の

転換と「日本」 
坂上康俊著 講談社文庫  

日本歴史 06 道長と宮廷

社会 
大津透著 講談社文庫 [ISBN]9784062919067 

 
 

■授業の概要 

テーマ：平安時代の政治と文化|概要：政治文化とは、ある社会や社会を構成する人々に特有

の政治認識・政治行動のパターンをいう。近年の諸研究において、日本の政治文化の特徴は、

権威上義的性格、集団主義的、他者依存的、状況依存的、「場」の重視などと指摘されてい

る。このような政治文化は、それぞれの時代の政治形態や文化と関連して醸成されたもので

あるといえよう。本講義では、日本の古代から中世への移行期である平安時代の政治と文化

を取り上げて、政治と文化との関連性や日本の政治文化の特徴の一端を考える。 
 

■学習の要点 

多くの受講者にとっては、専門用語や人名などが難しく感じられるかもしれません。面倒で

はありますが、辞書をこまめに引くことが、研究の第一歩です。辞書を引きながら、ゆっく

り読み進め、 後にもう一度、全体を読み通してみてテキストの内容理解を深めてください。 
 

■学習の到達目標 

・平安時代の政治形態の推移とその特徴を説明できる。|・平安貴族社会の文化的特徴を説明

できる。|・日本の古代から中世社会への移行状況を理解し、政治と文化の関係を説明できる。

| 
 

■成績評価の基準 

・平安時代に関する基礎的知識を有し、用語や概念を的確に理解した上で論述しているかを

判断します。|・テキストの内容を十分に理解しているかを判断します。|・テキストの内容を

踏まえた上で、自分の考えや意見を、史料的根拠に基づき述べられていれば高く評価します。 



授業コード Q5418 （認定科目名：書誌学） 

授業科目 書誌学 単位 2.0 

担当者 仲 沙織 
シラバスグルー

プ 
T0M015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

江戸の板本 書誌学談義 中野三敏 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

（一）書誌学は個々の書物の特質・特性を見定めることに主眼をおいた学問である。そのた

めには、他の書物との類似・相違点を見つけ出し、特質を認知しなければならない。したが

って、実際に和本（板本）を手に取って調査することを推奨する。|（二）書物に共通してい

る部位・箇所があり、かつそれらに与えられた名称及び正確な知識とそれに基づいた調査手

法を修得しなければならない。|（三）書物の各部位・箇所についての名称や詳細な知識を身

につけ、様式（ジャンル）の異なる書物の調査についても、対応できるようにする。|（四）

書誌学は、書物を も重要な研究のメディアとする文学や史学研究の補助科学の一つである

が、その研究のためには、逆に文学・史学・美術史・工芸史等、さまざまな領域の知識が必

要であると認識すること。 
 

■学習の要点 

 古典籍は、なおまだ古い民家や寺社、図書館など身近な所に所蔵されていながら、未調査

のまま眠っているものも数多くある。現在、『国書総目録』（岩波書店）や「日本古典籍総合

目録データベース」（国文学研究資料館ホームページ：http://base1.nijl.ac.jp）などによって

知られるものは約 70 万点といわれているが、その内 9 割以上は未だに活字に翻刻されてい

ないと考えてよい。これらの身近にありながらまだ知られていない新資料、その反対に市中

にありふれた江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を

習得することが本科目のねらいである。書物とどう対峙し、取り扱い、調査し、その本独自

の特質を書誌記述するために知識と技術を身につけて欲しい。| テキストは簡潔で分かりや

すく、読めばすぐに理解できるはずであるが、上記の目的から是非とも和本（版本）と遭遇

して、その本の独自の特色をどう認知することができるか、実践的な調査を行う機会ならび

に契機となるよう役立てて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

１．江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習得する

ことを目標とする。その学習の到達度に即して成績評価する。|２．箇条書き指定の問題につ

いては、各箇条毎に見出しを記すとともに、具体的な調査理由もつけること。また、どの問

題についても、正確な書誌学用語を用いて答案を作成するよう心がけること。| 
 

■成績評価の基準 

 試験問題に関わる重要なキーワードや、具体的で正確な説明等に対して加点し、これをも

って 100 点満点とする。なお、正確な書誌学用語が用いられていない場合、加点対象とはな

らないので注意すること。 



授業コード Q5419 （認定科目名：日本思想史） 

授業科目 日本思想史 単位 2.0 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0Q004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概説日本思想史 佐藤弘夫 編集委員代表 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、日本の古代から現代にいたる日本思想の歴史を学ぶ。日本の思想の特徴

としては、伝統的な思想を保持しようとする傾向、海外思想を取り入れることによりその後

進性を克服しようとする努力、新旧両思想の反発と融合による二重構造の形成といったこと

が指摘できる。日本の思想や文化、その歴史や伝統を学ぶことは、民族の歴史や伝統を再検

討・再認識することでもあり、また、思想や文化の新しい進路を探ることにつながる。 
 

■学習の要点 

 テキストは古代から現代までの通史である。第１章 「日本の誕生」〜第２５章「国民と

市民の相克」からなるが、 初に目次を参考に、各章の特色を把握すること。試験問題は、

各時代において基礎的に重要と思われる事項や思想について出題している。テキストは通史

また概説書として編纂されたものであるので、参考文献を手がかりに、より一層の考察を深

めてほしい。|１．奈良時代の仏教と寺院|２．摂関政治と国風文化|３．平安時代の仮名文学

と物語文学|４．中世の文芸と芸能の思想|５．近世の町人の思想・農民の思想|６．大正デモ

クラシーの思想 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。|・問題はテキス

トに即して出題する。出題意図、問題内容、何を書くか、結論はどうするか、じっくり考え

て解答すること。|・誤字脱字、文体の不統一、不自然な表現や意味不明な表現がはなはだし

い場合は不合格とする。|・採点は加点方式を基本とする。問いに対して解答するに必要なキ

ーワードがすべて含まれていると 60 点とする。|・出題の要点を正しく理解していて、表現

が的確であり、主張の要旨が明快であれば高く評価する。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点が正しく理解できていること。表現が的確であること。主張の要旨が明確である

こと、等を評価の基準とする。 



授業コード Q5420 （認定科目名：東洋思想史） 

授業科目 東洋思想史 単位 2.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門 中国思想史 井ノ口哲也著 勁草書房  

    

 
 

■授業の概要 
中国思想の変遷について、各時期の思想的特色を規定する時代背景をも視野に入れて、殷周

期から近現代までを通史的に理解する。  

 

■学習の要点 

学習に当たっては、春秋末〜戦国期における諸子百家の出現、秦始皇帝の統一～前漢武帝期

における思想動向、魏晋南北朝期における道教・仏教の隆盛、宋代における朱子学の成立と

その後の展開、明代〜清朝における考証学および西洋思想との邂逅、清朝後半期〜民国期に

おける近代思想の展開等に注意しながら取り組むこと。  
 

■学習の到達目標 

①中国思想の変遷を的確に説明することができる。|②各思想は、相互に影響しあいながら成

立していることを説明することができる。|③各時期の思想的特色を、歴史的背景をも視野に

入れて説明することができる。  
 

■成績評価の基準 

学習の到達目標に示した①～③の点が、どれだけ達成されているかによって評価する。到達

目標②③が不十分であっても、①ができていれば 60～69 点、十分とはいえないが①～③の

すべてに論及できていれば 70～79 点、①～③をほぼ達成できていれば 80～90 点、①～③

を十分に達成していれば 90～100 点。 



授業コード Q5421 （認定科目名：西洋思想史） 

授業科目 西洋思想史 単位 2.0 

担当者 山内 暁子 
シラバスグルー

プ 
T0Q035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学問としてのオリンピック 村田奈々子・ 橋場弦著 山川出版社  

    

 
 

■授業の概要 

2020 年、東京でオリンピックが開催されますが、これは古代ギリシアにおける「オリンピ

ア祭」にならったものです。ギリシア人はオリュンポス十二神を中心とする多神教を信仰し、

オリンピア祭はゼウスへの動物犠牲を主な儀式とする宗教行事でした。同時に、祭典は古代

市民たちが冠と名誉をかけて戦う場であり、多くの情報交換や政治・哲学・芸術などのアピ

ールを可能ともしたのです。授業のテキストはオリンピア祭だけでなく、それを近代オリン

ピックへと転換した思想的バックグラウンドについても取り上げており、今日的観点からも

オリンピア祭を考えることが可能です。第 4 章「スポーツを科学する」は、思想史の観点か

らはやや異質で、リポートや試験についてはその他の章に重点を置いた記述をするように注

意してください。古代の祭祀については、第１章と第３章を参考にし、思想としてオリンピ

ックを考察する際には第２章と第５章を熟読することを勧めます。古代の祭儀について詳細

な情報が欲しい場合は、参考文献として挙げる桜井万里子・橋場結弦編『古代オリンピック』

を読んでください。古代ギリシア人が実践した祭儀を、なぜ現代世界において私たちが受け

継いでいるのか、あるいはオリンピックとはどのような歴史観が反映されたものなのか—自

ら問いかけながらテキストに取り組むことによって、オリンピックについて独自の考えを持

てるようになることが、この科目の目的です。 
 

■学習の要点 

テキストの記述は平明で分かりやすく、読み進めやすいのですが、何人かの著者によって書

かれたものであるという性質上、通読が難しく感じる部分もあるかもしれません。自分が興

味を持ったテーマについての関連部分をチェックし、そこを中心に読み解くことを勧めま

す。「授業の概要」で上述した通り、古代の祭祀については『古代オリンピック』が参考にな

りますし、テキスト巻末の参考文献リストには、日本語で読める一般書や古典史料が案内さ

れているので、自分が興味を感じたものを手に取ってみてください。もちろん、テキスト一

冊を深く読み込むことも大切ですが、自分が関心を持った部分だけでも理解を広めていただ

きたいと思います。テキスト第 3 章は考古学的遺物、すなわち「モノ」を中心としてオリン

ピックを概観した部分ですが、このように「モノ」や視覚的史料に基づいて知見を深めるこ

ともひとつの方法です。参考にした文献はリポートなどにきちんと明記して、テキスト理解

のための努力をアピールしてください。自分独自の観点から、テキストに接近していくこと

を試みてください。 
 

■学習の到達目標 

設問の内容をよく理解し、テキストをよく読んだ上で設問の指示に従って内容をまとめるよ

うにしてください。史実や用語が正確であること、また明快な文章での論述を心がけるよう

に。学習の到達目標は、テキストを入口として、古代ギリシア社会の様相と、それを後の時

代がどのように受容したかについて、自分なりの歴史像を持つことです。 終試験における

評価基準は、上記のリポート評価基準と同様ですので、これらの点に気を付けて解答してく



ださい。評価については、テキスト読解の力を中心としていますので、テキストをきちんと

読み込んで、テキストに出ている範囲内でリポート作成すれば合格点に達します。具体的に

は、テキストの内容が理解できているか（40 点）、また明快な論述がなされているか（40 点）

を中心に採点します。その上で、テキストの内容について独自の考察があれば、 高で２０

点を加点します。 
 

■成績評価の基準 

歴史学においては、様々な仮説が検討されており、いろいろな解釈が可能な事象が多くあり

ます。しかし、一方でいくつかの考察を経て定着した用語や、歴史的経緯の説明については

広く共有され、議論の基盤となっています。受講生の方にはテキストや参考文献を読み、古

代ギリシア社会についてある程度の立体感を持った歴史像を抱いてもらい、それを解答で表

現できるようにして欲しいと考えています。テキストに書いてある歴史的な事例や、遺物や

遺跡などについて、具体的かつ正確な解説を行うことが、まず第一です。紹介されている事

例について正しく理解していることを示し、それについて自分の考察したことがあれば書い

て下さい。その際、史実として知られていること、テキストの著者が書いたこと／指摘した

いこと、自分自身が考えたこと、これらを意識的に区別して書いて下さい。テキスト全体が

自分にとって難しかった場合は、テキストの中でよく理解できた部分をアピールして下さ

い。基準としては、①テキストの内容が理解できているか、②史実を正しく理解し、書き表

すことができているか、③自分なりの解釈をしようと努力しているのか、という 3 点を考慮

します。①と②ができていない場合は不合格ですが、③については自分なりの言葉で書けて

いれば評価したいと思います。 



授業コード Q5422 （認定科目名：宗教文化） 

授業科目 宗教文化 単位 2.0 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0X008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文化の歴史 尾藤 正英 著 岩波新書  

    

 
 

■授業の概要 アジアの宗教特に仏教が生み出した文化の諸相とその背景にある仏教思想を理解する。 

 

■学習の要点 

仏教にも様々な哲学や思想がある。それらの仏教思想の違いによって文化として表出された

ときにも異なりがあるので、文化現象だけではなくその奥に隠れた思想の違いを理解するよ

うにする必要がある。 
 

■学習の到達目標 
様々な文化の背景に思想や世界観があり、その思想や哲学とそれらの文化がどのように結び

ついているのかの概要が掴めるようにすることを目標とする。  

 

■成績評価の基準 あくまで自分の言葉で語っているか、を重視して評価します。 



授業コード Q5423 （認定科目名：社会経済史） 

授業科目 社会経済史 単位 2.0 

担当者 宮澤 知之 
シラバスグルー

プ 
T0Q018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国銅銭の世界 銭貨から

経済誌へ 
宮澤知之著 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

前近代社会は現代社会とは異なる原理で成立している。現代日本は資本主義体制のもとにあ

り、我々はその中で生まれ育ち、教育を受けてきた。おのずから過去を見る眼は現代を基準

にすることを免れない。社会経済史は資本主義でない経済の仕組みを対象とする分野であ

り、経済学辞典も通用しない世界である。本講義で取り上げる中国貨幣史は、日本とは現代

においても体制を異にする中国の、しかも前近代の貨幣史である。現代日本にしばられない

自由な眼で過去の中国の社会経済をみるとどうなるかを学修する。 
 

■学習の要点 

|貨幣とは何かという問題がまずある。我々が実感できる貨幣とはコインか紙幣である。近年

は仮想通貨なるものもある。現代と過去で貨幣の定義が異なってはいけないから、素材で決

めるわけにはいかない。そこで本講義では貨幣機能を普遍的にもつものという定義から出発

する。貨幣機能とは何かが次の問題になる。本講義では、価格を表示する機能、ものを購入

する機能（ただし即金で）、税金を納入する機能、貯蓄する機能の 4 つを想定する。呪術機

能は前近代における重要な機能だがこれは省く。これらのことに気をつけて学習する。なお

貨幣理論は様々な立場がある。いろんな参考書を読むとき、明示されていないものが多いが、

どのような立場で書かれているかに注意を払うことが肝要である。| 
 

■学習の到達目標 

中国銭貨の基本的属性がどのように形成されたか理解できる。財政と市場の関係が時代によ

って変化するのに応じて銭貨の属性はどのように変化したかが説明できる。中国貨幣の信用

はどのような獲得されたか説明できる。 
 

■成績評価の基準 
論述問題が要求する課題の範囲内で、中国貨幣の諸特質を、一つ一つ理解してまとめている

かを見る。 



授業コード Q5509 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード Q5510 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

 テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳

説されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教

を探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、

自分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教

社会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀

礼の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード Q5511 （認定科目名：日本史概論） 

授業科目 日本史概論 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考える」

方法を学ぶことを目的としている。|歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に羅列す

るものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように関連し

あっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれらの中で

何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。|そのためにも、今につながる日本の

歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各時代にお

ける個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷を考えよ

うとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の流れを知

ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連など、その

時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を見る目を

養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中で

把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったのか、

またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかについ

て、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じて日

本の歴史全体への知識を深めてほしい。|したがって、本科目で要求されているのは、歴史事

象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷がわか

る形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポイント

を考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。|・奈良時代の政治につ

いて|・古代社会と信仰（仏教、神道など）について|・執権政治の展開について|・中世から近

世の農民生活について|・鎖国から開国への政治過程について|・民権運動と政党政治の関係

について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する概括的な理解（40％）|問題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード Q5512 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード Q5513 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋史概論 単位 2.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード Q5514 （認定科目名：人文地理学１） 

授業科目 人文地理学１ 単位 2.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地理学基礎シリーズ 地理

学概論〔第 2 版〕 

上野和彦・椿真智子・中村康

子編著 
朝倉書店  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。 
 

■学習の要点 
  ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。|  ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。|  ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場|           合は不合格とする）。

| 



授業コード Q5515 （認定科目名：自然地理学１） 

授業科目 自然地理学１ 単位 2.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地

球環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。  
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。  
 



■成績評価の基準 
問題の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。  



授業コード Q5516 （認定科目名：地誌学１） 

授業科目 地誌学１ 単位 2.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌[改訂版] 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点をまとめる

こと。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今後あるべ

き国際関係についても考察すること。  
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題を適切に理解している。|③世界のさ

まざまな地域や国における人種・民族に関する問題について、歴史的背景を踏まえて説明す

ることができる。  
 

■成績評価の基準 

①問題が問う問題について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が対象地域で発生した歴史的経緯を

正しく説明できていること。  



授業コード Q5517 （認定科目名：法律学概論１） 

授業科目 法律学概論１ 単位 2.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S151 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード Q5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード Q8101 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋の歴史１ 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード Q8102 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋の歴史１ 単位 2.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード Q8103 （認定科目名：地誌学１） 

授業科目 地誌学１ 単位 2.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌[改訂版] 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点をまとめる

こと。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今後あるべ

き国際関係についても考察すること。  
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題を適切に理解している。|③世界のさ

まざまな地域や国における人種・民族に関する問題について、歴史的背景を踏まえて説明す

ることができる。  
 

■成績評価の基準 

①問題が問う問題について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が対象地域で発生した歴史的経緯を

正しく説明できていること。  



授業コード Q8104 （認定科目名：人文地理学１） 

授業科目 人文地理学１ 単位 2.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。 
 

■学習の要点 
  ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。|  ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。|  ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場|           合は不合格とする）。

| 



授業コード Q8105 （認定科目名：自然地理学１） 

授業科目 自然地理学１ 単位 2.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地

球環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。  
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。  
 



■成績評価の基準 
問題の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。  



授業コード Q8106 （認定科目名：法律学概論１） 

授業科目 法律学概論１ 単位 2.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S151 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード Q8107 （認定科目名：社会学概論１/社会学概論） 

授業科目 社会学概論１ 単位 2.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．タルコット・パーソンズの AGIL 図式について把握すること。| ２．日本社

会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| ３．現代家族

の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| ４．量的調査

と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．文化相対主義、同化主義などについて

把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標  学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。 

 

■成績評価の基準 
 科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的ア

プローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード R0516 （認定科目名：仏教思想史） 

授業科目 仏教思想史 単位 2.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教入門（角川選書 

537） 
末木文美士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

    

 
 

■授業の概要 

日本の仏教思想を学ぶ場合、 澄・空海・源信・法然・親鸞などが著わした教理的著作を読

むことになるが、いきなりそれらを読んで理解できるものではない。仏教思想の基本とその

展開をある程度把握しておくことや、漢文・古文の読解力が求められる。日本の仏教思想史

を専門とされる末木文美士氏の『日本仏教入門』は、古代・中世を中心に研究上の課題や問

題点を幅広い視点から論じたものである。新しい学界の動向を積極的に受け止め、研究課題

を種々提案されるとともに、今後の研究課題についても明確に示されており、近年の研究成

果を踏まえた日本仏教思想史研究に大変有益である。|また、本書は仏教思想の基本を分かり

やすく解説しており、入門書としてふさわしいとともに、示された課題について、深く研究

していく糸口も示されており、その内容は深いものがある。|本科目は、これを精読すること

によって、近年の仏教思想研究の動向と課題をしっかりと把握することを目的とする。||| 
 

■学習の要点 

テキストでは日本の古代・中世を中心に仏教思想の特色や展開が通覧してある。卒業論文作

成において、それぞれの章が参考になると同時に、自己の研究テーマに関連する章を精読す

ることによって、仏教思想研究の基礎を学習することができるように思われる。各自、自己

の研究テーマに則して関連する章を中心に学習して欲しい。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に示したように、自分が関心のある、あるいはそれに近いテーマを選ぶこと

によって、卒業論文へ向けて知識を集積し、問題意識や課題をはっきりさせることができれ

ばよい。||| 
 

■成績評価の基準 
テキストや参考文献をどれだけ正しく理解し、それを自分の文章で論理的に説明できている

か。また現段階の自分の意見や問題意識を積極的に書くこと。 



授業コード R0519 （認定科目名：書誌学） 

授業科目 書誌学 単位 2.0 

担当者 仲 沙織 
シラバスグルー

プ 
T0M015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

江戸の板本 書誌学談義 中野三敏 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

（一）書誌学は個々の書物の特質・特性を見定めることに主眼をおいた学問である。そのた

めには、他の書物との類似・相違点を見つけ出し、特質を認知しなければならない。したが

って、実際に和本（板本）を手に取って調査することを推奨する。|（二）書物に共通してい

る部位・箇所があり、かつそれらに与えられた名称及び正確な知識とそれに基づいた調査手

法を修得しなければならない。|（三）書物の各部位・箇所についての名称や詳細な知識を身

につけ、様式（ジャンル）の異なる書物の調査についても、対応できるようにする。|（四）

書誌学は、書物を も重要な研究のメディアとする文学や史学研究の補助科学の一つである

が、その研究のためには、逆に文学・史学・美術史・工芸史等、さまざまな領域の知識が必

要であると認識すること。 
 

■学習の要点 

 古典籍は、なおまだ古い民家や寺社、図書館など身近な所に所蔵されていながら、未調査

のまま眠っているものも数多くある。現在、『国書総目録』（岩波書店）や「日本古典籍総合

目録データベース」（国文学研究資料館ホームページ：http://base1.nijl.ac.jp）などによって

知られるものは約 70 万点といわれているが、その内 9 割以上は未だに活字に翻刻されてい

ないと考えてよい。これらの身近にありながらまだ知られていない新資料、その反対に市中

にありふれた江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を

習得することが本科目のねらいである。書物とどう対峙し、取り扱い、調査し、その本独自

の特質を書誌記述するために知識と技術を身につけて欲しい。| テキストは簡潔で分かりや

すく、読めばすぐに理解できるはずであるが、上記の目的から是非とも和本（版本）と遭遇

して、その本の独自の特色をどう認知することができるか、実践的な調査を行う機会ならび

に契機となるよう役立てて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

１．江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習得する

ことを目標とする。その学習の到達度に即して成績評価する。|２．箇条書き指定の問題につ

いては、各箇条毎に見出しを記すとともに、具体的な調査理由もつけること。また、どの問

題についても、正確な書誌学用語を用いて答案を作成するよう心がけること。| 
 

■成績評価の基準 

 試験問題に関わる重要なキーワードや、具体的で正確な説明等に対して加点し、これをも

って 100 点満点とする。なお、正確な書誌学用語が用いられていない場合、加点対象とはな

らないので注意すること。 



授業コード S0502 （認定科目名：教育評価/教育評価論） 

授業科目 教育評価 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18〜24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂

さ れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52〜68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32〜35、pp.68〜85、pp.116〜127、pp.158〜161 など）。|４）

幅広い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要

がある。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このと

き評価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活

かし方についても考えておくこと（テキスト pp.63〜67、pp.134〜161）。|５）評価計画を評

価する際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203〜208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

|【成績評価の基準および「答案」作成上の留意点】|科目 終試験は、以下のような基準で採

点します。|１．問題の要求にきちんと応えられている。|２．記述がテキストの内容を踏まえ



ている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に使用している。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード S0524 （認定科目名：幼児教育職入門） 

授業科目 幼児教育職入門 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S128 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂 保育職論 松本峰雄他・編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

教師・保育者になることを志望する学生に、学校・園における教師・保育者の仕事の実際を

歴史的に具体的に示しつつ、「教える」「保育する」という行為を成り立たせるために必要な

教師・保育者の能力について考察する。併せて幼小連携・幼保連携の観点から、教育・保育

の専門職として教育の制度について理解し、教師・保育者に求められる知識・資質・専門性・

連携等について考える。| 
 

■学習の要点 

教職・保育職の理解と教育・保育に必要な資質・能力を涵養する。|具体的には、以下の事項

等である。||・教師の存在意義|・現代学校教育の課題と教師の役割|・教師の歴史|・教師の職

責と求められる資質・能力|・幼児教育・保育の専門職に求められる資質|・教師・保育者の役

割|・教師・保育者の専門性|・教師・保育者としての成長|・社会の中の教師・保育者| 
 

■学習の到達目標 

1.  教師・保育者に必要な知識・技術の概要を把握する。|2.  教師・保育者に必要な資質能

力を理解する。|3. 教師・保育者の職務内容、服務上・身分上の義務を理解する。|4. ティ

ーム保育の意義及び専門家との連携について理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。 



授業コード S0525 （認定科目名：学校教育職入門） 

授業科目 学校教育職入門 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編② 教職論 
久保富三夫・砂田信夫編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本は教育大国になりましたが、同時に受験戦争、学歴社会問題、登校拒否や不登校問題、

中退者の増加、対教師暴力や荒れる学校、 近では学級崩壊、学力低下など多くの教育問題

が発生しました。| そこで、文部省（現：文部科学省）では、教員の資質向上、特に教員の

生徒理解、生徒指導力の向上を図ろうと 1988（昭和 63）年に教育職員免許法を改正しまし

た。また、教育職員養成審議会は、1997（平成９）年「新たな時代に向けた教員養成の改善

方策」と題する答申を文部省に出しました。これを受けて同省は、1998（平成 10）年、戦

後２回目の教育職員免許法の大改正を行いました。その改正の 大のポイントがこの「教職

論」の新設であり、教職の使命感を自覚させること、教職への志向と一体感の形成などを強

化しようというものです。近年の教員免許更新制や６年制教員養成制度の構想など、教職を

取り巻く政策は大転換の渦中にあるといえます。| 子どもの成長を援助し、子どもの成長を

もって自己の喜びとする仕事、それが教職であるといえるでしょう。教職は非常に人間的な

仕事であり、やり甲斐のあるすばらしい仕事です。教職を目指す方々は、教職のなんたるか

を学び、自分が教職に向くかどうかを熟考する契機にしてくださることを希望しています。 
 

■学習の要点 

 まず、教職とはどんな仕事か、その基本的な性格や社会的使命などについて考えてみまし

ょう。それは、教師の歴史、教職がどのような経過で職業として、社会制度として成立した

のでしょうか。そして、教員の在り方についての論争、すなわち聖職論、労働者論、専門職

論などを経て、今どう考えられているのか、文部科学省や教育職員養成審議会などでは、21

世紀の教員の在り方や期待される教員資質をどう描いているかなどを概観することによっ

て明らかとなります。| そして、現代社会が抱えている教育的諸問題と教員の関係を考察し

てみましょう。教育問題は、学級崩壊、いじめ問題から学力低下、教育改革まで実に多くの

問題が発生しており、それらは、今や、学校のみならず家庭や地域社会、さらには国家的な

問題にもなるなど広範囲で大きな社会問題になっているものも多いといえます。それらに教

師はどう対処したらよいのか、教師の役割は、複雑かつ肥大化しています。激動する社会、

急変する教育界の中で、教師の使命や役割は、どうあればよいのかを考えることが求められ

ているのです。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。| あらゆる教育の問題は教師の問題に帰着するといわれる

ように、子どもたちに直接接し、指導に当たる教員に、優れた人材を確保することの重要性

は、これまでも繰り返し唱えられてきたところでありますが、子どもたちに［生きる力］を

育むことを基本とするこれからの学校教育の実現を展望する時、教員の資質・能力の向上を

図っていくことが、その実現に欠かせないことを改めて指摘しておきます。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0526 （認定科目名：幼児教育課程論） 

授業科目 幼児教育課程論 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S130 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい幼児教育課程総

論 
岸井勇雄ほか編著 同文書院  

    

 
 

■授業の概要 

教育課程・保育課程、指導計画、保育の展開、評価、記録の方法などの意義や特徴について

実践的な観点から理解する。実践されている教育課程・保育課程、指導計画をもとに幼児の

発達に応じたカリキュラムの編成、指導計画の作成について学ぶことを通し、体系的指導力

の育成を図る。 
 

■学習の要点 

教育課程・保育課程の基本的構造を理解し、保育を計画・実践・評価・改善する力を身に付

ける。|具体的には以下のような事項等についてである。||・教育課程・保育課程とは|・教育

課程・保育課程の意義と必要性|・教育課程・保育課程の特徴と機能（カリキュラムマネジメ

ントの理解）|・教育課程・保育課程の変遷|・教育課程・保育課程の編成|・教育課程・保育課

程と指導計画の関連|・指導計画の編成|・教育・保育活動の評価と記録|・指導要録・保育要

録の意義と具体例|・幼小連携・幼保連携を踏まえたカリキュラムのあり方|・教育課程・保育

課程をめぐる現代的諸問題||| 
 

■学習の到達目標 

１． 就学前教育のカリキュラムの特徴と全体像を理解する。|２．教育・保育を実践する際

に考慮すべき要件や力量形成のあり方を理解する。|３．長期指導計画を踏まえた短期指導計

画の書き方を学ぶ。|４．観点をもって実践を振る返る日誌や指導要録の書き方を学ぶ。|５．

カリキュラム・マネジメントの意義を理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S0527 （認定科目名：学校教育課程論） 

授業科目 学校教育課程論 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

法的拘束力には議論がありますが、現実には学校で「何を教えるか」「何を学ぶか」は学習指

導要領が規定しています。各学校が教育課程を編成するにあたっては、地域や子どもの実態

を考えながら、これによらなければならないものであります。この学習指導要領は、第二次

世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、その時代が要請する教育目標と内

容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今回、改訂された新学習指導要領（小

学校：2011 年、中学校：2012 年、高等学校：2013 年）はいくつかの大きな特徴をもって

います。例えば、前回の改訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、

総合的な学習の時間が削減され、小学校高学年で外国語活動が導入されたことなどがありま

す。今回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」の問題を端緒としていると考えられていま

す。今回の改訂によって教育内容は劇的に変容することを示しており、現場の教師に大きな

負担をかけることも事実です。 
 

■学習の要点 

学習指導要領について様々な観点から学習してください。| ・学習指導要領は、第二次世界

大戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂の

そのときどきの社会情勢、教育問題、学力問題などを含めて学習してください。とりわけ

1958 年の改訂は学習指導要領の性格を以下の点で大きく変えるものでありました（①生活

単元学習・問題解決学習から系統的学習へ移行したこと。②学習指導要領の法的拘束力を主

張したこと。③道徳の時間を特設したことなど）。以上について詳細に学習してください。

| ・「総合的な学習の時間」について、学習してください。| ・現行の学習指導要領（2008

年改訂）について、どのような特徴をもつか、学習指導要領を確認して論じてください。| ・

学習指導要領（2008 年改訂）が改訂されるまでに、我が国ではさかんに学力の低下につい

て論じられてきました。学力とは何か、学びとは何か、今日の学力問題の見方、議論につい

て学習を深めておきましょう。同時に「基礎基本の確実な定着（つまり基礎学力）」を学校教

育においてどう実現すればいいのか、その留意点を考え学習しておいてください。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0528 （認定科目名：道徳教育の研究/道徳の理論及び指導法） 

授業科目 道徳教育の研究 単位 2.0 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S116 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード S0529 （認定科目名：特別活動研究/特別活動の指導法） 

授業科目 特別活動研究 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、

その教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育

においては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウ

エイトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本

に重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといった計測が

容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘されていま

す。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちであることは論を待

ちません。知識は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねら

いとするところもそこにあります。| 子どもたちの主体性や自主性、個性の伸長が涵養さ

れ、学びとる力、学ぶ意欲が育成されれば、それが教科学習のやる気につながります。そこ

で得た知識が再び特別活動で実践され、その実践の中で確認されたものが教科学習で深化・

充実されるという相互作用があればそれらが相乗効果を生み、真の学力となっていきます。

それが、教育のあるべき姿ではないでしょうか。| 特別活動の研究では、教師としての教科

外指導に対してどのような「教育観」をもつべきなのかという理論に発して、特別活動の具

体的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の目

標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるようにし

ておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級活動」「児童（生徒）会活動」

「クラブ活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞ

れの特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成

するための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生

活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」とを示しています。この２つについての内容

の理解を深めておいてください。また、 (1) 、(2) についての指導の特質についても説明で

きるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを達成するための「学校行事」

について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてください。|４．児童（生徒）会

活動における「委員会活動」や「児童（生徒）会集会活動」について理解を深めておいてく

ださい。とくに、児童（生徒）会活動のねらいや、今日的な問題を整理し、それを議題にも

っていくまでの手順や指導上の留意点を具体的な事例に基づいて理解しておくことが大切

です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」

「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉仕的行事」が正確に列挙できるようにし、そ

れぞれのねらいを理解しておいてください。とくに、「遠足・集団宿泊的行事」の指導上の留



意点を活動例を示して具体的に説明できるようにしておくことが求められます。 

 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第６章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、自分の経験等を想起しながら、具体的事例を伴った理解になるように

努めてください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0530 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解と保育相談 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0531 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育方法論 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S0532 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（初等）/生徒

指導・進路指導の理論及び方法） 

授業科目 生徒指導・進路指導の研究（初等） 単位 2.0 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいとい

えます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問

題や、児童の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。と

りわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、

近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教

育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論

に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかま

でを実践的に把握していきたいと思います。| 小学校の教員の特性と在り方について考える

にあたり、学校教育法第 17 条、第 18 条ならびに学校教育法施行規則、さらには小学校学

習指導要領総則に目を通し、小学校教育の基本と特性について理解を深めることが重要とな

ります。 
 

■学習の要点 

 小学校教育は、上記の法令などに示すところに従い、各学校において地域の実態や児童の

心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程編成に基づいて、初等普通教育とし

て調和のとれた人間の育成を図ることを目的としています。変化の激しい社会に主体的に対

応できる力の育成、心豊かで社会性に富み、国際社会に生きていくことのできる日本人の育

成、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実によって、自己教育力の育成

を図る、などを重要な教育課題としています。| 教育課題の解決にあたって、小学校におい

ては、学級担任が指導を行うことを原則としています。したがって、学級の児童たちが教育

課題としている点にどれほど到達できるかは、学級担任の熱意と指導力にかかっているとい

えるでしょう。ここに、小学校教育及び小学校教員の特性をみることができるのです。しか

も、小学校教育は、未来をたくましく、人間性豊かに生きていくための基盤づくりとなるた

め、小学校教員の責任は、他の校種の教員にもまして大きいといえます。強い使命感をもっ

て、日々の教育推進に当たることが求められるのです。| 昨今では、全国各地の教育現場で

「学級崩壊」なる現象がみられ、現場教員を悩ませています。それは小学校高学年段階にと

どまらず、低学年においても「小１プロブレム」という現象がみられるようになってきてい

ることからも明らかです。中央教育審議会答申に記載されているように、「小１プロブレム」

等の教育課題解決に向けて、教員一人ひとりが一致協力し、果敢に取り組まなければならな

いのです。| 小学校教育の基本や教員の特性を十分念頭において、中央教育審議会が指摘す

る「人間力」を身につけた児童の育成に努力を傾注しなければなりません。学習にあたり、

特に以下の項目に留意してください。| １．教科外教育とは何かについてまとめ、その構造



と課題について述べてください。| ２．生徒指導の原理とは何かについてまとめ、その意義

と内容について説明できるようにしてください。| ３．教育相談とは何かについてまとめ、

その際のカウンセリングの理論と技法について説明できるようにしてください。| ４．不登

校の児童が自分のクラスにいた場合、どのような点に注意して指導するのか、その背景とな

る理論と具体的な指導方法を説明できるようにしてください。| ５．いじめの構造とその特

質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしてください。| ６．学級崩壊は

どのような背景から生じるものかについて理論的にまとめ、その対応と予防策について説明

できるようにしてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0533 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（中・高）生徒

指導・進路指導の理論及び方法（中・高）） 

授業科目 生徒指導・進路指導の研究（中・高） 単位 2.0 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいとい

えます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問

題や、生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。と

りわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、

近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教

育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論

に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかま

でを実践的に把握していきたいと思います。| 中学校の教員の特性と在り方を考えるにあた

っては、まず中学校教育の基本及び特性を理解しておく必要があります。理解をするための

拠り所となるのは、学校教育法第 35 条及び 36 条、学校教育法施行規則及び中学校学習指

導要領総則です。| 高等学校の教育は、学校教育法（第 41 条、第 42 条）に明示されてい

る通り、「中学校における教育の基礎の上に」「高等普通教育及び専門教育を施す」ことが目

的であり、それを実現するための目標は次の三つになります。| ①中学校における教育の成

果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。| 

②社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決

定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。| ③社会について、広く深

い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 
 

■学習の要点 

 受験競争の過熱化などによるストレスの高まりとしてのいじめや不登校、さらには校内暴

力あるいは学級の秩序を乱す学級崩壊現象など、学校を取り巻く問題は山積しているといえ

るでしょう。中学校においてその傾向は、他の校種にもまして強くみられます。教科指導の

充実とともに生徒指導の充実という課題を抱えながら、日々の教育活動を推進していかなけ

ればならないのも、中学校教育における重要課題であります。| 中学校教育にあっては、教

員は単なる受験競争に勝つことをねらった姑息な考えに基づく教科指導の充実のみに走る

ことなく、生徒の真の成長に向けての教科指導の充実とともに生徒指導の充実の取り組みが

求められています。| 高校時代は、家族や友人との人間関係をはじめ、自己の進路、将来の

生き方等について不安や葛藤を抱き模索する時期であり、自己を根底から再構築し確立を図

っていく時期であります。それだけに、自発性、自律性、主体性などが一層大事なものにな

るでしょう。| 生徒は多感な青年期を過ごしていますので、まず内面の成長発達を図り、望

ましい自己形成を目指した主体的な取り組みが必要となります。そのためには、自分を作る

のは自分であるという自覚を持たせなければなりません。そして、自分を自分たらしめてい



る核（原理）は何か、自分を納得させるもの、自分であると実感させるものは何かを考えさ

せ、自分の在り方に責任を持ちながら自らを成長させていくことができるよう、指導援助し

なければならないのです。自立するということは「いかに生きるか」を意識して自分の生き

方を探ることであり、自我を立て直し自らの発達課題を明らかにしながら自分をつくってい

くことです。自分で自分を律しながらより良い生活習慣をつくり上げるとともに、理想に向

かって取り組み、常に自分に誠実であるような生き方を目指すことが大切といえるでしょ

う。| １．教科教育と教科外教育とはどのような関係にあるのかについてまとめ、その構造

と課題について説明できるようにしましょう。| ２．生徒指導の意義とは何かについて、実

践的な事例をあげながら説明できるようにしましょう。| ３．進路指導とは何かについてま

とめ、進路保障の原理について説明できるようにしましょう。| ４．中学生や高校生に起き

やすい問題行動には何があるか説明し、どのような点に注意して指導すればよいか具体的な

事例と指導方法を説明できるようにしましょう。| ５．中学・高校におけるいじめの構造と

その特質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしましょう。| ６．フリー

ターの増加がどのような社会的背景から生じるものかについてまとめ、その対応について説

明できるようにしましょう。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0534 （認定科目名：教育相談の研究/教育相談の理論及び方法） 

授業科目 教育相談の研究 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S098 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年児童・生徒の成長・発達上の問題として、いわゆる不登校、いじめ、非行などのような

さまざまな不適応行動が多発している。また、仲間との関わり方がよくわからなくて、対人

不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする児童も増えていると言われている。このよう

な子どもたちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼等の健やか

な成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。これからの学

校では、すべての学級担任教師が教科指導とともに教育相談活動もしくは教育相談的な指導

を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングの意義と方法について。|３．小学校時代における「発達課題」達成の援助

と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリングそれぞれの関連について。|４．スク

ールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不登校など、子どもたちの閉じ籠もり傾

向の原因と対応について。|６．いじめなど、子どもたちの人間関係の問題への対応について。

| 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0536 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード S0537 （認定科目名：教育評価（中・高）/教育評価論（中・高）） 

授業科目 教育評価（中・高） 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18〜24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂

さ れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52〜68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32〜35、pp.68〜85、pp.116〜127、pp.158〜161 など）。|４）

幅広い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要

がある。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このと

き評価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活

かし方についても考えておくこと（テキスト pp.63〜67、pp.134〜161）。|５）評価計画を評

価する際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203〜208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

| 
 



■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード S0538 
（認定科目名：学校教育課程論（中・高）/学校教育課程

論） 

授業科目 学校教育課程論（中・高） 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 学習指導要領の法的拘束力に関しては、さまざまな議論がありますが、実際には学校で「何

を教えるか」「何を学ぶか」が規定されており、各学校が教育課程を編成するにあたっての

よりどころとなるものです。その際に、地域や子どもの実態を考慮に入れることはもちろん

です。| 学習指導要領は、第二次世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、

その時代が要請する教育目標と内容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今

回、改訂された新学習指導要領はいくつかの大きな特徴をもっています。例えば、前回の改

訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、とりわけ外国語や理数科目

の時間が大幅に増加したのに対し、総合的な学習の時間が削減されことなどがあります。今

回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」への対応の問題が背景にあると考えられています。

| したがって、これからは教育内容が大きく変容することをしっかり把握し、それがまた学

校現場や生徒たちにも影響していくことへの理解を深めましょう。| 
 

■学習の要点 

学習指導要領について以下の観点から学習してください。|・学習指導要領は、第二次世界大

戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂のそ

のときどきの社会情勢、子どもたちの荒れや教育問題、学力問題などを含めて学習してくだ

さい。とりわけ小学校と異なる中学校および高等学校での教育課程の目標や原則的事項につ

いて学習してください。進路に関する部分は、「キャリア教育」の推進のもと中学校及び高

等学校で重視されている内容なので、きちんと理解しておきましょう。|・現行の学習指導要

領について、どのような特徴をもつか、中学校および高等学校の科目および時間数に注目し

て論じてください。とりわけ、選択教科についても理解を深めてください。|・学習指導要領

（中学校：2012 年施行、高等学校：2013 年第１学年より順次実施）が改訂施行となりまし

た。新学習指導要領の特徴について、中学校および高等学校それぞれに学習しておきましょ

う。とりわけ授業時間数の増加や教育内容の追加についても、学習指導要領解説編を参照し

ながら学習を進めてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0539 
（認定科目名：道徳教育の研究（中）/道徳の理論及び指

導法（中）） 

授業科目 道徳教育の研究（中） 単位 2.0 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S117 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード S0540 
（認定科目名：特別活動研究（中・高）/特別活動の指導

法（中・高）/特別活動研究） 

授業科目 特別活動研究（中・高） 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、

その教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育

においては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウ

エイトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本

に重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 一方で、学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといっ

た計測が容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘さ

れています。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちです。知識

は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねらいとするところ

もそこにあります。また、新学習指導要領のもとでは、深く考え、実践する力をいかに特別

活動を通して育むかが課題ともなっています。その際に、自己を理解するだけでなく、自己

と他者との関係性の深まり、すなわちコミュニケーションを通して集団生活の中で生きる力

を育むことが重要なのです。| 特別活動の研究では、とりわけ中学生および高校生の発達課

題に応じた学校行事に注目します。中学生や高校生においては、ボランティア活動や職業を

意識したインターンシップ活動がさかんに実施されており、「勤労生産・奉仕的行事」につ

いてはきちんと理解する必要があるといえるでしょう。| 特別活動の領域には、学級（ホー

ムルーム）活動や生徒会活動、学級行事などがありますが、わけても学校行事が思春期を迎

える生徒たちに対して、どのような教育的効果をもつものか、またそれを実施する上におい

てはどのような点に注意しなければならないのか、そうした知見をもとに、特別活動の具体

的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の

目標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるように

しておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級（ホームルーム）活動」「生

徒会活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞれの

特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成する

ための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生活や

学習への適応と自己の成長及び健康安全」（3）「一人一人のキャリア形成と自己実現」を示

しています。この３つについての内容の理解を深めておいてください。また、 それぞれの

指導の特質についても説明できるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを

達成するための「学校行事」について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてく

ださい。|４．生徒会活動について理解を深めておいてください。とくに、生徒会活動のねら



いや、今日的な問題を整理し、それを議題にもっていくまでの手順や指導上の留意点を具体

的な事例に基づいて理解しておくことが大切です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的

行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉

仕的行事」が正確に列挙できるようにし、それぞれのねらいを理解しておいてください。と

くに、「勤労生産・奉仕的行事」の指導上の留意点を活動例を示して具体的に説明できるよ

うにしておくことが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第５章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、生徒の発達段階や現在の社会情勢、自分の経験等を想起しながら、具

体的事例を伴った理解になるように努めてください。| 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0541 
（認定科目名：教育相談の研究（中・高）/教育相談の理

論及び方法（中・高）） 

授業科目 教育相談の研究（中・高） 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年中・高校生の成長・発達上の問題として、不登校、いじめ、非行、摂食障害などのよう

なさまざまな不適応行動が多発している。また、仲間や親・教師との関わり方がよくわから

なくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えているといわれてい

る。このような生徒たちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼

等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。こ

れからの学校では、教育相談係の教師のみならず、すべての教師が教育相談活動もしくは教

育相談的な指導を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングや進路相談（開発的カウンセリング）の在り方について。|３．中・高校生

時代における「発達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリン

グそれぞれの関連について。|４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不

登校など、生徒たちの閉じ籠もり傾向の原因と対応について。|６．いじめや非行など、生徒

たちの問題行動への対応について。|７．摂食障害への対応について。 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。| 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0555 （認定科目名：幼児教育・保育職入門） 

授業科目 幼児教育・保育職入門 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S129 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂 保育職論 松本峰雄他・編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

教師・保育者になることを志望する学生に、学校・園における教師・保育者の仕事の実際を

歴史的に具体的に示しつつ、「教える」「保育する」という行為を成り立たせるために必要な

教師・保育者の能力について考察する。併せて幼小連携・幼保連携の観点から、教育・保育

の専門職として教育の制度について理解し、教師・保育者に求められる知識・資質・専門性・

連携等について考える。| 
 

■学習の要点 

教職・保育職の理解と教育・保育に必要な資質・能力を涵養する。|具体的には、以下の事項

等である。||・教師の存在意義|・現代学校教育の課題と教師の役割|・教師の歴史|・教師の職

責と求められる資質・能力|・幼児教育・保育の専門職に求められる資質|・教師・保育者の役

割|・教師・保育者の専門性|・教師・保育者としての成長|・社会の中の教師・保育者| 
 

■学習の到達目標 

1.  教師・保育者に必要な知識・技術の概要を把握する。|2.  教師・保育者に必要な資質能

力を理解する。|3. 教師・保育者の職務内容、服務上・身分上の義務を理解する。|4. ティ

ーム保育の意義及び専門家との連携について理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。 



授業コード S0556 （認定科目名：幼児教育・保育課程論） 

授業科目 幼児教育・保育課程論 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S131 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい幼児教育課程総

論 
岸井勇雄ほか編著 同文書院  

    

 
 

■授業の概要 

教育課程・保育課程、指導計画、保育の展開、評価、記録の方法などの意義や特徴について

実践的な観点から理解する。実践されている教育課程・保育課程、指導計画をもとに幼児の

発達に応じたカリキュラムの編成、指導計画の作成について学ぶことを通し、体系的指導力

の育成を図る。 
 

■学習の要点 

教育課程・保育課程の基本的構造を理解し、保育を計画・実践・評価・改善する力を身に付

ける。|具体的には以下のような事項等についてである。||・教育課程・保育課程とは|・教育

課程・保育課程の意義と必要性|・教育課程・保育課程の特徴と機能（カリキュラムマネジメ

ントの理解）|・教育課程・保育課程の変遷|・教育課程・保育課程の編成|・教育課程・保育課

程と指導計画の関連|・指導計画の編成|・教育・保育活動の評価と記録|・指導要録・保育要

録の意義と具体例|・幼小連携・幼保連携を踏まえたカリキュラムのあり方|・教育課程・保育

課程をめぐる現代的諸問題||| 
 

■学習の到達目標 

１． 就学前教育のカリキュラムの特徴と全体像を理解する。|２．教育・保育を実践する際

に考慮すべき要件や力量形成のあり方を理解する。|３．長期指導計画を踏まえた短期指導計

画の書き方を学ぶ。|４．観点をもって実践を振る返る日誌や指導要録の書き方を学ぶ。|５．

カリキュラム・マネジメントの意義を理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S0557 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解と保育相談 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0558 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育の内容と方法 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S0559 （認定科目名：教育評価/教育評価論） 

授業科目 教育評価論 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18〜24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂

さ れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52〜68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32〜35、pp.68〜85、pp.116〜127、pp.158〜161 など）。|４）

幅広い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要

がある。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このと

き評価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活

かし方についても考えておくこと（テキスト pp.63〜67、pp.134〜161）。|５）評価計画を評

価する際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203〜208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

|【成績評価の基準および「答案」作成上の留意点】|科目 終試験は、以下のような基準で採

点します。|１．問題の要求にきちんと応えられている。|２．記述がテキストの内容を踏まえ



ている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に使用している。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード S0560 （認定科目名：教育評価（中・高）/教育評価論（中・高）） 

授業科目 教育評価論（中・高） 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18〜24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂

さ れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52〜68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32〜35、pp.68〜85、pp.116〜127、pp.158〜161 など）。|４）

幅広い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要

がある。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このと

き評価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活

かし方についても考えておくこと（テキスト pp.63〜67、pp.134〜161）。|５）評価計画を評

価する際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203〜208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

| 
 



■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード S0561 （認定科目名：道徳教育の研究/道徳の理論及び指導法） 

授業科目 道徳の理論及び指導法 単位 2.0 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S116 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード S0562 
（認定科目名：道徳教育の研究（中）/道徳の理論及び指

導法（中）） 

授業科目 道徳の理論及び指導法（中） 単位 2.0 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S117 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード S0563 （認定科目名：特別活動研究/特別活動の指導法） 

授業科目 特別活動の指導法 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、

その教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育

においては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウ

エイトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本

に重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといった計測が

容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘されていま

す。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちであることは論を待

ちません。知識は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねら

いとするところもそこにあります。| 子どもたちの主体性や自主性、個性の伸長が涵養さ

れ、学びとる力、学ぶ意欲が育成されれば、それが教科学習のやる気につながります。そこ

で得た知識が再び特別活動で実践され、その実践の中で確認されたものが教科学習で深化・

充実されるという相互作用があればそれらが相乗効果を生み、真の学力となっていきます。

それが、教育のあるべき姿ではないでしょうか。| 特別活動の研究では、教師としての教科

外指導に対してどのような「教育観」をもつべきなのかという理論に発して、特別活動の具

体的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の目

標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるようにし

ておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級活動」「児童（生徒）会活動」

「クラブ活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞ

れの特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成

するための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生

活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」とを示しています。この２つについての内容

の理解を深めておいてください。また、 (1) 、(2) についての指導の特質についても説明で

きるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを達成するための「学校行事」

について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてください。|４．児童（生徒）会

活動における「委員会活動」や「児童（生徒）会集会活動」について理解を深めておいてく

ださい。とくに、児童（生徒）会活動のねらいや、今日的な問題を整理し、それを議題にも

っていくまでの手順や指導上の留意点を具体的な事例に基づいて理解しておくことが大切

です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」

「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉仕的行事」が正確に列挙できるようにし、そ

れぞれのねらいを理解しておいてください。とくに、「遠足・集団宿泊的行事」の指導上の留



意点を活動例を示して具体的に説明できるようにしておくことが求められます。 

 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第６章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、自分の経験等を想起しながら、具体的事例を伴った理解になるように

努めてください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0564 
（認定科目名：特別活動研究（中・高）/特別活動の指導

法（中・高）/特別活動研究） 

授業科目 特別活動の指導法（中・高） 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、

その教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育

においては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウ

エイトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本

に重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 一方で、学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといっ

た計測が容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘さ

れています。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちです。知識

は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねらいとするところ

もそこにあります。また、新学習指導要領のもとでは、深く考え、実践する力をいかに特別

活動を通して育むかが課題ともなっています。その際に、自己を理解するだけでなく、自己

と他者との関係性の深まり、すなわちコミュニケーションを通して集団生活の中で生きる力

を育むことが重要なのです。| 特別活動の研究では、とりわけ中学生および高校生の発達課

題に応じた学校行事に注目します。中学生や高校生においては、ボランティア活動や職業を

意識したインターンシップ活動がさかんに実施されており、「勤労生産・奉仕的行事」につ

いてはきちんと理解する必要があるといえるでしょう。| 特別活動の領域には、学級（ホー

ムルーム）活動や生徒会活動、学級行事などがありますが、わけても学校行事が思春期を迎

える生徒たちに対して、どのような教育的効果をもつものか、またそれを実施する上におい

てはどのような点に注意しなければならないのか、そうした知見をもとに、特別活動の具体

的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の

目標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるように

しておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級（ホームルーム）活動」「生

徒会活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞれの

特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成する

ための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生活や

学習への適応と自己の成長及び健康安全」（3）「一人一人のキャリア形成と自己実現」を示

しています。この３つについての内容の理解を深めておいてください。また、 それぞれの

指導の特質についても説明できるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを

達成するための「学校行事」について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてく

ださい。|４．生徒会活動について理解を深めておいてください。とくに、生徒会活動のねら



いや、今日的な問題を整理し、それを議題にもっていくまでの手順や指導上の留意点を具体

的な事例に基づいて理解しておくことが大切です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的

行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉

仕的行事」が正確に列挙できるようにし、それぞれのねらいを理解しておいてください。と

くに、「勤労生産・奉仕的行事」の指導上の留意点を活動例を示して具体的に説明できるよ

うにしておくことが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第５章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、生徒の発達段階や現在の社会情勢、自分の経験等を想起しながら、具

体的事例を伴った理解になるように努めてください。| 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0565 （認定科目名：ICT の活用及び教育） 

授業科目 ICT の活用及び教育 単位 2.0 

担当者 古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S174 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教職課程コアカリキュラム

対応 情報社会を支える教

師になるための教育の方法

と技術 

堀田 龍也・佐藤 和紀 編著 三省堂  

    

 
 

■授業の概要 

 知識基盤社会の到来やグローバル化の進展、少子高齢化の進展など社会が大きく変化する

中、生活のあらゆる場面で ICT を活用することが当たり前の社会になってきている。さらに、

人工知能（AI)、ビックデータ、IoT(Internet of Things)、ロボテックス等の先端技術が高度化

してあらゆる産業や社会生活の取り入れられ、社会の在り方そのものが大きく変革する

「Society5.0]の時代がやってくると言われている。| このような時代において未来を切り拓

く子供たちには、情報活用応力をはじめ、言語能力や数学的思考力、論理的思考力などこれ

からの時代を生きていく上で基盤となる資質・能力を確実に育成させることが必要であり、

そのためにも ICT 等を活用して、国が謳う「公正に個別適正化された学び」や学校における

働き方改革を実現していくことが不可欠である。| 本学で学ぶ学生には、このような人材を

育成する役割をに担うことができる、主体的に学び続ける「専門職教師」となって自らのキ

ャリアを極めて欲しいと考えている。| この教職キャリアを支えるために、教職を高度専門

職として捉え、基礎的な知識や技能はもとより、従来から提言されてきた資質や能力加え、

総合的な人間力等についても育成する必要がある。本講座では、新学習指導要領の趣旨に沿

って、知識基盤社会におけるこれからの専門職教師のあるべき姿を「教育の情報化」の側面

から考察し理解を深めたい。| 
 

■学習の要点 
知識基盤社会における教師に求められる社会的なニーズを理解し、これからのグローバル

化、情報化が進展する中で、教育の情報化をどのように捉えるべきかを考える。| 

 

■学習の到達目標 教育の情報化について、必要とされる資質・能力を理解し修得する。 

 

■成績評価の基準 
 各回の設題、及び 終試験において、文献を参考にしながら自身の論が確立できているか

否かを評価します。引用のみではダメです。 



授業コード S0566 （認定科目名：ICT の活用及び教育（中・高）） 

授業科目 ICT の活用及び教育（中・高） 単位 2.0 

担当者 古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S175 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育課程コアカリキュラム

対応 情報社会を支える教

師になるための教育の方法

と技術 

堀田 龍也・佐藤 和紀 編

著 
三省堂  

    

 
 

■授業の概要 

 知識基盤社会の到来やグローバル化の進展、少子高齢化の進展など社会が大きく変化する

中、生活のあらゆる場面で ICT を活用することが当たり前の社会になってきている。さらに、

人工知能（AI)、ビックデータ、IoT(Internet of Things)、ロボテックス等の先端技術が高度化

してあらゆる産業や社会生活の取り入れられ、社会の在り方そのものが大きく変革する

「Society5.0]の時代がやってくると言われている。| このような時代において未来を切り拓

く子供たちには、情報活用応力をはじめ、言語能力や数学的思考力、論理的思考力などこれ

からの時代を生きていく上で基盤となる資質・能力を確実に育成させることが必要であり、

そのためにも ICT 等を活用して、国が謳う「公正に個別適正化された学び」や学校における

働き方改革を実現していくことが不可欠である。| 本学で学ぶ学生には、このような人材を

育成する役割をに担うことができる、主体的に学び続ける「専門職教師」となって自らのキ

ャリアを極めて欲しいと考えている。| この教職キャリアを支えるために、教職を高度専門

職として捉え、基礎的な知識や技能はもとより、従来から提言されてきた資質や能力加え、

総合的な人間力等についても育成する必要がある。本講座では、新学習指導要領の趣旨に沿

って、知識基盤社会におけるこれからの専門職教師のあるべき姿を「教育の情報化」の側面

から考察し理解を深めたい。| 
 

■学習の要点 
知識基盤社会における教師に求められる社会的なニーズを理解し、これからのグローバル

化、情報化が進展する中で、教育の情報化をどのように捉えるべきかを考える。| 

 

■学習の到達目標 教育の情報化について、必要とされる資質・能力を理解し修得する。 

 

■成績評価の基準 
 各回の設題、及び 終試験において、文献を参考にしながら自身の論が確立できているか

否かを評価します。引用のみではダメです。 



授業コード S0567 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（初等）/生徒

指導・進路指導の理論及び方法） 

授業科目 生徒指導・進路指導の理論及び方法 単位 2.0 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいとい

えます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問

題や、児童の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。と

りわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、

近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教

育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論

に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかま

でを実践的に把握していきたいと思います。| 小学校の教員の特性と在り方について考える

にあたり、学校教育法第 17 条、第 18 条ならびに学校教育法施行規則、さらには小学校学

習指導要領総則に目を通し、小学校教育の基本と特性について理解を深めることが重要とな

ります。 
 

■学習の要点 

 小学校教育は、上記の法令などに示すところに従い、各学校において地域の実態や児童の

心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程編成に基づいて、初等普通教育とし

て調和のとれた人間の育成を図ることを目的としています。変化の激しい社会に主体的に対

応できる力の育成、心豊かで社会性に富み、国際社会に生きていくことのできる日本人の育

成、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実によって、自己教育力の育成

を図る、などを重要な教育課題としています。| 教育課題の解決にあたって、小学校におい

ては、学級担任が指導を行うことを原則としています。したがって、学級の児童たちが教育

課題としている点にどれほど到達できるかは、学級担任の熱意と指導力にかかっているとい

えるでしょう。ここに、小学校教育及び小学校教員の特性をみることができるのです。しか

も、小学校教育は、未来をたくましく、人間性豊かに生きていくための基盤づくりとなるた

め、小学校教員の責任は、他の校種の教員にもまして大きいといえます。強い使命感をもっ

て、日々の教育推進に当たることが求められるのです。| 昨今では、全国各地の教育現場で

「学級崩壊」なる現象がみられ、現場教員を悩ませています。それは小学校高学年段階にと

どまらず、低学年においても「小１プロブレム」という現象がみられるようになってきてい

ることからも明らかです。中央教育審議会答申に記載されているように、「小１プロブレム」

等の教育課題解決に向けて、教員一人ひとりが一致協力し、果敢に取り組まなければならな

いのです。| 小学校教育の基本や教員の特性を十分念頭において、中央教育審議会が指摘す

る「人間力」を身につけた児童の育成に努力を傾注しなければなりません。学習にあたり、

特に以下の項目に留意してください。| １．教科外教育とは何かについてまとめ、その構造



と課題について述べてください。| ２．生徒指導の原理とは何かについてまとめ、その意義

と内容について説明できるようにしてください。| ３．教育相談とは何かについてまとめ、

その際のカウンセリングの理論と技法について説明できるようにしてください。| ４．不登

校の児童が自分のクラスにいた場合、どのような点に注意して指導するのか、その背景とな

る理論と具体的な指導方法を説明できるようにしてください。| ５．いじめの構造とその特

質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしてください。| ６．学級崩壊は

どのような背景から生じるものかについて理論的にまとめ、その対応と予防策について説明

できるようにしてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0568 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（中・高）生徒

指導・進路指導の理論及び方法（中・高）） 

授業科目 生徒指導・進路指導の理論及び方法（中・高） 単位 2.0 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいとい

えます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問

題や、生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。と

りわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、

近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教

育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論

に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかま

でを実践的に把握していきたいと思います。| 中学校の教員の特性と在り方を考えるにあた

っては、まず中学校教育の基本及び特性を理解しておく必要があります。理解をするための

拠り所となるのは、学校教育法第 35 条及び 36 条、学校教育法施行規則及び中学校学習指

導要領総則です。| 高等学校の教育は、学校教育法（第 41 条、第 42 条）に明示されてい

る通り、「中学校における教育の基礎の上に」「高等普通教育及び専門教育を施す」ことが目

的であり、それを実現するための目標は次の三つになります。| ①中学校における教育の成

果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。| 

②社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決

定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。| ③社会について、広く深

い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 
 

■学習の要点 

 受験競争の過熱化などによるストレスの高まりとしてのいじめや不登校、さらには校内暴

力あるいは学級の秩序を乱す学級崩壊現象など、学校を取り巻く問題は山積しているといえ

るでしょう。中学校においてその傾向は、他の校種にもまして強くみられます。教科指導の

充実とともに生徒指導の充実という課題を抱えながら、日々の教育活動を推進していかなけ

ればならないのも、中学校教育における重要課題であります。| 中学校教育にあっては、教

員は単なる受験競争に勝つことをねらった姑息な考えに基づく教科指導の充実のみに走る

ことなく、生徒の真の成長に向けての教科指導の充実とともに生徒指導の充実の取り組みが

求められています。| 高校時代は、家族や友人との人間関係をはじめ、自己の進路、将来の

生き方等について不安や葛藤を抱き模索する時期であり、自己を根底から再構築し確立を図

っていく時期であります。それだけに、自発性、自律性、主体性などが一層大事なものにな

るでしょう。| 生徒は多感な青年期を過ごしていますので、まず内面の成長発達を図り、望

ましい自己形成を目指した主体的な取り組みが必要となります。そのためには、自分を作る

のは自分であるという自覚を持たせなければなりません。そして、自分を自分たらしめてい



る核（原理）は何か、自分を納得させるもの、自分であると実感させるものは何かを考えさ

せ、自分の在り方に責任を持ちながら自らを成長させていくことができるよう、指導援助し

なければならないのです。自立するということは「いかに生きるか」を意識して自分の生き

方を探ることであり、自我を立て直し自らの発達課題を明らかにしながら自分をつくってい

くことです。自分で自分を律しながらより良い生活習慣をつくり上げるとともに、理想に向

かって取り組み、常に自分に誠実であるような生き方を目指すことが大切といえるでしょ

う。| １．教科教育と教科外教育とはどのような関係にあるのかについてまとめ、その構造

と課題について説明できるようにしましょう。| ２．生徒指導の意義とは何かについて、実

践的な事例をあげながら説明できるようにしましょう。| ３．進路指導とは何かについてま

とめ、進路保障の原理について説明できるようにしましょう。| ４．中学生や高校生に起き

やすい問題行動には何があるか説明し、どのような点に注意して指導すればよいか具体的な

事例と指導方法を説明できるようにしましょう。| ５．中学・高校におけるいじめの構造と

その特質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしましょう。| ６．フリー

ターの増加がどのような社会的背景から生じるものかについてまとめ、その対応について説

明できるようにしましょう。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0569 （認定科目名：教育相談の研究/教育相談の理論及び方法） 

授業科目 教育相談の理論及び方法 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S098 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年児童・生徒の成長・発達上の問題として、いわゆる不登校、いじめ、非行などのような

さまざまな不適応行動が多発している。また、仲間との関わり方がよくわからなくて、対人

不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする児童も増えていると言われている。このよう

な子どもたちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼等の健やか

な成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。これからの学

校では、すべての学級担任教師が教科指導とともに教育相談活動もしくは教育相談的な指導

を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングの意義と方法について。|３．小学校時代における「発達課題」達成の援助

と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリングそれぞれの関連について。|４．スク

ールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不登校など、子どもたちの閉じ籠もり傾

向の原因と対応について。|６．いじめなど、子どもたちの人間関係の問題への対応について。

| 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0570 
（認定科目名：教育相談の研究（中・高）/教育相談の理

論及び方法（中・高）） 

授業科目 教育相談の理論及び方法（中・高） 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年中・高校生の成長・発達上の問題として、不登校、いじめ、非行、摂食障害などのよう

なさまざまな不適応行動が多発している。また、仲間や親・教師との関わり方がよくわから

なくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えているといわれてい

る。このような生徒たちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼

等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。こ

れからの学校では、教育相談係の教師のみならず、すべての教師が教育相談活動もしくは教

育相談的な指導を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングや進路相談（開発的カウンセリング）の在り方について。|３．中・高校生

時代における「発達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリン

グそれぞれの関連について。|４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不

登校など、生徒たちの閉じ籠もり傾向の原因と対応について。|６．いじめや非行など、生徒

たちの問題行動への対応について。|７．摂食障害への対応について。 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。| 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0571 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育の内容及び方法 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S0572 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解及び保育相談 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0602 
（認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容研究言葉１(言語) 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容研究言葉 吉岡剛編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

幼児のことばの経験には４つのことが考えられる。すなわち、「聞く」・「話す」・「読む」・「書

く」の４つである。幼稚園教育要領の中でも記されているように、特に「聞く」・「話す」経

験を育むことを中心に考えていく。そのためには、まず幼児のことばの実態を知ることが大

切であり、「聞く」・「話す」経験を育んでいくための手立てについて考える。さらには、こと

ばをのばすあそび、ことばを育む視聴覚教材の活用方法についても、一つでも多くのものを

体得してほしい。 
 

■学習の要点 

１．領域「言葉」のねらいと内容|２．乳幼児期のことばの発達|３．聞き方・話し方の指導|

４．読むこと・書くことの指導|５．気をつけたいことばの指導|６．ことばをのばすあそび|  

呼びかけ、劇あそび、ことばあそび、ごっこ、手あそび・指あそび、伝承あそび等|７．こと

ばを育む視聴覚文化財|    童話、絵本、紙芝居、人形劇、ペープサート、パネルシアター、

エプロンシアター等|８．保育者のことば| 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 言葉の領域のねらいと内容が理解できたかどうかを評価する。 



授業コード S0603 
（認定科目名：保育内容研究言葉２(児童文化)/保育内容

の理論と方法「児童文化」） 

授業科目 保育内容研究言葉２(児童文化) 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童文化 髙橋司編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 
児童文化とは何かを理解し、正しい子ども観のもとさまざまな児童文化財の理解と修得につ

とめ、児童文化の心に触れ、保育者としての感性と創造性を養う。 

 

■学習の要点 

１．児童文化とは何か|２．児童文化の成立過程|３．児童文化における児童とは|４．児童観

と児童文化|５．幼児の発達と児童文化|６．保育活動におけるさまざまな児童文化財（スクー

リングで実施）の活用| 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 
それぞれの児童文化とは何か、それが保育に、幼児にどのような意味を持っているのかを理

解できているかどうか。 



授業コード S0604 （認定科目名：音楽概論Ⅰ/初等教育内容音楽） 

授業科目 音楽概論Ⅰ 単位 2.0 

担当者 高見 仁志 
シラバスグルー

プ 
T0S039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい小学校音楽科の授業

をつくる 
高見仁志著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、小学校音楽科授業づくりの基礎となる

専門的理論について学習する。とりわけ，歌唱の授業、器楽の授業、音楽づくりの授業、鑑

賞の授業の基盤となる「教科専門の力量」はもちろんのこと，それと「教科の指導法」との

融合を重視している。このような視点から、音楽科授業を構想する能力を高めることを目標

としている。 
 

■学習の要点 

①学習指導要領に基づいた音楽科授業づくりの専門的能力を高める。 |②歌唱指導の基礎・

基本に関して実践的に探究する。 |③鑑賞の授業づくりに関して教材を選択し授業を構成す

る。|④音楽科における ICT の活用に関して、具体例をあげ授業を構想する。 |⑤楽器の奏法

を身につけ，器楽指導のポイントについて学びを深める。|⑥音楽づくりの基となる教師の創

造性を高める。|⑦異文化の音楽や日本の音楽について理解する。|⑧音楽科における評価に

関して認識を深める。 |⑨学習指導要領に示された共通事項に基づいた授業を構想する。 
 

■学習の到達目標 
・平成 29 年版学習指導要領に基づいて、教科専門の力量を駆使して具体的な授業のあり方

を構想できることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 
・テキスト学習の成果を必ず反映させること。テキスト学習の成果が認められない場合は不

合格とする。|・箇条書きだけの記述も不合格とする。 



授業コード S0606 （認定科目名：美術概論Ⅰ/初等教育内容図画工作） 

授業科目 美術概論Ⅰ 単位 2.0 

担当者 波多野 達二 
シラバスグルー

プ 
T0S058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑦ 図画工作科教育 
波多野達二・三宅茂夫編著 ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 図画工作

編 

文部科学省 日本文教出版 ［ISBN］9784536590112 

 
 

■授業の概要 

図画工作科において、造形活動に関する基礎的な知識や技術の習得は大切である。しかしな

がら、そうした知識や技能は、子ども一人ひとりが感覚や行為等を基に、材料、空間、他者

（友だち・地域社会）と関わり習得・活用されることでその子の生きる力として定着してく

る。知識や技能は、表現や鑑賞活動の中で、「つくりだす喜び」とともに習得され、活用され

ることで、確実に身につき、生活や社会の中で生かそうとする意欲が育まれてくるのである。

したがって教育現場では、一人ひとりの子どもが表現や鑑賞の喜びを味わい、その活動を通

して豊かな感性や想像力、造形的な能力を習得・活用しながら、イメージの共有や言語活動

を通して他者と関わり、豊かな情操を養うことができる場を創り出していく必要がある。本

科目においては、図画工作科の意義と目的にふれることから始め、平成 29 年告示小学校学

習指導要領（図画工作編）に基づいた授業づくりについて考察することとする。 
 

■学習の要点 

・第Ⅰ部 理論編（第 1・2・3 章）| 図画工作科教育を正しく理解するためには、教科の意

義や目的、今日的な課題等について十分学習し、自分なりの図画工作科教育観を確立するこ

とが肝要である。ここでは、平成 29 年告示学習指導要領の骨子及び評価のあり方、さらに

は指導計画や学習指導案の作成について学び、授業構築の基礎的な能力を身につけたい。| 

|・第Ⅱ部 実践編（第 4・5・6・7・8・9 章）| ここでは、図画工作科の内容領域について

の理念と具体的な授業展開について学ぶ。紹介されている実践事例を実際に経験してみる等

の教材研究をしておくことも大切である。||・第Ⅲ部 基礎知識編 （第 10・11・12・13 章）

| ここでは、図画工作の授業を支え、教師として知っておくべき基礎知識について学ぶ。子

どもの成長発達と学びの連続性、図画工作科教育の歴史、図画工作の基礎知識、色彩の基礎

知識等、授業の土台となる基礎知識を身につけ、授業に広がりと深みを与えたい。| 
 

■学習の到達目標 

１．「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の目標や内容領域等を正しく理解

し、授業構築に関する基礎的な能力を身につける。|２．図画工作科の具体的な内容領域につ

いての理念と具体的な授業展開について理解する。|３．図画工作科の評価の基本的な考え方

と、その実際について理解する。 
 

■成績評価の基準 

1．以下の点が成績評価の基準となる。|・出題の意図を正しく理解していること。|・解答の

条件が示されている場合は、これに合致していること。|・論理的な文章で述べられているこ

と。|・論述の内容がテキストや「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の内容

に沿っていること。    |２．解答は,課題ごとに 1,600 字程度記述すること。|||     



授業コード S0608 （認定科目名：体育概論Ⅰ/初等教育内容体育） 

授業科目 体育概論Ⅰ 単位 2.0 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0S088 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑨ 初等体育科教育 
山口孝治・石田智己 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校体育科の目標は、「体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向

けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し

豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す」ことであり，

具体的な内容が「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」

の 3 つの観点から記されている。この目標を達成するために、教師は子どもたちに「できる

－わかる」授業の継続的な実践が求められる。しかしながら、子どもたちの「体力低下」が

社会問題となっておいる現実があり、こうした点からも体育科の果たすべき役割は大きいと

いえる。そのために、「体育科という教科はどのような教科か」「どのような力（目標）をど

のように身につけさせるのか（方法）」などについて理解を深める必要がある。 
 

■学習の要点 

① 体育科の授業実践における構成要素（目標・内容・単元計画・教材づくりの視点・評価な

ど）についての理解を深める。|② 体育科における６つの運動領域（体つくり運動・器械運

動・陸上運動・水泳・ボール運動・表現運動）において、各領域の特性、内容のポイントに

ついて理解を深める。その際、発達段階における運動教材の系統性について整理する。|③ 小

学校体育科の学習指導案を作成する上での手順やポイントを整理する。| 
 

■学習の到達目標 
・体育科の特性や各運動領域の特性を理解している。|・各領域の授業づくりのイメージがも

てる。 

 

■成績評価の基準 
・体育科の目標を踏まえた上で要点が記されている。|・各課題の意図を理解し，解答に必要

なキーワードを踏まえた上で記述がなされている。 



授業コード S0611 （認定科目名：初等教育内容算数） 

授業科目 数学概論 単位 2.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学教育の基礎 黒田恭史編著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では，小学校における算数科の指導にあたっての基礎的な数学を対象に扱う。|算数

教育を行うにあたっては，単に解法を教えたり，記憶・習熟を繰り返したりするだけでは十

分ではない。算数を教育する意義と目的を明確にして，数学的な見方・考え方の育成を重視

した授業を設計していく必要がある。そこで，算数の数学的背景となる内容を取り上げるこ

とを通して，授業実践への基礎を築く。 
 

■学習の要点 

テキスト全般にわたり十分に理解してもらいたい。|1．数学教育の基礎を学ぶ意義を理解す

る。|2．数・代数の分野において，各種の数とその四則計算の種類と特徴，バラ数，さらに

文字と文字式について理解する。|3．立体・空間・変換の分野において，点・直線・平面・

立体・空間の関係，二面角と三面角，アフィン変換・射影変換の仕組みについて理解する。

|4．量・関数・解析の分野において，各種量の特徴，関数の種類，微分・積分について理解

する。|5．確率・統計の分野において，確率と統計の基礎的な概念，実際の場面での確率や

統計の活用方法について理解する。|6．集合・論理の分野において，集合の基礎的な概念，

論理の命題，合接，離接，真理表について理解する。 
 

■学習の到達目標 
算数の数学的背景となる「数・代数」「立体・空間・変換」「量・関数・解析」「確率・統計」

「集合・命題」の主な内容について，説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S0612 （認定科目名：生活科概論/初等教育内容生活） 

授業科目 生活科概論 単位 2.0 

担当者 小林 隆・河内 晴彦 
シラバスグルー

プ 
T0S113 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの生活理解と環境づ

くり 
岡野聡子・筒井愛知 編著 ふくろう出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版小学校学習指導要領と幼稚園教育要領、保育所保育指針に基づき、

子どもと環境の教育的なかかわりについて具体的に学習する。「子どもにとっての未分化な

環境との総合的で全面的なかかわり」「環境との主体的で能動的で体験的なかかわり」「環境

との自我関与的な自分ごとに引きつけてのかかわり」といった生活科創設時の基本的な考え

方は、現在の生活科にも引き継がれている。テキストでは特に就学前教育から小学校への接

続を視点とし、生活科の自然認識・社会認識・自己認識に係る学習の実際を具体的に述べて

いる。 
 

■学習の要点 

１．就学前教育から小学校教育への接続について、深く理解すること。|２．子どもの発達特

性とその理解について、深く考えること。|３．生活科における自然認識・社会認識・自己認

識の学習の実際を具体的に理解すること。 
 

■学習の到達目標 

１．就学前教育から小学校教育への接続について、深く理解できている。|２．子どもの発達

特性とその理解について、深く理解できている。|３．生活科における自然認識・社会認識・

自己認識の学習の実際を具体的に理解できている。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」に基づきテキスト内容の理解が深まっているかを基準とする。 



授業コード S0613 （認定科目名：社会科概論/初等教育内容社会） 

授業科目 社会科概論 単位 2.0 

担当者 大畑 健実 
シラバスグルー

プ 
T0S108 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

小学校学習指導要領(平成

29 年告示）解説 社会編 
文部科学省 日本文教出版  

    

 
 

■授業の概要 

小学校第３学年から始まる「社会科」は、どのような内容の学習をするのだろうか。本科目

では、「社会科教育法」に進む前提として、小学校社会科の内容研究を行う。小学校社会科

の内容については、第３学年では市を中心とする地域社会に関する内容を、第４学年では県

を中心とする地域社会に関する内容を、第５学年では我が国の国土と産業に関する内容を、

第６学年では我が国の政治と歴史、国際理解に関する内容を、それぞれ取り上げている。こ

れらは、中学校で学ぶ内容との関連を考慮し、①地理的環境と人々の生活、②歴史と人々の

生活、③現代社会の仕組みや働きと人々の生活に区分して捉えることができる。 
 

■学習の要点 

（１）第３学年の内容|①身近な地域や市区町村の様子 ②地域に見られる生産や販売の仕事 

③地域の安全を守る働き ④市の様子の移り変わり|（２）第４学年の内容|①都道府県の様子 

②人々の健康や生活環境を支える事業 ③自然災害から人々を守る活動 ④県内の伝統や文

化、先人の働き ⑤県内の特色ある地域の様子|（３）第５学年の内容|①我が国の国土の様子

と国民生活 ②我が国の農業や水産業における食料生産 ③我が国の工業生産 ④我が国の産

業と情報の関わり ⑤我が国の国土の自然と国民生活の関わり|（４）第６学年の内容|①我が

国の政治の働き  ②我が国の歴史上の主な事象 ③グローバル化する世界と日本の役割|以上

の内容を、ご自身の身近で具体的な素材を通して研究すること。それが「教材研究」につな

がります。 
 

■学習の到達目標 

（１）第３学年の内容|①身近な地域や市区町村の様子 ②地域に見られる生産や販売の仕事 

③地域の安全を守る働き ④市の様子の移り変わり|（２）第４学年の内容|①都道府県の様子 

②人々の健康や生活環境を支える事業 ③自然災害から人々を守る活動 ④県内の伝統や文

化、先人の働き ⑤県内の特色ある地域の様子|（３）第５学年の内容|①我が国の国土の様子

と国民生活 ②我が国の農業や水産業における食料生産 ③我が国の工業生産 ④我が国の産

業と情報の関わり ⑤我が国の国土の自然と国民生活の関わり|（４）第６学年の内容|①我が

国の政治の働き  ②我が国の歴史上の主な事象 ③グローバル化する世界と日本の役割|以上

の単元内容について、具体的に研究ができている。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S0614 （認定科目名：理科概論/初等教育内容理科） 

授業科目 理科概論 単位 2.0 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0S070 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

授業と評価をデザインする 

理科 
堀哲夫・西岡加名恵 日本標準  

    

 
 

■授業の概要 

 理科教育の内容について理論に基づく知識と考え方を身につけ，理科の授業と評価に関す

る見識を深めます。また，児童・生徒に理科を学ぶ必然性を持たせ，問題解決の能力を育て，

科学的リテラシーを育む理科学習の構想ができるようになることをめざします。| 科学的リ

テラシーの重要性が国際的にも認識されて久しくなっています。科学的リテラシーとは，現

実世界における人間と自然界との関係について理解するとともに，必要な意思決定を行うた

めに科学的な知識やスキルを的確に用いる力だと考えられています。理科教育で養うべき科

学的な見方や考え方との関連も含め考察し，理科の授業づくりについての理論的・実践的能

力の向上をめざします。 
 

■学習の要点 

 何よりもまず，テキスト学習を行ってください。通信教育はテキスト学習が基本です。テ

キスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述に目を通して，こ

のテキストにはどういうことが書かれているかを知り理解してください。| そして，とくに

興味・関心のある部分と，リポートの設題に関係する部分を重点的に学習するとともに，科

目 終試験に向けて特に次の諸点を詳しく読みとって，理解し考えてください。|１．パフォ

ーマンス課題，本質的な問い，永続的理解，などをキーワードにテキスト学習を十分に行い，

整理して理解し，具体例を通して考察すること。|２．素朴概念とは何か，および児童の持つ

素朴概念をもとに，科学概念の形成を目ざした授業づくりについて，テキスト学習を十分に

行い，整理して理解し，問題解決活動を重視した授業づくりについて，テキストや他の参考

文献をもとに授業の具体例を通して考察すること。|３．既有の知識や考えを活かした学ぶ必

然性を引き出すための授業について，テキスト学習を十分に行い，整理して理解し，ボトム

アップ的学習とトップダウン的学習を取り入れた授業を参考に，テキストや他の参考文献を

もとに授業の具体例を通して考察すること。|４．国際学力調査（TIMSS や PISA 科学的リテ

ラシー）における評価の枠組みについて，テキスト学習を十分に行い，整理して理解し，調

査問題の具体例を通して考察すること。|５．学力の構造に対する評価の方法について，テキ

スト学習を十分に行い，整理して理解し，「知の構造」と評価方法の対応をもとに，科学的探

究のプロセスや科学的概念の理解，科学と生活との関連についての問題や課題について，テ

キストや他の参考文献をもとに具体例を通して考察すること。|６．構成主義の考えに基づく

授業論および学習論について，テキスト学習を十分に行い，構成主義学習論の長所と短所を

整理して理解し，素朴概念を基礎にした授業や学習について，テキストや他の参考文献をも

とに具体例を通して考察すること。 
 



■学習の到達目標 

 理科学習論に基づく授業づくりとパフォーマンス評価に関する理解を基に授業設計と評

価計画を立てることができる。| 児童・生徒に理科を学ぶ必然性を持たせ，問題解決の能力

を育て，科学的リテラシーを育む理科学習の構想ができる。| 上記２点を用いた理科の授業

づくりについての理論的・実践的能力を身につける。 
 

■成績評価の基準 

 学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価する。| ・学習論に基づく授業

づくりと評価に関する理解ができているかどうか。| ・問題解決の能力，科学的リテラシー，

構成主義学習論，素朴概念，学ぶ必然性，逆向き設計，知の構造等の用語を理解し活用する

ことができているかどうか。| 剽窃・盗用が疑われるもの，他と類似の内容となっているも

の等不正が疑われるものは合格とならない場合があります。||〇リポート添削指導の基準|１．

設題の求めていることを明確に把握し，その要点を所定の字数内でまとめていることが大切

です。|２．自分の体験，意見，考察を述べるだけでは不十分です。必ずテキスト学習の成果

を反映させてください。|３．リポートは小論であると考えています。文章としての完成度，

「章」「節」の設定や論の展開も評価の対象になります。|４．以下の項目に当てはまるリポ

ートは添削対象外と判断することがあります。|①．第 1 設題の留意点を踏まえた内容となっ

ていないもの。|②．(1)で内容を説明しているが，引き写した部分がそのほとんどを占め自

分の言葉による説明がなされていないもの，関連させた考察がなされていないもの。|③．(2)

で単元内容を踏まえたパフォーマンス課題として不十分なもの，素朴概念を活かした授業構

成として不十分なもの，素朴概念の具体例が不十分なもの，意図の説明がなされていないも

の，地域の具体に基づいていないもの。|④．引用箇所が適切に示されていないもの，引用文

献・参考文献リストが適切に示されていないもの（オリジナルの場合における不記載も含ま

れる）。|⑤．独自性の見られないもの，不正が疑われるもの。|⑥．字数が極端に少ないもの，

大幅に超過しているもの。 



授業コード S0615 （認定科目名：家庭科概論/初等教育内容家庭） 

授業科目 家庭科概論 単位 2.0 

担当者 横山 和子 
シラバスグルー

プ 
T0S082 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 家庭科概論 大塚眞理子・加地芳子著 佛教大学  

    

  
 

■授業の概要 

家庭科では社会や時代の変化、児童の実態に合わせた適切な指導が求められる。そのために、

基礎的・基本的な知識を身につけるとともに、広い視野から幅広く内容を理解出来るように

学習する。 本科目では、生活者の視点から今日の生活問題の状況を捉えて、家族の生活や

衣食住、消費と環境に関連する学習をして知識を深める。さらに習得した知識やスキルを活

用して課題に取り組む。 
 

■学習の要点 

1.家族・家庭生活について、家族や社会の一員として、社会の変化と家庭生活の現状を理解

し、これからの共生社会のあり方について考えられる。|2.衣食住の生活に関する知識を得て、

身近な環境との関わりから持続可能な社会の構築について考えられる。|3.消費生活・環境に

ついて、消費者教育や環境教育について理解し、消費者市民社会の一員として環境に配慮す

る生活の工夫について考えられる。| 
 

■学習の到達目標 

生活者として社会の変化に伴う生活の問題を、衣食住や消費、環境に関する知識をもって、

社会の一員としてより良くあるための方法を考え、生活の改善に取り組み、生活の工夫がで

きる。 
 

■成績評価の基準 

出題の要点を正しく理解し、テキストの内容を概ね理解して解答できているか、必要な事項

がすべて含まれ、論理的に記述できているかを評価し、さらに内容の展開と学習の深まりに

より加点する。 



授業コード S0622 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 外国史 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード S0662 （認定科目名：社会科概論/初等教育内容社会） 

授業科目 初等教育内容社会 単位 2.0 

担当者 大畑 健実 
シラバスグルー

プ 
T0S108 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

小学校学習指導要領(平成

29 年告示）解説 社会編 
文部科学省 日本文教出版  

    

 
 

■授業の概要 

小学校第３学年から始まる「社会科」は、どのような内容の学習をするのだろうか。本科目

では、「社会科教育法」に進む前提として、小学校社会科の内容研究を行う。小学校社会科

の内容については、第３学年では市を中心とする地域社会に関する内容を、第４学年では県

を中心とする地域社会に関する内容を、第５学年では我が国の国土と産業に関する内容を、

第６学年では我が国の政治と歴史、国際理解に関する内容を、それぞれ取り上げている。こ

れらは、中学校で学ぶ内容との関連を考慮し、①地理的環境と人々の生活、②歴史と人々の

生活、③現代社会の仕組みや働きと人々の生活に区分して捉えることができる。 
 

■学習の要点 

（１）第３学年の内容|①身近な地域や市区町村の様子 ②地域に見られる生産や販売の仕事 

③地域の安全を守る働き ④市の様子の移り変わり|（２）第４学年の内容|①都道府県の様子 

②人々の健康や生活環境を支える事業 ③自然災害から人々を守る活動 ④県内の伝統や文

化、先人の働き ⑤県内の特色ある地域の様子|（３）第５学年の内容|①我が国の国土の様子

と国民生活 ②我が国の農業や水産業における食料生産 ③我が国の工業生産 ④我が国の産

業と情報の関わり ⑤我が国の国土の自然と国民生活の関わり|（４）第６学年の内容|①我が

国の政治の働き  ②我が国の歴史上の主な事象 ③グローバル化する世界と日本の役割|以上

の内容を、ご自身の身近で具体的な素材を通して研究すること。それが「教材研究」につな

がります。 
 

■学習の到達目標 

（１）第３学年の内容|①身近な地域や市区町村の様子 ②地域に見られる生産や販売の仕事 

③地域の安全を守る働き ④市の様子の移り変わり|（２）第４学年の内容|①都道府県の様子 

②人々の健康や生活環境を支える事業 ③自然災害から人々を守る活動 ④県内の伝統や文

化、先人の働き ⑤県内の特色ある地域の様子|（３）第５学年の内容|①我が国の国土の様子

と国民生活 ②我が国の農業や水産業における食料生産 ③我が国の工業生産 ④我が国の産

業と情報の関わり ⑤我が国の国土の自然と国民生活の関わり|（４）第６学年の内容|①我が

国の政治の働き  ②我が国の歴史上の主な事象 ③グローバル化する世界と日本の役割|以上

の単元内容について、具体的に研究ができている。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S0663 （認定科目名：初等教育内容算数） 

授業科目 初等教育内容算数 単位 2.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学教育の基礎 黒田恭史編著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では，小学校における算数科の指導にあたっての基礎的な数学を対象に扱う。|算数

教育を行うにあたっては，単に解法を教えたり，記憶・習熟を繰り返したりするだけでは十

分ではない。算数を教育する意義と目的を明確にして，数学的な見方・考え方の育成を重視

した授業を設計していく必要がある。そこで，算数の数学的背景となる内容を取り上げるこ

とを通して，授業実践への基礎を築く。 
 

■学習の要点 

テキスト全般にわたり十分に理解してもらいたい。|1．数学教育の基礎を学ぶ意義を理解す

る。|2．数・代数の分野において，各種の数とその四則計算の種類と特徴，バラ数，さらに

文字と文字式について理解する。|3．立体・空間・変換の分野において，点・直線・平面・

立体・空間の関係，二面角と三面角，アフィン変換・射影変換の仕組みについて理解する。

|4．量・関数・解析の分野において，各種量の特徴，関数の種類，微分・積分について理解

する。|5．確率・統計の分野において，確率と統計の基礎的な概念，実際の場面での確率や

統計の活用方法について理解する。|6．集合・論理の分野において，集合の基礎的な概念，

論理の命題，合接，離接，真理表について理解する。 
 

■学習の到達目標 
算数の数学的背景となる「数・代数」「立体・空間・変換」「量・関数・解析」「確率・統計」

「集合・命題」の主な内容について，説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S0664 （認定科目名：理科概論/初等教育内容理科） 

授業科目 初等教育内容理科 単位 2.0 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0S070 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

授業と評価をデザインする 

理科 
堀哲夫・西岡加名恵 日本標準  

    

 
 

■授業の概要 

 理科教育の内容について理論に基づく知識と考え方を身につけ，理科の授業と評価に関す

る見識を深めます。また，児童・生徒に理科を学ぶ必然性を持たせ，問題解決の能力を育て，

科学的リテラシーを育む理科学習の構想ができるようになることをめざします。| 科学的リ

テラシーの重要性が国際的にも認識されて久しくなっています。科学的リテラシーとは，現

実世界における人間と自然界との関係について理解するとともに，必要な意思決定を行うた

めに科学的な知識やスキルを的確に用いる力だと考えられています。理科教育で養うべき科

学的な見方や考え方との関連も含め考察し，理科の授業づくりについての理論的・実践的能

力の向上をめざします。 
 

■学習の要点 

 何よりもまず，テキスト学習を行ってください。通信教育はテキスト学習が基本です。テ

キスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述に目を通して，こ

のテキストにはどういうことが書かれているかを知り理解してください。| そして，とくに

興味・関心のある部分と，リポートの設題に関係する部分を重点的に学習するとともに，科

目 終試験に向けて特に次の諸点を詳しく読みとって，理解し考えてください。|１．パフォ

ーマンス課題，本質的な問い，永続的理解，などをキーワードにテキスト学習を十分に行い，

整理して理解し，具体例を通して考察すること。|２．素朴概念とは何か，および児童の持つ

素朴概念をもとに，科学概念の形成を目ざした授業づくりについて，テキスト学習を十分に

行い，整理して理解し，問題解決活動を重視した授業づくりについて，テキストや他の参考

文献をもとに授業の具体例を通して考察すること。|３．既有の知識や考えを活かした学ぶ必

然性を引き出すための授業について，テキスト学習を十分に行い，整理して理解し，ボトム

アップ的学習とトップダウン的学習を取り入れた授業を参考に，テキストや他の参考文献を

もとに授業の具体例を通して考察すること。|４．国際学力調査（TIMSS や PISA 科学的リテ

ラシー）における評価の枠組みについて，テキスト学習を十分に行い，整理して理解し，調

査問題の具体例を通して考察すること。|５．学力の構造に対する評価の方法について，テキ

スト学習を十分に行い，整理して理解し，「知の構造」と評価方法の対応をもとに，科学的探

究のプロセスや科学的概念の理解，科学と生活との関連についての問題や課題について，テ

キストや他の参考文献をもとに具体例を通して考察すること。|６．構成主義の考えに基づく

授業論および学習論について，テキスト学習を十分に行い，構成主義学習論の長所と短所を

整理して理解し，素朴概念を基礎にした授業や学習について，テキストや他の参考文献をも

とに具体例を通して考察すること。 
 



■学習の到達目標 

 理科学習論に基づく授業づくりとパフォーマンス評価に関する理解を基に授業設計と評

価計画を立てることができる。| 児童・生徒に理科を学ぶ必然性を持たせ，問題解決の能力

を育て，科学的リテラシーを育む理科学習の構想ができる。| 上記２点を用いた理科の授業

づくりについての理論的・実践的能力を身につける。 
 

■成績評価の基準 

 学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価する。| ・学習論に基づく授業

づくりと評価に関する理解ができているかどうか。| ・問題解決の能力，科学的リテラシー，

構成主義学習論，素朴概念，学ぶ必然性，逆向き設計，知の構造等の用語を理解し活用する

ことができているかどうか。| 剽窃・盗用が疑われるもの，他と類似の内容となっているも

の等不正が疑われるものは合格とならない場合があります。||〇リポート添削指導の基準|１．

設題の求めていることを明確に把握し，その要点を所定の字数内でまとめていることが大切

です。|２．自分の体験，意見，考察を述べるだけでは不十分です。必ずテキスト学習の成果

を反映させてください。|３．リポートは小論であると考えています。文章としての完成度，

「章」「節」の設定や論の展開も評価の対象になります。|４．以下の項目に当てはまるリポ

ートは添削対象外と判断することがあります。|①．第 1 設題の留意点を踏まえた内容となっ

ていないもの。|②．(1)で内容を説明しているが，引き写した部分がそのほとんどを占め自

分の言葉による説明がなされていないもの，関連させた考察がなされていないもの。|③．(2)

で単元内容を踏まえたパフォーマンス課題として不十分なもの，素朴概念を活かした授業構

成として不十分なもの，素朴概念の具体例が不十分なもの，意図の説明がなされていないも

の，地域の具体に基づいていないもの。|④．引用箇所が適切に示されていないもの，引用文

献・参考文献リストが適切に示されていないもの（オリジナルの場合における不記載も含ま

れる）。|⑤．独自性の見られないもの，不正が疑われるもの。|⑥．字数が極端に少ないもの，

大幅に超過しているもの。 



授業コード S0665 （認定科目名：生活科概論/初等教育内容生活） 

授業科目 初等教育内容生活 単位 2.0 

担当者 小林 隆・河内 晴彦 
シラバスグルー

プ 
T0S113 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの生活理解と環境づ

くり 
岡野聡子・筒井愛知 編著 ふくろう出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版小学校学習指導要領と幼稚園教育要領、保育所保育指針に基づき、

子どもと環境の教育的なかかわりについて具体的に学習する。「子どもにとっての未分化な

環境との総合的で全面的なかかわり」「環境との主体的で能動的で体験的なかかわり」「環境

との自我関与的な自分ごとに引きつけてのかかわり」といった生活科創設時の基本的な考え

方は、現在の生活科にも引き継がれている。テキストでは特に就学前教育から小学校への接

続を視点とし、生活科の自然認識・社会認識・自己認識に係る学習の実際を具体的に述べて

いる。 
 

■学習の要点 

１．就学前教育から小学校教育への接続について、深く理解すること。|２．子どもの発達特

性とその理解について、深く考えること。|３．生活科における自然認識・社会認識・自己認

識の学習の実際を具体的に理解すること。 
 

■学習の到達目標 

１．就学前教育から小学校教育への接続について、深く理解できている。|２．子どもの発達

特性とその理解について、深く理解できている。|３．生活科における自然認識・社会認識・

自己認識の学習の実際を具体的に理解できている。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」に基づきテキスト内容の理解が深まっているかを基準とする。 



授業コード S0666 （認定科目名：音楽概論Ⅰ/初等教育内容音楽） 

授業科目 初等教育内容音楽 単位 2.0 

担当者 高見 仁志 
シラバスグルー

プ 
T0S039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい小学校音楽科の授業

をつくる 
高見仁志著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、小学校音楽科授業づくりの基礎となる

専門的理論について学習する。とりわけ，歌唱の授業、器楽の授業、音楽づくりの授業、鑑

賞の授業の基盤となる「教科専門の力量」はもちろんのこと，それと「教科の指導法」との

融合を重視している。このような視点から、音楽科授業を構想する能力を高めることを目標

としている。 
 

■学習の要点 

①学習指導要領に基づいた音楽科授業づくりの専門的能力を高める。 |②歌唱指導の基礎・

基本に関して実践的に探究する。 |③鑑賞の授業づくりに関して教材を選択し授業を構成す

る。|④音楽科における ICT の活用に関して、具体例をあげ授業を構想する。 |⑤楽器の奏法

を身につけ，器楽指導のポイントについて学びを深める。|⑥音楽づくりの基となる教師の創

造性を高める。|⑦異文化の音楽や日本の音楽について理解する。|⑧音楽科における評価に

関して認識を深める。 |⑨学習指導要領に示された共通事項に基づいた授業を構想する。 
 

■学習の到達目標 
・平成 29 年版学習指導要領に基づいて、教科専門の力量を駆使して具体的な授業のあり方

を構想できることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 
・テキスト学習の成果を必ず反映させること。テキスト学習の成果が認められない場合は不

合格とする。|・箇条書きだけの記述も不合格とする。 



授業コード S0667 （認定科目名：美術概論Ⅰ/初等教育内容図画工作） 

授業科目 初等教育内容図画工作 単位 2.0 

担当者 波多野 達二 
シラバスグルー

プ 
T0S058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑦ 図画工作科教育 
波多野達二・三宅茂夫編著 ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 図画工作

編 

文部科学省 日本文教出版 ［ISBN］9784536590112 

 
 

■授業の概要 

図画工作科において、造形活動に関する基礎的な知識や技術の習得は大切である。しかしな

がら、そうした知識や技能は、子ども一人ひとりが感覚や行為等を基に、材料、空間、他者

（友だち・地域社会）と関わり習得・活用されることでその子の生きる力として定着してく

る。知識や技能は、表現や鑑賞活動の中で、「つくりだす喜び」とともに習得され、活用され

ることで、確実に身につき、生活や社会の中で生かそうとする意欲が育まれてくるのである。

したがって教育現場では、一人ひとりの子どもが表現や鑑賞の喜びを味わい、その活動を通

して豊かな感性や想像力、造形的な能力を習得・活用しながら、イメージの共有や言語活動

を通して他者と関わり、豊かな情操を養うことができる場を創り出していく必要がある。本

科目においては、図画工作科の意義と目的にふれることから始め、平成 29 年告示小学校学

習指導要領（図画工作編）に基づいた授業づくりについて考察することとする。 
 

■学習の要点 

・第Ⅰ部 理論編（第 1・2・3 章）| 図画工作科教育を正しく理解するためには、教科の意

義や目的、今日的な課題等について十分学習し、自分なりの図画工作科教育観を確立するこ

とが肝要である。ここでは、平成 29 年告示学習指導要領の骨子及び評価のあり方、さらに

は指導計画や学習指導案の作成について学び、授業構築の基礎的な能力を身につけたい。| 

|・第Ⅱ部 実践編（第 4・5・6・7・8・9 章）| ここでは、図画工作科の内容領域について

の理念と具体的な授業展開について学ぶ。紹介されている実践事例を実際に経験してみる等

の教材研究をしておくことも大切である。||・第Ⅲ部 基礎知識編 （第 10・11・12・13 章）

| ここでは、図画工作の授業を支え、教師として知っておくべき基礎知識について学ぶ。子

どもの成長発達と学びの連続性、図画工作科教育の歴史、図画工作の基礎知識、色彩の基礎

知識等、授業の土台となる基礎知識を身につけ、授業に広がりと深みを与えたい。| 
 

■学習の到達目標 

１．「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の目標や内容領域等を正しく理解

し、授業構築に関する基礎的な能力を身につける。|２．図画工作科の具体的な内容領域につ

いての理念と具体的な授業展開について理解する。|３．図画工作科の評価の基本的な考え方

と、その実際について理解する。 
 

■成績評価の基準 

1．以下の点が成績評価の基準となる。|・出題の意図を正しく理解していること。|・解答の

条件が示されている場合は、これに合致していること。|・論理的な文章で述べられているこ

と。|・論述の内容がテキストや「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の内容

に沿っていること。    |２．解答は,課題ごとに 1,600 字程度記述すること。|||     



授業コード S0668 （認定科目名：体育概論Ⅰ/初等教育内容体育） 

授業科目 初等教育内容体育 単位 2.0 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0S088 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑨ 初等体育科教育 
山口孝治・石田智己 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校体育科の目標は、「体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向

けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し

豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す」ことであり，

具体的な内容が「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」

の 3 つの観点から記されている。この目標を達成するために、教師は子どもたちに「できる

－わかる」授業の継続的な実践が求められる。しかしながら、子どもたちの「体力低下」が

社会問題となっておいる現実があり、こうした点からも体育科の果たすべき役割は大きいと

いえる。そのために、「体育科という教科はどのような教科か」「どのような力（目標）をど

のように身につけさせるのか（方法）」などについて理解を深める必要がある。 
 

■学習の要点 

① 体育科の授業実践における構成要素（目標・内容・単元計画・教材づくりの視点・評価な

ど）についての理解を深める。|② 体育科における６つの運動領域（体つくり運動・器械運

動・陸上運動・水泳・ボール運動・表現運動）において、各領域の特性、内容のポイントに

ついて理解を深める。その際、発達段階における運動教材の系統性について整理する。|③ 小

学校体育科の学習指導案を作成する上での手順やポイントを整理する。| 
 

■学習の到達目標 
・体育科の特性や各運動領域の特性を理解している。|・各領域の授業づくりのイメージがも

てる。 

 

■成績評価の基準 
・体育科の目標を踏まえた上で要点が記されている。|・各課題の意図を理解し，解答に必要

なキーワードを踏まえた上で記述がなされている。 



授業コード S0669 （認定科目名：家庭科概論/初等教育内容家庭） 

授業科目 初等教育内容家庭 単位 2.0 

担当者 横山 和子 
シラバスグルー

プ 
T0S082 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 家庭科概論 大塚眞理子・加地芳子著 佛教大学  

    

  
 

■授業の概要 

家庭科では社会や時代の変化、児童の実態に合わせた適切な指導が求められる。そのために、

基礎的・基本的な知識を身につけるとともに、広い視野から幅広く内容を理解出来るように

学習する。 本科目では、生活者の視点から今日の生活問題の状況を捉えて、家族の生活や

衣食住、消費と環境に関連する学習をして知識を深める。さらに習得した知識やスキルを活

用して課題に取り組む。 
 

■学習の要点 

1.家族・家庭生活について、家族や社会の一員として、社会の変化と家庭生活の現状を理解

し、これからの共生社会のあり方について考えられる。|2.衣食住の生活に関する知識を得て、

身近な環境との関わりから持続可能な社会の構築について考えられる。|3.消費生活・環境に

ついて、消費者教育や環境教育について理解し、消費者市民社会の一員として環境に配慮す

る生活の工夫について考えられる。| 
 

■学習の到達目標 

生活者として社会の変化に伴う生活の問題を、衣食住や消費、環境に関する知識をもって、

社会の一員としてより良くあるための方法を考え、生活の改善に取り組み、生活の工夫がで

きる。 
 

■成績評価の基準 

出題の要点を正しく理解し、テキストの内容を概ね理解して解答できているか、必要な事項

がすべて含まれ、論理的に記述できているかを評価し、さらに内容の展開と学習の深まりに

より加点する。 



授業コード S0672 
（認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「言葉」 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容研究言葉 吉岡剛編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

幼児のことばの経験には４つのことが考えられる。すなわち、「聞く」・「話す」・「読む」・「書

く」の４つである。幼稚園教育要領の中でも記されているように、特に「聞く」・「話す」経

験を育むことを中心に考えていく。そのためには、まず幼児のことばの実態を知ることが大

切であり、「聞く」・「話す」経験を育んでいくための手立てについて考える。さらには、こと

ばをのばすあそび、ことばを育む視聴覚教材の活用方法についても、一つでも多くのものを

体得してほしい。 
 

■学習の要点 

１．領域「言葉」のねらいと内容|２．乳幼児期のことばの発達|３．聞き方・話し方の指導|

４．読むこと・書くことの指導|５．気をつけたいことばの指導|６．ことばをのばすあそび|  

呼びかけ、劇あそび、ことばあそび、ごっこ、手あそび・指あそび、伝承あそび等|７．こと

ばを育む視聴覚文化財|    童話、絵本、紙芝居、人形劇、ペープサート、パネルシアター、

エプロンシアター等|８．保育者のことば| 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 言葉の領域のねらいと内容が理解できたかどうかを評価する。 



授業コード S0673 
（認定科目名：保育内容研究言葉２(児童文化)/保育内容

の理論と方法「児童文化」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「児童文化」 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童文化 髙橋司編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 
児童文化とは何かを理解し、正しい子ども観のもとさまざまな児童文化財の理解と修得につ

とめ、児童文化の心に触れ、保育者としての感性と創造性を養う。 

 

■学習の要点 

１．児童文化とは何か|２．児童文化の成立過程|３．児童文化における児童とは|４．児童観

と児童文化|５．幼児の発達と児童文化|６．保育活動におけるさまざまな児童文化財（スクー

リングで実施）の活用| 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 
それぞれの児童文化とは何か、それが保育に、幼児にどのような意味を持っているのかを理

解できているかどうか。 



授業コード S0716 （認定科目名：教育実習研究（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S018 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校体

験活動 

小林隆・森田真樹著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081967 

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児

童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。|事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード S0726 （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1.0 

担当者 矢野 智司 
シラバスグルー

プ 
T0S038 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動  

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、幼

児との関係性・保育指導のあり方・集団指導等について実践的に学ぶ。特に保育指導につい

ては、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・保育指

導案の作成・保育実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力を養う。

|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察のための事

後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末に挿入している。

切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。|事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 保育者としての資質、能力が備わっているかどうか。 

 

■成績評価の基準 省察ができているか。|課題が明確になったか。| 



授業コード S0736 
（認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高） ） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S069 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、生

徒との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード S0751 （認定科目名：学校経営と学校図書館） 

授業科目 学校経営と学校図書館 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S142 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校経営と学校図書館〔改

訂新版〕 
野口武悟・前田稔編著 放送大学教育振興会  

    

 
 

■授業の概要 

学習の内容として、学校図書館の意義と役割、管理と運営面を概説するとともに、公共図書

館との連携・協力にも触れながら現状と課題について考察を深めたい。||司書教諭、学校司書

の役割と任務、学習情報センターとしての学校図書館、図書館の相互協力とネットワーク、

地域社会に対する学校図書館の役割、「人間としての在り方・生き方」に寄与する学校図書

館などを学習の課題としたい。 
 

■学習の要点 

知識を体系化していくために、以下の６点を中心にテキストを読み進め、まとめること。|（各

項目の括弧内は、指定テキストの該当章を示している）||（１）「学校の中にある図書館」で

ある学校図書館の教育的意義を理解するとともに、今後の展望について考えをまとめること

（第 1 章、第 15 章）|（２）学校図書館がこれまで歩んできた歴史を時系列で把握すること。

特に学習指導要領の改訂、学校図書館法の改正に着目すること（第 2 章、第 4 章）|（３）学

校図書館の現状を各種データに基づいて把握し、そこから見えてくる課題を指摘すること

（第 3 章）|（４）全校体制で学校図書館活用教育を進めるために必要な校内体制の整備、学

校図書館経営計画の策定、学校図書館活動の評価の視点について、それぞれ要点をまとめる

こと。合わせて、管理職の役割、司書教諭と学校司書の協働、ボランティアとの連携に関し

て、自身の考えをまとめること（第 6〜8 章）|（５）教育課程に学校図書館をいかに位置づ

けるかという視点で学校図書館活動を概観し、要点をまとめること（第 5 章、第 9〜13 章）

|（６）図書館協力のねらいと意義について要点をまとめた上で、なぜ図書館ネットワークを

形成する必要があるのかについて、自身の考えをまとめること（第 14 章） 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを読むための 6 つの視点に沿って、6

つのテーマを理解・説明できることが目標である。「学習の要点」にある 6 つの視点を整理

したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答（20％）、知識として理解しているか（50％）、構成（論理性）（10％）、書

式スタイル（10％）、オリジナリティ（10％）||書式スタイルについては、下記の備考欄を良

く読んでおくこと。 |「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。この

ような場合は、採点の対象外となる。 



授業コード S0752 （認定科目名：学校図書館メディアの構成） 

授業科目 学校図書館メディアの構成 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S148 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校図書館メディアの構成

（シリーズ学校図書館学；

第 2 巻） 

全国学校図書館協議会 全国学校図書館協議会  

    

 
 

■授業の概要 

 児童生徒が学校図書館で求める情報に主体的にアクセスできるようにするには、学校図書

館メディアとして必要な情報資源と、それへの適切なアクセスツールを用意していることが

必須条件となる。| 本科目では、上記のコンセプトに基づいて、学校図書館に具備すべき情

報資源（学校図書館メディア）の種類と特性、学校図書館メディアの選択・収集と管理、メ

ディアの組織化について概観する。|  
 

■学習の要点 

 以下の点を中心にテキストを読み進めてまとめること。目録作業・索引作業については手

元にある資料を実例として用いて演習を重ねること。|1. 学習環境の変化に視点をおいて、

学校図書館におけるメディアの教育的意義と役割についてまとめること（テキスト pp.9-17, 

20-26)。|2. 学校図書館における５つのメディアの種類と特性を示したうえで、それぞれの

活用についてまとめること（テキスト pp.28-41)。|3. 学校図書館メディアの蔵書管理の必

要性・プロセスをまとめ、また、収集方針に盛り込むべき内容を挙げておくこと（テキスト

pp.53-59）|4. 目録作成の意義と、日本の学校図書館で標準的な規則となっている「日本目

録規則」に準じた記録のしかたを確認すること(手元にある資料について、目録を作成する演

習を行うこと）。コンピュータ目録整備のプロセスについて確認すること（テキスト pp.116-

144)。|5. 主題索引法の 2 方法とその特性を確認すること。標準分類法となっている日本十

進分類法第 10 版と基本件名標目表第 4 版を用いて、手元にある資料に適切な分類番号や件

名標目を付与する演習を行うこと（テキスト pp.144-176)。|6. 児童生徒が求める情報にア

クセスするうえで鍵となる、学校図書館メディアの配架の工夫やサイン計画についてまとめ

ること（テキスト pp.95-100)。|7. 学習に特別な支援を必要とする児童生徒の学習支援ツー

ルとして期待される学校図書館メディアについてまとめること（テキスト pp.177-181)。| 

なお、学習障害については、文部科学省のサイト→特別支援教育について→主な発達や障害

の定義について→学習障害（LD)の定義が、確認できる。 
 

■学習の到達目標 

テキストを理解するためのポイントに沿って、各テーマを理解・説明できるようになるだけ

でなく、それぞれに必要な作業を計画できるよう、具体的に理解すること。|「学習の要点」

にある各ポイントを整理したうえで、科目 終試験に臨んでください。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答であること（30）、問題内容についての正しい理解（用語の正確な使用を

含む）（50）、構成（論理性）（10）、書式スタイル（10）、|※書式スタイルについては、下記

の備考欄を良く読んでおくこと。  



授業コード S0753 （認定科目名：学習指導と学校図書館） 

授業科目 学習指導と学校図書館 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S143 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学習指導と学校図書館〔改

訂新版〕 
堀川照代・塩谷京子編著 放送大学教育振興会  

    

 
 

■授業の概要 

「学校教育は何をめざしているか」「なぜ学校教育に学校図書館が必要か」、「児童生徒が生

涯学習者として成長していくうえで、学校図書館から、どのような支援が提供できるか」と

いった学校図書館のヴィジョン（展望）に注目したい。特に、「教育課程の展開に寄与すると

ともに、児童又は生徒の健全な教養を育成する」ための学習情報センター機能に焦点をあて

る。 
 

■学習の要点 

知識を体系化していくために、以下の６点を中心にテキストを読み進め、まとめること。|（各

項目の括弧内は、指定テキストの該当章を示している）||（１）学校教育そのものが変わる中

で、児童生徒に求められている力を確認し、学校図書館の意義、機能及び司書教諭、学校司

書の役割について考えをまとめること（第 1 章、第 15 章）|（２）情報リテラシーの教育と

従来の学校図書館利用指導との違いをまとめること。情報リテラシーの定義を確認し、代表

的な情報リテラシーモデル（特に Big6 スキルモデル）について説明できるようにすること

（第 2〜3 章）|（３）児童生徒の情報リテラシーを育成するために必要な校内の推進体制、

全体計画や年間指導計画の作成について要点をまとめること（第 4 章）|（４）情報リテラシ

ー育成の実際について、課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめと表現・学習の評価

の各段階ごとに、実際に指導すべき事項や指導方法をまとめること（第 5〜8 章）|（５）教

科、総合的な学習の時間における学校図書館活用について、自分ならどのような実践を行い

たいと思うか、構想を練ってみること。特別支援教育における学校図書館の利用、ICT 活用

と学校図書館についても要点をまとめること（第 9〜13 章）|（６）児童生徒・教職員の情報

ニーズに応える情報サービスについて、要点をまとめること（第 14 章） 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための６つの視点に沿って、

６つのテーマを理解・説明できることが目標となる。「学習の要点」にある６つの視点を整

理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答（20％）、知識として理解しているか（50％）、構成（論理性）（10％）、書

式スタイル（10％）、オリジナリティ（10％）||書式スタイルについては、下記の備考欄を良

く読んでおくこと。 |「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。この

ような場合は、採点の対象外となる。 



授業コード S0754 （認定科目名：読書と豊かな人間性） 

授業科目 読書と豊かな人間性 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S144 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

読書の指導と学校図書館

（学校図書館学 2） 
小川三和子著 青弓社  

    

 
 

■授業の概要 

主に、読書の意義、読書興味の発達段階、子どもと本を結ぶための方法、多様な児童生徒に

対する読書指導、読書教育に関わる司書教諭、学校司書の役割、地域社会との連携による読

書支援についてを学習する。 
 

■学習の要点 

知識を体系化していくために、以下の６点を中心にテキストを読み進め、まとめること。|（各

項目の括弧内は、指定テキストの該当章を示している）||（１）子どもにとっての読書の意義

を考えるとともに、これまでの教育施策の中で子どもの読書がどのように意義付けられてい

るかをまとめること（第 1〜2 章）|（２）発達段階に応じた読書指導を読書興味、読書能力

の点からまとめ、具体的にどのような読書材を提供すればよいのか、考えをまとめること。

（第 3〜4 章）|（３）児童生徒と本を結ぶための工夫についてまとめること。特に、読み聞

かせ、ブックトーク、読書へのアニマシオンについては、別に提示する参考文献も合わせて

参照すると良い（第 5〜7 章）|（４）各教科における読書指導について、具体的にどのよう

な実践が可能か、プランを考えてまとめること。探究的な学習（調べ学習）と読書指導の関

係性についても合わせて考えたい（第 8〜9 章）|（５）読書指導・読書教育における司書教

諭、学校司書の役割について、自身の考えをまとめること（第 10〜11 章）|（６）特別な支

援を要する児童生徒への読書指導について、関係法令を押さえた上で出来うることをまとめ

ること（第 12 章） 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための６つの視点に沿って、

６つのテーマを理解・説明できることが目標となる。「学習の要点」にある６つの視点を整

理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答（20％）、知識として理解しているか（50％）、構成（論理性）（10％）、書

式スタイル（10％）、オリジナリティ（10％）||書式スタイルについては、下記の備考欄を良

く読んでおくこと。 |「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。この

ような場合は、採点の対象外となる。  



授業コード S0755 （認定科目名：情報メディアの活用） 

授業科目 情報メディアの活用 単位 2.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S123 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報メディアの活用（シリ

ーズ学校図書館学；第 5 巻） 
全国学校図書館協議会 全国学校図書館協議会  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、国家資格である司書教諭資格取得を前提とした必修科目である。|小・中・高等学

校、特別支援学校の学校図書館における多様な情報メディアの特性と活用方法の理解を図

る。|通信教育の特性上、情報メディアの種類と特色（現物提示）や、その活用方法（実技）

については、担当教員から実物や実演を見せることが、かなわない。そこで、自らの学校図

書館での経験を振り返ったり、可能な範囲で実在する学校図書館に赴き観察したり、web 上

で、実在する学校図書館における実物・実技を検索したり、動画を視聴したりして、これか

らの教育現場での活用方法を模索してほしい。| 
 

■学習の要点 

文部科学省から提示された下記の重要項目を確認した上で、学習・理解したい。|1.高度情報

社会と人間（情報メディアの発達と変化を含む） |2.情報メディアの特性と選択 |3.視聴覚メ

ディアの活用 |4.コンピュータの活用|・教育用ソフトウェアの活用|・データベースと情報検

索|・インターネットによる情報検索と発信 |5.学校図書館メディアと著作権、情報モラル||以

下の 6 点について、テキストに従って学習をすすめてほしい。|また、学びをより深めるため

には参考文献を読み、調査によって具体的な事例を吸収すること。|さらに、実際の学校で行

われている学校図書館の情報メディアを活用した授業事例に学びながら、これからの学習教

育活動の展開に貢献するような取り組みを模索すること。||①メディアリテラシーの定義を

確認したうえで、メディアリテラシーと学校図書館のかかわりについてまとめること。（テ

キスト pp.171-172、pp.109-110、135-143)|②学校図書館が学習・情報センターとしての機

能や教員への支援機能などを発揮するうえで、どのような工夫・手だてが必要かをまとめる

こと。（テキスト pp.135-143）|③情報メディアとは何か。特に学校教育における情報メディ

アの意義と活用を、「学習」と「教授」という 2 つの視点から考えること。（テキスト pp.9-

28）|④様々な情報メディアの種類とそれぞれの特性について分類をもとに理解し、テキスト

に掲載されている以外の具体的な事例を調べて、効果的な選択方法について理解すること。

（テキスト pp.29-48）|⑤コンピュータなどの情報機器の有用性を理解した上で、学校図書

館 web サイトの公開などを例に、サイト掲載内容や運営上の留意点についてまとめること。

（テキスト pp.49-110、pp.127-131. 134-135)|⑥司書教諭として、著作権や情報モラル教育

を行う際、どのような点を中心に児童生徒に教えるかをまとめること。(テキスト pp.149-

150, 162-164, 172）| 
 

■学習の到達目標 

・学校図書館における多様な情報メディアの種類と特性、それぞれの選択・活用方法につい

て理解する。|・司書教諭として知っておくべき、伝統的な情報メディアにくわえて、各種教

育用ソフトウェアやコンテンツ、データベース等 web 情報の活用、並びに情報検索・発信の

方法、著作権、情報モラル等を理解する。|・これらを理解することによって、情報に等しく



アクセスすることを使命とする学校図書館において、司書教諭として児童生徒及び教員の学

習教育活動の進展を支え、教育課程の展開に寄与できるようになる。|・さらに情報メディア

の活用に関する現状、課題等に関する関心を広げ、問題意識を高めることができる。|  
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10） 



授業コード S0761 （認定科目名：図書館概論） 

授業科目 図書館概論 単位 2.0 

担当者 高畑 悦子 
シラバスグルー

プ 
T0S138 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館の基礎と展望（ベー

シック司書講座・図書館の

基礎と展望;1）第 2 版 

二村健著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

・図書館に関する基礎的な知識を培い、図書館の全体像を把握するうえで重要な事項につい

て概説する。図書館の意義、図書館の種類と機能、図書館の課題と動向、図書館政策、図書

館関連法規等が対象となる。|・図書館奉仕の内容、図書館の管理と運用、図書館の自由、図

書館員の責務など、基本的な事項について理解を深める。|・マルチメディアやインターネッ

トが普及している今、図書館は生涯学習の中核的な拠点とも考えられている。図書館のネッ

トワーク化や著作権の問題にも取り組み、時代に沿った図書館の在り方について十分な理解

に努める。 
 

■学習の要点 

 テキストを理解するために、以下の６つの視点でまとめていくこと。|1. 図書館法におけ

る図書館の位置づけを整理したうえで、図書館の役割についてまとめる(テキスト pp.24-

31,98-100 のほか、同シラバスの参考文献も参考になる。図書館法とのかかわりを中心に、

図書館の役割をまとめる）。|2. 「図書館の自由」とは何かを整理したうえで、図書館員の倫

理綱領（目的と内容）についてまとめる(テキスト pp.83-85）。テキストの参考文献 3 の具体

的な事例も参考になる。|3.「中小レポート」の政策と言われる『市民の図書館』が当面の課

題として取り上げた図書館奉仕活動の内容についてまとめる(テキスト 中小レポート

pp.45-47, 市民の図書館 pp.47-49)。|4. 公共図書館のネットワーク化の必要性・意義および

内容についてまとめる(テキスト p.42)。| 補足：東京書籍『新訂図書館概論』「第 10 章 図

書館・情報提供施設の相互協力・ネットワーク化とボランティア活動」2005, pp.251-254 も

参考になる。|5. 図書館サービスにかかる問題を１つ取り上げて、問題内容、その問題の背

景、その問題が及ぼす影響、図書館員としてその問題にどのように向き合うかをまとめる(テ

キスト pp.86-91）| 意見を述べる際に、その意見を裏付ける（根拠や数値的データ）を含

めること。根拠がないと、主観（思い込み）で書いてしまうので注意すること。|6. ５つの図

書館の種類、５つの図書館の主な対象者と提供するサービスの特徴についてそれぞれまとめ

る(テキスト p.56,pp. 58-67)。| ヒント：５つの図書館の種類については p.56 の社会制度上

の区分けを参考にする。具体的な 5 館種についての説明は pp.58-67 を参照。| 
 

■学習の到達目標 

   学習の到達目標：上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための

６つの視点に沿って、６つのテーマを理解・説明できる。|「学習の要点」にある６つの視点

を整理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。知識として、６つのポイントを体系化し

て欲しい。 || |  
 



■成績評価の基準 

・テキストのほかに参考文献を読み、積極的に学ぶ姿勢が見られること。テキスト等に書か

れていることをそのまま書くのではなく要約する、 小限の引用で補足するなどしてリポー

トや試験解答を行っていること。|・参考文献、引用文献や参照文献を参考文献欄に記載して

おり、かつ必要な書誌情報が漏れなく記載されていること。||科目 終試験の採点基準：|問

題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタイ

ル（10）、オリジナリティ（10）|「答案」作成上の留意点：書式スタイルについては、下記

の備考欄を良く読んでおくこと。|**丁寧な字を書くように努力すること。|**「合格させて

欲しい」などといった一文は決して書かないこと。このような場合は、評価対象外となる。 

||| 



授業コード S0762 （認定科目名：図書館経営論） 

授業科目 図書館経営論 単位 1.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S119 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館制度・経営論（JLA 図

書館情報学テキストシリー

ズ 3；2） 

永田治樹編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館に関する法律、関連する領域の法律、図書館政策について理解するとともに、図書

館の管理や経営についての考察を深める。職員や施設等の経営資源、サービス計画、予算の

確保、調査と評価、管理形態などについて学習する。|１） 図書館法について|２） 他館種の

図書館に関する法律等| ３） 図書館サービス関連法規| ４） 図書館政策（国、地方公共団体)| 

５） 公共機関・施設の経営方法（マーケティング,危機管理を含む）| ６） 図書館の組織・

職員（組織構成、館長の役割、人事管理、図書館協議会、ボランティアとの連携）| ７） 図

書館の施設・設備| ８） 図書館のサービス計画と予算の確保| ９） 図書館業務・サービスの

調査と評価|１０） 図書館の管理形態の多様化 
 

■学習の要点 

 近年、公共図書館の貸出冊数、設置率など急速に発展してきた。また一方で、社会情勢の

変化や情報化の進展に伴い、地方財政問題、職員問題、管理主体の多様性など、図書館経営

のあり方が問われている。さまざまな意見を参考にし、持続発展可能な公立図書館の制度・

経営とはどうあるべきか、主体的に学び、自らの意見を持ってほしい。| テキスト等を参考

に下記の点を理解すること。|１） 図書館法について理解する|２） 他館種の図書館に関する

法律、図書館関連法規を概観する| ３） 図書館の経営視点の必要性| ４） 図書館の計画と評

価| ５） 図書館サービス計画と施設計画| ６） 公立図書館の組織、館長のリーダーシップ、

職員の養成・育成| ７） 図書館の財務と振興計画、課金問題| ８） 管理運営形態の多様化| 

９） 今後の図書館経営のあり方 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを通読し必要に応じて参考文献などを

用いて次のテーマを理解・説明できること。|1.図書館奉仕、無料の原則、職員、図書館協議

会という点から図書館法を理解すること。 |2.現在、公立図書館は経営的視点が求められて

いる。公立図書館を経営するとはどういうことか 多角的にとらえる。「経営」に対する一般

的な定義を理解し、現代的な経営課題や図書館の使命、目的を理解すること。（テキス

ト :unit11,12 参照。) |3.図書館長の役割、職員の育成、図書館組織について理解すること。

(テキスト:unit13, 31〜34 参照。) |4.図書館のサービス計画と評価の関係について理解するこ

と。(例えば、PDCA サイクルという 視点で考えるとわかりやすい。) |5.図書館予算が厳しい

現状で、どのようにすれば財源を確保できるか。(具体的な取り組みの事例を考えると良い。)

また、多様な運営形態についても理解しておくこと。 (テキスト:unit36〜40 参照。) |6.図書

館利用が、来館型サービスからネットを介した非来館型サービスへ移行しつつある。図書館

資料のデジタル化によって図書館のスタイルがどう変化すべきか自分の意見を構築する。

(テキスト:unit41〜50 参照。) || 
 



■成績評価の基準 
成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）

（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10） 



授業コード S0763 （認定科目名：図書館サービス概論/図書館サービス論） 

授業科目 図書館サービス論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S121 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館サービス論（JLA 図書

館情報学テキストシリーズ 

2；3) 

小田光宏編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

  図書館サービスとは何か、その理念や意義と歴史的背景を学習し、各種サービスの現状

と課題を把握するとともに、情報化の進展を踏まえたこれからの図書館の役割や図書館像を

考察する。具体的な学習項目を以下に掲げる。|（１）図書館サービスの理念と意義|（２）図

書館サービスの計画と評価|（３）図書館活動の発展|（４）図書館サービスの現状と課題|（５）

図書館活動における自由の問題|（６）図書館づくりの政策と運動 | 
 

■学習の要点 

  以下の点に注意して学習を進めていくこと。|（１）図書館サービスはどのような理念や

意義に基づいて展開されているのか、「ユネスコ公共図書館宣言」、「公立図書館の任務と目

標」、「文字・活字文化振興法」と図書館関連法規等を踏まえて学習する|（２）図書館サービ

スの計画と評価について、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」や具体例を学習

する。|（３）図書館活動の発展について、歴史的背景における『中小都市における公共図書

館の運営』、『市民の図書館』、「これからの図書館像 ー地域を支える情報拠点をめざして（報

告）」等の内容の理解と社会変化に対応した図書館の役割や図書館像を考えること|（４）図

書館サービスにおける資料・情報の提供、アウトリーチ活動、全域サービスと図書館システ

ム、技術革新、図書館協力とネットワーク、都道府県と国の図書館活動、学校・大学図書館

等との連携・協力、集会・文化・広報活動の現状を学習するとともに、これらのサービスに

おける課題を把握すること|（５）図書館活動における自由の問題について、「図書館の自由

に関する宣言」を理解し、具体的な事例を学習すること。また「図書館員の倫理綱領」につ

いても理解し、学習すること。|（６）図書館づくりにおける指定管理者制度等の政策の動向

と住民参加やボランティア活動の現状を把握すること| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、シラバスの「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習を進め

ること。| 

 

■成績評価の基準 
問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタ

イル（10）、オリジナリティ（10） とする。 



授業コード S0764 （認定科目名：情報サービス論/情報サービス概論） 

授業科目 情報サービス概論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S122 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ベーシック司書講座・図書

館の基礎と展望４ 情報サ

ービス論 

竹之内 禎 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

  図書館における情報サービスとは何か、その意義・種類とサービスの実際を学習し、様々

な情報源の利用法を理解する。また情報化の進展に伴い、これからの情報サービスはどうあ

るべきかを考え、図書館員がなすべきことなどを考察する。学習項目を以下に掲げる。|（１）

情報サービスの種類 |（２）情報サービスの理論的展開  |（３）レファレンスサービスの

理論と実践 |（４）レファレンスサービスの実際と情報検索サービス|（５）各種情報源の特

質と利用法（データベースを含む）  |（６）各種情報源の評価と解説、その組織化|（７）

発信型情報サービスの意義と方法|（８）情報サービスにかかわる知的財産権の基礎知識|（９）

図書館利用教育と情報リテラシーの育成|（１０）これからの情報サービスについて：展望  
 

■学習の要点 

 以下の 10 点に注意して学習を進めていくこと。|（１）図書館における情報サービスの代

表的な種類である下記のサービスについて、その具体的内容を学習すること|  ・直接サー

ビス ・間接サービス ・課題解決支援サービス|（２）情報サービスの理論的展開について、

下記の事柄を学習すること|  ・定義 ・図書館の種類と重視される情報サービス機能 ・

図書館の機能とレファレンスサービス理論|（３）レファレンスサービスの理論と実践につい

て、下記の事柄を学習すること|  ・図書館の教育機能と情報提供機能 ・人的援助と物的

援助 ・レファレンスサービスの実践とレファレンス力|（４）図書館現場でのレファレンス

サービスをおこなううえでの注意点と実際のプロセス（テキスト p.27 図 4-4）とあわせて、

データベースを利用した情報検索サービスのための理論と方法を学習すること|（５）各種情

報源の特質と利用法について、情報メディア・文献・データベースの検索など具体例で学習

すること       |（６）代表的なレファレンスツールとして、レファレンスブックの

評価と内容を学習するとともに、情報源の組織化について学ぶこと|（７）発信型情報サービ

スの意義と方法について、パスファインダーなど電子情報技術を利用した新しい情報サービ

スの意義・形態とあり方を学習すること|（８）知的財産権の骨格を学び、図書館での情報サ

ービスに必要な知識を習得する|（９）公共図書館における情報リテラシー教育の必要性とサ

ービスの事例を学習すること|（１０）これからの情報サービスのあり方、図書館や図書館員

がなすべきこと、求められていることについて考えること 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、シラバスの「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習を進め

ること。 

 



■成績評価の基準 
問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタ

イル（10）、オリジナリティ（10） とする。 



授業コード S0767 （認定科目名：図書館資料論/図書館情報資源概論） 

授業科目 図書館資料論 単位 2.0 

担当者 飯野 勝則 
シラバスグルー

プ 
T0S103 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報の特性と利用：図書館

情報資源概論 
山本順一編 創成社  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館情報資源概論/図書館資料論は、図書館で扱われる情報資源（資料）について学ぶ

３つの科目、つまり図書館情報資源概論と情報資源組織論と情報資源組織演習の筆頭科目で

あり、司書課程における必須科目である。学習範囲は、有体物としての印刷資料（図書・逐

次刊行物・小冊子・地図・その他）および非印刷資料（点字資料・マイクロ資料・映像資料・

音声資料・電子資料）にとどまらず、近年、急速に存在感を高めつつあるウェブ上のデジタ

ル・コンテンツ（ネットワーク情報資源）にまで及ぶ。それゆえ履修に当たっては、これら

の広範な図書館情報資源について、その類型や特質、歴史をはじめ、生産、流通、選択、収

集、保存といった図書館業務に必要とされる基礎的な概念を理解できるようにならねばなら

ない。| 紀元前 3 万 5000 年頃、クロマニヨン人による「言語」の発明によって、人類に初

めてもたらされた情報革命は、その後も紀元前 4000 年頃の「文字」の発明や 15 世紀半ば

のグーテンベルグによる「活版印刷術」の発明、さらには 19 世紀後半の「電信、電話」の

発明、そして 1946 年の「コンピュータ」の発明をそれぞれ嚆矢として、繰り返し出現を重

ねるに至っている。実にこの「コンピュータ」—正確には「デジタル・コンピュータ」であ

るが—の発明に始まる第５次情報革命こそが、いまを生きる我々にとって、 も大きなイン

パクトを与えつつある、進行中の情報革命なのである。|—「文字に依存した情報」から「デ

ジタル・コンテンツ」へ。|いま、我々は第５次情報革命の只中を生きているという認識のも

と、これまでの知と次の一歩を展望し、図書館情報資源をめぐる諸問題や情報資源を取り巻

く環境について十分に埋解を深めてほしい。| 
 

■学習の要点 

・図書館情報資源：情報、意義と類型（特徴による分類）|・印刷資料：図書、継続資料、小

冊子、地図|・出版と流通：仕組み、制度、変化|・ネットワーク情報資源と専門資料、ユニバ

ーサルデザイン|・情報の生産と流通：研究と専門情報のサイクル、引用|・一次資料：研究成

果、電子資料、人文科学・社会科学・自然科学資料|・二次資料：種類、データベース、利用、

オープンアクセス|・蔵書構成：蔵書、プロセス、選書論、資料選択、利用者ニーズ、方針、

蔵書管理 
 

■学習の到達目標 

学習にあたっては、以下の 3 点に留意してほしい。|１）「学習の要点」に示す事項について、

単に暗記するのでなく、実践と資料等を駆使して十分に理解すること。|２）図書館情報資源

をめぐるさまざまな課題について、具体的事例と共に理解できていること。|３）事実とデー

タに基づいた記述/表現ができること。 
 

■成績評価の基準 

「学習の到達目標」で示した１）～３）の達成度について、以下のような観点から評価を行

う。|１）現場の図書館員として期待しうる知識を正しい理解の下で身につけ、表現すること

ができたか。|２）図書館員としてさまざまな課題を適切に扱うことができる水準に達してい



るか。|３）事実とデータに基づき自らの意見を論理的に表現することができるようになって

いるか。| 



授業コード S0768 （認定科目名：図書館情報資源特論/専門資料論） 

授業科目 専門資料論 単位 1.0 

担当者 白井 亨 
シラバスグルー

プ 
T0S134 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館情報資源概論 藤田岳久編著／二村健監修 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 急激な情報化の進展は社会のあらゆる分野に影響を与えており、社会全体に対してのみな

らず、学術研究の面においても多大な影響を与え続けている。研究者はネットワーク環境下

のもとで資料・情報を取得しながら、研究活動を遂行しており、冊子体の情報だけでなく、

電子ジャーナルやオンラインデータベースといった様々なネットワーク情報資源は研究を

行う上でなくてはならないものとなった。|図書館は資料・情報を利用者に提供するという役

割を担っているが、図書や雑誌などの冊子体といった従来型の資料の提供だけではなく、オ

ンライン上で得られる情報もまた研究活動にとって重要であり、それらをいかに提供できる

かは課題の一つである。| 従来この科目は、人文科学、社会科学、自然科学・技術における

学術構造と資料・情報との関係について理解を図り、各専門分野の資料・情報の特性と種類

を解説・理解することをねらいとしてきた。現在では学術情報のデジタル化が進み、ネット

ワーク環境を抜きにしては、研究活動を遂行することが考えられないものとなっている。た

だし人文科学、社会科学では、従来の書誌・索引類の利用も見られるため、専門領域によっ

て、資料・情報へのアクセス方法が異なっていることを理解することも大切である。| 学術

情報の生産・流通・利用・評価は研究者がどのように研究成果を生産し、流通させ、利用し

ているのかその学術構造そのものと深いかかわりを持つことになる。その上で現在のネット

ワーク環境下における学術情報・資料について図書館とのかかわりを含めて理解する。その

のち、各専門分野の特性を把握し、各分野の情報・資料について理解を深めることを 終的

な目的としている。 
 

■学習の要点 

 学術情報への理解には研究活動そのものへの理解が必要であり、また各専門分野への理解

の前提として、学術構造に対する理解も必要である。その上でネットワーク情報環境下にお

ける学術情報の変化、さらに図書館がそれに対してどのようなかかわりを持つのか、理解を

深めたい。図書館員として、各領域の学問的特性の理解、個々の資料・情報についての知識

を得るとともに、使いこなせることが理想的である。特に大学図書館では、専門分野への理

解を深めることにより、高度な図書館サービスが期待される。以上について理解を図ること

になるが、指定のテキストだけではなく、参考文献を参照しながら学習を進めてほしい。具

体的な資料名やデータベースは参考文献のほか、 新の情報に留意するために、その他の図

書やインターネット情報を通して調べてほしい。また図書館で資料の現物を手にしたり、実

際にオンラインデータベースを利用して欲しい。|（ポイント）|１．学術構造への理解との学

術情報・資料の特徴| この項目について、テキストだけではなく参考図書を参照しながらし

て学習を進めてほしい。学術構造がどのように成立しているのかを把握するとともに、どの

ように学術情報にアクセスし、利用しているのかを理解する。学術資料・情報の生産・流通・

利用・評価と学術資料・情報の特性、一次資料と二次資料の特性及び種類について理解を図

る。また、代表的な学術情報の探索行動について理解する。さらに、学術情報の評価につな



がる「ビブリオメトリクス」とその法則、インパクトファクターなどについて調べておいて

ほしい。|２．電子資料、ネットワーク情報資源| 研究活動を行うにあたり、電子資料やデー

タベースなど様々なネットワーク情報資源が欠くことのできないものである。オンラインデ

ータベースや電子ジャーナル、オープンアクセス、機関リポジトリなどの事象について理解

を深めたい。なお 新の動向への把握にはテキストや参考文献の他、様々な図書やインター

ネット情報で調べててほしい。また、大学図書館を中心にネットワーク情報源にかかわる図

書館を取り巻く現状や課題などについても理解を深めたい。|３．地域資料、灰色文献| 地域

資料や灰色文献について、理解を深める。これら資料や文献も学術活動を行う上で欠くこと

のできないものである。これらの文献の特性や種類、社会的な役割など理解を深めたい。|４．

人文科学分野の特性と人文科学資料・情報の特性と種類|人文科学分野の学問的特性と、人文

科学分野の情報・資料について、その特性や種類を理解し、どのように情報・資料が生産・

流通・利用されているのか、またどのような検索ツールがあるのかを理解する。人文科学と

は何か、人文科学の情報源の特徴、研究者の情報利用、書誌コントロールについて理解する。

人文科学の情報源の特性はテキストだけではなく参考図書も併せて参照してほしい。二次資

料やデータベースについては、参考文献の『情報の特性と利用』や他の図書やインターネッ

ト情報などで調べておくこと。|５．社会科学分野の特性と社会科学分野の資料・情報の特性

と種類|社会科学分野の特性と、社会科学分野の資料・情報について、その特性や種類を理解

し、情報・資料が生産・流通・利用されているのか、また検索ツールについて理解する。社

会科学とは何か、社会科学の情報源の特性と種類、研究者の情報利用、書誌コントロールな

どについて理解する。社会科学の資料・情報の種類も多様である。社会学資料・情報を探す

ツールについて、その種類や特徴を含め調べておくこと。人文科学分野と同様参考文献の『情

報の特性と利用』や他の図書やインターネット情報などで調べておいてほしい。|６．自然科

学・技術分野の特性と自然科学・技術分野の資料・情報の特性と種類|自然科学分野の学問的

特性と、自然科学分野の資料・情報について、その特性や種類を理解し、どのように情報・

資料が生産・流通・利用されているのか、またどのような検索ツールがあるのかを理解する。

自然科学・技術とは何か、自然科学・技術の情報源の特性と種類、研究者の情報利用、書誌

コントロールなどについて理解する。自然科学や技術分野の情報源の特性をまとめるととも

にこの分野における学術雑誌の特徴についてもまとめておくこと。また、技術分野における

規格資料や特許資料、テクニカルレポートなど特徴的な資料の特徴や探し方についても必ず

参考図書などで調べておいてほしい。二次資料やデータベースについては、参考文献の『情

報の特性と利用』や他の図書やインターネット情報などで必ず調べておいてほしい。 
 

■学習の到達目標 

 人文科学、社会科学、自然科学・技術のそれぞれの代表的、基本的な書誌については、そ

の資料名、書誌的事項の記述と配列、記述の様式、収載範囲などを知っておきたい。| 近

では書誌情報が電子情報としてオンラインデータベース化されているものが多くなってき

ており、ネットワークを利用した情報検索も増加している。同種の資料でも印刷メディア、

電子メディア、データベースとしてネット上で検索可能な状態で存在している。ネットワー

ク情報減の現状と課題について理解を深めたい。| 実際に図書館まで出かけて資料を手に取

り、情報アクセスを試し、知識を取得するよう試みることが望ましい。 
 

■成績評価の基準 

 問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式ス

タイル（10）、オリジナリティ（10）| 書式スタイルについては、下記の備考欄を良く読ん

でおくこと。 



授業コード S0769 （認定科目名：資料組織概説/情報資源組織論） 

授業科目 資料組織概説 単位 2.0 

担当者 蟹瀬 智弘 
シラバスグルー

プ 
T0S112 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報資源組織論 改訂（現

代図書館情報学シリーズ 9） 
田窪直規 編 樹村房  

    

 
 

■授業の概要 

図書館情報資源を効率的に利用するための技術である目録と分類について、その理論と技術

を学修する。|資料の特徴を記す記述目録法と、内容から資料にたどり着きやすくするための

主題目録法、およびネットワーク上の情報資源を組織化するメタデータについて学修する。 
 

■学習の要点 

指定されたテキストだけでなく、参考文献に挙げた教科書なども参考にすると理解しやすく

なる。|記述目録法、主題目録法、メタデータなどについて、なぜ必要なのか、どのような効

果があるのかを考えながら学習するとよい。 
 

■学習の到達目標 

図書館情報資源組織化について、書誌コントロール、書誌記述法、主題分析、メタデータ、

書誌データに関する理論と技術を修得する。|ただし目録や分類等の技術は情報資源組織演習

で修得するので、本課目では理論を理解することを目標とする。 
 

■成績評価の基準 
情報資源組織において重要なキーワードを理解しているか、適切に説明できているかを評価

する。 



授業コード S0771 （認定科目名：児童サービス論） 

授業科目 児童サービス論 単位 1.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S124 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童サービス論 （ＪＬＡ図

書館情報学テキストシリー

ズ ３−６） 

堀川照代 編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、国家資格である司書資格取得を前提とした必修科目である。|本科目における「児

童」とは、学校教育における児童（小学生）ではなく、児童福祉法における児童（0 歳から

18 歳未満）を指すことに留意してほしい。したがって、本科目における「子ども」とは、児

童（0 歳から 18 歳未満）のことを言う。|また、本科目における「公共図書館」とは、図書

館法における公立図書館と私立図書館の総称である。||生涯学習のはじめの一歩となる、公

共図書館における児童の発達段階に応じた各種のサービスや運営方法、児童資料等の特性、

児童と資料を結びつける方法について総合的に学習する。||通信教育の特性上、児童資料等

の特色（現物提示）や児童と資料を結びつける方法（実技）については、担当教員から実物

や実演を見せることが、かなわない。|そこで、自らで実在する公共図書館や書店に赴いて児

童書を手に取ったり、web 上で児童と資料を結びつける方法（実技）の動画を視聴したり、

大学図書館などで関連する DVD を観て、自身でも実演を行ってみてほしい。|なお、テキス

トにおいて「読み聞かせ」と表記されている部分を、担当教員は「読み語り」と表記してい

る。| 
 

■学習の要点 

児童サービスの要点は、(1)子どもを知ること、(2)子どものための児童資料を知ること、(3)

子どもと児童資料を結びつけることである。このことを念頭に置いて、子どもの発達、児童

資料、両者を結ぶ方法・技術、包括的な児童サービスの運営等を学習する。特に、以下の 8

点について、テキストに従って学習をすすめてほしい。また、学びをより深めるためには参

考文献を読み、調査によって具体的な事例を吸収すること。| 1. 児童サービスとは何か。児

童サービスの意義。（テキスト：UNIT0〜2 が該当するが、テキスト全体から理解してほしい）

| 2. 子どもの発達と読書の関係。（テキスト：UNIT3〜6）| 3. 児童資料の種類と類型の特

色。（成人書との比較を含む）（テキスト：UNIT7〜14）| 4. 児童コレクションの形成と管理。

（どのようにして選択・収集し整理するのか）（テキスト：UNIT15〜17) | 5. 児童サービ

スの運営。（テキスト：UNIT23～29）| 6. 子どもと児童資料を結びつける技術。（読み語り、

ストーリーテリング、ブックトーク、アニマシオン、ペープサート、ビブリオバトル、リテ

ラチャー・サークル、読みあい、科学あそび等々）（テキスト：UNIT18~22、30〜33、及び

web 上の動画や DVD など） | 7. 乳幼児、ヤングアダルト、特別な支援を要する児童への

サービス。 (テキスト：UNIT34〜42)| 8. 公共図書館の連携・協力の必要性。（子ども読書

活動推進計画、学校や地域との連携）（テキスト：UNIT43〜48） | 
 



■学習の到達目標 

児童サービスの目的と意義を理解し、「子ども（乳幼児からヤングアダルト）の発達」と「児

童資料」について知り、「子どもと児童資料を結ぶための技術」を習得して、児童図書館員

としての専門性を身につける。 
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10）  



授業コード S0772 （認定科目名：図書及び図書館史/図書・図書館史） 

授業科目 図書及び図書館史 単位 1.0 

担当者 中山 愛理 
シラバスグルー

プ 
T0S140 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書・図書館史（JLA 図書館

情報学テキストシリーズ 

3；11） 

小黒浩司編 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

 現在の図書館は、多様な変化に直面し、課題をかかえています。このような変化や課題は、

急に出現したわけでもありません。|   これまでの図書館の長い活動ひとつひとつが積み重

なって、やがて歴史となり、結果として導かれたものです。図書館情報メディアや図書館の

歴史を学ぶことを通じて、現在の図書館、そしてこれからの図書館の在りようをを冷静に見

通すことを目指します。| 
 

■学習の要点 

 テキストは、「記録メディアの歴史」、「図書館の歴史：世界」、「図書館の歴史：日本」から

構成されている。 初に、全体の構成を把握してください。| 次に、「記録メディアの歴史」

の部分を熟読し、自分なりにまとめてください。| その後、「図書館の歴史：世界」及び「図

書館の歴史：日本」を熟読してください。い。その際に、各時代の図書館に扱われていたメ

ディアを「記録メディアの歴史」を参照し、確認しながら読み進めてください。|そして、各

時代の図書館のトピック（出来事）とメディアを対照させるようにまとめてください。| ま

た、現在の図書館の状況や課題に通ずる内容が過去のどこに起因するのかも探ってほしい。 
 

■学習の到達目標 
・図書館情報メディアの歴史について説明することができる。|・世界の図書館の歴史につい

て説明することができる。|・日本の図書館の歴史について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
・問題に即した解答がされているかどうか。|・テキストの内容を理解した解答となってるか

どうか。 



授業コード S0773 （認定科目名：図書館情報技術論） 

授業科目 情報機器論 単位 1.0 

担当者 岡 紀子 
シラバスグルー

プ 
T0S110 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂 図書館と情報技術 田窪直規編 樹村房  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館情報技術論／情報機器論は司書資格取得のための必修科目である。2 単位の基礎科

目に位置付られている（情報機器論は 1 単位）。|今日の図書館司書の業務では、コンピュー

タを中心とする情報機器に関する基礎知識と的確な情報処理を遂行するための実務の習得

が不可欠である。|本科目では、図書館業務に必要な基礎的な情報技術を修得するために、コ

ンピュータ等の基礎、コンピュータシステム、データベース、検索エンジン、図書館業務シ

ステム、電子資料等について学習する。|| 
 

■学習の要点 

 テキストを理解するために、以下の７つの視点でまとめていくこと。 |１.コンピュータ

とネットワークの基礎とはなにか |２.情報・技術・社会の関連および法との関連はどのよ

うになっているのか |３.データベースと検索エンジンの便利さを生み出す仕組みはなにか 

|４.システム管理とセキュリティの現状は |５.図書館で情報技術を効率的に活用するには 

|６.電子資料、デジタルアーカイブズの世界は |７. 新の情報技術と図書館の動向に注目す

る || |情報革命の歴史は、紀元前 35000 年頃、クロマニヨン人による'言語の使用'によっ

てもたらされた第１次情報革命から始まり、文字の発明（第２次情報革命）、15 世紀半ばの

グーテンベルグによる活版印刷術の発明に始まる「印刷革命」（第３次情報革命）のと呼ば

れる大きな波動を経て、電気通信技術の発明（第４次情報革命）へと発展した。さらに現代

は第５次情報革命の真っただ中にある。この第５次を情報化社会というが、ここで言う「情

報化」とは、一般的には「コンピュータ化」と同義であり、「情報を物質、エネルギーに次ぐ

第三の要素として認識し、その生成、加工、伝達、蓄積、利用を意識的に行おうとする活動

の総体」であると定義付けることができる。情報の歴史の中で、「文字に依存した情報」から

「デジタルコンテンツ」へ向かう動きの中にあることを意識し、図書館の情報技術について

の理解を深めてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に示す事項について、単に暗記するのでなく、実践と資料等を駆使して理

解し納得すること。「答案」評価の基準および作成上の留意点は、リポートと共通である。|

そのうえで、 |１）図書館の現場で必要となる基礎的な情報技術の知識を身につける。|２）

知識を活用して図書館が直面する今日的な課題に対応することができる。|３）インターネッ

ト上の情報源や電子出版の動向などを理解し、それらと連携した図書館サービスを展開する

ことができる。|４）情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ、情報サービス論とあわせて履修することによ

り、「検索技術者検定 3 級」に合格できる実力を身に着ける。|||| 
 

■成績評価の基準 

リポート添削・評価の基準および留意点|1）構成（書式、章立て、文体の統一、見出し、引

用）がしっかりしていて、注意深くしっかりていねいに書かれたか。|2）内容（設題の主旨

に応える、設題の条件に適う、参考/引用元とその量）について、どれほど広く学び取った

か。|3）論理性と表現（客観的理解、考察の内容、端的で明快）について、どれほど深い思



考か。|4）学習量として、参考とした文献は多いことを評価する。少なくとも引用した数だ

け資料等に当たって学習したと評価できる。反対に、1 冊だけからしか引用がない場合は学

習不足とする。|5)その他の優位点。| 独自のアイディアや意見を中心として、論理的に述べ

ている場合など。||さらに、補足的注意点として下記に留意すること。 |・文字数は 3200

字（横書き）で、標準は A4 版 32 字 x25 行の設定とする。 |・注記は'脚注'を用いる。注

記の記号は「*」を用いるとよい。 |・引用について、自分が自ら考え出した文と、資料か

ら学んで引用した文とを明確に区別して記述すること。引用の記号は「１）、２）、、」（上付

き文字）を用いると良い。|・引用の出典は、その書誌とページ番号（一義的に確認可能）を

巻末に'参考文献'として一覧記載する。 |・明確に章立てし、文体は「だ」「である」（常態）

に統一すること。|・事実とデータに基づく客観的理解、納得いく考察、論理的に明快な表現

に留意して記述すること。|・文字量が指定を大きく逸脱するのものは認めない。 |・書きっ

ぱなしで推敲していない場合、内容が設題の趣旨から外れている場合、およびエッセー、感

想文は添削対象外とする。||| 



授業コード S0782 （認定科目名：成人指導） 

授業科目 成人指導 単位 2.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S161 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい生涯学習概論 後期

近代社会に生きる私たちの

学び 

赤尾勝己 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
国や地方自治体の生涯学習振興計画の中で成人の学習がどのようにとらえられているかに

ついて理解するとともに、成人の学習機会の在り方、実態、課題についての考察を深める。 

 

■学習の要点 

以下を考察しておくこと。|1.社会教育施設・生涯学習施設の実態と課題|2.高齢者の学習プロ

グラムの立て方と地域の課題|3.地域における成人教育の課題|4.社会の変化と成人教育のあ

り方|5.生涯学習における学習プログラムの立て方|6.地方自治体の生涯学習に関する計画の

課題 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、自ら調べ、考察すること。実態や具体例を調

べ、理解し、課題を考察できるようになること。 

 

■成績評価の基準 
地域の現状を実際に調べた上で論述しているか、また自治体の計画と比べどのような問題が

あるのか、さらに実施における課題は何かについて深く考察すること。 



授業コード S0783 （認定科目名：青少年指導） 

授業科目 青少年指導 単位 2.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S162 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 -生涯学習

社会への道- 増補改訂版 
浅井経子編 理想社  

    

 
 

■授業の概要 

平成 18 年の教育基本法の改正および平成 20 年の社会教育法改正等により加わった教育の

新しい動きを捉えるととともに、国際化や情報化の中で、また深刻化する環境問題や経済雇

用情勢の変化の中で、青少年指導がいかにあるべきかを広く深く考える。 
 

■学習の要点 

下記の事項について理解を深めておくこと。|1.青少年指導のあり方|2.社会教育施設における

青少年指導|3.青少年を対象とする指導者養成の課題とあり方|4.地方自治体の児童・生徒を対

象とした教育計画|5.家庭教育・学校教育及び社会教育の連携と融合|6.地域における少年指導

の課題 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、自ら調べ、考察すること。実態や具体例を調

べ、理解し、課題を考察できるようになること。 

 

■成績評価の基準 全てを網羅するのではなく、いくつかを取り上げて、自分で考察し、論述すること。 



授業コード S0784 （認定科目名：博物館学） 

授業科目 博物館学 単位 2.0 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館について、歴史、種類、機能、目的などの基本的な論点を整理し、理解を深めながら、

現代そして将来において求められるべき博物館のあり方を考える。 

 

■学習の要点 

科目 終試験の各問題はそれぞれテキスト『新時代の博物館学』で各章を構成する節に含ま

れる項目として整理されています。問題はそのような項目を確実に学習すれば解答できるよ

うに作成してありますので、対象となる部分を熟読して、リポートや試験に備えてください。 
 

■学習の到達目標 

どの問題についても、テキストを読み、その論旨や要件を具体的で明瞭にまとめることが適

確な解答を書くためのもっとも大切な点です。特にそれぞれを説明する際に必須となる用語

を欠かさないように記述してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストに用いられている専門用語が適切に説明されているかが、これらを用いた説明が的

確であるかが評価に関わる重要な基準となります。 



授業コード S0785 （認定科目名：図書館学） 

授業科目 図書館学 単位 2.0 

担当者 高畑 悦子 
シラバスグルー

プ 
T0S139 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館概論 ５訂版 ＪＬＡ

図書館情報学テキストシリ

ーズ ３−１ 

塩見昇 編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

図書館の機能や社会における意義や役割について理解を図り、図書館の歴史と現状、図書館

の種類とそれぞれの機能や役割、関係法規、図書館職員の役割などについて考察する。我々

が日々の生活を営む民主主義社会における図書館の役割及びその存在意義について考究す

ることを目的としている。以下の内容について理解を深めてもらいたい。||１．図書館の定

義：構成要素と機能|２．書物の役割：知的生産物、知識の媒介としての永遠性、人格表現、

創造へのいざない、等|３．図書館思想：公共図書館の成立と展開|３．図書館の自由|４．図

書館をめぐる法の理念|５．図書館行財政|６．図書館のはたらき：国立国会図書館、公共図書

館、大学図書館、学校図書館、専門図書館、各種図書館のはたらきを理解する|７．図書館協

力 館種を超えた図書館間における連携・協力|８．図書館職員の役割と資格、倫理綱領 |９．

図書館の現状と課題 
 

■学習の要点 

図書館の種類、機能、関係法規等に関する学習を通して、何故図書館が必要なのか、何故図

書館に司書が必要なのかについて自らの考えをまとめてもらいたい。学習の要点としては、

以下の内容に特に留意すること。|１．図書館思想の流れ|２．憲法、教育基本法、社会教育法

と図書館法|３．憲法と表現の自由・知る自由|４．図書館の自由に関する宣言と、図書館の自

由をめぐるさまざまな問題|５．公共図書館の歴史：世界と日本|６．第二次世界大戦後のわが

国の公共図書館|７．国立図書館の機能・役割と、わが国の国立国会図書館の法規と役割、現

状と課題|８．公共図書館の法規と役割、現状と課題|９．学校図書館の役割・現状|１０大学

図書館、専門図書館の役割・現状．|１１．図書館ネットワーク、図書館協力とは何か|１２．

図書館行政、財政、指定管理・委託問題など|１３．図書館職員の役割と資格：倫理綱領| 
 

■学習の到達目標 

| 図書館の種類を挙げて、それぞれの機能、役割について要約できる。| 図書館の歴史を概

観して現在の公共図書館運営に多大な影響を与えた事柄についてまとめることができる。| 

図書館の自由について理解し、その問題点と意義を列挙することができる。| 図書館の行財

政の問題点を指摘し、図書館運営の在り方について意見をまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）

（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10）|「答案」作成上の留意点：書式スタイ

ルについては、下記の備考欄を良く読んでおくこと。|**丁寧な字を書くように努力するこ

と。|**「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。このような場合は、

評価対象外となる。||| 



授業コード S0786 （認定科目名：教育学概論） 

授業科目 教育学概論 単位 2.0 

担当者 山内 乾史 
シラバスグルー

プ 
T0S155 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「学校教育と社会」ノート―

教育社会学への誘い（第 3

版） 

山内乾史著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 
グローバル化する社会の中で、日本の教育はどうあるべきかを考察する。日本の教育を客観

的に見る視野が求められる。 

 

■学習の要点 

 教育の本質は何かを、現在の学校に焦点をあてて考える。諸外国との比較の中で、日本の

教育問題を客観的にみる。| ・学校教育と社会との関係について考える。| ・高学歴者はな

ぜ尊重されたのかについて考える。| ・エリート教育、才能教育について考える。| ・日本

の授業料政策・奨学金政策の特徴について考える。| ・日本の大学院修了者の就職問題育に

ついて考える。| ・日本の大学生文化の特徴について考える。 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれの内容をまとめる。| 

 

■成績評価の基準 
自分自身の教育論をはっきりと確立できているかが成績評価の基準になる。|テキストに即し

て出題する。解答はテキスト学習に基づいて答えること。| 



授業コード S0788 （認定科目名：図書館制度・経営論） 

授業科目 図書館制度・経営論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S120 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館制度・経営論（JLA 図

書館情報学テキストシリー

ズ 3；2） 

永田治樹編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館に関する法律、関連する領域の法律、図書館政策について理解するとともに、図書

館の管理や経営についての考察を深める。職員や施設等の経営資源、サービス計画、予算の

確保、調査と評価、管理形態などについて学習する。|１） 図書館法について|２） 他館種の

図書館に関する法律等| ３） 図書館サービス関連法規| ４） 図書館政策（国、地方公共団体)| 

５） 公共機関・施設の経営方法（マーケティング,危機管理を含む）| ６） 図書館の組織・

職員（組織構成、館長の役割、人事管理、図書館協議会、ボランティアとの連携）| ７） 図

書館の施設・設備| ８） 図書館のサービス計画と予算の確保| ９） 図書館業務・サービスの

調査と評価| １０） 図書館の管理形態の多様化 
 

■学習の要点 

 近年、公共図書館の貸出冊数、設置率など急速に発展してきた。また一方で、社会情勢の

変化や情報化の進展に伴い、地方財政問題、職員問題、管理主体の多様性など、図書館経営

のあり方が問われている。さまざまな意見を参考にし、持続発展可能な公立図書館の制度・

経営とはどうあるべきか、主体的に学び、自らの意見を持ってほしい。| テキスト等を参考

に下記の点を理解すること。|１） 図書館法について理解する|２） 他館種の図書館に関する

法律、図書館関連法規を概観する| ３） 図書館の経営視点の必要性| ４） 図書館の計画と評

価| ５） 図書館サービス計画と施設計画| ６） 公立図書館の組織、館長のリーダーシップ、

職員の養成・育成| ７） 図書館の財務と振興計画、課金問題| ８） 管理運営形態の多様化| 

９） 今後の図書館経営のあり方 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを通読し必要に応じて参考文献などを

用いて次のテーマを理解・説明できること。|1.図書館奉仕、無料の原則、職員、図書館協議

会という点から図書館法を理解すること。 |2.現在、公立図書館は経営的視点が求められて

いる。公立図書館を経営するとはどういうことか 多角的にとらえる。「経営」に対する一般

的な定義を理解し、現代的な経営課題や図書館の使命、目的を理解すること。（テキス

ト :unit11,12 参照。) |3.図書館長の役割、職員の育成、図書館組織について理解すること。

(テキスト:unit13, 31〜34 参照。) |4.図書館のサービス計画と評価の関係について理解するこ

と。(例えば、PDCA サイクルという 視点で考えるとわかりやすい。) |5.図書館予算が厳しい

現状で、どのようにすれば財源を確保できるか。(具体的な取り組みの事例を考えると良い。)

また、多様な運営形態についても理解しておくこと。 (テキスト:unit36〜40 参照。) |6.図書

館利用が、来館型サービスからネットを介した非来館型サービスへ移行しつつある。図書館

資料のデジタル化によって図書館のスタイルがどう変化すべきか自分の意見を構築する。

(テキスト:unit41〜50 参照。) || 
 



■成績評価の基準 
成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）

（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10） 



授業コード S0789 （認定科目名：図書館情報技術論） 

授業科目 図書館情報技術論 単位 2.0 

担当者 岡 紀子 
シラバスグルー

プ 
T0S111 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂 図書館と情報技術 田窪直規編 樹村房  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館情報技術論／情報機器論は司書資格取得のための必修科目である。2 単位の基礎科

目に位置付られている（情報機器論は 1 単位）。|今日の図書館司書の業務では、コンピュー

タを中心とする情報機器に関する基礎知識と的確な情報処理を遂行するための実務の習得

が不可欠である。|本科目では、図書館業務に必要な基礎的な情報技術を修得するために、コ

ンピュータ等の基礎、コンピュータシステム、データベース、検索エンジン、図書館業務シ

ステム、電子資料等について学習する。|| 
 

■学習の要点 

 テキストを理解するために、以下の７つの視点でまとめていくこと。 |１.コンピュータ

とネットワークの基礎とはなにか |２.情報・技術・社会の関連および法との関連はどのよ

うになっているのか |３.データベースと検索エンジンの便利さを生み出す仕組みはなにか 

|４.システム管理とセキュリティの現状は |５.図書館で情報技術を効率的に活用するには 

|６.電子資料、デジタルアーカイブズの世界は |７. 新の情報技術と図書館の動向に注目す

る || |情報革命の歴史は、紀元前 35000 年頃、クロマニヨン人による'言語の使用'によっ

てもたらされた第１次情報革命から始まり、文字の発明（第２次情報革命）、15 世紀半ばの

グーテンベルグによる活版印刷術の発明に始まる「印刷革命」（第３次情報革命）のと呼ば

れる大きな波動を経て、電気通信技術の発明（第４次情報革命）へと発展した。さらに現代

は第５次情報革命の真っただ中にある。この第５次を情報化社会というが、ここで言う「情

報化」とは、一般的には「コンピュータ化」と同義であり、「情報を物質、エネルギーに次ぐ

第三の要素として認識し、その生成、加工、伝達、蓄積、利用を意識的に行おうとする活動

の総体」であると定義付けることができる。情報の歴史の中で、「文字に依存した情報」から

「デジタルコンテンツ」へ向かう動きの中にあることを意識し、図書館の情報技術について

の理解を深めてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に示す事項について、単に暗記するのでなく、実践と資料等を駆使して理

解し納得すること。「答案」評価の基準および作成上の留意点は、リポートと共通である。|

そのうえで、 |１）図書館の現場で必要となる基礎的な情報技術の知識を身につける。|２）

知識を活用して図書館が直面する今日的な課題に対応することができる。|３）インターネッ

ト上の情報源や電子出版の動向などを理解し、それらと連携した図書館サービスを展開する

ことができる。|４）情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ、情報サービス論とあわせて履修することによ

り、「検索技術者検定 3 級」に合格できる実力を身に着ける。|||| 
 

■成績評価の基準 

リポート添削・評価の基準および留意点|1）構成（書式、章立て、文体の統一、見出し、引

用）がしっかりしていて、注意深くしっかりていねいに書かれたか。|2）内容（設題の主旨

に応える、設題の条件に適う、参考/引用元とその量）について、どれほど広く学び取った

か。|3）論理性と表現（客観的理解、考察の内容、端的で明快）について、どれほど深い思



考か。|4）学習量として、参考とした文献は多いことを評価する。少なくとも引用した数だ

け資料等に当たって学習したと評価できる。反対に、1 冊だけからしか引用がない場合は学

習不足とする。|5)その他の優位点。| 独自のアイディアや意見を中心として、論理的に述べ

ている場合など。||さらに、補足的注意点として下記に留意すること。 |・文字数は 3200

字（横書き）で、標準は A4 版 32 字 x25 行の設定とする。 |・注記は'脚注'を用いる。注

記の記号は「*」を用いるとよい。 |・引用について、自分が自ら考え出した文と、資料か

ら学んで引用した文とを明確に区別して記述すること。引用の記号は「１）、２）、、」（上付

き文字）を用いると良い。|・引用の出典は、その書誌とページ番号（一義的に確認可能）を

巻末に'参考文献'として一覧記載する。 |・明確に章立てし、文体は「だ」「である」（常態）

に統一すること。|・事実とデータに基づく客観的理解、納得いく考察、論理的に明快な表現

に留意して記述すること。|・文字量が指定を大きく逸脱するのものは認めない。 |・書きっ

ぱなしで推敲していない場合、内容が設題の趣旨から外れている場合、およびエッセー、感

想文は添削対象外とする。||| 



授業コード S0790 （認定科目名：図書館サービス概論/図書館サービス論） 

授業科目 図書館サービス概論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S121 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館サービス論（JLA 図書

館情報学テキストシリーズ 

2；3) 

小田光宏編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

  図書館サービスとは何か、その理念や意義と歴史的背景を学習し、各種サービスの現状

と課題を把握するとともに、情報化の進展を踏まえたこれからの図書館の役割や図書館像を

考察する。具体的な学習項目を以下に掲げる。|（１）図書館サービスの理念と意義|（２）図

書館サービスの計画と評価|（３）図書館活動の発展|（４）図書館サービスの現状と課題|（５）

図書館活動における自由の問題|（６）図書館づくりの政策と運動 | 
 

■学習の要点 

  以下の点に注意して学習を進めていくこと。|（１）図書館サービスはどのような理念や

意義に基づいて展開されているのか、「ユネスコ公共図書館宣言」、「公立図書館の任務と目

標」、「文字・活字文化振興法」と図書館関連法規等を踏まえて学習する|（２）図書館サービ

スの計画と評価について、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」や具体例を学習

する。|（３）図書館活動の発展について、歴史的背景における『中小都市における公共図書

館の運営』、『市民の図書館』、「これからの図書館像 ー地域を支える情報拠点をめざして（報

告）」等の内容の理解と社会変化に対応した図書館の役割や図書館像を考えること|（４）図

書館サービスにおける資料・情報の提供、アウトリーチ活動、全域サービスと図書館システ

ム、技術革新、図書館協力とネットワーク、都道府県と国の図書館活動、学校・大学図書館

等との連携・協力、集会・文化・広報活動の現状を学習するとともに、これらのサービスに

おける課題を把握すること|（５）図書館活動における自由の問題について、「図書館の自由

に関する宣言」を理解し、具体的な事例を学習すること。また「図書館員の倫理綱領」につ

いても理解し、学習すること。|（６）図書館づくりにおける指定管理者制度等の政策の動向

と住民参加やボランティア活動の現状を把握すること| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、シラバスの「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習を進め

ること。| 

 

■成績評価の基準 
問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタ

イル（10）、オリジナリティ（10） とする。 



授業コード S0791 （認定科目名：情報サービス論/情報サービス概論） 

授業科目 情報サービス論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S122 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ベーシック司書講座・図書

館の基礎と展望４ 情報サ

ービス論 

竹之内 禎 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

  図書館における情報サービスとは何か、その意義・種類とサービスの実際を学習し、様々

な情報源の利用法を理解する。また情報化の進展に伴い、これからの情報サービスはどうあ

るべきかを考え、図書館員がなすべきことなどを考察する。学習項目を以下に掲げる。|（１）

情報サービスの種類 |（２）情報サービスの理論的展開  |（３）レファレンスサービスの

理論と実践 |（４）レファレンスサービスの実際と情報検索サービス|（５）各種情報源の特

質と利用法（データベースを含む）  |（６）各種情報源の評価と解説、その組織化|（７）

発信型情報サービスの意義と方法|（８）情報サービスにかかわる知的財産権の基礎知識|（９）

図書館利用教育と情報リテラシーの育成|（１０）これからの情報サービスについて：展望  
 

■学習の要点 

 以下の 10 点に注意して学習を進めていくこと。|（１）図書館における情報サービスの代

表的な種類である下記のサービスについて、その具体的内容を学習すること|  ・直接サー

ビス ・間接サービス ・課題解決支援サービス|（２）情報サービスの理論的展開について、

下記の事柄を学習すること|  ・定義 ・図書館の種類と重視される情報サービス機能 ・

図書館の機能とレファレンスサービス理論|（３）レファレンスサービスの理論と実践につい

て、下記の事柄を学習すること|  ・図書館の教育機能と情報提供機能 ・人的援助と物的

援助 ・レファレンスサービスの実践とレファレンス力|（４）図書館現場でのレファレンス

サービスをおこなううえでの注意点と実際のプロセス（テキスト p.27 図 4-4）とあわせて、

データベースを利用した情報検索サービスのための理論と方法を学習すること|（５）各種情

報源の特質と利用法について、情報メディア・文献・データベースの検索など具体例で学習

すること       |（６）代表的なレファレンスツールとして、レファレンスブックの

評価と内容を学習するとともに、情報源の組織化について学ぶこと|（７）発信型情報サービ

スの意義と方法について、パスファインダーなど電子情報技術を利用した新しい情報サービ

スの意義・形態とあり方を学習すること|（８）知的財産権の骨格を学び、図書館での情報サ

ービスに必要な知識を習得する|（９）公共図書館における情報リテラシー教育の必要性とサ

ービスの事例を学習すること|（１０）これからの情報サービスのあり方、図書館や図書館員

がなすべきこと、求められていることについて考えること 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、シラバスの「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習を進め

ること。 

 



■成績評価の基準 
問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタ

イル（10）、オリジナリティ（10） とする。 



授業コード S0792 （認定科目名：児童サービス論） 

授業科目 児童サービス論 単位 2.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S125 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童サービス論 （ＪＬＡ図

書館情報学テキストシリー

ズ ３−６） 

堀川照代 編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、国家資格である司書資格取得を前提とした必修科目である。|本科目における「児

童」とは、学校教育における児童（小学生）ではなく、児童福祉法における児童（0 歳から

18 歳未満）を指すことに留意してほしい。したがって、本科目における「子ども」とは、児

童（0 歳から 18 歳未満）のことを言う。|また、本科目における「公共図書館」とは、図書

館法における公立図書館と私立図書館の総称である。||生涯学習のはじめの一歩となる、公

共図書館における児童の発達段階に応じた各種のサービスや運営方法、児童資料等の特性、

児童と資料を結びつける方法について総合的に学習する。||通信教育の特性上、児童資料等

の特色（現物提示）や児童と資料を結びつける方法（実技）については、担当教員から実物

や実演を見せることが、かなわない。|そこで、自らで実在する公共図書館や書店に赴いて児

童書を手に取ったり、web 上で児童と資料を結びつける方法（実技）の動画を視聴したり、

大学図書館などで関連する DVD を観て、自身でも実演を行ってみてほしい。|なお、テキス

トにおいて「読み聞かせ」と表記されている部分を、担当教員は「読み語り」と表記してい

る。| 
 

■学習の要点 

児童サービスの要点は、(1)子どもを知ること、(2)子どものための児童資料を知ること、(3)

子どもと児童資料を結びつけることである。このことを念頭に置いて、子どもの発達、児童

資料、両者を結ぶ方法・技術、包括的な児童サービスの運営等を学習する。特に、以下の 8

点について、テキストに従って学習をすすめてほしい。また、学びをより深めるためには参

考文献を読み、調査によって具体的な事例を吸収すること。| 1. 児童サービスとは何か。児

童サービスの意義。（テキスト：UNIT0〜2 が該当するが、テキスト全体から理解してほしい）

| 2. 子どもの発達と読書の関係。（テキスト：UNIT3〜6）| 3. 児童資料の種類と類型の特

色。（成人書との比較を含む）（テキスト：UNIT7〜14）| 4. 児童コレクションの形成と管理。

（どのようにして選択・収集し整理するのか）（テキスト：UNIT15〜17) | 5. 児童サービ

スの運営。（テキスト：UNIT23～29）| 6. 子どもと児童資料を結びつける技術。（読み語り、

ストーリーテリング、ブックトーク、アニマシオン、ペープサート、ビブリオバトル、リテ

ラチャー・サークル、読みあい、科学あそび等々）（テキスト：UNIT18~22、30〜33、及び

web 上の動画や DVD など） | 7. 乳幼児、ヤングアダルト、特別な支援を要する児童への

サービス。 (テキスト：UNIT34〜42)| 8. 公共図書館の連携・協力の必要性。（子ども読書

活動推進計画、学校や地域との連携）（テキスト：UNIT43〜48） | 
 



■学習の到達目標 

児童サービスの目的と意義を理解し、「子ども（乳幼児からヤングアダルト）の発達」と「児

童資料」について知り、「子どもと児童資料を結ぶための技術」を習得して、児童図書館員

としての専門性を身につける。 
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10）  



授業コード S0794 （認定科目名：図書館資料論/図書館情報資源概論） 

授業科目 図書館情報資源概論 単位 2.0 

担当者 飯野 勝則 
シラバスグルー

プ 
T0S103 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報の特性と利用：図書館

情報資源概論 
山本順一編 創成社  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館情報資源概論/図書館資料論は、図書館で扱われる情報資源（資料）について学ぶ

３つの科目、つまり図書館情報資源概論と情報資源組織論と情報資源組織演習の筆頭科目で

あり、司書課程における必須科目である。学習範囲は、有体物としての印刷資料（図書・逐

次刊行物・小冊子・地図・その他）および非印刷資料（点字資料・マイクロ資料・映像資料・

音声資料・電子資料）にとどまらず、近年、急速に存在感を高めつつあるウェブ上のデジタ

ル・コンテンツ（ネットワーク情報資源）にまで及ぶ。それゆえ履修に当たっては、これら

の広範な図書館情報資源について、その類型や特質、歴史をはじめ、生産、流通、選択、収

集、保存といった図書館業務に必要とされる基礎的な概念を理解できるようにならねばなら

ない。| 紀元前 3 万 5000 年頃、クロマニヨン人による「言語」の発明によって、人類に初

めてもたらされた情報革命は、その後も紀元前 4000 年頃の「文字」の発明や 15 世紀半ば

のグーテンベルグによる「活版印刷術」の発明、さらには 19 世紀後半の「電信、電話」の

発明、そして 1946 年の「コンピュータ」の発明をそれぞれ嚆矢として、繰り返し出現を重

ねるに至っている。実にこの「コンピュータ」—正確には「デジタル・コンピュータ」であ

るが—の発明に始まる第５次情報革命こそが、いまを生きる我々にとって、 も大きなイン

パクトを与えつつある、進行中の情報革命なのである。|—「文字に依存した情報」から「デ

ジタル・コンテンツ」へ。|いま、我々は第５次情報革命の只中を生きているという認識のも

と、これまでの知と次の一歩を展望し、図書館情報資源をめぐる諸問題や情報資源を取り巻

く環境について十分に埋解を深めてほしい。| 
 

■学習の要点 

・図書館情報資源：情報、意義と類型（特徴による分類）|・印刷資料：図書、継続資料、小

冊子、地図|・出版と流通：仕組み、制度、変化|・ネットワーク情報資源と専門資料、ユニバ

ーサルデザイン|・情報の生産と流通：研究と専門情報のサイクル、引用|・一次資料：研究成

果、電子資料、人文科学・社会科学・自然科学資料|・二次資料：種類、データベース、利用、

オープンアクセス|・蔵書構成：蔵書、プロセス、選書論、資料選択、利用者ニーズ、方針、

蔵書管理 
 

■学習の到達目標 

学習にあたっては、以下の 3 点に留意してほしい。|１）「学習の要点」に示す事項について、

単に暗記するのでなく、実践と資料等を駆使して十分に理解すること。|２）図書館情報資源

をめぐるさまざまな課題について、具体的事例と共に理解できていること。|３）事実とデー

タに基づいた記述/表現ができること。 
 

■成績評価の基準 

「学習の到達目標」で示した１）～３）の達成度について、以下のような観点から評価を行

う。|１）現場の図書館員として期待しうる知識を正しい理解の下で身につけ、表現すること

ができたか。|２）図書館員としてさまざまな課題を適切に扱うことができる水準に達してい



るか。|３）事実とデータに基づき自らの意見を論理的に表現することができるようになって

いるか。| 



授業コード S0795 （認定科目名：資料組織概説/情報資源組織論） 

授業科目 情報資源組織論 単位 2.0 

担当者 蟹瀬 智弘 
シラバスグルー

プ 
T0S112 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報資源組織論 改訂（現

代図書館情報学シリーズ 9） 
田窪直規 編 樹村房  

    

 
 

■授業の概要 

図書館情報資源を効率的に利用するための技術である目録と分類について、その理論と技術

を学修する。|資料の特徴を記す記述目録法と、内容から資料にたどり着きやすくするための

主題目録法、およびネットワーク上の情報資源を組織化するメタデータについて学修する。 
 

■学習の要点 

指定されたテキストだけでなく、参考文献に挙げた教科書なども参考にすると理解しやすく

なる。|記述目録法、主題目録法、メタデータなどについて、なぜ必要なのか、どのような効

果があるのかを考えながら学習するとよい。 
 

■学習の到達目標 

図書館情報資源組織化について、書誌コントロール、書誌記述法、主題分析、メタデータ、

書誌データに関する理論と技術を修得する。|ただし目録や分類等の技術は情報資源組織演習

で修得するので、本課目では理論を理解することを目標とする。 
 

■成績評価の基準 
情報資源組織において重要なキーワードを理解しているか、適切に説明できているかを評価

する。 



授業コード S0797 （認定科目名：図書及び図書館史/図書・図書館史） 

授業科目 図書・図書館史 単位 1.0 

担当者 中山 愛理 
シラバスグルー

プ 
T0S140 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書・図書館史（JLA 図書館

情報学テキストシリーズ 

3；11） 

小黒浩司編 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

 現在の図書館は、多様な変化に直面し、課題をかかえています。このような変化や課題は、

急に出現したわけでもありません。|   これまでの図書館の長い活動ひとつひとつが積み重

なって、やがて歴史となり、結果として導かれたものです。図書館情報メディアや図書館の

歴史を学ぶことを通じて、現在の図書館、そしてこれからの図書館の在りようをを冷静に見

通すことを目指します。| 
 

■学習の要点 

 テキストは、「記録メディアの歴史」、「図書館の歴史：世界」、「図書館の歴史：日本」から

構成されている。 初に、全体の構成を把握してください。| 次に、「記録メディアの歴史」

の部分を熟読し、自分なりにまとめてください。| その後、「図書館の歴史：世界」及び「図

書館の歴史：日本」を熟読してください。い。その際に、各時代の図書館に扱われていたメ

ディアを「記録メディアの歴史」を参照し、確認しながら読み進めてください。|そして、各

時代の図書館のトピック（出来事）とメディアを対照させるようにまとめてください。| ま

た、現在の図書館の状況や課題に通ずる内容が過去のどこに起因するのかも探ってほしい。 
 

■学習の到達目標 
・図書館情報メディアの歴史について説明することができる。|・世界の図書館の歴史につい

て説明することができる。|・日本の図書館の歴史について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
・問題に即した解答がされているかどうか。|・テキストの内容を理解した解答となってるか

どうか。 



授業コード S0798 （認定科目名：図書館情報資源特論/専門資料論） 

授業科目 図書館情報資源特論 単位 1.0 

担当者 白井 亨 
シラバスグルー

プ 
T0S135 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館情報資源概論 藤田岳久編著／二村健監修 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 急激な情報化の進展は社会のあらゆる分野に影響を与えており、社会全体に対してのみな

らず、学術研究の面においても多大な影響を与え続けている。研究者はネットワーク環境下

のもとで資料・情報を取得しながら、研究活動を遂行しており、冊子体の情報だけでなく、

電子ジャーナルやオンラインデータベースといった様々なネットワーク情報資源は研究を

行う上でなくてはならないものとなった。|図書館は資料・情報を利用者に提供するという役

割を担っているが、図書や雑誌などの冊子体といった従来型の資料の提供だけではなく、オ

ンライン上で得られる情報もまた研究活動にとって重要であり、それらをいかに提供できる

かは課題の一つである。| 従来この科目は、人文科学、社会科学、自然科学・技術における

学術構造と資料・情報との関係について理解を図り、各専門分野の資料・情報の特性と種類

を解説・理解することをねらいとしてきた。現在では学術情報のデジタル化が進み、ネット

ワーク環境を抜きにしては、研究活動を遂行することが考えられないものとなっている。た

だし人文科学、社会科学では、従来の書誌・索引類の利用も見られるため、専門領域によっ

て、資料・情報へのアクセス方法が異なっていることを理解することも大切である。| 学術

情報の生産・流通・利用・評価は研究者がどのように研究成果を生産し、流通させ、利用し

ているのかその学術構造そのものと深いかかわりを持つことになる。その上で現在のネット

ワーク環境下における学術情報・資料について図書館とのかかわりを含めて理解する。その

のち、各専門分野の特性を把握し、各分野の情報・資料について理解を深めることを 終的

な目的としている。 
 

■学習の要点 

 学術情報への理解には研究活動そのものへの理解が必要であり、また各専門分野への理解

の前提として、学術構造に対する理解も必要である。その上でネットワーク情報環境下にお

ける学術情報の変化、さらに図書館がそれに対してどのようなかかわりを持つのか、理解を

深めたい。図書館員として、各領域の学問的特性の理解、個々の資料・情報についての知識

を得るとともに、使いこなせることが理想的である。特に大学図書館では、専門分野への理

解を深めることにより、高度な図書館サービスが期待される。以上について理解を図ること

になるが、指定のテキストだけではなく、参考文献を参照しながら学習を進めてほしい。具

体的な資料名やデータベースは参考文献のほか、 新の情報に留意するために、その他の図

書やインターネット情報を通して調べてほしい。また図書館で資料の現物を手にしたり、実

際にオンラインデータベースを利用して欲しい。|（ポイント）|１．学術構造への理解との学

術情報・資料の特徴| この項目について、テキストだけではなく参考図書を参照しながらし

て学習を進めてほしい。学術構造がどのように成立しているのかを把握するとともに、どの

ように学術情報にアクセスし、利用しているのかを理解する。学術資料・情報の生産・流通・

利用・評価と学術資料・情報の特性、一次資料と二次資料の特性及び種類について理解を図

る。また、代表的な学術情報の探索行動について理解する。さらに、学術情報の評価につな



がる「ビブリオメトリクス」とその法則、インパクトファクターなどについて調べておいて

ほしい。|２．電子資料、ネットワーク情報資源| 研究活動を行うにあたり、電子資料やデー

タベースなど様々なネットワーク情報資源が欠くことのできないものである。オンラインデ

ータベースや電子ジャーナル、オープンアクセス、機関リポジトリなどの事象について理解

を深めたい。なお 新の動向への把握にはテキストや参考文献の他、様々な図書やインター

ネット情報で調べててほしい。また、大学図書館を中心にネットワーク情報源にかかわる図

書館を取り巻く現状や課題などについても理解を深めたい。|３．地域資料、灰色文献| 地域

資料や灰色文献について、理解を深める。これら資料や文献も学術活動を行う上で欠くこと

のできないものである。これらの文献の特性や種類、社会的な役割など理解を深めたい。|４．

人文科学分野の特性と人文科学資料・情報の特性と種類|人文科学分野の学問的特性と、人文

科学分野の情報・資料について、その特性や種類を理解し、どのように情報・資料が生産・

流通・利用されているのか、またどのような検索ツールがあるのかを理解する。人文科学と

は何か、人文科学の情報源の特徴、研究者の情報利用、書誌コントロールについて理解する。

人文科学の情報源の特性はテキストだけではなく参考図書も併せて参照してほしい。二次資

料やデータベースについては、参考文献の『情報の特性と利用』や他の図書やインターネッ

ト情報などで調べておくこと。|５．社会科学分野の特性と社会科学分野の資料・情報の特性

と種類|社会科学分野の特性と、社会科学分野の資料・情報について、その特性や種類を理解

し、情報・資料が生産・流通・利用されているのか、また検索ツールについて理解する。社

会科学とは何か、社会科学の情報源の特性と種類、研究者の情報利用、書誌コントロールな

どについて理解する。社会科学の資料・情報の種類も多様である。社会学資料・情報を探す

ツールについて、その種類や特徴を含め調べておくこと。人文科学分野と同様参考文献の『情

報の特性と利用』や他の図書やインターネット情報などで調べておいてほしい。|６．自然科

学・技術分野の特性と自然科学・技術分野の資料・情報の特性と種類|自然科学分野の学問的

特性と、自然科学分野の資料・情報について、その特性や種類を理解し、どのように情報・

資料が生産・流通・利用されているのか、またどのような検索ツールがあるのかを理解する。

自然科学・技術とは何か、自然科学・技術の情報源の特性と種類、研究者の情報利用、書誌

コントロールなどについて理解する。自然科学や技術分野の情報源の特性をまとめるととも

にこの分野における学術雑誌の特徴についてもまとめておくこと。また、技術分野における

規格資料や特許資料、テクニカルレポートなど特徴的な資料の特徴や探し方についても必ず

参考図書などで調べておいてほしい。二次資料やデータベースについては、参考文献の『情

報の特性と利用』や他の図書やインターネット情報などで必ず調べておいてほしい。 
 

■学習の到達目標 

 人文科学、社会科学、自然科学・技術のそれぞれの代表的、基本的な書誌については、そ

の資料名、書誌的事項の記述と配列、記述の様式、収載範囲などを知っておきたい。| 近

では書誌情報が電子情報としてオンラインデータベース化されているものが多くなってき

ており、ネットワークを利用した情報検索も増加している。同種の資料でも印刷メディア、

電子メディア、データベースとしてネット上で検索可能な状態で存在している。ネットワー

ク情報減の現状と課題について理解を深めたい。| 実際に図書館まで出かけて資料を手に取

り、情報アクセスを試し、知識を取得するよう試みることが望ましい。 
 

■成績評価の基準 

 問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式ス

タイル（10）、オリジナリティ（10）| 書式スタイルについては、下記の備考欄を良く読ん

でおくこと。 



授業コード S0801 （認定科目名：社会福祉論） 

授業科目 社会福祉論 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉（ 新保育士養成

講座第 4 巻） 

『 新保育士養成講座』総

括編纂委員会編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉は、現代社会において複雑多様なかたちで生まれてくる対象としての社会問題・生

活問題に対応して、国民の生存権を保障するための社会的な施策であり実践行動である。社

会福祉論では、「社会福祉とはなにか、どう捉えるべきか」という視点にたって社会福祉の

基礎理論を学ぶことが必要である。その視点は、①社会福祉の目的、対象、主体などの基本

的枠組、②社会福祉の政策・制度と国民の権利の保障と発達、③社会福祉が歴史的・社会的

に形成・発展してきたことと資本主義制度との関わりで理解することである。近年、わが国

は経済の低成長のもとで、社会福祉改革が進められている。少子・高齢化社会での家庭機能

の低下傾向など、社会環境の変化に対応した社会福祉のめざす在り方について学習してほし

い。 
 

■学習の要点 

(１) 社会福祉の対応としての生活問題について、家庭観、生活観の変容を踏まえて学習しな

さい。|(２) 少子・高齢化社会における子育て家庭支援事業の実状と課題について学習しな

さい。|(３) 障害児・者福祉の理念としてのノーマライゼーションについて考察し障害とは

なにかを学習しなさい。|(４) 高齢者福祉における介護保険制度の概要について学習し、あ

わせて高齢化社会における家族構造の変化、家族の介護機能の低下等の要因を学習しなさ

い。|(５) 社会福祉援助とソーシャルワークについて学習しなさい。|(６) 地域福祉とボラン

ティア活動について、その役割と意義について学習しなさい。 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 テキストをよく読んでいるかどうかを評価する。 



授業コード S0802 （認定科目名：社会福祉援助技術/社会福祉援助技術論） 

授業科目 社会福祉援助技術 単位 2.0 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助演習（シードブッ

ク） 
植田章編 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 
保育と社会福祉援助（ソーシャルワーク）の関連性について理解し、実際の援助実践の場で

活用できるように具体的な知識や支援方法について学ぶ。 

 

■学習の要点 

次の 5 点を意識しながら、テキストの理解につとめること||１．保育において、社会福祉援

助（ソーシャルワーク）が求められる社会背景を理解する。|２．社会福祉援助技術（ソーシ

ャルワーク）の視点および援助過程を理解する。|３．個別援助技術・集団援助技術・地域援

助技術について理解すると同時に、その関連性について理解を深める。|４．社会福祉実践に

おける記録の意義と方法について理解を深める。|５．保育における家族支援について理解を

深める。|| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|①科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答でない場

合は不合格とする。|②テキストでの学びに加え、テキスト以外の参考資料を検討する等でき

る限り多様な視点を含んでいること（40 点）|③解答の論点がはっきりしており、明確であ

ること（40 点）|④テキストの言葉をそのまま引用するのではなく、自身の経験および学び

にもとづく言葉が豊かに表現されていること（20 点）| 



授業コード S0803 
（認定科目名：児童福祉論/児童福祉論１/子ども家庭福

祉） 

授業科目 児童福祉論 単位 2.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 よくわかる子ども家

庭福祉 
吉田幸恵・山縣文治編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識を学ぶとともに、支援の実際と課

題について理解を深める。子どもの生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子ども

の育つ環境（家庭・学校・地域社会等）との関わりを視野に入れて学ぶ。子どもとその家庭

を支援するための基本的な視点、子どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児

童福祉の歴史的な展開と、現代社会における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代

における子どもとその養育者への支援について考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉における基本的視点| 関連法

規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関する

基本的視角を得る。|２．現代社会における子どもを取り巻く状況・背景と子ども家庭の生活

課題、ニーズ| 児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会について理解を深め、子ども家庭

のおかれている状況、生活上のニーズを理解する。|３．児童福祉に関する法制度と実施体制

| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解する。児童福祉に関する施設・機

関の内容、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童福祉の担い

手| 児童福祉に関わる専門職の特性と職業倫理について学ぶ。|５．子どもの支援の実際と

課題| 家庭及び地域社会で生活する子どもへの支援の実際について理解し、連携の意義と方

法を学ぶ。支援のあり方、課題についても検討する。|６．現代社会における子どもの生活困

難、生活課題と支援の実際| 子どもの貧困、子どもへの虐待等々、子どもの権利擁護の観点

から、子どもが育ち、子どもを育てる営みを支える児童福祉の事業や取組みの実際と課題に

ついて考察する。 
 

■学習の到達目標 

児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識と支援のあり方について説明できる。子どもの

生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子どもの育つ環境（家庭・学校・地域社会

等）との関わりにおいて考察できる。子どもとその家庭を支援するための基本的な視点、子

どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児童福祉の歴史的な展開と、現代社会

における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代における子どもとその養育者への支

援について自身の考えを述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード S0805 （認定科目名：養護原理/社会的養護/社会的養護１） 

授業科目 養護原理 単位 2.0 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

三訂 子どもの社会的養護 

―出会いと希望のかけはし

― 

望月彰編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷を理解したうえで、子どもの人

権擁護を基盤とする社会的養護の制度と実施体系、その対象と形態、それを担う専門職につ

いて学ぶことを目的とする。これらの学びを踏まえ、制度政策の動向、実施体系と支援の展

開、現状と課題等について理解を深める。||なお、本科目は、2011 年 4 月より施行した保育

士養成課程の改正において「養護原理」から「社会的養護」に科目名の変更がなされたこと、

2018 年 4 月より施行される保育士養成課程の改正をふまえた学修内容とする。| 
 

■学習の要点 

１． 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。|社会的養護

の意義と理念、社会的養護の歴史的変遷、現代社会における子どものニーズと支援課題につ

いて学ぶ。|２． 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。 |子

どもの権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童憲章等をふまえ、子どもの権利につい

て理解する。また、社会的養護における権利擁護の取り組みと課題を学ぶ。社会的養護にお

ける保育士等の倫理と責務についても理解を深める。|３． 社会的養護の制度や実施体

系等について理解する。|社会的養護の制度と法体系、仕組みと実施体制、専門職と専門性、

諸資格等を学ぶ。組織と運営管理について理解する。|４． 社会的養護の対象や形態、関

係する専門職等について理解する。|社会的養護を必要とする子どもの実態を学び、その子ど

もを支援する家庭養護と施設養護という形態の実際を学ぶ。社会的養護に関わる専門職につ

いても理解を深める。|５． 社会的養護の現状と課題について理解する。|社会的養護の現

状と課題を学ぶ。子どもの権利擁護の視点から、子どもと家族を支えるために求められる社

会的養護の現状と今後の方向性、課題を学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|① 科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答

でない場合、800 字以上の記述がなされていない場合は不合格とする。|②テキストでの学び

に加え、テキスト以外の参考資料を検討する等できる限り多様な視点を含んでいること（40

点）|② 解答の論点がはっきりしており、明確であること（40 点）|③ テキストの言葉を

そのまま引用するのではなく、自身の経験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されてい

ること（20 点）| 



授業コード S0808 （認定科目名：小児栄養/子どもの食と栄養） 

授業科目 小児栄養 単位 2.0 

担当者 猿渡 綾子 
シラバスグルー

プ 
T0W074 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新子どもの食と栄養 食

生活の基礎を築くために 

第 9 版 

飯塚美和子 ほか編著 学建書院  

    

 
 

■授業の概要 

小児期は子供の心身の発育にとって重要な時期であり、その栄養や食事の取り方は体を作る

だけでなく心の発達にも影響をあたえる。現代の小児の食生活は社会変化の影響を深く受け

ている。子どもの食生活や生活習慣の乱れ、それに起因する健康上の問題は、子どもを取り

巻く環境つまり家族や地域住民、保育士自身も含め養育者の栄養に対する関心の低さや食生

活のあり方の問題でもある。|将来の生活習慣病予防のため、また、子どもたちが豊かな人間

性を育み、自ら生きる力を身につけていくためには、食の健全化が何よりも重要である。厚

生労働省は食育に関する指針の中で、食育の実践を、食育の向上につながり、より充実した

保育を期待するものとして位置づけている。子どもの食事とは、情緒を育て社会性を養う機

会でもあり、心身の発達にあった十分な栄養、指導が大切になる。|この科目では、乳児期、

幼児期を中心として、小児の各発達段階に応じた栄養の摂取、食生活の現状、問題点につい

て学ぶ。栄養の基礎知識を学び食生活と健康の関係を知り、学生自身が食や栄養に関する意

識を高め、自身の食生活を反省し改善することは、将来保育にかかわる者として重要な意義

をもつ。乳児、小児の特徴と食事について理解を深め、児童福祉施設で保育をする際、ある

いは家庭で育児を行う際に必要とされる知識と技術の習得を目標とする。| 
 

■学習の要点 

（1）栄養に関する基本的知識|三大栄養素とビタミン、ミネラルについて学習する。栄養素

の役割や消化と吸収、献立への展開、食事バランスガイドとの関係についても確認する。|水

分の体内分布、機能、摂取について学習する。|（2）胎児期の特徴と食事|胎児の健やかな成

長のために求められる、妊娠中の母親の食事について学習する。|（3）乳児期の特徴と食事

|母乳分泌の仕組みを知り、母乳の成分や利点、注意事項、支援方法、母子のアセスメント、

保存方法について学習する。|（4）育児用ミルクについて|調整粉乳の種類と特徴について学

習する。哺乳調乳器具の洗浄・滅菌、調乳方法および注意点についても確認する。|（5）離

乳食の意義と進め方|「授乳・離乳の支援ガイド」に基づいた離乳食の進め方の目安について

学習する。離乳の開始と完了、離乳食の実際について整理しておく。また、離乳期と咀嚼機

能の発達についても学習すること。ベビーフードの種類と利用上の留意点も確認する。|（6）

乳幼児期におこしやすい病気と食事|食物アレルギーの仕組み、アレルギー物質を含む食品、

対処の方法（食事療法を含む）について学習する。学童期の食物アレルギーについても確認

する。|小児期に多い、感染症、下痢、嘔吐、便秘、う歯等の体調不良の子どもへの対応、食

事について学習する。|（7）幼児期の特徴と食事|おやつの意義について学習し、おやつの与

え方の注意点を確認する。幼児期にみられる食行動の問題点（遊び食べ、偏食、むら食い、

噛めない、小食・食べ過ぎ、箸の持ち方）を理解する。生活習慣と食事の関連についても学

習する。また、保育所給食の実際について確認し、保育所や幼稚園における食育と食育計画



について学習する。 

 

■学習の到達目標 
栄養学の正しい基礎知識に基づいて、小児の成長のために必要な食事を自分で考えることが

できるようになることが学習の到達目標である。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験では、上記「学習の要点」で示した（1）〜（7）のいずれかについて説明して

もらう。テキストの内容を正しく理解して、それを簡潔に説明することができれば十分に合

格点に達する。|〔成績評価の基準〕|・試験問題で問われていることに過不足なく答えている

か。|・記述の内容が栄養学的に正しいものであるか。|・文法的に正しく、読みやすい日本語

で記述されているか。|・テキストを理解したうえで自分の言葉で表現できているか。| 



授業コード S0809 （認定科目名：精神保健） 

授業科目 精神保健 単位 2.0 

担当者 高橋 健太 
シラバスグルー

プ 
T0W079 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂版精神保健入門 山内常博ほか 文化書房博文社  

    

 
 

■授業の概要 

 精神保健とは、人の「心の健康の維持」と「心の病気の予防」についての実践的学問です。

| その内容は以下の通りです。| ①精神保健とその歴史| ②精神的な問題と病理| ③子ど

もの心の問題| ④心理療法の理論| ⑤心の健康について| ⑥精神障がい者の生活問題| ⑦

精神障がい者への援助| 保育士をめざす学生は、子どもの心身の成長・発達についての知識

を持ち、子どもの心の健康に影響を与える要因を理解するのみならず、養育者の精神保健を

自らの問題としてとらえ、積極的に学習しなければなりません。 
 

■学習の要点 

 まず科目の概要を全体的に学習すること、その上で、以下の内容をより詳しく学習しまし

ょう。| ①子どもの心の健康について| ②子どもの心身症について| ③発達障がいについ

て| ④不登校について| ⑤子どもへの援助法について| ⑥家庭の役割について 
 

■学習の到達目標 

定型的な子どもの発達を理解すること、発達障がいを理解すること、障がいをもった子ども

への適切な関り方を理解すること、を目標とします。答案は、論理の筋道を立てて記してく

ださい。 
 

■成績評価の基準 
量的な観点（記述量）と質的な観点（内容）から評価します。質的な観点としては、論理的

な記述や分かりやすい表現が評価基準になります。| 



授業コード S0811 （認定科目名：乳児保育/乳児保育１） 

授業科目 乳児保育 単位 2.0 

担当者 増本 敏子 
シラバスグルー

プ 
T0W063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

資料でわかる乳児の保育新

時代 改訂 5 版 
乳児保育研究会 編 ひとなる書房  

    

 
 

■授業の概要 

一般的には、乳児とは出生から１歳未満の０歳児をさすが、保育の世界においては児童福祉

法制定以前から「３歳未満児保育」を「乳児保育」と称してきた経過がある。本科目におい

ては、保育所における乳児保育を中心に、その意義を学び、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の

発達特徴と保育課題、さらにその内容・方法について理解を深める。 
 

■学習の要点 

１．乳児保育を巡る思想を整理し、保育所における乳児保育の意義について考察する。|２．

乳児の発達のみちすじを理解する。|３．乳児保育の内容と方法について理解を深める。|４．

乳児保育の意義をふまえて、保育者のあり方を考える。|５．乳児保育における記録のあり方

と、保育計画・指導計画の立て方について考察する。|６．乳児保育の歴史と現状をふまえ、

これからの乳児保育の課題について考察する。 
 

■学習の到達目標 

 乳児保育がなぜ必要なのか、その社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解して

いること。現代的意義も大事だが、発達の観点をふまえること。そのうえで、大まかであっ

ても、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の発達特徴をつかみ、その時期の保育で大切にすべきこ

とを理解していること。| 乳児保育における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で抑

えるべき重点課題を理解していること。|全体の中での各々の分量を考えて記述するように。

|  
 

■成績評価の基準 

 乳児保育の必要性について、またその社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解

していること。「0 歳児」「1 歳児」「2 歳児」の発達的特徴をつかみ、その時期の保育で大事

にすべきことを理解していること。「0 歳児」の発達的特徴については丁寧に記述している

にもかかわらず、年齢が上がるにつれて大雑把になる傾向があるので注意すること。|乳児保

育における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で欠かすことのできない重点課題を理

解していること。 



授業コード S0814 （認定科目名：教科内容研究音楽） 

授業科目 教科内容研究音楽 単位 2.0 

担当者 臼井 奈緒 
シラバスグルー

プ 
T0S106 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑥ 初等音楽科教育 
高見 仁志 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼児は生来、歌うことや音を鳴らして遊ぶことに興味をもっており、保育現場でもさまざま

な音楽活動が盛んに行われている。音楽に対する愛好心や豊かな感性を育む幼児期の音楽活

動を支え、指導するためには、音楽の専門的知識や演奏技能の習得が必要とされる。|ここで

は保育における音楽活動内容と指導法について概観する。また、幼児期の音楽活動の意義や

保幼小の学びの連続性について理解し、音楽指導実践に活かす応用力を身につける。| 
 

■学習の要点 

|１．幼稚園教育要領第 2 章「表現」のねらい及び内容についての理解を深めること。|２．主

たる音楽活動である歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の内容と、幼児期の学びの特性を踏まえ

た指導上のポイント・留意点を理解すること。|３．音楽活動を担う指導者として必要な音楽

理論の基礎（読譜力・コード奏法・移調等）を習得すること。|４．楽曲の魅力や特徴を幼児・

児童にしっかり伝えるための教材研究の重要性に気づき、指導実践に活かす方法を探求する

こと。| 
 

■学習の到達目標 

 領域「表現」についての理解を深め、保育実践と結びつけながら音楽活動を展開する能力

を身につける。また、音楽活動をとおして幼児・児童の豊かな表現を促す指導方法の工夫が

できるようになることをめざす。 
 

■成績評価の基準 

・題意を正しく理解した上で解答されていることが重要である。 |・テキスト学習の成果を

必ず反映させること。テキスト学習の成果が見られない場合は不合格とする。|・箇条書きだ

けの場合も不合格とする。| 



授業コード S0815 （認定科目名：教科内容研究図画工作） 

授業科目 教科内容研究図画工作 単位 2.0 

担当者 津田 由加子 
シラバスグルー

プ 
T0S048 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容表現（乳幼児教育・

保育シリーズ） 

鈴木みゆき・吉永早苗・志民

一成・島田由紀子 編著 
光生館  

幼稚園教育要領解説 平成

30 年 3 月 
文部科学省著 フレーベル館 [ISBN]9784577814475 

 
 

■授業の概要 

 造形表現はものを媒介にして表現される。それは紙であったり、木切れであったり、石こ

ろであったり、粘土であったりと、幼児を取り巻くもの全てが表現材料となる。その造形表

現は幼児が生活の中で感じ取っている様々な事柄、発見や経験、驚きや感動、楽しさや喜び

などが素直に自己表現される全人格的なものである。しかし、その表現の方法は極めて素朴

であり、自分の内にある情感を十分に表現させるためには、教師の支援が必要である。その

ためには幼児の成長発達の十分な理解とその理解に基づく保育の方法と表現するにふさわ

しい材料選択を行うことがなされなければならない。| この点から、保育者としての資質を

高めることを目的に研鑽を深められたい。 
 

■学習の要点 

幼児の造形表現における教育的意義について、幼児期の一般的傾向と自己表現の関係をふま

えて十分に理解しておくこと。また、幼児の造形遊びとその展開について学習し理解してお

くこと。 
 

■学習の到達目標 

 試験に臨む前にテキストを精読しておくこと。テキストを暗記するのではなく、要点を整

理して、理解するように努めること。この点がきちんと出来ずに答案作成を行うと、記憶に

頼った論旨不明の答案となる可能性が高い。|1．問題はテキストに即して出題する。|2． 採

点は加点方式を基本とする。|3．出題の要点を正しく理解し、論理的に述べられていること

が重要である。論述の内容と論述の方法に  よって評価を行う。|4．文字数は 800～1000

文字程度とする。| 
 

■成績評価の基準 科目 終試験での評価となる。| 



授業コード S0816 （認定科目名：教科内容研究体育） 

授業科目 教科内容研究体育 単位 2.0 

担当者 西村 誠 
シラバスグルー

プ 
T0S090 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

体育科・健康教育法［改訂

版］ 
山口孝治ほか編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 体育（健康）は身体そのものの学習（養護）指導であり、あわせて身体活動や諸活動を通

しての心のありようの学習指導でもある。この大切な学習指導を進めるためには、子どもの

心身の発育・発達の状況の十分な把握と子ども一人ひとりの実態をふまえた展開が重要であ

る。| また、健康の保持増進、コミュニケーション、レクリエーション等に不可欠なのが体

育（健康）の学習内容でもある。その基礎・基本を培う幼（保）・小学校期の体育（健康）の

学習体験は、一人ひとりの生涯スポーツのあり方に引き継がれる大切なものである。そのた

めこの時期には、体育（健康）に自発的、積極的に取り組んでいこうとする意欲をもたせる

ようにしたいものだ。その基本は、絶対に「体育（運動）ぎらい」を生み出さないための学

習指導の創意と工夫が求められる。| そのためには、学習指導を展開するものとしての指導

（養護）のための資質の向上に常に心がける必要のあることを忘れてはならない。| なお、

小学校学習指導要領・幼稚園教育要領（指導書）・保育所保育指針を手もとにおかれ、その学

習と研究にしっかりと取り組んでください。 
 

■学習の要点 

 体育は代表的な応用科学の分野だといわれています。そのために多様な視点からの学習・

研究が求められます。学習・研究の要点として、次にあげた諸点を大切にしながら取り組ん

でください。|・幼稚園教育指導要領の「健康」領域の目標やその内容のねらいについて。|・

保育所保育指導の「健康」の内容及び０〜２才児の健康に係わる内容について。|・幼児に戸

外（自然環境の中や園庭等）での遊びに興味や関心を持たせるための方法やそのための留意

事項について。|・幼児が積極的に取り組むであろう遊びの種類とその展開の方法について。

|・幼児のいろいろな場所、場面での行動の仕方を理解し、安全に気をつけて行動するように

なるための指導上の留意点について。|・体育（運動）ぎらいを生みださない学習指導のあり

方の研究は大切です。|・体育実技（健康）を指導する者として、ぜひ身につけておきたい考

え方や資質とはどのようなことなのだろうか。自分自身の目指す方向についても考えをまと

めておきましょう。|・健康で安全な生活をおくるためには、日常の生活の中で基本的な習慣

や態度を身につけることが大切である。そのためには保育課程でどのようなことに留意すべ

きか。|・幼児期は一般的に種々な感染症にかかりやすい。それを防ぐには、幼児の一人ひと

りのどのような点に留意して観察する必要があるのでしょう。 
 

■学習の到達目標 

 先ずはテキストでの十分な履修と科目の概要・学習の要点・リポート作成の留意点を自分

のものにされれば、問題に解答すべき点が見えてくると思う。また、リポート草稿時におさ

えられた諸点が十分に理解されておれば、どの問題が出題されようともその解答は難しくな

いでしょう。| ただ、どのテストでも同じことだが、この問題の解答として、何と何を言い

たいのかを先ず頭の中でしっかりと整理をされ、それらの視点の関連性も含めて記述するよ



うにして欲しい。特に今回の出題は、いずれの問題もこの整理の仕方が大切なポイントとな

る。|  

 

■成績評価の基準 

評価は問題の意図している鍵（キー）を先ず把握しているかどうかを見る。そしてそのキー

を中心に据えた論述となっているかどうかを点検する。| この２つの点がしっかりとおさえ

られていれば上限を 70 点とし、あと理論の展開、例示、文体なども含めて加点する。 



授業コード S0831 （認定科目名：障害教育総論） 

授業科目 障害教育総論 単位 2.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S074 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育を学ぶ人へ 菅原伸康ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 長い間「特殊教育」の名のもとに行われてきた日本の障害児教育は、2007（平成 19）年

度から「特別支援教育」として新しい出発をした。 | その内容は、従来の盲学校・聾学校・

養護学校から、障害種別を超えた「特別支援学校」に一本化したことと、小・中学校等にお

いて学習障害や注意欠陥多動性障害等を含む障害のある児童生徒に対して適切な教育を行

うことを中心としたものである。 さらに、2012（平成 24）年には「共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」が発表され、障害のあ

るなしにかかわらずすべての子どもが地域の学校にアクセスできることが目指されるよう

になった。| 「障害教育総論」ではこうした経緯をふまえて、あらためて障害児教育の理念

や制度について歴史的に理解するとともに、障害児教育について全般的な理解を深める。 | 

従って本科目は、障害児教育関連の他の諸科目、すなわち知的障害児や肢体不自由児などを

対象とする各論的な諸科目に対して、総論的な役割を持つものである。| 
 

■学習の要点 

 本科目においては、テキストに基づき、「特別支援教育」の内容、障害児教育の歴史や制

度、教育課程、障害児の発達特性と教育方法、障害児教育の課題について学習する。とりわ

け、次の事項については重点的に学習するものとする。|①「特別支援学校」（旧盲学校・聾

学校・養護学校）、「特別支援学級」（旧特殊学級）、及び「通級による指導」の対象となる者

の障害種別について。これらはそれぞれ異なっているからよく注意すること。|②障害児教育

にかかわる法規について|③障害児の発達特性と教育方法について（視覚障害、聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、重複障害、病弱・身体虚弱、発達障害など）。|④特別支援教育固有の

カリキュラムである「自立活動」の「内容」や「配慮事項」について。 
 

■学習の到達目標 

 科目 終試験の出題の意図から外れないように、注意すること。学習の要点に書かれた内

容を参考にして、テキストを中心に学んだ内容を記述すること。 | 評価のポイントは、出

題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学

習の要点」を踏まえてリポートを作成すること。 | 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において問題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。問題に

関わる知識を正しく理解し、設題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S0832 （認定科目名：知的障害児の心理） 

授業科目 知的障害児の心理 単位 2.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S078 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

知的障害のことがよくわか

る本 
有馬正高・監 講談社  

よくわかる認知発達とその

支援［第２版］  
子安 増生 編 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623078134 

 
 

■授業の概要 

知的障害児の心理・行動特性について、定型発達を基盤として、学習する。また、知的障害

と関連する障害として、自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害が挙げられる。それらの

概要についても学ぶ。さらに、知的障害児への支援の概要を理解する。 
 

■学習の要点 

１．知的障害の分類について理解すること。|２．知的障害児の言語・コミュニケーションの

特性を理解すること。|３．知的障害児の認知（数概念、記憶）の特性を理解すること。|４．

知的障害児の行動の特性を理解すること。|５．知的障害児への支援の概要を理解すること。

|６．知的障害を伴う他の障害についても理解すること。 
 

■学習の到達目標 
知的障害児の心理に関する基本的な内容を理解し、その知識が特別支援教育の中で具体的に

どのように役立つか思考する力を身につけること。 

 

■成績評価の基準 
問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活か

し、完結した文章として表現できているかを成績評価の基準とする。 



授業コード S0833 （認定科目名：知的障害児の生理・病理） 

授業科目 知的障害児の生理・病理 単位 2.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S079 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床神経心理学 
緑川晶・山口加代子・三村將 

編 
医歯薬出版  

知的障害のことがよくわか

る本 
有馬正高・監 講談社 [ISBN]9784062594165 

 
 

■授業の概要 

知的障害とは、知的機能の低下に適応行動の障害をともなう状態が発達期に現れるとされ

る。そのような知的障害をもつ子どもたちの指導のためには、知的障害児の生理・病理につ

いての理解が基盤となる。知的障害の原因は様々で、時期も出生前、周産期、出生後に分か

れ、それぞれ原因が異なる。しかしいずれも脳神経系の障害である。ここでは、知的障害の

特徴と原因の概要を知るとともに、脳神経系の基礎についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．知的障害の原因を理解すること。|２．脳神経系の構造と機能を理解すること。|３．脳神

経系の障害の原因について理解すること。|４．症候の特徴としての注意、記憶、実行機能障

害などについて理解すること。 
 

■学習の到達目標 
知的障害児の生理と病理に関する基本的な内容を理解し、その知識が特別支援教育の中で具

体的にどのように役立つか思考する力を身につけること。| 

 

■成績評価の基準 
問題の意味を理解しているか、必要な事項が含まれているか、完結した文章として表現でき

ているかを成績評価の基準とする。 



授業コード S0835 （認定科目名：病弱虚弱児の心理・生理・病理） 

授業科目 病弱虚弱児の心理・生理・病理 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S100 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育に生かす病弱

児の生理・病理・心理 
小野次朗ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教育現場で遭遇すると考えられる病弱・虚弱児の問題は、近年大きく変化し、多様化してい

る。これまでの対象の中心であった気管支喘息や慢性腎疾患の多くは、通院しながら家庭生

活と学校生活を送れるようになった。一方、教育を考える余地がなかった悪性疾患が治療可

能となり、また難治・不治の長期療養が必要な疾患など、医療機関の専門家と教育の連携よ

りさらに生涯発達の視点から、病弱・虚弱児の心理・生理・病理について習得する。 
 

■学習の要点 

１.病弱・虚弱児教育の対象となる主な疾患について、生理と病態を理解する。| １）悪性腫

瘍| ２）循環器疾患| ３）腎疾患| ４）気管支喘息| ５）糖尿病・内分泌疾患| ６）膠原

病| ７）てんかん・神経疾患|２.病弱・虚弱児の医療| 上記の生理・病態を理解した上で、

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・臨床心理士が行う医療を理解する。|３.医療と教育

の連携|４.病弱・虚弱児の学校教育|５.病弱・虚弱児の生涯発達|６.病弱・虚弱児の教育支援 
 

■学習の到達目標 

学習到達目標は、病弱教育では疾患が多様であり、必要とされる配慮も多様であることから、

系統だった学習が必要である。リポートに記述したあらゆる疾患を理解し正しく対応できる

よう習熟することが求められる。その上で、病弱児に関わる医療・療育・教育の連携を実践

できる取り組みを課題としたい。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0836 （認定科目名：知的障害教育Ⅰ） 

授業科目 知的障害教育Ⅰ 単位 2.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S075 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育を学ぶ人へ 菅原伸康ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、知的障害のある子どもの教育に関して、一人一人の発達や特性を考慮した教育

のあり方について検討する。知的障害のある子どもの教育について学習するにあたり、まず

は知的障害の定義や原因、特徴など知的障害に関する基礎知識について学ぶ。そして、特別

支援教育における知的障害児の特性を考慮した教育のあり方について考える。その際、知的

障害児の教育をめぐる障害教育の動向、インクルージョン、知的障害児が被る社会的不利な

どについても考える。加えて、自閉性障害等の近接領域の障害児の教育についても学習する。 
 

■学習の要点 

知的障害に関する基礎知識の習得をふまえ、知的に障害のある子どもたち（および近接領域

の子どもたち）への具体的な教育支援のあり方について学習してもらいたい。その際、「多

様な学びの場」「合理的配慮」といったことを視野に入れた教育のあり方を自分なりに模索

すること。また、知的障害児の個別の特性だけでなく、「知的障害」という言葉そのものが

有するイメージゆえに被る社会的不利や、周囲の人々のものの見方などについて（教育だけ

でなく福祉や労働といった観点から）も検討してもらいたい。指定テキストや参考文献にと

どまらず、知的障害や自閉性障害、特別支援教育や障害理解等に関してできるだけ多くの文

献や資料を収集し、広く学習することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題をよく読み、その出題の意図を正しく理解して解答を作成してください。これまで自身

が学習したことや考えたことを踏まえて、できるだけ論理的かつ具体的に記述するよう努力

してください。解答作成の際には問いに対する答え（自身がたどり着いた結論）を明確に、

「起承転結」を意識して論を展開してください。以上が大きな評価のポイントです。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において問題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。問題に

関わる知識を正しく理解し、問題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S0837 （認定科目名：知的障害教育Ⅱ） 

授業科目 知的障害教育Ⅱ 単位 2.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S076 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

知的障害の心理学：発達支

援からの理解 
小池敏英ほか 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

昨今の特別支援教育の潮流を鑑み、知的障害のある子どもの特別支援学校・特別支援学級・

通常学級における教育支援のあり方について学習する。具体的には、知的障害児教育におけ

る学級経営や指導法、特性を考慮したカリキュラム創造、教員の役割や関わり方、問題行動

の理解と支援、インクルージョンなどについて学ぶ。また、知的障害のある生徒の就労支援

や社会参加を促すための保護者との関わり方や地域連携のあり方などについても検討する。 
 

■学習の要点 

この科目に関して、まずは知的障害のある子どもに関する一般的な教育課程について学習し

てもらいたい。とりわけ、「自立活動」など特別支援教育に特化したカリキュラムについて

はテキストを読んで十分に理解しておくこと。そうした基礎的な学習をふまえ、対象児童

個々への「合理的配慮」や「インクルージョン」といったことを視野に入れた教育のあり方

を自分なりに模索すること（その際、知的障害だけでなく肢体不自由などとの重複障害の子

どもの教育ニーズなどについても検討すること）。また、知的障害のある子どもの教育をめ

ぐっては、その先にある就労についても考慮し、就労支援のあり方やそのための地域連携な

どについても学習しておくこと。そのためには指定テキストや参考文献にとどまらず、知的

障害や特別支援教育、就労支援等に関してできるだけ多くの文献や資料を収集し、広く学習

することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題をよく読み、その出題の意図を正しく理解して解答を作成すること。これまで自身が学

習したことや考えたことを踏まえて、できるだけ論理的かつ具体的に記述するよう努力する

こと。解答作成の際には問いに対する答え（自身がたどり着いた結論）を明確に、「起承転

結」を意識して論を展開していくこと。以上が大きな評価のポイントである。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において問題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。問題に

関わる知識を正しく理解し、問題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S0838 （認定科目名：肢体不自由児の指導法） 

授業科目 肢体不自由児の指導法 単位 2.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S093 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる肢体不自由教育 

やわらかアカデミズム・〈わ

かる〉シリーズ 

安藤隆男 編著 他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程及び肢体不自由の障害特性が、各

教科等の学習に及ぼす影響について理解し、各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配

慮事項及び指導法の基礎基本について学ぶ。  
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、指定テキストを熟読し、あわせて参考書にも目を通し、肢

体不自由児に関する基礎知識を発達支援の視点から学んでもらいたい。ヒトの行動を時間系

列的に理解しながら、肢体不自由を有することで現れてくるさまざまな課題を健康状態と家

族関係などの環境因子及び性格などの個人因子と関連づけた障害の概念を理解することを

念頭に置くよい。その上で固有の障害に対して、特別支援学校における教育課程に基づき、

必要となる具体的な働きかけの内容や方法、場面設定等の工夫や配慮などを具体的に考えて

いくことが大切なこととなる。 
 

■学習の到達目標 

①肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程を理解する。|②肢体不自由児に

対する各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配慮事項及び指導法の基礎基本について

理解する。| 
 

■成績評価の基準 
 出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうか

が評価の基準となる。 



授業コード S0839 （認定科目名：病弱虚弱児の指導法） 

授業科目 病弱虚弱児の指導法 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S101 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

病弱・虚弱児の医療・療育・

教育〔改訂第３版〕 
宮本信也 編ほか 金芳堂  

    

 
 

■授業の概要 

病弱とは「身体が弱く、病気がちである」、身体虚弱とは「体力がなく、弱い」という常識的

な意味で用いられており医学用語ではない。しかし、学校教育法施行令（22 条の３）には規

定されている教育行政用語である。病弱教育の対象は、以前は「６ヶ月以上の医療または生

活規成が必要とする程度のもの」の就学基準であったが、現在は「６ヶ月以上」が「継続し

て」と修正された。|教育の場（教育機関）としては、特別支援学校（病弱）及び分校・分教

室（病院内）、特別支援学級、通級指導教室、訪問教育となっている。医学の進歩、医療制度

の変化もあり、時代により病気の種類や患者数は変化しているが近年の特徴として、ア．病

種の多様化、イ．慢性疾患での短期化と頻回化（入退院の繰り返し）、ウ．重度化・重複化の

傾向、エ．不登校などによる神経症状等の増加が見られる。|本科目では、1．病気の種類毎

の特徴の理解と配慮支援、2. 病弱児の心理や保護者（家族）の心理への理解と対応と支援、

3．病弱児の学習空白や生活規制等への対応、学習環境の調整等、4．病弱児の教育（学習特

性、教育課程、学習内容）の理解、5．教材教具の工夫と改善、6．教育、医療、心理、福祉

等との連携のあり方、7．病弱教育に求められる教師の専門性、力量とは、等を具体的に学

び深めていく。将来、病弱教育に従事する際の基盤をつくっていく。 
 

■学習の要点 

 本科目では、病弱児の障害特性、学習特性への理解及び病弱教育の概要等について以下の

項目で学習する。|１．病弱・虚弱児教育の対象となる主要疾患|２．病弱・虚弱児の医療の変

遷|３．病弱・虚弱児のリハビリテーション|４．病弱特別支援学校の新たな対象としての心身

症・虐待|５．教育と医療の連携|６．病弱・身体虚弱児の学校教育 |７．病弱教育の課題とこ

れからの展望| 今、特別支援教育では、教育、医療、心理、福祉、労働等に関わる幅広い専

門性をベースにしたきめ細かい具体的な指導支援の力量が求められている。個々の項目の理

解、学習と共に参考文献を含めた学習が必要である。身近に病弱児や病気体験者がいる場合、

その聞き取りができれば、病弱児の状態像がわかり、この教育へのイメージが持ちやすいと

考えられる。 
 

■学習の到達目標 

テキストの問題をよく考察し、はじめに書く内容をイメージして、構想を練ってから記述し

てほしい。小見出しをつけ、論理展開をはっきりさせ記述していく。問題はテキストに則し

出題しているので、テキストのことを述べたあと、自己の考え、考察を入れると合格点にな

る。|参考文献や他の書物を学習している場合などの学習成果が見られる場合は満点に近づ

く。|特別支援教育は、具体的な支援や配慮が求められているので、講師等で教育現場の経験

がある場合など自らの具体的事例をコンパクトに記述すれば、説得性のある内容になる。 
 



■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S0840 （認定科目名：視覚障害教育総論） 

授業科目 視覚障害教育総論 単位 2.0 

担当者 藤井 則之 
シラバスグルー

プ 
T0S145 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

視覚障害教育に携わる方の

ために 5 訂版 
香川邦生 編著 慶応義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

従前の特殊教育を、障害種別を超えて特別支援学校に一本化することや免許状の一本化等に

より、視覚障害教育における教科指導や自立活動等の専門性のある指導内容が薄められ、そ

の結果として、視覚障害児の教育的ニーズに応えられない教育が行われるようになってはな

らない。視覚障害教育の専門性は、あくまでも充実され、確保された上での特別支援教育で

なければならない。| 視覚障害はもっとも人数の少ない障害であり、視覚に障害のある子ど

もたちの中には、全く見えない子どもと見えにくい子どもがいる。見えない子どもたちは、

「指先を目として学ぶ子どもたち」であり、見えにくい子どもたちは、「保有する視機能を

有効に活用しながら学ぶ子どもたち」である。その教育実践では、指導者の高い専門性と特

別に工夫された教材・教具、教育課程、指導法等が不可欠である。| この科目では、まず、

視覚障害とは何かについて学び、視覚障害教育の内容・方法等について、必要に応じて盲児、

弱視児それぞれに整理しながら幅広く概観する。|  テキストは、視覚障害教育を中心に就学

前の支援から労働、福祉にまで幅広く視覚障害児・者に関わる項目について記述された視覚

障害教育の入門書である。熟読して総合的な知識を広げ、参考文献にも目を通し、見識を深

めてほしい。 
 

■学習の要点 

初に視覚障害の意味について学習し、盲児と弱視児という用語について理解すること。そ

の知見の上に立って、以下の項目について、盲児と弱視児について整理しながら考察するこ

と。これらの項目は、科目 終試験の重要な要素である。|  ① 視覚障害とは何か。主な視

機能およびその検査。主な眼疾（テキスト第１章）|  ② 視覚障害特別支援学校（盲学校）

の役割と就学支援（テキスト第２章、第３章、第４章）|  ③ 視覚障害児（盲児、弱視児）

に対する指導内容・方法（テキスト第５章）|  ④ 視覚障害児（盲児、弱視児）に対する自

立活動の指導（テキスト第６章）|  ⑤ 視覚障害児（盲児、弱視児）のための教材・教具（テ

キスト第７章）|  ⑥ 乳幼児期における支援（テキスト第８章） 
 

■学習の到達目標 
視覚障害教育について総合的な知識を広げ見識を深める。|視覚障害の生理・病理的および心

理的特性を理解し、その障害特性を配慮した教育方法について理解を深める。 

 

■成績評価の基準 
「科目 終試験受験にあたっての留意点」に示した内容について、その学習の理解度、およ

び、考察の深度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 



授業コード S0841 （認定科目名：聴覚障害教育総論） 

授業科目 聴覚障害教育総論 単位 2.0 

担当者 菅原 伸康 
シラバスグルー

プ 
T0S136 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

聴覚障害教育これまでとこ

れから：コミュニケーショ

ン論争・９歳の壁・障害認識

を中心に 

脇中起余子著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

 三重苦として知られるヘレン・ケラーは、「目が見えないことは、人と物を切り離す。聞こ

えないことは、人と人を切り離す」、「五感のうち、 も大切なものは聴覚」と語ったといわ

れているが、昔「聞こえない」ことは「話せない」ことを意味していた。| そして、現在も、

言語獲得期以前に失聴した聴覚障害児は、日本語の獲得が大きな課題となる。| 小学校低学

年までの学習はできても、小学校高学年以降の学習が難しいという「９歳の壁」現象がよく

見られる。 | 「障害者だけがバリアをこわす努力をすべき」という考え方から、「バリア

フリーに向けての努力は、障害者と非障害者の双方に求められる」という考え方に変わって

きており、聾学校の中でも「発音指導の目的」や「手話に対する見方」などは大きく変わっ

てきている。| 現在、「手話では、日本語力は育たない。聴覚口話法でなければならない」

という主張から、「手話を第一言語として十分に獲得しさえすれば、あとは文字との接触だ

けで書記日本語を獲得できる（発声や聴覚活用は必要ではない）」という主張まで、いろい

ろな主張が見られる。| さらに、現在の特別支援学校への転換の中で、また、手話の獲得が

（書記）日本語の獲得に直結していない状況が見られる中で、コミュニケーションの保障と

日本語教育や教科指導のあり方を再検討する必要がある。 
 

■学習の要点 

 下記の点について学習し、理解を深めてほしい。| １．聴覚障害の種類（伝音性難聴や感

音性難聴）について理解しておくこと（なお、聾学校の児童生徒の大半は、感音性難聴であ

る）。| ２．言語獲得期以前に失聴すると日本語の獲得が困難になるが、その日本語力や学

力を獲得させるために、以前は、手話併用を認めるかという「口話−手話論争」が起き、

近は、口話併用を認めるかという「手話−手話論争」が起きていることについて理解してお

くこと。| ３．現在も「９歳の壁」にぶつかる聴覚障害児が多く見られるが、その現象とそ

の克服の方向性について、考察を深めておくこと。| ４．新生児スクリーニングの広がりに

伴い、聴覚障害が超早期に発見されるようになったが、聴覚障害児の９割は聴者の親から生

まれることを念頭に置きながら、両親援助のあり方や、親や本人などの「障害認識」のあり

方について、考察を深めておくこと。| ５．特別支援教育への転換が起きた経過を整理する

中で、聴覚障害教育関係者の多くが現在抱いている懸念事項について知り、聴覚障害教育の

今後のあり方や留意点を考察すること。| 
 

■学習の到達目標 

 本の引用にとどまらず、自分のことばで述べるようにすること。| 大切なのは、現実を冷

静に見つめ、足を地に着けて実践することである。そのために、聴覚障害の種類や補聴器（人

工内耳を含む）の効果と限界、手話の種類とそれぞれの特徴、聴覚障害教育の歴史や、現在



の聴覚障害教育（聾学校・難聴学級・通級など）の実態、サラマンカ宣言に対する聴覚障害

教育関係者などの反応について、一定知識として知っておいてほしい。また、生活言語と学

習言語の違い、抽象的な日本語の獲得や抽象的思考が難しくなる理由とその克服の方向性、

聴覚障害児・者の日常生活における不便さや心理的な悩みを尋ねられた時、できるだけ具体

的に掲げられるようになってほしい。| 歴史や実態、一般的な知識などをまとめる時は、で

きるだけ客観的かつ論理的にまとめること。また、自分の考えやその理由を述べる時は、具

体的にまとめ、自分がなぜそのように考えるのかを明確に述べること。これが曖昧な場合は、

減点の対象とする。また、「実態の記述が漠然としている。実態をほとんど知らないのでは

ないか、想像力が不足しているのではないか」、「楽観的すぎる」、「観念的」などと感じられ

るような記述も減点の対象とする。|| 
 

■成績評価の基準 
 問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活

かし、完結した文章として表現できているかを成績評価の基準とする。| 



授業コード S0846 （認定科目名：保育原理） 

授業科目 保育原理 単位 2.0 

担当者 中西 さやか 
シラバスグルー

プ 
T0W052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育原理 第 3 版（ 新保

育講座 1） 

森上史朗・小林紀子・若月芳

浩 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育の基本理念、思想と歴史、実践の原理を理解し、「保育と何か」について多面的に学ぶ。

また、子どもと保護者を取り巻く状況を踏まえた上て、保育に求められるものについて考察

する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、子どもについての捉え方、子どもの主体性・自発性を大切にする保育の

あり方、子ども観と保育実践の結びつき、保育者の専門性、保育所をめぐる現状と課題につ

いて幅広く理解を深めてほしい。単にテキストを覚えるのではなく、子どもや保育に関する

自らの見方や考え方が深まるよう意識すること。 
 

■学習の到達目標 
・保育の基本について学び、自らの保育観を醸成するための視点を養うこと。|・テキスト内

容を根拠として、保育の基本について論述ができること。| 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の評価基準は以下のとおりである。|・採点は加点方式とする。|・問題に合致し

ない答案は不合格とする。|・問題で問われている内容について、様々な面から解答されてい

ること（60 点）。|・解答が論理的に展開されていること（20 点）。|・自分自身の言葉を豊か

に用いて解答されていること（20 点）。 



授業コード S0847 （認定科目名：養護原理/社会的養護/社会的養護１） 

授業科目 社会的養護 単位 2.0 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

三訂 子どもの社会的養護 

―出会いと希望のかけはし

― 

望月彰編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷を理解したうえで、子どもの人

権擁護を基盤とする社会的養護の制度と実施体系、その対象と形態、それを担う専門職につ

いて学ぶことを目的とする。これらの学びを踏まえ、制度政策の動向、実施体系と支援の展

開、現状と課題等について理解を深める。||なお、本科目は、2011 年 4 月より施行した保育

士養成課程の改正において「養護原理」から「社会的養護」に科目名の変更がなされたこと、

2018 年 4 月より施行される保育士養成課程の改正をふまえた学修内容とする。| 
 

■学習の要点 

１． 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。|社会的養護

の意義と理念、社会的養護の歴史的変遷、現代社会における子どものニーズと支援課題につ

いて学ぶ。|２． 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。 |子

どもの権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童憲章等をふまえ、子どもの権利につい

て理解する。また、社会的養護における権利擁護の取り組みと課題を学ぶ。社会的養護にお

ける保育士等の倫理と責務についても理解を深める。|３． 社会的養護の制度や実施体

系等について理解する。|社会的養護の制度と法体系、仕組みと実施体制、専門職と専門性、

諸資格等を学ぶ。組織と運営管理について理解する。|４． 社会的養護の対象や形態、関

係する専門職等について理解する。|社会的養護を必要とする子どもの実態を学び、その子ど

もを支援する家庭養護と施設養護という形態の実際を学ぶ。社会的養護に関わる専門職につ

いても理解を深める。|５． 社会的養護の現状と課題について理解する。|社会的養護の現

状と課題を学ぶ。子どもの権利擁護の視点から、子どもと家族を支えるために求められる社

会的養護の現状と今後の方向性、課題を学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|① 科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答

でない場合、800 字以上の記述がなされていない場合は不合格とする。|②テキストでの学び

に加え、テキスト以外の参考資料を検討する等できる限り多様な視点を含んでいること（40

点）|② 解答の論点がはっきりしており、明確であること（40 点）|③ テキストの言葉を

そのまま引用するのではなく、自身の経験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されてい

ること（20 点）| 



授業コード S0848 （認定科目名：保育の心理学Ⅰ/保育の心理学） 

授業科目 保育の心理学Ⅰ 単位 2.0 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの「困った」を理解す

る：発達を見通した子育て

を 

長崎純子ほか編著 かもがわ出版  

    

 
 

■授業の概要 

人間の発達は、日々成長し、新しい活動を我がものにしていく過程である。大人もさまざま

な経験をしながら発達していくが、子どもの発達は心身とにもめざましくダイナミックであ

る。子どもの発達を理解しておくことは、保育に従事する者にとって非常に重要な視点・技

量である。したがって本科目では、大人の理屈ではなく、子どもの理屈を踏まえた保育を考

えていくために必要な発達の基本的理解を押さえていく。 
 

■学習の要点 
「子どもの心に寄り添える保育者」となることをめざし、運動・言語・自我といった領域ご

とに発達を整理しながらも領域間のつながりを押さえた発達のありようを学んでいく。 

 

■学習の到達目標 
１．各時期の発達的特徴を理解する|２．子どもの言動を子どもの視点や理屈に基づいて理解

する|３．上記２点の理解に基づいて子どもへの働きかけを考える 

 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容への回答が 低限できている|７０点台：問題で問われている内容への回答に無理がない|

８０点台：共感の視点に基づく発達的特徴の理解がおおよそできている|９０点以上：共感の

視点に基づく発達的特徴の理解が十分できている 



授業コード S0852 （認定科目名：小児栄養/子どもの食と栄養） 

授業科目 子どもの食と栄養 単位 2.0 

担当者 猿渡 綾子 
シラバスグルー

プ 
T0W074 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新子どもの食と栄養 食

生活の基礎を築くために 

第 9 版 

飯塚美和子 ほか編著 学建書院  

    

 
 

■授業の概要 

小児期は子供の心身の発育にとって重要な時期であり、その栄養や食事の取り方は体を作る

だけでなく心の発達にも影響をあたえる。現代の小児の食生活は社会変化の影響を深く受け

ている。子どもの食生活や生活習慣の乱れ、それに起因する健康上の問題は、子どもを取り

巻く環境つまり家族や地域住民、保育士自身も含め養育者の栄養に対する関心の低さや食生

活のあり方の問題でもある。|将来の生活習慣病予防のため、また、子どもたちが豊かな人間

性を育み、自ら生きる力を身につけていくためには、食の健全化が何よりも重要である。厚

生労働省は食育に関する指針の中で、食育の実践を、食育の向上につながり、より充実した

保育を期待するものとして位置づけている。子どもの食事とは、情緒を育て社会性を養う機

会でもあり、心身の発達にあった十分な栄養、指導が大切になる。|この科目では、乳児期、

幼児期を中心として、小児の各発達段階に応じた栄養の摂取、食生活の現状、問題点につい

て学ぶ。栄養の基礎知識を学び食生活と健康の関係を知り、学生自身が食や栄養に関する意

識を高め、自身の食生活を反省し改善することは、将来保育にかかわる者として重要な意義

をもつ。乳児、小児の特徴と食事について理解を深め、児童福祉施設で保育をする際、ある

いは家庭で育児を行う際に必要とされる知識と技術の習得を目標とする。| 
 

■学習の要点 

（1）栄養に関する基本的知識|三大栄養素とビタミン、ミネラルについて学習する。栄養素

の役割や消化と吸収、献立への展開、食事バランスガイドとの関係についても確認する。|水

分の体内分布、機能、摂取について学習する。|（2）胎児期の特徴と食事|胎児の健やかな成

長のために求められる、妊娠中の母親の食事について学習する。|（3）乳児期の特徴と食事

|母乳分泌の仕組みを知り、母乳の成分や利点、注意事項、支援方法、母子のアセスメント、

保存方法について学習する。|（4）育児用ミルクについて|調整粉乳の種類と特徴について学

習する。哺乳調乳器具の洗浄・滅菌、調乳方法および注意点についても確認する。|（5）離

乳食の意義と進め方|「授乳・離乳の支援ガイド」に基づいた離乳食の進め方の目安について

学習する。離乳の開始と完了、離乳食の実際について整理しておく。また、離乳期と咀嚼機

能の発達についても学習すること。ベビーフードの種類と利用上の留意点も確認する。|（6）

乳幼児期におこしやすい病気と食事|食物アレルギーの仕組み、アレルギー物質を含む食品、

対処の方法（食事療法を含む）について学習する。学童期の食物アレルギーについても確認

する。|小児期に多い、感染症、下痢、嘔吐、便秘、う歯等の体調不良の子どもへの対応、食

事について学習する。|（7）幼児期の特徴と食事|おやつの意義について学習し、おやつの与

え方の注意点を確認する。幼児期にみられる食行動の問題点（遊び食べ、偏食、むら食い、

噛めない、小食・食べ過ぎ、箸の持ち方）を理解する。生活習慣と食事の関連についても学

習する。また、保育所給食の実際について確認し、保育所や幼稚園における食育と食育計画



について学習する。 

 

■学習の到達目標 
栄養学の正しい基礎知識に基づいて、小児の成長のために必要な食事を自分で考えることが

できるようになることが学習の到達目標である。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験では、上記「学習の要点」で示した（1）〜（7）のいずれかについて説明して

もらう。テキストの内容を正しく理解して、それを簡潔に説明することができれば十分に合

格点に達する。|〔成績評価の基準〕|・試験問題で問われていることに過不足なく答えている

か。|・記述の内容が栄養学的に正しいものであるか。|・文法的に正しく、読みやすい日本語

で記述されているか。|・テキストを理解したうえで自分の言葉で表現できているか。| 



授業コード S0853 （認定科目名：家庭支援論） 

授業科目 家庭支援論 単位 2.0 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

実践 家庭支援論 第 3 版 松本園子 他著 ななみ書房  

    

 
 

■授業の概要 

家族・家庭への支援が必要といわれているが，それはなぜだろうか。本科目では、家族・家

庭の置かれている現状や課題を取り上げながら、保育者に求められている家族・家庭への支

援のありようを考えていく。その際、特別なニーズのある家族、子育てにかかわる政策動向、

海外の子育て事情、といった点と合わせてわが国における具体的な支援策や支援例を学んで

いく。 
 

■学習の要点 

家族や家庭を支援していく保育士には、支援方法を身につけるだけでなく、その支援方法を

有効に活用していくための基本的な知識や見識を身につけることが必要となる。したがっ

て、現在の家族や家庭が置かれている状況の把握が学びの土台となる。 
 

■学習の到達目標 

１．子どもが育つ場である家族・家庭の動向を理解する。|２．子育て家庭を取り巻く環境・

子育て意識・子育ての悩みを理解する。|３．子育て家庭を支える具体的な制度や政策の動向

を理解する。|４．特別なニーズのある家族の多様性を理解し、具体的な支援が検討できる。

|５．世界の子育て事情や子育て支援について理解する。|６．子育て支援の実際について具体

例に基づいて理解を深める。 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：論述の仕方にやや無理

がある（論理の飛躍がある）|７０点台：論述の仕方に無理がない|８０点台：複数の観点に基

づく論述に無理がない|９０点以上：複数の観点に基づく論述が正確である 



授業コード S0854 （認定科目名：障害児保育） 

授業科目 障害児保育 単位 2.0 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育者のためのテキスト障

害児保育 改訂 
近藤直子  ほか編 

全国障害者問題研究会出版

部 
 

    

 
 

■授業の概要 

人間が育ちゆく過程においては、他者への信頼感を土台に自己への肯定感を高めつつ人格を

形成していくことが重要である。そのため、障害の有無に関わらず、社会の一員として共に

育ち合う関係を育み、自分だけでなく他者も含め尊重しあうことが、幼児期の育ちや学びに

おいて求められる。本科目では、障害の特性や保育の方法はもちろんのこと、子どもの育ち

を中心とした保育や集団の意味、そして家族への支援やそれを支える社会的背景も含め、総

合的に障害児保育について学んでいく。 
 

■学習の要点 
障害の軽減や改善に取り組むことを第一に考えることの危うさや難しさを踏まえながら、障

害のある子どもの保育の目的・方法および関連する諸課題を学んでいく。 

 

■学習の到達目標 

１．障害乳幼児の生活と発達を理解する|２．障害のある子どもの保育実践の展開について理

解する|３．障害の基礎知識と保育の実際について理解する|４．障害児保育の現状と課題を

理解する|５．家族への援助について理解する|６．就学にかかわる実際と課題を理解する 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容に 低限解答している|７０点台：問題で問われている内容に無理なく解答している|８０

点台：問題で問われている内容におおよそ解答している|９０点以上：問題で問われている内

容に十分解答している 



授業コード S0856 （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１ ） 

授業科目 保育実習指導Ⅰ 単位 2.0 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W031 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新 保育士養成講座 9 巻 

保育専門職と保育実践 

『 新 保育士養成講座』

総括編纂委員会 編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力と

保育実践に応用する力とを養うものである。|さらに、保育実習は保育士を目指す学生が自分

を見つめる機会であり、これからの課題を発見する重要な機会ともなる。|保育実習を通し

て、子ども理解・保育所および施設や保育士の仕事に対する理解及び自己に対する理解を深

めてほしい。 
 

■学習の要点 

1.保育実習の意義を理解する|2.保育実習に臨む態度を理解する|3.保育実習における守秘義務

を理解する|4.保育実習記録作成の意義を理解する|5.保育実習における実習テーマと課題に

ついて考える|| 
 

■学習の到達目標 学習の要点に記載している事項と同様。 

 

■成績評価の基準 
①設題を踏まえてリポートを作成しているか 50％|②自分の考えをまとめているか 40％|

③誤字脱字などはないか 10％ 



授業コード S0858 （認定科目名：保育実習指導Ⅱ） 

授業科目 保育実習指導Ⅱ 単位 1.0 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W032 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育実習 第 2 版（ 新保

育講座 13） 

阿部和子・増田まゆみ・小櫃

智子 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 本授業では、保育所における保育実習の意義と目的を確認する。| 

 

■学習の要点 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は施設における保育実践現場において、これまで学んできた知識や技能を総合的に関

連づける力と保育実践に応用する力とを養うものである。 
 

■学習の到達目標 
保育実習の意義と目的を確認した上で、保育実習のまとめと自己評価を行い、自らの今後の

課題を明確化する。 

 

■成績評価の基準 
①リポート設題を踏まえた上で作成しているか 50％|②紹介事例について十分に記載され

ているか 30％|③誤字脱字などはないか 20%| 



授業コード S0859 （認定科目名：保育実習指導Ⅲ） 

授業科目 保育実習指導Ⅲ 単位 1.0 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W082 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育実習 第 2 版（ 新保

育講座 13） 

阿部和子・増田まゆみ・小櫃

智子 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
①保育実習Ⅲ(施設実習)に臨む姿勢を再確認する。|③実習の振り返りと自己評価を行い、自

らの課題を明確化する。 

 

■学習の要点 

①保育実習(施設実習)の意義・目的を理解する。|②実習施設の概要を理解し、自らの課題を

明確にする。|③実習施設におけるプライバシーの保護と守秘義務等について理解する。|④

実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する。|⑤実習の事

後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確にする。 
 

■学習の到達目標 施設での保育実習を振り返り、自身の今後の課題を明確にする。 

 

■成績評価の基準 
①リポート設題を踏まえた上で作成しているか 50％|②紹介事例について十分に記載され

ているか 30％|③誤字脱字などはないか 20%| 



授業コード S0860 
（認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S095 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹編 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081967 

 
 

■授業の概要 

知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特別支援学校における教育実習を行うに際し

て、必要となる教育実習の仕組み、学習指導案作成等の基本的事項を学ぶとともに、教育実

習で得られた成果や課題について確認する。  
 

■学習の要点 
実習日誌や実習中の記録をもとに、教育実習を客観的に振り返り、成果と課題の確認及び課

題解決のための方策を整理すること。 

 

■学習の到達目標 的確な教育実習の自己評価を行う。 

 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 



授業コード S0861 （認定科目名：学校図書館サービス論） 

授業科目 学校図書館サービス論 単位 2.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S126 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

司書教諭・学校司書のため

の 学校図書館必携 理論と

実践 改訂版 

全国学校図書館協議会 悠光堂  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、2014 年に「学校図書館法」に明記された学校司書を養成するための科目である。

|従前からあった司書教諭（国家資格）を養成するための科目ではないことを確認しておく。

||参照：学校図書館法第六条 |       学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学

校図書館の運営の改善及び向上を図|                         り、児童又は生徒及び教員

による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、|       専ら学校図書館の職務

に従事する職員（次項において「学校司書」という。）を|       置くよう努めなけ

ればならない。||学校図書館法改正後の 2016 年に、文部科学省が通知した「学校司書のモデ

ルカリキュラム」の中で設定された科目であり、学校図書館における学校司書の児童生徒及

び教職員へのサービスの考え方や各種サービス活動についての理解を図る。 | 
 

■学習の要点 

まず、文部科学省が示している下記の学習の要点を確認する。|1）学校図書館サービスの考

え方と構造|2）学校図書館の環境整備（利用案内，配架・案内表示，展示・掲示，修理・製

本）|3）学校図書館の運営（年間運営計画，基準・マニュアル類，記録・統計，会計・文書

管理）|4）学校図書館利用のガイダンス|5）資料・情報の提供（利用案内，貸出，予約サービ

ス，資料紹介・案内，資料相談）|6）児童生徒への読書支援（図書館行事，図書リスト，読

書推進活動，読書相談）|7）児童生徒への学習支援（教科等の指導に関する支援，特別活動

の指導に関する支援，|  情報活用能力の育成に関する支援）|8）特別の支援を必要とする

児童生徒に対する支援|9）教職員への支援（資料相談，情報提供，教材準備に関する支援，

ティームティーチング）|10）広報・渉外活動（学校図書館便り，ＨＰの活用，学校行事等と

の連携）||背景となる理念を理解した上で、学習教育現場で実践できるよう、自分事としてイ

メージを膨らませながら、以下の 8 点に重心を置き、テキストを読み進めまとめていくこ

と。 | |１．学校図書館サービスの根幹である学校図書館の理念、歴史的変遷、学校図書館

に関係する|  法令等について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.10-85） |２．学校図

書館における支援とは、サービスとは何かについて学校司書の視点で考察|３．学校図書館の

環境整備、運営について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.114-169）|４．読書センター

としての機能について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.20-23、pp.170-|       177） 

|５．学習センターとしての機能について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.20-21、pp.24-

|       25、pp.178-185） |６．情報センターとしての機能について学校司書の視点で考察

（テキスト：pp.20-21、pp.26-|       27、pp.186-191） |７．特別な支援を必要とする児

童生徒への支援について学校司書の視点で考察（pp.192-199） |８．主体的・対話的で深い

学びと学校図書館について学校司書の視点で考察（pp.200-205） | 
 



■学習の到達目標 

・学校図書館における児童生徒及び教職員へのサービスの考え方や各種サービス活動につ

いてを| 理解した上で、自分ならどのような活動ができるかをイメージできる。|・学校図書

館法や学習指導要領など各種法令またはそれに準ずる物を読み、時代と共に変わる| 解釈や

求められる内容の変化についても理解できる| 
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10） 



授業コード S0864 
（認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S095 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹編 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081967 

 
 

■授業の概要 

知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特別支援学校における教育実習を行うに際し

て、必要となる教育実習の仕組み、学習指導案作成等の基本的事項を学ぶとともに、教育実

習で得られた成果や課題について確認する。  
 

■学習の要点 
実習日誌や実習中の記録をもとに、教育実習を客観的に振り返り、成果と課題の確認及び課

題解決のための方策を整理すること。 

 

■学習の到達目標 的確な教育実習の自己評価を行う。 

 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 



授業コード S0874 （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1.0 

担当者 矢野 智司 
シラバスグルー

プ 
T0S038 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 
出 版

社 
ISBN 

新しい

教職教

育講座 

教職教

育編⑬ 

教育実

習・学

校体験

活動  

小 林

隆・森

田真樹 

著 

ミ ネ

ル ヴ

ァ 書

房 

 

同和教

育 実

践：新

たな人

権教育

の創造 

後藤直

ほか編 

佛 教

大学 

{ 購 入 は こ ち ら ,http://www.e-

hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000008248817&refHpStenCode=68038} 

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、幼

児との関係性・保育指導のあり方・集団指導等について実践的に学ぶ。特に保育指導につい

ては、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・保育指

導案の作成・保育実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力を養う。

|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察のための事

後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末に挿入している。

切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。|事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 保育者としての資質、能力が備わっているかどうか。 

 

■成績評価の基準 省察ができているか。|課題が明確になったか。| 



授業コード S0884 （認定科目名：教育実習研究（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S018 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校体

験活動 

小林隆・森田真樹著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081967 

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児

童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。|事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード S0894 
（認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高） ） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S069 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、生

徒との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード S2002 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育方法論 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S2003 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育の内容と方法 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S5191 （認定科目名：教育原論） 

授業科目 教育原論 単位 2.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、章末の課題にとりくんでみましょう。分からない言葉や事項は、

インターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われている

ことに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S5192 （認定科目名：教育社会学） 

授業科目 教育社会学 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S061 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、社会の平等化を推進

しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊などのさまざまな教育病理も生みだし

ています。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、それが社会的問題を引き起こして

きているという指摘までなされています。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相と

それを取りまく社会に視点を求め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくこと

を目的とします。 
 

■学習の要点 

 教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教

育の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められ

る学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があ

げられ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教

育の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや

不登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょ

う。こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社

会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中

央教育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。こ

のような視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的

です。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いて

きたのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされてきているその学歴社

会はこれからどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められま

す。| ２．いじめ問題は 1980 年代より我が国の学校病理のひとつとして論じられ、現代に

おいてもその対応が求められるものと言ってよいでしょう。いじめ防止対策推進法の制定を

経ても、いじめを苦に命を落とす子どもたちは後を絶ちません。 近は子どもたちにも一般

的となったネットツールを用いたいじめも増えてきました。テキストを参考に、どうすれば

いじめを抑止することができるのか、考えることが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S5193 （認定科目名：教育心理学） 

授業科目 教育心理学 単位 2.0 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S054 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 児童生徒の学習の過程や心身の発達について教育心理学の視点から議論し、理解を深め、

各自の学習観・教育観を再構成するとともに、発達の視点から見た場合の、障がいのある子

どもたちの学習過程についても理解する。これらを通じて、教育実践に専門的に従事する者

として、児童・生徒の学習や発達上の問題に取り組む際に、必要に応じて教育心理学の理論

を参照し、実践の文脈へと変換することができるための基礎的な資質を養う。| 人はその

時々に身を置く状況にあって、モノや他者とかかわりながら成長していくことを客観的にと

らえる視点を得ることを目標とする。したがって、理論的な説明の文章理解に終わるのでな

く、それが意味するところを具体的な事例に即して咀嚼する必要がある。用語の意味やキー

ワードを含んだ文章の暗記といった機械的な学習ではなく、心理学の理論的説明と教育場面

での人の行動・心理とを結びつけて考える力を求めていく。 
 

■学習の要点 

 テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏

まえた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3

章・第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8

章は第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践と

のかかわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基

礎となるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキ

スト学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよ

い。さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考え

て頭のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終試験への準備

に関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学ぶ」ということに関与する心理が、いかに複雑で自己の在り方そのものに影響す

ることを理解する。また、それを支える学習環境を自らデザインする。| ② 教室内の人間

関係をとりまく環境の特質を理解する。その上で、学級を運営する教師の立場と役割につい

て考察する。| 
 

■成績評価の基準 

 【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論

述と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習

を丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怒

らないように。 



授業コード S5194 （認定科目名：教育方法学） 

授業科目 教育方法学 単位 2.0 

担当者 篠原 正典 
シラバスグルー

プ 
T0S024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ

ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。



（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S5195 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学（中・高） 単位 2.0 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S5402 （認定科目名：教育評価/教育評価論） 

授業科目 教育評価論 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18〜24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂

さ れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52〜68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32〜35、pp.68〜85、pp.116〜127、pp.158〜161 など）。|４）

幅広い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要

がある。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このと

き評価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活

かし方についても考えておくこと（テキスト pp.63〜67、pp.134〜161）。|５）評価計画を評

価する際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203〜208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

|【成績評価の基準および「答案」作成上の留意点】|科目 終試験は、以下のような基準で採

点します。|１．問題の要求にきちんと応えられている。|２．記述がテキストの内容を踏まえ



ている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に使用している。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード S5441 （認定科目名：生涯学習支援論１） 

授業科目 生涯学習支援論１ 単位 2.0 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0S176 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかるスポーツマネジ

メント 
柳沢和雄ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

    日本における戦後のスポーツの発展は，学校体育にその基礎を置いてきた。その後，高

度経済成長下の中で一般の人々も運動やスポーツを行う状況になり，民間のスポーツクラブ

等スポーツ環境が発展してきた。すなわち，「行うスポーツ」の普及発展である。これによ

り，人々の豊かなスポーツ生活の実現を期待したのである。一方，プロ野球やサッカーのＪ

リーグなど「みるスポーツ」への関心が高まるにつれ，スポーツをめぐる経営やマネジメン

トを広く捉え，人々のスポーツに対する需要も多種・多様になってきている。近年では「支

えるスポーツ」や「調べるスポーツ」の楽しみ方も謳われている。| 本科目では，これから

の人とスポーツ（運動）との豊かな関わり方を目指すべく，上記の視点を踏まえ，考察する

ものである。| 
 

■学習の要点 

 まず，スポーツマネジメントの捉え方，発展と目的について知る。それを踏まえて，以下

の対象とスポーツマネジメントの関係性について理解を深める。|・参加型スポーツのマネジ

メント|・観戦型スポーツのマネジメント|・対象に応じたスポーツマネジメント|・社会とス

ポーツマネジメント| 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に記された内容を理解し，各関係性について自分の言葉で説明できる。||  

 

■成績評価の基準 
 テキストに記載されているキーワードや要点が理解できている。また，それらを踏まえて

自分の考えをまとめ，既述されている。 



授業コード S5442 （認定科目名：生涯学習支援論２） 

授業科目 生涯学習支援論２ 単位 2.0 

担当者 内山 淳子 
シラバスグルー

プ 
T0S177 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会教育の学習論 社会教

育がめざす人間像を考える 
内山淳子 ほか編著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 生涯学習支援は、生涯学習行政を中核とする段階を経て、現在は行政機関と地域の住民ボ

ランティアや企業といった民間セクターとのパートナーシップによる実践の段階を迎えて

いる。これまでも生涯学習の推進には学校教育、社会教育、家庭教育の統合が求められてき

たが、今や本格的に統合が行われるようになっている。具体的には、生涯学習施設のネット

ワーク化、学校教育と社会教育の連携、地域と学校の協働、地域課題の解決につながる学習

プログラムの開発が要請されている。このような官民協働、学校・家庭・地域の連携・統合

を図るためには、さまざまなサブ・システムをコーディネート（調整）する必要がある。コ

ーディネートの課題としては、国際化・グローバル化における共生、男女共同参画社会、中

央と地方の共栄なども注目されている。| 本科目ではとくに地域社会と学校教育の連携・協

働に着目して、その必要性と方策をテキストから読み取る。さらに各自の身近な地域での実

践も調べることによって、教育現場での連携におけるコーディネートについて主体的な考察

を行っていただきたい。| 
 

■学習の要点 

連携・協働を論じる際には、まずは各々の教育主体を理解することが求められる。はじめに

テキストの第１章 から学校教育と社会教育の特徴を理解し、次に第 3 章を読んで地域にお

ける教育とはどのようなものかを考えてほしい。第 6 章、第 8 章からは、現在の子どもたち

が学校教員による指導のみならず、地域住民やボランティアからの支援を必要としている背

景と経緯、支援者側の学習効果をも読み取っていただきたい。さらに、自分の身近な地域社

会（各市区町村や都道府県）での地域社会と学校の連携について調べ、連携の現状を確認し

てみよう。自治体により施策は異なるが、学社連携事例として、土曜日の教育活動、学校支

援地域本部事業、地域学校協働本部事業、コミュニティ・スクールなどのキーワードが確認

されると考えられる。このような連携の現場ではどのようなコーディネーター（調整者）が

求められるかについて考察を進める。テキストの付論には一地域でのコーディネーターへの

インタビューが掲載され、役割の重要性が分かる事例となっている。 
 

■学習の到達目標 
科目 終試験ではリポートの設題と同じように、テキストの各章に登場するさまざまなキー

ワードを活用して、生涯学習を支援する課題が指摘できていることを基準にします。 

 

■成績評価の基準 
問題を把握してテキストの理解が進んでいるか、その上で事例や自分の考えが述べられてい

るかを評価します。 



授業コード S5451 （認定科目名：幼児教育・保育職入門） 

授業科目 幼児教育・保育職入門 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S129 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂 保育職論 松本峰雄他・編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

教師・保育者になることを志望する学生に、学校・園における教師・保育者の仕事の実際を

歴史的に具体的に示しつつ、「教える」「保育する」という行為を成り立たせるために必要な

教師・保育者の能力について考察する。併せて幼小連携・幼保連携の観点から、教育・保育

の専門職として教育の制度について理解し、教師・保育者に求められる知識・資質・専門性・

連携等について考える。| 
 

■学習の要点 

教職・保育職の理解と教育・保育に必要な資質・能力を涵養する。|具体的には、以下の事項

等である。||・教師の存在意義|・現代学校教育の課題と教師の役割|・教師の歴史|・教師の職

責と求められる資質・能力|・幼児教育・保育の専門職に求められる資質|・教師・保育者の役

割|・教師・保育者の専門性|・教師・保育者としての成長|・社会の中の教師・保育者| 
 

■学習の到達目標 

1.  教師・保育者に必要な知識・技術の概要を把握する。|2.  教師・保育者に必要な資質能

力を理解する。|3. 教師・保育者の職務内容、服務上・身分上の義務を理解する。|4. ティ

ーム保育の意義及び専門家との連携について理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。 



授業コード S5452 （認定科目名：学校教育職入門） 

授業科目 学校教育職入門 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編② 教職論 
久保富三夫・砂田信夫編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本は教育大国になりましたが、同時に受験戦争、学歴社会問題、登校拒否や不登校問題、

中退者の増加、対教師暴力や荒れる学校、 近では学級崩壊、学力低下など多くの教育問題

が発生しました。| そこで、文部省（現：文部科学省）では、教員の資質向上、特に教員の

生徒理解、生徒指導力の向上を図ろうと 1988（昭和 63）年に教育職員免許法を改正しまし

た。また、教育職員養成審議会は、1997（平成９）年「新たな時代に向けた教員養成の改善

方策」と題する答申を文部省に出しました。これを受けて同省は、1998（平成 10）年、戦

後２回目の教育職員免許法の大改正を行いました。その改正の 大のポイントがこの「教職

論」の新設であり、教職の使命感を自覚させること、教職への志向と一体感の形成などを強

化しようというものです。近年の教員免許更新制や６年制教員養成制度の構想など、教職を

取り巻く政策は大転換の渦中にあるといえます。| 子どもの成長を援助し、子どもの成長を

もって自己の喜びとする仕事、それが教職であるといえるでしょう。教職は非常に人間的な

仕事であり、やり甲斐のあるすばらしい仕事です。教職を目指す方々は、教職のなんたるか

を学び、自分が教職に向くかどうかを熟考する契機にしてくださることを希望しています。 
 

■学習の要点 

 まず、教職とはどんな仕事か、その基本的な性格や社会的使命などについて考えてみまし

ょう。それは、教師の歴史、教職がどのような経過で職業として、社会制度として成立した

のでしょうか。そして、教員の在り方についての論争、すなわち聖職論、労働者論、専門職

論などを経て、今どう考えられているのか、文部科学省や教育職員養成審議会などでは、21

世紀の教員の在り方や期待される教員資質をどう描いているかなどを概観することによっ

て明らかとなります。| そして、現代社会が抱えている教育的諸問題と教員の関係を考察し

てみましょう。教育問題は、学級崩壊、いじめ問題から学力低下、教育改革まで実に多くの

問題が発生しており、それらは、今や、学校のみならず家庭や地域社会、さらには国家的な

問題にもなるなど広範囲で大きな社会問題になっているものも多いといえます。それらに教

師はどう対処したらよいのか、教師の役割は、複雑かつ肥大化しています。激動する社会、

急変する教育界の中で、教師の使命や役割は、どうあればよいのかを考えることが求められ

ているのです。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。| あらゆる教育の問題は教師の問題に帰着するといわれる

ように、子どもたちに直接接し、指導に当たる教員に、優れた人材を確保することの重要性

は、これまでも繰り返し唱えられてきたところでありますが、子どもたちに［生きる力］を

育むことを基本とするこれからの学校教育の実現を展望する時、教員の資質・能力の向上を

図っていくことが、その実現に欠かせないことを改めて指摘しておきます。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S5453 （認定科目名：特別な教育的ニーズの理解とその支援） 

授業科目 特別な教育的ニーズの理解とその支援 単位 1.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S080 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育の基礎・基本

〔新訂版〕|―共生社会の形

成に向けたインクルーシブ

教育システムの構築― 

独立行政法人 国立特別支

援教育総合研究所 
ジアース教育新社  

    

 
 

■授業の概要 

通常の学級にも在籍している様々な障害等により特別の支援を必要とする生徒の学習上・生

活上の困難さを理解し、個別の教育的ニーズに対応していくために必要な知識や指導方法を

学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．特別支援教育に関する理念・制度について学ぶ。|２．心身の発達の概要と様々な障害に

ついて学ぶ。|３．知的障害・肢体不自由・病弱・視覚障害・聴覚障害・発達障害児の理解と

指導方法の概要について学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 

１．特別支援教育に関する理念・制度を理解する。|２．心身の発達の概要と様々な障害を理

解する。|３．知的障害・肢体不自由・病弱・視覚障害・聴覚障害・発達障害児の理解と指導

方法の概要を理解する。 
 

■成績評価の基準 
問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活か

し、|完結した⽂章として表現すること。 



授業コード S5454 （認定科目名：幼児教育・保育課程論） 

授業科目 幼児教育・保育課程論 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S131 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい幼児教育課程総

論 
岸井勇雄ほか編著 同文書院  

    

 
 

■授業の概要 

教育課程・保育課程、指導計画、保育の展開、評価、記録の方法などの意義や特徴について

実践的な観点から理解する。実践されている教育課程・保育課程、指導計画をもとに幼児の

発達に応じたカリキュラムの編成、指導計画の作成について学ぶことを通し、体系的指導力

の育成を図る。 
 

■学習の要点 

教育課程・保育課程の基本的構造を理解し、保育を計画・実践・評価・改善する力を身に付

ける。|具体的には以下のような事項等についてである。||・教育課程・保育課程とは|・教育

課程・保育課程の意義と必要性|・教育課程・保育課程の特徴と機能（カリキュラムマネジメ

ントの理解）|・教育課程・保育課程の変遷|・教育課程・保育課程の編成|・教育課程・保育課

程と指導計画の関連|・指導計画の編成|・教育・保育活動の評価と記録|・指導要録・保育要

録の意義と具体例|・幼小連携・幼保連携を踏まえたカリキュラムのあり方|・教育課程・保育

課程をめぐる現代的諸問題||| 
 

■学習の到達目標 

１． 就学前教育のカリキュラムの特徴と全体像を理解する。|２．教育・保育を実践する際

に考慮すべき要件や力量形成のあり方を理解する。|３．長期指導計画を踏まえた短期指導計

画の書き方を学ぶ。|４．観点をもって実践を振る返る日誌や指導要録の書き方を学ぶ。|５．

カリキュラム・マネジメントの意義を理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S5455 （認定科目名：学校教育課程論） 

授業科目 学校教育課程論 単位 2.0 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

法的拘束力には議論がありますが、現実には学校で「何を教えるか」「何を学ぶか」は学習指

導要領が規定しています。各学校が教育課程を編成するにあたっては、地域や子どもの実態

を考えながら、これによらなければならないものであります。この学習指導要領は、第二次

世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、その時代が要請する教育目標と内

容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今回、改訂された新学習指導要領（小

学校：2011 年、中学校：2012 年、高等学校：2013 年）はいくつかの大きな特徴をもって

います。例えば、前回の改訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、

総合的な学習の時間が削減され、小学校高学年で外国語活動が導入されたことなどがありま

す。今回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」の問題を端緒としていると考えられていま

す。今回の改訂によって教育内容は劇的に変容することを示しており、現場の教師に大きな

負担をかけることも事実です。 
 

■学習の要点 

学習指導要領について様々な観点から学習してください。| ・学習指導要領は、第二次世界

大戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂の

そのときどきの社会情勢、教育問題、学力問題などを含めて学習してください。とりわけ

1958 年の改訂は学習指導要領の性格を以下の点で大きく変えるものでありました（①生活

単元学習・問題解決学習から系統的学習へ移行したこと。②学習指導要領の法的拘束力を主

張したこと。③道徳の時間を特設したことなど）。以上について詳細に学習してください。

| ・「総合的な学習の時間」について、学習してください。| ・現行の学習指導要領（2008

年改訂）について、どのような特徴をもつか、学習指導要領を確認して論じてください。| ・

学習指導要領（2008 年改訂）が改訂されるまでに、我が国ではさかんに学力の低下につい

て論じられてきました。学力とは何か、学びとは何か、今日の学力問題の見方、議論につい

て学習を深めておきましょう。同時に「基礎基本の確実な定着（つまり基礎学力）」を学校教

育においてどう実現すればいいのか、その留意点を考え学習しておいてください。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S5456 （認定科目名：道徳教育の研究/道徳の理論及び指導法） 

授業科目 道徳の理論及び指導法 単位 2.0 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S116 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード S5457 （認定科目名：総合的な学習の時間の指導法） 

授業科目 総合的な学習の時間の指導法 単位 2.0 

担当者 
篠原 正典・平田 豊誠・小川 博士・大畑 健

実 

シラバスグルー

プ 
T0S025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑧総合的な学習の時

間 

森田真樹、篠原正典編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

総合的な学習の時間の導入背景、意義と教育課程での位置づけを学ぶ。総合的な学習の真の

効果を上げるために、学校内横断的なカリキュラムマネジメントに基づく年間指導計画、単

元計画の作成が重要となる、その作成の考え方と実際の作成法を学ぶとともに、教科学習か

らより深い探求的な学びを行う学習過程と学習行動の指導法および評価法を学ぶ。さらに、

小学校での総合的な学習事例から、実践に応用できる知識・技能を学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．総合的な学習の時間が導入された背景、導入における目的および実践における課題につ

いて学ぶ。学習指導要領で求められている「能力・資質」の育成と総合的な学習の時間との

関係を学び、総合的な学習の時間を充実するための課題を考える。（第 1 章）|２．総合的な

学習の時間の源流ともいうべき、戦後初期のコア・カリキュラムを取り上げ、➀目標の設定、

カリキュラム編成の視点、②学習指導の実際、の二点から検討し、その特質や課題から今日

的な示唆を導き出す。（第 2 章）|３．総合的な学習の時間の教育課程上の位置づけや目標の

変化、また、各学校の取り組み状況と課題を学ぶ。これらの課題克服とそれを充実させるた

めの具体的な年間指導計画や単元計画を作成するための基礎となる校内体制等について学

ぶ。（第 3 章）|４．学習指導要領及び総合的な学習の時間解説書に示されている「指導計画

の作成」を手がかりに、「全体計画」「年間計画」「単元計画」に分けて、それぞれの計画を計

画的、効果的に展開できるための考え方や内容、方法や手順について学ぶ。（第 4 章）|５．

総合的な学習の時間における学習指導を、１．探求的な学習とは何か、２．他者と協同して

取り組む学習活動、３．総合的な学習の時間における体験活動、４．総合的な学習の時間に

おける情報活用能力の育成、の４つの観点から学ぶ。（第 5 章）|６．学力評価の基本用語や、

学習指導要領で示された総合学習の評価の留意点、総合学習における評価の方法のポイント

など評価の基本を理解する。評価は、教師だけではなく子どもや保護者などが参加しながら、

学習を豊かにするものであることを学ぶ。（第 6 章）|７．八幡市における授業実践から、①

「21 世紀型能力」を育成する授業を実現するためのカリキュラムや授業設計、②総合の特

性に目を留め、児童の変容に｢授業｣が果たしていた役割、これらの知見から③今後の初等教

育における総合への示唆を得る。（第７章）|８．中学校において、①カリキュラムの作成、

②探究のプロセス、③思考ツールの活用、④地域との連携、⑤生徒・教師・地域の変容の５

つの観点から中学校の総合的な学習の実践を学ぶ。（第８章）|９．総合的な学習の時間では、

その趣旨や目的を踏まえた上で、国際理解をテーマとした実践が行われることが増えてい

る。本章では、国内における国際理解教育の歴史と現状、目標及び内容の事例、実践の特質

や課題について学ぶ。（第 9 章）|10．近年、地球温暖化やオゾン層の破壊、野生生物種の減

少など地球規模の環境問題が世界共通の課題となっている。総合的な学習の時間で、１．環



境教育の歴史的展開、２．環境教育と ESD、３．環境教育の実現、の３つの観点から学ぶ。

（第 10 章）|11． 1990 年代以降にシティズンシップ教育が注目されるようになった背景と

して、社会の多様化・流動化や学校教育で育成すべき力の変容に注目する。総合的な学習の

時間について、シティズンシップ教育との接点、および実践上の課題について考察する。（第

11 章）|12．古くて新しい「地域学習」は、問題解決学習を伴ういつの時代にも重要な学習

である。地域学習の教育理論や歴史的展開を追いながら、その理由を知るとともに、改めて

地域学習を学ぶカリキュラム内容、実践の進め方について理解を深める。（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童が、各教科の特質に応じた見方・考え方を成長させ、総合的・統合的に活用することで、

探究的な見方・考え方を働かせ、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための

資質・能力の育成が実現できるようにする。そのために、総合的な学習の時間の指導計画の

作成や学習活動の指導・評価に関する知識・技能を身に付け、実践への応用ができるように

なる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S5458 （認定科目名：特別活動研究/特別活動の指導法） 

授業科目 特別活動の指導法 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、

その教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育

においては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウ

エイトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本

に重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといった計測が

容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘されていま

す。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちであることは論を待

ちません。知識は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねら

いとするところもそこにあります。| 子どもたちの主体性や自主性、個性の伸長が涵養さ

れ、学びとる力、学ぶ意欲が育成されれば、それが教科学習のやる気につながります。そこ

で得た知識が再び特別活動で実践され、その実践の中で確認されたものが教科学習で深化・

充実されるという相互作用があればそれらが相乗効果を生み、真の学力となっていきます。

それが、教育のあるべき姿ではないでしょうか。| 特別活動の研究では、教師としての教科

外指導に対してどのような「教育観」をもつべきなのかという理論に発して、特別活動の具

体的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の目

標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるようにし

ておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級活動」「児童（生徒）会活動」

「クラブ活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞ

れの特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成

するための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生

活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」とを示しています。この２つについての内容

の理解を深めておいてください。また、 (1) 、(2) についての指導の特質についても説明で

きるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを達成するための「学校行事」

について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてください。|４．児童（生徒）会

活動における「委員会活動」や「児童（生徒）会集会活動」について理解を深めておいてく

ださい。とくに、児童（生徒）会活動のねらいや、今日的な問題を整理し、それを議題にも

っていくまでの手順や指導上の留意点を具体的な事例に基づいて理解しておくことが大切

です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」

「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉仕的行事」が正確に列挙できるようにし、そ

れぞれのねらいを理解しておいてください。とくに、「遠足・集団宿泊的行事」の指導上の留



意点を活動例を示して具体的に説明できるようにしておくことが求められます。 

 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第６章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、自分の経験等を想起しながら、具体的事例を伴った理解になるように

努めてください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S5459 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解及び保育相談 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S5460 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育の内容及び方法 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S5461 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（初等）/生徒

指導・進路指導の理論及び方法） 

授業科目 生徒指導・進路指導の理論及び方法 単位 2.0 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいとい

えます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問

題や、児童の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。と

りわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、

近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教

育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論

に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかま

でを実践的に把握していきたいと思います。| 小学校の教員の特性と在り方について考える

にあたり、学校教育法第 17 条、第 18 条ならびに学校教育法施行規則、さらには小学校学

習指導要領総則に目を通し、小学校教育の基本と特性について理解を深めることが重要とな

ります。 
 

■学習の要点 

 小学校教育は、上記の法令などに示すところに従い、各学校において地域の実態や児童の

心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程編成に基づいて、初等普通教育とし

て調和のとれた人間の育成を図ることを目的としています。変化の激しい社会に主体的に対

応できる力の育成、心豊かで社会性に富み、国際社会に生きていくことのできる日本人の育

成、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実によって、自己教育力の育成

を図る、などを重要な教育課題としています。| 教育課題の解決にあたって、小学校におい

ては、学級担任が指導を行うことを原則としています。したがって、学級の児童たちが教育

課題としている点にどれほど到達できるかは、学級担任の熱意と指導力にかかっているとい

えるでしょう。ここに、小学校教育及び小学校教員の特性をみることができるのです。しか

も、小学校教育は、未来をたくましく、人間性豊かに生きていくための基盤づくりとなるた

め、小学校教員の責任は、他の校種の教員にもまして大きいといえます。強い使命感をもっ

て、日々の教育推進に当たることが求められるのです。| 昨今では、全国各地の教育現場で

「学級崩壊」なる現象がみられ、現場教員を悩ませています。それは小学校高学年段階にと

どまらず、低学年においても「小１プロブレム」という現象がみられるようになってきてい

ることからも明らかです。中央教育審議会答申に記載されているように、「小１プロブレム」

等の教育課題解決に向けて、教員一人ひとりが一致協力し、果敢に取り組まなければならな

いのです。| 小学校教育の基本や教員の特性を十分念頭において、中央教育審議会が指摘す

る「人間力」を身につけた児童の育成に努力を傾注しなければなりません。学習にあたり、

特に以下の項目に留意してください。| １．教科外教育とは何かについてまとめ、その構造



と課題について述べてください。| ２．生徒指導の原理とは何かについてまとめ、その意義

と内容について説明できるようにしてください。| ３．教育相談とは何かについてまとめ、

その際のカウンセリングの理論と技法について説明できるようにしてください。| ４．不登

校の児童が自分のクラスにいた場合、どのような点に注意して指導するのか、その背景とな

る理論と具体的な指導方法を説明できるようにしてください。| ５．いじめの構造とその特

質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしてください。| ６．学級崩壊は

どのような背景から生じるものかについて理論的にまとめ、その対応と予防策について説明

できるようにしてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S5462 （認定科目名：教育相談の研究/教育相談の理論及び方法） 

授業科目 教育相談の理論及び方法 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S098 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年児童・生徒の成長・発達上の問題として、いわゆる不登校、いじめ、非行などのような

さまざまな不適応行動が多発している。また、仲間との関わり方がよくわからなくて、対人

不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする児童も増えていると言われている。このよう

な子どもたちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼等の健やか

な成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。これからの学

校では、すべての学級担任教師が教科指導とともに教育相談活動もしくは教育相談的な指導

を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングの意義と方法について。|３．小学校時代における「発達課題」達成の援助

と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリングそれぞれの関連について。|４．スク

ールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不登校など、子どもたちの閉じ籠もり傾

向の原因と対応について。|６．いじめなど、子どもたちの人間関係の問題への対応について。

| 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S5463 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解及び保育相談 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S5464 
（認定科目名：保育方法論/保育の内容と方法/保育の内容

及び方法） 

授業科目 保育の内容及び方法 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版・平成３０年版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の

『育ての心』、『幼稚園雑草』参照。|３. 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力

|４．環境を通しての保育|５．幼児の主体的な活動を促す指導|６．一人ひとりに応じた保育|

７．遊びを通しての指導|８．生活習慣の指導|９．園行事の指導|１０．課題活動の指導|１１．

個人・グループ・クラス全体の指導|１２．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 現代の幼稚園教育要領に多大な影響を与えた、倉橋惣三の保育をどこまで理解できたか。 

 

■成績評価の基準 
『幼稚園真諦』を自分で読んで、キーワード抽出の上考察できているか。|キーワードがどれ

くらい理解できているかを評価する。 



授業コード S5481 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2.0 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対

策審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善さ

れ、人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」

という長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしな

がら被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組

まれてきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子ども

たちの教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもた

ち、そして一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。こ

のように戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の

取り組みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形

成をとおして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995〜2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

 部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践

のあゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめ

てみること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶと

ともに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| 

１．人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申

などの資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振

り返ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解

決に向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・

部落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とさ

れる理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義

と人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、

具体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例

を積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重

視しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本

的事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード S5502 
（認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「言葉」 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容研究言葉 吉岡剛編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

幼児のことばの経験には４つのことが考えられる。すなわち、「聞く」・「話す」・「読む」・「書

く」の４つである。幼稚園教育要領の中でも記されているように、特に「聞く」・「話す」経

験を育むことを中心に考えていく。そのためには、まず幼児のことばの実態を知ることが大

切であり、「聞く」・「話す」経験を育んでいくための手立てについて考える。さらには、こと

ばをのばすあそび、ことばを育む視聴覚教材の活用方法についても、一つでも多くのものを

体得してほしい。 
 

■学習の要点 

１．領域「言葉」のねらいと内容|２．乳幼児期のことばの発達|３．聞き方・話し方の指導|

４．読むこと・書くことの指導|５．気をつけたいことばの指導|６．ことばをのばすあそび|  

呼びかけ、劇あそび、ことばあそび、ごっこ、手あそび・指あそび、伝承あそび等|７．こと

ばを育む視聴覚文化財|    童話、絵本、紙芝居、人形劇、ペープサート、パネルシアター、

エプロンシアター等|８．保育者のことば| 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 言葉の領域のねらいと内容が理解できたかどうかを評価する。 



授業コード S5503 （認定科目名：幼児と健康） 

授業科目 幼児と健康 単位 2.0 

担当者 西村 誠 
シラバスグルー

プ 
T0S141 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

体育科・健康教育法［改訂

版］ 
山口孝治・桝岡義明著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

運動あそびを通して、「健康」について具体的に学習する。そのための保育者の環境構成、

援助について考え、その在り方と共に体感し合いましょう。|保育者として、実践を行う上で

の資質を高めることに役立つように展開します。|受講生に対しては、知識の伝承ではなく、

対話を繰り返しながら「健康」について一緒に考えましょう。|テキストの予習や、配付資料

の復習を行ない、受け身ではなく常に「問い」と「自分なりの考え」を持ち、取り組んでく

ださい。 
 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の領域「健康」について、ねらいと内容について理解する。|２．幼児期

の心身の発育発達の特徴や個人差と取り組みへの意欲などを理解する。|３．心を動かし、体

を動かすあそびに則した環境構成、援助の在り方を一緒に考えましょう。  
 

■学習の到達目標 

 先ずはテキストでの十分な履修と科目の概要・学習の要点・リポート作成の留意点を自分

のものにされれば、問題に解答すべき点が見えてくると思う。また、リポート草稿時におさ

えられた諸点が十分に理解されておれば、どの問題が出題されようともその解答は難しくな

いでしょう。| ただ、どのテストでも同じことだが、この問題の解答として、何と何を言い

たいのかを先ず頭の中でしっかりと整理をされ、それらの視点の関連性も含めて記述するよ

うにして欲しい。特に今回の出題は、いずれの問題もこの整理の仕方が大切なポイントとな

る。|  
 

■成績評価の基準 

評価は問題の意図している鍵（キー）を先ず把握しているかどうかを見る。そしてそのキー

を中心に据えた論述となっているかどうかを点検する。| この２つの点がしっかりとおさえ

られていれば上限を 70 点とし、あと理論の展開、例示、文体なども含めて加点する。  



授業コード S5504 （認定科目名：幼児と人間関係） 

授業科目 幼児と人間関係 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S173 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容人間関係 （新保育

ライブラリ；保育の内容・方

法を知る ） 

小田豊ほか編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

現代の幼児の人間関係の育ちに影響を与えている社会的要因について理解し、幼児教育で保

障すべき教育内容に関する知識を身に付ける。特に、領域「人間関係」の指導の基盤となる

基礎理論として、関係発達論的視点について学び、他者や集団との関係の中で幼児期の人と

関わる力が育つことを理解する。 
 

■学習の要点 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。|具体的には、

以下の事項である。||・現代社会における幼児の人間関係|・人間関係を視点とした幼児期に

育みたい資質・能力|・人間関係を視点とした 3 歳未満児の発達の理解|・園生活における人

と関わる力の育ち|・乳幼児期の依存と自立|・協同的な学び|・幼児期の道徳性・規範意識の

芽生えと育ち|・乳幼児期の人間関係のひろがり 
 

■学習の到達目標 

１．幼児を取り巻く人間関係の現代的特徴とその社会的背景を理解している。|２．人と関わ

る力の育ちがその後に続く一人一人の人生を支える力となることを理解している。|３．乳児

期に育つ人と関わる力の発達について、身近な大人との関係から説明できる。|４．幼児期の

遊びや生活の中で育つ人と関わる力の発達について、教師との関係、幼児との関係、集団の

中での育ちを観点として説明できる。|５．自立心の育ちについて、発達の姿と合わせて説明

できる。|６．協同性の育ちについて、発達の姿と合わせて説明できる。|７．道徳性・規範意

識の芽生えについて、発達の姿と合わせて説明できる。|８．家族や地域との関わりと育ちに

ついて、発達の姿と合わせて説明できる。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。 



授業コード S5505 （認定科目名：幼児と環境） 

授業科目 幼児と環境 単位 2.0 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0S072 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新訂 事例で学ぶ保育内容

〈領域〉環境 

福元真由美 編集・無藤隆 

監修 
萌文書林  

    

 
 

■授業の概要 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の基

礎を育てるための実践的指導力につながる専門性を学ぶ。| 幼稚園教育要領の領域「環境」

について，ねらいと内容を理解し，実践的指導力につながる専門性を学習する。| 自然環境

を活かした実践方法や、環境構成の実践方法につながる専門性を学習する。 
 

■学習の要点 

 何よりもまず，テキスト学習を行ってください。通信教育はテキスト学習が基本です。テ

キスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述に目を通して，こ

のテキストにはどういうことが書かれているかを知り理解してください。| そして，とくに

興味・関心のある部分と，リポートの設題に関係する部分を重点的に学習するとともに，科

目 終試験に向けて特に次の諸点を詳しく読みとって，理解し考えてください。|１．テキス

トおよび幼稚園教育要領解説をもとに幼児教育の基本についてよく学修する。養護と教育の

一体性，小学校教育への基盤，遊びを通しての指導，環境を通して行う教育の意義，幼児の

主体性と教師の意図，環境を通して行う教育の特質等の内容について整理し考える。|２．テ

キストおよび幼稚園教育要領解説の領域「環境」のねらいと内容をもとに，領域「環境」に

おける意図的・計画的な教育の必要性について具体例をもとに考える。|３．子どもの発達と

環境とのかかわりを考える。乳幼児期の発達における環境との関わり，乳幼児と環境とのか

かわりを支える人の視点から，テキスト（コラムの用語にも留意）や他の参考文献をもとに

具体例を通して考察すること。|４．子どもが自然の中で体験すること，学んでいることを捉

え，体験を深めるための教師の関わり，自然をいかした環境構成を考える。教師の立ち振る

舞い，計画性，教材選択，直接体験とその表現，季節の変化，遊びと好奇心などのキーワー

ドをふまえ，テキストや他の参考文献をもとに具体例を通して考察すること。|５．ものや道

具に関わって遊ぶことについて，テキストおよび幼稚園教育要領解説の領域「環境」のねら

いと内容や，他の参考文献をもとに具体例を通して考察すること。|６．文字や標識，数量や

図形に関心をもつことについて，テキストおよび幼稚園教育要領解説の領域「環境」のねら

いと内容や，他の参考文献をもとに具体例を通して考察すること。|７．思考力の芽生えにつ

て，第８章を基礎としてテキスト全体を見直し，「遊び」を鍵に，好奇心，試行錯誤，協同と

いう用語を通して具体例をもとに考察すること。 
 

■学習の到達目標 

・幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，乳幼児期の育ちと環境の関係を

把握するとともに，保育内容「環境」の実践的指導力につながる専門性を身につける。|・自

然環境を活かした実践方法や、環境構成の実践方法，身近な自然とのかかわりと実践的指導

力（環境構成を含む）につながる専門性を体得する。 
 



■成績評価の基準 

 学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価します。| テキスト学習の成果

を判断します。テキスト学習の成果が認められない場合は不合格となります。| 剽窃・盗用

が疑われるもの，他と類似の内容となっているもの等，不正が疑われるものは合格とならな

い場合があります。| テキスト以外からの引用について，出典等が明記されていないものは

合格とならない場合があります。 



授業コード S5506 （認定科目名：幼児と言葉） 

授業科目 幼児と言葉 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

乳幼児のことばの世界 聞

くこと・話すことを育む智

恵 

髙橋 司著 宮帯出版社  

    

 
 

■授業の概要 

幼稚園において育みたい３つの資質、能力や、「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を

理解したうえで、幼稚園教育要領に示された領域「言葉」のねらいおよび内容について理解

を深める。さらに、幼児の発達に即して、主体的、対話的で深い学びの過程を踏まえ、領域

「言葉」のねらいの達成に繋がるような指導場面を想定した保育の構想ができる力を身につ

ける。 
 

■学習の要点 幼稚園教育要領における領域「言葉」の理解とその指導について考察する。 

 

■学習の到達目標 

1.幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねらいおよび内容を理解すること。|2.幼児の

ことばの発達や学びの過程を理解し、領域「言葉」にかかわる具体的な指導場面を想定し、

保育を構想する方法を身につける。|３.幼児を取り巻く現代的課題を理解し、それに応じた

保育が構想できるようになること。 
 

■成績評価の基準 
領域「言葉」の意義を理解したか、聞く、話す経験を育む手立てについて理解できたかを評

価する。 



授業コード S5507 （認定科目名：幼児と表現（造形）） 

授業科目 幼児と表現（造形） 単位 2.0 

担当者 津田 由加子 
シラバスグルー

プ 
T0S049 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容表現 保育の内容・

方法を知る 
花原幹夫編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 
幼稚園教育要領に示された幼児の造形表現に関する目標や内容を理解し、具体的な指導場面

を想定して保育を構想する力を身に付ける。 

 

■学習の要点 

幼児の造形活動における基本的な知識を学ぶ（歴史的展開をふまえて）|・幼児期における「造

形表現」の目的と意義|・幼児の造形表現の発達と保育者の役割|・描画（かく）活動の意味と

理解|・制作（つくる）活動の意味と理解|・教材研究（教材のとらえ方と活用法について）|・

条件の提示と活動の関係（条件提示と発問の関係について）|・表現活動の動機づけ（意欲を

ひきだす場の設定について）|・表現活動の展開（教師の指導、助言、支援のあり方について）

|・個別指導と集団指導（仲間意識育成の重要性について）|・活動からの学び取りと活動の連

続性について| 
 

■学習の到達目標 
1．幼稚園教育要領・表現（造形）の目標、内容について理解している。|2．造形表現題材開

発とその振り返りから、子どもの実態を視野に入れた保育設計の在り方を理解している。| 

 

■成績評価の基準 科目 終試験での評価となる。 



授業コード S5508 （認定科目名：幼児と表現（音楽）） 

授業科目 幼児と表現（音楽） 単位 2.0 

担当者 臼井 奈緒 
シラバスグルー

プ 
T0S107 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑥ 初等音楽科教育 
高見 仁志 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼児は生来、歌うことや音を鳴らして遊ぶことに興味をもっており、保育現場でもさまざま

な音楽活動が盛んに行われている。音楽に対する愛好心や豊かな感性を育む幼児期の音楽活

動を支え、指導するためには、音楽の専門的知識や演奏技能の習得が必要とされる。| ここ

では保育における音楽活動内容と指導法について概観する。また、音楽指導実践に必要な音

楽理論の知識とその活用法について学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領第 2 章「表現」のねらい及び内容についての理解を深めること。|２．主

たる音楽活動である歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の内容と、指導上のポイント・留意点を

理解すること。|３．音楽活動を担う指導者として必要な音楽理論の基礎（読譜力・コード奏

法・移調等）を習得すること。|４．楽曲の魅力や特徴を幼児・児童にしっかり伝えるための

教材研究の重要性に気づき、指導実践に活かす方法を探求すること。 | 
 

■学習の到達目標 

音楽理論の基礎的知識を習得し、読譜力と想像力をもとに教材と真摯に向き合い、音楽活動

をとおして幼児・児童の豊かな表現を促す指導方法の工夫ができるようになることを目指

す。 
 

■成績評価の基準 

・題意を正しく理解した上で解答されていることが重要である。 |・テキスト学習の成果を

必ず反映させること。テキスト学習の成果が見られない場合は不合格とする。|・箇条書きだ

けの場合も不合格とする。| 



授業コード S5521 （認定科目名：音楽概論Ⅰ/初等教育内容音楽） 

授業科目 初等教育内容音楽 単位 2.0 

担当者 高見 仁志 
シラバスグルー

プ 
T0S039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい小学校音楽科の授業

をつくる 
高見仁志著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、小学校音楽科授業づくりの基礎となる

専門的理論について学習する。とりわけ，歌唱の授業、器楽の授業、音楽づくりの授業、鑑

賞の授業の基盤となる「教科専門の力量」はもちろんのこと，それと「教科の指導法」との

融合を重視している。このような視点から、音楽科授業を構想する能力を高めることを目標

としている。 
 

■学習の要点 

①学習指導要領に基づいた音楽科授業づくりの専門的能力を高める。 |②歌唱指導の基礎・

基本に関して実践的に探究する。 |③鑑賞の授業づくりに関して教材を選択し授業を構成す

る。|④音楽科における ICT の活用に関して、具体例をあげ授業を構想する。 |⑤楽器の奏法

を身につけ，器楽指導のポイントについて学びを深める。|⑥音楽づくりの基となる教師の創

造性を高める。|⑦異文化の音楽や日本の音楽について理解する。|⑧音楽科における評価に

関して認識を深める。 |⑨学習指導要領に示された共通事項に基づいた授業を構想する。 
 

■学習の到達目標 
・平成 29 年版学習指導要領に基づいて、教科専門の力量を駆使して具体的な授業のあり方

を構想できることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 
・テキスト学習の成果を必ず反映させること。テキスト学習の成果が認められない場合は不

合格とする。|・箇条書きだけの記述も不合格とする。 



授業コード S5522 （認定科目名：美術概論Ⅰ/初等教育内容図画工作） 

授業科目 初等教育内容図画工作 単位 2.0 

担当者 波多野 達二 
シラバスグルー

プ 
T0S058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑦ 図画工作科教育 
波多野達二・三宅茂夫編著 ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 図画工作

編 

文部科学省 日本文教出版 ［ISBN］9784536590112 

 
 

■授業の概要 

図画工作科において、造形活動に関する基礎的な知識や技術の習得は大切である。しかしな

がら、そうした知識や技能は、子ども一人ひとりが感覚や行為等を基に、材料、空間、他者

（友だち・地域社会）と関わり習得・活用されることでその子の生きる力として定着してく

る。知識や技能は、表現や鑑賞活動の中で、「つくりだす喜び」とともに習得され、活用され

ることで、確実に身につき、生活や社会の中で生かそうとする意欲が育まれてくるのである。

したがって教育現場では、一人ひとりの子どもが表現や鑑賞の喜びを味わい、その活動を通

して豊かな感性や想像力、造形的な能力を習得・活用しながら、イメージの共有や言語活動

を通して他者と関わり、豊かな情操を養うことができる場を創り出していく必要がある。本

科目においては、図画工作科の意義と目的にふれることから始め、平成 29 年告示小学校学

習指導要領（図画工作編）に基づいた授業づくりについて考察することとする。 
 

■学習の要点 

・第Ⅰ部 理論編（第 1・2・3 章）| 図画工作科教育を正しく理解するためには、教科の意

義や目的、今日的な課題等について十分学習し、自分なりの図画工作科教育観を確立するこ

とが肝要である。ここでは、平成 29 年告示学習指導要領の骨子及び評価のあり方、さらに

は指導計画や学習指導案の作成について学び、授業構築の基礎的な能力を身につけたい。| 

|・第Ⅱ部 実践編（第 4・5・6・7・8・9 章）| ここでは、図画工作科の内容領域について

の理念と具体的な授業展開について学ぶ。紹介されている実践事例を実際に経験してみる等

の教材研究をしておくことも大切である。||・第Ⅲ部 基礎知識編 （第 10・11・12・13 章）

| ここでは、図画工作の授業を支え、教師として知っておくべき基礎知識について学ぶ。子

どもの成長発達と学びの連続性、図画工作科教育の歴史、図画工作の基礎知識、色彩の基礎

知識等、授業の土台となる基礎知識を身につけ、授業に広がりと深みを与えたい。| 
 

■学習の到達目標 

１．「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の目標や内容領域等を正しく理解

し、授業構築に関する基礎的な能力を身につける。|２．図画工作科の具体的な内容領域につ

いての理念と具体的な授業展開について理解する。|３．図画工作科の評価の基本的な考え方

と、その実際について理解する。 
 

■成績評価の基準 

1．以下の点が成績評価の基準となる。|・出題の意図を正しく理解していること。|・解答の

条件が示されている場合は、これに合致していること。|・論理的な文章で述べられているこ

と。|・論述の内容がテキストや「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の内容

に沿っていること。    |２．解答は,課題ごとに 1,600 字程度記述すること。|||     



授業コード S5523 （認定科目名：体育概論Ⅰ/初等教育内容体育） 

授業科目 初等教育内容体育 単位 2.0 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0S088 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑨ 初等体育科教育 
山口孝治・石田智己 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校体育科の目標は、「体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向

けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し

豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す」ことであり，

具体的な内容が「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」

の 3 つの観点から記されている。この目標を達成するために、教師は子どもたちに「できる

－わかる」授業の継続的な実践が求められる。しかしながら、子どもたちの「体力低下」が

社会問題となっておいる現実があり、こうした点からも体育科の果たすべき役割は大きいと

いえる。そのために、「体育科という教科はどのような教科か」「どのような力（目標）をど

のように身につけさせるのか（方法）」などについて理解を深める必要がある。 
 

■学習の要点 

① 体育科の授業実践における構成要素（目標・内容・単元計画・教材づくりの視点・評価な

ど）についての理解を深める。|② 体育科における６つの運動領域（体つくり運動・器械運

動・陸上運動・水泳・ボール運動・表現運動）において、各領域の特性、内容のポイントに

ついて理解を深める。その際、発達段階における運動教材の系統性について整理する。|③ 小

学校体育科の学習指導案を作成する上での手順やポイントを整理する。| 
 

■学習の到達目標 
・体育科の特性や各運動領域の特性を理解している。|・各領域の授業づくりのイメージがも

てる。 

 

■成績評価の基準 
・体育科の目標を踏まえた上で要点が記されている。|・各課題の意図を理解し，解答に必要

なキーワードを踏まえた上で記述がなされている。 



授業コード S5525 （認定科目名：初等教育内容算数） 

授業科目 初等教育内容算数 単位 2.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学教育の基礎 黒田恭史編著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では，小学校における算数科の指導にあたっての基礎的な数学を対象に扱う。|算数

教育を行うにあたっては，単に解法を教えたり，記憶・習熟を繰り返したりするだけでは十

分ではない。算数を教育する意義と目的を明確にして，数学的な見方・考え方の育成を重視

した授業を設計していく必要がある。そこで，算数の数学的背景となる内容を取り上げるこ

とを通して，授業実践への基礎を築く。 
 

■学習の要点 

テキスト全般にわたり十分に理解してもらいたい。|1．数学教育の基礎を学ぶ意義を理解す

る。|2．数・代数の分野において，各種の数とその四則計算の種類と特徴，バラ数，さらに

文字と文字式について理解する。|3．立体・空間・変換の分野において，点・直線・平面・

立体・空間の関係，二面角と三面角，アフィン変換・射影変換の仕組みについて理解する。

|4．量・関数・解析の分野において，各種量の特徴，関数の種類，微分・積分について理解

する。|5．確率・統計の分野において，確率と統計の基礎的な概念，実際の場面での確率や

統計の活用方法について理解する。|6．集合・論理の分野において，集合の基礎的な概念，

論理の命題，合接，離接，真理表について理解する。 
 

■学習の到達目標 
算数の数学的背景となる「数・代数」「立体・空間・変換」「量・関数・解析」「確率・統計」

「集合・命題」の主な内容について，説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S5526 （認定科目名：生活科概論/初等教育内容生活） 

授業科目 初等教育内容生活 単位 2.0 

担当者 小林 隆・河内 晴彦 
シラバスグルー

プ 
T0S113 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの生活理解と環境づ

くり 
岡野聡子・筒井愛知 編著 ふくろう出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版小学校学習指導要領と幼稚園教育要領、保育所保育指針に基づき、

子どもと環境の教育的なかかわりについて具体的に学習する。「子どもにとっての未分化な

環境との総合的で全面的なかかわり」「環境との主体的で能動的で体験的なかかわり」「環境

との自我関与的な自分ごとに引きつけてのかかわり」といった生活科創設時の基本的な考え

方は、現在の生活科にも引き継がれている。テキストでは特に就学前教育から小学校への接

続を視点とし、生活科の自然認識・社会認識・自己認識に係る学習の実際を具体的に述べて

いる。 
 

■学習の要点 

１．就学前教育から小学校教育への接続について、深く理解すること。|２．子どもの発達特

性とその理解について、深く考えること。|３．生活科における自然認識・社会認識・自己認

識の学習の実際を具体的に理解すること。 
 

■学習の到達目標 

１．就学前教育から小学校教育への接続について、深く理解できている。|２．子どもの発達

特性とその理解について、深く理解できている。|３．生活科における自然認識・社会認識・

自己認識の学習の実際を具体的に理解できている。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」に基づきテキスト内容の理解が深まっているかを基準とする。 



授業コード S5527 （認定科目名：社会科概論/初等教育内容社会） 

授業科目 初等教育内容社会 単位 2.0 

担当者 大畑 健実 
シラバスグルー

プ 
T0S108 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

小学校学習指導要領(平成

29 年告示）解説 社会編 
文部科学省 日本文教出版  

    

 
 

■授業の概要 

小学校第３学年から始まる「社会科」は、どのような内容の学習をするのだろうか。本科目

では、「社会科教育法」に進む前提として、小学校社会科の内容研究を行う。小学校社会科

の内容については、第３学年では市を中心とする地域社会に関する内容を、第４学年では県

を中心とする地域社会に関する内容を、第５学年では我が国の国土と産業に関する内容を、

第６学年では我が国の政治と歴史、国際理解に関する内容を、それぞれ取り上げている。こ

れらは、中学校で学ぶ内容との関連を考慮し、①地理的環境と人々の生活、②歴史と人々の

生活、③現代社会の仕組みや働きと人々の生活に区分して捉えることができる。 
 

■学習の要点 

（１）第３学年の内容|①身近な地域や市区町村の様子 ②地域に見られる生産や販売の仕事 

③地域の安全を守る働き ④市の様子の移り変わり|（２）第４学年の内容|①都道府県の様子 

②人々の健康や生活環境を支える事業 ③自然災害から人々を守る活動 ④県内の伝統や文

化、先人の働き ⑤県内の特色ある地域の様子|（３）第５学年の内容|①我が国の国土の様子

と国民生活 ②我が国の農業や水産業における食料生産 ③我が国の工業生産 ④我が国の産

業と情報の関わり ⑤我が国の国土の自然と国民生活の関わり|（４）第６学年の内容|①我が

国の政治の働き  ②我が国の歴史上の主な事象 ③グローバル化する世界と日本の役割|以上

の内容を、ご自身の身近で具体的な素材を通して研究すること。それが「教材研究」につな

がります。 
 

■学習の到達目標 

（１）第３学年の内容|①身近な地域や市区町村の様子 ②地域に見られる生産や販売の仕事 

③地域の安全を守る働き ④市の様子の移り変わり|（２）第４学年の内容|①都道府県の様子 

②人々の健康や生活環境を支える事業 ③自然災害から人々を守る活動 ④県内の伝統や文

化、先人の働き ⑤県内の特色ある地域の様子|（３）第５学年の内容|①我が国の国土の様子

と国民生活 ②我が国の農業や水産業における食料生産 ③我が国の工業生産 ④我が国の産

業と情報の関わり ⑤我が国の国土の自然と国民生活の関わり|（４）第６学年の内容|①我が

国の政治の働き  ②我が国の歴史上の主な事象 ③グローバル化する世界と日本の役割|以上

の単元内容について、具体的に研究ができている。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S5528 （認定科目名：理科概論/初等教育内容理科） 

授業科目 初等教育内容理科 単位 2.0 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0S070 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

授業と評価をデザインする 

理科 
堀哲夫・西岡加名恵 日本標準  

    

 
 

■授業の概要 

 理科教育の内容について理論に基づく知識と考え方を身につけ，理科の授業と評価に関す

る見識を深めます。また，児童・生徒に理科を学ぶ必然性を持たせ，問題解決の能力を育て，

科学的リテラシーを育む理科学習の構想ができるようになることをめざします。| 科学的リ

テラシーの重要性が国際的にも認識されて久しくなっています。科学的リテラシーとは，現

実世界における人間と自然界との関係について理解するとともに，必要な意思決定を行うた

めに科学的な知識やスキルを的確に用いる力だと考えられています。理科教育で養うべき科

学的な見方や考え方との関連も含め考察し，理科の授業づくりについての理論的・実践的能

力の向上をめざします。 
 

■学習の要点 

 何よりもまず，テキスト学習を行ってください。通信教育はテキスト学習が基本です。テ

キスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述に目を通して，こ

のテキストにはどういうことが書かれているかを知り理解してください。| そして，とくに

興味・関心のある部分と，リポートの設題に関係する部分を重点的に学習するとともに，科

目 終試験に向けて特に次の諸点を詳しく読みとって，理解し考えてください。|１．パフォ

ーマンス課題，本質的な問い，永続的理解，などをキーワードにテキスト学習を十分に行い，

整理して理解し，具体例を通して考察すること。|２．素朴概念とは何か，および児童の持つ

素朴概念をもとに，科学概念の形成を目ざした授業づくりについて，テキスト学習を十分に

行い，整理して理解し，問題解決活動を重視した授業づくりについて，テキストや他の参考

文献をもとに授業の具体例を通して考察すること。|３．既有の知識や考えを活かした学ぶ必

然性を引き出すための授業について，テキスト学習を十分に行い，整理して理解し，ボトム

アップ的学習とトップダウン的学習を取り入れた授業を参考に，テキストや他の参考文献を

もとに授業の具体例を通して考察すること。|４．国際学力調査（TIMSS や PISA 科学的リテ

ラシー）における評価の枠組みについて，テキスト学習を十分に行い，整理して理解し，調

査問題の具体例を通して考察すること。|５．学力の構造に対する評価の方法について，テキ

スト学習を十分に行い，整理して理解し，「知の構造」と評価方法の対応をもとに，科学的探

究のプロセスや科学的概念の理解，科学と生活との関連についての問題や課題について，テ

キストや他の参考文献をもとに具体例を通して考察すること。|６．構成主義の考えに基づく

授業論および学習論について，テキスト学習を十分に行い，構成主義学習論の長所と短所を

整理して理解し，素朴概念を基礎にした授業や学習について，テキストや他の参考文献をも

とに具体例を通して考察すること。 
 



■学習の到達目標 

 理科学習論に基づく授業づくりとパフォーマンス評価に関する理解を基に授業設計と評

価計画を立てることができる。| 児童・生徒に理科を学ぶ必然性を持たせ，問題解決の能力

を育て，科学的リテラシーを育む理科学習の構想ができる。| 上記２点を用いた理科の授業

づくりについての理論的・実践的能力を身につける。 
 

■成績評価の基準 

 学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価する。| ・学習論に基づく授業

づくりと評価に関する理解ができているかどうか。| ・問題解決の能力，科学的リテラシー，

構成主義学習論，素朴概念，学ぶ必然性，逆向き設計，知の構造等の用語を理解し活用する

ことができているかどうか。| 剽窃・盗用が疑われるもの，他と類似の内容となっているも

の等不正が疑われるものは合格とならない場合があります。||〇リポート添削指導の基準|１．

設題の求めていることを明確に把握し，その要点を所定の字数内でまとめていることが大切

です。|２．自分の体験，意見，考察を述べるだけでは不十分です。必ずテキスト学習の成果

を反映させてください。|３．リポートは小論であると考えています。文章としての完成度，

「章」「節」の設定や論の展開も評価の対象になります。|４．以下の項目に当てはまるリポ

ートは添削対象外と判断することがあります。|①．第 1 設題の留意点を踏まえた内容となっ

ていないもの。|②．(1)で内容を説明しているが，引き写した部分がそのほとんどを占め自

分の言葉による説明がなされていないもの，関連させた考察がなされていないもの。|③．(2)

で単元内容を踏まえたパフォーマンス課題として不十分なもの，素朴概念を活かした授業構

成として不十分なもの，素朴概念の具体例が不十分なもの，意図の説明がなされていないも

の，地域の具体に基づいていないもの。|④．引用箇所が適切に示されていないもの，引用文

献・参考文献リストが適切に示されていないもの（オリジナルの場合における不記載も含ま

れる）。|⑤．独自性の見られないもの，不正が疑われるもの。|⑥．字数が極端に少ないもの，

大幅に超過しているもの。 



授業コード S5529 （認定科目名：家庭科概論/初等教育内容家庭） 

授業科目 初等教育内容家庭 単位 2.0 

担当者 横山 和子 
シラバスグルー

プ 
T0S082 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 家庭科概論 大塚眞理子・加地芳子著 佛教大学  

    

  
 

■授業の概要 

家庭科では社会や時代の変化、児童の実態に合わせた適切な指導が求められる。そのために、

基礎的・基本的な知識を身につけるとともに、広い視野から幅広く内容を理解出来るように

学習する。 本科目では、生活者の視点から今日の生活問題の状況を捉えて、家族の生活や

衣食住、消費と環境に関連する学習をして知識を深める。さらに習得した知識やスキルを活

用して課題に取り組む。 
 

■学習の要点 

1.家族・家庭生活について、家族や社会の一員として、社会の変化と家庭生活の現状を理解

し、これからの共生社会のあり方について考えられる。|2.衣食住の生活に関する知識を得て、

身近な環境との関わりから持続可能な社会の構築について考えられる。|3.消費生活・環境に

ついて、消費者教育や環境教育について理解し、消費者市民社会の一員として環境に配慮す

る生活の工夫について考えられる。| 
 

■学習の到達目標 

生活者として社会の変化に伴う生活の問題を、衣食住や消費、環境に関する知識をもって、

社会の一員としてより良くあるための方法を考え、生活の改善に取り組み、生活の工夫がで

きる。 
 

■成績評価の基準 

出題の要点を正しく理解し、テキストの内容を概ね理解して解答できているか、必要な事項

がすべて含まれ、論理的に記述できているかを評価し、さらに内容の展開と学習の深まりに

より加点する。 



授業コード S5530 （認定科目名：初等教育内容外国語） 

授業科目 初等教育内容外国語 単位 2.0 

担当者 山本 玲子 
シラバスグルー

プ 
T0S163 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

身体論と英語教育 ―子ど

もの心とからだを動かす英

語の授業 改訂版 

山本 玲子著 青山社  

    

 
 

■授業の概要 
小学校における外国語教育の実践的研究や小中連携の実践例を具体的に把握することで、小

学校で英語を教えるのに必要な英語力や実践力はどのようなものであるかを学ぶ。 

 

■学習の要点 

まず 初に、各章・各節に何が書いてあるかを把握し、そして自分なりにまとめてみる。次

にテキスト全体を通読し、外国語教育の小中学校現場における実践や取り組み、児童生徒の

実態を理解し、その上で自分自身に必要な課題を把握したり、自分なりの見解を論じたりで

きる力が求められる。 
 

■学習の到達目標 

テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている内容を意識して、各章の内容をまと

める。そのうえで小学校で英語を教えるための実践的コミュニケーション能力はどのような

ものであるかをイメージし、必要な英語力を把握し身につける方法を理解する。 
 

■成績評価の基準 

テキストに即し、知識を問う問題・体験（テキストにある英文の音読や身体的動作など）に

もとづく考察を問う問題を出題する。「出題の要点を正しく理解できているか」「論理的に記

述できているか」が評価の観点となる。 



授業コード S5541 （認定科目名：日本史概論） 

授業科目 日本史概論 単位 2.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考える」

方法を学ぶことを目的としている。|歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に羅列す

るものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように関連し

あっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれらの中で

何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。|そのためにも、今につながる日本の

歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各時代にお

ける個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷を考えよ

うとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の流れを知

ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連など、その

時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を見る目を

養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中で

把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったのか、

またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかについ

て、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じて日

本の歴史全体への知識を深めてほしい。|したがって、本科目で要求されているのは、歴史事

象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷がわか

る形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポイント

を考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。|・奈良時代の政治につ

いて|・古代社会と信仰（仏教、神道など）について|・執権政治の展開について|・中世から近

世の農民生活について|・鎖国から開国への政治過程について|・民権運動と政党政治の関係

について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する概括的な理解（40％）|問題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード S5543 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード S5544 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋史概論 単位 2.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード S5547 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード S5548 （認定科目名：社会学概論１/社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 2.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．タルコット・パーソンズの AGIL 図式について把握すること。| ２．日本社

会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| ３．現代家族

の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| ４．量的調査

と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．文化相対主義、同化主義などについて

把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標  学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。 

 

■成績評価の基準 
 科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的ア

プローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード S5549 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 2.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書 新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書 新赤版 1403） 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。 
 

■学習の要点 

 テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。 
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード S5550 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード S5551 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード S5552 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

 テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳

説されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教

を探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、

自分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教

社会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀

礼の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード S5591 （認定科目名：代数学概論１） 

授業科目 代数学概論１ 単位 2.0 

担当者 月岡 卓也 
シラバスグルー

プ 
T0S045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

線型代数学入門 丹後弘司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

比例，1 次関数，連立 1 次方程式などの話題を発展/拡張させたところにある線型代数学に

ついて，その基礎を学んでいきます．ベクトルの概念を理解し，行列の関わりについて学び

ます．また，直線や平面などの高等学校でも学んだ幾何学的対象について，線型代数学の観

点から議論していきます．また，行列演算に習熟し，連立 1 次方程式の理解を深めていきま

す．行列式とその性質を理解し，その幾何学的な応用についてまで理解を広げていきます．

線型代数学の核心部分である，線型独立/従属，基底や次元の概念を習得します．線型空間

の間の写像を学び，行列そのものの理解を深めていきます．行列の固有値，固有空間を学び，

さらに，その様々な応用について議論を展開していきます． 
 

■学習の要点 

筆記用具を必ず傍らに置いてテキストや参考文献などを読み進めてください．頭で理解して

いる事を実際に紙の上に起こしてみる作業は重要です．また，定理等の証明の勘どころをつ

かみながら，数学的思考を育んでもらいたいと思います．さらに，問などを手を動かして具

体的に解き確実な計算力を養う事も本学習の重要課題の一つです． 
 

■学習の到達目標 

・ ベクトル，行列の概念が理解でき，それらの代数的な計算が的確にできる．|・ 直線，平

面などの幾何学的対象を線型代数学の言葉で理解できる．|・ 連立 1 次方程式を行列の性質

を運用しながら解くことができる．|・ 行列式の性質を理解し，その代数的な評価や，幾何

学的な応用が理解できる． |・ 線型空間，線型写像について理解できる．|・ 線型独立/従

属，基底や次元の概念が理解でき，それらを様々な場面で運用できる．|・ 行列の対角化，

固有値，固有空間が理解できる．|・ 定理の証明等を通じて，数学的な思考力を獲得する． 
 

■成績評価の基準 学習の到達目標が達成されているかについて評価します． 



授業コード S5592 （認定科目名：幾何学概論１） 

授業科目 幾何学概論１ 単位 2.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

集合と位相への入門 ～ユ

ークリッド空間の位相～ 
鈴木晋一 サイエンス社  

    

 
 

■授業の概要 

幾何学分野を学ぶために必要な、数学の基本ともなる集合・写像・論理について学習します。

集合や写像は，すべての数学の基本であり，重要な役割を果たしていますが、高校までの数

学では詳しくは学んでいない事項が多くあります。 
 

■学習の要点 

数学記号を正確に用いることが理解への第一歩です。高校までで知っているつもりの数学用

語でも今一度しっかり定義を確認しましょう。|テキストをただ眺めるのではなく、自分で例

を考えながら読み進めましょう。テキストは距離空間にも言及していますが、この科目では

第３章 1 節のユークリッド空間までを必読範囲とします。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標|・論理記号を用いることができる。|・集合・写像を理解する。|・集合の濃度

を理解する。 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。考え方の記述・数学記号の用い方も含め全ての問において概ね正答で

あることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理的な記述・数学記号の用

法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S5593 （認定科目名：解析学概論１） 

授業科目 解析学概論１ 単位 2.0 

担当者 小坂 篤志 
シラバスグルー

プ 
T0S011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

追補版 解析学のための微

分積分入門 
長田尚・剣持信幸 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「１変数関数の微分積分」について学習を行う。微分積分は高度な数学における理論的背景、

現代科学の応用面における計算技術、という両面において非常に重要な基礎をなしている。

ここではその中でも、１変数実数値関数に対する微分積分の学習を行う。学習内容としては

高校数学における「数 II」「数 III」の延長にあたり、高校数学の内容を新たな観点から再定義

することから始め、 終的にはマクローリン展開や広義積分といった、より高度な概念の学

習を目指す。 
 

■学習の要点 

以下の内容を要点として学習を行うこと。|１．数列の収束・発散の定義・計算|２．級数の収

束・発散の定義・計算|３．関数の基礎概念と関数の極限の定義・計算|４．初等関数の定義と

その性質|５．微分の定義と各種微分公式|６．初等関数の微分法|７．テイラーの定理と関数

の級数展開|８．定積分の定義|９．原始関数と微積分学の基本定理|１０．置換積分・部分積

分|１１．初等関数の積分法|１２．広義積分の定義・計算|１３．積分法を用いた図形の面積・

曲線の長さの計算 
 

■学習の到達目標 ６割以上の正答により、合格とする。 

 

■成績評価の基準 リポート課題・試験共に解答の過程をある程度明示すること。 



授業コード S5594 （認定科目名：確率論１） 

授業科目 確率論１ 単位 2.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明解演習 数理統計 小寺平治 共立出版  

    

 
 

■授業の概要 

確率の数学的な見方や考え方を養うと同時に，基本的な統計モデルや各種統計手法の基礎知

識の習得を目的とします。離散的確率と連続的確率について、基本用語とその計算方法およ

びその意味について学びます。また、推測統計で用いられる代表的な確率分布などの定義と，

その性質について学習します。 
 

■学習の要点 

テキストは演習に重きを置いているので、定義や考え方に疑問がある場合には参考文献を参

照してください。数学用語や記号は本によって定義が違うことがありますので、複数の文献

に当たる場合は必ず 初に定義を確認しましょう。指定テキストは推定・検定等にも言及し

ていますが、この科目では第 4 章までを必読範囲とします。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標|・確率の基本的な考え方を理解する。|・代表的な分布を知る。 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。考え方の記述・数学記号の用い方も含め全ての問において概ね正答で

あることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理的な記述・数学記号の用

法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S5614 （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1.0 

担当者 矢野 智司 
シラバスグルー

プ 
T0S038 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 
出 版

社 
ISBN 

新しい

教職教

育講座 

教職教

育編⑬ 

教育実

習・学

校体験

活動  

小 林

隆・森

田真樹 

著 

ミ ネ

ル ヴ

ァ 書

房 

 

同和教

育 実

践：新

たな人

権教育

の創造 

後藤直

ほか編 

佛 教

大学 

{ 購 入 は こ ち ら ,http://www.e-

hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000008248817&refHpStenCode=68038} 

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、幼

児との関係性・保育指導のあり方・集団指導等について実践的に学ぶ。特に保育指導につい

ては、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・保育指

導案の作成・保育実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力を養う。

|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察のための事

後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末に挿入している。

切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。|事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 保育者としての資質、能力が備わっているかどうか。 

 

■成績評価の基準 省察ができているか。|課題が明確になったか。| 



授業コード S5624 （認定科目名：教育実習研究（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S018 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校体

験活動 

小林隆・森田真樹著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081967 

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児

童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。|事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード S5634 
（認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高） ） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S069 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、生

徒との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード S5642 
（認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S095 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹編 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081967 

 
 

■授業の概要 

知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特別支援学校における教育実習を行うに際し

て、必要となる教育実習の仕組み、学習指導案作成等の基本的事項を学ぶとともに、教育実

習で得られた成果や課題について確認する。  
 

■学習の要点 
実習日誌や実習中の記録をもとに、教育実習を客観的に振り返り、成果と課題の確認及び課

題解決のための方策を整理すること。 

 

■学習の到達目標 的確な教育実習の自己評価を行う。 

 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 



授業コード S5671 （認定科目名：障害教育総論） 

授業科目 障害教育総論 単位 2.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S074 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育を学ぶ人へ 菅原伸康ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 長い間「特殊教育」の名のもとに行われてきた日本の障害児教育は、2007（平成 19）年

度から「特別支援教育」として新しい出発をした。 | その内容は、従来の盲学校・聾学校・

養護学校から、障害種別を超えた「特別支援学校」に一本化したことと、小・中学校等にお

いて学習障害や注意欠陥多動性障害等を含む障害のある児童生徒に対して適切な教育を行

うことを中心としたものである。 さらに、2012（平成 24）年には「共生社会の形成に向

けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」が発表され、障害のあ

るなしにかかわらずすべての子どもが地域の学校にアクセスできることが目指されるよう

になった。| 「障害教育総論」ではこうした経緯をふまえて、あらためて障害児教育の理念

や制度について歴史的に理解するとともに、障害児教育について全般的な理解を深める。 | 

従って本科目は、障害児教育関連の他の諸科目、すなわち知的障害児や肢体不自由児などを

対象とする各論的な諸科目に対して、総論的な役割を持つものである。| 
 

■学習の要点 

 本科目においては、テキストに基づき、「特別支援教育」の内容、障害児教育の歴史や制

度、教育課程、障害児の発達特性と教育方法、障害児教育の課題について学習する。とりわ

け、次の事項については重点的に学習するものとする。|①「特別支援学校」（旧盲学校・聾

学校・養護学校）、「特別支援学級」（旧特殊学級）、及び「通級による指導」の対象となる者

の障害種別について。これらはそれぞれ異なっているからよく注意すること。|②障害児教育

にかかわる法規について|③障害児の発達特性と教育方法について（視覚障害、聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、重複障害、病弱・身体虚弱、発達障害など）。|④特別支援教育固有の

カリキュラムである「自立活動」の「内容」や「配慮事項」について。 
 

■学習の到達目標 

 科目 終試験の出題の意図から外れないように、注意すること。学習の要点に書かれた内

容を参考にして、テキストを中心に学んだ内容を記述すること。 | 評価のポイントは、出

題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学

習の要点」を踏まえてリポートを作成すること。 | 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において問題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。問題に

関わる知識を正しく理解し、設題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S5673 （認定科目名：知的障害児の心理） 

授業科目 知的障害児の心理 単位 2.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S078 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

知的障害のことがよくわか

る本 
有馬正高・監 講談社  

よくわかる認知発達とその

支援［第２版］  
子安 増生 編 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623078134 

 
 

■授業の概要 

知的障害児の心理・行動特性について、定型発達を基盤として、学習する。また、知的障害

と関連する障害として、自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害が挙げられる。それらの

概要についても学ぶ。さらに、知的障害児への支援の概要を理解する。 
 

■学習の要点 

１．知的障害の分類について理解すること。|２．知的障害児の言語・コミュニケーションの

特性を理解すること。|３．知的障害児の認知（数概念、記憶）の特性を理解すること。|４．

知的障害児の行動の特性を理解すること。|５．知的障害児への支援の概要を理解すること。

|６．知的障害を伴う他の障害についても理解すること。 
 

■学習の到達目標 
知的障害児の心理に関する基本的な内容を理解し、その知識が特別支援教育の中で具体的に

どのように役立つか思考する力を身につけること。 

 

■成績評価の基準 
問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活か

し、完結した文章として表現できているかを成績評価の基準とする。 



授業コード S5674 （認定科目名：知的障害児の生理・病理） 

授業科目 知的障害児の生理・病理 単位 2.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S079 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床神経心理学 
緑川晶・山口加代子・三村將 

編 
医歯薬出版  

知的障害のことがよくわか

る本 
有馬正高・監 講談社 [ISBN]9784062594165 

 
 

■授業の概要 

知的障害とは、知的機能の低下に適応行動の障害をともなう状態が発達期に現れるとされ

る。そのような知的障害をもつ子どもたちの指導のためには、知的障害児の生理・病理につ

いての理解が基盤となる。知的障害の原因は様々で、時期も出生前、周産期、出生後に分か

れ、それぞれ原因が異なる。しかしいずれも脳神経系の障害である。ここでは、知的障害の

特徴と原因の概要を知るとともに、脳神経系の基礎についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．知的障害の原因を理解すること。|２．脳神経系の構造と機能を理解すること。|３．脳神

経系の障害の原因について理解すること。|４．症候の特徴としての注意、記憶、実行機能障

害などについて理解すること。 
 

■学習の到達目標 
知的障害児の生理と病理に関する基本的な内容を理解し、その知識が特別支援教育の中で具

体的にどのように役立つか思考する力を身につけること。| 

 

■成績評価の基準 
問題の意味を理解しているか、必要な事項が含まれているか、完結した文章として表現でき

ているかを成績評価の基準とする。 



授業コード S5676 （認定科目名：病弱虚弱児の心理・生理・病理） 

授業科目 病弱虚弱児の心理・生理・病理 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S100 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育に生かす病弱

児の生理・病理・心理 
小野次朗ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教育現場で遭遇すると考えられる病弱・虚弱児の問題は、近年大きく変化し、多様化してい

る。これまでの対象の中心であった気管支喘息や慢性腎疾患の多くは、通院しながら家庭生

活と学校生活を送れるようになった。一方、教育を考える余地がなかった悪性疾患が治療可

能となり、また難治・不治の長期療養が必要な疾患など、医療機関の専門家と教育の連携よ

りさらに生涯発達の視点から、病弱・虚弱児の心理・生理・病理について習得する。 
 

■学習の要点 

１.病弱・虚弱児教育の対象となる主な疾患について、生理と病態を理解する。| １）悪性腫

瘍| ２）循環器疾患| ３）腎疾患| ４）気管支喘息| ５）糖尿病・内分泌疾患| ６）膠原

病| ７）てんかん・神経疾患|２.病弱・虚弱児の医療| 上記の生理・病態を理解した上で、

医師・看護師・理学療法士・作業療法士・臨床心理士が行う医療を理解する。|３.医療と教育

の連携|４.病弱・虚弱児の学校教育|５.病弱・虚弱児の生涯発達|６.病弱・虚弱児の教育支援 
 

■学習の到達目標 

学習到達目標は、病弱教育では疾患が多様であり、必要とされる配慮も多様であることから、

系統だった学習が必要である。リポートに記述したあらゆる疾患を理解し正しく対応できる

よう習熟することが求められる。その上で、病弱児に関わる医療・療育・教育の連携を実践

できる取り組みを課題としたい。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S5677 （認定科目名：知的障害教育Ⅰ） 

授業科目 知的障害教育Ⅰ 単位 2.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S075 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育を学ぶ人へ 菅原伸康ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、知的障害のある子どもの教育に関して、一人一人の発達や特性を考慮した教育

のあり方について検討する。知的障害のある子どもの教育について学習するにあたり、まず

は知的障害の定義や原因、特徴など知的障害に関する基礎知識について学ぶ。そして、特別

支援教育における知的障害児の特性を考慮した教育のあり方について考える。その際、知的

障害児の教育をめぐる障害教育の動向、インクルージョン、知的障害児が被る社会的不利な

どについても考える。加えて、自閉性障害等の近接領域の障害児の教育についても学習する。 
 

■学習の要点 

知的障害に関する基礎知識の習得をふまえ、知的に障害のある子どもたち（および近接領域

の子どもたち）への具体的な教育支援のあり方について学習してもらいたい。その際、「多

様な学びの場」「合理的配慮」といったことを視野に入れた教育のあり方を自分なりに模索

すること。また、知的障害児の個別の特性だけでなく、「知的障害」という言葉そのものが

有するイメージゆえに被る社会的不利や、周囲の人々のものの見方などについて（教育だけ

でなく福祉や労働といった観点から）も検討してもらいたい。指定テキストや参考文献にと

どまらず、知的障害や自閉性障害、特別支援教育や障害理解等に関してできるだけ多くの文

献や資料を収集し、広く学習することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題をよく読み、その出題の意図を正しく理解して解答を作成してください。これまで自身

が学習したことや考えたことを踏まえて、できるだけ論理的かつ具体的に記述するよう努力

してください。解答作成の際には問いに対する答え（自身がたどり着いた結論）を明確に、

「起承転結」を意識して論を展開してください。以上が大きな評価のポイントです。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において問題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。問題に

関わる知識を正しく理解し、問題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S5678 （認定科目名：知的障害教育Ⅱ） 

授業科目 知的障害教育Ⅱ 単位 2.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S076 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

知的障害の心理学：発達支

援からの理解 
小池敏英ほか 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

昨今の特別支援教育の潮流を鑑み、知的障害のある子どもの特別支援学校・特別支援学級・

通常学級における教育支援のあり方について学習する。具体的には、知的障害児教育におけ

る学級経営や指導法、特性を考慮したカリキュラム創造、教員の役割や関わり方、問題行動

の理解と支援、インクルージョンなどについて学ぶ。また、知的障害のある生徒の就労支援

や社会参加を促すための保護者との関わり方や地域連携のあり方などについても検討する。 
 

■学習の要点 

この科目に関して、まずは知的障害のある子どもに関する一般的な教育課程について学習し

てもらいたい。とりわけ、「自立活動」など特別支援教育に特化したカリキュラムについて

はテキストを読んで十分に理解しておくこと。そうした基礎的な学習をふまえ、対象児童

個々への「合理的配慮」や「インクルージョン」といったことを視野に入れた教育のあり方

を自分なりに模索すること（その際、知的障害だけでなく肢体不自由などとの重複障害の子

どもの教育ニーズなどについても検討すること）。また、知的障害のある子どもの教育をめ

ぐっては、その先にある就労についても考慮し、就労支援のあり方やそのための地域連携な

どについても学習しておくこと。そのためには指定テキストや参考文献にとどまらず、知的

障害や特別支援教育、就労支援等に関してできるだけ多くの文献や資料を収集し、広く学習

することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題をよく読み、その出題の意図を正しく理解して解答を作成すること。これまで自身が学

習したことや考えたことを踏まえて、できるだけ論理的かつ具体的に記述するよう努力する

こと。解答作成の際には問いに対する答え（自身がたどり着いた結論）を明確に、「起承転

結」を意識して論を展開していくこと。以上が大きな評価のポイントである。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において問題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。問題に

関わる知識を正しく理解し、問題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S5679 （認定科目名：肢体不自由児の指導法） 

授業科目 肢体不自由児の指導法 単位 2.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S093 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる肢体不自由教育 

やわらかアカデミズム・〈わ

かる〉シリーズ 

安藤隆男 編著 他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程及び肢体不自由の障害特性が、各

教科等の学習に及ぼす影響について理解し、各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配

慮事項及び指導法の基礎基本について学ぶ。  
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、指定テキストを熟読し、あわせて参考書にも目を通し、肢

体不自由児に関する基礎知識を発達支援の視点から学んでもらいたい。ヒトの行動を時間系

列的に理解しながら、肢体不自由を有することで現れてくるさまざまな課題を健康状態と家

族関係などの環境因子及び性格などの個人因子と関連づけた障害の概念を理解することを

念頭に置くよい。その上で固有の障害に対して、特別支援学校における教育課程に基づき、

必要となる具体的な働きかけの内容や方法、場面設定等の工夫や配慮などを具体的に考えて

いくことが大切なこととなる。 
 

■学習の到達目標 

①肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程を理解する。|②肢体不自由児に

対する各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配慮事項及び指導法の基礎基本について

理解する。| 
 

■成績評価の基準 
 出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうか

が評価の基準となる。 



授業コード S5680 （認定科目名：病弱虚弱児の指導法） 

授業科目 病弱虚弱児の指導法 単位 2.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S101 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

病弱・虚弱児の医療・療育・

教育〔改訂第３版〕 
宮本信也 編ほか 金芳堂  

    

 
 

■授業の概要 

病弱とは「身体が弱く、病気がちである」、身体虚弱とは「体力がなく、弱い」という常識的

な意味で用いられており医学用語ではない。しかし、学校教育法施行令（22 条の３）には規

定されている教育行政用語である。病弱教育の対象は、以前は「６ヶ月以上の医療または生

活規成が必要とする程度のもの」の就学基準であったが、現在は「６ヶ月以上」が「継続し

て」と修正された。|教育の場（教育機関）としては、特別支援学校（病弱）及び分校・分教

室（病院内）、特別支援学級、通級指導教室、訪問教育となっている。医学の進歩、医療制度

の変化もあり、時代により病気の種類や患者数は変化しているが近年の特徴として、ア．病

種の多様化、イ．慢性疾患での短期化と頻回化（入退院の繰り返し）、ウ．重度化・重複化の

傾向、エ．不登校などによる神経症状等の増加が見られる。|本科目では、1．病気の種類毎

の特徴の理解と配慮支援、2. 病弱児の心理や保護者（家族）の心理への理解と対応と支援、

3．病弱児の学習空白や生活規制等への対応、学習環境の調整等、4．病弱児の教育（学習特

性、教育課程、学習内容）の理解、5．教材教具の工夫と改善、6．教育、医療、心理、福祉

等との連携のあり方、7．病弱教育に求められる教師の専門性、力量とは、等を具体的に学

び深めていく。将来、病弱教育に従事する際の基盤をつくっていく。 
 

■学習の要点 

 本科目では、病弱児の障害特性、学習特性への理解及び病弱教育の概要等について以下の

項目で学習する。|１．病弱・虚弱児教育の対象となる主要疾患|２．病弱・虚弱児の医療の変

遷|３．病弱・虚弱児のリハビリテーション|４．病弱特別支援学校の新たな対象としての心身

症・虐待|５．教育と医療の連携|６．病弱・身体虚弱児の学校教育 |７．病弱教育の課題とこ

れからの展望| 今、特別支援教育では、教育、医療、心理、福祉、労働等に関わる幅広い専

門性をベースにしたきめ細かい具体的な指導支援の力量が求められている。個々の項目の理

解、学習と共に参考文献を含めた学習が必要である。身近に病弱児や病気体験者がいる場合、

その聞き取りができれば、病弱児の状態像がわかり、この教育へのイメージが持ちやすいと

考えられる。 
 

■学習の到達目標 

テキストの問題をよく考察し、はじめに書く内容をイメージして、構想を練ってから記述し

てほしい。小見出しをつけ、論理展開をはっきりさせ記述していく。問題はテキストに則し

出題しているので、テキストのことを述べたあと、自己の考え、考察を入れると合格点にな

る。|参考文献や他の書物を学習している場合などの学習成果が見られる場合は満点に近づ

く。|特別支援教育は、具体的な支援や配慮が求められているので、講師等で教育現場の経験

がある場合など自らの具体的事例をコンパクトに記述すれば、説得性のある内容になる。 
 



■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S5681 （認定科目名：視覚障害教育総論） 

授業科目 視覚障害教育総論 単位 2.0 

担当者 藤井 則之 
シラバスグルー

プ 
T0S145 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

視覚障害教育に携わる方の

ために 5 訂版 
香川邦生 編著 慶応義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

従前の特殊教育を、障害種別を超えて特別支援学校に一本化することや免許状の一本化等に

より、視覚障害教育における教科指導や自立活動等の専門性のある指導内容が薄められ、そ

の結果として、視覚障害児の教育的ニーズに応えられない教育が行われるようになってはな

らない。視覚障害教育の専門性は、あくまでも充実され、確保された上での特別支援教育で

なければならない。| 視覚障害はもっとも人数の少ない障害であり、視覚に障害のある子ど

もたちの中には、全く見えない子どもと見えにくい子どもがいる。見えない子どもたちは、

「指先を目として学ぶ子どもたち」であり、見えにくい子どもたちは、「保有する視機能を

有効に活用しながら学ぶ子どもたち」である。その教育実践では、指導者の高い専門性と特

別に工夫された教材・教具、教育課程、指導法等が不可欠である。| この科目では、まず、

視覚障害とは何かについて学び、視覚障害教育の内容・方法等について、必要に応じて盲児、

弱視児それぞれに整理しながら幅広く概観する。|  テキストは、視覚障害教育を中心に就学

前の支援から労働、福祉にまで幅広く視覚障害児・者に関わる項目について記述された視覚

障害教育の入門書である。熟読して総合的な知識を広げ、参考文献にも目を通し、見識を深

めてほしい。 
 

■学習の要点 

初に視覚障害の意味について学習し、盲児と弱視児という用語について理解すること。そ

の知見の上に立って、以下の項目について、盲児と弱視児について整理しながら考察するこ

と。これらの項目は、科目 終試験の重要な要素である。|  ① 視覚障害とは何か。主な視

機能およびその検査。主な眼疾（テキスト第１章）|  ② 視覚障害特別支援学校（盲学校）

の役割と就学支援（テキスト第２章、第３章、第４章）|  ③ 視覚障害児（盲児、弱視児）

に対する指導内容・方法（テキスト第５章）|  ④ 視覚障害児（盲児、弱視児）に対する自

立活動の指導（テキスト第６章）|  ⑤ 視覚障害児（盲児、弱視児）のための教材・教具（テ

キスト第７章）|  ⑥ 乳幼児期における支援（テキスト第８章） 
 

■学習の到達目標 
視覚障害教育について総合的な知識を広げ見識を深める。|視覚障害の生理・病理的および心

理的特性を理解し、その障害特性を配慮した教育方法について理解を深める。 

 

■成績評価の基準 
「科目 終試験受験にあたっての留意点」に示した内容について、その学習の理解度、およ

び、考察の深度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 



授業コード S5682 （認定科目名：聴覚障害教育総論） 

授業科目 聴覚障害教育総論 単位 2.0 

担当者 菅原 伸康 
シラバスグルー

プ 
T0S136 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

聴覚障害教育これまでとこ

れから：コミュニケーショ

ン論争・９歳の壁・障害認識

を中心に 

脇中起余子著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

 三重苦として知られるヘレン・ケラーは、「目が見えないことは、人と物を切り離す。聞こ

えないことは、人と人を切り離す」、「五感のうち、 も大切なものは聴覚」と語ったといわ

れているが、昔「聞こえない」ことは「話せない」ことを意味していた。| そして、現在も、

言語獲得期以前に失聴した聴覚障害児は、日本語の獲得が大きな課題となる。| 小学校低学

年までの学習はできても、小学校高学年以降の学習が難しいという「９歳の壁」現象がよく

見られる。 | 「障害者だけがバリアをこわす努力をすべき」という考え方から、「バリア

フリーに向けての努力は、障害者と非障害者の双方に求められる」という考え方に変わって

きており、聾学校の中でも「発音指導の目的」や「手話に対する見方」などは大きく変わっ

てきている。| 現在、「手話では、日本語力は育たない。聴覚口話法でなければならない」

という主張から、「手話を第一言語として十分に獲得しさえすれば、あとは文字との接触だ

けで書記日本語を獲得できる（発声や聴覚活用は必要ではない）」という主張まで、いろい

ろな主張が見られる。| さらに、現在の特別支援学校への転換の中で、また、手話の獲得が

（書記）日本語の獲得に直結していない状況が見られる中で、コミュニケーションの保障と

日本語教育や教科指導のあり方を再検討する必要がある。 
 

■学習の要点 

 下記の点について学習し、理解を深めてほしい。| １．聴覚障害の種類（伝音性難聴や感

音性難聴）について理解しておくこと（なお、聾学校の児童生徒の大半は、感音性難聴であ

る）。| ２．言語獲得期以前に失聴すると日本語の獲得が困難になるが、その日本語力や学

力を獲得させるために、以前は、手話併用を認めるかという「口話−手話論争」が起き、

近は、口話併用を認めるかという「手話−手話論争」が起きていることについて理解してお

くこと。| ３．現在も「９歳の壁」にぶつかる聴覚障害児が多く見られるが、その現象とそ

の克服の方向性について、考察を深めておくこと。| ４．新生児スクリーニングの広がりに

伴い、聴覚障害が超早期に発見されるようになったが、聴覚障害児の９割は聴者の親から生

まれることを念頭に置きながら、両親援助のあり方や、親や本人などの「障害認識」のあり

方について、考察を深めておくこと。| ５．特別支援教育への転換が起きた経過を整理する

中で、聴覚障害教育関係者の多くが現在抱いている懸念事項について知り、聴覚障害教育の

今後のあり方や留意点を考察すること。| 
 

■学習の到達目標 

 本の引用にとどまらず、自分のことばで述べるようにすること。| 大切なのは、現実を冷

静に見つめ、足を地に着けて実践することである。そのために、聴覚障害の種類や補聴器（人

工内耳を含む）の効果と限界、手話の種類とそれぞれの特徴、聴覚障害教育の歴史や、現在



の聴覚障害教育（聾学校・難聴学級・通級など）の実態、サラマンカ宣言に対する聴覚障害

教育関係者などの反応について、一定知識として知っておいてほしい。また、生活言語と学

習言語の違い、抽象的な日本語の獲得や抽象的思考が難しくなる理由とその克服の方向性、

聴覚障害児・者の日常生活における不便さや心理的な悩みを尋ねられた時、できるだけ具体

的に掲げられるようになってほしい。| 歴史や実態、一般的な知識などをまとめる時は、で

きるだけ客観的かつ論理的にまとめること。また、自分の考えやその理由を述べる時は、具

体的にまとめ、自分がなぜそのように考えるのかを明確に述べること。これが曖昧な場合は、

減点の対象とする。また、「実態の記述が漠然としている。実態をほとんど知らないのでは

ないか、想像力が不足しているのではないか」、「楽観的すぎる」、「観念的」などと感じられ

るような記述も減点の対象とする。|| 
 

■成績評価の基準 
 問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活

かし、完結した文章として表現できているかを成績評価の基準とする。| 



授業コード S5701 （認定科目名：学校経営と学校図書館） 

授業科目 学校経営と学校図書館 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S142 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校経営と学校図書館〔改

訂新版〕 
野口武悟・前田稔編著 放送大学教育振興会  

    

 
 

■授業の概要 

学習の内容として、学校図書館の意義と役割、管理と運営面を概説するとともに、公共図書

館との連携・協力にも触れながら現状と課題について考察を深めたい。||司書教諭、学校司書

の役割と任務、学習情報センターとしての学校図書館、図書館の相互協力とネットワーク、

地域社会に対する学校図書館の役割、「人間としての在り方・生き方」に寄与する学校図書

館などを学習の課題としたい。 
 

■学習の要点 

知識を体系化していくために、以下の６点を中心にテキストを読み進め、まとめること。|（各

項目の括弧内は、指定テキストの該当章を示している）||（１）「学校の中にある図書館」で

ある学校図書館の教育的意義を理解するとともに、今後の展望について考えをまとめること

（第 1 章、第 15 章）|（２）学校図書館がこれまで歩んできた歴史を時系列で把握すること。

特に学習指導要領の改訂、学校図書館法の改正に着目すること（第 2 章、第 4 章）|（３）学

校図書館の現状を各種データに基づいて把握し、そこから見えてくる課題を指摘すること

（第 3 章）|（４）全校体制で学校図書館活用教育を進めるために必要な校内体制の整備、学

校図書館経営計画の策定、学校図書館活動の評価の視点について、それぞれ要点をまとめる

こと。合わせて、管理職の役割、司書教諭と学校司書の協働、ボランティアとの連携に関し

て、自身の考えをまとめること（第 6〜8 章）|（５）教育課程に学校図書館をいかに位置づ

けるかという視点で学校図書館活動を概観し、要点をまとめること（第 5 章、第 9〜13 章）

|（６）図書館協力のねらいと意義について要点をまとめた上で、なぜ図書館ネットワークを

形成する必要があるのかについて、自身の考えをまとめること（第 14 章） 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを読むための 6 つの視点に沿って、6

つのテーマを理解・説明できることが目標である。「学習の要点」にある 6 つの視点を整理

したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答（20％）、知識として理解しているか（50％）、構成（論理性）（10％）、書

式スタイル（10％）、オリジナリティ（10％）||書式スタイルについては、下記の備考欄を良

く読んでおくこと。 |「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。この

ような場合は、採点の対象外となる。 



授業コード S5702 （認定科目名：学校図書館メディアの構成） 

授業科目 学校図書館メディアの構成 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S148 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校図書館メディアの構成

（シリーズ学校図書館学；

第 2 巻） 

全国学校図書館協議会 全国学校図書館協議会  

    

 
 

■授業の概要 

 児童生徒が学校図書館で求める情報に主体的にアクセスできるようにするには、学校図書

館メディアとして必要な情報資源と、それへの適切なアクセスツールを用意していることが

必須条件となる。| 本科目では、上記のコンセプトに基づいて、学校図書館に具備すべき情

報資源（学校図書館メディア）の種類と特性、学校図書館メディアの選択・収集と管理、メ

ディアの組織化について概観する。|  
 

■学習の要点 

 以下の点を中心にテキストを読み進めてまとめること。目録作業・索引作業については手

元にある資料を実例として用いて演習を重ねること。|1. 学習環境の変化に視点をおいて、

学校図書館におけるメディアの教育的意義と役割についてまとめること（テキスト pp.9-17, 

20-26)。|2. 学校図書館における５つのメディアの種類と特性を示したうえで、それぞれの

活用についてまとめること（テキスト pp.28-41)。|3. 学校図書館メディアの蔵書管理の必

要性・プロセスをまとめ、また、収集方針に盛り込むべき内容を挙げておくこと（テキスト

pp.53-59）|4. 目録作成の意義と、日本の学校図書館で標準的な規則となっている「日本目

録規則」に準じた記録のしかたを確認すること(手元にある資料について、目録を作成する演

習を行うこと）。コンピュータ目録整備のプロセスについて確認すること（テキスト pp.116-

144)。|5. 主題索引法の 2 方法とその特性を確認すること。標準分類法となっている日本十

進分類法第 10 版と基本件名標目表第 4 版を用いて、手元にある資料に適切な分類番号や件

名標目を付与する演習を行うこと（テキスト pp.144-176)。|6. 児童生徒が求める情報にア

クセスするうえで鍵となる、学校図書館メディアの配架の工夫やサイン計画についてまとめ

ること（テキスト pp.95-100)。|7. 学習に特別な支援を必要とする児童生徒の学習支援ツー

ルとして期待される学校図書館メディアについてまとめること（テキスト pp.177-181)。| 

なお、学習障害については、文部科学省のサイト→特別支援教育について→主な発達や障害

の定義について→学習障害（LD)の定義が、確認できる。 
 

■学習の到達目標 

テキストを理解するためのポイントに沿って、各テーマを理解・説明できるようになるだけ

でなく、それぞれに必要な作業を計画できるよう、具体的に理解すること。|「学習の要点」

にある各ポイントを整理したうえで、科目 終試験に臨んでください。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答であること（30）、問題内容についての正しい理解（用語の正確な使用を

含む）（50）、構成（論理性）（10）、書式スタイル（10）、|※書式スタイルについては、下記

の備考欄を良く読んでおくこと。  



授業コード S5703 （認定科目名：学習指導と学校図書館） 

授業科目 学習指導と学校図書館 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S143 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学習指導と学校図書館〔改

訂新版〕 
堀川照代・塩谷京子編著 放送大学教育振興会  

    

 
 

■授業の概要 

「学校教育は何をめざしているか」「なぜ学校教育に学校図書館が必要か」、「児童生徒が生

涯学習者として成長していくうえで、学校図書館から、どのような支援が提供できるか」と

いった学校図書館のヴィジョン（展望）に注目したい。特に、「教育課程の展開に寄与すると

ともに、児童又は生徒の健全な教養を育成する」ための学習情報センター機能に焦点をあて

る。 
 

■学習の要点 

知識を体系化していくために、以下の６点を中心にテキストを読み進め、まとめること。|（各

項目の括弧内は、指定テキストの該当章を示している）||（１）学校教育そのものが変わる中

で、児童生徒に求められている力を確認し、学校図書館の意義、機能及び司書教諭、学校司

書の役割について考えをまとめること（第 1 章、第 15 章）|（２）情報リテラシーの教育と

従来の学校図書館利用指導との違いをまとめること。情報リテラシーの定義を確認し、代表

的な情報リテラシーモデル（特に Big6 スキルモデル）について説明できるようにすること

（第 2〜3 章）|（３）児童生徒の情報リテラシーを育成するために必要な校内の推進体制、

全体計画や年間指導計画の作成について要点をまとめること（第 4 章）|（４）情報リテラシ

ー育成の実際について、課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめと表現・学習の評価

の各段階ごとに、実際に指導すべき事項や指導方法をまとめること（第 5〜8 章）|（５）教

科、総合的な学習の時間における学校図書館活用について、自分ならどのような実践を行い

たいと思うか、構想を練ってみること。特別支援教育における学校図書館の利用、ICT 活用

と学校図書館についても要点をまとめること（第 9〜13 章）|（６）児童生徒・教職員の情報

ニーズに応える情報サービスについて、要点をまとめること（第 14 章） 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための６つの視点に沿って、

６つのテーマを理解・説明できることが目標となる。「学習の要点」にある６つの視点を整

理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答（20％）、知識として理解しているか（50％）、構成（論理性）（10％）、書

式スタイル（10％）、オリジナリティ（10％）||書式スタイルについては、下記の備考欄を良

く読んでおくこと。 |「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。この

ような場合は、採点の対象外となる。 



授業コード S5704 （認定科目名：読書と豊かな人間性） 

授業科目 読書と豊かな人間性 単位 2.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S144 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

読書の指導と学校図書館

（学校図書館学 2） 
小川三和子著 青弓社  

    

 
 

■授業の概要 

主に、読書の意義、読書興味の発達段階、子どもと本を結ぶための方法、多様な児童生徒に

対する読書指導、読書教育に関わる司書教諭、学校司書の役割、地域社会との連携による読

書支援についてを学習する。 
 

■学習の要点 

知識を体系化していくために、以下の６点を中心にテキストを読み進め、まとめること。|（各

項目の括弧内は、指定テキストの該当章を示している）||（１）子どもにとっての読書の意義

を考えるとともに、これまでの教育施策の中で子どもの読書がどのように意義付けられてい

るかをまとめること（第 1〜2 章）|（２）発達段階に応じた読書指導を読書興味、読書能力

の点からまとめ、具体的にどのような読書材を提供すればよいのか、考えをまとめること。

（第 3〜4 章）|（３）児童生徒と本を結ぶための工夫についてまとめること。特に、読み聞

かせ、ブックトーク、読書へのアニマシオンについては、別に提示する参考文献も合わせて

参照すると良い（第 5〜7 章）|（４）各教科における読書指導について、具体的にどのよう

な実践が可能か、プランを考えてまとめること。探究的な学習（調べ学習）と読書指導の関

係性についても合わせて考えたい（第 8〜9 章）|（５）読書指導・読書教育における司書教

諭、学校司書の役割について、自身の考えをまとめること（第 10〜11 章）|（６）特別な支

援を要する児童生徒への読書指導について、関係法令を押さえた上で出来うることをまとめ

ること（第 12 章） 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための６つの視点に沿って、

６つのテーマを理解・説明できることが目標となる。「学習の要点」にある６つの視点を整

理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。 
 

■成績評価の基準 

問題に沿った解答（20％）、知識として理解しているか（50％）、構成（論理性）（10％）、書

式スタイル（10％）、オリジナリティ（10％）||書式スタイルについては、下記の備考欄を良

く読んでおくこと。 |「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。この

ような場合は、採点の対象外となる。  



授業コード S5705 （認定科目名：情報メディアの活用） 

授業科目 情報メディアの活用 単位 2.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S123 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報メディアの活用（シリ

ーズ学校図書館学；第 5 巻） 
全国学校図書館協議会 全国学校図書館協議会  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、国家資格である司書教諭資格取得を前提とした必修科目である。|小・中・高等学

校、特別支援学校の学校図書館における多様な情報メディアの特性と活用方法の理解を図

る。|通信教育の特性上、情報メディアの種類と特色（現物提示）や、その活用方法（実技）

については、担当教員から実物や実演を見せることが、かなわない。そこで、自らの学校図

書館での経験を振り返ったり、可能な範囲で実在する学校図書館に赴き観察したり、web 上

で、実在する学校図書館における実物・実技を検索したり、動画を視聴したりして、これか

らの教育現場での活用方法を模索してほしい。| 
 

■学習の要点 

文部科学省から提示された下記の重要項目を確認した上で、学習・理解したい。|1.高度情報

社会と人間（情報メディアの発達と変化を含む） |2.情報メディアの特性と選択 |3.視聴覚メ

ディアの活用 |4.コンピュータの活用|・教育用ソフトウェアの活用|・データベースと情報検

索|・インターネットによる情報検索と発信 |5.学校図書館メディアと著作権、情報モラル||以

下の 6 点について、テキストに従って学習をすすめてほしい。|また、学びをより深めるため

には参考文献を読み、調査によって具体的な事例を吸収すること。|さらに、実際の学校で行

われている学校図書館の情報メディアを活用した授業事例に学びながら、これからの学習教

育活動の展開に貢献するような取り組みを模索すること。||①メディアリテラシーの定義を

確認したうえで、メディアリテラシーと学校図書館のかかわりについてまとめること。（テ

キスト pp.171-172、pp.109-110、135-143)|②学校図書館が学習・情報センターとしての機

能や教員への支援機能などを発揮するうえで、どのような工夫・手だてが必要かをまとめる

こと。（テキスト pp.135-143）|③情報メディアとは何か。特に学校教育における情報メディ

アの意義と活用を、「学習」と「教授」という 2 つの視点から考えること。（テキスト pp.9-

28）|④様々な情報メディアの種類とそれぞれの特性について分類をもとに理解し、テキスト

に掲載されている以外の具体的な事例を調べて、効果的な選択方法について理解すること。

（テキスト pp.29-48）|⑤コンピュータなどの情報機器の有用性を理解した上で、学校図書

館 web サイトの公開などを例に、サイト掲載内容や運営上の留意点についてまとめること。

（テキスト pp.49-110、pp.127-131. 134-135)|⑥司書教諭として、著作権や情報モラル教育

を行う際、どのような点を中心に児童生徒に教えるかをまとめること。(テキスト pp.149-

150, 162-164, 172）| 
 

■学習の到達目標 

・学校図書館における多様な情報メディアの種類と特性、それぞれの選択・活用方法につい

て理解する。|・司書教諭として知っておくべき、伝統的な情報メディアにくわえて、各種教

育用ソフトウェアやコンテンツ、データベース等 web 情報の活用、並びに情報検索・発信の

方法、著作権、情報モラル等を理解する。|・これらを理解することによって、情報に等しく



アクセスすることを使命とする学校図書館において、司書教諭として児童生徒及び教員の学

習教育活動の進展を支え、教育課程の展開に寄与できるようになる。|・さらに情報メディア

の活用に関する現状、課題等に関する関心を広げ、問題意識を高めることができる。|  
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10） 



授業コード S5711 （認定科目名：図書館概論） 

授業科目 図書館概論 単位 2.0 

担当者 高畑 悦子 
シラバスグルー

プ 
T0S138 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館の基礎と展望（ベー

シック司書講座・図書館の

基礎と展望;1）第 2 版 

二村健著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

・図書館に関する基礎的な知識を培い、図書館の全体像を把握するうえで重要な事項につい

て概説する。図書館の意義、図書館の種類と機能、図書館の課題と動向、図書館政策、図書

館関連法規等が対象となる。|・図書館奉仕の内容、図書館の管理と運用、図書館の自由、図

書館員の責務など、基本的な事項について理解を深める。|・マルチメディアやインターネッ

トが普及している今、図書館は生涯学習の中核的な拠点とも考えられている。図書館のネッ

トワーク化や著作権の問題にも取り組み、時代に沿った図書館の在り方について十分な理解

に努める。 
 

■学習の要点 

 テキストを理解するために、以下の６つの視点でまとめていくこと。|1. 図書館法におけ

る図書館の位置づけを整理したうえで、図書館の役割についてまとめる(テキスト pp.24-

31,98-100 のほか、同シラバスの参考文献も参考になる。図書館法とのかかわりを中心に、

図書館の役割をまとめる）。|2. 「図書館の自由」とは何かを整理したうえで、図書館員の倫

理綱領（目的と内容）についてまとめる(テキスト pp.83-85）。テキストの参考文献 3 の具体

的な事例も参考になる。|3.「中小レポート」の政策と言われる『市民の図書館』が当面の課

題として取り上げた図書館奉仕活動の内容についてまとめる(テキスト 中小レポート

pp.45-47, 市民の図書館 pp.47-49)。|4. 公共図書館のネットワーク化の必要性・意義および

内容についてまとめる(テキスト p.42)。| 補足：東京書籍『新訂図書館概論』「第 10 章 図

書館・情報提供施設の相互協力・ネットワーク化とボランティア活動」2005, pp.251-254 も

参考になる。|5. 図書館サービスにかかる問題を１つ取り上げて、問題内容、その問題の背

景、その問題が及ぼす影響、図書館員としてその問題にどのように向き合うかをまとめる(テ

キスト pp.86-91）| 意見を述べる際に、その意見を裏付ける（根拠や数値的データ）を含

めること。根拠がないと、主観（思い込み）で書いてしまうので注意すること。|6. ５つの図

書館の種類、５つの図書館の主な対象者と提供するサービスの特徴についてそれぞれまとめ

る(テキスト p.56,pp. 58-67)。| ヒント：５つの図書館の種類については p.56 の社会制度上

の区分けを参考にする。具体的な 5 館種についての説明は pp.58-67 を参照。| 
 

■学習の到達目標 

   学習の到達目標：上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための

６つの視点に沿って、６つのテーマを理解・説明できる。|「学習の要点」にある６つの視点

を整理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。知識として、６つのポイントを体系化し

て欲しい。 || |  
 



■成績評価の基準 

・テキストのほかに参考文献を読み、積極的に学ぶ姿勢が見られること。テキスト等に書か

れていることをそのまま書くのではなく要約する、 小限の引用で補足するなどしてリポー

トや試験解答を行っていること。|・参考文献、引用文献や参照文献を参考文献欄に記載して

おり、かつ必要な書誌情報が漏れなく記載されていること。||科目 終試験の採点基準：|問

題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタイ

ル（10）、オリジナリティ（10）|「答案」作成上の留意点：書式スタイルについては、下記

の備考欄を良く読んでおくこと。|**丁寧な字を書くように努力すること。|**「合格させて

欲しい」などといった一文は決して書かないこと。このような場合は、評価対象外となる。 

||| 



授業コード S5712 （認定科目名：図書館制度・経営論） 

授業科目 図書館制度・経営論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S120 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館制度・経営論（JLA 図

書館情報学テキストシリー

ズ 3；2） 

永田治樹編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館に関する法律、関連する領域の法律、図書館政策について理解するとともに、図書

館の管理や経営についての考察を深める。職員や施設等の経営資源、サービス計画、予算の

確保、調査と評価、管理形態などについて学習する。|１） 図書館法について|２） 他館種の

図書館に関する法律等| ３） 図書館サービス関連法規| ４） 図書館政策（国、地方公共団体)| 

５） 公共機関・施設の経営方法（マーケティング,危機管理を含む）| ６） 図書館の組織・

職員（組織構成、館長の役割、人事管理、図書館協議会、ボランティアとの連携）| ７） 図

書館の施設・設備| ８） 図書館のサービス計画と予算の確保| ９） 図書館業務・サービスの

調査と評価| １０） 図書館の管理形態の多様化 
 

■学習の要点 

 近年、公共図書館の貸出冊数、設置率など急速に発展してきた。また一方で、社会情勢の

変化や情報化の進展に伴い、地方財政問題、職員問題、管理主体の多様性など、図書館経営

のあり方が問われている。さまざまな意見を参考にし、持続発展可能な公立図書館の制度・

経営とはどうあるべきか、主体的に学び、自らの意見を持ってほしい。| テキスト等を参考

に下記の点を理解すること。|１） 図書館法について理解する|２） 他館種の図書館に関する

法律、図書館関連法規を概観する| ３） 図書館の経営視点の必要性| ４） 図書館の計画と評

価| ５） 図書館サービス計画と施設計画| ６） 公立図書館の組織、館長のリーダーシップ、

職員の養成・育成| ７） 図書館の財務と振興計画、課金問題| ８） 管理運営形態の多様化| 

９） 今後の図書館経営のあり方 
 

■学習の到達目標 

上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを通読し必要に応じて参考文献などを

用いて次のテーマを理解・説明できること。|1.図書館奉仕、無料の原則、職員、図書館協議

会という点から図書館法を理解すること。 |2.現在、公立図書館は経営的視点が求められて

いる。公立図書館を経営するとはどういうことか 多角的にとらえる。「経営」に対する一般

的な定義を理解し、現代的な経営課題や図書館の使命、目的を理解すること。（テキス

ト :unit11,12 参照。) |3.図書館長の役割、職員の育成、図書館組織について理解すること。

(テキスト:unit13, 31〜34 参照。) |4.図書館のサービス計画と評価の関係について理解するこ

と。(例えば、PDCA サイクルという 視点で考えるとわかりやすい。) |5.図書館予算が厳しい

現状で、どのようにすれば財源を確保できるか。(具体的な取り組みの事例を考えると良い。)

また、多様な運営形態についても理解しておくこと。 (テキスト:unit36〜40 参照。) |6.図書

館利用が、来館型サービスからネットを介した非来館型サービスへ移行しつつある。図書館

資料のデジタル化によって図書館のスタイルがどう変化すべきか自分の意見を構築する。

(テキスト:unit41〜50 参照。) || 
 



■成績評価の基準 
成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）

（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10） 



授業コード S5713 （認定科目名：図書館情報技術論） 

授業科目 図書館情報技術論 単位 2.0 

担当者 岡 紀子 
シラバスグルー

プ 
T0S111 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂 図書館と情報技術 田窪直規編 樹村房  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館情報技術論／情報機器論は司書資格取得のための必修科目である。2 単位の基礎科

目に位置付られている（情報機器論は 1 単位）。|今日の図書館司書の業務では、コンピュー

タを中心とする情報機器に関する基礎知識と的確な情報処理を遂行するための実務の習得

が不可欠である。|本科目では、図書館業務に必要な基礎的な情報技術を修得するために、コ

ンピュータ等の基礎、コンピュータシステム、データベース、検索エンジン、図書館業務シ

ステム、電子資料等について学習する。|| 
 

■学習の要点 

 テキストを理解するために、以下の７つの視点でまとめていくこと。 |１.コンピュータ

とネットワークの基礎とはなにか |２.情報・技術・社会の関連および法との関連はどのよ

うになっているのか |３.データベースと検索エンジンの便利さを生み出す仕組みはなにか 

|４.システム管理とセキュリティの現状は |５.図書館で情報技術を効率的に活用するには 

|６.電子資料、デジタルアーカイブズの世界は |７. 新の情報技術と図書館の動向に注目す

る || |情報革命の歴史は、紀元前 35000 年頃、クロマニヨン人による'言語の使用'によっ

てもたらされた第１次情報革命から始まり、文字の発明（第２次情報革命）、15 世紀半ばの

グーテンベルグによる活版印刷術の発明に始まる「印刷革命」（第３次情報革命）のと呼ば

れる大きな波動を経て、電気通信技術の発明（第４次情報革命）へと発展した。さらに現代

は第５次情報革命の真っただ中にある。この第５次を情報化社会というが、ここで言う「情

報化」とは、一般的には「コンピュータ化」と同義であり、「情報を物質、エネルギーに次ぐ

第三の要素として認識し、その生成、加工、伝達、蓄積、利用を意識的に行おうとする活動

の総体」であると定義付けることができる。情報の歴史の中で、「文字に依存した情報」から

「デジタルコンテンツ」へ向かう動きの中にあることを意識し、図書館の情報技術について

の理解を深めてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に示す事項について、単に暗記するのでなく、実践と資料等を駆使して理

解し納得すること。「答案」評価の基準および作成上の留意点は、リポートと共通である。|

そのうえで、 |１）図書館の現場で必要となる基礎的な情報技術の知識を身につける。|２）

知識を活用して図書館が直面する今日的な課題に対応することができる。|３）インターネッ

ト上の情報源や電子出版の動向などを理解し、それらと連携した図書館サービスを展開する

ことができる。|４）情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ、情報サービス論とあわせて履修することによ

り、「検索技術者検定 3 級」に合格できる実力を身に着ける。|||| 
 

■成績評価の基準 

リポート添削・評価の基準および留意点|1）構成（書式、章立て、文体の統一、見出し、引

用）がしっかりしていて、注意深くしっかりていねいに書かれたか。|2）内容（設題の主旨

に応える、設題の条件に適う、参考/引用元とその量）について、どれほど広く学び取った

か。|3）論理性と表現（客観的理解、考察の内容、端的で明快）について、どれほど深い思



考か。|4）学習量として、参考とした文献は多いことを評価する。少なくとも引用した数だ

け資料等に当たって学習したと評価できる。反対に、1 冊だけからしか引用がない場合は学

習不足とする。|5)その他の優位点。| 独自のアイディアや意見を中心として、論理的に述べ

ている場合など。||さらに、補足的注意点として下記に留意すること。 |・文字数は 3200

字（横書き）で、標準は A4 版 32 字 x25 行の設定とする。 |・注記は'脚注'を用いる。注

記の記号は「*」を用いるとよい。 |・引用について、自分が自ら考え出した文と、資料か

ら学んで引用した文とを明確に区別して記述すること。引用の記号は「１）、２）、、」（上付

き文字）を用いると良い。|・引用の出典は、その書誌とページ番号（一義的に確認可能）を

巻末に'参考文献'として一覧記載する。 |・明確に章立てし、文体は「だ」「である」（常態）

に統一すること。|・事実とデータに基づく客観的理解、納得いく考察、論理的に明快な表現

に留意して記述すること。|・文字量が指定を大きく逸脱するのものは認めない。 |・書きっ

ぱなしで推敲していない場合、内容が設題の趣旨から外れている場合、およびエッセー、感

想文は添削対象外とする。||| 



授業コード S5714 （認定科目名：図書館サービス概論/図書館サービス論） 

授業科目 図書館サービス概論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S121 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館サービス論（JLA 図書

館情報学テキストシリーズ 

2；3) 

小田光宏編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

  図書館サービスとは何か、その理念や意義と歴史的背景を学習し、各種サービスの現状

と課題を把握するとともに、情報化の進展を踏まえたこれからの図書館の役割や図書館像を

考察する。具体的な学習項目を以下に掲げる。|（１）図書館サービスの理念と意義|（２）図

書館サービスの計画と評価|（３）図書館活動の発展|（４）図書館サービスの現状と課題|（５）

図書館活動における自由の問題|（６）図書館づくりの政策と運動 | 
 

■学習の要点 

  以下の点に注意して学習を進めていくこと。|（１）図書館サービスはどのような理念や

意義に基づいて展開されているのか、「ユネスコ公共図書館宣言」、「公立図書館の任務と目

標」、「文字・活字文化振興法」と図書館関連法規等を踏まえて学習する|（２）図書館サービ

スの計画と評価について、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」や具体例を学習

する。|（３）図書館活動の発展について、歴史的背景における『中小都市における公共図書

館の運営』、『市民の図書館』、「これからの図書館像 ー地域を支える情報拠点をめざして（報

告）」等の内容の理解と社会変化に対応した図書館の役割や図書館像を考えること|（４）図

書館サービスにおける資料・情報の提供、アウトリーチ活動、全域サービスと図書館システ

ム、技術革新、図書館協力とネットワーク、都道府県と国の図書館活動、学校・大学図書館

等との連携・協力、集会・文化・広報活動の現状を学習するとともに、これらのサービスに

おける課題を把握すること|（５）図書館活動における自由の問題について、「図書館の自由

に関する宣言」を理解し、具体的な事例を学習すること。また「図書館員の倫理綱領」につ

いても理解し、学習すること。|（６）図書館づくりにおける指定管理者制度等の政策の動向

と住民参加やボランティア活動の現状を把握すること| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、シラバスの「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習を進め

ること。| 

 

■成績評価の基準 
問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタ

イル（10）、オリジナリティ（10） とする。 



授業コード S5715 （認定科目名：情報サービス論/情報サービス概論） 

授業科目 情報サービス論 単位 2.0 

担当者 近藤 友子 
シラバスグルー

プ 
T0S122 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ベーシック司書講座・図書

館の基礎と展望４ 情報サ

ービス論 

竹之内 禎 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

  図書館における情報サービスとは何か、その意義・種類とサービスの実際を学習し、様々

な情報源の利用法を理解する。また情報化の進展に伴い、これからの情報サービスはどうあ

るべきかを考え、図書館員がなすべきことなどを考察する。学習項目を以下に掲げる。|（１）

情報サービスの種類 |（２）情報サービスの理論的展開  |（３）レファレンスサービスの

理論と実践 |（４）レファレンスサービスの実際と情報検索サービス|（５）各種情報源の特

質と利用法（データベースを含む）  |（６）各種情報源の評価と解説、その組織化|（７）

発信型情報サービスの意義と方法|（８）情報サービスにかかわる知的財産権の基礎知識|（９）

図書館利用教育と情報リテラシーの育成|（１０）これからの情報サービスについて：展望  
 

■学習の要点 

 以下の 10 点に注意して学習を進めていくこと。|（１）図書館における情報サービスの代

表的な種類である下記のサービスについて、その具体的内容を学習すること|  ・直接サー

ビス ・間接サービス ・課題解決支援サービス|（２）情報サービスの理論的展開について、

下記の事柄を学習すること|  ・定義 ・図書館の種類と重視される情報サービス機能 ・

図書館の機能とレファレンスサービス理論|（３）レファレンスサービスの理論と実践につい

て、下記の事柄を学習すること|  ・図書館の教育機能と情報提供機能 ・人的援助と物的

援助 ・レファレンスサービスの実践とレファレンス力|（４）図書館現場でのレファレンス

サービスをおこなううえでの注意点と実際のプロセス（テキスト p.27 図 4-4）とあわせて、

データベースを利用した情報検索サービスのための理論と方法を学習すること|（５）各種情

報源の特質と利用法について、情報メディア・文献・データベースの検索など具体例で学習

すること       |（６）代表的なレファレンスツールとして、レファレンスブックの

評価と内容を学習するとともに、情報源の組織化について学ぶこと|（７）発信型情報サービ

スの意義と方法について、パスファインダーなど電子情報技術を利用した新しい情報サービ

スの意義・形態とあり方を学習すること|（８）知的財産権の骨格を学び、図書館での情報サ

ービスに必要な知識を習得する|（９）公共図書館における情報リテラシー教育の必要性とサ

ービスの事例を学習すること|（１０）これからの情報サービスのあり方、図書館や図書館員

がなすべきこと、求められていることについて考えること 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標として、シラバスの「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習を進め

ること。 

 



■成績評価の基準 
問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式スタ

イル（10）、オリジナリティ（10） とする。 



授業コード S5717 （認定科目名：図書館資料論/図書館情報資源概論） 

授業科目 図書館情報資源概論 単位 2.0 

担当者 飯野 勝則 
シラバスグルー

プ 
T0S103 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報の特性と利用：図書館

情報資源概論 
山本順一編 創成社  

    

 
 

■授業の概要 

 図書館情報資源概論/図書館資料論は、図書館で扱われる情報資源（資料）について学ぶ

３つの科目、つまり図書館情報資源概論と情報資源組織論と情報資源組織演習の筆頭科目で

あり、司書課程における必須科目である。学習範囲は、有体物としての印刷資料（図書・逐

次刊行物・小冊子・地図・その他）および非印刷資料（点字資料・マイクロ資料・映像資料・

音声資料・電子資料）にとどまらず、近年、急速に存在感を高めつつあるウェブ上のデジタ

ル・コンテンツ（ネットワーク情報資源）にまで及ぶ。それゆえ履修に当たっては、これら

の広範な図書館情報資源について、その類型や特質、歴史をはじめ、生産、流通、選択、収

集、保存といった図書館業務に必要とされる基礎的な概念を理解できるようにならねばなら

ない。| 紀元前 3 万 5000 年頃、クロマニヨン人による「言語」の発明によって、人類に初

めてもたらされた情報革命は、その後も紀元前 4000 年頃の「文字」の発明や 15 世紀半ば

のグーテンベルグによる「活版印刷術」の発明、さらには 19 世紀後半の「電信、電話」の

発明、そして 1946 年の「コンピュータ」の発明をそれぞれ嚆矢として、繰り返し出現を重

ねるに至っている。実にこの「コンピュータ」—正確には「デジタル・コンピュータ」であ

るが—の発明に始まる第５次情報革命こそが、いまを生きる我々にとって、 も大きなイン

パクトを与えつつある、進行中の情報革命なのである。|—「文字に依存した情報」から「デ

ジタル・コンテンツ」へ。|いま、我々は第５次情報革命の只中を生きているという認識のも

と、これまでの知と次の一歩を展望し、図書館情報資源をめぐる諸問題や情報資源を取り巻

く環境について十分に埋解を深めてほしい。| 
 

■学習の要点 

・図書館情報資源：情報、意義と類型（特徴による分類）|・印刷資料：図書、継続資料、小

冊子、地図|・出版と流通：仕組み、制度、変化|・ネットワーク情報資源と専門資料、ユニバ

ーサルデザイン|・情報の生産と流通：研究と専門情報のサイクル、引用|・一次資料：研究成

果、電子資料、人文科学・社会科学・自然科学資料|・二次資料：種類、データベース、利用、

オープンアクセス|・蔵書構成：蔵書、プロセス、選書論、資料選択、利用者ニーズ、方針、

蔵書管理 
 

■学習の到達目標 

学習にあたっては、以下の 3 点に留意してほしい。|１）「学習の要点」に示す事項について、

単に暗記するのでなく、実践と資料等を駆使して十分に理解すること。|２）図書館情報資源

をめぐるさまざまな課題について、具体的事例と共に理解できていること。|３）事実とデー

タに基づいた記述/表現ができること。 
 

■成績評価の基準 

「学習の到達目標」で示した１）～３）の達成度について、以下のような観点から評価を行

う。|１）現場の図書館員として期待しうる知識を正しい理解の下で身につけ、表現すること

ができたか。|２）図書館員としてさまざまな課題を適切に扱うことができる水準に達してい



るか。|３）事実とデータに基づき自らの意見を論理的に表現することができるようになって

いるか。| 



授業コード S5718 （認定科目名：資料組織概説/情報資源組織論） 

授業科目 情報資源組織論 単位 2.0 

担当者 蟹瀬 智弘 
シラバスグルー

プ 
T0S112 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報資源組織論 改訂（現

代図書館情報学シリーズ 9） 
田窪直規 編 樹村房  

    

 
 

■授業の概要 

図書館情報資源を効率的に利用するための技術である目録と分類について、その理論と技術

を学修する。|資料の特徴を記す記述目録法と、内容から資料にたどり着きやすくするための

主題目録法、およびネットワーク上の情報資源を組織化するメタデータについて学修する。 
 

■学習の要点 

指定されたテキストだけでなく、参考文献に挙げた教科書なども参考にすると理解しやすく

なる。|記述目録法、主題目録法、メタデータなどについて、なぜ必要なのか、どのような効

果があるのかを考えながら学習するとよい。 
 

■学習の到達目標 

図書館情報資源組織化について、書誌コントロール、書誌記述法、主題分析、メタデータ、

書誌データに関する理論と技術を修得する。|ただし目録や分類等の技術は情報資源組織演習

で修得するので、本課目では理論を理解することを目標とする。 
 

■成績評価の基準 
情報資源組織において重要なキーワードを理解しているか、適切に説明できているかを評価

する。 



授業コード S5720 （認定科目名：児童サービス論） 

授業科目 児童サービス論 単位 2.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S125 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童サービス論 （ＪＬＡ図

書館情報学テキストシリー

ズ ３−６） 

堀川照代 編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、国家資格である司書資格取得を前提とした必修科目である。|本科目における「児

童」とは、学校教育における児童（小学生）ではなく、児童福祉法における児童（0 歳から

18 歳未満）を指すことに留意してほしい。したがって、本科目における「子ども」とは、児

童（0 歳から 18 歳未満）のことを言う。|また、本科目における「公共図書館」とは、図書

館法における公立図書館と私立図書館の総称である。||生涯学習のはじめの一歩となる、公

共図書館における児童の発達段階に応じた各種のサービスや運営方法、児童資料等の特性、

児童と資料を結びつける方法について総合的に学習する。||通信教育の特性上、児童資料等

の特色（現物提示）や児童と資料を結びつける方法（実技）については、担当教員から実物

や実演を見せることが、かなわない。|そこで、自らで実在する公共図書館や書店に赴いて児

童書を手に取ったり、web 上で児童と資料を結びつける方法（実技）の動画を視聴したり、

大学図書館などで関連する DVD を観て、自身でも実演を行ってみてほしい。|なお、テキス

トにおいて「読み聞かせ」と表記されている部分を、担当教員は「読み語り」と表記してい

る。| 
 

■学習の要点 

児童サービスの要点は、(1)子どもを知ること、(2)子どものための児童資料を知ること、(3)

子どもと児童資料を結びつけることである。このことを念頭に置いて、子どもの発達、児童

資料、両者を結ぶ方法・技術、包括的な児童サービスの運営等を学習する。特に、以下の 8

点について、テキストに従って学習をすすめてほしい。また、学びをより深めるためには参

考文献を読み、調査によって具体的な事例を吸収すること。| 1. 児童サービスとは何か。児

童サービスの意義。（テキスト：UNIT0〜2 が該当するが、テキスト全体から理解してほしい）

| 2. 子どもの発達と読書の関係。（テキスト：UNIT3〜6）| 3. 児童資料の種類と類型の特

色。（成人書との比較を含む）（テキスト：UNIT7〜14）| 4. 児童コレクションの形成と管理。

（どのようにして選択・収集し整理するのか）（テキスト：UNIT15〜17) | 5. 児童サービ

スの運営。（テキスト：UNIT23～29）| 6. 子どもと児童資料を結びつける技術。（読み語り、

ストーリーテリング、ブックトーク、アニマシオン、ペープサート、ビブリオバトル、リテ

ラチャー・サークル、読みあい、科学あそび等々）（テキスト：UNIT18~22、30〜33、及び

web 上の動画や DVD など） | 7. 乳幼児、ヤングアダルト、特別な支援を要する児童への

サービス。 (テキスト：UNIT34〜42)| 8. 公共図書館の連携・協力の必要性。（子ども読書

活動推進計画、学校や地域との連携）（テキスト：UNIT43〜48） | 
 



■学習の到達目標 

児童サービスの目的と意義を理解し、「子ども（乳幼児からヤングアダルト）の発達」と「児

童資料」について知り、「子どもと児童資料を結ぶための技術」を習得して、児童図書館員

としての専門性を身につける。 
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10）  



授業コード S5721 （認定科目名：図書及び図書館史/図書・図書館史） 

授業科目 図書・図書館史 単位 1.0 

担当者 中山 愛理 
シラバスグルー

プ 
T0S140 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書・図書館史（JLA 図書館

情報学テキストシリーズ 

3；11） 

小黒浩司編 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

 現在の図書館は、多様な変化に直面し、課題をかかえています。このような変化や課題は、

急に出現したわけでもありません。|   これまでの図書館の長い活動ひとつひとつが積み重

なって、やがて歴史となり、結果として導かれたものです。図書館情報メディアや図書館の

歴史を学ぶことを通じて、現在の図書館、そしてこれからの図書館の在りようをを冷静に見

通すことを目指します。| 
 

■学習の要点 

 テキストは、「記録メディアの歴史」、「図書館の歴史：世界」、「図書館の歴史：日本」から

構成されている。 初に、全体の構成を把握してください。| 次に、「記録メディアの歴史」

の部分を熟読し、自分なりにまとめてください。| その後、「図書館の歴史：世界」及び「図

書館の歴史：日本」を熟読してください。い。その際に、各時代の図書館に扱われていたメ

ディアを「記録メディアの歴史」を参照し、確認しながら読み進めてください。|そして、各

時代の図書館のトピック（出来事）とメディアを対照させるようにまとめてください。| ま

た、現在の図書館の状況や課題に通ずる内容が過去のどこに起因するのかも探ってほしい。 
 

■学習の到達目標 
・図書館情報メディアの歴史について説明することができる。|・世界の図書館の歴史につい

て説明することができる。|・日本の図書館の歴史について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
・問題に即した解答がされているかどうか。|・テキストの内容を理解した解答となってるか

どうか。 



授業コード S5722 （認定科目名：図書館情報資源特論/専門資料論） 

授業科目 図書館情報資源特論 単位 1.0 

担当者 白井 亨 
シラバスグルー

プ 
T0S135 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館情報資源概論 藤田岳久編著／二村健監修 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 急激な情報化の進展は社会のあらゆる分野に影響を与えており、社会全体に対してのみな

らず、学術研究の面においても多大な影響を与え続けている。研究者はネットワーク環境下

のもとで資料・情報を取得しながら、研究活動を遂行しており、冊子体の情報だけでなく、

電子ジャーナルやオンラインデータベースといった様々なネットワーク情報資源は研究を

行う上でなくてはならないものとなった。|図書館は資料・情報を利用者に提供するという役

割を担っているが、図書や雑誌などの冊子体といった従来型の資料の提供だけではなく、オ

ンライン上で得られる情報もまた研究活動にとって重要であり、それらをいかに提供できる

かは課題の一つである。| 従来この科目は、人文科学、社会科学、自然科学・技術における

学術構造と資料・情報との関係について理解を図り、各専門分野の資料・情報の特性と種類

を解説・理解することをねらいとしてきた。現在では学術情報のデジタル化が進み、ネット

ワーク環境を抜きにしては、研究活動を遂行することが考えられないものとなっている。た

だし人文科学、社会科学では、従来の書誌・索引類の利用も見られるため、専門領域によっ

て、資料・情報へのアクセス方法が異なっていることを理解することも大切である。| 学術

情報の生産・流通・利用・評価は研究者がどのように研究成果を生産し、流通させ、利用し

ているのかその学術構造そのものと深いかかわりを持つことになる。その上で現在のネット

ワーク環境下における学術情報・資料について図書館とのかかわりを含めて理解する。その

のち、各専門分野の特性を把握し、各分野の情報・資料について理解を深めることを 終的

な目的としている。 
 

■学習の要点 

 学術情報への理解には研究活動そのものへの理解が必要であり、また各専門分野への理解

の前提として、学術構造に対する理解も必要である。その上でネットワーク情報環境下にお

ける学術情報の変化、さらに図書館がそれに対してどのようなかかわりを持つのか、理解を

深めたい。図書館員として、各領域の学問的特性の理解、個々の資料・情報についての知識

を得るとともに、使いこなせることが理想的である。特に大学図書館では、専門分野への理

解を深めることにより、高度な図書館サービスが期待される。以上について理解を図ること

になるが、指定のテキストだけではなく、参考文献を参照しながら学習を進めてほしい。具

体的な資料名やデータベースは参考文献のほか、 新の情報に留意するために、その他の図

書やインターネット情報を通して調べてほしい。また図書館で資料の現物を手にしたり、実

際にオンラインデータベースを利用して欲しい。|（ポイント）|１．学術構造への理解との学

術情報・資料の特徴| この項目について、テキストだけではなく参考図書を参照しながらし

て学習を進めてほしい。学術構造がどのように成立しているのかを把握するとともに、どの

ように学術情報にアクセスし、利用しているのかを理解する。学術資料・情報の生産・流通・

利用・評価と学術資料・情報の特性、一次資料と二次資料の特性及び種類について理解を図

る。また、代表的な学術情報の探索行動について理解する。さらに、学術情報の評価につな



がる「ビブリオメトリクス」とその法則、インパクトファクターなどについて調べておいて

ほしい。|２．電子資料、ネットワーク情報資源| 研究活動を行うにあたり、電子資料やデー

タベースなど様々なネットワーク情報資源が欠くことのできないものである。オンラインデ

ータベースや電子ジャーナル、オープンアクセス、機関リポジトリなどの事象について理解

を深めたい。なお 新の動向への把握にはテキストや参考文献の他、様々な図書やインター

ネット情報で調べててほしい。また、大学図書館を中心にネットワーク情報源にかかわる図

書館を取り巻く現状や課題などについても理解を深めたい。|３．地域資料、灰色文献| 地域

資料や灰色文献について、理解を深める。これら資料や文献も学術活動を行う上で欠くこと

のできないものである。これらの文献の特性や種類、社会的な役割など理解を深めたい。|４．

人文科学分野の特性と人文科学資料・情報の特性と種類|人文科学分野の学問的特性と、人文

科学分野の情報・資料について、その特性や種類を理解し、どのように情報・資料が生産・

流通・利用されているのか、またどのような検索ツールがあるのかを理解する。人文科学と

は何か、人文科学の情報源の特徴、研究者の情報利用、書誌コントロールについて理解する。

人文科学の情報源の特性はテキストだけではなく参考図書も併せて参照してほしい。二次資

料やデータベースについては、参考文献の『情報の特性と利用』や他の図書やインターネッ

ト情報などで調べておくこと。|５．社会科学分野の特性と社会科学分野の資料・情報の特性

と種類|社会科学分野の特性と、社会科学分野の資料・情報について、その特性や種類を理解

し、情報・資料が生産・流通・利用されているのか、また検索ツールについて理解する。社

会科学とは何か、社会科学の情報源の特性と種類、研究者の情報利用、書誌コントロールな

どについて理解する。社会科学の資料・情報の種類も多様である。社会学資料・情報を探す

ツールについて、その種類や特徴を含め調べておくこと。人文科学分野と同様参考文献の『情

報の特性と利用』や他の図書やインターネット情報などで調べておいてほしい。|６．自然科

学・技術分野の特性と自然科学・技術分野の資料・情報の特性と種類|自然科学分野の学問的

特性と、自然科学分野の資料・情報について、その特性や種類を理解し、どのように情報・

資料が生産・流通・利用されているのか、またどのような検索ツールがあるのかを理解する。

自然科学・技術とは何か、自然科学・技術の情報源の特性と種類、研究者の情報利用、書誌

コントロールなどについて理解する。自然科学や技術分野の情報源の特性をまとめるととも

にこの分野における学術雑誌の特徴についてもまとめておくこと。また、技術分野における

規格資料や特許資料、テクニカルレポートなど特徴的な資料の特徴や探し方についても必ず

参考図書などで調べておいてほしい。二次資料やデータベースについては、参考文献の『情

報の特性と利用』や他の図書やインターネット情報などで必ず調べておいてほしい。 
 

■学習の到達目標 

 人文科学、社会科学、自然科学・技術のそれぞれの代表的、基本的な書誌については、そ

の資料名、書誌的事項の記述と配列、記述の様式、収載範囲などを知っておきたい。| 近

では書誌情報が電子情報としてオンラインデータベース化されているものが多くなってき

ており、ネットワークを利用した情報検索も増加している。同種の資料でも印刷メディア、

電子メディア、データベースとしてネット上で検索可能な状態で存在している。ネットワー

ク情報減の現状と課題について理解を深めたい。| 実際に図書館まで出かけて資料を手に取

り、情報アクセスを試し、知識を取得するよう試みることが望ましい。 
 

■成績評価の基準 

 問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）（10）、書式ス

タイル（10）、オリジナリティ（10）| 書式スタイルについては、下記の備考欄を良く読ん

でおくこと。 



授業コード S5731 （認定科目名：学校図書館サービス論） 

授業科目 学校図書館サービス論 単位 2.0 

担当者 坂下 直子 
シラバスグルー

プ 
T0S126 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

司書教諭・学校司書のため

の 学校図書館必携 理論と

実践 改訂版 

全国学校図書館協議会 悠光堂  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、2014 年に「学校図書館法」に明記された学校司書を養成するための科目である。

|従前からあった司書教諭（国家資格）を養成するための科目ではないことを確認しておく。

||参照：学校図書館法第六条 |       学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学

校図書館の運営の改善及び向上を図|                         り、児童又は生徒及び教員

による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、|       専ら学校図書館の職務

に従事する職員（次項において「学校司書」という。）を|       置くよう努めなけ

ればならない。||学校図書館法改正後の 2016 年に、文部科学省が通知した「学校司書のモデ

ルカリキュラム」の中で設定された科目であり、学校図書館における学校司書の児童生徒及

び教職員へのサービスの考え方や各種サービス活動についての理解を図る。 | 
 

■学習の要点 

まず、文部科学省が示している下記の学習の要点を確認する。|1）学校図書館サービスの考

え方と構造|2）学校図書館の環境整備（利用案内，配架・案内表示，展示・掲示，修理・製

本）|3）学校図書館の運営（年間運営計画，基準・マニュアル類，記録・統計，会計・文書

管理）|4）学校図書館利用のガイダンス|5）資料・情報の提供（利用案内，貸出，予約サービ

ス，資料紹介・案内，資料相談）|6）児童生徒への読書支援（図書館行事，図書リスト，読

書推進活動，読書相談）|7）児童生徒への学習支援（教科等の指導に関する支援，特別活動

の指導に関する支援，|  情報活用能力の育成に関する支援）|8）特別の支援を必要とする

児童生徒に対する支援|9）教職員への支援（資料相談，情報提供，教材準備に関する支援，

ティームティーチング）|10）広報・渉外活動（学校図書館便り，ＨＰの活用，学校行事等と

の連携）||背景となる理念を理解した上で、学習教育現場で実践できるよう、自分事としてイ

メージを膨らませながら、以下の 8 点に重心を置き、テキストを読み進めまとめていくこ

と。 | |１．学校図書館サービスの根幹である学校図書館の理念、歴史的変遷、学校図書館

に関係する|  法令等について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.10-85） |２．学校図

書館における支援とは、サービスとは何かについて学校司書の視点で考察|３．学校図書館の

環境整備、運営について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.114-169）|４．読書センター

としての機能について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.20-23、pp.170-|       177） 

|５．学習センターとしての機能について学校司書の視点で考察（テキスト：pp.20-21、pp.24-

|       25、pp.178-185） |６．情報センターとしての機能について学校司書の視点で考察

（テキスト：pp.20-21、pp.26-|       27、pp.186-191） |７．特別な支援を必要とする児

童生徒への支援について学校司書の視点で考察（pp.192-199） |８．主体的・対話的で深い

学びと学校図書館について学校司書の視点で考察（pp.200-205） | 
 



■学習の到達目標 

・学校図書館における児童生徒及び教職員へのサービスの考え方や各種サービス活動につ

いてを| 理解した上で、自分ならどのような活動ができるかをイメージできる。|・学校図書

館法や学習指導要領など各種法令またはそれに準ずる物を読み、時代と共に変わる| 解釈や

求められる内容の変化についても理解できる| 
 

■成績評価の基準 
問題の主旨に沿った解答（20）、知識の理解状況（50）、論理性（10）、書式（10）、オリジ

ナリティ（10） 



授業コード S5743 （認定科目名：成人指導） 

授業科目 成人指導 単位 2.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S161 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい生涯学習概論 後期

近代社会に生きる私たちの

学び 

赤尾勝己 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
国や地方自治体の生涯学習振興計画の中で成人の学習がどのようにとらえられているかに

ついて理解するとともに、成人の学習機会の在り方、実態、課題についての考察を深める。 

 

■学習の要点 

以下を考察しておくこと。|1.社会教育施設・生涯学習施設の実態と課題|2.高齢者の学習プロ

グラムの立て方と地域の課題|3.地域における成人教育の課題|4.社会の変化と成人教育のあ

り方|5.生涯学習における学習プログラムの立て方|6.地方自治体の生涯学習に関する計画の

課題 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、自ら調べ、考察すること。実態や具体例を調

べ、理解し、課題を考察できるようになること。 

 

■成績評価の基準 
地域の現状を実際に調べた上で論述しているか、また自治体の計画と比べどのような問題が

あるのか、さらに実施における課題は何かについて深く考察すること。 



授業コード S5744 （認定科目名：青少年指導） 

授業科目 青少年指導 単位 2.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S162 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 -生涯学習

社会への道- 増補改訂版 
浅井経子編 理想社  

    

 
 

■授業の概要 

平成 18 年の教育基本法の改正および平成 20 年の社会教育法改正等により加わった教育の

新しい動きを捉えるととともに、国際化や情報化の中で、また深刻化する環境問題や経済雇

用情勢の変化の中で、青少年指導がいかにあるべきかを広く深く考える。 
 

■学習の要点 

下記の事項について理解を深めておくこと。|1.青少年指導のあり方|2.社会教育施設における

青少年指導|3.青少年を対象とする指導者養成の課題とあり方|4.地方自治体の児童・生徒を対

象とした教育計画|5.家庭教育・学校教育及び社会教育の連携と融合|6.地域における少年指導

の課題 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、自ら調べ、考察すること。実態や具体例を調

べ、理解し、課題を考察できるようになること。 

 

■成績評価の基準 全てを網羅するのではなく、いくつかを取り上げて、自分で考察し、論述すること。 



授業コード S5745 （認定科目名：博物館学） 

授業科目 博物館学 単位 2.0 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館について、歴史、種類、機能、目的などの基本的な論点を整理し、理解を深めながら、

現代そして将来において求められるべき博物館のあり方を考える。 

 

■学習の要点 

科目 終試験の各問題はそれぞれテキスト『新時代の博物館学』で各章を構成する節に含ま

れる項目として整理されています。問題はそのような項目を確実に学習すれば解答できるよ

うに作成してありますので、対象となる部分を熟読して、リポートや試験に備えてください。 
 

■学習の到達目標 

どの問題についても、テキストを読み、その論旨や要件を具体的で明瞭にまとめることが適

確な解答を書くためのもっとも大切な点です。特にそれぞれを説明する際に必須となる用語

を欠かさないように記述してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストに用いられている専門用語が適切に説明されているかが、これらを用いた説明が的

確であるかが評価に関わる重要な基準となります。 



授業コード S5746 （認定科目名：図書館学） 

授業科目 図書館学 単位 2.0 

担当者 高畑 悦子 
シラバスグルー

プ 
T0S139 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図書館概論 ５訂版 ＪＬＡ

図書館情報学テキストシリ

ーズ ３−１ 

塩見昇 編著 日本図書館協会  

    

 
 

■授業の概要 

図書館の機能や社会における意義や役割について理解を図り、図書館の歴史と現状、図書館

の種類とそれぞれの機能や役割、関係法規、図書館職員の役割などについて考察する。我々

が日々の生活を営む民主主義社会における図書館の役割及びその存在意義について考究す

ることを目的としている。以下の内容について理解を深めてもらいたい。||１．図書館の定

義：構成要素と機能|２．書物の役割：知的生産物、知識の媒介としての永遠性、人格表現、

創造へのいざない、等|３．図書館思想：公共図書館の成立と展開|３．図書館の自由|４．図

書館をめぐる法の理念|５．図書館行財政|６．図書館のはたらき：国立国会図書館、公共図書

館、大学図書館、学校図書館、専門図書館、各種図書館のはたらきを理解する|７．図書館協

力 館種を超えた図書館間における連携・協力|８．図書館職員の役割と資格、倫理綱領 |９．

図書館の現状と課題 
 

■学習の要点 

図書館の種類、機能、関係法規等に関する学習を通して、何故図書館が必要なのか、何故図

書館に司書が必要なのかについて自らの考えをまとめてもらいたい。学習の要点としては、

以下の内容に特に留意すること。|１．図書館思想の流れ|２．憲法、教育基本法、社会教育法

と図書館法|３．憲法と表現の自由・知る自由|４．図書館の自由に関する宣言と、図書館の自

由をめぐるさまざまな問題|５．公共図書館の歴史：世界と日本|６．第二次世界大戦後のわが

国の公共図書館|７．国立図書館の機能・役割と、わが国の国立国会図書館の法規と役割、現

状と課題|８．公共図書館の法規と役割、現状と課題|９．学校図書館の役割・現状|１０大学

図書館、専門図書館の役割・現状．|１１．図書館ネットワーク、図書館協力とは何か|１２．

図書館行政、財政、指定管理・委託問題など|１３．図書館職員の役割と資格：倫理綱領| 
 

■学習の到達目標 

| 図書館の種類を挙げて、それぞれの機能、役割について要約できる。| 図書館の歴史を概

観して現在の公共図書館運営に多大な影響を与えた事柄についてまとめることができる。| 

図書館の自由について理解し、その問題点と意義を列挙することができる。| 図書館の行財

政の問題点を指摘し、図書館運営の在り方について意見をまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、構成（論理性）

（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10）|「答案」作成上の留意点：書式スタイ

ルについては、下記の備考欄を良く読んでおくこと。|**丁寧な字を書くように努力するこ

と。|**「合格させて欲しい」などといった一文は決して書かないこと。このような場合は、

評価対象外となる。||| 



授業コード S5747 （認定科目名：教育学概論） 

授業科目 教育学概論 単位 2.0 

担当者 山内 乾史 
シラバスグルー

プ 
T0S155 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「学校教育と社会」ノート―

教育社会学への誘い（第 3

版） 

山内乾史著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 
グローバル化する社会の中で、日本の教育はどうあるべきかを考察する。日本の教育を客観

的に見る視野が求められる。 

 

■学習の要点 

 教育の本質は何かを、現在の学校に焦点をあてて考える。諸外国との比較の中で、日本の

教育問題を客観的にみる。| ・学校教育と社会との関係について考える。| ・高学歴者はな

ぜ尊重されたのかについて考える。| ・エリート教育、才能教育について考える。| ・日本

の授業料政策・奨学金政策の特徴について考える。| ・日本の大学院修了者の就職問題育に

ついて考える。| ・日本の大学生文化の特徴について考える。 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれの内容をまとめる。| 

 

■成績評価の基準 
自分自身の教育論をはっきりと確立できているかが成績評価の基準になる。|テキストに即し

て出題する。解答はテキスト学習に基づいて答えること。| 



授業コード S5761 （認定科目名：社会福祉論） 

授業科目 社会福祉論 単位 2.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉（ 新保育士養成

講座第 4 巻） 

『 新保育士養成講座』総

括編纂委員会編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉は、現代社会において複雑多様なかたちで生まれてくる対象としての社会問題・生

活問題に対応して、国民の生存権を保障するための社会的な施策であり実践行動である。社

会福祉論では、「社会福祉とはなにか、どう捉えるべきか」という視点にたって社会福祉の

基礎理論を学ぶことが必要である。その視点は、①社会福祉の目的、対象、主体などの基本

的枠組、②社会福祉の政策・制度と国民の権利の保障と発達、③社会福祉が歴史的・社会的

に形成・発展してきたことと資本主義制度との関わりで理解することである。近年、わが国

は経済の低成長のもとで、社会福祉改革が進められている。少子・高齢化社会での家庭機能

の低下傾向など、社会環境の変化に対応した社会福祉のめざす在り方について学習してほし

い。 
 

■学習の要点 

(１) 社会福祉の対応としての生活問題について、家庭観、生活観の変容を踏まえて学習しな

さい。|(２) 少子・高齢化社会における子育て家庭支援事業の実状と課題について学習しな

さい。|(３) 障害児・者福祉の理念としてのノーマライゼーションについて考察し障害とは

なにかを学習しなさい。|(４) 高齢者福祉における介護保険制度の概要について学習し、あ

わせて高齢化社会における家族構造の変化、家族の介護機能の低下等の要因を学習しなさ

い。|(５) 社会福祉援助とソーシャルワークについて学習しなさい。|(６) 地域福祉とボラン

ティア活動について、その役割と意義について学習しなさい。 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 テキストをよく読んでいるかどうかを評価する。 



授業コード S5762 （認定科目名：子ども家庭支援論） 

授業科目 子ども家庭支援論 単位 2.0 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学ぶ・わかる・みえる シリ

ーズ保育と現代社会 演

習・保育と相談援助 第2版 

前田敏雄・監修|佐藤伸隆・中

西遍彦・編 
みらい  

    

 
 

■授業の概要 

家庭の意義と機能および家庭支援の必要性をふまえて、保育士が家庭支援を行うことの意義

と役割を理解する。さらに子育て家庭を取り巻く社会的状況について理解を深め、子育ての

支援体制、子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と関係機関との連携について考察

を行う。  
 

■学習の要点 

子どもと保護者の支援をになう保育士は、子どもと家族をソーシャルワーク的な視点でまな

ざし、その具体的な手立てを考えるための知識・技術が必要とされる。そのためには、現代

の子育て家庭の実態を多様に理解するとともに、保育士の専門性を活かした支援を行うため

に、その家族を支援していくための基本的な知識（法制度、ソーシャルワーク的な視点、子

育て家庭を支援する制度・施策）を身につける必要がある。 
 

■学習の到達目標 

１．現代日本における子育て家庭の実態、子育て家庭を取り巻く環境を理解する。|２．子育

て家庭をソーシャルワークの視点でまなざし、その支援の意義・目的とプロセスを理解する。

|３．同時に、保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。|４．

子育て家庭をめぐる制度・施策の展開や動向を理解する。|５．子育て家庭に対する支援の体

制を具体的な事例を通して理解し、手立てを検討できる。|６．現状を踏まえ、多様な支援の

展開とその現状・課題について理解する。 
 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う。|①科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答でない

場合は不合格とする。|②テキストでの学びに加え、テキスト以外の参考資料を検討する等で

きる限り多様な視点を含んでいること（40 点）|③解答の論点がはっきりしており、明確で

あること（40 点）|④テキストの言葉をそのまま引用するのではなく、自身の経験および学

びにもとづく言葉が豊かに表現されていること（20 点） 



授業コード S5763 
（認定科目名：児童福祉論/児童福祉論１/子ども家庭福

祉） 

授業科目 子ども家庭福祉 単位 2.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 よくわかる子ども家

庭福祉 
吉田幸恵・山縣文治編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識を学ぶとともに、支援の実際と課

題について理解を深める。子どもの生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子ども

の育つ環境（家庭・学校・地域社会等）との関わりを視野に入れて学ぶ。子どもとその家庭

を支援するための基本的な視点、子どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児

童福祉の歴史的な展開と、現代社会における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代

における子どもとその養育者への支援について考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉における基本的視点| 関連法

規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関する

基本的視角を得る。|２．現代社会における子どもを取り巻く状況・背景と子ども家庭の生活

課題、ニーズ| 児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会について理解を深め、子ども家庭

のおかれている状況、生活上のニーズを理解する。|３．児童福祉に関する法制度と実施体制

| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解する。児童福祉に関する施設・機

関の内容、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童福祉の担い

手| 児童福祉に関わる専門職の特性と職業倫理について学ぶ。|５．子どもの支援の実際と

課題| 家庭及び地域社会で生活する子どもへの支援の実際について理解し、連携の意義と方

法を学ぶ。支援のあり方、課題についても検討する。|６．現代社会における子どもの生活困

難、生活課題と支援の実際| 子どもの貧困、子どもへの虐待等々、子どもの権利擁護の観点

から、子どもが育ち、子どもを育てる営みを支える児童福祉の事業や取組みの実際と課題に

ついて考察する。 
 

■学習の到達目標 

児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識と支援のあり方について説明できる。子どもの

生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子どもの育つ環境（家庭・学校・地域社会

等）との関わりにおいて考察できる。子どもとその家庭を支援するための基本的な視点、子

どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児童福祉の歴史的な展開と、現代社会

における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代における子どもとその養育者への支

援について自身の考えを述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード S5764 （認定科目名：保育原理） 

授業科目 保育原理 単位 2.0 

担当者 中西 さやか 
シラバスグルー

プ 
T0W051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育原理 第 3 版（ 新保

育講座 1） 

森上史朗・小林紀子・若月芳

浩 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育の基本理念、思想と歴史、実践の原理を理解し、「保育と何か」について多面的に学ぶ。

また、子どもと保護者を取り巻く状況を踏まえた上で、保育に求められるものについて考察

する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、子どもについての捉え方、子どもの主体性・自発性を大切にする保育の

あり方、子ども観と保育実践の結びつき、保育者の専門性、保育所をめぐる現状と課題につ

いて幅広く理解を深めてほしい。単にテキストを覚えるのではなく、子どもや保育に関する

自らの見方や考え方が深まるよう意識すること。 
 

■学習の到達目標 
・保育の基本について学び、自らの保育観を醸成するための視点を養うこと。|・テキスト内

容を根拠として、保育の基本について論述ができること。| 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の評価基準は以下のとおりである。|・採点は加点方式とする。|・問題に合致し

ない答案は不合格とする。|・問題で問われている内容について、様々な面から解答されてい

ること（60 点）。|・解答が論理的に展開されていること（20 点）。|・自分自身の言葉を豊か

に用いて解答されていること（20 点）。 



授業コード S5765 （認定科目名：養護原理/社会的養護/社会的養護１） 

授業科目 社会的養護１ 単位 2.0 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

三訂 子どもの社会的養護 

―出会いと希望のかけはし

― 

望月彰編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷を理解したうえで、子どもの人

権擁護を基盤とする社会的養護の制度と実施体系、その対象と形態、それを担う専門職につ

いて学ぶことを目的とする。これらの学びを踏まえ、制度政策の動向、実施体系と支援の展

開、現状と課題等について理解を深める。||なお、本科目は、2011 年 4 月より施行した保育

士養成課程の改正において「養護原理」から「社会的養護」に科目名の変更がなされたこと、

2018 年 4 月より施行される保育士養成課程の改正をふまえた学修内容とする。| 
 

■学習の要点 

１． 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。|社会的養護

の意義と理念、社会的養護の歴史的変遷、現代社会における子どものニーズと支援課題につ

いて学ぶ。|２． 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。 |子

どもの権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童憲章等をふまえ、子どもの権利につい

て理解する。また、社会的養護における権利擁護の取り組みと課題を学ぶ。社会的養護にお

ける保育士等の倫理と責務についても理解を深める。|３． 社会的養護の制度や実施体

系等について理解する。|社会的養護の制度と法体系、仕組みと実施体制、専門職と専門性、

諸資格等を学ぶ。組織と運営管理について理解する。|４． 社会的養護の対象や形態、関

係する専門職等について理解する。|社会的養護を必要とする子どもの実態を学び、その子ど

もを支援する家庭養護と施設養護という形態の実際を学ぶ。社会的養護に関わる専門職につ

いても理解を深める。|５． 社会的養護の現状と課題について理解する。|社会的養護の現

状と課題を学ぶ。子どもの権利擁護の視点から、子どもと家族を支えるために求められる社

会的養護の現状と今後の方向性、課題を学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|① 科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答

でない場合、800 字以上の記述がなされていない場合は不合格とする。|②テキストでの学び

に加え、テキスト以外の参考資料を検討する等できる限り多様な視点を含んでいること（40

点）|② 解答の論点がはっきりしており、明確であること（40 点）|③ テキストの言葉を

そのまま引用するのではなく、自身の経験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されてい

ること（20 点）| 



授業コード S5766 （認定科目名：保育の心理学Ⅰ/保育の心理学） 

授業科目 保育の心理学 単位 2.0 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの「困った」を理解す

る：発達を見通した子育て

を 

長崎純子ほか編著 かもがわ出版  

    

 
 

■授業の概要 

人間の発達は、日々成長し、新しい活動を我がものにしていく過程である。大人もさまざま

な経験をしながら発達していくが、子どもの発達は心身とにもめざましくダイナミックであ

る。子どもの発達を理解しておくことは、保育に従事する者にとって非常に重要な視点・技

量である。したがって本科目では、大人の理屈ではなく、子どもの理屈を踏まえた保育を考

えていくために必要な発達の基本的理解を押さえていく。 
 

■学習の要点 
「子どもの心に寄り添える保育者」となることをめざし、運動・言語・自我といった領域ご

とに発達を整理しながらも領域間のつながりを押さえた発達のありようを学んでいく。 

 

■学習の到達目標 
１．各時期の発達的特徴を理解する|２．子どもの言動を子どもの視点や理屈に基づいて理解

する|３．上記２点の理解に基づいて子どもへの働きかけを考える 

 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容への回答が 低限できている|７０点台：問題で問われている内容への回答に無理がない|

８０点台：共感の視点に基づく発達的特徴の理解がおおよそできている|９０点以上：共感の

視点に基づく発達的特徴の理解が十分できている 



授業コード S5767 （認定科目名：子ども家庭支援の心理学） 

授業科目 子ども家庭支援の心理学 単位 2.0 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

シードブック 子ども家庭

支援の心理学 
本郷一夫・神谷哲司 編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

保育士は乳幼児に限らず、学齢児から高齢者までの各ライフコースの対象者とも接する。生

涯発達の基礎的知識とともに、現代の家族・家庭を取り巻く社会的諸課題とその影響につい

て当事者の立場にそった理解を確かなものにしていく。 
 

■学習の要点 

家族や家庭を支援していく保育士には、支援方法だけでなくその支援方法を有効に活用する

ための基本的知識を身につけることが求められる。本科目では、子どもや保護者と日常的に

関わる保育士に求められる内容として、対象（子ども・保護者・家族）に関する心理学的知

見と福祉的知見を取り上げながら、今日求められている支援への理解を深めていく。 
 

■学習の到達目標 

１．対象に一人ずつ丁寧に寄り添うだけでなく、システムの観点からも家族を理解する。|２．

時代の変化に伴う家族・家庭をめぐる状況を理解し、いま求められている対応を考える。|３．

子育て期の保護者にとっての仕事と生活の調和について、社会的諸課題とあわせて理解す

る。|４．育児に困難を抱えやすい家族・家庭のありようとそれに対する保育士の支援を理解

する。|５．特別な配慮を要する子どもや家族・家庭への支援について理解する。|６．災害時

における子どもとその家族・家庭へのサポートについて、事態を具体的に想定しながら理解

する。 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）||上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：論述の仕方にやや無理

がある（論理の飛躍がある）|７０点台：論述の仕方に無理がない|８０点台：複数の観点に基

づく論述に無理がない|９０点以上：複数の観点に基づく論述が正確である 



授業コード S5768 （認定科目名：子どもの保健） 

授業科目 子どもの保健 単位 2.0 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W094 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの保健〔改訂第 3 版〕 渡辺博 編著 中山書店  

    

 
 

■授業の概要 

保育士を目指す皆さんは、保育園や乳児院、そのほかの施設で子どもたちに接する際に、子

どもの成長発達の基本を知り、母子関係の意味を知り、さらに、子どもたちの障害や疾患に

ついて学ぶ、これらは子どもたちにとって求められる保育は何かを考える基礎になっていき

ます。とくに今日大きな問題として取り上げられる、子どもの貧困・虐待、発達障害、小児

医療をめぐる困難について、自分の考えをもつことは大変重要です。知識を増やすだけでな

く、自分自身でしっかり考えて判断できるように、本科目では自ら考える姿勢を重視したい

と思います。 
 

■学習の要点 

テキストから学ぶ内容に、自分自身で新聞の記事、インターネット情報、そしてできれば書

籍からのまとまった知識を加えて、自分で問題をどう考えるのか整理してみる、そうした取

り組み方を期待します。大学図書館のポータルサイトを利用して、フェイクではない正しい

情報を得てきださい。|乳幼児の集団生活に関わる立場にとって、事故の予防と救急蘇生の手

技およびワクチンで防げる病気と具体的な予防接種の中身（どういったワクチンをいつ接種

するのかなど）を知っていることは大変重要です。|それらの点を特に強調し、リポート設題

としました。  
 

■学習の到達目標 

学習の進展と理解度を試験ではかり、その到達度に即して評価します。|・問題はテキストの

みならず、調べてくれたことが活かせれる出題としています。|・問いに対し、解答するに必

要なキーワードを含んでいるか、出題要点を理解し、理論的に論述の展開とその深度がどの

ようであるか、学習の状況が把握できるものとなっているか、などを総合的に評価します。 
 

■成績評価の基準 

内容が 新の情報にも続いて書かれているか（特にワクチン関係）は重要です。また、ネッ

トの情報の書き写しではなく自分の考えが論じられているかを、評価の上では重視します。

ネットのコピペが強く疑われ、そうした引用を明記されていないリポートや答案であると判

断した場合、合格点は与えません。 



授業コード S5770 （認定科目名：乳児保育/乳児保育１） 

授業科目 乳児保育１ 単位 2.0 

担当者 増本 敏子 
シラバスグルー

プ 
T0W063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

資料でわかる乳児の保育新

時代 改訂 5 版 
乳児保育研究会 編 ひとなる書房  

    

 
 

■授業の概要 

一般的には、乳児とは出生から１歳未満の０歳児をさすが、保育の世界においては児童福祉

法制定以前から「３歳未満児保育」を「乳児保育」と称してきた経過がある。本科目におい

ては、保育所における乳児保育を中心に、その意義を学び、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の

発達特徴と保育課題、さらにその内容・方法について理解を深める。 
 

■学習の要点 

１．乳児保育を巡る思想を整理し、保育所における乳児保育の意義について考察する。|２．

乳児の発達のみちすじを理解する。|３．乳児保育の内容と方法について理解を深める。|４．

乳児保育の意義をふまえて、保育者のあり方を考える。|５．乳児保育における記録のあり方

と、保育計画・指導計画の立て方について考察する。|６．乳児保育の歴史と現状をふまえ、

これからの乳児保育の課題について考察する。 
 

■学習の到達目標 

 乳児保育がなぜ必要なのか、その社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解して

いること。現代的意義も大事だが、発達の観点をふまえること。そのうえで、大まかであっ

ても、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の発達特徴をつかみ、その時期の保育で大切にすべきこ

とを理解していること。| 乳児保育における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で抑

えるべき重点課題を理解していること。|全体の中での各々の分量を考えて記述するように。

|  
 

■成績評価の基準 

 乳児保育の必要性について、またその社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解

していること。「0 歳児」「1 歳児」「2 歳児」の発達的特徴をつかみ、その時期の保育で大事

にすべきことを理解していること。「0 歳児」の発達的特徴については丁寧に記述している

にもかかわらず、年齢が上がるにつれて大雑把になる傾向があるので注意すること。|乳児保

育における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で欠かすことのできない重点課題を理

解していること。 



授業コード S5778 （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１ ） 

授業科目 保育実習指導１ 単位 2.0 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W031 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新 保育士養成講座 9 巻 

保育専門職と保育実践 

『 新 保育士養成講座』

総括編纂委員会 編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力と

保育実践に応用する力とを養うものである。|さらに、保育実習は保育士を目指す学生が自分

を見つめる機会であり、これからの課題を発見する重要な機会ともなる。|保育実習を通し

て、子ども理解・保育所および施設や保育士の仕事に対する理解及び自己に対する理解を深

めてほしい。 
 

■学習の要点 

1.保育実習の意義を理解する|2.保育実習に臨む態度を理解する|3.保育実習における守秘義務

を理解する|4.保育実習記録作成の意義を理解する|5.保育実習における実習テーマと課題に

ついて考える|| 
 

■学習の到達目標 学習の要点に記載している事項と同様。 

 

■成績評価の基準 
①設題を踏まえてリポートを作成しているか 50％|②自分の考えをまとめているか 40％|

③誤字脱字などはないか 10％ 



授業コード S8101 （認定科目名：教育原論１/教育原論） 

授業科目 教育原論１ 単位 2.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、章末の課題に取り組んでみましょう。分からない言葉や事項は、

インターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われている

ことに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S8102 （認定科目名：教育心理学１） 

授業科目 教育心理学１ 単位 2.0 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、心理学の理論に基づいて認識

を深める。また、具体的な保育・学校教育場面を想定しながら、子どもの主体的な活動を支

援する保育者・教師の役割を明らかにしていく。 
 

■学習の要点 

 テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏

まえた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3

章・第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8

章は第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践と

のかかわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基

礎となるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキ

スト学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよ

い。さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考え

て頭のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終う試験への準

備に関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

 乳幼児期から青年期までの運動・認知・言語・社会性の領域についての特徴を把握し、子

どもの発達過程が外的・内的要因の相互作用のうちに展開していくことを理解する。そして、

こうした心理学の視点に基づく子ども理解が、具体的な保育・教育場面においてどのように

活かされるのかを把握する。また、子どもの学習過程についての理論を踏まえたうえで、発

達状況に応じた動機づけ・集団づくり・評価の在り方の工夫に見通しをもち、その働きかけ

により主体的な活動を支える教師の役割について認識を深める。 
 

■成績評価の基準 

 【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論

述と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習

を丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怠

らないように。 



授業コード S8103 （認定科目名：教育社会学１/教育社会学） 

授業科目 教育社会学１ 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 1960 年代から高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、「一億

総中流」と呼ばれる社会の平等化を推進しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩

壊などのさまざまな教育病理も生みだしました。また、 近では、子どもたちの学力が低下

し、それが「格差社会」と呼ばれるような社会問題を引き起こしているという指摘までなさ

れています。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相とそれを取りまく社会に視点を

求め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくことを目的とします。 
 

■学習の要点 

 教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教

育の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められ

る学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があ

げられ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教

育の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや

不登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょ

う。こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社

会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中

央教育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。こ

のような視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的

です。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いて

きたのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされている学歴社会はこれ

からどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められます。| ２．

学力低下については諸説があり、いずれも一長一短の議論です。しかし、これほど学力の問

題が論じられている背景には何があるのかを考えてみれば、教育改革が何を意図しているの

かにたどり着くはずです。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S8104 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学１ 単位 2.0 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S8108 （認定科目名：教育方法学） 

授業科目 教育方法学 単位 2.0 

担当者 篠原 正典 
シラバスグルー

プ 
T0S024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ

ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。



（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S8109 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学１（中・高） 単位 2.0 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S8121 （認定科目名：代数学概論１） 

授業科目 代数学概論１ 単位 2.0 

担当者 月岡 卓也 
シラバスグルー

プ 
T0S045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

線型代数学入門 丹後弘司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

比例，1 次関数，連立 1 次方程式などの話題を発展/拡張させたところにある線型代数学に

ついて，その基礎を学んでいきます．ベクトルの概念を理解し，行列の関わりについて学び

ます．また，直線や平面などの高等学校でも学んだ幾何学的対象について，線型代数学の観

点から議論していきます．また，行列演算に習熟し，連立 1 次方程式の理解を深めていきま

す．行列式とその性質を理解し，その幾何学的な応用についてまで理解を広げていきます．

線型代数学の核心部分である，線型独立/従属，基底や次元の概念を習得します．線型空間

の間の写像を学び，行列そのものの理解を深めていきます．行列の固有値，固有空間を学び，

さらに，その様々な応用について議論を展開していきます． 
 

■学習の要点 

筆記用具を必ず傍らに置いてテキストや参考文献などを読み進めてください．頭で理解して

いる事を実際に紙の上に起こしてみる作業は重要です．また，定理等の証明の勘どころをつ

かみながら，数学的思考を育んでもらいたいと思います．さらに，問などを手を動かして具

体的に解き確実な計算力を養う事も本学習の重要課題の一つです． 
 

■学習の到達目標 

・ ベクトル，行列の概念が理解でき，それらの代数的な計算が的確にできる．|・ 直線，平

面などの幾何学的対象を線型代数学の言葉で理解できる．|・ 連立 1 次方程式を行列の性質

を運用しながら解くことができる．|・ 行列式の性質を理解し，その代数的な評価や，幾何

学的な応用が理解できる． |・ 線型空間，線型写像について理解できる．|・ 線型独立/従

属，基底や次元の概念が理解でき，それらを様々な場面で運用できる．|・ 行列の対角化，

固有値，固有空間が理解できる．|・ 定理の証明等を通じて，数学的な思考力を獲得する． 
 

■成績評価の基準 学習の到達目標が達成されているかについて評価します． 



授業コード S8122 （認定科目名：幾何学概論１） 

授業科目 幾何学概論１ 単位 2.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

集合と位相への入門 ～ユ

ークリッド空間の位相～ 
鈴木晋一 サイエンス社  

    

 
 

■授業の概要 

幾何学分野を学ぶために必要な、数学の基本ともなる集合・写像・論理について学習します。

集合や写像は，すべての数学の基本であり，重要な役割を果たしていますが、高校までの数

学では詳しくは学んでいない事項が多くあります。 
 

■学習の要点 

数学記号を正確に用いることが理解への第一歩です。高校までで知っているつもりの数学用

語でも今一度しっかり定義を確認しましょう。|テキストをただ眺めるのではなく、自分で例

を考えながら読み進めましょう。テキストは距離空間にも言及していますが、この科目では

第３章 1 節のユークリッド空間までを必読範囲とします。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標|・論理記号を用いることができる。|・集合・写像を理解する。|・集合の濃度

を理解する。 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。考え方の記述・数学記号の用い方も含め全ての問において概ね正答で

あることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理的な記述・数学記号の用

法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S8123 （認定科目名：解析学概論１） 

授業科目 解析学概論１ 単位 2.0 

担当者 小坂 篤志 
シラバスグルー

プ 
T0S011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

追補版 解析学のための微

分積分入門 
長田尚・剣持信幸 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「１変数関数の微分積分」について学習を行う。微分積分は高度な数学における理論的背景、

現代科学の応用面における計算技術、という両面において非常に重要な基礎をなしている。

ここではその中でも、１変数実数値関数に対する微分積分の学習を行う。学習内容としては

高校数学における「数 II」「数 III」の延長にあたり、高校数学の内容を新たな観点から再定義

することから始め、 終的にはマクローリン展開や広義積分といった、より高度な概念の学

習を目指す。 
 

■学習の要点 

以下の内容を要点として学習を行うこと。|１．数列の収束・発散の定義・計算|２．級数の収

束・発散の定義・計算|３．関数の基礎概念と関数の極限の定義・計算|４．初等関数の定義と

その性質|５．微分の定義と各種微分公式|６．初等関数の微分法|７．テイラーの定理と関数

の級数展開|８．定積分の定義|９．原始関数と微積分学の基本定理|１０．置換積分・部分積

分|１１．初等関数の積分法|１２．広義積分の定義・計算|１３．積分法を用いた図形の面積・

曲線の長さの計算 
 

■学習の到達目標 ６割以上の正答により、合格とする。 

 

■成績評価の基準 リポート課題・試験共に解答の過程をある程度明示すること。 



授業コード S8124 （認定科目名：確率論１） 

授業科目 確率論１ 単位 2.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明解演習 数理統計 小寺平治 共立出版  

    

 
 

■授業の概要 

確率の数学的な見方や考え方を養うと同時に，基本的な統計モデルや各種統計手法の基礎知

識の習得を目的とします。離散的確率と連続的確率について、基本用語とその計算方法およ

びその意味について学びます。また、推測統計で用いられる代表的な確率分布などの定義と，

その性質について学習します。 
 

■学習の要点 

テキストは演習に重きを置いているので、定義や考え方に疑問がある場合には参考文献を参

照してください。数学用語や記号は本によって定義が違うことがありますので、複数の文献

に当たる場合は必ず 初に定義を確認しましょう。指定テキストは推定・検定等にも言及し

ていますが、この科目では第 4 章までを必読範囲とします。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標|・確率の基本的な考え方を理解する。|・代表的な分布を知る。 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。考え方の記述・数学記号の用い方も含め全ての問において概ね正答で

あることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理的な記述・数学記号の用

法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S8131 （認定科目名：教育社会学） 

授業科目 教育社会学 単位 2.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S066 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、社会の平等化を推進

しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊などのさまざまな教育病理も生みだし

ています。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、それが社会的問題を引き起こして

きているという指摘までなされています。| 教育社会学では、学校で起こるさまざまな教育

問題について考え、日本国憲法第 26 条で規定されている教育を受ける権利、教育の義務を

踏まえながらそうした問題の解決に当たることを目的とします。 
 

■学習の要点 

 教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教

育の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められ

る学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があ

げられ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教

育の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや

不登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょ

う。こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社

会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中

央教育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。こ

うした議論の背景には日本国憲法第 26 条の教育を受ける権利、教育の義務があります。|こ

のような視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的

です。||１．いじめの原因はどこにあるのかについてまとめ、なぜいじめが減少しないのか、

今日的な特徴は何かを考えてください。そして、いじめが学校だけの問題ではないことにつ

いて事例から学び取ることが必要となります。|２．いじめ問題はなにも日本に限ったことで

はありません。その国際比較を通してみると、共通している部分とまったく日本にのみ特徴

的な部分とがあります。それについて具体的に考えてみてください。|３．ネットいじめの問

題が社会でも取り上げられる機会が少なくありません。その特質について考えてみましょ

う。|４．テキストでは、他国と日本のいじめ比較が取り上げられています。そのなかからひ

とつの国を選び、日本のいじめと比較してください。その際に、共通性と異質性という視点

から、それぞれの国の特徴を整理していくことが求められます。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価



します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S8132 （認定科目名：幼児教育・保育課程論） 

授業科目 幼児教育・保育課程論 単位 1.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S132 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい幼児教育課程総

論 
岸井勇雄ほか編著 同文書院  

    

 
 

■授業の概要 

教育課程・保育課程、指導計画、保育の展開、評価、記録の方法などの意義や特徴について

実践的な観点から理解する。実践されている教育課程・保育課程、指導計画をもとに幼児の

発達に応じたカリキュラムの編成、指導計画の作成について学ぶことを通し、体系的指導力

の育成を図る。 
 

■学習の要点 

教育課程・保育課程の基本的構造を理解し、保育を計画・実践・評価・改善する力を身に付

ける。|具体的には以下のような事項等についてである。||・教育課程・保育課程とは|・教育

課程・保育課程の意義と必要性|・教育課程・保育課程の特徴と機能（カリキュラムマネジメ

ントの理解）|・教育課程・保育課程の変遷|・教育課程・保育課程の編成|・教育課程・保育課

程と指導計画の関連|・指導計画の編成|・教育・保育活動の評価と記録|・指導要録・保育要

録の意義と具体例|・幼小連携・幼保連携を踏まえたカリキュラムのあり方|・教育課程・保育

課程をめぐる現代的諸問題||| 
 

■学習の到達目標 

１． 就学前教育のカリキュラムの特徴と全体像を理解する。|２．教育・保育を実践する際

に考慮すべき要件や力量形成のあり方を理解する。|３．長期指導計画を踏まえた短期指導計

画の書き方を学ぶ。|４．観点をもって実践を振る返る日誌や指導要録の書き方を学ぶ。|５．

カリキュラム・マネジメントの意義を理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S8134 （認定科目名：保育の内容と方法/保育の内容及び方法） 

授業科目 保育の内容と方法 単位 1.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の『育ての心』、

『幼稚園雑草』参照。|３．環境を通しての保育|４．幼児の主体的な活動を促す指導|５．一人

ひとりに応じた保育|６．遊びを通しての指導|７．生活習慣の指導|８．園行事の指導|９．課

題活動の指導|10．個人・グループ・クラス全体の指導|11．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 倉橋のことばを理解したうえで考察しているかどうかを評価する。 



授業コード S8135 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解と保育相談 単位 1.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S097 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード S8144 （認定科目名：保育の内容と方法/保育の内容及び方法） 

授業科目 保育の内容及び方法 単位 1.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育方法論 髙橋司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 幼稚園教育における内容や方法、指導の意味やあり方について考察する。 

 

■学習の要点 

１．幼稚園教育要領の比較検討|      昭和 39 年版・平成元年版・平成 10 年版・平成 20 年

版|２．新しい幼稚園教育要領と倉橋惣三の『幼稚園真諦』|      他に倉橋の『育ての心』、

『幼稚園雑草』参照。|３．環境を通しての保育|４．幼児の主体的な活動を促す指導|５．一人

ひとりに応じた保育|６．遊びを通しての指導|７．生活習慣の指導|８．園行事の指導|９．課

題活動の指導|10．個人・グループ・クラス全体の指導|11．さまざまな保育形態 
 

■学習の到達目標 
・問題はテキストに即して出題する。|・出題の要点を理解し、論理的に解答が述べられてい

ること。 

 

■成績評価の基準 倉橋のことばを理解したうえで考察しているかどうかを評価する。 



授業コード S8145 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解及び保育相談 単位 1.0 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S097 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 

 



授業コード BD010 （認定科目名：仏教学研究入門） 

授業科目 仏教学研究入門 単位 2 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0BD04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教入門 高崎直道 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は修士論文作成のため、本専攻の学生すべてが備えておくべき仏教の基本的教義をテ

キストの内容に従って学習する。具体的にはブッダの生涯とほとけ・教説の内容と実践・教

団の組織と戒律・インド仏教史の概要を学ぶ。 
 

■学習の要点 

受講する迄にテキストを熟読し、各章の内容をまとめてください。章毎の題目とそのキーワ

ードを「」内に挙げますので、内容を整理するうえでお役立てください。||序章 仏教とは何

か：「三宝」「上座仏教と大乗仏教」「三蔵」|一章 ブッダの生涯：「八相示現」「沙門」「涅槃」

|二章 仏の本質：「如来」「三世仏と十方仏」「三身」|三章 法 ― 仏教の真理観：「縁起」「四

諦」「法印」|四章 一切法 ― 法の分類：「五蘊」「十二処」「十八界」|五章 輪廻と業・煩悩：

「三界」「五道と六道」「業」|六章 悟りへの道：「八聖道」「三学」「聞思修の三慧」|七章 心 

― 実践の正体：「心」「意」「識」|八章 修行者の理想像：「四向四果」「出家と在家」「菩薩」

|九章 戒律と教団の組織：「四衆」「具足戒」「五戒」|十章 仏教の歴史：「マウリヤ王朝」「ク

シャーナ王朝」「グプタ王朝」 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目の内容をまとめる。 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容理解とキーワードを踏まえてまとめられているかを重要な判断基準としま

す。テキストの引き写しは評価の対象外で、仏教の基本的教義に対してどのような問題意識

を持ち、内容理解に反映されているかが高評価に繋がります。 



授業コード BD110 （認定科目名：法然教学特殊研究） 

授業科目 法然教学特殊研究 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0BD01 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

念仏の聖者 法然 中井真孝 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 
法然の社会的意義と宗教性について、斯界の第一人者の論考を参照し、法然の全体像をつか

みたい。 

 

■学習の要点 
文献研究の方法論を駆使し、歴史的事実にせまりつつ、その「事実」を通して見る法然思想

の宗教的性格を確認し、〈救い〉の本質と、法然のもたらした救いの社会的意義を理解する。 

 

■学習の到達目標 

法然文献の取り扱いと評価について学び、その類型として、内容の解読などを通じて、正し

い法然思想の理解につとめたい。自己の研究課題にアプローチし、一定の解決に導くことを

到達目標とする。科目 終試験は、リポートの評価基準と同様、誤字脱字、論理性、説得力、

正答性を軸に 100 点から減点していく。問題と異なる答えの場合、不合格とする。 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。  



授業コード BD120 （認定科目名：浄土宗学特殊研究） 

授業科目 浄土宗学特殊研究 単位 2 

担当者 曽和 義宏 
シラバスグルー

プ 
T0BD08 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

法然教学特殊研究 I：法然浄

土教の佛身・佛土論 
髙橋弘次 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

法然の浄土教は所求（信仰の目的）、去行（目的実現の方法）という三方面から考察すること

ができる。所求は速やかに生死を離れること（往生浄土）、所帰は阿弥陀仏、去行は称名念仏

ということになる。ここでは法然の阿弥陀仏観を、中国浄土教の道綽、善導などの仏身論を

ふまえながら、また法然の浄土観については善導の『観経疏』などをふまえながら学習する。 
 

■学習の要点 

・大乗仏教の仏身論は法身・報身・化身（応身）の三身論が もよく知られている。中国仏

教における阿弥陀仏論は諸師の浄土経典の注疏などの中にみられるが、ここではまず淨影寺

慧遠の仏身論を学習し、次に慧遠が阿弥陀仏を応身とする理由を学習する。|・道綽は『安楽

集』において『大乗同性経』などをふまえて阿弥陀仏報身論を展開する一方で阿弥陀仏入涅

槃を説く教説に対しては阿弥陀仏三身具足論を主張するところを学習する。|・善導は道綽を

受けて「是報非化」の阿弥陀仏論を展開するが、その場合、理論的な立場における論証に終

始することなく、実践の立場における仏身論を展開するところにその特色があることを学習

する。|・法然も道綽、善導を受けて阿弥陀仏三身同体論（三身具足論）、三身別体論（報身

論）を説くが、『逆修説法』では『無量寿経』にもとづく真化二身論を説くところを学習す

る。|・浄土観については、指方（西方論）、立相（荘厳論）などの問題を善導・法然に即し

て理解し、天台本覚法門との相違を学習する。 
 

■学習の到達目標 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。 

 

■成績評価の基準 
道綽・善導・法然のそれぞれの仏身・仏土論について説明できていること。|道綽・善導・法

然の仏身・仏土論に共通する点が説明できていること。 



授業コード BD130 （認定科目名：浄土教学特殊研究１） 

授業科目 浄土教学特殊研究１ 単位 2 

担当者 齊藤 隆信 
シラバスグルー

プ 
T0BD06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土教学特殊研究Ｉ：浄土

経典成立史の研究 
香川孝雄 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

テキストの構成として、１《無量寿経》諸本の漢訳考 ２阿弥陀仏論 ３極楽浄土論 ４浄

土経典に説かれている実践道 ５《無量寿経》の成立史となっているように、浄土教思想の

中心経典である《無量寿経》諸本（五存の異訳テキスト）を通して、インド大乗仏教におけ

る浄土教信仰の萌芽、そして関係する経典の成立と展開を確認するとともに、往生のための

実践体系として何が求められているのかを広く学びます。 
 

■学習の要点 

浄土教において用いられている専門用語の一つひとつをしっかりと把握し、概念規定できる

ようにするとともに、他の用語とどのように関わり合っているのかを知ることも重要な点で

す。 
 

■学習の到達目標 
浄土教思想の中心経典の内容を把握し、その初期段階における成立と展開を理解することを

到達目標とする。|理解したことをみずからの言葉で表現することが大切です。 

 

■成績評価の基準 問題の趣旨に沿い、論旨が明確であること。 



授業コード BD140 （認定科目名：浄土教学特殊研究２） 

授業科目 浄土教学特殊研究２ 単位 2 

担当者 齊藤 隆信 
シラバスグルー

プ 
T0BD07 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土教学特殊研究 II：龍樹の

浄土思想 
香川孝雄 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

一 概観 ?十住毘婆沙論とは?|二 依拠する諸経典|三 著者について|四 訳出について|

五 十住毘婆沙論の流伝|六 十住毘婆沙論の組織と概要|七 十住毘婆沙論と十地経|八 易

行品と浄土教 
 

■学習の要点 リポート学習の留意点、および設題の留意点を参照すること。 

 

■学習の到達目標 学習の進度と理解度を試験で測る。 また、その到達度に即して成績評価する。 

 

■成績評価の基準 問題の趣旨に沿い、論旨が明確であること。 



授業コード BD150 （認定科目名：仏教学特殊研究１） 

授業科目 仏教学特殊研究１ 単位 2 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0BD22 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ブッダ伝 生涯と思想（角

川ソフィア文庫） 
中村元 KADOKAWA  

仏教学特殊研究 I：学習の手

引 
並川孝儀 佛教大学 9.78491E+12 

 
 

■授業の概要 

仏教の祖であるゴータマ・ブッダ（釈尊）が、どのような目的で修行者となり、何を悟った

のか、またどのような人物であり、どのような思想を人々に伝えたのかなどを知ることは、

仏教の基本を知ることにつながります。仏教のどの分野を研究する場合でも、まずはゴータ

マ・ブッダを学ぶことから始める必要があります。それによって、仏教とはどのような宗教

であるかを端的に知ることができることになるからです。 
 

■学習の要点 

テキストを通読して、「科目の概要」で記した内容を理解するように努めてください。その

ためには、仏教の基本的用語とその意味を正しく覚えることが肝要です。また、ゴータマ・

ブッダ の生涯は、後代の仏教徒たちによって作り上げられたものも多く混じっているが、

その点を意識してどの部分が付加されたものであるのか、どれが史実であるのかも考えなが

ら読んでください。 
 

■学習の到達目標 
ゴータマ・ブッダの生涯について、および彼の悟りは何であったかについて論述することが

できる。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、テキストをしっかり読み、その中からゴータマ・ブッダの悟りを自分なり

に考え、それを選んだ理由と悟りの内容が正確に記述されているかが成績評価の基準とな

る。 



授業コード BD160 （認定科目名：仏教学特殊研究２） 

授業科目 仏教学特殊研究２ 単位 2 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0BD21 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド思想史 早島鏡正・他 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

唯識思想を深く理解するには、アーラヤ識説、三性説、唯識無境説の三本柱を学び知ること

は欠かし得ない。これらは、無着の『摂大乗論』、世親の『唯識二十論』、『唯識三十頌』など

に説かれる。なかでも『摂大乗論』には、それら三本柱が第一、第二章ごとに詳述されてい

る。それ故、『摂大乗論』を中心とし、それらの意義を読み解き、さらに自ら考察し借りもの

の知識ではなく自己のものとすることを狙いとする。その具体的な事柄は以下の学習の要点

に表している。 
 

■学習の要点 

唯識思想を理解するに、特に以下の点を重点的に学び取る。|【唯識無境説】| 我々が認識す

る対象とは、自己の心を離れて外に存在するものではなく自己の心に立ち現れたものを客観

的な対象と思い誤っている。なぜなら、見る人によりその意義は一定ではなく種々である。

それは体験や学び知ったことの蓄積が異なり、そのことを通じて事柄を把握するからであ

る。対象の意義は自己の認識の主観に過ぎないことの解説は無着の『摂大乗論』、世親の『唯

識二十論』等に施されている。まず一水四見ともいい得るこのことの意味を理解することは

重要である。|【アーラヤ識縁起】| 深層心理ともいい得るアーラヤ識、この点において縁起

が説明される。すなわち、アーラヤ識の働きによって心身と環境世界が現し出される。アー

ラヤ識の中に一切諸法の種子が存在し、その種子からこの世界の諸法が立ち現れる。アーラ

ヤ識により七種の識（眼、耳、鼻、舌、身、意、マナ識）が立ち現れ、七種の識はアーラヤ

識に習気、薫習を与え、種子を設ける。相互に作用し合いアーラヤ識は持続する。|【三性説】

| 『摂大乗論』『唯識三十頌』などには、妄想された特徴（遍計所執性）、他に依る特徴（依

他起性）、完成された真実（円成実性）として認識の仕方が説かれる。それらはまた蛇、縄、

麻などの具体例によりそれらの意義が示される。この意味を理解し、さらに依他起性が遍計

所執性への、また円成実性への方向へと向かい得る意義を把握すること。| 
 

■学習の到達目標 

三性説、 遍計所執性、 依他起性、 円成実性についてそれぞれの意味及びそれらの相違点

を十分把握しているか、 またアーラヤ識、 六識、 マナ識の意味及び関係が十分理解され

ているかに留意すること。 またテキスト、 参考書等をよく読み自分のまとめ方と理解が十

分表現されているか注意を要する。 写し取ったものは理解したとはいえず、 自分自身の理

解が十分深められ表現されていることが 重要である。 
 

■成績評価の基準 

リポートに関しては設題の焦点を外すことなく、自らしっかりと理解したことを構成を考え

て表現すること。参考書などの単なる写し取ったものは評価の対象とならない。 終試験に

おいては、問題の意図を理解し、重要な点を内容の質と分量において十分論じること。 



授業コード BD170 （認定科目名：仏教学特殊研究３） 

授業科目 仏教学特殊研究３ 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0BD11 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本宗教史 末木 文美士 岩波書店  

宗教学の名著 30 島薗 進 筑摩書房 9.78448E+12 

 
 

■授業の概要 

末木文美士『日本宗教史』と島薗進『宗教学の名著 30』は、双方とも、現代に生きる私達に

とって宗教とはどのような意義を持つのか、という問いを基礎にしている。この問いに、宗

教、そして宗教論の歴史を通覧することによって近づこうとするのである。|宗教は時代の変

化に関わらない真実を語るのではないか、そうならば、「宗教史」という、変化をいう語は馴

染まないのではないか。確かに、宗教史が、学問として開始されるのは 18 世紀からで、教

会や信仰が人を引きつける力を失い始める時代からである。宗教は距離を置いた、つまり、

客観的な考察の対象になるのである。|テキストに選ばれた二冊は、宗教史という学問の、こ

の性格を明確に踏まえた上で、信仰・宗教の意義を問う。日本の宗教史では、神仏習合とい

う歴史事情がある。これを柱に、仏教が神道や儒学、キリスト教と関わる有様が、その政治

的意味も含めて、通覧されている。そしてまた、世界の宗教学を代表する著作が、主に、19

世紀宗教学に力点を置きながら、分析されている。|日常生活を超えるように思える宗教は、

その生活にどのような基礎を持ち、生活をどのように導くか、この点に注意しながら、二冊

の議論を追っていただきたい。  
 

■学習の要点 

日本の宗教史では、まず、神仏習合という基礎をよく理解しておくこと。鎌倉仏教では、と

くに法然の影響がどのような点で大きかったか、把握すること。江戸期では、キリシタンの

思想的動きの重要性をよく見ておくこと。儒教がどのように仏教と関わるか、この点も見逃

せない。そして、仏教が退けられる、その理由や経過も大切である。近代では、明治期の島

地黙雷たちの活動、すなわち、近代的宗教観を利用しながら、仏教を近代日本に位置づける

その方法が、重要なポイントになる。|『宗教学の名著 30』は、とくに、近代西洋で宗教学

はどのように宗教を発見するか、つまり、キリスト教以外の宗教を広く視野に入れながら、

宗教をどう性格付けるかという主題をめぐっている。とくに、現代との関連では、ニヒリズ

ムやモノノーグ的な世界観、つまり、自分の世界観を抱えて他者との対話を欠いた状態が、

宗教の問いとして取り上げられている。|二冊とも、全体の通読が欠かせない。その上で、課

題に向かっていただきたい。 
 

■学習の到達目標 

信仰からは距離を置き、宗教の歴史性や地域性、そして共通性、普遍性を、客観的に探ろう

とする宗教学の性格を把握しておくこと。日本の信仰史での神仏習合の重要性を理解するこ

と。仏教がたえず、たの信仰と関わりを持ち、自分の意義を確かめていく歴史をつかむこと。

宗教学がいつも、その時代を表現し、その問題を克服しようと試みていることを理解するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストが全体として、把握されていること、そしてこれが、リポートや答案から読み取れ

ること。文章が羅列的でなく、論理的で明確であること。 



授業コード BD180 （認定科目名：仏教文化特殊研究） 

授業科目 仏教文化特殊研究 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0BD05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教入門（角川選書 

537） 
末木文美士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

    

 
 

■授業の概要 

本テキストは、日本仏教を思想的に研究してきた著者が、これまでの研究成果・歴史的経緯

を踏まえながら、幾つかのテーマについて、日本仏教の特質を描き出している著作である。

それ故、著者自身が序章で記しているように、近年の研究結果をもとに記された本書の内容

を吟味検討することで、今後の学び・研究の手がかりとなるものと思われる。そもそもどの

研究分野であっても、先行研究が「どういった視角」から「何を明らかにしてきたのか」と

いった点には、自覚的である必要があるだろう。本書を批判的に読み込むことから、今後の

学修の礎を築いて欲しい。 
 

■学習の要点 

本書は全 15 章に亘って、さまざまなテーマから仏教思想の歴史を通覧している。それ故、

自己の研究テーマに関連する箇所を精読することによって、仏教史研究の基礎を学習するこ

とができる。ただ重要なのは、その記述を整理するだけでなく、「批判的」に読み込むこと

である。「批判的」とは決して「否定」を意味するのではなく、その研究上の意義を認めた上

で、どういった点が不足しているのか、今後どういった研究が必要となるのか、等々を考察

することである。そのためには、本書に引用される史料や引用される諸研究を実際に読みな

がら、検討することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 
・近年の日本仏教史研究の成果を把握し、今後の研究の方向性を見定めることができるよう

になる。 

 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解した上で、設題の要点を正しく把握し、 論理的に明快に記

述しているか。|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来て

いるか。  



授業コード HC010 （認定科目名：教育人間学特殊研究１） 

授業科目 教育人間学特殊研究１ 単位 2 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0HC08 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ヤン・パトチカのコメニウ

ス研究 世界を教育の相の

もとに 

ヤン・パトチカ著／相馬伸

一編訳 
九州大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

チェコ 20 世紀の哲学者ヤン・パトチカ（1907-77 年）は、現象学や歴史哲学に大きな足跡

を残したが、近代教育学の祖と称されるチェコ 17 世紀の思想家ヨハネス・コメニウス

（1592-1670 年）の研究でも知られる。彼の研究は東西冷戦時代にあっては社会主義圏で

は評価されなかったが、現在ではその意義が広く認められている。この科目では、パトチカ

の主なコメニウス研究論文の日本語訳をとりあげ、高度に専門的な文献を読解する。 
 

■学習の要点 

指定テキストを精読し、それを自分なりにまとめましょう。分からない言葉や事項は、イン

ターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われていること

に対して何が言えるかを考えましょう。この科目では、「コメニウスの教育の哲学」につい

て精読してください。 
 

■学習の到達目標 
①高度に専門的な文献の読解ができる。|②哲学的・人間学的な教育研究の方法論の基礎を身

につけることができる。|③学習内容を自身の研究に応用する方途について考えること。 

 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード HC020 （認定科目名：教育人間学特殊研究２） 

授業科目 教育人間学特殊研究２ 単位 2 

担当者 矢野 智司 
シラバスグルー

プ 
T0HC10 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

贈与と交換の教育学 ―漱

石、賢治と純粋贈与のレッ

スン 

矢野 智司 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

「教える‐学ぶ」ということでは、教育は交換の一形態のように見える。教育が交換である

なら、教育は「発達」や「社会化」といった概念の下、通常科学で捉えることができるが、

そのような理解は教育の不思議さを隠蔽することになる。しかし、教育の「起源」を考える

とき、教育は違った姿を示すことになる。理論的な起源論を考えるかぎり、教育は「贈与の

一撃」にはじまるというしかない。この一切の見返りを期待しない贈与という事象は、これ

まで教育学で問われることのなかった人間学的事象である。漱石・賢治の作品を手がかりに、

贈与と交換について教育人間学の立場から考察し、同時に贈与と交換から教育人間学につい

て考察する。||| 
 

■学習の要点 

指定テキストを精読し、それを自分なりにまとめましょう。分からない言葉や事項は、イン

ターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われていること

に対して何が言えるかを考えましょう。この科目では、矢野智司『贈与と交換の教育学―漱

石、賢治と純粋贈与のレッスン』について精読してください。 
 

■学習の到達目標 

|①高度に専門的な文献の読解ができる。|②哲学的・人間学的な教育研究の方法論の基礎を

身につけることができる。|③学習内容を自身の研究に応用する方途について考えることがで

きる。 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード HC030 （認定科目名：仏教教育学特殊研究１） 

授業科目 仏教教育学特殊研究１ 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0HC26 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教と教育 竹内明 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

今日のわが国は世俗化が著しいが、これは、近代化を実現しようとする近代社会の世界的傾

向である。宗教はいかなるものであれ世俗を超えた超越の次元をもっているが、世俗化はこ

うした宗教特有の超越の視点を人間から忘れさせることになる。このため近代社会では勢い

自己中心的な在り方へ頽落し、自己を忘却することになり、個々人の軋轢と葛藤が様々な社

会問題を多発させることになる。現代は、その意味で、宗教の意味を問わねばならない時代

になっているのであるが、我々は、幸いにも、自らの存在の根底を見つめ、民族の記憶とも

いうべき内なる伝統文化として世界ブランドの仏教を有している。我々は、そのことを自覚

し、これをいかに今日の教育に活かしていくかを考察する。 
 

■学習の要点 

1.伝統としての仏教の深遠な「空」の哲学を包蔵した世界ブランドの仏教を自らの内なる伝

統文化として有していることを確認し、これと学問的な対話を行う。|2.人間の本質の究明は

仏教の主たる関心とするところであるが、鎌倉仏教において、真実ならざる自己をいかにし

て真実の自己に回帰すべきかについてどのように説かれているかを考察し、鎌倉仏教の教育

的人間観を明らかにする。 
 

■学習の到達目標 
テキストを十分に理解すること。そして仏教教育について独自の視点や深さを持つこと。そ

して仏教教育の視点から人間と世界の諸問題について考え発言できること。 

 

■成績評価の基準 

いかによくテキストを理解し（５０点）、その上に関連文献にどれだけ当たっているか、自

分の考えがどこまで出されているかによって加点される。なお、上記「リポート添削・評価

の基準および留意点」のことはここでも関わる。 



授業コード HC040 （認定科目名：仏教教育学特殊研究２） 

授業科目 仏教教育学特殊研究２ 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0HC28 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教教育選集第 1 巻 慈悲

の教育 
齋藤昭俊 著 国書刊行会  

    

 
 

■授業の概要 

現代は世界のグローバル化・情報化によって様々な文化が交差する時代である。人間は歴史

的文化的な世界の内に生きるものとして自分のアイデンティティをその歴史的文化的な世

界との関係で形成するが、グローバル化や情報化によってそのアイデンティティが異文化に

晒されれている。本授業では、日本人の基層文化の核となってきた仏教が、宗教として日本

人にどのような影響と意味を持っているのか、そして人間形成としての教育にどのように関

わっているのか、さらに日本人の道徳観の形成に歴史的にどのように寄与しているのか、な

どを考える。特に現代は、欧米が自らの行き詰まりを打開するための思想を求めている時代

である。それは、西洋中心の近代教育に対する批判が思想界に出していることを意味するが、

その意味で仏教的伝統を持つ我が国は世界に向って仏教教育の重要性を提案できる位置に

ある。そこで、近代教育の問題を教育学的に考察し、新たな仏教教育的パラダイムを探る。 
 

■学習の要点 

1.仏教の人間形成理念|仏教は「覚の実践哲学」といわれるように人間教育の体系であり、正

しい修行によって自己を正しく保持し、根源的に深い人間、すなわち「仏」を形成すること

を指向する。それを菩薩道と言うが、こうした宗教的人間（宗教人）を教育目標とする仏教

の人間形成理念を考察する。|2.近代教育の問題と仏教思想の教育的意義|現代社会の様々な教

育問題の背景にある近代教育の欠を補填・補完し、しかもそれを超克する契機を有している

仏教思想の教育的意議を究明する。|3.仏教教育と文化的アイデンティティ|仏教伝来以来、仏

教教育は日本人の文化的アイデンティティを形成することに大きな役割を果たしてきたこ

とを考察する。 
 

■学習の到達目標 

テキストを十分に理解することはもちろん、仏教教育についての独自の考察力や構想力、さ

らには思索力を高めること、そして現代の人間と世界の諸問題に対して仏教の視点から教育

学的に考え発言できるようにする。 
 

■成績評価の基準 

テキスト理解と参考文献の精読を通して問題を把握し、自分の考えがどこまで出されている

か、さらには具体性・論理性・表現力が十分であるかどうかで評価する。ただし学問的背景

のない主観的な思いを展開することは認められない。かならず根拠を挙げて展開することが

大事である。 



授業コード HC050 （認定科目名：比較教育学特殊研究１） 

授業科目 比較教育学特殊研究１ 単位 2 

担当者 杉本 均 
シラバスグルー

プ 
T0HC22 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 
原清治・山内乾史・杉本均編 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

現在、日本は国際社会に入ったといわれている。留学生 30 万人計画にも代表されるように、

多くの異文化を持った人々を我々の社会は受け入れている。従来の閉鎖的社会から、より開

放的な社会に移行する場合、学校はどうあるべきか、また教師は子どもたちとどのように接

するべきかが問われる。この科目は、教育において、教師が寛容の心を持ち、子ども一人ひ

とりが持っている価値観を大切にすることが重要であることを認識する。 
 

■学習の要点 

1．比較教育学の目的について理解する。|2．比較教育学の方法論について理解する。|3．外

国の教育を知るためにデータについて理解する。|4．教育のグローバル化について理解する。

|5．外国人の子どもの教育について理解する。 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、 それぞれの内容をまとめる。 

 

■成績評価の基準 テキストに即して出題する。 解答はテキスト学習にもとづいて答えること。 



授業コード HC060 （認定科目名：比較教育学特殊研究２） 

授業科目 比較教育学特殊研究２ 単位 2 

担当者 杉本 均 
シラバスグルー

プ 
T0HC24 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 
原清治・山内乾史・杉本均編 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

日本には様々な教育問題が存在しているが、それらは世界でどのような状況なのか、また日

本の状況は世界においてどのような位置にあるのか。外国の取り組みや改革で、日本の問題

解決・改善の参考になるものはないのか。学校病理や学歴社会の問題、国際化する日本社会

の問題について、国内からは見えにくい性質について、世界的視野から国際的比較を通じて

考察する。 
 

■学習の要点 

1．学校病理の現状と解決への取り組みについて国際的視野で理解する。|2．学歴社会の特徴

について国際的な視野で理解する。|3．日本の教育の国際化の現状と課題について理解する。

|4．欧米諸国の教育制度の特徴とその改革動向について理解する。|5．アジア諸国の教育制

度の特徴とその改革動向について理解する。 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、 それぞれの内容をまとめる。 

 

■成績評価の基準 テキストに即して出題する。 解答はテキスト学習にもとづいて答えること。 



授業コード HC070 （認定科目名：教育制度学特殊研究１） 

授業科目 教育制度学特殊研究１ 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0HC16 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「使い捨てられる若者た

ち」は格差社会の象徴か 
原清治ほか著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

フリーターやニート、ワーキングプアに代表される若年未就労者問題についての分析アプロ

ーチとして、アンケート調査では析出されない現象をとらえるインタビューや参与観察とい

った質的データ分析は、研究手法の重要な位置を占めているといえる。|教育制度学特殊研究

1 では、若年未就労者の実態をとらえるために現状認識に基づいた質的データ分析に求め、

これからの若者の教育と労働の関係について、どのような理論を構築していくべきかについ

て明らかとすることを目的とする。 
 

■学習の要点 

大学院修士課程レベルの科目として、総論的な内容と教育方法についての理解を深めること

を目的とする。さらに、調査分析の方法としての質的データの取り扱いについて理解し、も

って現代社会の問題を仮説・演繹的に導くことができる力を涵養する。 
 

■学習の到達目標 

①学習の進度と理解度を試験で測る。 またその到達度に即して成績評価する。|②問題は、 

テキストに即して出題する。 よって、 解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。|③採

点は、 加点方式を基本とする。 問いに対して、 解答するに必要だと思われるキーワード

を含むこと。|④出題の要点を正しく理解し、 理論的に解答が述べられていること。 論述の

展開とその深度により評価する。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格 （D 評価） とする。 

できるだけテキストの記述に添って客観的に記述すること。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。(１) 内容について

理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。(２) 文の展開が論理的な構成にな

っているかどうか。 



授業コード HC080 （認定科目名：教育制度学特殊研究２） 

授業科目 教育制度学特殊研究２ 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0HC18 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「使い捨てられる若者た

ち」は格差社会の象徴か 
原清治ほか著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

1980 年代から 90 年代にかけて、英国はさまざまな教育改革を断行してきた。代表例として

ナショナル・テストの実施やナショナル・カリキュラムの導入が挙げられる。急進的な教育

改革が進む一方で、16?18 歳の一部に教育、就労、職業訓練のどのカテゴリにも属さない若

者が統計上確認されるようになった。彼らに対して、英国は教育や福祉といった縦割り行政

を超えた包括的支援を行い、就労に移行しやすい環境を提供している。|本科目では、1980

年代からの英国の実態と、「使い捨てられる若者たち」の英国の特徴について明らかにし、

彼らに対する効果的なアプローチの一つであるコネクションズ・サービスについて理解する

ことを目的とする。よって、我が国における教育から労働への円滑な移行を促すためには、

どのような視点が必要になるのかを明らかにしてみたい。 
 

■学習の要点 

英国は 70 年代から高福祉国家の副作用としての高い失業率（英国病）に苦しみ、サッチャ

ーを代表とする新自由主義にもとづく教育改革を断行してきた。本科目で論じる「使い捨て

られる若者たち」は、そうした教育改革によって表面化した排除されがちな若者の現状を示

したものである。なぜ彼らが排出されてしまったのか、彼らの特徴や現状について理解する

こと、他国と異なる英国の「使い捨てられる若者たち」について理解することが望ましい。

|また、英国において特徴的なコネクションズ・サービスの概要や、なぜこのサービスが「使

い捨てられる若者たち」に効果的であるのかについても分析・考察することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 上記のような学習を経て、受験するのが科目 終試験です。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。(１) 内容について

理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。(２) 文の展開が論理的な構成にな

っているかどうか。 



授業コード HC090 （認定科目名：教育方法学特殊研究１） 

授業科目 教育方法学特殊研究１ 単位 2 

担当者 篠原 正典 
シラバスグルー

プ 
T0HC04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩ 教育の方法と技

術 

篠原正典・荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

２０２０年度からの学習指導要領に対応した図書である「教育の方法と技術」も参考にしな

がら、知識基盤社会で求められている資質・能力を育成する教育方法・技術を考える。特に、

教える重要性と主体的な学習を支援する学習を実践するなかで、学力の３要素を育成する実

践的な教育を考える。 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章） 
 

■学習の到達目標 
知識基盤社会で求められている資質・能力を育成する教育方法・技術を考えられるようにな

る。特に、主体的な学習を支援する効果的な協調学習を実践できるようになる。 

 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード HC100 （認定科目名：教育方法学特殊研究２） 

授業科目 教育方法学特殊研究２ 単位 2 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0HC06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人間科学研究法ハンドブッ

ク〔第 2 版〕 

高橋順一、大淵憲一、渡辺文

夫著 
ナカニシヤ出版  

    

 
 

■授業の概要 

修論を書くにあたって科学的な研究を実践することになる。研究とは課題発見解決手法であ

り、その進め方を十分に理解しておくことが必要となる。本授業ではテキストを基に、研究

の進め方の要点を押さえると共に、データ収集法の特徴、および分析の基本など、人間科学

領域における研究の進め方を学ぶ。 
 

■学習の要点 

研究とは何かという基本的なことを理解する。この中で課題発見解決学習のプロセスや、研

究の進め方を学ぶ。|研究のタイプには文献調査を基に行う研究や、人間を太陽として調査研

究を行う実践的な研究がある。これらの研究のタイプ、それらの研究の中で実施するデータ

の収集法の種類と特徴を学び、自身の研究に即した収集法を検討する。人間科学を対象とし

た研究の中では、文献調査法、内容分析法、観察法、調査的面接法、質問紙調査法、実験法

など多くの研究方法があるが、それらの特徴、および結果の分析方法等を学ぶ。 後に研究

論文の書き方を学ぶ。 
 

■学習の到達目標 
人間科学領域における研究の進め方を習得し、自身に適合したデータ収集や分析法を考え、

修論研究に応用できるようになる。 

 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード HC310 （認定科目名：教育史特殊研究） 

授業科目 教育史特殊研究 単位 2 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0HC12 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

コメニウスの旅 相馬伸一著 九州大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

チェコ 17 世紀の思想家ヨハネス・コメニウス（1592-1670 年）は、「近代教育学の祖」あ

るいは「諸国民の教師」と称されている。しかし、そうした評価は一朝一夕に出来上がった

ものではない。私たちが暗黙の裡に受け入れている言説は、教育に限らず、歴史的に生成さ

れたものである。コメニウスは、言説が歴史的な構成物であることを洞察していた。現代歴

史学の用語でいえば、コメニウスにはメタヒストリー的な視点があった。この科目では、コ

メニウスをめぐる言説の歴史をとおして、教育を思想史的に考察することの意義を深く考え

てほしい。  
 

■学習の要点 

指定テキストを精読し、それを自分なりにまとめましょう。分からない言葉や事項は、イン

ターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われていること

に対して何が言えるかを考えましょう。この科目では、「20 世紀におけるコメニウスの評価

の特質」・「思想史研究の方法と課題」について該当の章を精読してください。 
 

■学習の到達目標 
①高度に専門的な文献の読解ができる。|②思想史的な教育研究の方法論の基礎を身につける

ことができる。|③学習内容を自身の研究に応用する方途について考えることができる。 

 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード HC320 （認定科目名：教育心理学特殊研究） 

授業科目 教育心理学特殊研究 単位 2 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0HC14 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

授業を変える：認知心理学

のさらなる挑戦 
米国学術研究推進会議 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

この半世紀にわたる認知心理学の発展により、人間の情報処理の特質について多くの事項が

明らかになってきた。テキストではその発展がもたらした学習観の転換にそって、学習に関

する心理学の成果をていねいに整理して紹介している。ここでは、知識や概念がいかにして

身についていくのか、そうした「学び」が促進される環境はいかにあるべきなのか等につい

て学ぶ。| 心理学の考え方というのは、われわれが日常感覚的になんとなくイメージしてい

る内容に「理屈をつけて説明する」ような側面がある。しかし、漠然と何となくわかってい

るというのと一定の学術的見地から整理して考えるというのでは、新しい場面や状況の変化

への対応に差がでてくるであろう。学ぶという心の働きについての基礎的な考え方を修得す

ることにより、教育実践経験を整理したり新しい実践の在り方を探求したりする契機をつか

んでもらいたい。 
 

■学習の要点 

① 熟達者の問題解決過程の研究がもたらした、知識や概念がいかにして身についていくの

かについての成果を整理する。また、学習によって身についた知識や概念が新しい場面や文

脈に生かされていく、つまり学習転移の条件とその限界について見解をまとめる。これら２

つの事項について何らかの教育実践の場にそって考察を展開する。|② 「学び」が促進され

る環境はいかにあるべきなのかについて、「学習者中心」「知識中心」「評価中心」「共同体中

心」 の４つの視点からテキストで指摘されている事項を整理する。そして、それら視点を

踏まえて具体的な教育実践の在り方に検討を加える。 
 

■学習の到達目標 

(1)  学習科学の分析的な考え方について、専門的な用語・事項の文字面の理解にとどまら

ず、具体的な学習状況を想定して具体的に考察する。|(2) 学習科学が提示している考え方

が、学習者の主体性を重視する新しい学習方法とそれを支援する教師の役割について深い示

唆を与えていることに気づき、その内容を自分なりの経験を踏まえて咀嚼する。 
 

■成績評価の基準 

【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論述

と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習を

丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怠

らないように。 



授業コード HC330 （認定科目名：障害児心理学特殊研究） 

授業科目 障害児心理学特殊研究 単位 2 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0HC20 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育を学ぶ人へ 菅原伸康ほか編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、主に、知的障害、自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、学習障害、運動

障害、中途障害を対象として、各々、定義、診断、病因、特徴等の理解とその支援方法につ

いて学ぶ。加えて、障害の概念、定義、障害臨床について理解を深め、障害児の生理学的知

識、障害児の親の心理と支援、特別支援教育等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、テキストをよく読み、障害児・者に関する新たな情報を他

の文献講読や実体験等を通じて、実際的・社会的な視野から認識を広げ、本科目に取り組む

ようにしてほしい。|１．知的障害の定義と分類、原因、特徴について理解し、あわせて支援

方法について考えておくこと。|２．ASD の定義と分類、原因、特徴について理解し、あわせ

て知的レベルの分類の視点から自閉症を分類し、それらの支援方法について考えておくこ

と。|３．ADHD の定義と分類、原因、特徴について理解し、あわせて多動性障害児にかかわ

る際の注意点について考えておくこと。|４．LD の定義と分類、原因、特徴について理解し、

あわせて学習障害児にかかわる際の注意点について考えておくこと。|５．運動障害の定義と

分類、原因、特徴について理解し、その中で特に脳性まひの特徴や支援方法について考えて

おくこと。|６．障害児の親・家族の心理と支援について理解し、あわせて親の障害受容の問

題を社会受容の視点からとらえて考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の問題内容について問題意図から外れないように、もれなく網羅して記述する

こと。特に問題を無視して自分の体験談を述べることで解答することは望ましくないので気

をつけること。テキストで学んだ内容を記述すること。また、自分自身の意見も記述するこ

とが望ましい。課題通りに、例えば、定義、分類、原因、支援方法、各々について配点して

いるので片寄らずに解答すること。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いる 



授業コード HC340 （認定科目名：児童教育特殊研究） 

授業科目 児童教育特殊研究 単位 2 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0HC30 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

男女共同参画意識の芽生え 

保育者から子どもへの再生

産 

佐藤和順著 ふくろう出版  

    

 
 

■授業の概要 

男女共同参画社会構築に関わるジェンダー概念の理解とこれまでの教育・保育とジェンダー

に係る先行研究の整理を行う。その上で，男女共同参画社会構築のための保育のあり方を検

討する。 
 

■学習の要点 

本科目では、男女共同参画社会構築のための保育の理解及び構築を目指す。|具体的には、以

下の事項である。|・ジェンダー・パースペクティブと教育研究の接点|・幼児期におけるジェ

ンダー形成と子ども文化|・保育者のワーク・ライフ・バランス|・教育達成のジェンダー構造

|・良妻賢母思想と公教育体制|・母性神話と 3 歳児神話|・男女共同参画と保育再考 
 

■学習の到達目標 

本科目の試験は、試験場で時間を限定して行なわれ知識量が問われる暗記式の試験ではな

い。テキストを基に第 1 設題、第 2 設題に解答する過程で得た知識等を基盤に論述するこ

と。 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。 



授業コード HC350 （認定科目名：成人教育特殊研究） 

授業科目 成人教育特殊研究 単位 2 

担当者 内山 淳子 
シラバスグルー

プ 
T0HC02 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

成長と変容の生涯学習 西岡正子 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教育・学習というと子どもの学校教育に狭く捉えがちであったが、今日では、急激な社会変

化や価値の変化にともない、様々な機会と多様な学習方法で、成人が自主的に学習活動を行

うことが求められ、それを支える社会のあり方が課題になっている。この科目では、成人教

育・成人学習について基本理念、その歴史的経緯と現代的意義、行政施策の経緯などを踏ま

えつつ、成人教育・成人学習の現状と課題、今後の展望を捉える。 
 

■学習の要点 
・生涯学習に関する基本的な理念や意義を理解する。|・成人教育・成人学習の国際的な動向

を整理しておく。|・成人学習者の特性と多様な学習方法、その支援について理解する。 

 

■学習の到達目標 

・この科目では、生涯学習、成人教育・成人学習の基本理論と主要概念、意義や可能性につ

いて、歴史的・社会的文脈に即して論じられることを到達目標とする。|・リポート作成およ

び答案作成に当たっては、根拠を明確にする必要がある。 
 

■成績評価の基準 
生涯学習の理念を踏まえて、現代の成人教育・成人学習について具体的に考察されているこ

と。 



授業コード HD010 （認定科目名：臨床心理学特論１） 

授業科目 臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 
シラバスグルー

プ 
T0HD15 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床心理学特論 小川俊樹、倉光修 著 放送大学教育振興会  

    

 
 

■授業の概要 
「臨床心理学」に特化される専門性とは何かについて、基本的学習を行う。その歴史的展望

を通して、臨床心理士の４つ基本的業務を学習する。  

 

■学習の要点 
臨床心理学の成立してきた歴史ををたどり、西洋および日本における現状を知ること。|臨床

心理士の基本的な業務内容について、心理臨床の実践専門家としての理解を深める。 | 

 

■学習の到達目標 
解答は 低限テキスト学習の範囲内で記述すればよいが、自身の臨床実践の経験からの論述

が含まれていることが望ましい。 

 

■成績評価の基準 

１ 論文としての形式が整っているかという視点。引用・参考文献の記入の仕方。文献欄の

記入方法など。|２ 文献に基づく論理的文章で記述されているかという視点。|３ 自身の

実践的な経験に基づく論述がされているかという視点。|４ 全体的に説得力のある論文に仕

上がっているかという視点。 



授業コード HD020 （認定科目名：臨床心理学特論２） 

授業科目 臨床心理学特論２ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 
シラバスグルー

プ 
T0HD11 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理援助の専門職になるた

めに ―臨床心理士・カウ

ンセラー・PSW を目指す人

の基本テキスト― 

マリアン・コーリィ、ジェラ

ルド・コーリィ著 
金剛出版  

    

 
 

■授業の概要 

臨床心理に関する援助専門職として、自分自身の課題にどのように取り組んでいくのか、自

らの特性を知り、それを効果的な援助にいかに活かしていくかについて理解を深める。|援助

課程の各段階を概観し、それぞれにおける課題と必要な知識を学ぶとともに、援助専門職と

しての在り方や身に付けるべき事柄について学ぶ。 
 

■学習の要点 

臨床心理学の基礎知識を学ぶだけでなく、自らの特性にも目を向けつつ、いかに援助活動に

生かしていったらよいのか、援助活動の実践において出会う様々な困難にどのように対応し

ていったらよいのかなど、他者を援助する際の自らの課題に重点を置きながら学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

１ 初心の臨床心理の援助専門職が直面する諸問題と対応を理解している。|２ 援助過程を

構成する諸段階を理解している。|３ 自らの価値観が援助関係にどのような影響を及ぼすの

かを理解している。 
 

■成績評価の基準 
テキストを正しく理解していること：50%、 |自身の考えを明確かつ論理的に展開している

こと：50% 



授業コード HD030 （認定科目名：臨床心理面接特論１） 

授業科目 臨床心理面接特論１ 単位 2 

担当者 牧 剛史 
シラバスグルー

プ 
T0HD12 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新訂 方法としての面接 

臨床家のために 
土居健郎著 医学書院  

    

 
 

■授業の概要 

臨床心理面接について、何を目的として、どのようなことに留意して行うのか、また臨床心

理学的対人援助の専門性はどのようなところにあるのか、臨床心理学に固有の人間へのまな

ざしについて学修することを目的とする。 
 

■学習の要点 

学習の要点は以下の通り。|・「臨床心理面接」とは何か、その専門性について考えること|・

「臨床心理面接」のねらいについて理解すること|・「聴く」ことのもつ意味について学ぶこ

と|・ 初の面接で留意すべきことについて理解すること|・「見立て」について考えること 
 

■学習の到達目標 

対人援助としての臨床心理面接のねらいと専門性について端的に記述することができるこ

とが目標となる。また、 初の面接で目指すべきことがら、心理臨床家の見立てを行う際の

姿勢について記述できることが目標となる。現象の一面的な記述に留まらず、現象の多義性、

多面性を理解した記述がなされていることが、成績評価に反映される。 
 

■成績評価の基準 テキストを正しく理解している：50％、自身の意見を明確かつ論理的に展開している：50％ 



授業コード HD040 （認定科目名：臨床心理面接特論２） 

授業科目 臨床心理面接特論２ 単位 2 

担当者 鈴木 康広 
シラバスグルー

プ 
T0HD06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

カウンセリングの実際問題 河合隼雄著 誠信書房  

    

 
 

■授業の概要 

臨床心理士と来談者が互いに向き合う「面接」は、心理臨床実践の中核と言える。その特質

を知識として理解するだけでなく、実践的な理解へとつなげるために、テキストの事例を中

心に据えて、実際の面接において生じる問題を具体的に検討し、臨床心理面接の本質につい

て理解を深めることを目的とする。 
 

■学習の要点 

テキストは、初心者が疑問に感じることや困難に感じることを取り上げ、著者が質問に答え

る形で、臨床心理面接のエッセンスを読者に伝える内容になっている。そこで、自分自身も

同じような疑問を持ったことはないか立ち止まって考え、テキストの内容を読み込むこと。

事例では、自分の身を、セラピスト側、クライエント側のそれぞれに置いて考えてみること。

「臨床心理面接特論１」の学習内容を振り返りながら学習をすすめ、臨床心理面接の本質に

ついて理解を深めること。 
 

■学習の到達目標 

臨床心理面接の実際問題について検討することにより、人と人との相互プロセスである面接

の本質をより深く理解することを目標とする。そのためには自身の考えを柔軟にすること

や、人の心を理解する理論や知識を学習することが大切であり、そうした点が成績評価に反

映される。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、論理的に論じられていること。論述の展開と、その深度により

評価する。 



授業コード HD210 （認定科目名：心理学研究法特論） 

授業科目 心理学研究法特論 単位 2 

担当者 箕浦 有希久 
シラバスグルー

プ 
T0HD09 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理学研究法 科学の本質

から考える 
森正義彦 篠原弘章共著 培風館  

    

 
 

■授業の概要 臨床心理学を学ぶための基礎としての心理学の研究法について学習する。 

 

■学習の要点 

心理学科を卒業された方には容易であると思われるが、初めて臨床心理学を学ばれる方に

は、特に心理学の研究法について学習することが必要である。心理学の研究法は観察、調査、

実験が主であるが、心理臨床の場合は特にクライエントを対象にするようなことがあるの

で、倫理面も合わせて学習することになる。 
 

■学習の到達目標 心理学研究法の概略を理解し、研究を行う際に適切な研究手法を選択できる。 

 

■成績評価の基準 
研究を行う際に、適切な研究手法を選択できるかどうか、科目 終試験の記述をもとに判定

する。自分で考えたものかどうかで評価が異なるので、十分に答案作成には注意すること。 



授業コード HD220 （認定科目名：臨床心理学研究法特論） 

授業科目 臨床心理学研究法特論 単位 2 

担当者 牧 剛史 
シラバスグルー

プ 
T0HD13 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理学研究法入門 ―調

査・実験から実践まで 

南風原朝和・市川伸一・下山

晴彦編 
東京大学出版会  

初心者のための臨床心理学

研究実践マニュアル〔第 2

版〕 

津川律子・遠藤裕乃著 金剛出版 9.78477E+12 

 
 

■授業の概要 
臨床心理学における研究について概観し、臨床心理学における研究の特徴を多角的な視点で

考察できるようになることを目指す。 

 

■学習の要点 
この科目における学習の要点は以下の通りである。|1.臨床心理学における多様な研究法を知

る。|2.臨床心理学における研究の意義と課題について考察する。 

 

■学習の到達目標 
①テキストを読み込み、深く理解すること。その理解度に関しては 50 点を上限として評価

する。|②自分自身の考えを論理的に構成しているかどうかを、50 点を上限として評価する。 

 

■成績評価の基準 テキストを正しく理解している：50%、自身の意見を明確かつ論理的に展開している：50% 



授業コード HD310 （認定科目名：生涯発達心理学特論１） 

授業科目 生涯発達心理学特論１ 単位 2 

担当者 石岡 千寛 
シラバスグルー

プ 
T0HD03 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯人間発達論：人間への

深い理解と愛情を育むため

に〔第 3 版〕 

服部祥子著 医学書院  

発達心理学：周りの世界と

かかわりながら人はいかに

育つか〔第 2 版〕 

藤村宣之編著 ミネルヴァ書房 9.78462E+12 

 
 

■授業の概要 
生涯発達心理学の視点をふまえ、各ライフステージの発達の課題とその危機について考え

る。この科目では、特に乳児期、幼児期、学童（児童）期、青年期の発達を考えていく。 

 

■学習の要点 
エリクソンのライフサイクル理論を含め、生涯発達心理学の基礎知識を学習し、理解する。

この科目では、特に乳児期、幼児期、学童（児童）期、青年期の発達を考えていく。 

 

■学習の到達目標 

ヒトの成熟過程である乳幼児期から青年期までの各時期における心身の発達を理解するこ

と、またその理解の上で、 その時期の特徴的な発達の課題を達成できなかった場合（危機）

についての問題を、考察できることを目標とする。 
 

■成績評価の基準 

学習目標を到達できているかどうかで評価する。|具体的には、| ①乳幼児期から青年期ま

での各時期における発達の課題を理解しているか。| ②その時期の特徴的な発達の課題を達

成できなかった場合（危機）についての問題を、考察できているか。 



授業コード HD320 （認定科目名：生涯発達心理学特論２） 

授業科目 生涯発達心理学特論２ 単位 2 

担当者 中道 泰子 
シラバスグルー

プ 
T0HD10 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

母性の喪失と再生 東山弘子著  創元社  

    

 
 

■授業の概要 

人は生まれてから死に至るまでどのように発達するのか。それぞれのライフステージにおけ

る発達課題を理解した上で、人生の転回点となる「中年期」に焦点をあて、創造的生き方へ

の変容過程についての思索を深める。 
 

■学習の要点 心理臨床の視座をふまえて、「個人」の危機と再生のプロセスの理解につとめること。 

 

■学習の到達目標 老いることの意味を多面的に理解することを通して、生涯発達への理解を深める。 

 

■成績評価の基準 

・向老期にみられる様々な変化が、アイデンティティ確立に及ぼす影響と対応についての論

述を評価する。|・臨床心理学的視点からの多面的な理解がなされているか、自分の考えを深

められているかを評価する。  



授業コード HD330 （認定科目名：認知心理学特論） 

授業科目 認知心理学特論 単位 2 

担当者 免田 賢 
シラバスグルー

プ 
T0HD17 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

認知行動療法の科学と実践 David M.Clark ほか編 星和書店  

    

 
 

■授業の概要 

近年、興隆している「認知療法」の技法について、解説し、その理論的基盤を学ぶことに重

点をおきたい。単なる臨床技術だけでなく、その背景理論を知らなければ、応用することは

難しい。また、「行動療法」が理解できなければ、「認知行動療法」も理解できない。また、

本当に「認知行動療法」というものが存在するのかどうかも検討する。ほぼ中身は「認知療

法」であることも学んでほしい。近年の動向はむしろ、「認知」ということから離れている

ことも考察する。 
 

■学習の要点 

「力動的心理療法」との違いを理解し、科学的実証的な（evidence-baced）視点での心理療

法の理解を深めることが前提である。行動療法、認知行動療法のテクニカルタームの意味を

理解すること。また、余裕があれば、「学習心理学」の本で、学習理論の基本を学んでおくこ

とが大切である。 
 

■学習の到達目標 
十分、テキストや参考書を読み、質問ができるぐらいに学習を深めておくこと。答案は、当

然であるが、解答者の独自の私見も加わっていること。 

 

■成績評価の基準 
設定課題の適切性、論拠や引用文献の充実度、そして論理展開の明瞭さを成績評価の対象と

する。さらに、自分自身の意見のオリジナリティがあれば、高く評価する。 



授業コード HD410 （認定科目名：犯罪心理学特論１/犯罪心理学特論） 

授業科目 犯罪心理学特論１ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 
シラバスグルー

プ 
T0HD04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

犯罪・非行の心理学（有斐閣

ブックス） 
藤岡 淳子編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

司法・犯罪の分野においても多くの心理臨床家が非行少年や成人犯罪者と向き合い、彼らの

更生に向けた地道な働きかけを行っている。この科目では、犯罪・非行の基礎理論とともに

パーソナリティ要因、発達障害、家族関係、学校・職場・地域などが犯罪・非行の生起とど

のように関連しているかを学ぶとともに、犯罪者・非行少年の処遇システムの実際やアセス

メントや治療教育の現状について学ぶことを主眼としている。 | 本テキストの前半部分で

は、犯罪・非行理論などこれまでの実証的研究によって明らかにされてきた多くの知見を学

び、後半部分では、犯罪・非行分野における心理的援助の実際などについて学ぶ。  
 

■学習の要点 

この科目における学習の要点は以下のとおりである。 |１ 犯罪・非行に関する理論を学ぶ

とともに、犯罪者・非行少年に対してどのような処遇が行われているかを理解する。|２ 犯

罪・非行領域において臨床心理学の知見がどのように応用され活かされているかを学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 

①犯罪者・非行少年の処遇システムの流れ及び関係機関の役割とその機能を的確に説明でき

る。|②犯罪・非行の各種理論を歴史的背景も踏まえて説明できる。|③犯罪・非行領域におい

て臨床心理学的知見がどのように活用されているかを説明できる。 
 

■成績評価の基準 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 



授業コード HD420 （認定科目名：犯罪心理学特論２） 

授業科目 犯罪心理学特論２ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 
シラバスグルー

プ 
T0HD05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

矯正心理学〔全訂版〕（研修

教材） 
法務省矯正研修所 編 公益財団法人矯正協会  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、犯罪者や非行少年を収容し更生のために様々な処遇が実践されている矯正施

設において職員研修用に用いられている教材をもとに、臨床心理学がどのように活用され効

果を上げているかを学ぶことを主眼としている。|本テキストは、理論的・基礎的な学習であ

る前半部分「Ⅰ見立ての理論と技術」と犯罪者に対する心理療法に関する学習である後半部

分「Ⅱ関わりの理論と技術」に大きく分かれる。テキストの前半部分の第１章「見立ての枠

組み」では矯正施設で活用されている心理テスト等について学び、第２章「精神障害」では

発達障害等も含めた様々な精神障害だけでなく、拘禁の心理についても学ぶ。第３章「犯罪・

非行のメカニズム」では、「犯罪心理学特論１」のテキストと内容が重複する部分も多いが

復習として学んでほしい。第４章「犯罪・非行に関わる被害体験では虐待等の影響について

学び、第５章?第７章ではアディクション、自傷、自殺について学ぶ。|テキストの後半部分

の第１章「矯正施設における心理学の活用」では様々な心理療法がどのように活用されてい

るかを学び、第２章「より効果的な関わりのために」ではリスク・ニーズアセスメントやレ

ジリエンス等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

犯罪心理の現場では、どのように犯罪性・非行性と関連する問題を心理学的に理解しようと

しているのか、その問題を解決するためにどのように心理学を活用した処遇技法を用いてい

るのかなどについて、このテキストで学習していただきたいと思う。|矯正心理学は、臨床心

理学の応用領域の一分野である。テキストの内容も他の臨床心理学のテキストと一部は重複

するところがあるが、あくまで重点は犯罪者や非行少年に臨床心理学の知見・技法をいかに

適用すれば効果を上げることができるかにある。|テキストの記載内容は簡潔で分かりやす

い。臨床心理学の基礎的知識や犯罪の諸理論の部分については復習を兼ねた学習としてほし

い。|矯正施設には、犯罪傾向が進んだ対象者が多く収容されており、彼らの背景にある諸問

題やそれに対する効果的な臨床心理学的な働きかけについて学ぶことは、学校や病院などに

おいて臨床心理士が出会う反社会的傾向のある対象者に対する働きかけの在り方について

多くのヒントを与えてくれるはずである。 
 

■学習の到達目標 

①アディクション、自傷、自殺の背景にある心理的問題および臨床心理的な援助方策につい

て説明することができる。|②拘禁の心理的影響について説明することができる。|③一般の

心理臨床と矯正施設における心理臨床との違いについて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 



授業コード HD430 （認定科目名：家族臨床心理学特論１） 

授業科目 家族臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 荒井 真太郎 
シラバスグルー

プ 
T0HD01 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

家族関係を考える（講談社

現代新書 590) 
河合隼雄 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

個人のパーソナリティの発達に関して、家族がどのような機能を果たすかということについ

て考える。現代の日本では、一般的に、個人の発達過程は、誕生して乳幼児として家族の中

で母性的な養育を受けた後、児童、思春期、青年期に至り、生まれ育った家族を離れて自立

してゆくという道筋をたどる場合が多い。家族を離れて自立した後、結婚や出産により、親

となって新たに家族を形成することにもなる。家族集団との関わりの中で個人は心理的に成

長するため、それらの関係性を理解することを科目の主たる目的とする。また、地域社会に

おける子育て支援、また教育現場で起きる問題の家族背景への着目、という点から、実際的

な家族支援のアプローチを学ぶ。 
 

■学習の要点 

カウンセリングや心理療法において、クライエントの問題、背景となる環境的要因、パーソ

ナリティを考える上で、過去から将来にわたるクライエントの家族のあり方、家族との関係

を理解することが非常に重要である。家族の問題は、心理学のみならず、社会学、社会福祉

学、法学、民俗学、教育学など様々な領域において取り上げられており、学際的な分野であ

る。当科目においては、心理的援助を求めているクライエント理解に資するための家族集団

について学ぶこと、また、子育て支援や教育現場という地域社会における実際上の援助的ア

プローチについて学ぶことがポイントである。 
 

■学習の到達目標 
心理発達上の問題を家族心理学の理論に基づいて論述することができること。実際的な支援

のアプローチをイメージしながら論述できること。 

 

■成績評価の基準 

・テキスト以外の文献にもあたって、青年期における家族からの自立、家族のライフサイク

ルに関する一般的な理論、親への支援についての理論について考察していること。|・一般論

だけではなく、具体的な支援や課題に取り組んだ経験を例に挙げて考察していること。 



授業コード HD440 （認定科目名：家族臨床心理学特論２） 

授業科目 家族臨床心理学特論２ 単位 2 

担当者 荒井 真太郎 
シラバスグルー

プ 
T0HD02 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

家族関係を考える（講談社

現代新書 590) 
河合隼雄 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

子どもの心理的問題を抱えた親や家族を対象とした心理療法は、クライエント本人の心理的

問題に取り組む心理療法とは異なる性質を持っている。親や家族にとっては、子どもの問題

はあくまでも、「子どもの問題」であって、「親や家族の問題」として捉えていない場合が多

い。子どもの問題を親や家族の問題として捉えることは、カウンセラーにとっては必要な視

点であるが、親や家族にとっては受け入れづらい可能性がある。その点を踏まえて、親や家

族を心理的にサポートするとはいかなる営みであるのかということを考える。また、個人を

対象とする心理療法と、家族などの集団を対象とする援助的関わりを比較して、双方のアプ

ローチの異同について考える。 
 

■学習の要点 

親や家族を対象とした心理療法・カウンセリングの重要性とともに、その性質、困難さにつ

いて、受講生自身で考察することが必要である。その際、クライエント本人の問題に取り組

む場合の心理療法についての理解も必要になるので、一般的な心理療法に関する理論もよく

学習すること。また、家族療法の基礎的理論となるシステム論的な観点を取り入れて、複雑

な人間関係が展開する中での援助的関わりについて学ぶこと。 
 

■学習の到達目標 
親や家族を対象とした心理的援助のアプローチについて、明確に論じることができる。家族

援助についての自分自身の経験や考えを踏まえて記述できる。 

 

■成績評価の基準 
個人療法と家族療法のそれぞれについて理論を踏まえて考察していること。|親に対する心理

療法の実際と要諦について、自分なりの考えを述べていること。 



授業コード HD510 （認定科目名：精神医学特論１/精神医学特論） 

授業科目 精神医学特論１ 単位 2 

担当者 鈴木 康広 
シラバスグルー

プ 
T0HD07 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

看護のための精神医学[第 2

版] 
中井久夫ほか著 医学書院  

    

 
 

■授業の概要 公認心理師に求められる２２「精神疾患とその治療」に関する３項目をマスターする。 

 

■学習の要点 １）精神疾患総論|２）向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化|３）医療機関との連携 

 

■学習の到達目標 医療領域などで必須な精神医学的基礎知識を獲得すること。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、論理的に論じられていること。論述の展開と、その深度により

評価する。 



授業コード HD520 （認定科目名：精神医学特論２） 

授業科目 精神医学特論２ 単位 2 

担当者 鈴木 康広 
シラバスグルー

プ 
T0HD08 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

看護のための精神医学[第 2

版] 
中井久夫ほか著 医学書院  

    

 
 

■授業の概要 臨床心理士にとって必要な精神医学的知識を学ぶ。 

 

■学習の要点 臨床現場で求められる実践的知識を自分なりにまとめてみること。 

 

■学習の到達目標 
多職種連携の現場で、臨床心理士のアイデンティティとは何かを考える。チームの一員とし

て、臨床心理士のできることとできないことを考察する。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、論理的に論じられていること。論述の展開と、その深度により

評価する。 



授業コード HD530 （認定科目名：障害心理学特論） 

授業科目 障害心理学特論 単位 2 

担当者 免田 賢 
シラバスグルー

プ 
T0HD18 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自閉症スペクトラム障害の

子どもの親となったあなた

へ 子育ての手引き 

リン・アダムズ著／川合紀

宗訳／若松昭彦訳 
北大路書房  

発達障害の「本当の理解」と

は 
市川宏伸編著 金子書房 9.78476E+12 

 
 

■授業の概要 
発達障害、特に自閉症スペクトラム障害を中心に、注意欠如多動性障害、学習障害（限局性

学習症）への行動・心理支援を学ぶ。 

 

■学習の要点 

近年、特別支援教育の視点より、障害をもつ人、障害をもっていることが明らかでない人を

含めて、個別の具体的支援が求められている。様々な人間観や、発達観に立つにしても、日々

接する発達障害をもつ人々に具体的な心理面の援助や、行動的支援をおこない、陥りがちな

困難への環境の工夫が必要である。|そのためにも、発達に障害のある人の基本的認知特性や

社会性、コミュニケーションの困難、心理特性を踏まえた上で、それらの人々が生きる中心

的な環境で、生活を豊かにする視点が重要ではないだろうか。厳密には我々自身が、発達的

能力的アンバランスとギャップをもっており、そこから発想されるスキル獲得の視点は、心

理面のみならずその人の社会的あり方を大きく変化させうる。|多専門領域の中で、臨床心理

学的専門技術をどう発揮していくか、学習を行ってほしい。 
 

■学習の到達目標 
自閉症スペクトラムという考え方を軸に、行動療法、TEACCH プログラム、をはじめとする

様々な援助技術を学習する。 

 

■成績評価の基準 

設定課題やテーマの適切性や、着眼点、をまず評価する。次に、引用文献の豊富さや根拠文

献とその主張の明確さを評価する。|なお、論旨の一貫性と、主張の根拠やロジックを重視す

る。なお、オリジナルな体験や意見がどれだけ述べられているか、臨床的な着眼点を持って

いるかも評価する。 



授業コード HD610 （認定科目名：学校臨床心理学特論１） 

授業科目 学校臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 牧 剛史 
シラバスグルー

プ 
T0HD14 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校臨床心理学（臨床心理

学全書 12） 
倉光修編 誠信書房  

    

 
 

■授業の概要 

心理臨床実践の現場は、学校教育現場、医療現場など多様であるが、その中の「学校現場で

の心理臨床活動」に焦点を当てるのが学校臨床心理学である。この科目では、学校臨床心理

学の概念、業務の内容や歴史、倫理などの基本的知識を修得し、スクールカウンセリングに

ついての理解を深めることを目指す。 
 

■学習の要点 

学校臨床心理学を学ぶためには、以下の要点をおさえる必要がある。|1.学校教育の歴史を知

る|2.学校臨床の歴史を知る|3.「教育の視座」と「臨床の視座」の共通点および相違点を考察

する|4.スクールカウンセラーの仕事について知る|5.今後の学校臨床のあり方について考察

する 
 

■学習の到達目標 
「リポート学習の留意点」にあることについてテキスト、文献講読を通して思索を深めるこ

とが大切である。このことがどこまで理解され、達成されているかが成績評価に反映される。 

 

■成績評価の基準 テキストを正しく理解している：50％、自身の意見を明確かつ論理的に展開している：50％ 



授業コード HD630 （認定科目名：投映法特論） 

授業科目 投映法特論 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 
シラバスグルー

プ 
T0HD16 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床場面における描画法 松瀬 喜治 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

投映法の中で代表的なロールシャッハ法（臨床心理査定演習４）の習得を基本にして、描画

法を中心とした投映法の実践的活用能力の醸成が当科目の主要な目標である。|テキストの事

例を通して、投映法と心理療法の関連性を受講者の経験・個性を生かしながら習得し、自身

の心理臨床的なアイデンティティの形成を促進することも目指したい。 
 

■学習の要点 

臨床場面における描画法に関して、事例を通して実践的な学習を深める。|①心理検査と心理

療法における投映（投影）の概念を明確化する。|②投映法の中で、心理臨床の実践に適応し

やすいイメージ技法（とくに描画法）に関する有用性の習得を目指す。|③自身の心理臨床実

践者のスタイル・オリエンテーションを確認・自覚する機会とする。 
 

■学習の到達目標 

解答は 低限テキスト学習の範囲内で記述すればよいが、自身の臨床実践の経験からの論述

が含まれていること、そして、心理療法と心理検査(投映法）との関連性についても触れるこ

とが望ましい。 
 

■成績評価の基準 

１ 論文としての形式が整っているかという視点。引用・参考文献の記入の仕方。文献欄の

記入方法など。|２ 文献に基づく論理的文章で記述されているかという視点。|３ 自身の

実践的な経験に基づく論述がされているかという視点。|４ 全体的に説得力のある論文に仕

上がっているかという視点。 



授業コード HE010 （認定科目名：臨床心理学特論１） 

授業科目 臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 
シラバスグルー

プ 
T0HD15 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床心理学特論 小川俊樹、倉光修 著 放送大学教育振興会  

    

 
 

■授業の概要 
「臨床心理学」に特化される専門性とは何かについて、基本的学習を行う。その歴史的展望

を通して、臨床心理士の４つ基本的業務を学習する。  

 

■学習の要点 
臨床心理学の成立してきた歴史ををたどり、西洋および日本における現状を知ること。|臨床

心理士の基本的な業務内容について、心理臨床の実践専門家としての理解を深める。 | 

 

■学習の到達目標 
解答は 低限テキスト学習の範囲内で記述すればよいが、自身の臨床実践の経験からの論述

が含まれていることが望ましい。 

 

■成績評価の基準 

１ 論文としての形式が整っているかという視点。引用・参考文献の記入の仕方。文献欄の

記入方法など。|２ 文献に基づく論理的文章で記述されているかという視点。|３ 自身の

実践的な経験に基づく論述がされているかという視点。|４ 全体的に説得力のある論文に仕

上がっているかという視点。 



授業コード HE020 （認定科目名：臨床心理学特論２） 

授業科目 臨床心理学特論２ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 
シラバスグルー

プ 
T0HD11 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理援助の専門職になるた

めに ―臨床心理士・カウ

ンセラー・PSW を目指す人

の基本テキスト― 

マリアン・コーリィ、ジェラ

ルド・コーリィ著 
金剛出版  

    

 
 

■授業の概要 

臨床心理に関する援助専門職として、自分自身の課題にどのように取り組んでいくのか、自

らの特性を知り、それを効果的な援助にいかに活かしていくかについて理解を深める。|援助

課程の各段階を概観し、それぞれにおける課題と必要な知識を学ぶとともに、援助専門職と

しての在り方や身に付けるべき事柄について学ぶ。 
 

■学習の要点 

臨床心理学の基礎知識を学ぶだけでなく、自らの特性にも目を向けつつ、いかに援助活動に

生かしていったらよいのか、援助活動の実践において出会う様々な困難にどのように対応し

ていったらよいのかなど、他者を援助する際の自らの課題に重点を置きながら学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

１ 初心の臨床心理の援助専門職が直面する諸問題と対応を理解している。|２ 援助過程を

構成する諸段階を理解している。|３ 自らの価値観が援助関係にどのような影響を及ぼすの

かを理解している。 
 

■成績評価の基準 
テキストを正しく理解していること：50%、 |自身の考えを明確かつ論理的に展開している

こと：50% 



授業コード HE030 （認定科目名：臨床心理面接特論１） 

授業科目 臨床心理面接特論１ 単位 2 

担当者 牧 剛史 
シラバスグルー

プ 
T0HD12 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新訂 方法としての面接 

臨床家のために 
土居健郎著 医学書院  

    

 
 

■授業の概要 

臨床心理面接について、何を目的として、どのようなことに留意して行うのか、また臨床心

理学的対人援助の専門性はどのようなところにあるのか、臨床心理学に固有の人間へのまな

ざしについて学修することを目的とする。 
 

■学習の要点 

学習の要点は以下の通り。|・「臨床心理面接」とは何か、その専門性について考えること|・

「臨床心理面接」のねらいについて理解すること|・「聴く」ことのもつ意味について学ぶこ

と|・ 初の面接で留意すべきことについて理解すること|・「見立て」について考えること 
 

■学習の到達目標 

対人援助としての臨床心理面接のねらいと専門性について端的に記述することができるこ

とが目標となる。また、 初の面接で目指すべきことがら、心理臨床家の見立てを行う際の

姿勢について記述できることが目標となる。現象の一面的な記述に留まらず、現象の多義性、

多面性を理解した記述がなされていることが、成績評価に反映される。 
 

■成績評価の基準 テキストを正しく理解している：50％、自身の意見を明確かつ論理的に展開している：50％ 



授業コード HE040 （認定科目名：臨床心理面接特論２） 

授業科目 臨床心理面接特論２ 単位 2 

担当者 鈴木 康広 
シラバスグルー

プ 
T0HD06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

カウンセリングの実際問題 河合隼雄著 誠信書房  

    

 
 

■授業の概要 

臨床心理士と来談者が互いに向き合う「面接」は、心理臨床実践の中核と言える。その特質

を知識として理解するだけでなく、実践的な理解へとつなげるために、テキストの事例を中

心に据えて、実際の面接において生じる問題を具体的に検討し、臨床心理面接の本質につい

て理解を深めることを目的とする。 
 

■学習の要点 

テキストは、初心者が疑問に感じることや困難に感じることを取り上げ、著者が質問に答え

る形で、臨床心理面接のエッセンスを読者に伝える内容になっている。そこで、自分自身も

同じような疑問を持ったことはないか立ち止まって考え、テキストの内容を読み込むこと。

事例では、自分の身を、セラピスト側、クライエント側のそれぞれに置いて考えてみること。

「臨床心理面接特論１」の学習内容を振り返りながら学習をすすめ、臨床心理面接の本質に

ついて理解を深めること。 
 

■学習の到達目標 

臨床心理面接の実際問題について検討することにより、人と人との相互プロセスである面接

の本質をより深く理解することを目標とする。そのためには自身の考えを柔軟にすること

や、人の心を理解する理論や知識を学習することが大切であり、そうした点が成績評価に反

映される。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、論理的に論じられていること。論述の展開と、その深度により

評価する。 



授業コード HE210 （認定科目名：心理学研究法特論） 

授業科目 心理学研究法特論 単位 2 

担当者 箕浦 有希久 
シラバスグルー

プ 
T0HD09 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理学研究法 科学の本質

から考える 
森正義彦 篠原弘章共著 培風館  

    

 
 

■授業の概要 臨床心理学を学ぶための基礎としての心理学の研究法について学習する。 

 

■学習の要点 

心理学科を卒業された方には容易であると思われるが、初めて臨床心理学を学ばれる方に

は、特に心理学の研究法について学習することが必要である。心理学の研究法は観察、調査、

実験が主であるが、心理臨床の場合は特にクライエントを対象にするようなことがあるの

で、倫理面も合わせて学習することになる。 
 

■学習の到達目標 心理学研究法の概略を理解し、研究を行う際に適切な研究手法を選択できる。 

 

■成績評価の基準 
研究を行う際に、適切な研究手法を選択できるかどうか、科目 終試験の記述をもとに判定

する。自分で考えたものかどうかで評価が異なるので、十分に答案作成には注意すること。 



授業コード HE220 （認定科目名：臨床心理学研究法特論） 

授業科目 臨床心理学研究法特論 単位 2 

担当者 牧 剛史 
シラバスグルー

プ 
T0HD13 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理学研究法入門 ―調

査・実験から実践まで 

南風原朝和・市川伸一・下山

晴彦編 
東京大学出版会  

初心者のための臨床心理学

研究実践マニュアル〔第 2

版〕 

津川律子・遠藤裕乃著 金剛出版 9.78477E+12 

 
 

■授業の概要 
臨床心理学における研究について概観し、臨床心理学における研究の特徴を多角的な視点で

考察できるようになることを目指す。 

 

■学習の要点 
この科目における学習の要点は以下の通りである。|1.臨床心理学における多様な研究法を知

る。|2.臨床心理学における研究の意義と課題について考察する。 

 

■学習の到達目標 
①テキストを読み込み、深く理解すること。その理解度に関しては 50 点を上限として評価

する。|②自分自身の考えを論理的に構成しているかどうかを、50 点を上限として評価する。 

 

■成績評価の基準 テキストを正しく理解している：50%、自身の意見を明確かつ論理的に展開している：50% 



授業コード HE310 （認定科目名：生涯発達心理学特論１） 

授業科目 生涯発達心理学特論１ 単位 2 

担当者 石岡 千寛 
シラバスグルー

プ 
T0HD03 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯人間発達論：人間への

深い理解と愛情を育むため

に〔第 3 版〕 

服部祥子著 医学書院  

発達心理学：周りの世界と

かかわりながら人はいかに

育つか〔第 2 版〕 

藤村宣之編著 ミネルヴァ書房 9.78462E+12 

 
 

■授業の概要 
生涯発達心理学の視点をふまえ、各ライフステージの発達の課題とその危機について考え

る。この科目では、特に乳児期、幼児期、学童（児童）期、青年期の発達を考えていく。 

 

■学習の要点 
エリクソンのライフサイクル理論を含め、生涯発達心理学の基礎知識を学習し、理解する。

この科目では、特に乳児期、幼児期、学童（児童）期、青年期の発達を考えていく。 

 

■学習の到達目標 

ヒトの成熟過程である乳幼児期から青年期までの各時期における心身の発達を理解するこ

と、またその理解の上で、 その時期の特徴的な発達の課題を達成できなかった場合（危機）

についての問題を、考察できることを目標とする。 
 

■成績評価の基準 

学習目標を到達できているかどうかで評価する。|具体的には、| ①乳幼児期から青年期ま

での各時期における発達の課題を理解しているか。| ②その時期の特徴的な発達の課題を達

成できなかった場合（危機）についての問題を、考察できているか。 



授業コード HE320 （認定科目名：生涯発達心理学特論２） 

授業科目 生涯発達心理学特論２ 単位 2 

担当者 中道 泰子 
シラバスグルー

プ 
T0HD10 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

母性の喪失と再生 東山弘子著  創元社  

    

 
 

■授業の概要 

人は生まれてから死に至るまでどのように発達するのか。それぞれのライフステージにおけ

る発達課題を理解した上で、人生の転回点となる「中年期」に焦点をあて、創造的生き方へ

の変容過程についての思索を深める。 
 

■学習の要点 心理臨床の視座をふまえて、「個人」の危機と再生のプロセスの理解につとめること。 

 

■学習の到達目標 老いることの意味を多面的に理解することを通して、生涯発達への理解を深める。 

 

■成績評価の基準 

・向老期にみられる様々な変化が、アイデンティティ確立に及ぼす影響と対応についての論

述を評価する。|・臨床心理学的視点からの多面的な理解がなされているか、自分の考えを深

められているかを評価する。  



授業コード HE330 （認定科目名：認知心理学特論） 

授業科目 認知心理学特論 単位 2 

担当者 免田 賢 
シラバスグルー

プ 
T0HD17 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

認知行動療法の科学と実践 David M.Clark ほか編 星和書店  

    

 
 

■授業の概要 

近年、興隆している「認知療法」の技法について、解説し、その理論的基盤を学ぶことに重

点をおきたい。単なる臨床技術だけでなく、その背景理論を知らなければ、応用することは

難しい。また、「行動療法」が理解できなければ、「認知行動療法」も理解できない。また、

本当に「認知行動療法」というものが存在するのかどうかも検討する。ほぼ中身は「認知療

法」であることも学んでほしい。近年の動向はむしろ、「認知」ということから離れている

ことも考察する。 
 

■学習の要点 

「力動的心理療法」との違いを理解し、科学的実証的な（evidence-baced）視点での心理療

法の理解を深めることが前提である。行動療法、認知行動療法のテクニカルタームの意味を

理解すること。また、余裕があれば、「学習心理学」の本で、学習理論の基本を学んでおくこ

とが大切である。 
 

■学習の到達目標 
十分、テキストや参考書を読み、質問ができるぐらいに学習を深めておくこと。答案は、当

然であるが、解答者の独自の私見も加わっていること。 

 

■成績評価の基準 
設定課題の適切性、論拠や引用文献の充実度、そして論理展開の明瞭さを成績評価の対象と

する。さらに、自分自身の意見のオリジナリティがあれば、高く評価する。 



授業コード HE410 （認定科目名：犯罪心理学特論１/犯罪心理学特論） 

授業科目 犯罪心理学特論 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 
シラバスグルー

プ 
T0HD04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

犯罪・非行の心理学（有斐閣

ブックス） 
藤岡 淳子編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

司法・犯罪の分野においても多くの心理臨床家が非行少年や成人犯罪者と向き合い、彼らの

更生に向けた地道な働きかけを行っている。この科目では、犯罪・非行の基礎理論とともに

パーソナリティ要因、発達障害、家族関係、学校・職場・地域などが犯罪・非行の生起とど

のように関連しているかを学ぶとともに、犯罪者・非行少年の処遇システムの実際やアセス

メントや治療教育の現状について学ぶことを主眼としている。 | 本テキストの前半部分で

は、犯罪・非行理論などこれまでの実証的研究によって明らかにされてきた多くの知見を学

び、後半部分では、犯罪・非行分野における心理的援助の実際などについて学ぶ。  
 

■学習の要点 

この科目における学習の要点は以下のとおりである。 |１ 犯罪・非行に関する理論を学ぶ

とともに、犯罪者・非行少年に対してどのような処遇が行われているかを理解する。|２ 犯

罪・非行領域において臨床心理学の知見がどのように応用され活かされているかを学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 

①犯罪者・非行少年の処遇システムの流れ及び関係機関の役割とその機能を的確に説明でき

る。|②犯罪・非行の各種理論を歴史的背景も踏まえて説明できる。|③犯罪・非行領域におい

て臨床心理学的知見がどのように活用されているかを説明できる。 
 

■成績評価の基準 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 



授業コード HE430 （認定科目名：家族臨床心理学特論） 

授業科目 家族臨床心理学特論 単位 2 

担当者 荒井 真太郎 
シラバスグルー

プ 
T0HD20 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

家族関係を考える（講談社

現代新書 590) 
河合隼雄 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

（※この科目はテキスト＋スクーリングの両方を含み、シラバスはテキスト部分を提示して

いる）|個人のパーソナリティの発達に関して、家族がどのような機能を果たすかということ

について考える。現代の日本では、一般的に、個人の発達過程は、誕生して乳幼児として家

族の中で母性的な養育を受けた後、児童、思春期、青年期に至り、生まれ育った家族を離れ

て自立してゆくという道筋をたどる場合が多い。家族を離れて自立した後、結婚や出産によ

り、親となって新たに家族を形成することにもなる。家族集団との関わりの中で個人は心理

的に成長するため、それらの関係性を理解することを科目の主たる目的とする。また、地域

社会における子育て支援、また教育現場で起きる問題の家族背景への着目、という点から、

実際的な家族支援のアプローチを学ぶ。 
 

■学習の要点 

カウンセリングや心理療法において、クライエントの問題、背景となる環境的要因、パーソ

ナリティを考える上で、過去から将来にわたるクライエントの家族のあり方、家族との関係

を理解することが非常に重要である。家族の問題は、心理学のみならず、社会学、社会福祉

学、法学、民俗学、教育学など様々な領域において取り上げられており、学際的な分野であ

る。当科目においては、心理的援助を求めているクライエント理解に資するための家族集団

について学ぶこと、また、子育て支援や教育現場という地域社会における実際上の援助的ア

プローチについて学ぶことがポイントである。 
 

■学習の到達目標 
心理発達上の問題を家族心理学の理論に基づいて論述することができること。実際的な支援

のアプローチをイメージしながら論述できること。 

 

■成績評価の基準 

・テキスト以外の文献にもあたって、青年期における家族からの自立、家族のライフサイク

ルに関する一般的な理論、親への支援についての理論について考察していること。|・一般論

だけではなく、具体的な支援や課題に取り組んだ経験を例に挙げて考察していること。 



授業コード HE450 （認定科目名：人間関係学特論） 

授業科目 人間関係学特論 単位 2 

担当者 藤岡 勲 
シラバスグルー

プ 
T0HD19 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

産業保健心理学 島津明人編著 ナカニシヤ出版  

    

 
 

■授業の概要 

産業・労働分野における実践活動は、これまでも心理援助職が活躍してきた分野であるが、

社会状況の変化にともない、今後益々、重要な役割を担うことが予想される。本科目では、

産業・労働分野で実践活動を行うで主要となるテーマに加え、重要となる理論や支援のあり

方等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

この科目の学習の要点は、下記の通りである。|（１）産業・労働分野において実践活動を行

う際に把握しておくことが求められる主要トピックについて理解する。|（２）産業・労働分

野において実践活動を行う際に参照枠となる理論について理解する。|（３）産業・労働分野

における実践活動の特徴を理解する。 
 

■学習の到達目標 

（１）産業・労働分野において実践活動を行う際に把握しておくことが求められる主要トピ

ックについて説明できる。|（２）産業・労働分野において実践活動を行う際に参照枠となる

理論について説明できる。|（３）産業・労働分野における実践活動の特徴を説明できる。  
 

■成績評価の基準 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 



授業コード HE510 （認定科目名：精神医学特論１/精神医学特論） 

授業科目 精神医学特論 単位 2 

担当者 鈴木 康広 
シラバスグルー

プ 
T0HD07 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

看護のための精神医学[第 2

版] 
中井久夫ほか著 医学書院  

    

 
 

■授業の概要 公認心理師に求められる２２「精神疾患とその治療」に関する３項目をマスターする。 

 

■学習の要点 １）精神疾患総論|２）向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化|３）医療機関との連携 

 

■学習の到達目標 医療領域などで必須な精神医学的基礎知識を獲得すること。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、論理的に論じられていること。論述の展開と、その深度により

評価する。 



授業コード HE530 （認定科目名：障害心理学特論） 

授業科目 障害心理学特論 単位 2 

担当者 免田 賢 
シラバスグルー

プ 
T0HD18 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自閉症スペクトラム障害の

子どもの親となったあなた

へ 子育ての手引き 

リン・アダムズ著／川合紀

宗訳／若松昭彦訳 
北大路書房  

発達障害の「本当の理解」と

は 
市川宏伸編著 金子書房 9.78476E+12 

 
 

■授業の概要 
発達障害、特に自閉症スペクトラム障害を中心に、注意欠如多動性障害、学習障害（限局性

学習症）への行動・心理支援を学ぶ。 

 

■学習の要点 

近年、特別支援教育の視点より、障害をもつ人、障害をもっていることが明らかでない人を

含めて、個別の具体的支援が求められている。様々な人間観や、発達観に立つにしても、日々

接する発達障害をもつ人々に具体的な心理面の援助や、行動的支援をおこない、陥りがちな

困難への環境の工夫が必要である。|そのためにも、発達に障害のある人の基本的認知特性や

社会性、コミュニケーションの困難、心理特性を踏まえた上で、それらの人々が生きる中心

的な環境で、生活を豊かにする視点が重要ではないだろうか。厳密には我々自身が、発達的

能力的アンバランスとギャップをもっており、そこから発想されるスキル獲得の視点は、心

理面のみならずその人の社会的あり方を大きく変化させうる。|多専門領域の中で、臨床心理

学的専門技術をどう発揮していくか、学習を行ってほしい。 
 

■学習の到達目標 
自閉症スペクトラムという考え方を軸に、行動療法、TEACCH プログラム、をはじめとする

様々な援助技術を学習する。 

 

■成績評価の基準 

設定課題やテーマの適切性や、着眼点、をまず評価する。次に、引用文献の豊富さや根拠文

献とその主張の明確さを評価する。|なお、論旨の一貫性と、主張の根拠やロジックを重視す

る。なお、オリジナルな体験や意見がどれだけ述べられているか、臨床的な着眼点を持って

いるかも評価する。 



授業コード HE610 （認定科目名：学校臨床心理学特論１） 

授業科目 学校臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 牧 剛史 
シラバスグルー

プ 
T0HD14 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校臨床心理学（臨床心理

学全書 12） 
倉光修編 誠信書房  

    

 
 

■授業の概要 

心理臨床実践の現場は、学校教育現場、医療現場など多様であるが、その中の「学校現場で

の心理臨床活動」に焦点を当てるのが学校臨床心理学である。この科目では、学校臨床心理

学の概念、業務の内容や歴史、倫理などの基本的知識を修得し、スクールカウンセリングに

ついての理解を深めることを目指す。 
 

■学習の要点 

学校臨床心理学を学ぶためには、以下の要点をおさえる必要がある。|1.学校教育の歴史を知

る|2.学校臨床の歴史を知る|3.「教育の視座」と「臨床の視座」の共通点および相違点を考察

する|4.スクールカウンセラーの仕事について知る|5.今後の学校臨床のあり方について考察

する 
 

■学習の到達目標 
「リポート学習の留意点」にあることについてテキスト、文献講読を通して思索を深めるこ

とが大切である。このことがどこまで理解され、達成されているかが成績評価に反映される。 

 

■成績評価の基準 テキストを正しく理解している：50％、自身の意見を明確かつ論理的に展開している：50％ 



授業コード HE630 （認定科目名：投映法特論） 

授業科目 投映法特論 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 
シラバスグルー

プ 
T0HD16 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床場面における描画法 松瀬 喜治 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

投映法の中で代表的なロールシャッハ法（臨床心理査定演習４）の習得を基本にして、描画

法を中心とした投映法の実践的活用能力の醸成が当科目の主要な目標である。|テキストの事

例を通して、投映法と心理療法の関連性を受講者の経験・個性を生かしながら習得し、自身

の心理臨床的なアイデンティティの形成を促進することも目指したい。 
 

■学習の要点 

臨床場面における描画法に関して、事例を通して実践的な学習を深める。|①心理検査と心理

療法における投映（投影）の概念を明確化する。|②投映法の中で、心理臨床の実践に適応し

やすいイメージ技法（とくに描画法）に関する有用性の習得を目指す。|③自身の心理臨床実

践者のスタイル・オリエンテーションを確認・自覚する機会とする。 
 

■学習の到達目標 

解答は 低限テキスト学習の範囲内で記述すればよいが、自身の臨床実践の経験からの論述

が含まれていること、そして、心理療法と心理検査(投映法）との関連性についても触れるこ

とが望ましい。 
 

■成績評価の基準 

１ 論文としての形式が整っているかという視点。引用・参考文献の記入の仕方。文献欄の

記入方法など。|２ 文献に基づく論理的文章で記述されているかという視点。|３ 自身の

実践的な経験に基づく論述がされているかという視点。|４ 全体的に説得力のある論文に仕

上がっているかという視点。 



授業コード MA010 （認定科目名：文学研究基礎） 

授業科目 文学研究基礎 単位 2 

担当者 有田 和臣・中原 健二・稲永 知世 
シラバスグルー

プ 
T0MA42 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学研究基礎 
佛教大学大学院文学研究科

文学専攻編 
佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、テキストに収録された個々の論文によって本専攻における研究の具体例を示し、

日・中・英の３学系における言語・文学研究の共通性および所属学系以外の学系に特徴的な

研究分野・研究方法を学修する。受講生は後者についてのレポート作成を通して、今後の研

究と修士論文作成のために幅広い知識と視野を獲得することが可能となる。 
 

■学習の要点 

文学専攻の３学系にわたる諸分野の研究方法や資料の扱い方などを、その具体例としてテキ

ストに収録された論文から学習することによって、言語と文学研究に対する知識と視野を広

げ、今後の主専攻分野における研究のための基盤を形作る。 
 

■学習の到達目標 
到達目標は、主専攻以外の分野の研究について基礎的な知識を得て、今後の主専攻における

研究のために、研究者としての視野の広さを獲得することです。| 

 

■成績評価の基準 

対象論文を的確に理解した上で「論評」できているかを重要視します。また、他の文献を参

考にした場合、その中の言葉を無批判に使うのではなく自分なりに消化した言葉づかいで書

くようにしてください。 



授業コード MA110 （認定科目名：日本文学特殊研究１） 

授業科目 日本文学特殊研究１ 単位 2 

担当者 上野 辰義 
シラバスグルー

プ 
T0MA04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

100 分 de 名著 Books 紫式

部『源氏物語』 
三田村 雅子 NHK 出版  

    

 
 

■授業の概要 
源氏物語の登場人物たちが、どのような主題を荷って、物語世界を生きているのかを、作品

の原文や表現を正確に緻密に読むことによって考える。 

 

■学習の要点 
テキストの内容を検証しながら、他の考え方、見解にも考慮して、自身の考えを組み立てる

ことが、必要である。 

 

■学習の到達目標 

源氏物語の光源氏をはじめとした、主要な人物たちが、 物語全体の主題に組み込まれなが

ら、 個々一人一人がまた独自の人生を与えられ、 主題を持っていることを抑えつつ、 学

習すること。 作品の原文と表現に敏感になって読み、 考える姿勢を確立する。 
 

■成績評価の基準 
テキスト内外に亘って学習しているか。|日本の古典文学に関して積極的な関心・問題意識を

持っているか。 



授業コード MA120 （認定科目名：日本文学特殊研究２） 

授業科目 日本文学特殊研究２ 単位 2 

担当者 黒田 彰 
シラバスグルー

プ 
T0MA11 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

孝子伝・二十四孝の研究 黒田彰 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

中国漢代に成立史、六朝時代に盛行を見た孝子伝は、唐代を境に衰退、二十四孝に取って替

わられ、孝子伝テキストは全て失われてしまった。その孝子伝は、奈良時代、我が国に伝来、

今日まで二本の完本孝子伝(陽明本、船橋本)が伝わっている。そして、近時知られるに到っ

た、大量の孝子伝図(二十四孝図)は、少ないテキストの穴を埋め、また日本伝存のテキスト

の内容について、数々のテーマを投げ懸ける。そして、日・中の文学史には、孝子伝(二十四

孝)が大きな影響を及ぼした痕跡が、到る所に残されている。孝子伝(二十四孝)から文学史を

眺めた時、どのような風景が展開するか、それが当科目の内容となる。 
 

■学習の要点 

孝子伝(二十四孝)は、古代から近代まで日本・中国両国の文学史を貫く、基本的な一領域で

あるにも関わらず、これまで殆ど顧みられたことのない、未開拓の分野となっている。特に

中国において近時、考古分野の発掘調査が進み、大量の遺品の伝存が知られるに至った孝子

伝図(二十四孝図)は、文献テキストの見直しを迫る、画期的な図像が数多く含まれている。

当科目は、そのような学際的成果を取り込みつつ、新たな文学観の構築を目標とするもので

ある。 
 

■学習の到達目標 
当科目は、孝子伝(二十四孝)を通じ、新たな文学観、特に文学史を踏まえた、二十一世紀の

文学観の構築を目差すものである。 

 

■成績評価の基準 

学習の到達目標に基づいた上で、旧来ジャンル、作品を中心とする文学観に捉われることな

く、各自の自由な取り組みと、個性的見識の育成に期待を寄せたい。成績評価の基準は特に

設けないが、論述の枠組みがしっかりしていること、記述が具体的、実証的であることを心

懸けてほしい。 



授業コード MA130 （認定科目名：日本文学特殊研究３） 

授業科目 日本文学特殊研究３ 単位 2 

担当者 坂井 健 
シラバスグルー

プ 
T0MA20 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

没理論戦争とその影響 坂井 健著 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 
文献のあつかい方、注釈、読解、問題設定の方法など、近代文学研究に必要な基本知識の実

際、および、基本的な古典文法おさらいをおこなう。 

 

■学習の要点 
テキストとでは、先行研究のまとめと問題点の指摘、原文の引用と解釈によってあらたな見

方を示しているが、これを追体験して批判的に考える能力を養うことを目的とする。| 

 

■学習の到達目標 学習の要点で述べられた能力を身につけるように。 

 

■成績評価の基準 
学習の要点に述べられた能力が身についているかどうか、それらを具体的に示すことができ

ているかどうかを基準とするが、注などの書誌情報が欠けている場合は減点する。 



授業コード MA131 （認定科目名：日本文学特殊研究４） 

授業科目 日本文学特殊研究４ 単位 2 

担当者 加藤 邦彦 
シラバスグルー

プ 
T0MA08 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しいカフカ「編集」が変え

るテクスト 
明星聖子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

日本近現代の個人作家の全集の歴史と問題点について検討する。日本近現代文学研究におい

て、個人作家全集は必要不可欠である（なかには全集の出版されていない近現代作家もいる

が）。個人作家全集は、その作家の書いたすべての文章が読めるばかりでなく、その時点で

の研究成果が反映されている。また、出版後の研究の礎となるものでもある。テキストを通

じてそのことを理解した上で、各自の研究において個人作家全集を活用できるようになるの

が授業の目的である。 
 

■学習の要点 

新しい個人作家全集が刊行されることによって、どのように文学作品の本文が変遷し、その

ことが作家イメージや研究にどう影響を与えているかを考察する。また、テキストをもとに、

各自が関心のある作家の全集はこれまでどのように変遷し、そこにはどんな問題点があるか

を把握する。 
 

■学習の到達目標 
テキスト読解およびリポート作成を通じて学習したことが自分の研究に活用することが目

標。 

 

■成績評価の基準 

各自の研究対象とする全集の歴史が整理できていること、それぞれの全集の特徴や問題点を

把握できていること、研究における全集の役割や活用方法が理解できていること、自分なり

の全集に対する考えがきちんと示されていること。以上を各 25 点ずつとする。 



授業コード MA140 （認定科目名：日本語学特殊研究） 

授業科目 日本語学特殊研究 単位 2 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0MA05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

語と語彙 
沖森卓也編著／木村一 ・鈴

木功眞 ・吉田光浩著 
朝倉書店  

    

 
 

■授業の概要 
本科目は、日本語学のうち、特に語彙論の研究を対象とする。中でも、日本語の語彙の成り

立ち、構造、歴史、諸相を学び、現代日本社会における言語の役割について理解を深める。 

 

■学習の要点 
まず、通読し、テキストの各章、各節に何が書いてあるかを把握すること。そして、語と語

彙の研究対象には、どういった内容が含まれるのかを理解すること。 

 

■学習の到達目標 
語、語彙とは何かを理解し、更に、それに関する研究が現在どうなっているかを知り、 終

的に、そのことについて、自分なりの意見を持つこと。 

 

■成績評価の基準 
語、語彙とは何かを理解し、更に、それに関する研究が現在どうなっているかを知り、 終

的に、そのことについて、自分なりの意見を持っているかどうかを基準とする。 



授業コード MA210 （認定科目名：中国文学特殊研究１） 

授業科目 中国文学特殊研究１ 単位 2 

担当者 中原 健二 
シラバスグルー

プ 
T0MA28 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

杜甫詩選（岩波文庫） 黒川洋一編 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 唐の詩人、杜甫の詩と生涯の概略を把握する。 

 

■学習の要点 

テキストに収録された詩は、1500 首に垂んとする杜甫の詩の１割程度ですが、その全貌を

知るための初歩的段階としては十分な作品数と言えるでしょう。杜甫の生涯を４つに分け、

各時期の代表的と思われる詩を収める体裁になっています。学習に当たっては、巻末の「略

年譜」と「解説」を参考にテキスト全篇を読み、各時期の作品の傾向について自分なりに把

握するように務めてください。 
 

■学習の到達目標 テキストを読んで杜甫の詩のおおまかな姿を把握することが目標です。 

 

■成績評価の基準 作品を引用しつつ、具体的に論述していること。 



授業コード MA220 （認定科目名：中国文学特殊研究２） 

授業科目 中国文学特殊研究２ 単位 2 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0MA25 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国当代文学史〔修訂版〕 洪子誠 北京大学出版社  

    

 
 

■授業の概要 
主として文化大革命（文革）時期の文学を扱う。批判運動や社会背景にも注意し、この時期

に求められた理想や理念を検討する。 

 

■学習の要点 
中華人民共和国建国から文化大革命に至る文学状況に関する知識を得ること。テキスト第

13 章を参照。 

 

■学習の到達目標 

中国当代文学史上の基礎知識を身につけることが目標である。事実に即して、文学事項の相

互の関連を理解しているかどうかを重視する。 低限、作家名、作品名、文学的事項は正確

に覚えること。 
 

■成績評価の基準 中国当代文学史の基礎的事項が理解できているかどうかを評価基準とする。 



授業コード MA221 （認定科目名：中国文学特殊研究３） 

授業科目 中国文学特殊研究３ 単位 2 

担当者 瀬邊 啓子 
シラバスグルー

プ 
T0MA24 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国当代文学史 建国より

20世紀末までの作家と作品 

文学思潮を軸にして 

鄭万鵬 著/中山時子 ほ

か訳 
白帝社  

    

 
 

■授業の概要 
テキストの内容に従い、中国当代文学の概況を把握したうえで、とくに文革終息以後に始ま

る新時期文学を中心にしながら、いかに中国文学が変化してきたのかを読み解いてゆく。 

 

■学習の要点 
テキストをしっかりと読み、中華人民共和国建国以降の文学の大まかな流れを把握するよう

にしてください。 

 

■学習の到達目標 中国文学とくに新時期文学以降の流れを把握できるようになる。|    

 

■成績評価の基準 
テキストの内容を正確に把握しているかどうか。|引用や参照が正しく示されているかどうか

も評価いたします。 



授業コード MA230 （認定科目名：中国語学特殊研究） 

授業科目 中国語学特殊研究 単位 2 

担当者 黄 當時 
シラバスグルー

プ 
T0MA23 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国語学研究 I・II：学習の手

引 
黄當時 佛教大学通信教育部  

中国語学研究 I：漢語漢字答

問 
黄當時 佛教大学 9.78491E+12 

 
 

■授業の概要 漢字における諸問題を考察する。 

 

■学習の要点 正確な発音でテキストを読み、形声字の形符・音符についての理解を深める。 

 

■学習の到達目標 
形符と音符の機能や特徴について理解を深める。未習得の場合、少なくとも GB 漢字第一級

（3,755 字）は、正確な発音で読めるようにする。 

 

■成績評価の基準 基本的な事項を押さえているか、具体的な例が示されているか、を重視して評価する。 



授業コード MA310 （認定科目名：英米文学特殊研究１） 

授業科目 英米文学特殊研究１ 単位 2 

担当者 粟野 修司 
シラバスグルー

プ 
T0MA32 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アリシアの日記（研究社小

英文叢書 213） 
清水貞助 解説注訳 研究社出版  

    

 
 

■授業の概要 

短編小説を読んで「論文」を書くための基本的な手続きを身につけます。文学テクストには

さまざまの「仕掛け (device)」が施されています。あなたが今読んでいるテクストにどのよ

うな仕掛けが施され, それがどのような役割を持って, テクストを織り上げているかという

ことを常に考えることは, テクスト分析には不可欠です。このような「仕掛け」を自分で発

見し, その役割を考えてください。 
 

■学習の要点 

テクスト分析の方法と自分の考えを論理的にまとめ, それを表現する方法を学びます。対象

として選んだトマス・ハーディ、「アリシアの日記」は日記形式で書かれています。視点は

ひとつですが, 当然一人称の語りには自己弁護や事実の (意図的な) 誤認や,  空白部分 (語

られていないが重要な部分） が含まれます。文学テクストの巧みな読み手であるためには, 

そのような一人称の語りの問題点を常に意識し, テクストにそれに該当する箇所を発見し, 

その意味を考える必要があります。短編小説ですから, 原書を読むのに時間は掛かりません。

何度も通読, 精読し, 字句レベルの分析をしてください。 
 

■学習の到達目標 
① テクスト分析の方法を身につけること ② 論文作法を学ぶこと ③ 論文とは何か

を知ること 

 

■成績評価の基準 テクスト読解力と日本語による表現力。あらすじ紹介や感想文には点を付けません。 



授業コード MA320 （認定科目名：英米文学特殊研究２） 

授業科目 英米文学特殊研究２ 単位 2 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0MA40 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

The Great gatsby (PMC) F.Scott Fitzgerald PENGUIN CLASSICS  

グレート・ギャツビー（村上

春樹翻訳ライブラリーf-2） 

スコット・フィッツジェラ

ルド 
中央公論新社 9.78412E+12 

 
 

■授業の概要 
フィッツジェラルドによって書かれた古典的名作『グレート・ギャツビー』を精読して、そ

の作品がもつ構造の重層性と文学作品を読むときの読み方の多様性を理解してもらう。 

 

■学習の要点 
文学研究をする上での基本的な知識とテクニックとを、フィッツジェラルドの『グレート・

ギャツビー』について精読・分析するなかで、受講生に習得してもらう。 

 

■学習の到達目標 

文学作品を精読する作法を身につけて、研究論文を書くための視点と分析力とを、受講生が

獲得することを到達目標とする。それとともに、小説をゆっくりと多角的に熟読玩味するこ

とが、いかにスリリングで面白いことかを実感してもらうのも目標である。 
 

■成績評価の基準 

まず第一にきちんと作品内容が理解できていること。第二に、自分独自の解釈ができている

こと、さらにその解釈が独創的であればなお良い。第三に客観的な論証ができていること。

ただ単に自分の意見を書きつねるだけではなく説得力ある客観的な論証が大切である。 



授業コード MA330 （認定科目名：英語学特殊研究） 

授業科目 英語学特殊研究 単位 2 

担当者 瀬戸 賢一 
シラバスグルー

プ 
T0MA35 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

認知文法のエッセンス ジョン・Ｒ．テイラー 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 
生成文法に対する認知言語学ないし認知文法の言語観の概要を学び，また同時に個々の言語

現象の分析法の基礎を学ぶ。英語の分析的理解を基本とするが，日本語との比較も重視する。 

 

■学習の要点 

専門用語を一通り身に着けることに続いて，具体的に興味深い言語現象を認知言語学の視点

から分析できるようになることが重要である。日頃から英語や日本語と接するとき，おや，

この表現の仕組はどうなっているのだろうかという好奇心をもって接することが肝要であ

る。 
 

■学習の到達目標 
当該の言語現象に関して認知言語学的な分析ができることが到達目標である。リポート学習

の留意点の①から⑤が大切。 

 

■成績評価の基準 
①認知言語学の基礎が十分に習得できていること|②オリジナリティーがあること|③十分に

実証的であること 



授業コード MA340 （認定科目名：英米言語文化特殊研究） 

授業科目 英米言語文化特殊研究 単位 2 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0MA37 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

The Driver's Seat Muriel Spark 松柏社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目ではミュリエル・スパーク（Muriel Spark）の<i>The Driver's Seat</i>を基本テキスト

として取り上げ、作品の精緻な読みと解釈を試みる。| まずはテキストの精読からはじめ、

作品解釈を行う。スパークの小説は英語が読みやすく、また分量も少ない。しかしながら作

家自らが認めているようにスパークの小説にはどことなく詩のような雰囲気があり、短いな

がらもそこに秘められた意味は深い。スパークの小説はポスト・モダニズムに属するもので、

一つだけの答えに向かって収斂される小説ではない。その意味では独自の解釈を考え出す余

裕は十分にある。また、スパークは小説技法にこだわる作家であり、特にフラッシュフォワ

ードの使用で有名である。| 次に、<i>The Driver's Seat</i>の解釈を発展させる。この作品

単独で論を展開することもできるが、別のテキストと比較することで新たな論を生み出すこ

とができる。たとえば、スパークは T. S. エリオットから少なからぬ影響を受けていること

は明らかであり、スパークは小説家としてのキャリアをはじめる前にエリオットに関するい

くつかの文章を書いており、またスパークの小説には実際にエリオットの名前やエリオット

の 詩 か ら の 引 用 も 見 ら れ る 。 <i>The Driver's Seat</i> と エ リ オ ッ ト の <i>Sweeney 

Agonistes</i>との間テクスト性に注目し、スパークが実際にどのような形でエリオットを受

容しているのかを検討するということも可能である。主人公 Lise の奇怪な行動の比較対象

となりうるテキストを見つけ、独自の論を展開してもらいたい。 
 

■学習の要点 

１）まずはテキストの精読。英語の原文を 低 3 回くらいは目を通すこと。翻訳も出版され

ているが、必ず原文を読むこと。|２）ストーリー展開だけではなく、小説の技法にも注意を

払うこと。「フラッシュフォワード」とは未来の出来事が先取りされた形で挿入されること。

フラッシュバックの逆。|３）主人公 Lise の行動の意味については、テキスト内部で明確に

されているわけではない。丁寧にテキストを分析してその答えを見つけだすか、テキスト外

に論拠を求めることも必要。答えは一つではない。|４）<i>The Driver's Seat</i>と他のテキ

ストを比較した小論の作成。|５）英語で論の要旨をまとめる。英語で要約文を作成するため

には自身の考えが明確なものとなっていなければならない（日本語であれば何となく要約は

書けてしまうが）。| 
 

■学習の到達目標 
１）<i>The Driver's Seat</i>を精読したうえで、他のテキストとの関連について論じること

ができる。|２）各自の考えの要旨を英語でまとめることができる。| 

 

■成績評価の基準 １）論述の展開が評価の基準となる。|２）英文要約では、英語の正確さも評価の対象となる。 



授業コード MA390 （認定科目名：英米作家研究１） 

授業科目 英米作家研究１ 単位 2 

担当者 粟野 修司 
シラバスグルー

プ 
T0MA33 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

<i>Emma</i> （ Oxford 

World's Classics） 

Jane Austen 著 /James 

Kinsley 編 
Oxford University Press  

    

 
 

■授業の概要 

ジェイン・オースティン、『エマ』を精読し、テクスト分析の方法を学びます。中心となるの

は、テクストに描かれた「人間観察」の問題です。この小説でも、オースティンは中産階級

の日常生活を描いていますが、登場人物は必ずしも優れた「人物鑑識眼」の持ち主としては

描かれていません。登場人物が（特に若い男女が）お互いの評価をどのように誤るのか、そ

の誤解をどのように解くのか、そのプロセスは複雑ですが、そこにこそオースティン文学の

面白さが発見できるのです。 
 

■学習の要点 

『エマ』は欺瞞の物語です。登場人物は、相手の外見によって評価を誤り、一方で自分の外

見を偽って、本来の自分とは異なった印象を持たせます。それによって期待や予想は裏切ら

れ、誤った前提を元に行動を起こし、問題は複雑化します。この小説のプロットを織り上げ

るのは、このような「欺瞞」です。登場時人物はこうして幻想の中に生きるわけです。ここ

から生じる、考えと現実、期待と結果の乖離（対比）から劇的皮肉 (dramatic irony) が生ま

れます。丁寧にテクストを読みながら、登場人物の考えと行動を分析していってください。 
 

■学習の到達目標 

ジェイン・オースティンの小説世界について知ることが到達目標です。『エマ』以外の小説

も読んでください。 終試験には英文の読解も出題します。普段から英文解釈も勉強するこ

と。 
 

■成績評価の基準 テクスト読解力と日本語による表現力。 



授業コード MA391 （認定科目名：英米作家研究２） 

授業科目 英米作家研究２ 単位 2 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 
シラバスグルー

プ 
T0MA39 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

Melville's Short Novels

（norton critical edition ） 

Herman Melville 著 /Dan 

McCall 編 
W. W. Norton & Company, Inc.  

    

 
 

■授業の概要 

Herman Melville （ハーマン・メルヴィル：1819?1891）は、19 世紀アメリカ文学史上、Nathaniel 

Hawthorne とならぶ２大巨人である。Melville の代表作は長編 Moby Dick（『白鯨』、1851）で

あるが、短編にも興味ぶかいものがある。その短編の中から、"Benito Cereno" と"Bartleby, 

The Scrivner"とを精読して、傑作短編がもつ謎とその奥深さとを理解してもらって、その解

釈の多様性を実感してもらう。 
 

■学習の要点 

 "Benito Cereno"では、Delano 船長との対比のなかで Cereno 船長に寄り添って精読しなが

ら、Cereno 船長の心理状態について、分析考察して欲しい。| "Bartleby, The Scrivener"で

は、語り手の弁護士と Bartleby との関係に注目して読むことで、語り手の弁護士をとおして

作家 Melville が読者に伝えたかったことを考えて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

19 世紀の偉大な短編小説が、どんなものであるのかをしっかりと理解して欲しい。 終的

には作品の面白さを浮き彫りにするような論述が望まれる。 論述の方法と展開とその深度

とによって評価する。 
 

■成績評価の基準 
論述の方法が適切であるか、展開が論理的であるか、「感想文」らしさを排しているか、ま

た、批評性という点について評価する。 



授業コード MA410 （認定科目名：日本語表現史研究） 

授業科目 日本語表現史研究 単位 2 

担当者 土佐 朋子 
シラバスグルー

プ 
T0MA16 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

詩歌の森 ―日本語のイメ

ージ― 
渡辺秀夫 著 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

言葉は、ただ単に事物を物理的に指し示すだけではなく、一定のイメージを伴って用いられ

る。それは人間が、「霊魂を運ぶ鳥」などのように、自然をはじめとするこの世の景物に対

して、過剰に「意味」を見出すためである。| そのイメージは、言語文化ごとに形成・共有

されるが、異なる言語文化に接触すると、その異なるイメージが受容され、発想と表現にお

ける「化学反応」が起こる。その蓄積がその言語文化における表現史となってゆく。| 本授

業では、まるで日本の伝統的なイメージであるかの如く理解されている身近な日本語のイメ

ージが、中国文学を受容しながら変遷を遂げ形成されてきたものであることを理解する。 
 

■学習の要点 

①テキストを熟読し、取り上げられた語句それぞれのイメージの変遷と形成過程とを理解す

る。|②テキストに基づいて、和歌と漢文の比較対照の方法を知る。和歌や漢詩の取り上げ方、

解釈の仕方、比較対照の方法を学ぶ。|③自分自身で、和歌や漢詩を探し出す訓練をする。よ

く知られた和歌集や漢詩集を手に取って、読んでみるのがよい。回数を重ねるうちに、こつ

がつかめるようになるので、それまでは時間と手間をかけて、じっくりとこつこつ調べる。

|④必ずノートを作り、調べたことをメモしていく。 
 

■学習の到達目標 
和歌に用いられる語句や表現が、漢籍を受容することによってどのように変容し、どのよう

なイメージを形成していくかということを、具体的に論じられるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストを十分に読んでいるかどうか、適切な和歌や漢詩が探し出せているかどうか、自分

の言葉で具体的に論じられているかどうか、という点を評価の基準とする。 



授業コード MA430 （認定科目名：日英対照言語学研究） 

授業科目 日英対照言語学研究 単位 2 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0MA34 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「視点」の違いから見る 

日英語の表現と文化の比較 
尾野治彦著 開拓社  

    

 
 

■授業の概要 

日英語の大きな違いは事態把握の仕方にある。日本語は場面内視点による知覚体験的事態把

握であり、英語は場面外視点による分析的事態把握である。この違いが、全く同じ事態に対

して日英語における様々な表現の違いを生み出す。同じ事態を指す日英語の様々な表現を分

析しながら、この事を学習する。| 
 

■学習の要点 場面内視点と場面外視点の観点から、日英語の様々な表現を分析する。 

 

■学習の到達目標 日英語間の翻訳に関して問題となる点を理解し、具体例をあげて説明できる。 

 

■成績評価の基準 
的外れな解答は勿論であるが、要点の明確でない解答や誤字・脱字の多い解答は大幅に評価

が下がる。 



授業コード MA610 （認定科目名：日本言語文化研究） 

授業科目 日本言語文化研究 単位 2 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0MA06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「やさしい日本語」は何を

目指すか-多文化共生社会

を実現するために- 

庵功雄・イ ヨンスク・森篤

嗣 編 
ココ出版  

    

 
 

■授業の概要 

定住外国人の数が増え、その子供たちが、小学校、中学校、高校の現場に十分に日本語がで

きないまま入学してくるケースが増えている。一方で、現場において、その対策（日本語教

育）は、決して十分とは言えない。そこで、本科目では、それらに対応可能な内容を含んだ

「やさしい日本語」について書かれた多くの論文を読むことにより、概念の理解を養う。 
 

■学習の要点 
まず、通読し、テキストの各章（各論文）に何が書いてあるかを把握すること。そして、「や

さしい日本語」の研究対象には、どういった内容が含まれるのかを理解すること。 

 

■学習の到達目標 
「やさしい日本語」とは何かを理解し、更に、それに関する研究が現在どうなっているかを

知り、 終的に、そのことについて、自分なりの意見を持つこと。 

 

■成績評価の基準 
「やさしい日本語」とは何かを理解し、更に、それに関する研究が現在どうなっているかを

知り、 終的に、そのことについて、自分なりの意見を持っているかどうかを基準とする。 



授業コード MA620 （認定科目名：中国近現代思想研究） 

授業科目 中国近現代思想研究 単位 2 

担当者 若杉 邦子 
シラバスグルー

プ 
T0MA30 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国近代政治思想史入門 

（研文選書 37） 
横山宏章 著 研文出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、近現代中国において、各種の思想が複雑に絡み合って存在した情況について学

習する。当時の混沌たる思想界の様相を整理するため、「救国意識の目覚め」「伝統思想への

反感と葛藤」「国民国家の主体者形成」という“三本の軸”を意識し、多元的な視座から分

析・把握に努める。テキストの各章では、おおよそ時間の経過に沿う形で歴史上の出来事や

思想潮流が記述されているので、上記“三本の軸”について考えながらテキストを精読する

ことにより、近現代中国の思想と文化に対する分析的理解を深めていく。 
 

■学習の要点 

“三本の軸”たる「救国意識の目覚め」「伝統思想への反感と葛藤」「国民国家の主体者形成」

といった各ムーブメントは、相互関連的であると同時に移行的でもある。それらの思潮がど

のように関連し合い、かつ移行・進展していったか混乱なく理解するためには、歴史的背景

を常に確認しながらテキストを丁寧に読みこんでいくことが肝要である。 
 

■学習の到達目標 

①「救国の熱望」「伝統への攻撃」「国民像の形成」という“三本の軸”について正確に理解

できるようになる。|② ①で得られた理解を通じ、近現代中国の思想や文化とその変遷が整

理・分析できるようになる。| 
 

■成績評価の基準 リポート（50％）と科目 終試験（50％）により評価する。 



授業コード MA630 （認定科目名：英語教育研究） 

授業科目 英語教育研究 単位 2 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0MA38 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

言語はどのように学ばれる

か 外国語学習・教育に生

かす第二言語習得論 

パッツィ・Ｍ．ライトバウン

/ニーナ・スパダ 
岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

英語教育の目的にはさまざまあるが、その 大のものは学習者に英語という言語を習得させ

ることであろう。一般的に母語の習得はほぼ 100％成功するが、第二言語（もしくは外国語）

の習得は必ずしも成功するとは限らないと言われる。第二言語習得のメカニズムが完全に解

明されているわけではないが、それでもこのメカニズムの知識なくして、効果的な英語教育

が期待できるはずはない。この科目ではさまざまな第二言語習得論を紹介するが、単にそれ

ぞれの理論を理解するだけではなく、さらに一歩踏み込んで、日本の英語教育の現場（小学

校、中学校、高等学校、大学）においてその理論を実践できるのかについても検討してみた

い。| 第二言語習得論はそれぞれ、第二言語習得の一側面を見ているにすぎず、一つの論が

すべてを網羅しているというわけではない。その意味では、一つの論によって英語教育にま

つわる問題がすべて解決されると考えてはいけない。教育にはさまざまな要因が複雑に絡み

合っているということを忘れてはいけない。また、理論の実践に関して言えば、個人的な経

験がすべてにあてはまるという考え方も危険である。日本の学校教育制度を考えると、誰し

もが英語の授業を受けたことがあり、それゆえ誰でもが英語教育について話をすることがで

きる。しかし、単なる「お話」と研究は別物であるということである。英語教育研究である

からには、個人的なイメージにもとづくのではなく、何らかの客観的な根拠にもとづいた議

論がなされなければならないことを忘れないでもらいたい。 
 

■学習の要点 

（1）テキストで紹介される第二言語習得論を正確に理解したうえで、各理論について簡潔

に説明することができる。|（2）第二言語習得論を日本の英語教育の各現場（小学校、中学

校、高等学校、大学）において実践できるのかについて、実証的に検討することができる。

|（3）各自の考えの要旨を英語でまとめる。| 
 

■学習の到達目標 
１）第二言語習得論にもとづき、英語教育の実践について論述することができる。|２）正確

な英語で要旨をまとめることができる。| 

 

■成績評価の基準 

１）テキストの内容を正確に理解したうえで、英語教育の実践に関する自身の考えを客観的

に述べることができているか。|２）小さな一つのテーマに絞られているか。|３）実証性また

は客観性のある論となっているか。|４）正確な英語で要旨がまとめられているか。 



授業コード MA640 （認定科目名：書道文化研究） 

授業科目 書道文化研究 単位 2 

担当者 長尾 秀則 
シラバスグルー

プ 
T0MA17 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書論の文化史 松宮貴之 雄山閣  

    

 
 

■授業の概要 

古来、中国では、教養人の間で書をよくすることは必須の条件とされ、また能書の人は尊敬

されてきた。そして、日本でも、古く漢字を輸入して用い、また漢字から仮名を作って用い

てきたが、やはり手跡の美しいことは尊ばれてきたのである。本科目は、主に中国書道史の

中から、個々の研究テーマを取り上げる。書論・金石学・法帖学・篆刻学・題跋・文房四宝

など、幅広く、文化としての書を理解させ、広い視野から書を追究しうる人材の養成を目指

す。 
 

■学習の要点 基本的な中国書道史の教養を身に付けるとともに、専門的な研究方法の習得を目的とする。 

 

■学習の到達目標 専門的な中国書道史研究の基礎固めを行う。 

 

■成績評価の基準 研究史の把握と明解な論旨｡ 



授業コード PN101 （認定科目名：英語学概論） 

授業科目 英語学概論 単位 2 

担当者 瀬戸 賢一 
シラバスグルー

プ 
T0PN01 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

はじめての英語学 改訂版 長谷川瑞穂 研究社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、理論や抽象的な概念ではなく、身近なところ（私たちが抱く疑問）を出発点に

して、英語ということばの輪郭と背景に関する知識を深めていく。これまで英語という言語

がどのような観点から研究されてきたのかについての知識を身に付け、今後英語学における

理論や抽象的な概念に関する知識を深めるための第一歩となることを狙いとする。|テキスト

の概要は以下のとおりである|【第 1 章～第 7 章：ことばの研究とことばの変遷】|第 1 章 こ

とばの起源と語族|第 2 章 人間のことばと言語研究|第 3 章 英語の発音とスペリング|第 4

章 英語の語彙の多様性|第 5 章 標準英語の成立|第 6 章 英語のバリエーション|第 7 章 

ことばの変化|【第 8 章～第 12 章：英語そのもののしくみ－音、単語、文】|第 8 章 ことば

と音声|第 9 章 音の組み合わせとアクセント|第 10 章 単語ができるしくみ|第 11 章 文が

できるしくみ|第 12 章 文の内部構造|【第 13 章～第 17 章：ことばの意味】|第 13 章 こと

ばの意味とは何だろう|第 14 章 語の間の意味関係|第 15 章 意味の拡張|第 16 章 ことば

の意味に見られる主観性|第 17 章 ことばの意味とコンテクスト|【第 18 章～第 21 章：こ

とばの使用とコンテクスト】|第 18 章 まとまりのある文章|第 19 章 文章中の情報構造|第

20 章 ことばのやりとりにおけるルール|第 21 章 コミュニケーションの民俗誌|【第 22 章

～第 25 章：ことばと社会】|第 22 章 英語と文化|第 23 章 ことばと文化|第 24 章 こと

ばと国家|第 25 章 日本の英語教育と教授法 
 

■学習の要点 

①リポート設題に取り掛かる前にテキストを熟読し、英語学全般に関する理解を深めるよう

に心がけること。|②映画、ドラマ、ニュース等における使用例やコーパスなどを自ら調べる

ことにより、テキストで述べられている内容を確認するように心がけること。また、日本語

との対照を行いながら、日英語の類似点および相違点についても考えるように心がけるこ

と。|③本科目の参考文献、テキスト内の読書案内等も積極的に活用しながら英語学に関する

知識を深めるよう心がけること。| 
 

■学習の到達目標 

①英語学の観点から、ことばそのもののしくみ、ことばの意味、ことばの使用、ことばと諸

側面の関係性について理解し、説明することができる|②客観性のある根拠を示しながら自ら

の主張を論理的に説明することができる。| 
 

■成績評価の基準 
英語学に関する知識が深まっているか、客観性のある根拠を示しながら自らの主張を論理的

に説明することができているかについて評価する。| 



授業コード PN102 （認定科目名：英文法） 

授業科目 英文法 単位 2 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0PN02 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

English Grammar in Use Raymond Murphy Cambridge University Press  

    

 
 

■授業の概要 

英文法はいわば英語のルールであるが英文法が英語という言語を完全に支配しているわけ

ではない。従って、中学校や高等学校で習う学校文法で、英語の全ての運用方法が説明され

るわけではない。英文法からはみ出す例外的な用法も含めて、一歩進んだ英文法を学ぶ。英

文法のための英文法ではなく、使える英文法を取り扱う。| 
 

■学習の要点 

日本人学習者にとって、定冠詞と不定冠詞、未来形と現在形、現在完了形と過去形（過去完

了形）、関係代名詞と関係副詞、現在分詞と過去分詞、to 不定詞と動名詞、前置詞などは、

習得が困難な項目であるが、そのような項目を重点的に学習する。| 
 

■学習の到達目標 

日本人学習者にとって習得困難な定冠詞と不定冠詞、現在完了形と過去形、関係代名詞と関

係副詞、現在分詞と過去分詞、to 不定詞と動名詞、前置詞などの用法について、きちんと説

明できる。| 
 

■成績評価の基準 
必ず具体例をあげて簡潔に説明すること。回りくどくて要領を得ない解答や誤字・脱字が多

いものは評価が大幅に下がる。| 



授業コード PN103 （認定科目名：英語文学論） 

授業科目 英語文学論 単位 2 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0PN03 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

イギリス・アメリカ文学史:

作家のこころ 
福田昇八 南雲堂  

    

 
 

■授業の概要 

翻訳を通して日本でもよく知られた英米文学の作家や作品はあるが（たとえばシェイクスピ

アや『ハムレット』『ロミオとジュリエット』といった名前は一度は必ず耳にしたことはあ

るであろう）、それ以上に英米文学史には代表的な作家・作品が数多く存在する。この科目

においては、英米文学の基礎知識（英語表現・多様な文化）の習得を目標として、文学史上

における主要な作家・作品について学習する。イギリス文学やアメリカ文学の歴史の網羅的

な学習は「英文学史」「米文学史」といった科目に譲るとして、とりあえずは英米文学史に登

場する主だった作家・作品に触れてみることからはじめよう。|日本の文学作品ですらあまり

読まれなくなっているのが昨今の傾向のようであるが、この科目の学習を通して興味関心を

抱いた作家・作品があれば、翻訳でも構わないので、どんどん実際の作品を読んでもらいた

い。文学史を学ぶことで様々な作家・作品を知り、そして作品を実際に読んでみる。そして

作品に触れてから再び文学史を学ぶと、その意義がよりはっきりと見えてくる。この繰り返

しが文学を学ぶ上ではきわめて重要であろう。| 
 

■学習の要点 

１．テキストを丁寧に読んで、全体的な内容を把握した上で、作家の特徴や代表作について

学ぶこと。|２．以下の項目については重点的に学習し、要点をおさえた上で簡潔にまとめて

おくこと。|１）シェイクスピアとミルトンについて。|２）ワーズワース、コールリッジ、バ

イロン、シェリー、キーツについて。|３）オースティン、ディケンズ、ブロンテ姉妹、ジョ

ージ・エリオット、ハーディについて。|４）ジョイス、ウルフ、ロレンス、T.S.エリオット、

グリーンについて。|５）ポー、ホーソーン、メルヴィル、トウェイン、F.スコット・フィッ

ツジェラルドについて。|６）フォークナー、ヘミングウェイ、スタインベック、ベロウ、サ

リンジャーについて。| 
 

■学習の到達目標 英米文学の主要な作家の特徴および代表作について論じることができる。| 

 

■成績評価の基準 各作家の特徴および代表作について論じられていること。 



授業コード PN105 （認定科目名：英語圏文化の理解） 

授業科目 英語圏文化の理解 単位 2 

担当者 樋口 章信 
シラバスグルー

プ 
T0PN04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

世界と英語と日本人 宇津木愛子 北樹出版  

アダム・スミス 道徳感情

論と国富論の世界 
堂目卓生 中公新書 [ISBN]9784121019363 

 
 

■授業の概要 

インターネットで使われる主要言語はすでに英語になっていて、世界の諸地域でも今や英語

が主たるコミュニケーションのツールである。グローバル化と称される世界で、我が国の英

語学習者はそうした英語が有している諸性格を十分に理解しているだろうか。国際人として

地に着いた教養とは何かについてしっかり思索しなければならない。自国の文化や伝統のも

つ知的資源から遠ざかることなく、英語をツールとして使いこなしていくべき時代である。

当該テキストを通して異文化コミュニケーションの本質を理解し、多様な文化的背景をもつ

人々との双方向の意思疎通を行うための準備が必要となる。同時に、英語が話される諸地域

の特質を理解しつつ、英語コミュニケーションを成立させるための基礎的教養を深めること

が、この科目の目的と概要である。| 
 

■学習の要点 

①世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解する。|②多様な文化

的背景を有する人々との交流を通じて異文化交流の意義を知る。|③英語が使われている国々

や諸地域の歴史、社会、文化について理解する。| 
 

■学習の到達目標 
問題は当該テキストに即して出題されているので、まずしっかりとテキストで言われている

ことを深く理解してから記述していくこと。 

 

■成績評価の基準 
問題に対する応答解答となっているので、問題中の重要概念すべてに対応した解答となって

いることが評価の基準となる。問題と関連性のない記述は評価されない。 



授業コード PN111 （認定科目名：中等教科教育法英語） 

授業科目 中等教科教育法英語 単位 2 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0PN05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい英語科授業の実践 

グローバル時代の人材育成

をめざして 

石田雅近ほか 金星堂  

    

 
 

■授業の概要 

１）英語教育の目的、現状、指導事例の紹介といった講義を中心に、中学校英語科教員とし

ての資質の基礎を養成する。現在では目標言語である英語を使って授業をすることが求めら

れており、英語力と指導力の融合もはかりたい。|２）実践から理論（英語教育の目的、学習

指導要領、第二言語習得論、5 技能の指導理論）の理解へとつなげる。また、英語を使った

授業展開に必要な英語表現や、文法指導の基礎となる英文法知識についても確認する。理論

と英語力という二つの側面から、中学校英語科教員としての資質を養成する。英語科教員に

要求されている CEFR B2 レベルの総合的な英語力の習得を目指すためにも、TOEIC 500 点

以上のスコアをレベルに応じて評価に加える。 
 

■学習の要点 

１）まずはテキスト全体に目を通し、全体像を捉え、その有機的なつながりを把握した上で、

個々のパートを深く理解することが必要である。リポートの作成や試験勉強のために、当該

の箇所だけを読む学生が見られるが、そのような学生のリポートや答案は概して焦点がずれ

ていることが多い。学習は基本的にテキストの範囲内で十分であるが、どうしても理解でき

ない時は、他の英語教育関連の参考書にあたってみることで理解が得られることも多い。|

２）テキストのうち、以下の項目に関しては重点的に理解しておくこと。①英語の指導法、

②英語授業を豊かにするために、③音声指導、④文法指導、⑤語彙の指導、辞書の指導、⑥

テスト作成・評価法、⑦英語を使った授業展開。|３）平成 29 年に中学校学習指導要領が改

訂となったが、どのように「外国語科」の目標は改訂されたのかを理解しておくこと。学習

指導要領については、文部科学省のホームページで確認することができる。|４）英語でオー

ラル・イントロダクションおよびテキスト理解のための発問ができるようにしておくこと。

|５）生徒ための英文エッセイのサンプルが書けるようにしておくこと。| 
 

■学習の到達目標 

１）本講義で紹介された学校英語教育、第二言語習得論、英語教授法に関する内容や用|語を

簡潔に説明することができる。|２）効果的な言語活動を取り入れた学習指導案を作成し、学

習効果をあげる授業を実践|することができる。|３）小学生・中学生を対象にした英語の授業

で、発話の 70％以上を英語でする|ことができる。|４）生徒の発話または英作文が、文法的

に正しい英語であるのか、そうでないのかを判|断することができる。 
 

■成績評価の基準 
１）解答に必要なキーワードとその説明を含めること。|２）英語を使った授業の展開につい

ては、オリジナル性が求められる。剽窃および盗用|厳禁。 



授業コード QA020 （認定科目名：歴史学研究基礎２） 

授業科目 歴史学研究基礎２ 単位 2 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0QA02 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

海域アジア史研究入門 桃木至朗 岩波書店  

歴史学のフロンティア 地

域から問い直す国民国家史

観 

秋田茂ほか編 大阪大学出版会 9.78487E+12 

 
 

■授業の概要 

本科目は、歴史学研究基礎１の学修を基礎としながら、歴史学の研究動向および研究の現状

を学びながら、歴史学が担っている学問的・社会的な役割を理解することをねらいとする。

特に、文献史学のみならず「モノ（事物）」を資料として用いる歴史文化研究についても学ぶ

ことにより、歴史学はもとより人文科学全般に及ぶ学問的な枠組みを理解し、近接分野の手

法や議論についても理解を深めたい。 
 

■学習の要点 

これから皆さんが行なおうとする研究は、高度な学術的行為ではあるものの、それはやみく

もに詳細に踏み込むことでも、盲目的に広がりを求めることでもない。研究の開始にあたっ

て、自らの研究対象となる事象（事物）を明らかにしようとする時、いかなる方法が考えら

れ、そのなかで も適した方法は何なのか、自らが明確な意志と裏付けのもとそれを選び取

る必要がある。科目の概要において「本科目のねらい」として記した「歴史学の研究動向お

よび研究の現状を学びながら、歴史学が担っている学問的・社会的な役割を理解すること」

は、まさにその点について皆さん自身の思考を促す意図で記されている。| 多くの学問分野

と同様に、歴史学研究にも研究の目的があり、それらは時代とともに変遷してきた。また、

研究の進展とともに歴史学の研究方法自体も変化してきている。まずはそうした歴史学研究

が辿ってきた道程を知り、どのような研究方法があるのかを理解する必要がある。そのうえ

で自らが研究の対象にしようとする事象（事物）が、これまでどのように理解されてきたの

かを把握しながら、自らはそれらにどう向き合おうとするのかを考えて欲しい。| 
 

■学習の到達目標 
１）歴史学の研究動向を概括し、研究の現状を理解する。|２）歴史学と関連諸学の関係を理

解する。|３） 先端の研究法を知り、自らの視点・視角構築の参考とする。 

 

■成績評価の基準 

１）戦後歴史学の歩みと歴史学の研究動向についての概括的に理解できているか|２）歴史学

と関連諸学の関係について理解できているか|３） 先端の研究法と自らの視点・視角の関連

について考えられているか  



授業コード QA030 （認定科目名：基礎外国語文献研究） 

授業科目 基礎外国語文献研究 単位 2 

担当者 水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0QA04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の地理・歴史の知識と

英語を身につける 
植田一三 ベレ出版  

    

 
 

■授業の概要 
英語圏で発表された日本史の主な研究成果を集成したテキストから、学問的価値が高く、重

要な論点を提示しており、和訳がないものを選択して講読を行なう。 

 

■学習の要点 

（1）テキスト学習では、日本の地理・歴史に関する用語や英文表現などに習熟することを

目標として、テキストを反復学習してください。テキストの内容を基にして 終試験の問題

が出題されます。|（2）リポートは、テキスト学習の応用として、実際の専門ジャーナルに

掲載されている学術的文章（書評）の和訳を、下記の要領で行ってください。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|①テキストの正確な解釈：外国語としての英文の理解程度だけではな

く、歴史研究としてのコンテクストを如何に正確に把握するのか。|②歴史的背景と論点の理

解：当該論文が取り上げている時代・事柄について調査を行ない、他の研究成果との差異や

論点など、研究史上の意義を探る。|③学術用語、もしくは歴史用語の独特な用法を学習する。 
 

■成績評価の基準 

【科目 終試験における成績評価の基準】|（1）英語の歴史用語や学術用語を理解して、日

本語訳されているのか。|（2）書評の内容を充分理解して、その文意を活かした日本語訳に

なっているのか。| 



授業コード QA040 （認定科目名：基礎文献研究） 

授業科目 基礎文献研究 単位 2 

担当者 佐古 愛己 
シラバスグルー

プ 
T0QA08 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日記で読む日本中世史 元木泰雄・松薗斉 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

歴史学研究において、文字史料の活用は不可欠である。なかでも日本前近代の政治・社会・

文化・思想を知るためには、古記録（日記）を正確に読解する必要がある。|本科目では、日

本の中世（平安後期から戦国期までの約五百年間）における日記を取り上げ、史料に基づい

た歴史研究の方法や中世社会の諸相を学ぶとともに、古記録という史料の特徴および個々の

古記録の内容的特徴を検討するとともに、歴史学研究においてどのような点に留意して利用

すべきかを考える。 
 

■学習の要点 

歴史学研究において も重要である「史料」の性格を知るとともに、自ら史料を読解し、歴

史像を構築する力の涵養を目指します。|まず、テキストの序章および第Ⅰ～Ⅲ部の「解説」

部分を精読し、古記録（日記）という史料の性格を学び、考えてください。そのあとで各章

（全 16 章のうち、任意で選んだ 6 章）ごとの概要をまとめ、本書を通して明らかにされた

「中世社会」の特質とは何かを考えてください。内容を適切に理解するためには、専門的な

歴史用語や人名などの理解が不可欠です。辞典類（『国史大辞典』、『日本国語大辞典』等）を

こまめに引いて、熟読してください。また、古記録や日本中世史の理解を深めるため、参考

文献も一点以上は熟読されることをお勧めします。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験における成績評価の基準および「答案」作成上の留意点 |①歴史研究の分析・

考察において必要とされる専門用語を理解して、専門書を読解できる。|②文献史料（典籍・

古記録など）の成立事情、および歴史・文化・思想的背景を理解し、史料の性格を説明でき

る。|③文献史料を活用した歴史学の研究方法を習得し、史料を用いて歴史的事象を自ら再構

成することができる。 
 

■成績評価の基準 

テキストの内容を理解し、設問の要求に対して的確に論述されているか。論旨が明確に述べ

られているかを評価します。ただテキストの概要を記すのではなく、テキスト以外の参考文

献なども参照して、自身の意見・ 考察が加えられていること。|テキストや参考文献からの

引用は、必ずリポートの参考文献欄に注や参考文献一覧として明記し、自身の意見や考察の

部分と明確に書き分けること。 |誤字脱字、文体の不統一がないか、規定枚数（字数）が守

られているか、論文の構成（章節）が適切か、などの点を総合的に評価します。 



授業コード QA130 （認定科目名：歴史学特殊研究１） 

授業科目 歴史学特殊研究１ 単位 2 

担当者 塚本 栄美子 
シラバスグルー

プ 
T0QA03 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

忘れ去られたマイノリティ 

迫害と共生のヨーロッパ史 
関哲行・踊共二著 山川出版社  

    

 
 

■授業の概要 

宗教改革をきっかけに宗派多元社会へと向かった近世ヨーロッパにおける、価値観をめぐる

葛藤とその葛藤の中で苦境に立たされた人びとの現実について理解を深めます。そうするこ

とによって、中世的な価値の崩れた近世ヨーロッパ社会の特質について考察します。また、

キリスト教社会におけるムスリムやユダヤ人の存在について考察をすすめるなかで、現代の

世界が抱える移民問題や多様性社会の在り方についても自分なりの意見が持てるようにな

ることが期待されます。 
 

■学習の要点 

近世ヨーロッパ世界がどのような世界であったのか、とりわけ社会の中の他者あるいはマイ

ノリティをめぐる問題について歴史的に考察し、自らの見解をもち、それを表現できるよう

になることが到達目標です。 
 

■学習の到達目標 

（1）ヨーロッパを一様なキリスト教社会と捉えがちであるが、多神教的、民衆宗教的要素

を多分に含んだ社会であることを理解している。| （2）近世国家や宗派化の流れのなかで

さまざまな線引きがなされ、宗教的マイノリティが生まれたことを理解している。| （3）

宗教的マイノリティの社会とマジョリティ社会は相互に影響しあっていることを理解して

いる。| | 
 

■成績評価の基準 

（1）到達目標に記されている 3 つの観点について、テキストの内容をきちんと理解してい

ること。|（2）問題の意図を把握して、正しい日本語で論理構成のある答案を作成している

こと。| 



授業コード QA140 （認定科目名：歴史学特殊研究２） 

授業科目 歴史学特殊研究２ 単位 2 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0QA01 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土宗の展開と総本山知恩

院 
今堀太逸 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

日本の文化遺産は国宝・重要文化財に指定されている「仏教」（寺院・僧侶・経典）と関係の

ある文化財は多い。これまでの日本史・仏教史の研究においては、僧侶の視点、教団や宗派

の視点に終始している。ところで、現代人である我々は、医学の発達により長寿の恩恵を享

受し、生への執着に強く死に向き合うことから遠のいた生活をしている。「往生」「他力本願」

という言葉は日常語となり、念仏を信心することと関わりなく使用されている。本科目にお

いては、日本の古代から現代にいたる日本人の仏教信仰の受容と変遷を学ぶ。また、全国に

は住民が菩提所とする寺院が 7 万 5900 か寺ある（2015 年）。葬式と年忌仏事、寺参り（墓

参り）を仏教信仰とする日本人の信仰の歴史を明らかにする。 
 

■学習の要点 

テキストは、法然を宗祖とする浄土宗のあゆんだ歴史と、知恩院が興隆した背景を検討し、

その変遷と意義を考察した論考を集成したものである。浄土宗の念仏の展開と知恩院興隆の

歴史を天皇、公家、武家、民衆の目線から読み解いている。宗祖法然の生きた時代は戦乱・

凶作などが頻発、現代より死が身近にあった。法然の説いた念仏の教えは各層に広まり、人

びとは教えを信じぬくことで老病死の恐れや苦しみからの解放を願った。浄土宗は、学問や

修業に励む仏教各宗派から異端視され、非難を集めたこともあった。学習にあたっては、「序」

を参考に 5 部 17 章の特色を把握すること。試験問題は各時代において重要な歴史や信仰

（鎌倉期の浄土宗と日蓮宗・軍記物にみる念仏・法華経・戦国時代の知恩院・徳川将軍家と

知恩院・江戸時代の知恩院興隆）について出題している。 
 

■学習の到達目標 
・死が身近にあった前近代、僧侶の言葉には力があった。浄土宗と知恩院の歴史と考察を通

して、「日本人の仏教史」を明らかにする。 

 

■成績評価の基準 

・誤字脱字、文体の不統一、不自然な表現や意味不明な表現が、はなはだしい場合は不合格

とする。|・出題の要点を正しく理解していて、表現が的確であり、主張の要旨が明快であれ

ば高く評価する。| 



授業コード QA180 （認定科目名：歴史文化特殊研究１） 

授業科目 歴史文化特殊研究１ 単位 2 

担当者 斎藤 英喜 
シラバスグルー

プ 
T0QA07 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

荒ぶるスサノヲ、七変化 

＜中世神話＞の世界 
齋藤英喜 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

一見「トンデモ本」のようにも見える、中世の自由奔放な神話世界は、近代的な価値観や完

成を揺るがしてくる。手付かずの原石のような輝きをもって、立ち現れてくるのだ。中世日

本紀を、それだけ切り離し、物珍しい世界として興味本位で見てはならない。このテキスト

では、古代神話の荒ぶる神スサノヲが、中世の仏教との関係のなかでどのように変貌してい

くかを明らかにしている。 
 

■学習の要点 
１．古代神話を読む| ・荒ぶる英雄神スサノオ|2 「日本紀の家」の中世神話とスサノヲ|3 中

世の出雲大社のスサノヲ|4 祇園御霊会のスサノヲ|5「善悪不ニ」の神学とスサノヲ 

 

■学習の到達目標 

リポート作成は、修論執筆の基礎がためとして考えてください。「論文」の書き方、文献の

読み方を身につけるように。| リポート作成をふまえつつ、さらに自己の研究の進展が見ら

れることが重要です。 
 

■成績評価の基準 テキストの読解力とともに、論文作成の文章力。他の参考文献の読み込みなど。 



授業コード QA190 （認定科目名：歴史文化特殊研究２） 

授業科目 歴史文化特殊研究２ 単位 2 

担当者 安藤 佳香 
シラバスグルー

プ 
T0QA05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

岩波日本美術の流れ ２：

７－９世紀の美術 伝来と

開花 

井上正 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

日本の芸術文化を考える時、古代の仏教美術がひとつの大きな核になることはいうまでもな

い。これほどまでに質の高い作品が数多く遺されていることは奇跡的ですらある。|本科目で

は、７?９世紀の主として仏教美術（必要な作例はそれ以外の範囲も含む）を対象として、

それぞれの作品を単独の鑑賞対象としてではなく、いくつかの新たな切り口で全体観を整理

し見直すことによって、従来の研究ではほとんど気づかれていなかった新視点からの芸術世

界が存在することを理解する。その理解の上に立って、作例の「かたち」を読み解く力を醸

成する。 
 

■学習の要点 

これまで数多く出版されてきた日本美術史に関する書籍は、ほとんどが時代ごとに作品を集

めて並べ、各々の作品を解説することによって基本的な構成が成されていた。本科目でテキ

ストとする井上正『岩波日本美術の流れ２：７?９世紀の美術』は、それらとは大きく一線

を画する画期的な書物である。井上氏は本書によって、日本における仏像彫刻史を、従来の

固定化した観点から解き放ち、インド・中国・朝鮮半島などの各民族の思想（固有信仰）と

仏教思想との融合という視点から抜本的に見直している。さらに彫刻のみならず、絵画・工

芸にも言及している。| まずは、テキストのこのような特色を理解することが肝心である。

そしてその上に立って、各人がそれらの観点で新たに作品を見直してみることによって、新

視点から見えてくる世界を実感して欲しい。「かたち」を読み解く醍醐味を体感して欲しい。 
 

■学習の到達目標 

【到達目標】|テキストに綴られた新しい視点が、どのように作品の見方を変えるのかという

点を良く理解すること。そのためには、他の日本美術史の概説書に眼を通してみることが必

要である。|新視点の獲得によって、７?９世紀の美術をアジア的視野で理解できるようなる

ことを到達目標とする。 
 

■成績評価の基準 

１．関連する図版をテキスト以外からも探して、それをよく観ながら本文を理解できている

か。|２．仏教美術の造形に各国の固有信仰がどのように影響をあたえているかという点を具

体的に理|解しているか。|３．仏教と固有信仰の融合によって生み出された造形にどのよう

な美が宿っているのか自らの感|性で捉えられているか。|４．テキストによって得た知識、感

性を基に日本に伝来する仏教美術を鑑賞する視点を持つこ|とができているか。|５．リポー

トは適切な図版がつけられているか（出典を明示のこと）。 



授業コード QA430 （認定科目名：フィールドワーク研究） 

授業科目 フィールドワーク研究 単位 2 

担当者 八木 透 
シラバスグルー

プ 
T0QA09 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

フィールドワーカーズ・ハ

ンドブック 
日本文化人類学会 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 フィールドワークの入門 

 

■学習の要点 

文化人類学および民俗学におけるエスノグラフィー（ethnography）的方法論を基軸とした、

フィールドワークによる研究法を学ぶ。一言で、フィールドワークといっても、その方法は、

分野によって多様である。本テキストでは、人間の具体的な生活、行動様式に長期にわたっ

て密着し、包括的（ホーリスティック）な資料から、文化、社会事象を考察する文化人類学

の方法論を学ぶ。人間に密着した、質的方法論によって得られる知見は、歴史的時間軸にお

いて、人間生活を考察していく中でも必要な想像力を養う一助となる。また、いかなるフィ

ールドワークにおいても共通する基礎的知識、技術に関しても修得する。また、テキストに

準じたいくつかの課題を実践することが求められ、それらをもとにフィールドワークを通し

て得た資料の分析の仕方などを具体的に修練していただく。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|フィールドワークをおこなう際に、 低限必要と思われる基礎的知識、

技術を身につけ、フィールドワークをとおして、得られた資料を整理、分析する方法論を修

得する。|歴史的史資料を分析する際に必要とされる文化・社会を考察するための視点を養

う。|【科目 終試験における成績評価の基準】|文化人類学におけるエスノグラフィー的方法

論によるフィールドワーク調査、１０章以下の応用的な現場調査においてその長所がどのよ

うに発揮され得るかについて理解されているか。９章の資料をまとめ作品化していく際の４

つの特徴（２１６ページ）の意味を理解できているか。|【「答案」作成上の留意点】|テキス

トにおける、具体的な内容を事例としてあげて説明すること。| 
 

■成績評価の基準 
問題に対応した解答が論じられているかどうか。さらに適切な文章表現で、具体的に論じら

れているかどうか。 



授業コード QA440 （認定科目名：歴史情報と社会） 

授業科目 歴史情報と社会 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0QA10 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史を社会に活かす 楽し

む・学ぶ・伝える・観る 
歴史学研究会編 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの身の回りにはさまざまなかたちで歴史情報があふれている。かつて歴史研究の専門

家や歴史に造詣の深い知識人たちによって、文字を主な媒介として発せられていた歴史情報

が、今や博物館や資料館・文書館、自治体などの多様な機関だけでなく、歴史に興味をもつ

一個人さえも、文字だけでなく画像・映像などを駆使して歴史情報を発信する時代になって

いる。|そうした時代の中で、歴史研究に関わる私たちは、学界以外の場所でも情報の発信者

になることも少なくないが、歴史情報の受信者を忘れて情報を発信しがちである。しかし、

歴史情報は、発信者と受信者、両者を媒介するメディアがあって情報として流通している。

受信者が発信者にもなる現代において、発信者と受信者との情報のキャッチボールはどのよ

うにすればより円滑に進むのであろうか。こうした問題意識に立って、この科目では受信者

を視野に入れた歴史情報のあり方について考えていきたい。| 
 

■学習の要点 

歴史情報を伝達するメディアの多様化は、歴史情報の獲得をより容易に、また身近なものと

する一方で、一般に流布する歴史情報と学術的な歴史情報との懸隔を拡大させる恐れも含ん

でいる。こうした点を踏まえて、学術的な歴史情報の伝達を図るために、以下の点に留意し

て学修を進めてほしい。|（1）誰のための、何のための情報なのか、という点を十分に考慮

した歴史情報とはいかなるものか。|（2）上記の点を踏まえ、学術的な成果に基づく歴史情

報を効果的に社会に伝達するために、どのような工夫ができるのか。| 
 

■学習の到達目標 

学修の到達目標|（1）一般に流布している歴史理解と学界における歴史理解の懸隔を理解す

る。|（2）歴史情報を伝達するうえで利用される多様なディアの長所・欠点を理解する。|（3）

時と場所、そして対象や目的に適った方法で歴史情報の提供ができるようになる。| 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験における成績評価の基準および「答案」作成上の留意点|① 学修の目標（1）?

（3）を踏まえた論述であること。|② 論理的な構成をもった文章であること。|③ 必要な

資料（論拠）が正しく添付され、当該資料について説明が行われていること。 



授業コード QA450 （認定科目名：歴史情報基礎論） 

授業科目 歴史情報基礎論 単位 2 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0QA06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史を社会に活かす-楽し

む・学ぶ・伝える・観る 
歴史学研究会 編 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

歴史学に関わる者は、専門領域に関する研究成果を学会その他に対して発信するだけでな

く、調査・研究の成果やその過程で蓄積されるデータを、広く社会に対しても歴史情報とし

て発信し、共有する責務を負っています。|そこで、歴史研究に関わる諸史資料の情報化に向

けて、その基本的事項から歴史情報の蓄積、加工、流通等について考察してもらう機会とし

たいのが、この授業です。 
 

■学習の要点 

歴史事象を考察するにあたって、どのような史資料が必要であり、それをどのようなかたち

で世に問うのか。テキストの「歴史学とメディア」「歴史学・学術書・読書の新たな関係を考

える」「文学・大河ドラマと歴史学」などを参照にして学習してほしい。 
 

■学習の到達目標 
歴史学における史資料の意義とその分析の方法論、その成果ととしての発表のかたちを理解

し、自らの研究に反映させていくことを目標とします。 

 

■成績評価の基準 
（１）主題の把握について|（２）誤字脱字について|（３）論の構成と展開について|（４）論

述の際、具体的な事例などをあげるなどの具体性について。| 



授業コード T0103 （認定科目名：現代思想） 

授業科目 現代思想 単位 2 

担当者 太寿堂 真 
シラバスグルー

プ 
T0T033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

テキストブック 生命倫理 霜田求 編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

「尊厳死」という言葉がマスコミその他で使われるようになって久しい。それは死期が近い

と医学的に判断される患者に対し、人工呼吸、経管栄養・水分補給、人工透析などの、いわ

ゆる『延命措置』を施すことは、当の患者にいたずらな苦しみを強いるばかりであり、それ

を止めて患者を速やかに死ぬに任せることが患者や家族のためだ、という趣旨を表す言葉

だ。少し前まで、医療現場では、一旦装着した人工呼吸器などの、いわゆる生命維持装置を

停止した場合、それに関わった医療スタッフは殺人罪などに問われ、警察の介入を招く、と

いった懸念が強かった。しかし現在では、延命措置の不開始や中止を想定した厚生労働省や

各関係学会のガイドラインが示される中で、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)という

考え方が、医療現場でも進みつつある。ACP とは、人生の 終段階における医療、ケアにつ

いては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされたうえで、患者本人が自らが望む人

生の 終段階における医療、ケアについて前もって考え、医療、ケアチームと繰り返し話し

合い、それを踏まえ本人の意思決定を基本として治療にあたるという考え方である。これに

基づいて、例えば、どういう場合には、経管栄養を止めるか、人工呼吸器をどうするか、な

どの意思をあらかじめ指示する書類を医療機関が準備し、医療者や家族との話し合いの中で

患者がその書面で自らの意志を指示しておけば、医療、ケアチームはそれを尊重して治療に

あたる、という医療機関や在宅医などの例も見られるようになった。|他方、「尊厳死を合法

化すべきだ」と主張する人々がいる。すなわち、自分が終末期や植物状態になった場合、延

命のための治療を拒否する意思表示を記した「リビング・ウィル」を法律的に有効なものに

せよと唱える人々である。『日本尊厳死協会』に属する人々がそれである。その人々からす

れば、ACP が今後普及することは望ましいことだという。ただ、ACP は、医療者の働きかけ

から始まるが、当人が突然の事故等で、医療を受ける以前に、すでに意思表示能力を失って

いる場合も考えられることから、疾患や事故にあう以前の、元気なうちに意思表示をしてお

き、それを尊重してもらいたいのだという。しかし元気な時と、例えば認知症等で意思表示

能力が低下して以降で、本人の気持ちに変化があるのではないか、という疑問が残る。尊厳

死協会は、2019 年「私の希望表明書」を策定し、よりきめ細かい患者の要望を書き込める

ようにし、また、目下、43 年ぶりのリビングウィルの抜本的な書き換えを検討中だという。

|  その一方で、生命維持装置の不開始や中止を合法化する、いわゆる『尊厳死法』が成立

すれば、もともと定義の曖昧な「終末期」という要件が、次第に拡大適用され、そうした装

置なしには生きられない ALS のような難病患者や重度障害者など、「社会的弱者」の存在を

負担と感じる家族や社会の有形無形の圧力の下で、そうした人々が「死の自己決定」をする

よう強いる社会的風潮が出てくることを懸念する人々もいる。| ところで、終末期について

の意思を示さぬまま、家族によって救急搬送され、その施設で意識も戻らぬままに高度な延

命治療を受けている患者は依然として多い。| 終末期医療に関する近年の調査からは、生命



維持装置よる延命を否定的に考える人が回答者の 9 割を占めるなど、多数であることがうか

がえる。一方で、社会的弱者が不利益をこうむるとすれば、それは避けねばならない。人は

健康を保つため、医療を必要とし、誰しもが死を避けられない。本科目では、現在の医療と

その前提になる生命観について基本的なことを学習し、受講生お一人お一人のお考えを深め

てもらう機会としたい。 
 

■学習の要点 

まず、テキストや参考文献を通じて「終末期医療」「生殖補助医療」「脳死・臓器移植」等、

日本と諸外国における個々の問題の歴史と現在のあらましを学習していただき、あわせて当

の問題をめぐって相異なる立場をとる人々の主張の要点を把握し、ご自身の考察と意見を展

開してください。 
 

■学習の到達目標 

（目標）| 各々が手がけたテーマについて、できるだけ丁寧に取材し、それをもとに自分な

りの視点を培うとともに、それをできるだけ説得的に論述する術を磨くことです。しかしな

がら、情報が氾濫するなかでは、その糸口がともすれば見失われがちです。| そこでまず、

（１）自分の手がける問題について、根拠ある情報を粘り強く選び出し、（２）テキスト、ま

たはシラバスで紹介された文献のうち、自分の関心に即していずれか一冊、それもいずれか

一つのテーマについて精読し、そこからいかに論じたらよいかの術をより深く学ぶことで

す。| 
 

■成績評価の基準 

思索には終わりはありません。ただ受講する各々の方が到達したご意見について、どうして

そういえるかの根拠(理由)を明らかにし、そこから無理なく導ける結論に達しているかを評

価の基準とします。この根拠を明示しているかどうかで、リポートを受理するか、試験に合

格したとみなすかどうかを判断する場合があります。 



授業コード T0104 （認定科目名：国際社会論） 

授業科目 国際社会論 単位 2 

担当者 小島 吉之 
シラバスグルー

プ 
T0T018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

冷戦 その歴史と問題点 
J・L・ガディス／河合秀和・

鈴木健人訳 
彩流社  

    

 
 

■授業の概要 

この授業は、第二次世界大戦後における国際社会の動向、とくに冷戦（Cold War）をテーマ

として取り上げ、そのなかで起きた出来事について歴史的な視点から学び、考えることを目

的とするものである。今年度は、冷戦史研究の大家として知られるジョン・L・ガディス（John 

Lewis Gaddis）の著作を読むことによって、「冷戦とは何だったのか」という根本的な問いに

対峙するとともに、冷戦に関する重要な論点について考察し、現代の国際社会を見る上での

基礎になる知識の修得を目指す。 
 

■学習の要点 

第二次世界大戦後における国際社会の動向について、アメリカとソ連の対立を軸として力

（軍事）、利益（経済）、価値（理念・イデオロギーなど）の観点から構造的に理解するよう

に努めるとともに、そのなかで政治指導者や一般市民が何を考え、何を決断したのかについ

て、具体的に説明できるようにする。 
 

■学習の到達目標 
現代の国際社会のなりたちについて歴史的な理解が得られる。| 政治・外交の知識が豊かに

なることで、時事問題を考える力が身につく。| 

 

■成績評価の基準 テキストの内容に関する理解の正しさ。| 論理構成力。| 



授業コード T0702 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 外国史 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード T0712 （認定科目名：情報システム） 

授業科目 情報システム 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

コンピュータ概論-情報シ

ステム入門-第 7 版 
魚田勝臣編著 共立出版  

    

 
 

■授業の概要 

現代の情報化社会の中では、誰もが何らかの形で情報システムと関わりを持って生活してい

る。また、21 世紀の情報化時代を生きるためには、情報リテラシーと同様にエンドユーザ

ーでさえ情報システムについての知識が必要になりつつある。そこで本科目では、情報の収

集、蓄積、加工、管理、伝達、利用をどのように行えば良いかという観点に立ち、人間の活

動に、高い効率性、柔軟性、利便性をもたらす情報システム、特に現代の情報化社会におけ

るコンピュータを中心とした機械的機構を重視した情報システムの知識や技術について、コ

ンピュータリテラシーの知識も含めて学習することを目的とする。 
 

■学習の要点 

本科目の学習の重要なポイントとして、(１) 企業情報システムの基本概念の変遷を組織、戦

略、ネットワークという側面から捉えること、(２) 既存の情報システムの利点や欠点を明ら

かにして、今後の情報システムの在り方について、特にネットワーク化されたシステムにつ

いての問題点などについて検討すること、(３) 情報システムにおけるハードウェアの仕組

みやソフトウェアの役割について理解すること、以上の点に留意して学習を進めていくこと

が必要である。| 情報システムの基本概念の変遷については、単に歴史的な回顧だけではな

く、情報システムの役割の変化を検討することにより、情報システムの設計・管理・運営に

おいて留意すべき事項を明確にして、情報システムに求める役割についての認識を深める。

また、コンピュータネットワークの発達により、情報システムにおけるネットワークの役割

を検討し、今後の情報システムの可能性を CALS の進展と事例から検討する。コンピュータ

のハードウェアについては、リテラシーとしてその仕組みを正確に理解し、また、ソフトウ

ェアについては、OS やプログラミング、ファイル・データベースなどを中心に、情報システ

ムの重要な要素として、その必要性や目的、役割について詳しく理解する。| 
 

■学習の到達目標 

情報システムは何か、および情報システムの歴史や、ハードやソフトの変遷はどうなってい

るかについて理解を深めることが目的である。また、普段利用している情報システムの構築

や維持等、複雑な過程が絡み合って成り立っていることを認識し、情報システム化とは何か、

について学習して知ることが目標である。 
 

■成績評価の基準 

リポート：ライフサイクルの各項目がきちんと述べられていること、および実際例がそれぞ

れ述べられていることが添削のポイントとなる。| 終試験：問題に沿って論理的に正しく、

かつ情報システムのライフサイクルに即して述べられているかが評価の基準となる。 



授業コード T0715 （認定科目名：情報ビジネス） 

授業科目 情報ビジネス 単位 2 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説日本のメディア[新版] 

―伝統メディアはネットで

どう変わるか 

藤竹暁・竹下俊郎編著 NHK 出版  

    

 
 

■授業の概要 

現代社会をつき動かしているものの 1 つにメディアがある。このメディアの本質を理解する

ことが大切だ。メディアに関連したビジネスは巨大な産業になっているし、メディアビジネ

スと無関係な生活や仕事は存在しないほどである。さらにメディアビジネスは、大きな雇用

を生んでいる。就職先としてもいまや無視できない。この科目では「メディアビジネス」と

いわれるものを幅広くとらえ、その実際を把握しようとするものである。必然的にメディア

ビジネスに直接的に関係しない人にとっては、カタカナだらけのやっかいな学習対象ではあ

るが、「実学」という視点では、広汎のメディアビジネスの実勢を捉えておくことは様々な

意味で役立つものである。非常に変化の激しいビジネスではあるが、メディア需要と市場の

変化、コンテンツの生産と消費などなど、鋭い動体視力で実像をつかんでもらいたい。 
 

■学習の要点 

(１) ここでは、テキストに即して新しいメディア産業と社会との関係を中心に学習してほ

しい。|(２) 放送・新聞・出版・映画・音楽などのいわゆるマスコミの産業的な変化とその背

景の学習にも意を注いでもらいたい。|(３) 新興メディアビジネスのうちインターネット関

連はとくに重点的に学習してほしい。|(４) カタカナによる専門用語がじつに多く出てくる

ので、情報学辞典と IT 関連の用語辞（事）典などを参照しながらキーワードは把握してもら

いたい。|(５) テキストは１冊だけ指定しておくが、関連する本や雑誌は数多く出版されて

いるので、それらの中から参考になると思われるものにも目を通しておきたい。 
 

■学習の到達目標 情報ビジネスにおける今日的課題を理解する。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。   



授業コード T0716 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード T0718 （認定科目名：社会調査の基礎） 

授業科目 社会調査の基礎 単位 2 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会調査で何が見えるか：

歴史と実例による社会調査

入門 

平松貞実著 新曜社  

    

 
 

■授業の概要 

社会調査士課程の「Ａ科目」であり、社会調査の意義と諸類型に関する基本的な事項を学ぶ

のが目的である。まず社会科学における社会調査の意義を理解する（授業内容１?３）。次に

社会の様々な調査活動の歴史を、大規模統計調査を中心に学ぶ（４?10）。次に社会学的な研

究目的の統計調査・事例調査の例を紹介する（11?12）。次に調査倫理について調査環境の悪

化の問題と結びつけて学び(13）、 後に調査方法論の概略を紹介し（14?15）、資格課程の次

の科目（Ｂ科目：調査設計と実施方法の科目）に接続する。内容の詳細は以下のとおりであ

る。|１．導入＝テキスト「はじめに」「用語解説」| テキスト全体の構成、基本用語の解説

|２．社会科学における社会調査の位置づけ（１）＝テキスト第１章「社会学の祖コントの実

証主義」| 実証主義、社会科学方法論|３．社会科学における社会調査の位置づけ（２）＝テ

キスト第２章「社会科学の研究方法」| 社会調査とは何か、統計調査と事例調査、文献研究

と実証研究、観察、聴取、実験研究|４．社会調査の起源＝テキスト第４章「統計調査のはじ

まり」|  社会調査の起源、先駆的調査|５．人口調査のあゆみ＝テキスト第５章「近代セン

サスの誕生と進歩」第 22 章「「国勢調査」について」| 人口調査、近代センサス、日本の国

勢調査|６．家計調査のあゆみ＝テキスト第６章「家計調査の誕生と成長」|  家計調査、

ル・プレー、エンゲルらの先駆的研究|７．貧困調査のあゆみ＝テキスト第７章「ブースの貧

困調査とその後」|  貧困調査|８．選挙予想調査のあゆみ＝テキスト第８章「アメリカの選

挙予想調査」|  標本調査、割当法、無作為抽出法|９．視聴率調査のあゆみ＝テキスト第９

章「視聴率調査の変遷」|  テレビ視聴率調査|10．マスコミ効果調査のあゆみ＝テキスト

第 11 章「マスコミ効果調査」|  時系列調査、パネル調査|11．研究目的の社会調査（１）

＝テキスト第 14 章「地域調査の功績」| 『ミドルタウン』『ヤンキー・シティ』『ＳＳＭ調

査』|12．研究目的の社会調査（２）＝テキスト第 24 章「「参与観察法」について」|  参

与観察法、参加の度合い|13.調査倫理と調査環境＝テキスト第 22 章「「調査環境の悪化」に

ついて」| 調査実施上の倫理の確立、回収率の低下、調査拒否の問題|14.社会調査方法論（１）

＝テキスト第 17 章「調査対象選定の技法」| 母集団、標本（サンプル）、サンプルの代表

性、サンプリング誤差|15.社会調査方法論（２）＝テキスト第 18 章「データ収集の技法」| 

他計式と自計式、面接、電話、留置、郵送、集合、インターネット 
 

■学習の要点 

以下の６点は、それぞれ科目 終試験の問題と密接に関連しているので、特によく学習して

おいてください。|１．テキストの第２章を読み、社会科学における様々な実証研究の方法の

中で、社会調査がどう位置づけられるかをまとめておくこと|２．テキストの第５章を読み、

近代センサスの誕生と進歩の歴史についてまとめておくこと|３．テキストの第７章を読み、

ブースの貧困調査とその後の歴史についてまとめておくこと|４．テキストの第８章を読み、



アメリカの選挙予想調査の歴史についてまとめておくこと|５．テキストの第 22 章を読み、

現代の日本における「調査環境の悪化」についてまとめておくこと|６．テキストの第 24 章

を読み、参与観察法とは何か、それはどのようにタイプ分けされるか、各タイプの過去の研

究例としてどのようなものがあげられるのかについてまとめておくこと。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は「学習の要点」にあげた各項目について、テキストのポイントをおさえつ

つ、自分なりの言葉で説明できるようになることです。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、ポイントが的確かつ簡潔にまとまっているか、文章全体のまとまりやわか

りやすさ、といった点を中心に評価しますが、自分なりの的確な具体例や見方が示されてい

れば、理解度の高さがわかりますので、プラス評価の対象になります。 



授業コード T0719 （認定科目名：社会調査の設計） 

授業科目 社会調査の設計 単位 2 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会調査演習〔第２版〕 原純輔ほか著 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

社会調査士課程の「Ｂ科目」であり、社会調査の設計と実施方法を学ぶことを目的とする科

目である。授業内容の前半（１?７）では、テキスト第１章（社会調査概説）を読み、社会調

査の設計と実施の要点を知識として学んでいく。次に授業内容の後半（８?15）では、テキ

スト第２章（演習マニュアル）各節の「解説」を読み、適宜各節の「作業」を実施し、「問題」

を解くことによって、社会調査の設計と実施のあらましを実感的に学んでいく。詳細は以下

のとおりである。|1. 社会調査とは何か（テキスト第１章第１節）| 現代社会と社会調査、

記述と説明、社会調査の性格、社会調査と心理学実験、社会調査の意義|2. 社会調査の企画

（テキスト第１章第２節）その１| 調査テーマ、概念の操作的定義、説明・理論、仮説、作

業仮説|3. 社会調査の企画（テキスト第１章第２節）その 2| 実査の方法（面接・留置・郵

送・電話・集合調査）、比較・継続・パネル調査|4. 調査対象の決定（テキスト第１章第３

節）その１| 全数調査と標本調査、無作為抽出と割当抽出|5. 調査対象の決定（テキスト第

１章第３節）その 2| 無作為抽出の原理、母集団と標本|6. 社会調査の手順（テキスト第１

章第４節）| 予備調査、標本抽出、調査員への説明・調査票の点検・回収、データ作成|7. 社

会調査をとりまく諸問題（テキスト第１章第５節）| 社会調査の妥当性、調査者の社会的責

任|8 系統抽出法と比率の推定（テキスト第２章第１節）| 系統抽出、層化（層別）抽出|9. 

確率比例抽出法（テキスト第２章第２節）| 二段抽出法、確率比例抽出法|10. 調査票の作

成（テキスト第２章第９節）その１| 調査票作成の手順、質問文の類型（事実に関する質問、

意識に関する質問）、質問群の構成、調査票の構成|11. 調査票の作成（テキスト第２章第９

節）その２| ワーディングの諸問題（ステレオタイプ、ダブルバーレル、キャリーオーバー

効果、威光暗示、黙従傾向、他）|12. 尺度構成法（テキスト第２章第６節）| 名義尺度、

順位尺度、間隔尺度、比率尺度、尺度の妥当性、尺度の信頼性|13. 評定法・序列法・一対比

較法（テキスト第２章第７節）| 第２種測定法、評定法、序列法、一対比較法|14. コウディ

ング（職業分類）（テキスト第２章第５節）| コウディング、選択回答法（プリコウディン

グ）、自由回答法（アフターコウディング）|15. 聴取調査（テキスト第２章第 10 節）| 非

指示的面接と指示的面接、ラポール| 
 

■学習の要点 

以下の６点は、それぞれ科目 終試験の問題と密接に関連しているので、特によく学習して

おいてください。|１．テキストの 6?14 頁を読み、心理学における実験と比較した時の社会

調査の特色（長所と短所）についてまとめておくこと|２．テキストの 16?19 頁を読み、社

会調査のデータで社会事象を説明する際の、概念の操作的定義と作業仮説の役割について理

解すること|３．テキストの 19?23 頁を読み、面接調査、留置調査、郵送調査、集合調査、

電話調査の各方法の定義と特色についてまとめておくこと|４．テキストの 26?30 頁を読み、

標本調査の意義とその主な方法についてまとめておくこと|５．テキストの 39?43 頁を読み、

社会調査の妥当性を低下させる主な要因についてまとめておくこと|６．テキストの 43?47



頁を読み、「調査者の社会的責任」についてまとめておくこと| 

 

■学習の到達目標 
「学習の要点」の各ポイントについて、テキストの記述をふまえつつ、自分なりの具体例や

見解をまじえて説明できるようになることが到達目標です。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の主な評価基準は、テキストの該当箇所を読んで理解した形跡がみられること

です。ただし、テキストの表現をそのまま引用するよりも（引用部分は括弧で括ってくださ

い）、自分なりの具体例や表現でかみくだいて記した方が、理解の深さをアピールできて効

果的です。また、テキストの内容をふまえた上で、自分なりの見解が示されていれば、それ

もプラスに評価します。その他、文章のわかりやすさも評価のポイントになります。 



授業コード T0720 （認定科目名：基礎統計学） 

授業科目 基礎統計学 単位 2 

担当者 吉田 秀和 
シラバスグルー

プ 
T0T047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門はじめての統計解析 石村貞夫著 東京図書  

数学嫌いのための社会統計

学 第 2 版 
山口洋 ほか編 法律文化社 [ISBN]9784589036193 

 
 

■授業の概要 

社会的および科学的事象を一般化するために有効な手段は、それら事象に関するデータ収集

と解析である。本科目においては、それらデータ収集および解析に関する知識を学ぶことに

よって、客観的にそれらの事象を一般化する、またはその事象に関してある判断を行う方法

を習得し、社会調査、科学調査等における基礎的知識を身につけるのが目的である。データ

収集およびデータ解析においては必然的に統計学の知識を要するため、数理統計学観点から

のアプローチに加えて、実際的な調査手法も念頭に置いて、データ収集、データ解析に関す

る知識及び技術を学習する。本科目においてはデータ解析において基本となる記述統計学を

主に扱い、量的および質的変量を統計学的に処理し、解釈する方法を主として学ぶ。 
 

■学習の要点 

本科目においては、記述統計を主とするため学習の要点は以下のようになる。|1.統計学とい

う学問は何かを学習する。|2.データの収集方法を学習する。|3.主に量的データ群の整理方法

を学習する。すなわち、第 1 にデータを視覚的に表す手法を学習する（様々なグラフ化）、

第 2 にデータ群をある数値で代表する手法を学習する（平均値や 大値、 小値等）、デー

タ群全体の傾向を表す手法を学習する（分散、標準偏差、尖度、歪度等）。|4.質的データ群に

対する解釈手法を学習する（比率や変化率等）。|5.異なる 2 変量の関係性の解釈について学

習する（共分散および相関係数）。|6.関係性と因果関係を学習する。|7.質的データの整理、加

えてそれに基づいたクロス集計を学習する。|8.各種白書の解釈およびそれらの活用方法につ

いて学習する。|| 
 

■学習の到達目標 
代表値等統計学的な数値を正確に算出でき、データ解析において役立たせることができるよ

うになる事が本科目の到達目標である。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験においては、統計学的用語や数値、そして統計学的考えを理解しているかどう

か（70 点）、テキストに直接書かれていない事であっても、自らが思考して統計学的考えを

さらに掘り下げる事ができるかどうか（30 点）を採点基準とする。 



授業コード T0721 （認定科目名：応用統計学） 

授業科目 応用統計学 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学嫌いのための社会統計

学 第 2 版 
山口洋 ほか編 法律文化社  

パソコンによるデータ分析 大西正和ほか編 建帛社 [ISBN]9784767938325 

 
 

■授業の概要 

本科目では、基礎統計学で学習した記述統計に続いて推定統計学を主に学習する。一般に学

術調査およびそれらデータの統計処理においては、全調査は不可能である場合がほとんどで

あるため、推定にならざるを得ない。したがって、標本から母集団を推定する手法について

学習し、それと同時に分布の形状や確率論、仮説検定等についての知識を深める事を目的と

する。 
 

■学習の要点 

本カリキュラムの構成とキーワードを、以下に列挙する。||ポイント①全体のなかでの位置を

把握する。|・全体のなかでの位置を把握するためのキーワード（1）|→母平均、母分散、母

標準偏差、母数|・全体のなかでの位置を把握するためのキーワード（2）|→正規分布、正規

分布曲線、標準化、Z 得点（標準得点）|・全体のなかでの位置を把握するためのキーワード

（3）|→標準正規分布、標準正規分布表、偏差値、生起確率||ポイント②一部から全体を推し

量る。|・一部から全体を推し量るためのキーワード（1）|→標本、標本の大きさ、サンプル

サイズ、標本の数、標本平均、標本平均の分布|・一部から全体を推し量るためのキーワード

（2）|→標本平均の平均、標本平均の標準偏差、中心極限定理、標準誤差、一様分布||ポイン

ト③母集団の推定。|・母集団の推定のためのキーワード（1）|→点推定、区間推定、信頼区

間、信頼区間の上限と下限|・母集団の推定のためのキーワード（2）|→信頼度、誤差、大標

本の場合の母平均の区間推定|・母集団の推定のためのキーワード（3）|→小標本の場合の母

平均の区間推定、t 分布、自由度||ポイント④偶然と必然を見分ける。|・偶然と必然を見分け

るためのキーワード（1）|→仮説検定、調査仮説、帰無仮説、p 値|・偶然と必然を見分ける

ためのキーワード（2）|→有意水準、棄却域、限界値|・偶然と必然を見分けるためのキーワ

ード（3）|→両側検定、片側検定、第 1 種の誤り、第 2 種の誤り||ポイント⑤集団間の差の検

定。|・集団間の差の検定（1）|→2 種類の集団間の差の検定、平均の差、比率の差|・集団間

の差の検定（2）|→平均の差の検定、ｔ検定、比率の差の検定、|→差の検定の考え方、検定

統計量の仕組み||ポイント⑥関連の真偽を判断する。|・関連の真偽を判断するためのキーワ

ード（1）／総復習|→χ2 検定、χ2 分布、自由度、調査仮説、帰無仮説|→両側検定、片側

検定、有意水準、検定統計量、限界値の確認、注意点|・関連の真偽を判断するためのキーワ

ード（2）／総復習|→相関係数の検定、調査仮説、帰無仮説、|→両側検定、片側検定、有意

水準、検定統計量、限界値の確認、注意点 
 

■学習の到達目標 
標本から母集団を予測するさまざまな手法を習得することが本科目の到達目標である。推計

統計学等の理論や検定等の知識を習得することが到達目標としたい。 

 



■成績評価の基準 

リポート：正しい手法で分析し、論理的に考察できているかが、リポート添削のポイントで

ある。| 終試験：正しい手法で、正しい演算を行っているか、加えて、統計学の理論をふま

えた考察となっているか、が成績評価の基準となる。 



授業コード T0722 （認定科目名：質的調査法） 

授業科目 質的調査法 単位 2 

担当者 長光 太志 
シラバスグルー

プ 
T0T025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

シカゴ学派の社会学 中野正大ほか編 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 

フィールドワークやインタビューなど、いわゆる質的な調査に関する研究法は、現代社会学

における主要な方法論の一つである。本科目では、質的調査の出発点を形成したシカゴ学派

の学説を中心に、人々の生活世界（ミクロな日常の行為や会話）を探求するための方法論に

ついて考えていく。| こうした質的調査の手法は、例えばマイノリティの生活や、日常の何

気ない仕草の内に観察されうる社会構造を把握する際に有効であり、これを学習することは

必ずしも質的調査には主要な興味をもたない学生にとっても、社会学的発想をより広げるた

めに、たいへん有意義なものではないだろうか。| 本科目では、次のような点について考察

をすすめていく。||・シカゴ学派が登場した社会的背景、すなわち第一次世界大戦後のアメリ

カと都市形成|・シカゴ学派は、都市社会学の始発点でもある。それでは都市の問題とは何か

|・シカゴ学派における社会学的概念、とくに「他者の態度」「G. H. ミードの社会学」に注目

する|・初期の質的調査に関する検討。エスノグラフィーとは何か。|・初期シカゴ学派の諸作

品。都市生活や、諸々のマイノリティに関して報告した具体的作品の系譜について。|・戦後

シカゴ学派の展開。「ラベリング理論」や「ドラマツルギー」など。 
 

■学習の要点 

質的調査について学ぶということは、新聞やテレビ報道が行っているような、何らかの社会

事象を３０分の枠内で解説するということの、逆の地平を志向するものである。マスメディ

アや、日常の印象論を超えて、具体的な社会現象や人々の生活にカメラをぐっとズームアッ

プしていく。例えば写真家ロバート・キャパは、５メートル以内の被写体に接近して、近距

離レンズでその人々の表情の中にある、人生を写そうと試みた。歴史の流れの中にありなが

ら、これに翻弄され、あるいはこれに抵抗しようとする人々の人生を。シカゴ学派の方法も、

喩えていうならばキャパの写真術のような調査手法である。| １９２０年代アメリカの都市

における、紫煙の漂うジャズクラブ、禁酒法時代のバー、日雇い労働者の居住区、そういっ

た都市の日常に肉薄していく社会学の面白さを学ぶこと、これが本科目の目標である。| ま

た、シカゴ学派は都市社会学と犯罪社会学にとっても、重要な始発点を形成している。本科

目では、質的調査法と、都市社会学などの専門領域がどのように交差しているのかにも注意

しながら、学習を進めてもらいたい。 
 

■学習の到達目標 
まずはテキストを一冊、正確に読了すること。その上で、シカゴ学派における質的調査法の

特徴について整理し、具体的な調査の事例について言及していくような答案が求められる。 

 

■成績評価の基準 

テキスト内容を十分に理解できているかどうかを、まず確認します。|その上で、設題に対す

る論旨と論述内容に対して評価を行います。|プラスアルファとして、各人で自由に調べた他

の文献や資料への言及があれば|内容に応じて加点を行います。 



授業コード T5103 （認定科目名：現代思想） 

授業科目 現代思想 単位 2 

担当者 太寿堂 真 
シラバスグルー

プ 
T0T033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

テキストブック 生命倫理 霜田求 編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

「尊厳死」という言葉がマスコミその他で使われるようになって久しい。それは死期が近い

と医学的に判断される患者に対し、人工呼吸、経管栄養・水分補給、人工透析などの、いわ

ゆる『延命措置』を施すことは、当の患者にいたずらな苦しみを強いるばかりであり、それ

を止めて患者を速やかに死ぬに任せることが患者や家族のためだ、という趣旨を表す言葉

だ。少し前まで、医療現場では、一旦装着した人工呼吸器などの、いわゆる生命維持装置を

停止した場合、それに関わった医療スタッフは殺人罪などに問われ、警察の介入を招く、と

いった懸念が強かった。しかし現在では、延命措置の不開始や中止を想定した厚生労働省や

各関係学会のガイドラインが示される中で、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)という

考え方が、医療現場でも進みつつある。ACP とは、人生の 終段階における医療、ケアにつ

いては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされたうえで、患者本人が自らが望む人

生の 終段階における医療、ケアについて前もって考え、医療、ケアチームと繰り返し話し

合い、それを踏まえ本人の意思決定を基本として治療にあたるという考え方である。これに

基づいて、例えば、どういう場合には、経管栄養を止めるか、人工呼吸器をどうするか、な

どの意思をあらかじめ指示する書類を医療機関が準備し、医療者や家族との話し合いの中で

患者がその書面で自らの意志を指示しておけば、医療、ケアチームはそれを尊重して治療に

あたる、という医療機関や在宅医などの例も見られるようになった。|他方、「尊厳死を合法

化すべきだ」と主張する人々がいる。すなわち、自分が終末期や植物状態になった場合、延

命のための治療を拒否する意思表示を記した「リビング・ウィル」を法律的に有効なものに

せよと唱える人々である。『日本尊厳死協会』に属する人々がそれである。その人々からす

れば、ACP が今後普及することは望ましいことだという。ただ、ACP は、医療者の働きかけ

から始まるが、当人が突然の事故等で、医療を受ける以前に、すでに意思表示能力を失って

いる場合も考えられることから、疾患や事故にあう以前の、元気なうちに意思表示をしてお

き、それを尊重してもらいたいのだという。しかし元気な時と、例えば認知症等で意思表示

能力が低下して以降で、本人の気持ちに変化があるのではないか、という疑問が残る。尊厳

死協会は、2019 年「私の希望表明書」を策定し、よりきめ細かい患者の要望を書き込める

ようにし、また、目下、43 年ぶりのリビングウィルの抜本的な書き換えを検討中だという。

|  その一方で、生命維持装置の不開始や中止を合法化する、いわゆる『尊厳死法』が成立

すれば、もともと定義の曖昧な「終末期」という要件が、次第に拡大適用され、そうした装

置なしには生きられない ALS のような難病患者や重度障害者など、「社会的弱者」の存在を

負担と感じる家族や社会の有形無形の圧力の下で、そうした人々が「死の自己決定」をする

よう強いる社会的風潮が出てくることを懸念する人々もいる。| ところで、終末期について

の意思を示さぬまま、家族によって救急搬送され、その施設で意識も戻らぬままに高度な延

命治療を受けている患者は依然として多い。| 終末期医療に関する近年の調査からは、生命



維持装置よる延命を否定的に考える人が回答者の 9 割を占めるなど、多数であることがうか

がえる。一方で、社会的弱者が不利益をこうむるとすれば、それは避けねばならない。人は

健康を保つため、医療を必要とし、誰しもが死を避けられない。本科目では、現在の医療と

その前提になる生命観について基本的なことを学習し、受講生お一人お一人のお考えを深め

てもらう機会としたい。 
 

■学習の要点 

まず、テキストや参考文献を通じて「終末期医療」「生殖補助医療」「脳死・臓器移植」等、

日本と諸外国における個々の問題の歴史と現在のあらましを学習していただき、あわせて当

の問題をめぐって相異なる立場をとる人々の主張の要点を把握し、ご自身の考察と意見を展

開してください。 
 

■学習の到達目標 

（目標）| 各々が手がけたテーマについて、できるだけ丁寧に取材し、それをもとに自分な

りの視点を培うとともに、それをできるだけ説得的に論述する術を磨くことです。しかしな

がら、情報が氾濫するなかでは、その糸口がともすれば見失われがちです。| そこでまず、

（１）自分の手がける問題について、根拠ある情報を粘り強く選び出し、（２）テキスト、ま

たはシラバスで紹介された文献のうち、自分の関心に即していずれか一冊、それもいずれか

一つのテーマについて精読し、そこからいかに論じたらよいかの術をより深く学ぶことで

す。| 
 

■成績評価の基準 

思索には終わりはありません。ただ受講する各々の方が到達したご意見について、どうして

そういえるかの根拠(理由)を明らかにし、そこから無理なく導ける結論に達しているかを評

価の基準とします。この根拠を明示しているかどうかで、リポートを受理するか、試験に合

格したとみなすかどうかを判断する場合があります。 



授業コード T5104 （認定科目名：国際社会論） 

授業科目 国際社会論 単位 2 

担当者 小島 吉之 
シラバスグルー

プ 
T0T018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

冷戦 その歴史と問題点 
J・L・ガディス／河合秀和・

鈴木健人訳 
彩流社  

    

 
 

■授業の概要 

この授業は、第二次世界大戦後における国際社会の動向、とくに冷戦（Cold War）をテーマ

として取り上げ、そのなかで起きた出来事について歴史的な視点から学び、考えることを目

的とするものである。今年度は、冷戦史研究の大家として知られるジョン・L・ガディス（John 

Lewis Gaddis）の著作を読むことによって、「冷戦とは何だったのか」という根本的な問いに

対峙するとともに、冷戦に関する重要な論点について考察し、現代の国際社会を見る上での

基礎になる知識の修得を目指す。 
 

■学習の要点 

第二次世界大戦後における国際社会の動向について、アメリカとソ連の対立を軸として力

（軍事）、利益（経済）、価値（理念・イデオロギーなど）の観点から構造的に理解するよう

に努めるとともに、そのなかで政治指導者や一般市民が何を考え、何を決断したのかについ

て、具体的に説明できるようにする。 
 

■学習の到達目標 
現代の国際社会のなりたちについて歴史的な理解が得られる。| 政治・外交の知識が豊かに

なることで、時事問題を考える力が身につく。| 

 

■成績評価の基準 テキストの内容に関する理解の正しさ。| 論理構成力。| 



授業コード T5253 （認定科目名：情報・メディアとコミュニケーション） 

授業科目 情報・メディアとコミュニケーション 単位 2 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャルメディア論・改

訂版   つながりを再設計

する  

藤代裕之編著 青弓社  

    

 
 

■授業の概要 

近年におけるメディアの変化は著しく、特にソーシャルメディアの発展に代表される個人か

らの情報発信は時にはマス・メディアの影響力を上回るほどになっている。このようなデジ

タルコミュニケーションの発達はユーザー/消費者の利便性の向上をもたらした一方で、情

報洪水、炎上・誤報、ステルスマーケティングなどの新たな問題も引き起こしている。| 「情

報」「メディア」「コミュニケーション」のいずれも元来の意味はオンラインに限定されたも

のではなく、長い期間をかけて進化してきたものである。ただし、インターネットの普及に

伴う「情報」「メディア」「コミュニケーション」の変化は、社会にも大きな影響を与え、現

在では「情報社会」と呼ばれるものの基盤となっている。| 本講義では、情報社会における

主要構成概念である「情報」「メディア」「コミュニケーション」のそれぞれについて学習す

ることで、現在起こっているさまざまな事象への理解を深めることを意図している。 
 

■学習の要点 

本講義指定のテキストでは、「情報」「メディア」「コミュニケーション」のそれぞれについ

て主要なトピックが章ごとにまとめられている。そのため、まずはテキストの内容を的確に

把握することが必要となる。テキストを読み進めていけば「情報」「メディア」「コミュニケ

ーション」の各分野が独立したものではなく、相互に依存した関係であることが理解できる。

例えば、「コミュニケーション」の欲求が「メディア」の発達を促し、「情報」量の増大が「コ

ミュニケーション」の阻害要因となったことで、更なる「メディア」の発達を促すといった

具合に、「情報」「メディア」「コミュニケーション」の関係性を捉えることができるように

なる。言い換えれば、「コミュニケーション」の問題を考えるに当たっては、「情報」と「メ

ディア」の両方の視点が必要になるということであり、そうした点で各分野の基礎知識を網

羅することが「情報・メディアとコミュニケーション」という科目を考える上では重要とな

る。| なお、各章には参考文献も記載されているため、必要に応じて活用して欲しい。 
 

■学習の到達目標 

本講義では、「情報」「メディア」「コミュニケーション」に関連した各分野における基礎知

識を身につけるとともに、 新事例について把握することを目的としている。加えて、それ

らの知識や事例を有機的に結び付け、自身の考えに応用可能となることが到達目標として期

待されている。 
 

■成績評価の基準 

採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、記

載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような内

容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。また、受講

者自身の意見を記載することを重視しているため、エビデンスを示した上で意見を論理的に

記載できているような場合に高得点を与える。 



授業コード T5254 （認定科目名：情報社会論） 

授業科目 情報社会論 単位 2 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会情報論の展開 田崎篤郎ほか編 北樹出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、情報化の進展によって個人や社会システムにどのような変化が生じているのか

を理解することを目指す。そのために、「情報社会論の展開」「情報化の展開」「情報行動論

の展開」「社会情報論の展開」の４つの項目について検討する。「情報社会論の展開」では、

欧米の情報社会論の動向を紹介する。「情報化の展開」では、産業の情報化・地域の情報化・

家庭の情報化・マスメディアの情報化・広告とマーケティングの情報化について検討する。

「情報行動の展開」では、コミュニケーションと情報行動、情報化と情報行動について分析

する。「社会情報論の展開」では、コミュニケーション論から社会情報論へ、情報社会論か

ら社会情報論へというテーマについて検討する。 
 

■学習の要点 

情報社会の歴史は新しいが、日々変化している。このような情報社会を理解するための理論

も多数登場している。まず、それらの情報社会論の特徴と問題点を理解することが大切であ

る。情報化は産業の情報化から始まり、地域や家庭の情報化へと展開してきた。さらに、マ

スメディアやマーケティングや広告においても情報化は大きな影響を与えているが、そこで

は効率化や利便性などが求められている。一方では様々な問題も生まれており、情報化のプ

ラス面とマイナス面を理解することが求められる。また、情報化は現代人のコミュニケーシ

ョン行動にも大きな影響を与えており、そこで生まれた新しいコミュニケーション行動を理

解し今後の展望を考えることも求められる。そして、 後に新しい学問分野として登場して

いる社会情報論について理解することも重要である。| 特に、下記の項目について留意しな

がら学習を進めること。| (1) 情報社会論の展開とその特徴について。| (2) 地域と家庭の

情報化について。| (3) マスメディアとマーケティングの情報化について。| (4) 情報行動

について。| 
 

■学習の到達目標 情報社会に関する包括的理解。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。  



授業コード T5255 （認定科目名：コンピュータ論） 

授業科目 コンピュータ論 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

コンピュータと情報システ

ム［第 2 版］ 
草薙信照著 サイエンス社  

    

 
 

■授業の概要 

今日のコンピュータは、「計算」を直接的に目的とはしない用途でますます利用されている。

コンピュータは計算する道具から、データ処理の道具、そして情報を引き出し、整理し、分

析した上でその結果を分かりやすく提示したり、情報を発信する道具、さらには日常生活の

あらゆる道具を制御する装置になりつつある。この科目の第１の目的は、何故コンピュータ

が計算機に留まらず今日のような展開ができたのかについて、歴史、コンピュータ・ハード

装置の構成とその仕組みを理解することを通じて学ぶことである。第２の目的は、このコン

ピュータ利用の現状と問題について理解することであるが、そのために、コンピュータ・ソ

フトウェアの種類と機能、コンピュータ利用システム、コンピュータプログラムを含めた知

的所有権とコンピュータ犯罪・セキュリティ、コンピュータがもたらした病理的現象などに

ついて理解を求める。 
 

■学習の要点 

まずコンピュータの進化と共に進んでいる情報社会、高度情報化社会ということについて、

社会的・歴史的に考えてほしい。1 章では簡単にしか触れられていないが、社会科学の社会

発展段階に関する諸説も参考になるだろう。コンピュータの登場から進化の歴史と基本構造

（２・３章）については、ノイマン型コンピュータの基本的特徴と、マイクロプロセッサと

PC の登場・普及について検討すること。4・5 章ではアナログとデジタル、コードとフォン

トということを考え、この展開として音声・映像などをコンピュータがどのように扱うのか、

その基本原理を理解してほしい。なお、論理演算、2 進・16 進演算についても、理解してお

くこと。| 6・7 章のソフトウェアに係るところでは、OS の役割・特徴、プログラミングと

いうことを押さえ、次のコンピュータ利用システムを理解する基礎とすること。14?19 章か

らは、情報化社会が人々の暮らし・学び・働きに与えた影響と変化を考え、20? 終章で、

この情報化社会に対し、政治や法律、そしてわれわれがなすべき課題が何かを検討してほし

い。その際、教科書ではほとんど触れられていないが、この 5?10 年の間に進んだ情報ネッ

トワーク化の進展の中でもたらされているものについても考えてほしい。 
 

■学習の到達目標 

科目の概要で示した第１・第２の目的にかかわる部分についての諸見解を理解した上で、自

分なりの評価軸が持てるようになることを目標としている。また、コンピュータのハードと

ソフトについては、コンピュータの発明以来めざましい発展をしてきており、その変遷を自

らが理解することが到達目標となる。 
 

■成績評価の基準 

レポート：設題に対して的確に、かつ詳細に述べ、論理的に矛盾がないかどうかが評価の基

準となる。|科目 終試験：問題に対して、包括的に全体像をとらえているか。かつそれぞれ

の項目がもれなく詳細に述べられているかが評価の基準となる。 



授業コード T5256 （認定科目名：メディア・リテラシー） 

授業科目 メディア・リテラシー 単位 2 

担当者 崔 銀姫 
シラバスグルー

プ 
T0T016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本のテレビドキュメンタ

リーの歴史社会学 
崔銀姫 明石書店  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では戦後の も「マス」な社会システムの一つとして成立した「テレビ放送」が戦後

の日本の社会の中でいかなる歴史的な背景の中で生まれ、また他のさまざまなマスメディア

との関係性の中でどのように連続・断絶しながら変容してきたのかという問題、そして戦後

日本のメディア社会とジャーナリズムの歴史におけるテレビというメディアの位置づけを、

「テレビドキュメンタリー」というジャンルから検討します。これは、「メディア」や「情

報」「放送」「ドキュメンタリー」といった一次的なキーワードだけではなく、「メディア」や

「情報」「放送」「ドキュメンタリー」といったキーワードをいわゆる「社会科学」として解

釈・理解することを意味します。つまり、「メディア」や「情報」「放送」「ドキュメンタリ

ー」等の問題から、「近代」や「国民国家」「戦争」「グローバル化」「空間」「ジャーナリス

ム」「公共性」などといった社会科学の「知」の世界との関係性を探ることが重要であり、こ

れが一次的な「メディアリテラシー」の学びからより深められたの本科目の狙いでもあると

言えます。 
 

■学習の要点 

今回テキストとして選定した『日本のテレビドキュメンタリーの歴史社会学』は本科目の問

題意識に直接的及び間接的に答えとヒントを示してくれますが、学びの方法として言うのな

らば早速 初からテキストを読みながら学習するのも良いですが、可能であればメディア関

連の入門書等を事前に講読しておくと、テキストの内容が理解しやすくなります。また、テ

キストの中で難しい専門用語はできるだけ使用しないようにしているが、テキストを読む

時、もし分からない専門用語が出てきたら必ず検索してその意味を事前に理解しておくこと

が必要です。それから、メディア関連だけではなく、日本社会全体の歴史的な動きや変化に

ついて幅広く理解しておくことは「社会科学」としてメディアを研究するために重要とされ

る姿勢だと言えます。なお、テキストのタイトルには「テレビ」や「ドキュメンタリー」と

いった限定的な表現が書かれているが、テキストを講読すればこれは問題関心の出発点にし

か過ぎないことが分かるはずです。具体的な「メディア」の問題から日本社会における歴史

的編制を鳥瞰しつつ捉え直すこととはどういうことなのか、テレビ放送における結局メディ

アリテラシーは何なのか、何が分かったのか、なぜメディアリテラシーは重要なのかなどを、

注意深く検討しながら学習してもらいたいです。  
 

■学習の到達目標 日常生活におけるメディアとの関わりをクリティカルに読み取って論理的に説明できる。 

 



■成績評価の基準 
適切な事例が挙げられたのか|論理的な記述なのか|引用や参考文献を正しく理解していたの

か|クリティカルな見解が書かれていたのか 



授業コード T5257 （認定科目名：メディア文化論） 

授業科目 メディア文化論 単位 2 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

メディア文化論 メディア

を学ぶ人のための 15 話 
吉見俊哉 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

本科目の狙いはメディアに関する歴史的かつ社会学的な展開やアプローチ、そして解釈につ

いて基礎的な知識を身につけると共に社会文化としてのメディアを体系的に考察すること

である。現代のデジタルメディア時代における様々なメディアと日常生活との関係性をどの

ように「メディア文化」として読み取ればいいのか、身近なメディアと文化の形をどのよう

に社会学として位置づけうるのか、過去から今に至るまでの変容はなぜ、そしてどのように

行われてきたのかなどなど、本科目ではこうした問いの答えを探ることを目指す。テキスト

では様々なメディアの具体的な事例をあげながら文化へのアプローチの方法と解釈につい

て説明されているので本テキスト履修を通して現在のメディア環境に応用できるように力

を身につけてもらいたい。 
 

■学習の要点 

まず、テキストの総論をしっかり読み取ることが重要である。そして、テキストのなかで事

例として取り上げられている様々なメディアを「文化」として捉えることとは何か、「メデ

ィア文化」のような考察のための方法論は何なのか、そして、結局こうした研究から分かっ

てきた成果は何かといった問題点の回答をしっかり理解してほしい。また、参考文献のリス

トも要チェックである。今年度は社会学の基礎的な専門用語を各自の日常メディア実践の中

で探し、適応することを目指すためのリポート設題を準備した。テキスト及び関連する参考

文献や論文もしっかり読み込みながら、専門用語や理論を理解することから始めよう。その

次のステップは、理解した内容を、自分の生活の中で応用してみることである。 
 

■学習の到達目標 マスメディアの発展と社会における影響を理解すること。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。 



授業コード T5401 （認定科目名：社会心理学） 

授業科目 社会心理学 単位 2 

担当者 作田 誠一郎 
シラバスグルー

プ 
T0T050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

絶対役立つ社会心理学 日

常の中の「あるある」と「な

るほど」を探す 

藤田 哲也・監|村井 潤一

郎・編著 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 

社会心理学は、社会学な視点と心理学な視点とをあわせもつ学問といえる。人間が社会的な

存在としての誕生し、その人びとが他者との関係のなかでどのような意思に基づいて行動す

るのか、また集団のなかでその行動にどのような変化や特徴が見られるのか。そのような問

題意識のもとに社会心理学の知見を用いつつ考えてみたい。本テキストを通じて、私たちが

社会集団のなかで誕生し、そのなかで社会化が促されながら生活していることを自覚しつ

つ、そのなかで形成される自我や社会的性格、パーソナリティや社会的相互作用、そして帰

属意識や公正などについて考察しながら現代の社会現象を理解してもらいたい。したがって

本科目の目的は、テキストから社会心理学の基礎的な理論を学び、その分析視点を用いて現

代社会を読み解く力を得ることが 終的な到達点となる。  
 

■学習の要点 
テキストを熟読し、以下のポイントを踏まえて学習してください。|1 攻撃|2 集団|3 社会

的自己|4 態度と説得|5 社会的影響|6 ステレオタイプ  

 

■学習の到達目標 
社会心理学の基本的な知識の修得とともに、その知見に基づいた新たな発想や身近にある人

間関係を客観的に理解できる力を培うことが目標となる。  

 

■成績評価の基準 テキストの内容の理解度を中心に成績を評価します。  



授業コード T5413 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 2 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書 新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書 新赤版 1403） 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思われ

てきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつある。

このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばならない

のか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対しては、

その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者と弱

者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をすすめ

てきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」が生

み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の良い

雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・ア

ルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」とともに

勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このような

事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果と

しての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面してい

る。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出す

べきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグランド

デザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい税

制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社会

の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。 
 

■学習の要点 

テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで繰

り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について理

解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについては、

参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」「非

正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心にその

内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えることだ

が、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポートの設

題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。 
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード T5414 （認定科目名：社会学概論１/社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 2 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視点

から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材であ

る。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげて

おく。| １．タルコット・パーソンズの AGIL 図式について把握すること。| ２．日本社会

の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| ３．現代家族の

機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| ４．量的調査と

質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．文化相対主義、同化主義などについて把

握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。 

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード T5415 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード T5416 （認定科目名：現代日本社会史） 

授業科目 現代日本社会史 単位 2 

担当者 近藤 敏夫 
シラバスグルー

プ 
T0T051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代日本社会論 飯田哲也・著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

現代日本社会は、他の国の社会と共通する諸問題を抱えているとともに、日本独特の構造を

もち、それによって、社会のありかたや問題解決の方向性に差異が生じている。そこで、日

本の社会はどのようにして形成されたのか、なぜ日本独特の問題が生じてくるのかを解明す

る。また、その問題発生の原因・要因を探ることによって、その解決の方向性を検討する。

この科目では、幕末以降の日本の歩みを振りかえり、日本の行く末を見極めるための歴史的

視座について考える。1860 年代から 1990 年代までの近現代史を検討するが、1945 年以降

の現代をおもに取り上げる。 
 

■学習の要点 

幕末期からバブル崩壊後までの社会変動を概観し、現代日本社会が歴史的にどのような性質

を帯びるに至ったのかを明らかにする。あわせて、国際社会のなかにおける日本の位置づけ、

日本人の社会意識やナショナリズムの問題も検討し、グローバルな歴史認識のための基礎知

識の習得を図る。 
 

■学習の到達目標 

現代の日本社会を条件づけてきた歴史的文脈や背景を考察する。政治、経済の領域よりも社

会領域を中心として学習し、現代日本社会の民主主義のあり方について、受講生が自分自身

の理解と意見を持つことを目標とする。 
 

■成績評価の基準 日本社会の歴史的動向について自分自身の理解と意見をもっているかどうか。 



授業コード T5417 （認定科目名：20 世紀の歴史） 

授業科目 20 世紀の歴史 単位 2 

担当者 山本 奈生 
シラバスグルー

プ 
T0T049 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

二〇世紀の歴史 木畑 洋一著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

人文社会学系であればどの分野でも、基礎教養として現代史の大きな文脈をしることが大切

です。本科目は通史として「帝国主義の時代」から「冷戦の終わり」までの流れを学習しま

す。大国間の戦争や政治の歴史と同時に、植民地解放や社会変動に留意しながら読書すべき

です。 
 

■学習の要点 

テキストを丁寧に読むことが第一となります。その上で、「知っているようで曖昧」「あまり

知識がない」「特に関心をもった時代や出来事」とご自身で考えた箇所については、適宜図

書館やネット上できちんとした論文情報などを調べて補完します。 
 

■学習の到達目標 
現代史の大きな流れを知り、「帝国主義」「二度の世界大戦」「ロシア革命」「ホロコースト」

「ベトナム戦争」などの重要な世界史的出来事について基礎知識を固めること。 

 

■成績評価の基準 
記述する出来事について大きな文脈と社会背景を正しく理解できているかどうかがまず評

価基準となります。細かな年号や人名のミスは小さな減点となるだけです。 



授業コード T5421 （認定科目名：情報通信ネットワーク論） 

授業科目 情報通信ネットワーク論 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

おうちで学べるネットワー

クのきほん 
Gene 翔泳社  

    

 
 

■授業の概要 

狼煙、伝書鳩、駅制等を経てきた情報通信の歴史は、年月を重ねながらコンピュータを介し

た情報通信ネットワークに変化してきている。現在ではユビキタス・ネットワーク（いつ、

どこにいても情報通信サービスを利用できる偏在的ネットワーク）の時代へと発展しつつあ

り、経済・社会インフラの一つとしてコンピュータネットワークが情報通信ネットワークの

主な役割を担うようになっている。したがって、現在の情報ネットワーク社会において、コ

ンピュータによる情報通信ネットワークは関わりを避けては生きてゆけないものとなって

いる。これゆえ、現在、情報通信ネットワークの仕組みを理解する事は、急速に発展し続け

る情報ネットワーク社会に対応するために必要不可欠なものであると考えられる。加えて、

今後のコンピュータネットワーク社会に対する先見性を養うためにも重要な事であると思

われる。本科目は、コンピュータネットワークの基礎である LAN および WAN の接続方式や

TCP/IP に代表される通信プロトコル等、ハードとソフト両方からネットワークシステムに

ついて学習する事によって、情報通信ネットワークの現在の状況および構築するための知

識、さらにはその問題点を理解する事を目的とする。 
 

■学習の要点 

情報通信ネットワークは今やコンピュータがその役割のほとんどを果たしているといって

よい。したがって、現在の情報通信を理解するにはコンピュータネットワークの概観を捉え

る事が第一に必要である。コンピュータネットワークとは何か、LAN あるいは Internet の仕

組みを把握し、コンピュータネットワークシステムの歩んできた歴史を学習する事によっ

て、現在のネットワーク技術の全体像をとらえる。その上で、通信プロトコルの階層化と各

プロトコルの役割や利便性と問題点を学び、LAN やインターネットにおける情報をやり取り

する仕組みを詳細に理解すべきである。これに加えて、対応するハード（サーバ、ルータ、

ハブ等）による情報伝達の仕組みに関する知識を得ることによって、コンピュータネットワ

ークを利用する側、あるいは管理する側からの知識を学び、コンピュータネットワークの機

能と現在の情報通信ネットワークに対する理解を深めて欲しい。その上で、情報通信ネット

ワーク技術の向上と発展が社会にもたらしている利便性と問題点について、新たに思考して

欲しい。 
 

■学習の到達目標 

現在の情報通信ネットワークを支えている技術、主には、TCP/IP の各プロトコルについて

知識を習得することが第一の目標である。また、情報通信ネットワークの仕組みと便利さに

ついて実感すると同時に、過去では考えられなかったような問題が起きている事も、頭のど

こかに置いておけるように学習していただきたい。 
 



■成績評価の基準 

現在の情報通信ネットワークを支えている技術、主には、TCP/IP の各プロトコルについて

知識を習得することが第一の目標である。また、情報通信ネットワークの仕組みと便利さに

ついて実感すると同時に、過去では考えられなかったような問題が起きている事も、頭のど

こかに置いておけるように学習していただきたい。 



授業コード T5423 （認定科目名：情報産業と職業） 

授業科目 情報産業と職業 単位 2 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

実践メディア・コンテンツ

論入門 
岩崎 達也・著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

情報産業に該当する産業は多岐に亘るが、特に近年ではメディアやコンテンツに関する産業

の成長が著しい。インターネットやスマートフォンの普及によってメディアやコンテンツ関

連産業ではビジネスモデルの変化を余儀なくされている。本授業では、メディアやコンテン

ツビジネスを取り巻く環境を学習することで、職業としての情報産業を考える一助とする。 
 

■学習の要点 

本講義指定のテキストでは、メディアの考え方や概要を示しつつ、情報や映像を伝える手段

としてのメディアを多角的にとらえている。また、社会学、マーケティング論、広告論など

の学問分野をまたぎ、実務的な要素が多く採り入れられている。そのため、まずはテキスト

の内容を的確に把握することが必要となる。| これらの理解を通じてメディア・コンテンツ

ビジネスに関して包括的に学ぶことが求められる。 
 

■学習の到達目標 
メディアの基礎知識を得るとともに、今後のメディア・コンテンツビジネスの向かう方向性

を考えられるようになることが到達目標として期待されている。 

 

■成績評価の基準 

採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、記

載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような内

容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。また、受講

者自身の意見を記載することを重視しているため、エビデンスを示した上で意見を論理的に

記載できているような場合に高得点を与える。  



授業コード T5424 （認定科目名：マスコミ論） 

授業科目 マスコミ論 単位 2 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説日本のメディア[新版] 

―伝統メディアはネットで

どう変わるか 

藤竹暁・竹下俊郎編著  NHK 出版  

    

 
 

■授業の概要 

高度情報化社会といわれる今日、マスメディアが送り出す情報は私たちの生活に不可欠なも

のとなっている。一方で、情報テクノロジー（IT）の進化と普及に伴い放送、新聞、出版、

映画、音楽などのマスメディア産業は大きな変革の波にさらされ、マスコミュニケーション

のあり方そのものが変わろうとしている。授業ではマスメディアの機能と特性、社会におけ

る役割、受容ならびに利用状況、問題点、将来展望などを理解する。 
 

■学習の要点 

講義にはマスメディアに関わる実際の事例や時事問題を多く織り交ぜ、日常的な視点からマ

スメディアを考察する。まずマスコミュニケーションを理論的な側面から考える。多数の

人々に情報を伝えるコミュニケーションの一形態としてマスコミュニケーションをとらえ、

これが社会的にどのような機能を果たしているのか議論する。続いてテレビ放送、新聞、出

版、映画、音楽などの産業別に分け、各業界の概要について基礎データを参照しつつ、それ

ぞれが抱えている課題について考察を行う。 
 

■学習の到達目標 
今日のマスメディア産業のメカニズムを把握し、実際にそこで起きていることを議論する中

で、マスコミュニケーションの全体像を包括的に理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。   



授業コード T5501 （認定科目名：日本史概論） 

授業科目 日本史概論 単位 2 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考える」

方法を学ぶことを目的としている。|歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に羅列す

るものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように関連し

あっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれらの中で

何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。|そのためにも、今につながる日本の

歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各時代にお

ける個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷を考えよ

うとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の流れを知

ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連など、その

時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を見る目を

養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中で

把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったのか、

またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかについ

て、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じて日

本の歴史全体への知識を深めてほしい。|したがって、本科目で要求されているのは、歴史事

象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷がわか

る形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポイント

を考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。|・奈良時代の政治につ

いて|・古代社会と信仰（仏教、神道など）について|・執権政治の展開について|・中世から近

世の農民生活について|・鎖国から開国への政治過程について|・民権運動と政党政治の関係

について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する概括的な理解（40％）|問題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード T5509 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード T5510 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード T5511 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋史概論 単位 2 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード T5512 （認定科目名：日本仏教史（仏教伝来～平安）） 

授業科目 日本仏教史（仏教伝来～平安） 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力を

持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきた。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―思想

史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発展の

具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることによ

り、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 本

科目では、仏教伝来から平安時代における日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通

して、日本仏教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について 
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード T5513 （認定科目名：日本仏教史（鎌倉以降）） 

授業科目 日本仏教史（鎌倉以降） 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力を

持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、鎌倉時代以後の日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏

教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅳ章 鎌倉仏教の

諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転換について|・鎌倉仏教の時期的展

開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想|・近世仏教の形成過程とその評価

について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応について|・仏教による死者供養の歴史

的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏|・本地垂迹概念の特徴と、日本に

おける神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道の歴史・思想について|終章 日

本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきたかについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード T5514 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史.下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史.上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで興った仏教が中国に伝来して、中国人社会に、どのように変容し、適応し、受容

されていったか・を中心に中国における仏教の歴史的展開について、学習することが望まし

い。|・インドより中国・日本へと伝わった仏教の流れの中の中国仏教史、すなわち護法的な

仏教史ではなく、中国の青磁・社会・生活の中で仏教はどのような立場で、展開してきたの

かという中国史の立場からみた仏教史を考えなければならない。よって西暦前後の仏教伝来

から現代に至るまでの中国仏教の変遷、また展開について、教理史的・教団史的に偏ること

なく、歴史的・全般的に学習することである。 
 

■学習の要点 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教について時代の流れにそって、理解すること。  
 

■学習の到達目標 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教についてなど、各時代の流れにそった流れを理解し、ま

たその時代に活躍した人物の業績を理解し、仏教史上の位置づけをすること。 
 

■成績評価の基準 
「学修の要点」に書かれた学習目標に即してテキストによる学習をすすめること。その学習

の深度と理解度を試験で諮り、到達度に即して、成績評価をする。  



授業コード T5515 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード T5516 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳説

されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教を

探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、自

分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教社

会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀礼

の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード T5521 （認定科目名：情報システム） 

授業科目 情報システム論 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

コンピュータ概論-情報シ

ステム入門-第 7 版 
魚田勝臣編著 共立出版  

    

 
 

■授業の概要 

現代の情報化社会の中では、誰もが何らかの形で情報システムと関わりを持って生活してい

る。また、21 世紀の情報化時代を生きるためには、情報リテラシーと同様にエンドユーザ

ーでさえ情報システムについての知識が必要になりつつある。そこで本科目では、情報の収

集、蓄積、加工、管理、伝達、利用をどのように行えば良いかという観点に立ち、人間の活

動に、高い効率性、柔軟性、利便性をもたらす情報システム、特に現代の情報化社会におけ

るコンピュータを中心とした機械的機構を重視した情報システムの知識や技術について、コ

ンピュータリテラシーの知識も含めて学習することを目的とする。 
 

■学習の要点 

本科目の学習の重要なポイントとして、(１) 企業情報システムの基本概念の変遷を組織、戦

略、ネットワークという側面から捉えること、(２) 既存の情報システムの利点や欠点を明ら

かにして、今後の情報システムの在り方について、特にネットワーク化されたシステムにつ

いての問題点などについて検討すること、(３) 情報システムにおけるハードウェアの仕組

みやソフトウェアの役割について理解すること、以上の点に留意して学習を進めていくこと

が必要である。| 情報システムの基本概念の変遷については、単に歴史的な回顧だけではな

く、情報システムの役割の変化を検討することにより、情報システムの設計・管理・運営に

おいて留意すべき事項を明確にして、情報システムに求める役割についての認識を深める。

また、コンピュータネットワークの発達により、情報システムにおけるネットワークの役割

を検討し、今後の情報システムの可能性を CALS の進展と事例から検討する。コンピュータ

のハードウェアについては、リテラシーとしてその仕組みを正確に理解し、また、ソフトウ

ェアについては、OS やプログラミング、ファイル・データベースなどを中心に、情報システ

ムの重要な要素として、その必要性や目的、役割について詳しく理解する。| 
 

■学習の到達目標 

情報システムは何か、および情報システムの歴史や、ハードやソフトの変遷はどうなってい

るかについて理解を深めることが目的である。また、普段利用している情報システムの構築

や維持等、複雑な過程が絡み合って成り立っていることを認識し、情報システム化とは何か、

について学習して知ることが目標である。 
 

■成績評価の基準 

リポート：ライフサイクルの各項目がきちんと述べられていること、および実際例がそれぞ

れ述べられていることが添削のポイントとなる。| 終試験：問題に沿って論理的に正しく、

かつ情報システムのライフサイクルに即して述べられているかが評価の基準となる。 



授業コード T5523 （認定科目名：デジタル・メディア論） 

授業科目 デジタル・メディア論 単位 2 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

実践マルチメディア[改訂

新版] 

実践マルチメディア［改訂

新版］編集委員会著 
CG-ARTS 協会  

    

 
 

■授業の概要 

本講義ではマルチメディアの処理技術からコンピュータ、インターネット、Web を通してビ

ジネスやセキュリティ、知的財産権に関するテーマを扱う。マルチメディアが関与する領域

は幅広いため、体系的に学ぶことで相互の関連についてより深い理解を得ることができる。 
 

■学習の要点 
デジタル・メディアを理解するうえで必要とされる知識は多岐にわたるため、テキストを繰

り返し精読し、分からない点については自身で逐一調べる必要がある。 

 

■学習の到達目標 
CG-ARTS 協会が発行する民間資格であるマルチメディア検定のエキスパートレベルを取得

できる程度の知識と技能を身につけることを本講義の到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 

採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、記

載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような内

容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。また、受講

者自身の意見を記載することを重視しているため、エビデンスを示した上で意見を論理的に

記載できているような場合に高得点を与える。  



授業コード T5524 （認定科目名：情報ビジネス） 

授業科目 情報ビジネス 単位 2 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説日本のメディア[新版] 

―伝統メディアはネットで

どう変わるか 

藤竹暁・竹下俊郎編著 NHK 出版  

    

 
 

■授業の概要 

現代社会をつき動かしているものの 1 つにメディアがある。このメディアの本質を理解する

ことが大切だ。メディアに関連したビジネスは巨大な産業になっているし、メディアビジネ

スと無関係な生活や仕事は存在しないほどである。さらにメディアビジネスは、大きな雇用

を生んでいる。就職先としてもいまや無視できない。この科目では「メディアビジネス」と

いわれるものを幅広くとらえ、その実際を把握しようとするものである。必然的にメディア

ビジネスに直接的に関係しない人にとっては、カタカナだらけのやっかいな学習対象ではあ

るが、「実学」という視点では、広汎のメディアビジネスの実勢を捉えておくことは様々な

意味で役立つものである。非常に変化の激しいビジネスではあるが、メディア需要と市場の

変化、コンテンツの生産と消費などなど、鋭い動体視力で実像をつかんでもらいたい。 
 

■学習の要点 

(１) ここでは、テキストに即して新しいメディア産業と社会との関係を中心に学習してほ

しい。|(２) 放送・新聞・出版・映画・音楽などのいわゆるマスコミの産業的な変化とその背

景の学習にも意を注いでもらいたい。|(３) 新興メディアビジネスのうちインターネット関

連はとくに重点的に学習してほしい。|(４) カタカナによる専門用語がじつに多く出てくる

ので、情報学辞典と IT 関連の用語辞（事）典などを参照しながらキーワードは把握してもら

いたい。|(５) テキストは１冊だけ指定しておくが、関連する本や雑誌は数多く出版されて

いるので、それらの中から参考になると思われるものにも目を通しておきたい。 
 

■学習の到達目標 情報ビジネスにおける今日的課題を理解する。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。   



授業コード T5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード T8101 （認定科目名：法律学概論１） 

授業科目 法律学概論１ 単位 2 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S151 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード T8102 （認定科目名：社会学概論１/社会学概論） 

授業科目 社会学概論１ 単位 2 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視点

から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材であ

る。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげて

おく。| １．タルコット・パーソンズの AGIL 図式について把握すること。| ２．日本社会

の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| ３．現代家族の

機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| ４．量的調査と

質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．文化相対主義、同化主義などについて把

握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。 

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード TC111 （認定科目名：社会学特殊研究１（社会文化）） 

授業科目 社会学特殊研究１（社会文化） 単位 2 

担当者 大谷 栄一 
シラバスグルー

プ 
T0TC35 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教集団の社会学??その類

型と変動の理論 
三木英 北海道大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

宗教の社会学的研究は、社会学の草創期から始まっている。マックス・ウェーバーの『プロ

テスタンティズムの倫理と資本主義の精神』（1904?05 年）やエミール・デュルケムの『宗

教生活の原初形態』（1912 年）は、今でも読み継がれている古典的研究である。しかし、20

世紀初頭と 21 世紀初頭では歴史的・社会的状況も大きく変化している。また、宗教のあり

方も変貌している。グローバル化した現代世界では、イスラムの世界的な興隆、南北アメリ

カでのペンテコステ派の伸長、先進諸国でのスピリチュアリティの流行など、あらためて宗

教や宗教的なものの動向が注目されている。こうした状況に対して、宗教社会学の研究は必

ずしも十分に進展しているとは言い難い。 | そもそも日本の宗教社会学は、ウェーバーや

デュルケムなど、欧米の宗教社会学研究に強い影響を受けて展開してきた。欧米の理論を受

容し、その視点を日本の社会や宗教に適用した研究もあれば、日本の宗教を対象とした研究

を蓄積し、自前の理論も組み立ててきた。では、現代世界における多種多様な宗教や宗教的

なものを分析するためには、どのような理論や視点を用いればよいのだろうか。 | 本科目

では、従来の宗教集団論を更新することを掲げ、宗教集団の理論的研究を行っているテキス

トを用いることで、現代世界における宗教の役割を社会学的に分析するための理論や視点を

習得することを目的とする。  
 

■学習の要点 

まず、第一章で従来の宗教集団類型論と日本の宗教集団類型論を学んでください。次に、第

二章でテキストの筆者が提示した新たな宗教集団類型論を把握し、その類型論を用いた宗教

集団の展開モデル（宗教集団類型間の移行）を第三章で理解してください。 | これらの章

を十分に理解した上で、具体的な事例の分析・記述を行っている第四章と第五章を読み、宗

教集団の分析方法を習得してください。 | さらに第六章では筆者がいう「宗教的無党派

層」を把握するための視点を学んでください。 
 

■学習の到達目標 

１．現代世界における宗教の役割を社会学的に分析するための理論や視点を身につけること

が目|標です。 |２．宗教集団類型論の概念や視点を習得しているかどうか、現代日本の宗教

動向を十分に分析で|きているかどうかが成績評価の基準になります。  
 

■成績評価の基準 

１．テキストの内容を十分に踏まえていること（25％）。|２．テキストの概念を正確に用い

ていること（25％）。|３．自分独自の視点や意見があること（25％）。|４．文章に論理的な

整合性・一貫性があること（15％）|５．テキスト以外の文献（本や論文）も用いていること

（10％）。| 



授業コード TC112 （認定科目名：社会学特殊研究２（社会文化）） 

授業科目 社会学特殊研究２（社会文化） 単位 2 

担当者 大貫 挙学 
シラバスグルー

プ 
T0TC15 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

分断と対話の社会学 ―グ

ローバル社会を生きるため

の想像力 

塩原良和 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

私たちが生きているのは、グローバル化が進展し、それとともに新自由主義が席巻する時代

である。そこでは、階層／ジェンダー／エスニシティなどの差異が複雑に再編されつつ、全

体としては、格差や不平等が拡大している。| こうした状況において、社会学の理論を手が

かりとして、「他者」との「共生」のあり方を考えたい。 
 

■学習の要点 
・「グローバル化」「新自由主義」に関して、社会学の重要な議論を理解する。|・具体的な社

会現象について、「グローバル化」「新自由主義」という観点から批判的な考察を行う。 

 

■学習の到達目標 「他者」との「共生」について自分なりの視点を獲得すること。 

 

■成績評価の基準 

・上記の目標への到達度を評価する。つまり、テキストの内容理解と、それらについての自

分なりの捉え方が問われることになる。|・ 終試験の評価にあたっては、出題趣旨やテキス

トの内容をふまえているか、自分なりによく考えられているか、をとくに重視し、さらに論

理展開や文章表現・表記などを含めて、総合的に判断する。  



授業コード TC113 （認定科目名：社会学特殊研究３（社会情報）） 

授業科目 社会学特殊研究３（社会情報） 単位 2 

担当者 崔 銀姫 
シラバスグルー

プ 
T0TC12 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

表象の政治学―テレビドキ

ュメンタリーにおける「ア

イヌ」へのまなざし 

崔銀姫著 明石書院  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では戦後日本の公共の放送空間における「民族」や「エスニシティ」、「国家」の問題

について考えます。具体的な事例の考察対象は日本放送協会(NHK)が 60 年あまりの間に構築

してきたアイヌ民族を中心とする「他者性」の言説と表象です。本科目のテキストは、授業

の概要に関連するテーマを主な研究対象として戦後日本の公共空間を分析した文化研究で

ある『表象の政治学：テレビドキュメンタリーにおけるアイヌへのまなざし』を用いて行い

ます。 も「マス」な社会システムの一つとして成立した「テレビ放送」が戦後の日本の社

会の中でいかなる「民族」という言説を歴史的に構築したきたのか、またそれはどのような

背景の中で生まれ、またこうした言説の構築の流れは他のさまざまなメディアとの関係性の

中でどのように連続・断絶しながら変容してきたのかという問題について検討します。授業

を通して目指したいのは「メディア」や「情報」「放送」「ドキュメンタリー」といった一次

的なキーワードの理解だけではなく、「メディア」や「放送」「ドキュメンタリー」といった

キーワードをいわゆるメディア文化の社会科学として解釈・理解できることです。こうした

学びは、「近代」や「国民国家」「戦争」「グローバル化」「空間」「ジャーナリスム」「公共性」

などといったメディア文化社会学の知の世界との関係性を探ることに繋がっています。今回

テキストとして選定した参考文献は、このような問題意識に答えとヒントを示してくれま

す。提示したテキストと参考文献なども合わせてお勉強にお役に立ててもらえばと思いま

す。 
 

■学習の要点 

テキストを早速読みながら学習するのも良いですが、可能であればメディア関連の入門書等

を事前に講読しておくと、テキストの内容が理解しやすくなると思います。また、テキスト

の中で難しい専門用語は必ず検索してその意味を事前に理解しておくことが必要だと思い

ます。それから、メディア関連だけではなく、日本社会全体の歴史的な動きや変化について

幅広く理解しておくことは「社会科学」としてメディアを研究するために重要とされる姿勢

だと言えます。なお、テキストのタイトルには「テレビ」や「ドキュメンタリー」といった

限定的な表現が書かれているが、テキストを講読すればこれは問題関心の出発点にしか過ぎ

ないことが分かるはずです。具体的な「メディア」の問題から日本社会における歴史的編制

を鳥瞰しつつ、捉え直すこととは、どういうことなのか、その方法はどうなっているのか、

結局それで何が分かったのか、などを、注意深く検討しながら学習してもらいたいです。 
 

■学習の到達目標 

【学習到達目標】「マスメディア」や「情報」「放送」「ドキュメンタリー」等の問題から、「近

代」や「国民国家」「戦争」「グローバル化」「空間」「ジャーナリスム」「公共性」等といった

問題との関係性を理解できたのか。戦後日本のメディアをめぐる歴史的かつ社会的な理解が



深まったのか。|【成績評価の基準】答案の全体的な内容や形式を検討の上、評価します。 

 

■成績評価の基準 
書き方は正しいのか|事例を挙げているのか|論じているのか|正しく概念を理解して、社会に

適応しているのか|引用や注釈を明記しているのか 



授業コード TC114 （認定科目名：社会学特殊研究４（社会情報）） 

授業科目 社会学特殊研究４（社会情報） 単位 2 

担当者 村瀬 敬子 
シラバスグルー

プ 
T0TC18 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「反戦」と「好戦」のポピュ

ラー・カルチャー メディ

ア/ジェンダー/ツーリズム 

高井昌吏 人文書院  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの「現実」の認識の多くは、メディアによって構成されており、それは過去の「戦争

の記憶」についてもあてはまる。この科目は、特にポピュラー・カルチャー（小説、マンガ、

映画、資料館、ツーリズムなど）において、戦争がどのように表象されてきたのか、戦争の

語りは複数のメディアをどのように横断してきたのか等を、個々の事例別にみていく。 
 

■学習の要点 

テキストは戦後日本のポピュラー・カルチャーにおいて、戦争がどのように表象されてきた

のかを、銃後生活を主題とした「反戦」的な要素をもつ作品の分析（第Ⅰ部）と、ヒロイズ

ムへの共感など「好戦」的な要素をもつ作品や文化の分析（第Ⅱ部）から構成されている。

第一部と第二部の内容を比較しつつ読むことで、リポートの構成を考えてほしい。 
 

■学習の到達目標 
社会的な記憶（集合的記憶）とポピュラー・カルチャーとのかかわりを理解したうえで、戦

後日本における戦争の表象についての大枠を理解することを目標としている。 

 

■成績評価の基準 
科目 終試験では、要点を正しく理解しながら事例分析が適切にできているかどうかを評価

する。 



授業コード TC115 （認定科目名：社会学特殊研究５（共生臨床）） 

授業科目 社会学特殊研究５（共生臨床） 単位 2 

担当者 山本 奈生 
シラバスグルー

プ 
T0TC04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

サイエンティフィック・リ

テラシー 科学技術リスク

を考える 

廣野喜幸 丸善出版  

    

 
 

■授業の概要 
「リスク」とは何か、「リスク」の諸相、「リスク」を論じる際の問題点などを主として、い

まや社会を考えるうえで不可欠の「リスク」という概念について洞察を得る。 

 

■学習の要点 「リスク」に関わる問題について、さまざまな事例から具体的に考えてください。 

 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|テキストの学習を通じて、「リスク」をどのように考えるのか、自分の

意見を明確にできるようになる。||【成績評価の基準および「答案」作成上の留意点】|・論旨

のあいまいなものは、大幅に減点します。|・誤字・脱字についても、その数に応じて減点し

ます。| 
 

■成績評価の基準 

リポートは、つぎの諸点を鑑み、総合的に評価します|・内容が設題に対応しているか|・学術

的なスタイルで書かれているか|・用語が正確に使用されているか|・論旨は明確か|・論拠が

適切に提示されているか  



授業コード TC116 （認定科目名：社会学特殊研究６（共生臨床）） 

授業科目 社会学特殊研究６（共生臨床） 単位 2 

担当者 大束 貢生 
シラバスグルー

プ 
T0TC03 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ジェンダー秩序 江原由美子 勁草書房  

未来をひらく男女共同参画 

ジェンダーの視点から 
西岡正子 編著 ミネルヴァ書房 9.78462E+12 

 
 

■授業の概要 

現代社会における女性と男性の差（ジェンダー）が私たちの人間関係にどのような影響を与

えているのかについて考えます。私たちが取り結ぶ人間関係の中では「女」と「男」は欠か

せない話題のようです。男の友情はすばらしいと思ったり、女は情けが深いと思ったり。「男

は女を好きになり、女は男を好きになる」と思い込んでいたり。でも、はたして根拠はある

のでしょうか。私たちのジェンダーに対する意識とジェンダーが社会に与えている影響を考

えていきたいと思います。 
 

■学習の要点 
「女性」「セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）」「男らしくない男性」の分断はどのよ

うにしてもたらされているのかについて、ジェンダーの理論的背景からまとめてください。 

 

■学習の到達目標 
ジェンダーの理論的展開が理解できているかどうかを科目 終試験で測ります。またその理

解度によって成績評価を行います。| 

 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、理論的に解答を作成してください。論述の展開とその理解度に

より、採点を行います。 



授業コード TC151 
（認定科目名：ソーシャルマネジメント特殊研究１（環

境）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント特殊研究１（環境） 単位 2 

担当者 堀江 典子 
シラバスグルー

プ 
T0TC31 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

都市をつくる風景 ―「場

所」と「身体」をつなぐもの 
中村良夫著 藤原書店  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの生活空間の風景は、明治以降の欧米を手本とした近代化と古来からの風土と生活文

化とのせめぎ合いのなかで形成されてきたといえるでしょう。都市化に加えて気候変動の影

響は身近な風景はもとより原始からの自然までをも変えようとしています。科学技術の加速

度的な進歩も私たちのライフスタイルをさらに変化させようとしています。このような状況

を踏まえて、本授業では、都市と風景について考えます。 
 

■学習の要点 

学修の基本はテキスト丁寧に読むことです。内容を理解しながら、疑問に思ったことなどに

ついては他の文献等も調べるなどしながら理解を深めて下さい。歴史や社会情勢についての

基本的な知識をもっていることも理解には不可欠です。 
 

■学習の到達目標 

テキストをよく理解できていて、それを踏まえて自ら考え論述できることが到達目標です。

|出題はテキストをもとに発展させる内容ですので、解答もテキスト学習の要点を踏まえて発

展させ記述してください。|答案の作成に当たっては、何が求められているかを正確に理解し

て、論理的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

・出題の要点を正しく理解して、求められていることに対して解答できているか。|・必要な

キーワードが含まれているか。|・正確かつ論理的に記述できているか。|・記述量は適切か。

記述量が少なすぎる場合には減点の対象になりますが、関係のないことで記述量を増やして

も加点されません。 



授業コード TC152 
（認定科目名：ソーシャルマネジメント特殊研究２（環

境）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント特殊研究２（環境） 単位 2 

担当者 水上 象吾 
シラバスグルー

プ 
T0TC34 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ランドスケープの近代 建

築・庭園・都市をつなぐデザ

イン思考 

佐々木葉二/三谷徹/宮城俊

作/登坂誠 著 
鹿島出版会  

    

 
 

■授業の概要 

近代以降、さまざまな都市問題が複雑化し混乱し対応を迫られていく中で、都市空間のある

べき姿も模索されてきました。| 都市計画やまちづくりにおいて、どのような空間形成を目

標とするのか、どのように環境は認識され、いかなる世界観をもって捉えられているのか等、

認知構造を把握し様々な切り口から課題と展望を論じていく必要があります。| 本科目で

は、ランドスケープデザインによる空間形成のアプローチを、現代社会において環境を考え

る際に不可避な課題群とともに学びます。ライフスタイルや価値観によりあり方が問われる

ランドスケープに対し、グローバル化していく時代においてどうあるべきかを考えることを

目的とします。 
 

■学習の要点 

・都市空間形成において考慮すべき課題について理解すること。|・現代社会が抱える各課題

に対する空間的対応の考え方を理解すること。|・現在のライフスタイルを考慮し、今後どの

ような視点でランドスケープを捉えていけばよいかを考えること。 
 

■学習の到達目標 
・テキストで論じられている内容を理解し、自らの考えに生かすこと。 |・論理的に説明で

きること。 |・論点に独創性を、理由や根拠に説得力をもたせること。 

 

■成績評価の基準 
・リポートの内容に独創性やオリジナリティがあるか|・自身の主張がきちんとされているか

|・適切な資料を引用し議論がなされているか 



授業コード TC153 
（認定科目名：ソーシャルマネジメント特殊研究３（環

境）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント特殊研究３（環境） 単位 2 

担当者 林 隆紀 
シラバスグルー

プ 
T0TC27 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文系人のためのエネルギー

入門 
小池康郎著 勁草書房  

    

 
 

■授業の概要 

過去 100 年で科学技術は多くの不可能を可能に変え、人類の社会的発展を大きく支えてき

た。その一方で特に経済的発展への貢献を優先してきたため、地球温暖化、化学物質汚染、

資源枯渇など様々な弊害が顕在化させてきたのも事実である。この点で、科学技術がもたら

す脅威は今や地球規模となってきている。しかしこの解決に向けて、再び科学技術への期待

は高まっている。本科目ではその科学技術についての課題と将来性を学ぶことを目的とす

る。特に「エネルギー」に関するテーマを中心に、われわれの未来のあるべきライフスタイ

ルを模索しながら検討してもらいたい。 
 

■学習の要点 

（１）エネルギーの概念についてまず科学的知識を正しく理解する。|（２）多様なエネルギ

ーの種類とその概要を理解する。|（３）「エネルギー効率とは何か」という視点で現代社会

の抱える課題や限界を考察する。|（４）我が国のエネルギーバランスを考える際の論理的視

点を確保する。| 
 

■学習の到達目標 

現代社会のエネルギーに対する認識と課題を明らかにし、今後の望ましい社会におけるエネ

ルギーの使い方、およびそのためのわれわれのライフスタイルの在り方を考え直すきっかけ

づくりを目標とする。|試験においては、「可もなく不可もない」抽象的意見のみを終始羅列

するのではなく、学習内容に基づいて、具体的課題の指摘や分析、あるいは提言が表現でき

るようにすること。|  
 

■成績評価の基準 

（１）テキスト内容の基本的理解ができていること|（２）問題に示された指示内容について

的確に解答できていること|（３） 終試験の記述にあたっては、テキストや問題を踏まえて

論述すること、かつその中に自分自身の意見が明示されていること 



授業コード TC154 
（認定科目名：ソーシャルマネジメント特殊研究４（地

域）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント特殊研究４（地域） 単位 2 

担当者 野﨑 敏郎 
シラバスグルー

プ 
T0TC24 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代の食料・農業・農村を考

える  
藤田武弘 他編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

戦後日本の農業は、敗戦時の困難な状況からの復興を果たし、戦後日本社会を支えてきまし

た。しかし、現在の私たちの食生活は、日本農業から乖離し、また農業者も農村も、安定し

た持続可能性を見出すことができないままになっています。国際経済体制の度重なる改変・

変動のなかで、日本の農業は大きな危機を迎えています。この日本の農業をどう支えるのか、

また食の安全保障をいかに確立させるのかが、国民的課題として重要です。| テキストは、

現代日本における食料と農業と農村の基本構造を明示し、その問題の所在を解明した好著で

す。これによって、日本の農業の歴史的特質と、その抱えている問題を把握し、今後日本の

農政はどうあるべきか、またこれからの農業者はどうあるべきかを考察することは、日本の

将来にとって、重要な意義をもちます。とりわけ、食生活と農業との乖離は、食料と農業を

めぐる問題を拡大する根本要因だと言えます。| 戦後の農業・農政にかかわる史実を把握す

るとともに、第一次産業の現代的課題をみつめ、日本農業の将来像を展望してほしいと思い

ます。 
 

■学習の要点 

本科目では、テキストの第 10～12 章をカットし、残る 14 の章の内容をまとめていくこと

によって、日本の食料・農業・農村にかかわる諸問題の理解を図ります。| 第一に、グロー

バリゼーションの広がりのなかで、日本の農業と食料とが置かれている現状を把握します

（第 1・2 章）。| 第二に、生産・加工・流通にかかわる諸問題を概観し、また政策の基本方

向が農産物市場開放策へと進んでいくために生じた問題を把握します（第 3～5 章）。| 第

三に、農政の歩み、農地と農業の担い手の問題、水田農業のありかた、農業協同組合の課題

を押さえることによって、農業主体の形成について考えます（第 6～9 章、第 13 章）。| 第

四に、農村の地域づくり、農村振興策、移住・定住の推進、地域資源の活用の取り組みを学

び、地域農業基盤強化の課題を探ります（第 14～17 章）。| こうした四つの論点から、日

本の農業・農村が直面している諸問題を理解し、またそれを打開する道を探ることが、この

科目の課題です。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は、現代日本における食料・農業・農村の基本構造を理解すること、その問題の所

在を把握すること、農業にかかわる諸領域の諸問題を理解すること、そして、これらの問題

を解決する方向を探る力を身につけることです。 
 

■成績評価の基準 

たんにテキストに記述されている諸問題を並べていくのみではなく、戦後日本の農業と食料

をめぐる諸問題がなぜ生じたのか、またそれを打開するための方向づけがどのような政策思

想にもとづくものなのかを、自力で考察しているか否かを重視します。 



授業コード TC155 
（認定科目名：ソーシャルマネジメント特殊研究５（地

域）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント特殊研究５（地域） 単位 2 

担当者 大藪 俊志 
シラバスグルー

プ 
T0TC21 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

行政学 真渕勝 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

今日の社会において行政の活動は必要不可欠な存在となっている。そのため、現代の国家は

「行政国家」という表現でその特徴を捉えられることがある。この授業では、まず、膨大な

行政活動を遂行する官僚制について、公務員制度の仕組み、行政機構の概要、政府と民間部

門との関係などの論点を学ぶ。また、市民生活に も身近な行政である地方自治の仕組みに

ついて、自治体の担う事務と財政の構造、自治体の行政機構と人事制度、大都市行政と広域

行政の制度について理解する。そのうえで、行政活動に関する理論（政策過程や官僚制のモ

デル）を学習し、現代の行政システムが抱える問題と今後の方向性を模索する。 
 

■学習の要点 

１．行政の活動を支える官僚制に関し、公務員制度、行政機構、民間部門との関わりなどの

論点について学習する。|２．日本の地方自治制度に関し、自治体が担う事務と財政、自治体

の行政機構や人事制度について学習する。|３．行政システムに関する理論を学び、現代行政

が直面する課題と今後の方向性を検討する。| 
 

■学習の到達目標 

１．行政の活動を支える官僚制に関し、公務員制度、行政機構、民間部門との関わりなどの

論点について的確に理解し説明できるようになる。|２．日本の地方自治制度に関し、自治体

が担う事務と財政、自治体の行政機構や人事制度について的確に理解し説明できるようにな

る。|３．行政システムに関する理論を学び、現代行政が直面する課題の解決策、今後の方向

性を考察できるようになる。| 
 

■成績評価の基準 
科目 終試験では、出題のポイントを的確に理解しているかどうか、論理的な記述がなされ

ているかどうかという点を成績評価の基準としています。 



授業コード TC156 
（認定科目名：ソーシャルマネジメント特殊研究６（地

域）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント特殊研究６（地域） 単位 2 

担当者 藤井 透 
シラバスグルー

プ 
T0TC30 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

経済の時代の終焉（シリー

ズ現代経済の展望） 
井手英策 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

デフレ、賃金の減少、財政危機、といった大きな経済問題が論じられてきたにもかかわらず、

一向に解決の道筋が見えない、そんな姿が 2010 年代の日本の経済と社会の特徴のように思

われる。さまざまな矛盾を抱える日本の経済と社会は、どういう方向に舵を切れば、「より

よい」（ベストとは言わないが）社会に向かっていくのか。こういう問題意識をもったテキ

ストから、混迷する現代の日本社会への処方腺のひとつを理解してみたい。 
 

■学習の要点 

財政学、財政社会学の方法を軸に、日本の経済と社会の再生を展望する。よって、前記の学

問分野や経済学を駆使して、現代の賃金、グローバリゼーション、財政危機、国と地方の関

係などを考察する。 
 

■学習の到達目標 

日本経済の現実の姿、矛盾をどうみることができるか、矛盾をどう解決できるか、という点

を専門的な用語を適切に使って書けるかが、学習の目標である。よって、成績評価も、それ

らの点を重視する。また、文章を論理的に書けるよう習熟されたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストの著者が使用している「普遍主義」の内容を正確に理解しているかどうかが、評価

の基準である。「普遍主義」という概念は、他の分野でも使われる概念であるので、それと

は明確に異なるということに注意を払われたい。 



授業コード V0103 （認定科目名：現代思想） 

授業科目 現代思想 単位 2 

担当者 太寿堂 真 
シラバスグルー

プ 
T0T033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

テキストブック 生命倫理 霜田求 編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

「尊厳死」という言葉がマスコミその他で使われるようになって久しい。それは死期が近い

と医学的に判断される患者に対し、人工呼吸、経管栄養・水分補給、人工透析などの、いわ

ゆる『延命措置』を施すことは、当の患者にいたずらな苦しみを強いるばかりであり、それ

を止めて患者を速やかに死ぬに任せることが患者や家族のためだ、という趣旨を表す言葉

だ。少し前まで、医療現場では、一旦装着した人工呼吸器などの、いわゆる生命維持装置を

停止した場合、それに関わった医療スタッフは殺人罪などに問われ、警察の介入を招く、と

いった懸念が強かった。しかし現在では、延命措置の不開始や中止を想定した厚生労働省や

各関係学会のガイドラインが示される中で、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)という

考え方が、医療現場でも進みつつある。ACP とは、人生の 終段階における医療、ケアにつ

いては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされたうえで、患者本人が自らが望む人

生の 終段階における医療、ケアについて前もって考え、医療、ケアチームと繰り返し話し

合い、それを踏まえ本人の意思決定を基本として治療にあたるという考え方である。これに

基づいて、例えば、どういう場合には、経管栄養を止めるか、人工呼吸器をどうするか、な

どの意思をあらかじめ指示する書類を医療機関が準備し、医療者や家族との話し合いの中で

患者がその書面で自らの意志を指示しておけば、医療、ケアチームはそれを尊重して治療に

あたる、という医療機関や在宅医などの例も見られるようになった。|他方、「尊厳死を合法

化すべきだ」と主張する人々がいる。すなわち、自分が終末期や植物状態になった場合、延

命のための治療を拒否する意思表示を記した「リビング・ウィル」を法律的に有効なものに

せよと唱える人々である。『日本尊厳死協会』に属する人々がそれである。その人々からす

れば、ACP が今後普及することは望ましいことだという。ただ、ACP は、医療者の働きかけ

から始まるが、当人が突然の事故等で、医療を受ける以前に、すでに意思表示能力を失って

いる場合も考えられることから、疾患や事故にあう以前の、元気なうちに意思表示をしてお

き、それを尊重してもらいたいのだという。しかし元気な時と、例えば認知症等で意思表示

能力が低下して以降で、本人の気持ちに変化があるのではないか、という疑問が残る。尊厳

死協会は、2019 年「私の希望表明書」を策定し、よりきめ細かい患者の要望を書き込める

ようにし、また、目下、43 年ぶりのリビングウィルの抜本的な書き換えを検討中だという。

|  その一方で、生命維持装置の不開始や中止を合法化する、いわゆる『尊厳死法』が成立

すれば、もともと定義の曖昧な「終末期」という要件が、次第に拡大適用され、そうした装

置なしには生きられない ALS のような難病患者や重度障害者など、「社会的弱者」の存在を

負担と感じる家族や社会の有形無形の圧力の下で、そうした人々が「死の自己決定」をする

よう強いる社会的風潮が出てくることを懸念する人々もいる。| ところで、終末期について

の意思を示さぬまま、家族によって救急搬送され、その施設で意識も戻らぬままに高度な延

命治療を受けている患者は依然として多い。| 終末期医療に関する近年の調査からは、生命



維持装置よる延命を否定的に考える人が回答者の 9 割を占めるなど、多数であることがうか

がえる。一方で、社会的弱者が不利益をこうむるとすれば、それは避けねばならない。人は

健康を保つため、医療を必要とし、誰しもが死を避けられない。本科目では、現在の医療と

その前提になる生命観について基本的なことを学習し、受講生お一人お一人のお考えを深め

てもらう機会としたい。 
 

■学習の要点 

まず、テキストや参考文献を通じて「終末期医療」「生殖補助医療」「脳死・臓器移植」等、

日本と諸外国における個々の問題の歴史と現在のあらましを学習していただき、あわせて当

の問題をめぐって相異なる立場をとる人々の主張の要点を把握し、ご自身の考察と意見を展

開してください。 
 

■学習の到達目標 

（目標）| 各々が手がけたテーマについて、できるだけ丁寧に取材し、それをもとに自分な

りの視点を培うとともに、それをできるだけ説得的に論述する術を磨くことです。しかしな

がら、情報が氾濫するなかでは、その糸口がともすれば見失われがちです。| そこでまず、

（１）自分の手がける問題について、根拠ある情報を粘り強く選び出し、（２）テキスト、ま

たはシラバスで紹介された文献のうち、自分の関心に即していずれか一冊、それもいずれか

一つのテーマについて精読し、そこからいかに論じたらよいかの術をより深く学ぶことで

す。| 
 

■成績評価の基準 

思索には終わりはありません。ただ受講する各々の方が到達したご意見について、どうして

そういえるかの根拠(理由)を明らかにし、そこから無理なく導ける結論に達しているかを評

価の基準とします。この根拠を明示しているかどうかで、リポートを受理するか、試験に合

格したとみなすかどうかを判断する場合があります。 



授業コード V0104 （認定科目名：国際社会論） 

授業科目 国際社会論 単位 2 

担当者 小島 吉之 
シラバスグルー

プ 
T0T018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

冷戦 その歴史と問題点 
J・L・ガディス／河合秀和・

鈴木健人訳 
彩流社  

    

 
 

■授業の概要 

この授業は、第二次世界大戦後における国際社会の動向、とくに冷戦（Cold War）をテーマ

として取り上げ、そのなかで起きた出来事について歴史的な視点から学び、考えることを目

的とするものである。今年度は、冷戦史研究の大家として知られるジョン・L・ガディス（John 

Lewis Gaddis）の著作を読むことによって、「冷戦とは何だったのか」という根本的な問いに

対峙するとともに、冷戦に関する重要な論点について考察し、現代の国際社会を見る上での

基礎になる知識の修得を目指す。 
 

■学習の要点 

第二次世界大戦後における国際社会の動向について、アメリカとソ連の対立を軸として力

（軍事）、利益（経済）、価値（理念・イデオロギーなど）の観点から構造的に理解するよう

に努めるとともに、そのなかで政治指導者や一般市民が何を考え、何を決断したのかについ

て、具体的に説明できるようにする。 
 

■学習の到達目標 
現代の国際社会のなりたちについて歴史的な理解が得られる。| 政治・外交の知識が豊かに

なることで、時事問題を考える力が身につく。| 

 

■成績評価の基準 テキストの内容に関する理解の正しさ。| 論理構成力。| 



授業コード V0702 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 外国史 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード V0712 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード V0713 （認定科目名：社会調査の基礎） 

授業科目 社会調査の基礎 単位 2 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会調査で何が見えるか：

歴史と実例による社会調査

入門 

平松貞実著 新曜社  

    

 
 

■授業の概要 

社会調査士課程の「Ａ科目」であり、社会調査の意義と諸類型に関する基本的な事項を学ぶ

のが目的である。まず社会科学における社会調査の意義を理解する（授業内容１?３）。次に

社会の様々な調査活動の歴史を、大規模統計調査を中心に学ぶ（４?10）。次に社会学的な研

究目的の統計調査・事例調査の例を紹介する（11?12）。次に調査倫理について調査環境の悪

化の問題と結びつけて学び(13）、 後に調査方法論の概略を紹介し（14?15）、資格課程の次

の科目（Ｂ科目：調査設計と実施方法の科目）に接続する。内容の詳細は以下のとおりであ

る。|１．導入＝テキスト「はじめに」「用語解説」| テキスト全体の構成、基本用語の解説

|２．社会科学における社会調査の位置づけ（１）＝テキスト第１章「社会学の祖コントの実

証主義」| 実証主義、社会科学方法論|３．社会科学における社会調査の位置づけ（２）＝テ

キスト第２章「社会科学の研究方法」| 社会調査とは何か、統計調査と事例調査、文献研究

と実証研究、観察、聴取、実験研究|４．社会調査の起源＝テキスト第４章「統計調査のはじ

まり」|  社会調査の起源、先駆的調査|５．人口調査のあゆみ＝テキスト第５章「近代セン

サスの誕生と進歩」第 22 章「「国勢調査」について」| 人口調査、近代センサス、日本の国

勢調査|６．家計調査のあゆみ＝テキスト第６章「家計調査の誕生と成長」|  家計調査、

ル・プレー、エンゲルらの先駆的研究|７．貧困調査のあゆみ＝テキスト第７章「ブースの貧

困調査とその後」|  貧困調査|８．選挙予想調査のあゆみ＝テキスト第８章「アメリカの選

挙予想調査」|  標本調査、割当法、無作為抽出法|９．視聴率調査のあゆみ＝テキスト第９

章「視聴率調査の変遷」|  テレビ視聴率調査|10．マスコミ効果調査のあゆみ＝テキスト

第 11 章「マスコミ効果調査」|  時系列調査、パネル調査|11．研究目的の社会調査（１）

＝テキスト第 14 章「地域調査の功績」| 『ミドルタウン』『ヤンキー・シティ』『ＳＳＭ調

査』|12．研究目的の社会調査（２）＝テキスト第 24 章「「参与観察法」について」|  参

与観察法、参加の度合い|13.調査倫理と調査環境＝テキスト第 22 章「「調査環境の悪化」に

ついて」| 調査実施上の倫理の確立、回収率の低下、調査拒否の問題|14.社会調査方法論（１）

＝テキスト第 17 章「調査対象選定の技法」| 母集団、標本（サンプル）、サンプルの代表

性、サンプリング誤差|15.社会調査方法論（２）＝テキスト第 18 章「データ収集の技法」| 

他計式と自計式、面接、電話、留置、郵送、集合、インターネット 
 

■学習の要点 

以下の６点は、それぞれ科目 終試験の問題と密接に関連しているので、特によく学習して

おいてください。|１．テキストの第２章を読み、社会科学における様々な実証研究の方法の

中で、社会調査がどう位置づけられるかをまとめておくこと|２．テキストの第５章を読み、

近代センサスの誕生と進歩の歴史についてまとめておくこと|３．テキストの第７章を読み、

ブースの貧困調査とその後の歴史についてまとめておくこと|４．テキストの第８章を読み、



アメリカの選挙予想調査の歴史についてまとめておくこと|５．テキストの第 22 章を読み、

現代の日本における「調査環境の悪化」についてまとめておくこと|６．テキストの第 24 章

を読み、参与観察法とは何か、それはどのようにタイプ分けされるか、各タイプの過去の研

究例としてどのようなものがあげられるのかについてまとめておくこと。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は「学習の要点」にあげた各項目について、テキストのポイントをおさえつ

つ、自分なりの言葉で説明できるようになることです。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、ポイントが的確かつ簡潔にまとまっているか、文章全体のまとまりやわか

りやすさ、といった点を中心に評価しますが、自分なりの的確な具体例や見方が示されてい

れば、理解度の高さがわかりますので、プラス評価の対象になります。 



授業コード V0714 （認定科目名：社会調査の設計） 

授業科目 社会調査の設計 単位 2 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会調査演習〔第２版〕 原純輔ほか著 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

社会調査士課程の「Ｂ科目」であり、社会調査の設計と実施方法を学ぶことを目的とする科

目である。授業内容の前半（１?７）では、テキスト第１章（社会調査概説）を読み、社会調

査の設計と実施の要点を知識として学んでいく。次に授業内容の後半（８?15）では、テキ

スト第２章（演習マニュアル）各節の「解説」を読み、適宜各節の「作業」を実施し、「問題」

を解くことによって、社会調査の設計と実施のあらましを実感的に学んでいく。詳細は以下

のとおりである。|1. 社会調査とは何か（テキスト第１章第１節）| 現代社会と社会調査、

記述と説明、社会調査の性格、社会調査と心理学実験、社会調査の意義|2. 社会調査の企画

（テキスト第１章第２節）その１| 調査テーマ、概念の操作的定義、説明・理論、仮説、作

業仮説|3. 社会調査の企画（テキスト第１章第２節）その 2| 実査の方法（面接・留置・郵

送・電話・集合調査）、比較・継続・パネル調査|4. 調査対象の決定（テキスト第１章第３

節）その１| 全数調査と標本調査、無作為抽出と割当抽出|5. 調査対象の決定（テキスト第

１章第３節）その 2| 無作為抽出の原理、母集団と標本|6. 社会調査の手順（テキスト第１

章第４節）| 予備調査、標本抽出、調査員への説明・調査票の点検・回収、データ作成|7. 社

会調査をとりまく諸問題（テキスト第１章第５節）| 社会調査の妥当性、調査者の社会的責

任|8 系統抽出法と比率の推定（テキスト第２章第１節）| 系統抽出、層化（層別）抽出|9. 

確率比例抽出法（テキスト第２章第２節）| 二段抽出法、確率比例抽出法|10. 調査票の作

成（テキスト第２章第９節）その１| 調査票作成の手順、質問文の類型（事実に関する質問、

意識に関する質問）、質問群の構成、調査票の構成|11. 調査票の作成（テキスト第２章第９

節）その２| ワーディングの諸問題（ステレオタイプ、ダブルバーレル、キャリーオーバー

効果、威光暗示、黙従傾向、他）|12. 尺度構成法（テキスト第２章第６節）| 名義尺度、

順位尺度、間隔尺度、比率尺度、尺度の妥当性、尺度の信頼性|13. 評定法・序列法・一対比

較法（テキスト第２章第７節）| 第２種測定法、評定法、序列法、一対比較法|14. コウディ

ング（職業分類）（テキスト第２章第５節）| コウディング、選択回答法（プリコウディン

グ）、自由回答法（アフターコウディング）|15. 聴取調査（テキスト第２章第 10 節）| 非

指示的面接と指示的面接、ラポール| 
 

■学習の要点 

以下の６点は、それぞれ科目 終試験の問題と密接に関連しているので、特によく学習して

おいてください。|１．テキストの 6?14 頁を読み、心理学における実験と比較した時の社会

調査の特色（長所と短所）についてまとめておくこと|２．テキストの 16?19 頁を読み、社

会調査のデータで社会事象を説明する際の、概念の操作的定義と作業仮説の役割について理

解すること|３．テキストの 19?23 頁を読み、面接調査、留置調査、郵送調査、集合調査、

電話調査の各方法の定義と特色についてまとめておくこと|４．テキストの 26?30 頁を読み、

標本調査の意義とその主な方法についてまとめておくこと|５．テキストの 39?43 頁を読み、

社会調査の妥当性を低下させる主な要因についてまとめておくこと|６．テキストの 43?47



頁を読み、「調査者の社会的責任」についてまとめておくこと| 

 

■学習の到達目標 
「学習の要点」の各ポイントについて、テキストの記述をふまえつつ、自分なりの具体例や

見解をまじえて説明できるようになることが到達目標です。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の主な評価基準は、テキストの該当箇所を読んで理解した形跡がみられること

です。ただし、テキストの表現をそのまま引用するよりも（引用部分は括弧で括ってくださ

い）、自分なりの具体例や表現でかみくだいて記した方が、理解の深さをアピールできて効

果的です。また、テキストの内容をふまえた上で、自分なりの見解が示されていれば、それ

もプラスに評価します。その他、文章のわかりやすさも評価のポイントになります。 



授業コード V0715 （認定科目名：基礎統計学） 

授業科目 基礎統計学 単位 2 

担当者 吉田 秀和 
シラバスグルー

プ 
T0T047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門はじめての統計解析 石村貞夫著 東京図書  

数学嫌いのための社会統計

学 第 2 版 
山口洋 ほか編 法律文化社 [ISBN]9784589036193 

 
 

■授業の概要 

社会的および科学的事象を一般化するために有効な手段は、それら事象に関するデータ収集

と解析である。本科目においては、それらデータ収集および解析に関する知識を学ぶことに

よって、客観的にそれらの事象を一般化する、またはその事象に関してある判断を行う方法

を習得し、社会調査、科学調査等における基礎的知識を身につけるのが目的である。データ

収集およびデータ解析においては必然的に統計学の知識を要するため、数理統計学観点から

のアプローチに加えて、実際的な調査手法も念頭に置いて、データ収集、データ解析に関す

る知識及び技術を学習する。本科目においてはデータ解析において基本となる記述統計学を

主に扱い、量的および質的変量を統計学的に処理し、解釈する方法を主として学ぶ。 
 

■学習の要点 

本科目においては、記述統計を主とするため学習の要点は以下のようになる。|1.統計学とい

う学問は何かを学習する。|2.データの収集方法を学習する。|3.主に量的データ群の整理方法

を学習する。すなわち、第 1 にデータを視覚的に表す手法を学習する（様々なグラフ化）、

第 2 にデータ群をある数値で代表する手法を学習する（平均値や 大値、 小値等）、デー

タ群全体の傾向を表す手法を学習する（分散、標準偏差、尖度、歪度等）。|4.質的データ群に

対する解釈手法を学習する（比率や変化率等）。|5.異なる 2 変量の関係性の解釈について学

習する（共分散および相関係数）。|6.関係性と因果関係を学習する。|7.質的データの整理、加

えてそれに基づいたクロス集計を学習する。|8.各種白書の解釈およびそれらの活用方法につ

いて学習する。|| 
 

■学習の到達目標 
代表値等統計学的な数値を正確に算出でき、データ解析において役立たせることができるよ

うになる事が本科目の到達目標である。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験においては、統計学的用語や数値、そして統計学的考えを理解しているかどう

か（70 点）、テキストに直接書かれていない事であっても、自らが思考して統計学的考えを

さらに掘り下げる事ができるかどうか（30 点）を採点基準とする。 



授業コード V0716 （認定科目名：応用統計学） 

授業科目 応用統計学 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学嫌いのための社会統計

学 第 2 版 
山口洋 ほか編 法律文化社  

パソコンによるデータ分析 大西正和ほか編 建帛社 [ISBN]9784767938325 

 
 

■授業の概要 

本科目では、基礎統計学で学習した記述統計に続いて推定統計学を主に学習する。一般に学

術調査およびそれらデータの統計処理においては、全調査は不可能である場合がほとんどで

あるため、推定にならざるを得ない。したがって、標本から母集団を推定する手法について

学習し、それと同時に分布の形状や確率論、仮説検定等についての知識を深める事を目的と

する。 
 

■学習の要点 

本カリキュラムの構成とキーワードを、以下に列挙する。||ポイント①全体のなかでの位置を

把握する。|・全体のなかでの位置を把握するためのキーワード（1）|→母平均、母分散、母

標準偏差、母数|・全体のなかでの位置を把握するためのキーワード（2）|→正規分布、正規

分布曲線、標準化、Z 得点（標準得点）|・全体のなかでの位置を把握するためのキーワード

（3）|→標準正規分布、標準正規分布表、偏差値、生起確率||ポイント②一部から全体を推し

量る。|・一部から全体を推し量るためのキーワード（1）|→標本、標本の大きさ、サンプル

サイズ、標本の数、標本平均、標本平均の分布|・一部から全体を推し量るためのキーワード

（2）|→標本平均の平均、標本平均の標準偏差、中心極限定理、標準誤差、一様分布||ポイン

ト③母集団の推定。|・母集団の推定のためのキーワード（1）|→点推定、区間推定、信頼区

間、信頼区間の上限と下限|・母集団の推定のためのキーワード（2）|→信頼度、誤差、大標

本の場合の母平均の区間推定|・母集団の推定のためのキーワード（3）|→小標本の場合の母

平均の区間推定、t 分布、自由度||ポイント④偶然と必然を見分ける。|・偶然と必然を見分け

るためのキーワード（1）|→仮説検定、調査仮説、帰無仮説、p 値|・偶然と必然を見分ける

ためのキーワード（2）|→有意水準、棄却域、限界値|・偶然と必然を見分けるためのキーワ

ード（3）|→両側検定、片側検定、第 1 種の誤り、第 2 種の誤り||ポイント⑤集団間の差の検

定。|・集団間の差の検定（1）|→2 種類の集団間の差の検定、平均の差、比率の差|・集団間

の差の検定（2）|→平均の差の検定、ｔ検定、比率の差の検定、|→差の検定の考え方、検定

統計量の仕組み||ポイント⑥関連の真偽を判断する。|・関連の真偽を判断するためのキーワ

ード（1）／総復習|→χ2 検定、χ2 分布、自由度、調査仮説、帰無仮説|→両側検定、片側

検定、有意水準、検定統計量、限界値の確認、注意点|・関連の真偽を判断するためのキーワ

ード（2）／総復習|→相関係数の検定、調査仮説、帰無仮説、|→両側検定、片側検定、有意

水準、検定統計量、限界値の確認、注意点 
 

■学習の到達目標 
標本から母集団を予測するさまざまな手法を習得することが本科目の到達目標である。推計

統計学等の理論や検定等の知識を習得することが到達目標としたい。 

 



■成績評価の基準 

リポート：正しい手法で分析し、論理的に考察できているかが、リポート添削のポイントで

ある。| 終試験：正しい手法で、正しい演算を行っているか、加えて、統計学の理論をふま

えた考察となっているか、が成績評価の基準となる。 



授業コード V0717 （認定科目名：質的調査法） 

授業科目 質的調査法 単位 2 

担当者 長光 太志 
シラバスグルー

プ 
T0T025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

シカゴ学派の社会学 中野正大ほか編 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 

フィールドワークやインタビューなど、いわゆる質的な調査に関する研究法は、現代社会学

における主要な方法論の一つである。本科目では、質的調査の出発点を形成したシカゴ学派

の学説を中心に、人々の生活世界（ミクロな日常の行為や会話）を探求するための方法論に

ついて考えていく。| こうした質的調査の手法は、例えばマイノリティの生活や、日常の何

気ない仕草の内に観察されうる社会構造を把握する際に有効であり、これを学習することは

必ずしも質的調査には主要な興味をもたない学生にとっても、社会学的発想をより広げるた

めに、たいへん有意義なものではないだろうか。| 本科目では、次のような点について考察

をすすめていく。||・シカゴ学派が登場した社会的背景、すなわち第一次世界大戦後のアメリ

カと都市形成|・シカゴ学派は、都市社会学の始発点でもある。それでは都市の問題とは何か

|・シカゴ学派における社会学的概念、とくに「他者の態度」「G. H. ミードの社会学」に注目

する|・初期の質的調査に関する検討。エスノグラフィーとは何か。|・初期シカゴ学派の諸作

品。都市生活や、諸々のマイノリティに関して報告した具体的作品の系譜について。|・戦後

シカゴ学派の展開。「ラベリング理論」や「ドラマツルギー」など。 
 

■学習の要点 

質的調査について学ぶということは、新聞やテレビ報道が行っているような、何らかの社会

事象を３０分の枠内で解説するということの、逆の地平を志向するものである。マスメディ

アや、日常の印象論を超えて、具体的な社会現象や人々の生活にカメラをぐっとズームアッ

プしていく。例えば写真家ロバート・キャパは、５メートル以内の被写体に接近して、近距

離レンズでその人々の表情の中にある、人生を写そうと試みた。歴史の流れの中にありなが

ら、これに翻弄され、あるいはこれに抵抗しようとする人々の人生を。シカゴ学派の方法も、

喩えていうならばキャパの写真術のような調査手法である。| １９２０年代アメリカの都市

における、紫煙の漂うジャズクラブ、禁酒法時代のバー、日雇い労働者の居住区、そういっ

た都市の日常に肉薄していく社会学の面白さを学ぶこと、これが本科目の目標である。| ま

た、シカゴ学派は都市社会学と犯罪社会学にとっても、重要な始発点を形成している。本科

目では、質的調査法と、都市社会学などの専門領域がどのように交差しているのかにも注意

しながら、学習を進めてもらいたい。 
 

■学習の到達目標 
まずはテキストを一冊、正確に読了すること。その上で、シカゴ学派における質的調査法の

特徴について整理し、具体的な調査の事例について言及していくような答案が求められる。 

 

■成績評価の基準 

テキスト内容を十分に理解できているかどうかを、まず確認します。|その上で、設題に対す

る論旨と論述内容に対して評価を行います。|プラスアルファとして、各人で自由に調べた他

の文献や資料への言及があれば|内容に応じて加点を行います。 



授業コード V5103 （認定科目名：現代思想） 

授業科目 現代思想 単位 2 

担当者 太寿堂 真 
シラバスグルー

プ 
T0T033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

テキストブック 生命倫理 霜田求 編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

「尊厳死」という言葉がマスコミその他で使われるようになって久しい。それは死期が近い

と医学的に判断される患者に対し、人工呼吸、経管栄養・水分補給、人工透析などの、いわ

ゆる『延命措置』を施すことは、当の患者にいたずらな苦しみを強いるばかりであり、それ

を止めて患者を速やかに死ぬに任せることが患者や家族のためだ、という趣旨を表す言葉

だ。少し前まで、医療現場では、一旦装着した人工呼吸器などの、いわゆる生命維持装置を

停止した場合、それに関わった医療スタッフは殺人罪などに問われ、警察の介入を招く、と

いった懸念が強かった。しかし現在では、延命措置の不開始や中止を想定した厚生労働省や

各関係学会のガイドラインが示される中で、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)という

考え方が、医療現場でも進みつつある。ACP とは、人生の 終段階における医療、ケアにつ

いては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされたうえで、患者本人が自らが望む人

生の 終段階における医療、ケアについて前もって考え、医療、ケアチームと繰り返し話し

合い、それを踏まえ本人の意思決定を基本として治療にあたるという考え方である。これに

基づいて、例えば、どういう場合には、経管栄養を止めるか、人工呼吸器をどうするか、な

どの意思をあらかじめ指示する書類を医療機関が準備し、医療者や家族との話し合いの中で

患者がその書面で自らの意志を指示しておけば、医療、ケアチームはそれを尊重して治療に

あたる、という医療機関や在宅医などの例も見られるようになった。|他方、「尊厳死を合法

化すべきだ」と主張する人々がいる。すなわち、自分が終末期や植物状態になった場合、延

命のための治療を拒否する意思表示を記した「リビング・ウィル」を法律的に有効なものに

せよと唱える人々である。『日本尊厳死協会』に属する人々がそれである。その人々からす

れば、ACP が今後普及することは望ましいことだという。ただ、ACP は、医療者の働きかけ

から始まるが、当人が突然の事故等で、医療を受ける以前に、すでに意思表示能力を失って

いる場合も考えられることから、疾患や事故にあう以前の、元気なうちに意思表示をしてお

き、それを尊重してもらいたいのだという。しかし元気な時と、例えば認知症等で意思表示

能力が低下して以降で、本人の気持ちに変化があるのではないか、という疑問が残る。尊厳

死協会は、2019 年「私の希望表明書」を策定し、よりきめ細かい患者の要望を書き込める

ようにし、また、目下、43 年ぶりのリビングウィルの抜本的な書き換えを検討中だという。

|  その一方で、生命維持装置の不開始や中止を合法化する、いわゆる『尊厳死法』が成立

すれば、もともと定義の曖昧な「終末期」という要件が、次第に拡大適用され、そうした装

置なしには生きられない ALS のような難病患者や重度障害者など、「社会的弱者」の存在を

負担と感じる家族や社会の有形無形の圧力の下で、そうした人々が「死の自己決定」をする

よう強いる社会的風潮が出てくることを懸念する人々もいる。| ところで、終末期について

の意思を示さぬまま、家族によって救急搬送され、その施設で意識も戻らぬままに高度な延

命治療を受けている患者は依然として多い。| 終末期医療に関する近年の調査からは、生命



維持装置よる延命を否定的に考える人が回答者の 9 割を占めるなど、多数であることがうか

がえる。一方で、社会的弱者が不利益をこうむるとすれば、それは避けねばならない。人は

健康を保つため、医療を必要とし、誰しもが死を避けられない。本科目では、現在の医療と

その前提になる生命観について基本的なことを学習し、受講生お一人お一人のお考えを深め

てもらう機会としたい。 
 

■学習の要点 

まず、テキストや参考文献を通じて「終末期医療」「生殖補助医療」「脳死・臓器移植」等、

日本と諸外国における個々の問題の歴史と現在のあらましを学習していただき、あわせて当

の問題をめぐって相異なる立場をとる人々の主張の要点を把握し、ご自身の考察と意見を展

開してください。 
 

■学習の到達目標 

（目標）| 各々が手がけたテーマについて、できるだけ丁寧に取材し、それをもとに自分な

りの視点を培うとともに、それをできるだけ説得的に論述する術を磨くことです。しかしな

がら、情報が氾濫するなかでは、その糸口がともすれば見失われがちです。| そこでまず、

（１）自分の手がける問題について、根拠ある情報を粘り強く選び出し、（２）テキスト、ま

たはシラバスで紹介された文献のうち、自分の関心に即していずれか一冊、それもいずれか

一つのテーマについて精読し、そこからいかに論じたらよいかの術をより深く学ぶことで

す。| 
 

■成績評価の基準 

思索には終わりはありません。ただ受講する各々の方が到達したご意見について、どうして

そういえるかの根拠(理由)を明らかにし、そこから無理なく導ける結論に達しているかを評

価の基準とします。この根拠を明示しているかどうかで、リポートを受理するか、試験に合

格したとみなすかどうかを判断する場合があります。 



授業コード V5104 （認定科目名：国際社会論） 

授業科目 国際社会論 単位 2 

担当者 小島 吉之 
シラバスグルー

プ 
T0T018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

冷戦 その歴史と問題点 
J・L・ガディス／河合秀和・

鈴木健人訳 
彩流社  

    

 
 

■授業の概要 

この授業は、第二次世界大戦後における国際社会の動向、とくに冷戦（Cold War）をテーマ

として取り上げ、そのなかで起きた出来事について歴史的な視点から学び、考えることを目

的とするものである。今年度は、冷戦史研究の大家として知られるジョン・L・ガディス（John 

Lewis Gaddis）の著作を読むことによって、「冷戦とは何だったのか」という根本的な問いに

対峙するとともに、冷戦に関する重要な論点について考察し、現代の国際社会を見る上での

基礎になる知識の修得を目指す。 
 

■学習の要点 

第二次世界大戦後における国際社会の動向について、アメリカとソ連の対立を軸として力

（軍事）、利益（経済）、価値（理念・イデオロギーなど）の観点から構造的に理解するよう

に努めるとともに、そのなかで政治指導者や一般市民が何を考え、何を決断したのかについ

て、具体的に説明できるようにする。 
 

■学習の到達目標 
現代の国際社会のなりたちについて歴史的な理解が得られる。| 政治・外交の知識が豊かに

なることで、時事問題を考える力が身につく。| 

 

■成績評価の基準 テキストの内容に関する理解の正しさ。| 論理構成力。| 



授業コード V5107 （認定科目名：公共経済学） 

授業科目 公共経済学 単位 2 

担当者 藤井 透 
シラバスグルー

プ 
T0V018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

岩波新書新赤版 1799 日

本経済 30 年史 
山家悠紀夫・著 岩波書店  

ちくま新書 社会保障入門 伊藤周平・著 筑摩書房 [ISBN]9784480071613 

 
 

■授業の概要 
本科目では、日本の財政と社会保障の現状を概観することで、その問題点や問題点の打開の

道を探ることを課題とする。 

 

■学習の要点 

現代日本の財政と社会保障の現状は、経済的条件に規定されている。よって、以下の項目に

留意して学習することを推奨する。|１、日本経済の 30 年|２、社会保障の基礎理論|３、社会

保障制度の概要 
 

■学習の到達目標 
参考文献をよく勉強して、その理解鵜の上に立って「問題」に正面から的確に答えているか、

これが「答案」評価の 大のポイントとなる。 

 

■成績評価の基準 
経済学(ないしは社会保障)の専門用語をきちんと把握し、「答案」で適切にそれを活かしてい

ることが評価の基準である。 



授業コード V5413 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 2 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書 新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書 新赤版 1403） 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思われ

てきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつある。

このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばならない

のか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対しては、

その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者と弱

者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をすすめ

てきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」が生

み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の良い

雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・ア

ルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」とともに

勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このような

事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果と

しての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面してい

る。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出す

べきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグランド

デザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい税

制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社会

の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。 
 

■学習の要点 

テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで繰

り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について理

解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについては、

参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」「非

正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心にその

内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えることだ

が、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポートの設

題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。 
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード V5414 （認定科目名：社会学概論１/社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 2 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視点

から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材であ

る。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげて

おく。| １．タルコット・パーソンズの AGIL 図式について把握すること。| ２．日本社会

の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| ３．現代家族の

機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| ４．量的調査と

質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．文化相対主義、同化主義などについて把

握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。 

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード V5423 （認定科目名：社会的企業論） 

授業科目 社会的企業論 単位 2 

担当者 河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会が変わるマーケティン

グ 民間企業の知恵を公共

サービスに活かす 

フィリップ・コトラー,|ナン

シー・リー著 
英治出版  

    

 
 

■授業の概要 

ソーシャル・マーケティングの技法や民間企業の経営手法を取り入れ、事業収入を増やし、

企業が財政的に自立することが求められている。本授業は、社会利益の実現を目指す新しい

経済組織、社会的企業に着目し、経済活動が社会関係や文化、政治などから多くの影響を受

けていることを学修する。産業とネットワークの関係、産業の社会的な構成過程についての

知見を得るとともに、日欧の社会的企業の先進事例から協働や地域福祉、貧困問題削減のあ

り方を考察する。 
 

■学習の要点 

本授業は、社会ネットワークに関する新たな理論的・分析的な知見を用いて、ネットワーク

組織の原理と実態を理解することをねらいとする。また、バングラデシュのグラミン銀行に

みるソーシャルビジネスの特徴と可能性を講じる。特に日本の社会的企業とビジネスパース

ンがネットワーク構築の強みをもつかどうかに留意しつつ、分析手法を体得することも目指

す。  
 

■学習の到達目標 
【知識・理解の観点】社会の中の集団、組織、共同体、行為者の相互作用を理解する。|【思

考・判断の観点】個人や組織的関係のネットワークの中で行われる経済活動を考察する。 

 

■成績評価の基準 テキストおよび授業内容の理解度を評価する。 



授業コード V5424 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード V5425 （認定科目名：現代日本社会史） 

授業科目 現代日本社会史 単位 2 

担当者 近藤 敏夫 
シラバスグルー

プ 
T0T051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代日本社会論 飯田哲也・著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

現代日本社会は、他の国の社会と共通する諸問題を抱えているとともに、日本独特の構造を

もち、それによって、社会のありかたや問題解決の方向性に差異が生じている。そこで、日

本の社会はどのようにして形成されたのか、なぜ日本独特の問題が生じてくるのかを解明す

る。また、その問題発生の原因・要因を探ることによって、その解決の方向性を検討する。

この科目では、幕末以降の日本の歩みを振りかえり、日本の行く末を見極めるための歴史的

視座について考える。1860 年代から 1990 年代までの近現代史を検討するが、1945 年以降

の現代をおもに取り上げる。 
 

■学習の要点 

幕末期からバブル崩壊後までの社会変動を概観し、現代日本社会が歴史的にどのような性質

を帯びるに至ったのかを明らかにする。あわせて、国際社会のなかにおける日本の位置づけ、

日本人の社会意識やナショナリズムの問題も検討し、グローバルな歴史認識のための基礎知

識の習得を図る。 
 

■学習の到達目標 

現代の日本社会を条件づけてきた歴史的文脈や背景を考察する。政治、経済の領域よりも社

会領域を中心として学習し、現代日本社会の民主主義のあり方について、受講生が自分自身

の理解と意見を持つことを目標とする。 
 

■成績評価の基準 日本社会の歴史的動向について自分自身の理解と意見をもっているかどうか。 



授業コード V5426 （認定科目名：20 世紀の歴史） 

授業科目 20 世紀の歴史 単位 2 

担当者 山本 奈生 
シラバスグルー

プ 
T0T049 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

二〇世紀の歴史 木畑 洋一著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

人文社会学系であればどの分野でも、基礎教養として現代史の大きな文脈をしることが大切

です。本科目は通史として「帝国主義の時代」から「冷戦の終わり」までの流れを学習しま

す。大国間の戦争や政治の歴史と同時に、植民地解放や社会変動に留意しながら読書すべき

です。 
 

■学習の要点 

テキストを丁寧に読むことが第一となります。その上で、「知っているようで曖昧」「あまり

知識がない」「特に関心をもった時代や出来事」とご自身で考えた箇所については、適宜図

書館やネット上できちんとした論文情報などを調べて補完します。 
 

■学習の到達目標 
現代史の大きな流れを知り、「帝国主義」「二度の世界大戦」「ロシア革命」「ホロコースト」

「ベトナム戦争」などの重要な世界史的出来事について基礎知識を固めること。 

 

■成績評価の基準 
記述する出来事について大きな文脈と社会背景を正しく理解できているかどうかがまず評

価基準となります。細かな年号や人名のミスは小さな減点となるだけです。 



授業コード V5501 （認定科目名：日本史概論） 

授業科目 日本史概論 単位 2 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考える」

方法を学ぶことを目的としている。|歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に羅列す

るものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように関連し

あっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれらの中で

何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。|そのためにも、今につながる日本の

歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各時代にお

ける個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷を考えよ

うとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の流れを知

ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連など、その

時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を見る目を

養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中で

把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったのか、

またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかについ

て、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じて日

本の歴史全体への知識を深めてほしい。|したがって、本科目で要求されているのは、歴史事

象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷がわか

る形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポイント

を考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。|・奈良時代の政治につ

いて|・古代社会と信仰（仏教、神道など）について|・執権政治の展開について|・中世から近

世の農民生活について|・鎖国から開国への政治過程について|・民権運動と政党政治の関係

について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する概括的な理解（40％）|問題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード V5509 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード V5510 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード V5511 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳説

されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教を

探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、自

分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教社

会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀礼

の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード V5512 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード V5513 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋史概論 単位 2 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード V5514 （認定科目名：日本仏教史（仏教伝来～平安）） 

授業科目 日本仏教史（仏教伝来～平安） 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力を

持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきた。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―思想

史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発展の

具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることによ

り、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 本

科目では、仏教伝来から平安時代における日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通

して、日本仏教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について 
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード V5515 （認定科目名：日本仏教史（鎌倉以降）） 

授業科目 日本仏教史（鎌倉以降） 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力を

持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、鎌倉時代以後の日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏

教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅳ章 鎌倉仏教の

諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転換について|・鎌倉仏教の時期的展

開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想|・近世仏教の形成過程とその評価

について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応について|・仏教による死者供養の歴史

的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏|・本地垂迹概念の特徴と、日本に

おける神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道の歴史・思想について|終章 日

本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきたかについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード V5516 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史.下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史.上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで興った仏教が中国に伝来して、中国人社会に、どのように変容し、適応し、受容

されていったか・を中心に中国における仏教の歴史的展開について、学習することが望まし

い。|・インドより中国・日本へと伝わった仏教の流れの中の中国仏教史、すなわち護法的な

仏教史ではなく、中国の青磁・社会・生活の中で仏教はどのような立場で、展開してきたの

かという中国史の立場からみた仏教史を考えなければならない。よって西暦前後の仏教伝来

から現代に至るまでの中国仏教の変遷、また展開について、教理史的・教団史的に偏ること

なく、歴史的・全般的に学習することである。 
 

■学習の要点 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教について時代の流れにそって、理解すること。  
 

■学習の到達目標 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教についてなど、各時代の流れにそった流れを理解し、ま

たその時代に活躍した人物の業績を理解し、仏教史上の位置づけをすること。 
 

■成績評価の基準 
「学修の要点」に書かれた学習目標に即してテキストによる学習をすすめること。その学習

の深度と理解度を試験で諮り、到達度に即して、成績評価をする。  



授業コード V5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード W0101 （認定科目名：現代福祉社会論） 

授業科目 現代福祉社会論 単位 2 

担当者 岡﨑 祐司 
シラバスグルー

プ 
T0W014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代福祉社会論 岡﨑祐司 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、社会福祉を専門的に学んでいく基礎となる社会科学的な知識、認識を人権、

平和、労働、生活を中心に学びます。さらに、社会福祉の全体像や対象、主体など基本的な

とらえ方を学びます。社会のなかで、あるいは資本主義の変化のなかで社会福祉をとらえる

という観点をしっかりもって学習を進めてください。|  ①福祉の理念、「反福祉状況」|  ②

自由権と社会権─自由権の意味と歴史的性格、社会権の登場の背景と意義、民主主義と国民

主権|  ③平和と日本国憲法─第９条の世界史的意義、安全保障の考え方、平和的生存権の先

駆性、人間の安全保障、平和的手段による国際貢献の意義|  ④労働と生活─人間発達と労働

の歴史的視点、資本主義と労働、人間らしい働き方、生活様式、生活の社会化|  ⑤社会福祉

の基本の理解─政策・労働・実践の三つの視点、社会福祉政策、福祉労働、社会福祉の対象、

目的、主体| 
 

■学習の要点 

（１）社会福祉の対象となる社会問題を人権保障の視点から考える。|（２）社会権を資本主

義体制の労働と生活の構造、実態からつかむ。|（３）現代日本の生活様式の特徴、問題点を

つかみ、勤労国民の生活困難、貧困化の本質を生活からつかむ。|（４）社会保障・社会福祉

の意義と役割（重要性）を、現代の生活様式、生活の社会化のとの関係からつかむ。|（５）

社会福祉の「対象の対象化」の構造を理解し、福祉運動の意義と役割を具体的課題に即して

つかむ。|（６）市民の活動・事業としての社会福祉の内容と役割を、地域社会の維持や地方

自治との関係からつかむ。 
 

■学習の到達目標 

（１）社会福祉の対象となる社会問題をひとつとりあげ、人権保障の視点からそれについて

説明できる。|（２）社会権保障の意義を資本主義体制の労働と生活の構造、実態から説明で

きる。|（３）現代日本の生活様式の特徴、問題点を二つから三つ説明することができ、現代

の生活様式が勤労国民の生活困難、貧困化につながっていることを説明できる。|（４）社会

保障・社会福祉の意義と役割（重要性）を、現代の生活様式、生活の社会化のとの関係から

説明できる。|（５）社会福祉の「対象の対象化」の構造を説明でき、それとのかかわりで福

祉運動の意義と役割を具体的課題に即して説明することができる。|（６）市民の活動・事業

としての社会福祉の三つのタイプの内容と役割を説明することができ、それらの意義と役割

を地域社会の維持や地方自治との関係から説明することができる。 
 

■成績評価の基準 
①テキストの内容をしっかり理解しており、それをふまえた自己の問題意識が明確なこと。

|②論理的な文章で論理的に展開できること。|③到達目標に達していると認められること。 



授業コード W0323 （認定科目名：社会福祉方法論３） 

授業科目 社会福祉方法論３ 単位 2 

担当者 緒方 由紀 
シラバスグルー

プ 
T0W016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャルワークの理論と

方法１（MINERVA 社会福祉

士養成テキスト３） 

岩田正美 ほか監修 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

歴史的・社会的仕組みとして存在する社会福祉は、政策によって実態化する法律や制度、サ

ービスの管理運営機構である組織や法令、人の配置などによる社会福祉供給体制を前提に、

そのもとにおける多様な社会福祉援助活動によって、人々の暮らしに具体的な関わりを作り

出している。しかもその仕組みや運用の有り様は今日、急速な変化をみせつつあり、新しい

利用、契約といった制度運用や、まちづくりに見られるような多様な地域における活動の広

がり、さらに当事者、市民などといったこれまでにはない参加者を作り出している。したが

って、そこで用いられる方法・技術といったことも新たな事態への対応が求められている。

| ここでは歴史的な歩みを踏まえながら、そうした現代の社会福祉援助活動とその運用に関

わる原理・原則といったことを前提に、主として地域における活動とその方法について取り

上げる。 
 

■学習の要点 

社会福祉援助技術や地域における社会福祉活動の歴史的な歩みについて整理するとともに、

近年のコミュニティにおける活動の進展やそれを支える理論的背景についての理解を深め

ること。さらに 近の福祉改革とその中でまちづくりといった視点から取り組まれる社会福

祉活動についても、関連する資料（行政資料や調査、報告等）とともに広くあたること。特

に、多様な社会福祉領域の活動については援助活動の視点から整理・検討を行い、そこで用

いられる方法・技術について考察を深めること。その際、次の点に留意すること。|  １．社

会福祉の歴史の中で社会福祉援助活動とともに方法・技術はどのように形成・発展してきた

のか|  ２．ソーシャルグループワークの発展とグループワーク実践について  | ３．特に初

期の慈善組織協会やセツルメント活動などコミュニティにおける活動の成立とその背景、ま

たその後における施設ケアの成立とその後の歩みについて|  ４．1960 年代以後における国

際的なコミュニティケアの成立と脱施設化政策の推移、ケアマネジメントの誕生と発展につ

いて| ５．コミュニティケアの発展とソーシャルアクションの機能について|  ６． 近のわ

が国における社会福祉改革に関わる政策動向（行政計画やその背景となる審議会、検討会

等々の議論）とそのもとで社会福祉援助における課題について 
 

■学習の到達目標 

（１）「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。試験で

はその学習の進度と理解度を問うています。また成績評価はその到達度に即して行います。

|（２）出題で問われている内容について適切に（箇条書きは不可、自身の経験にとどまらず）

まとめてください。 
 



■成績評価の基準 

設題に沿って正確にまとめられているかどうかを何よりも重視します。| さらに文章として

のまとまり、自身の考察が客観的な根拠とともに示されているかどうか、全体をとおして論

理的展開となっているか、これらを踏まえ評価します。| 答案作成の上での基本的事項（分

量、正しい日本語、正確な用語の理解など）が不足している場合は減点の対象となります。 



授業コード W0324 （認定科目名：社会福祉方法論４） 

授業科目 社会福祉方法論４ 単位 2 

担当者 三馬 哲彦 
シラバスグルー

プ 
T0W075 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャルワークの理論と

方法１（MINERVA 社会福祉

士養成テキスト３） 

岩田正美 ほか監修 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉援助（ソーシャルワーク）の展開過程、およびそれに関わる知識について理解する。

ソーシャルワークの展開過程は、一連のものではあるが、いくつかの段階に区分される。ア

ウトリーチを含めたケースの発見、導入期における援助関係の形成、クライエントにどのよ

うな生活ニーズが生じているかを明らかにするアセスメント（事前評価）、明らかになった

ニーズを充足するための計画の作成、援助計画にもとづく具体的な支援の提供、生活困難が

解決したかどうか（ニーズの充足）を評価するエバリュエーション（事後評価）、そして終結

を迎える。これらの各段階において求められる知識、理論および技術について理解を深める

ことを目的とする。 
 

■学習の要点 

１）相談援助の展開過程について理解する。|２）相談援助の展開過程における知識・技術を

理解する。|３）援助者とクライエントとの関係について理解を深める。|４）ソーシャルワー

クにおけるニーズの定義を理解する。|５）アセスメントの定義と目的を理解し、その特徴に

ついて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標：「学習の留意点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進

度と理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。| 

 

■成績評価の基準 

出題の趣旨・要点を正しく理解し、相談援助の展開過程の段階を簡潔に説明していること。

また、展開過程の中でのアセスメントの役割がその前後の段階と関連付けられて述べられて

いること。そのうえで、相談援助職としての視点・視野から収集された情報が整理されてい

ること。| 



授業コード W0508 （認定科目名：社会福祉計画論） 

授業科目 社会福祉計画論 単位 2 

担当者 齊藤 拓 
シラバスグルー

プ 
T0W073 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉行財政と福祉計画 第

5 版（新・社会福祉士養成講

座 10） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目のねらいは、社会福祉の実践を支える制度的な枠組みである福祉行財政と福祉計画の

基礎的事項を学ぶことである。２１世紀にはいってから実施された社会福祉基礎構造改革の

もとで、社会福祉計画策定プロセスの原則や方法、社会福祉行財政および社会福祉計画行政

の意義、住民参加や地方自治との関係を学ぶこと、そしてそれをふまえて地域の福祉計画を

科学的な視点で分析し評価するよう試みることを重視する。そして、実際に地域の福祉計画

および福祉行財政計画を具体的に取り上げ、地域の実態や住民の生活問題と切り結んでその

内容を検討するリポート作成を課題とする。 
 

■学習の要点 

１）社会福祉における福祉計画の背景や意義について|２）組織体制からみた福祉行政の提供

過程の変化について|３）福祉計画の過程?PDCA サイクルを含めた過程の内容について|４）

福祉計画の評価の意味、技法、課題について|５）福祉計画における住民参加のありかたにつ

いて|６）日本の社会福祉行政における組織・人材・財源について| 
 

■学習の到達目標 

福祉計画が作成されるようになった背景や計画化することの意義について理解し、基本的な

ことを説明できるようになる。|②福祉行政の提供過程の変化と福祉計画の行政にとっての意

義を理解し、説明できるようになる。|③福祉計画の過程を PDCA サイクルを含めて理解し、

説明できるようになる。|④福祉計画の評価の意義、技法、課題について基本的事項を理解し、

説明できるようになる。|⑤福祉計画における住民参加の意義を理解し、説明できるようにな

る。|⑥地域福祉計画の概要、意義を理解し、説明できるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・問題で問われていることに対し明確に答えること|・テキストの内容を熟読・理解している

ことがわかるよう、テキストの記述に基づいて答えること|まず、論理的な文章で説明してい

ることが重要です。|その上で、問題にたいして、到達目標にあるように内容を理解し基本的

事項が説明できているかどうかが評価の基準となります。 



授業コード W0509 （認定科目名：保健医療政策論） 

授業科目 保健医療政策論 単位 2 

担当者 岡﨑 祐司 
シラバスグルー

プ 
T0W061 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

安部医療改革と皆保険体制

の解体 

岡﨑祐司、中村暁、横山壽一

編著 
大月書店  

    

 
 

■授業の概要 

現在推進されている新自由主義改革の側面を強くもつ医療制度改革の本質をつかみ、受講生

に国民の側からの医療保障のありかたを探る基本や方向性を考察してもらう。社会保障とし

ての医療保障の根幹と、現在の医療制度改革の主たる政策手段や方法がなにか、国民の側か

らの医療保障をもとめる運動の課題はなにかを考察する。社会保障としての医療保障の基本

は、「社会保障論」で学修しておいてほしい。それを踏まえたうえでの学修を想定している

ので、やや応用的な内容を含んでいる。 
 

■学習の要点 

日本の医療保障の根幹になっている「皆保険」の意義をつかみ、以下の医療制度改革の動向

をつかむ。①医療費抑制策・医療費総管理体制の構築や国民健康保険財政の都道府県化のも

つ意味、②医療費管理の政策手法と提供体制改革、地域医療計画と地域医療構想、非営利ホ

ールディングカンパニー型法人の議論、成長戦略と医療の営利ビジネス化、国家戦略特区の

活用。なお、社会保障としての医療保障の基本については「社会保障論」で学習しておいて

いただきたい。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標|新自由主義改革の特徴をつよくもつ現在の医療制度改革について、以下の諸

点から説明することができる。|（１）国民健康保険財政の都道府県化の課題について説明す

ることができる。|（２）社会保険診療における混合診療が医療保障を崩壊させる問題点と危

険性があることを説明することができる。|（３）地域医療構想と病床機能報告が、今後の地

域医療提供体制にもつ影響と課題を説明することができる。|（４）政府の成長戦略における

医療の位置づけとそれが国民の医療保障からみて問題が多いことを説明できる。|（５）都道

府県での医療費総管理、医療費目標管理を迫る政府の改革が、地域医療を衰退させる危険性

があることを説明できる。|（６）規制改革とりわけ国家戦略特区の活用による医療の営利主

義化がもつ問題点を説明できる。 
 

■成績評価の基準 
それぞれのテキストの内容をふまえ、論理的に記述できており、自己の問題意識を明確にし

ていること、また一連のつながりのある文章を作成できていること。 



授業コード W0510 （認定科目名：居住福祉論） 

授業科目 居住福祉論 単位 2 

担当者 絹川 麻理 
シラバスグルー

プ 
T0W072 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

居住福祉学 
野口定久・外山義・武川正吾 

編 
有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

住居は衣食住に含まれる「基礎的な人間の必要 Basic Human Needs」の一つである。また、

「福祉は住居にはじまり住居におわる」といわれており、住居は人間の福祉の追求において

も基盤となるものである。居住福祉学は、われわれが地域社会において住居や施設を基盤と

し、安全に安心して暮らすこと、また、われわれの福祉を追求するための居住環境を考察す

る学問である。|本科目では、特に居住空間、コミュニティ、公共政策に焦点を当てて居住福

祉を学び、人が生まれ、成長して社会を担い、やがて高齢になり、疾病を発症して、 期の

時に至るまでの期間において、なにが居住福祉をおびやかし、また、どうすれば居住福祉が

実現できるかを事例に重ね合わせることで理解を深めることを目的とする。 
 

■学習の要点 

まず、テキストにおいて、居住福祉の概念や捉え方をおさえる。居住福祉とは、バリアフリ

ーやユニバーサルデザインの充実のみを指すのではない。|そのため、まず居住福祉にかかる

さまざまな側面や概念についての理解を深める。||現代社会では、居住福祉の充実にむけて

解決・改善すべき問題・課題は多岐にわたるようになった。|実社会での居住福祉にかかる問

題・課題をとらえ、考察を深めるためには、新聞や他のメディア、または、自身の日常的な

地域生活における気づきや経験を通して捉えた問題と関連付けて学習することが重要であ

る。||本科目を履修する通信生には、テキストの学習にとどまらず、自分自身が住まう地域社

会の特性を把握しながら情報収集し、捉えた問題・課題の整理をしつつ、居住福祉の実現に

むけてなにが大切なのかの見解をまとめることが求められる。 
 

■学習の到達目標 
身近な地域社会における住居、施設、生活等にかかる問題・課題を居住福祉の観点から捉え

ることができるようになることを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 

居住福祉の概念や観点を十分に理解しているか、居住福祉の充実にむけて問題や課題をとら

えられているのか、また、科目 終試験受験にあたっての留意点において記述している通り、

居住福祉に対する理解を、自らの見解や考察を十分に加えて論述していることが重要であ

る。 



授業コード W0519 （認定科目名：介護概論/介護の基本） 

授業科目 介護概論 単位 2 

担当者 小田 史 
シラバスグルー

プ 
T0W064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高齢者に対する支援と介護

保険制度 第 6 版（新・社

会福祉士養成講座 13） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、介護福祉の理解を通して、福祉専門職としての基本的な考え方や姿勢につい

て学ぶことを目的とする。| 具体的には、介護の概念や対象についての理解、高齢者を支援

する専門職の役割、自立支援にむけた介護過程の展開の理解などについて学習する。また認

知症ケア、終末期ケアなど、より専門的な知識や技術・倫理が求められるケアのあり方につ

いても学習する。| 
 

■学習の要点 

1.隣接領域である「介護」の専門性について学習をし、その上で社会福祉士が「介護」の理

解を必要とする理由について考える。|2.介護の概念と範囲について理解する。まず概念の法

制度の中での変遷と位置づけや介護の定義、介護の働き（機能）と実践構造などから考察す

る。|3.介護の専門性を支える理念と価値については、介護の目的や実践手段としての原則や

専門職倫理から考察する。|4.介護実践の対象は高齢者と障害児・者と介護者（家族）である。

ここでは利用者を要介護高齢者に限定した上で全人的理解の視点やＩＣＦの視点に基づく

利用者理解を学習する。|5.介護過程では、要介護者本人の全体像を捉え、ニーズを導き出す

ことが重要である。ICF（国際生活機能分類)を用いたアセスメント、的確にニーズをつかみ

本人を主体とした介護過程の展開技法について理解する。|6.介護の原則である自立（自律）

支援とは何かについて考え、自立（自律）に向けた介護の根拠となる理論及び具体的方法に

ついて学習する。|7.認知症ケアでは、まず認知症の原因疾患に関する医学的な知識をベース

に認知症の人が生活で感じる不自由さを理解し、尊厳と自立（自律）を意識したケアを実現

する技法について理解する。|8.終末期ケアでは、高齢者の終末期の特徴、終末期ケアの基本

的考え方について理解し、当事者のＱＯＬを尊重した終末期ケアの具体的展開とは何かを検

討する。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標：「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価を行う。| 

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：出題の要点を正しく理解し、理論的に述べられていること（60 点）。論述

の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|留意点：|（1）箇条書きではなく、論理

的に記述されていること。|（2）リポート設題での学びが活かされていること。|設題に対し、

関心を持つとともに、テキスト及び参考文献で学んだ内容を筋道を立てなら整理し、記述す

ることができている。ソーシャルワーカーに求められる課題の解決を目指し、客観的な事実

をもとに判断し、工夫し、表現することができている。| 



授業コード W0702 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 外国史 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード W0717 （認定科目名：職業指導） 

授業科目 職業指導 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W060 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

キャリア教育の展開：職業

教育及び職業指導 
伊藤一雄 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

職業とは何か、職業選択に導くとはどういうことかを考察する科目である。もし科学的な職

業適性検査が作成され、実施されたとしても、その適正にみあった人数分の職業を社会が準

備することはありえない（多い場合もあり少ない場合もあり）。こうした矛盾のなかで行わ

れるのが職業指導である。そうした職業指導の意義や課題について考察することを目的とす

る科目である。 
 

■学習の要点 

１．現代社会における職業の特質を歴史的に考察する。|２．職業指導とは何かについて考察

する。|３．保護者及び地域との連携について考察する。|４．学校でのキャリア教育について

考察する。| 
 

■学習の到達目標 

①現代社会における職業の特質を歴史的に認識することができる。|②職業指導とは何かにつ

いて説明できる。|③保護者および地域との連携について説明できる。|④学校でのキャリア

教育のあり方について解説できる。|⑤以上をふまえて、自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①科目 終試験の採点は加点方式とする。|②科目 終試験の問題に合致しない答案は不合格

とする。|③科目 終試験の問題にできる限り様々な面から解答されていること（60 点）|④

科目 終試験の解答の柱立てが明確で論理的であること（20 点）|⑤科目 終試験に解答す

る自分自身のことばが豊かであること（20 点）| 



授業コード W0718 （認定科目名：介護概論Ⅱ/介護概論 ） 

授業科目 介護概論Ⅱ 単位 2 

担当者 小田 史 
シラバスグルー

プ 
T0W065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

介護福祉総論 (新大学社会

福祉・介護福祉講座〔改訂

版〕） 

井上千津子 ほか 編著 第一法規  

    

 
 

■授業の概要 

「介護」は、すべての人間のライフサイクルにおいて必要不可欠な時期があり、また「人権

保障の 後の仕上げ」であるとも言われるように、「尊厳の保持」、「自立支援」を理念とし

た生活支援の実践が行われている。介護には、人の生活を全体的に捉えることが求められ、

その生活の質を高めていくために背景となる専門的な知識、技術が存在する。この科目では、

介護を必要とする人の生活の理解から始まり、当事者主体の介護、意思決定支援、権利養護

等々を日常生活の中に確立させていく介護について理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．介護の原則、介護従事者に求められる倫理性、専門性について理解し、尊厳を支える介

護とは何か|２．介護を必要とする人の生活がどのような実態にあるか知り、個別の意思決定

支援において介護、生活支援の果たす役割について学ぶ|３．ＩＣＦ（国際生活機能分類）に

基づくアセスメントを活用した介護過程の展開について学ぶ|５．介護従事者が自らの健康実

態を把握し、身体的、精神的な健康の管理を行なうこととともに、介護現場における安全の

確保、リスクマネジメントについて学ぶ|６．チーム労働の組織のマネジメントについての理

論と実践について学ぶ| 
 

■学習の到達目標 

「尊厳の保持」を明記した法律、ノーマライゼーションの原理、ＷＨＯの定義した生活の質、

ICF の概念など、様々な考え方をもとに発展してきた「尊厳を支える介護」の背景を理解で

きている。なおかつ具体的な介護や生活支援において、当事者主体、意思決定の支援の重要

性が理解できている。 
 

■成績評価の基準 

出題の要点を正しく理解し、論述していること（60 点） 論述の展開その深度により 40 点

を上限に加点する。箇条書きでなく、客観的事実を述べた後に、事実に基づいて論理的に記

述を行うこと。リポート設題での学びを活かすこと。 



授業コード W0719 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード W0721 （認定科目名：社会福祉総合実習指導） 

授業科目 社会福祉総合実習指導 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領解説.

福祉編 
文部科学省 海文堂出版  

    

 
 

■授業の概要 

教科「福祉」は、高等学校における福祉教育を導入することによって、福祉関連従事者の養

成および人間性豊かな人材育成を目的として創設された。また、高等学校で行われる「福祉」

教育は、限られた時間のなかで社会福祉学全体を学んでいくため、そのポイントと教育方法

が課題となる。したがって、教育を担当する者自身の的確な内容理解が要求されることから、

福祉専門職としての知識や技術のポイントはもちろん教育内容の全体像を押さえていく。 
 

■学習の要点 

教科「福祉」創設の背景と目的を理解し、単なる免許取得のための学習ではなく、実際に学

生に正しく伝えることのできる能力を実際的に身につけるという視点で学習していただき

たい。したがって、テキスト第２章福祉科の各科目をよく理解した上で、その内容をいかに

して伝えていくかを自分なりに考えながら学習を進めること。 
 

■学習の到達目標 

①福祉科の各科目の基本事項を分かりやすく説明することができる。|②福祉科の各科目の基

本事項を、それらを学んでいく高校生に対して、具体的かつ要点を押さえた形の授業展開を

考えることができる。 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ達成されてい

る。|２．科目 終試験の設題の趣旨を正確に理解し回答していること。|３． 低限のルール

を守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした上で、

記述内容の深まりに応じて以下の基準に則って評価する。|６０点台：論述の仕方にやや無理

がある（論理の飛躍がある）|７０点台：論述の仕方にあまり無理がない（内容が抽象的なも

の）|８０点台：論述の仕方に無理がない（内容が具体的なもの）|９０点台：論述の仕方が優

れている（内容が具体的なもの） 



授業コード W0724 （認定科目名：社会福祉援助技術/社会福祉援助技術論） 

授業科目 社会福祉援助技術 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助演習（シードブッ

ク） 
植田章編 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 
保育と社会福祉援助（ソーシャルワーク）の関連性について理解し、実際の援助実践の場で

活用できるように具体的な知識や支援方法について学ぶ。 

 

■学習の要点 

次の 5 点を意識しながら、テキストの理解につとめること||１．保育において、社会福祉援

助（ソーシャルワーク）が求められる社会背景を理解する。|２．社会福祉援助技術（ソーシ

ャルワーク）の視点および援助過程を理解する。|３．個別援助技術・集団援助技術・地域援

助技術について理解すると同時に、その関連性について理解を深める。|４．社会福祉実践に

おける記録の意義と方法について理解を深める。|５．保育における家族支援について理解を

深める。|| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|①科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答でない場

合は不合格とする。|②テキストでの学びに加え、テキスト以外の参考資料を検討する等でき

る限り多様な視点を含んでいること（40 点）|③解答の論点がはっきりしており、明確であ

ること（40 点）|④テキストの言葉をそのまま引用するのではなく、自身の経験および学び

にもとづく言葉が豊かに表現されていること（20 点）| 



授業コード W0726 （認定科目名：養護原理/社会的養護/社会的養護１） 

授業科目 養護原理 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

三訂 子どもの社会的養護 

―出会いと希望のかけはし

― 

望月彰編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷を理解したうえで、子どもの人

権擁護を基盤とする社会的養護の制度と実施体系、その対象と形態、それを担う専門職につ

いて学ぶことを目的とする。これらの学びを踏まえ、制度政策の動向、実施体系と支援の展

開、現状と課題等について理解を深める。||なお、本科目は、2011 年 4 月より施行した保育

士養成課程の改正において「養護原理」から「社会的養護」に科目名の変更がなされたこと、

2018 年 4 月より施行される保育士養成課程の改正をふまえた学修内容とする。| 
 

■学習の要点 

１． 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。|社会的養護

の意義と理念、社会的養護の歴史的変遷、現代社会における子どものニーズと支援課題につ

いて学ぶ。|２． 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。 |子

どもの権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童憲章等をふまえ、子どもの権利につい

て理解する。また、社会的養護における権利擁護の取り組みと課題を学ぶ。社会的養護にお

ける保育士等の倫理と責務についても理解を深める。|３． 社会的養護の制度や実施体

系等について理解する。|社会的養護の制度と法体系、仕組みと実施体制、専門職と専門性、

諸資格等を学ぶ。組織と運営管理について理解する。|４． 社会的養護の対象や形態、関

係する専門職等について理解する。|社会的養護を必要とする子どもの実態を学び、その子ど

もを支援する家庭養護と施設養護という形態の実際を学ぶ。社会的養護に関わる専門職につ

いても理解を深める。|５． 社会的養護の現状と課題について理解する。|社会的養護の現

状と課題を学ぶ。子どもの権利擁護の視点から、子どもと家族を支えるために求められる社

会的養護の現状と今後の方向性、課題を学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|① 科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答

でない場合、800 字以上の記述がなされていない場合は不合格とする。|②テキストでの学び

に加え、テキスト以外の参考資料を検討する等できる限り多様な視点を含んでいること（40

点）|② 解答の論点がはっきりしており、明確であること（40 点）|③ テキストの言葉を

そのまま引用するのではなく、自身の経験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されてい

ること（20 点）| 



授業コード W0727 （認定科目名：初等教育原理） 

授業科目 初等教育原理 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S118 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育学の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

日本の初等教育を幼児教育を視野に入れて述べる。その中では、欧米の教育家たちが、日本

の教育にどのような影響を与えたのか、また日本の教育家たちの実践はどのようなものかを

論及する。さらに教師はどうあるべきかを、聖職者観、労働者観、専門者観を取り上げるこ

とにより解明していく。 
 

■学習の要点 

まず 初に、各章、各節に何が書いてあるかを把握し、そして自分なりにまとめてみる。次

にテキスト全体を通読し、このテキストは何をいおうとしているのかを理解し、 後に自分

は、それらの記述に対してどのように思うのかという自分の見解が求められる。| ・フレー

ベルの教育思想について| ・モンテッソーリの教育思想について| ・幼児期教育の意義と

課題について| ・幼児期の発達的特徴と発達課題について| ・幼児期の児童文化について

| ・幼児期の造形活動と教育について| ・幼児期の音楽活動と教育について 
 

■学習の到達目標 

テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれの内容を深く考える

ことができるようにするとともに、これからの初等教育を視野に入れることができること。

| 
 

■成績評価の基準 

いかにテキストを理解しているか（50 点）、その上に論理性、思考力、オリジナリティなど

が十分になされているかどうかで加点される。ただし学問的背景のない勝手な意見を主張す

ることは認められない。かならず根拠を挙げて展開することが大事である。 



授業コード W0728 （認定科目名：発達心理学） 

授業科目 発達心理学 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの「困った」を理解す

る：発達を見通した子育て

を 

長崎純子ほか編著 かもがわ出版  

    

 
 

■授業の概要 

人間の発達は、日々成長し、新しい活動を我がものにしていく過程である。大人もさまざま

な経験をしながら発達していくが、子どもの発達は心身とにもめざましくダイナミックであ

る。子どもの発達を理解しておくことは、保育に従事する者にとって非常に重要な視点・技

量である。したがって本科目では、大人の理屈ではなく、子どもの理屈を踏まえた保育を考

えていくために必要な発達の基本的理解を押さえていく。 
 

■学習の要点 
「子どもの心に寄り添える保育者」となることをめざし、運動・言語・自我といった領域ご

とに発達を整理しながらも領域間のつながりを押さえた発達のありようを学んでいく。 

 

■学習の到達目標 
１．各時期の発達的特徴を理解する|２．子どもの言動を子どもの視点や理屈に基づいて理解

する|３．上記２点の理解に基づいて子どもへの働きかけを考える 

 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し回答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容への解答が 低限できている|７０点台：問題で問われている内容への解答に無理がない|

８０点台：共感の視点に基づく発達的特徴の理解がおおよそできている|９０点以上：共感の

視点に基づく発達的特徴の理解が十分できている 



授業コード W0729 （認定科目名：教育心理学） 

授業科目 教育心理学 単位 2 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S054 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

児童生徒の学習の過程や心身の発達について教育心理学の視点から議論し、理解を深め、各

自の学習観・教育観を再構成するとともに、発達の視点から見た場合の、障がいのある子ど

もたちの学習過程についても理解する。これらを通じて、教育実践に専門的に従事する者と

して、児童・生徒の学習や発達上の問題に取り組む際に、必要に応じて教育心理学の理論を

参照し、実践の文脈へと変換することができるための基礎的な資質を養う。| 人はその時々

に身を置く状況にあって、モノや他者とかかわりながら成長していくことを客観的にとらえ

る視点を得ることを目標とする。したがって、理論的な説明の文章理解に終わるのでなく、

それが意味するところを具体的な事例に即して咀嚼する必要がある。用語の意味やキーワー

ドを含んだ文章の暗記といった機械的な学習ではなく、心理学の理論的説明と教育場面での

人の行動・心理とを結びつけて考える力を求めていく。 
 

■学習の要点 

テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏ま

えた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3 章・

第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8 章は

第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践とのか

かわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基礎と

なるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキスト

学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよい。

さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考えて頭

のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終試験への準備に関

しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

① 「学ぶ」ということに関与する心理が、いかに複雑で自己の在り方そのものに影響する

ことを理解する。また、それを支える学習環境を自らデザインする。| ② 教室内の人間関

係をとりまく環境の特質を理解する。その上で、学級を運営する教師の立場と役割について

考察する。| 
 

■成績評価の基準 

【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論述

と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習を

丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怒

らないように。 



授業コード W0732 （認定科目名：小児栄養/子どもの食と栄養） 

授業科目 小児栄養 単位 2 

担当者 猿渡 綾子 
シラバスグルー

プ 
T0W074 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新子どもの食と栄養 食

生活の基礎を築くために 

第 9 版 

飯塚美和子 ほか編著 学建書院  

    

 
 

■授業の概要 

小児期は子供の心身の発育にとって重要な時期であり、その栄養や食事の取り方は体を作る

だけでなく心の発達にも影響をあたえる。現代の小児の食生活は社会変化の影響を深く受け

ている。子どもの食生活や生活習慣の乱れ、それに起因する健康上の問題は、子どもを取り

巻く環境つまり家族や地域住民、保育士自身も含め養育者の栄養に対する関心の低さや食生

活のあり方の問題でもある。|将来の生活習慣病予防のため、また、子どもたちが豊かな人間

性を育み、自ら生きる力を身につけていくためには、食の健全化が何よりも重要である。厚

生労働省は食育に関する指針の中で、食育の実践を、食育の向上につながり、より充実した

保育を期待するものとして位置づけている。子どもの食事とは、情緒を育て社会性を養う機

会でもあり、心身の発達にあった十分な栄養、指導が大切になる。|この科目では、乳児期、

幼児期を中心として、小児の各発達段階に応じた栄養の摂取、食生活の現状、問題点につい

て学ぶ。栄養の基礎知識を学び食生活と健康の関係を知り、学生自身が食や栄養に関する意

識を高め、自身の食生活を反省し改善することは、将来保育にかかわる者として重要な意義

をもつ。乳児、小児の特徴と食事について理解を深め、児童福祉施設で保育をする際、ある

いは家庭で育児を行う際に必要とされる知識と技術の習得を目標とする。| 
 

■学習の要点 

（1）栄養に関する基本的知識|三大栄養素とビタミン、ミネラルについて学習する。栄養素

の役割や消化と吸収、献立への展開、食事バランスガイドとの関係についても確認する。|水

分の体内分布、機能、摂取について学習する。|（2）胎児期の特徴と食事|胎児の健やかな成

長のために求められる、妊娠中の母親の食事について学習する。|（3）乳児期の特徴と食事

|母乳分泌の仕組みを知り、母乳の成分や利点、注意事項、支援方法、母子のアセスメント、

保存方法について学習する。|（4）育児用ミルクについて|調整粉乳の種類と特徴について学

習する。哺乳調乳器具の洗浄・滅菌、調乳方法および注意点についても確認する。|（5）離

乳食の意義と進め方|「授乳・離乳の支援ガイド」に基づいた離乳食の進め方の目安について

学習する。離乳の開始と完了、離乳食の実際について整理しておく。また、離乳期と咀嚼機

能の発達についても学習すること。ベビーフードの種類と利用上の留意点も確認する。|（6）

乳幼児期におこしやすい病気と食事|食物アレルギーの仕組み、アレルギー物質を含む食品、

対処の方法（食事療法を含む）について学習する。学童期の食物アレルギーについても確認

する。|小児期に多い、感染症、下痢、嘔吐、便秘、う歯等の体調不良の子どもへの対応、食

事について学習する。|（7）幼児期の特徴と食事|おやつの意義について学習し、おやつの与

え方の注意点を確認する。幼児期にみられる食行動の問題点（遊び食べ、偏食、むら食い、

噛めない、小食・食べ過ぎ、箸の持ち方）を理解する。生活習慣と食事の関連についても学

習する。また、保育所給食の実際について確認し、保育所や幼稚園における食育と食育計画



について学習する。 

 

■学習の到達目標 
栄養学の正しい基礎知識に基づいて、小児の成長のために必要な食事を自分で考えることが

できるようになることが学習の到達目標である。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験では、上記「学習の要点」で示した（1）?（7）のいずれかについて説明して

もらう。テキストの内容を正しく理解して、それを簡潔に説明することができれば十分に合

格点に達する。|〔成績評価の基準〕|・試験問題で問われていることに過不足なく答えている

か。|・記述の内容が栄養学的に正しいものであるか。|・文法的に正しく、読みやすい日本語

で記述されているか。|・テキストを理解したうえで自分の言葉で表現できているか。| 



授業コード W0733 （認定科目名：精神保健） 

授業科目 精神保健 単位 2 

担当者 高橋 健太 
シラバスグルー

プ 
T0W079 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂版精神保健入門 山内常博ほか 文化書房博文社  

    

 
 

■授業の概要 

精神保健とは、人の「心の健康の維持」と「心の病気の予防」についての実践的学問です。

| その内容は以下の通りです。| ①精神保健とその歴史| ②精神的な問題と病理| ③子ど

もの心の問題| ④心理療法の理論| ⑤心の健康について| ⑥精神障がい者の生活問題| ⑦

精神障がい者への援助| 保育士をめざす学生は、子どもの心身の成長・発達についての知識

を持ち、子どもの心の健康に影響を与える要因を理解するのみならず、養育者の精神保健を

自らの問題としてとらえ、積極的に学習しなければなりません。 
 

■学習の要点 

まず科目の概要を全体的に学習すること、その上で、以下の内容をより詳しく学習しましょ

う。| ①子どもの心の健康について| ②子どもの心身症について| ③発達障がいについて| 

④不登校について| ⑤子どもへの援助法について| ⑥家庭の役割について 
 

■学習の到達目標 

定型的な子どもの発達を理解すること、発達障がいを理解すること、障がいをもった子ども

への適切な関り方を理解すること、を目標とします。答案は、論理の筋道を立てて記してく

ださい。 
 

■成績評価の基準 
量的な観点（記述量）と質的な観点（内容）から評価します。質的な観点としては、論理的

な記述や分かりやすい表現が評価基準になります。| 



授業コード W0734 （認定科目名：保育内容研究人間関係） 

授業科目 保育内容研究人間関係 単位 1 

担当者 林 悠子 
シラバスグルー

プ 
T0W053 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容「人間関係」（ 新

保育講座 ８） 
森上史朗ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年の社会における人間関係については様々な問題が議論されている。乳幼児をとりまく人

的環境の変化についても同様である。人とのかかわりが希薄になっているといわれる現在、

人間関係の基盤を作る時期である幼児期において、保育者はどのような役割を果たすことが

できるのか考察する。 
 

■学習の要点 

（1） 保育の基本と人とのかかわり|（2） 乳幼児期における人とのかかわりの発達|（3） 遊

びのなかで育つ人とのかかわり|（4） 人とのかかわりを育てる保育の実践|（5） 人とのか

かわりを育てる保育者の役割|（6） 人とのかかわりが難しい子どもへの支援|（7） 園、家

庭、地域の生活と人とのかかわり|（8） 領域「人間関係」をめぐる諸問題|| 
 

■学習の到達目標 リポート作成を踏まえて、試験においてテキスト内容を根拠にした論述ができること。| 

 

■成績評価の基準 

①科目 終試験の採点は加点方式とする。|②科目 終試験の問題に合致しない答案は不合格

とする。|③科目 終試験の問題にできる限り様々な面から解答されていること（60 点）|④

科目 終試験の解答の柱立てが明確で論理的であること（20 点）|⑤科目 終試験に解答す

る自分自身のことばが豊かであること（20 点） 



授業コード W0736 （認定科目名：保育内容研究環境） 

授業科目 保育内容研究環境 単位 1 

担当者 林 悠子 
シラバスグルー

プ 
T0W054 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容 環境〔第３版〕 
秋田喜代美・増田時枝・安見

克夫・箕輪潤子 編 
みらい  

    

 
 

■授業の概要 

乳幼児にとって望ましい環境とは何かを考える科目である。テキストの実践事例を通して、

保育実践において「環境」のもつ意味を理解し、保育者として環境を創ってゆくことについ

て考察する。 
 

■学習の要点 
第 1 部基礎編で、保育における領域「環境」の意味を十分に理解したうえで、第 2 部の実践

編の事例において、基礎編で学んだ内容がどのように表れているかを考察すること。|  | 

 

■学習の到達目標 リポート作成を踏まえて、試験においてテキスト内容を根拠にした論述ができること。||| 

 

■成績評価の基準 

①科目 終試験の採点は加点方式とする。|②科目 終試験の設題に合致しない答案は不合格

とする。|③科目 終試験の設題にできる限り様々な面から解答されていること（60 点）|④

科目 終試験の解答の柱立てが明確で論理的であること（20 点）|⑤科目 終試験に解答す

る自分自身のことばが豊かであること（20 点） 



授業コード W0737 （認定科目名：保育内容研究言語） 

授業科目 保育内容研究言語 単位 1 

担当者 津田 奈保子 
シラバスグルー

プ 
T0W045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容・領域「言葉」：言

葉の育ちと広がりを求めて 
秋田喜代美ほか編 みらい  

    

 
 

■授業の概要 

人間の生活において言葉が果たす役割について認識し、乳幼児期の言葉の育ちに関わる者と

して、子どもの言葉の育ちへの理解と関わり方について考察する。テキストを通して言葉に

かかわる保育実践事例に触れ、子どもの言葉の世界への感受性を高めながら、言葉の世界を

豊かにする保育活動について考える。 
 

■学習の要点 

・乳幼児期の言葉の発達|・領域「言葉」と保育のなかでの言葉の育ち|・自分の体験や考え、

気持ちを言葉で表現する|・人の話を注意して聞く|・親しみをもって日常のあいさつを行う|・

生活のなかで言葉の楽しさや美しさに気づく|・文字や絵、標識などに興味・関心をもつ|・友

達と一緒に活動したり考えたりする|・言葉を育む保育活動|・子どもと保護者への言葉かけ

とかかわり  
 

■学習の到達目標 

1 「保育所保育指針」における保育内容の位置づけ及び 5 領域の考え方について説明する

ことができる。|2   領域「言葉」のねらいと内容について、保育実践での展開の具体例を

考え、述べることができる。|3 具体的保育実践を考えた上で、人的環境としての保育者の

言葉について説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

１ 誕生から就学までの言葉の育ちを大きく二つの時期に分けてまとめる。（3 歳未満児と

3 歳以上児）|２ それぞれの時期の保育者の関わりについてできるだけ具体的に述べるこ

と。|３ 論述の柱立て、論理性、自分の使う言葉の豊かさが求められる。| 



授業コード W0739 （認定科目名：保育方法論） 

授業科目 保育方法論 単位 1 

担当者 渡邉 保博 
シラバスグルー

プ 
T0W068 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新保育講座 第 6 巻 保

育方法・指導法 
大豆生田啓友・渡邉秀則 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育における「方法」とは、マニュアルを学ぶことではない。保育方法の原理とその展開に

ついて、テキストの事例も参考にしながら多様な角度から考え、保育者の育ちのために必要

なことについて理解する。 
 

■学習の要点 

遊び・環境・人間関係、個と集団、保護者や地域との連携、乳幼児理解など、さまざまな角

度から、保育の方法を探究する。||１．「方法」を考えるときに大切なこと|２．乳幼児理解と

保育方法の関連を探る|３．環境による保育を探る|４．遊びと総合的指導について学ぶ|５．

個と集団が生きる保育を探る|６．子どもにふさわしい園生活の展開を学ぶ|７．日常生活と

行事の関連を考える|８．家庭・地域など連携した保育のあり方を探る|９．さまざまな工夫が

求められる保育のあり方を探る|１０.実践の省察と保育者の成長について学ぶ| 
 

■学習の到達目標 

1.「学習の要点」に示した保育方法に関わる基本的なテーマ群について学ぶ|2.方法の基本を

保育の具体的な展開と結びつけて理解する力|3.方法の基本について学んだことを批判的に

とらえなおしたり、自分の問題関心や価値観を自覚的に問いなおそうとする姿勢||| 
 

■成績評価の基準 

以下の基準により評価します。||1.問題の意味を理解し論述している|2.できる限り様々な面か

ら論述している|3.論述が論理的で表現も的確である|4.参考文献などを活用し、テキストで学

んだことを発展させている|| 



授業コード W0740 （認定科目名：乳児保育/乳児保育１） 

授業科目 乳児保育 単位 2 

担当者 増本 敏子 
シラバスグルー

プ 
T0W063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

資料でわかる乳児の保育新

時代 改訂 5 版 
乳児保育研究会 編 ひとなる書房  

    

 
 

■授業の概要 

一般的には、乳児とは出生から１歳未満の０歳児をさすが、保育の世界においては児童福祉

法制定以前から「３歳未満児保育」を「乳児保育」と称してきた経過がある。本科目におい

ては、保育所における乳児保育を中心に、その意義を学び、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の

発達特徴と保育課題、さらにその内容・方法について理解を深める。 
 

■学習の要点 

１．乳児保育を巡る思想を整理し、保育所における乳児保育の意義について考察する。|２．

乳児の発達のみちすじを理解する。|３．乳児保育の内容と方法について理解を深める。|４．

乳児保育の意義をふまえて、保育者のあり方を考える。|５．乳児保育における記録のあり方

と、保育計画・指導計画の立て方について考察する。|６．乳児保育の歴史と現状をふまえ、

これからの乳児保育の課題について考察する。 
 

■学習の到達目標 

乳児保育がなぜ必要なのか、その社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解してい

ること。現代的意義も大事だが、発達の観点をふまえること。そのうえで、大まかであって

も、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の発達特徴をつかみ、その時期の保育で大切にすべきこと

を理解していること。| 乳児保育における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で抑え

るべき重点課題を理解していること。|全体の中での各々の分量を考えて記述するように。| 
 

■成績評価の基準 

乳児保育の必要性について、またその社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解し

ていること。「0 歳児」「1 歳児」「2 歳児」の発達的特徴をつかみ、その時期の保育で大事に

すべきことを理解していること。「0 歳児」の発達的特徴については丁寧に記述しているに

もかかわらず、年齢が上がるにつれて大雑把になる傾向があるので注意すること。|乳児保育

における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で欠かすことのできない重点課題を理解

していること。 



授業コード W0743 （認定科目名：教科内容研究音楽） 

授業科目 教科内容研究音楽 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 
シラバスグルー

プ 
T0S106 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑥ 初等音楽科教育 
高見 仁志 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼児は生来、歌うことや音を鳴らして遊ぶことに興味をもっており、保育現場でもさまざま

な音楽活動が盛んに行われている。音楽に対する愛好心や豊かな感性を育む幼児期の音楽活

動を支え、指導するためには、音楽の専門的知識や演奏技能の習得が必要とされる。|ここで

は保育における音楽活動内容と指導法について概観する。また、幼児期の音楽活動の意義や

保幼小の学びの連続性について理解し、音楽指導実践に活かす応用力を身につける。| 
 

■学習の要点 

|１．幼稚園教育要領第 2 章「表現」のねらい及び内容についての理解を深めること。|２．主

たる音楽活動である歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の内容と、幼児期の学びの特性を踏まえ

た指導上のポイント・留意点を理解すること。|３．音楽活動を担う指導者として必要な音楽

理論の基礎（読譜力・コード奏法・移調等）を習得すること。|４．楽曲の魅力や特徴を幼児・

児童にしっかり伝えるための教材研究の重要性に気づき、指導実践に活かす方法を探求する

こと。| 
 

■学習の到達目標 

領域「表現」についての理解を深め、保育実践と結びつけながら音楽活動を展開する能力を

身につける。また、音楽活動をとおして幼児・児童の豊かな表現を促す指導方法の工夫がで

きるようになることをめざす。 
 

■成績評価の基準 

・題意を正しく理解した上で解答されていることが重要である。 |・テキスト学習の成果を

必ず反映させること。テキスト学習の成果が見られない場合は不合格とする。|・箇条書きだ

けの場合も不合格とする。| 



授業コード W0744 （認定科目名：教科内容研究図画工作） 

授業科目 教科内容研究図画工作 単位 2 

担当者 津田 由加子 
シラバスグルー

プ 
T0S048 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容表現（乳幼児教育・

保育シリーズ） 

鈴木みゆき・吉永早苗・志民

一成・島田由紀子 編著 
光生館  

幼稚園教育要領解説 平成

30 年 3 月 
文部科学省著 フレーベル館 [ISBN]9784577814475 

 
 

■授業の概要 

造形表現はものを媒介にして表現される。それは紙であったり、木切れであったり、石ころ

であったり、粘土であったりと、幼児を取り巻くもの全てが表現材料となる。その造形表現

は幼児が生活の中で感じ取っている様々な事柄、発見や経験、驚きや感動、楽しさや喜びな

どが素直に自己表現される全人格的なものである。しかし、その表現の方法は極めて素朴で

あり、自分の内にある情感を十分に表現させるためには、教師の支援が必要である。そのた

めには幼児の成長発達の十分な理解とその理解に基づく保育の方法と表現するにふさわし

い材料選択を行うことがなされなければならない。| この点から、保育者としての資質を高

めることを目的に研鑽を深められたい。 
 

■学習の要点 

幼児の造形表現における教育的意義について、幼児期の一般的傾向と自己表現の関係をふま

えて十分に理解しておくこと。また、幼児の造形遊びとその展開について学習し理解してお

くこと。 
 

■学習の到達目標 

試験に臨む前にテキストを精読しておくこと。テキストを暗記するのではなく、要点を整理

して、理解するように努めること。この点がきちんと出来ずに答案作成を行うと、記憶に頼

った論旨不明の答案となる可能性が高い。|1．問題はテキストに即して出題する。|2． 採点

は加点方式を基本とする。|3．出題の要点を正しく理解し、論理的に述べられていることが

重要である。論述の内容と論述の方法に  よって評価を行う。|4．文字数は 800～1000 文

字程度とする。| 
 

■成績評価の基準 科目 終試験での評価となる。| 



授業コード W0745 （認定科目名：教科内容研究体育） 

授業科目 教科内容研究体育 単位 2 

担当者 西村 誠 
シラバスグルー

プ 
T0S090 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

体育科・健康教育法［改訂

版］ 
山口孝治ほか編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

体育（健康）は身体そのものの学習（養護）指導であり、あわせて身体活動や諸活動を通し

ての心のありようの学習指導でもある。この大切な学習指導を進めるためには、子どもの心

身の発育・発達の状況の十分な把握と子ども一人ひとりの実態をふまえた展開が重要であ

る。| また、健康の保持増進、コミュニケーション、レクリエーション等に不可欠なのが体

育（健康）の学習内容でもある。その基礎・基本を培う幼（保）・小学校期の体育（健康）の

学習体験は、一人ひとりの生涯スポーツのあり方に引き継がれる大切なものである。そのた

めこの時期には、体育（健康）に自発的、積極的に取り組んでいこうとする意欲をもたせる

ようにしたいものだ。その基本は、絶対に「体育（運動）ぎらい」を生み出さないための学

習指導の創意と工夫が求められる。| そのためには、学習指導を展開するものとしての指導

（養護）のための資質の向上に常に心がける必要のあることを忘れてはならない。| なお、

小学校学習指導要領・幼稚園教育要領（指導書）・保育所保育指針を手もとにおかれ、その学

習と研究にしっかりと取り組んでください。 
 

■学習の要点 

体育は代表的な応用科学の分野だといわれています。そのために多様な視点からの学習・研

究が求められます。学習・研究の要点として、次にあげた諸点を大切にしながら取り組んで

ください。|・幼稚園教育指導要領の「健康」領域の目標やその内容のねらいについて。|・保

育所保育指導の「健康」の内容及び０?２才児の健康に係わる内容について。|・幼児に戸外

（自然環境の中や園庭等）での遊びに興味や関心を持たせるための方法やそのための留意事

項について。|・幼児が積極的に取り組むであろう遊びの種類とその展開の方法について。|・

幼児のいろいろな場所、場面での行動の仕方を理解し、安全に気をつけて行動するようにな

るための指導上の留意点について。|・体育（運動）ぎらいを生みださない学習指導のあり方

の研究は大切です。|・体育実技（健康）を指導する者として、ぜひ身につけておきたい考え

方や資質とはどのようなことなのだろうか。自分自身の目指す方向についても考えをまとめ

ておきましょう。|・健康で安全な生活をおくるためには、日常の生活の中で基本的な習慣や

態度を身につけることが大切である。そのためには保育課程でどのようなことに留意すべき

か。|・幼児期は一般的に種々な感染症にかかりやすい。それを防ぐには、幼児の一人ひとり

のどのような点に留意して観察する必要があるのでしょう。 
 

■学習の到達目標 

先ずはテキストでの十分な履修と科目の概要・学習の要点・リポート作成の留意点を自分の

ものにされれば、問題に解答すべき点が見えてくると思う。また、リポート草稿時におさえ

られた諸点が十分に理解されておれば、どの問題が出題されようともその解答は難しくない

でしょう。| ただ、どのテストでも同じことだが、この問題の解答として、何と何を言いた

いのかを先ず頭の中でしっかりと整理をされ、それらの視点の関連性も含めて記述するよう



にして欲しい。特に今回の出題は、いずれの問題もこの整理の仕方が大切なポイントとなる。

|  

 

■成績評価の基準 

評価は問題の意図している鍵（キー）を先ず把握しているかどうかを見る。そしてそのキー

を中心に据えた論述となっているかどうかを点検する。| この２つの点がしっかりとおさえ

られていれば上限を 70 点とし、あと理論の展開、例示、文体なども含めて加点する。 



授業コード W0748 （認定科目名：保育実習研究） 

授業科目 保育実習研究 単位 1 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W030 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新 保育士養成講座 9 巻 

保育専門職と保育実践 

『 新 保育士養成講座』

総括編纂委員会 編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力と

保育実践に応用する力とを養うものである。|さらに、保育実習は保育士を目指す学生自身を

見つめ、自己を深く理解し、これからの課題を発見する重要な機会ともなる。|保育実習を通

して、子ども理解・保育所(施設)や保育士の仕事に対する理解及び自己に対する理解を深め

てほしい。 
 

■学習の要点 

1.保育実習の意義を理解する|2.実習に臨む態度を理解する|3.保育実習における守秘義務を理

解する|4.保育実習記録作成の意義を理解し、視聴覚教材をもとに記録を作成する(演習)|5.保

育実習における実習テーマと課題について考える|| 
 

■学習の到達目標 

充実した保育実習を行うために、1.保育実習の意義 2.実習に臨む態度 3.保育実習における守

秘義務 4.保育実習記録作成の意義を理解し、5.保育実習における実習テーマと課題について

考える。 
 

■成績評価の基準 ・授業に臨む態度 60％|・演習に対する評価 40％ 



授業コード W0750 （認定科目名：幼児教育課程論） 

授業科目 幼児教育課程論 単位 2 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S130 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい幼児教育課程総

論 
岸井勇雄ほか編著 同文書院  

    

 
 

■授業の概要 

教育課程・保育課程、指導計画、保育の展開、評価、記録の方法などの意義や特徴について

実践的な観点から理解する。実践されている教育課程・保育課程、指導計画をもとに幼児の

発達に応じたカリキュラムの編成、指導計画の作成について学ぶことを通し、体系的指導力

の育成を図る。 
 

■学習の要点 

教育課程・保育課程の基本的構造を理解し、保育を計画・実践・評価・改善する力を身に付

ける。|具体的には以下のような事項等についてである。||・教育課程・保育課程とは|・教育

課程・保育課程の意義と必要性|・教育課程・保育課程の特徴と機能（カリキュラムマネジメ

ントの理解）|・教育課程・保育課程の変遷|・教育課程・保育課程の編成|・教育課程・保育課

程と指導計画の関連|・指導計画の編成|・教育・保育活動の評価と記録|・指導要録・保育要

録の意義と具体例|・幼小連携・幼保連携を踏まえたカリキュラムのあり方|・教育課程・保育

課程をめぐる現代的諸問題||| 
 

■学習の到達目標 

１． 就学前教育のカリキュラムの特徴と全体像を理解する。|２．教育・保育を実践する際

に考慮すべき要件や力量形成のあり方を理解する。|３．長期指導計画を踏まえた短期指導計

画の書き方を学ぶ。|４．観点をもって実践を振る返る日誌や指導要録の書き方を学ぶ。|５．

カリキュラム・マネジメントの意義を理解する。| 
 

■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード W0752 
（認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育相

談） 

授業科目 幼児理解と保育相談 単位 2 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの発達と保育カウン

セリング 
次良丸睦子ほか 金子書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育場面で幼児に起こる問題を理解して対応できるような情報を学習し、更に、育児支援を

目指した保育カウンセリング技法を用いた保育相談方法を学習する。従って、保育相談方法

としての保育カウンセリングの在り方、保育カウンセリングに関する諸理論、幼児の発達・

発達診断、発達障害、親に対する育児支援等について学ぶ。 
 

■学習の要点 

・保育相談方法としての保育カウンセリング：保育カウンセリングとは何か、保育カウンセ

リングの目的と必要性、保育カウンセリングに関する諸理論について学ぶ。|・幼児の発達：

発達とは何か、発達の規定因、各発達段階の特徴について学ぶ。|・幼児の発達診断：発達診

断の目的と必要性、発達検査方法について学ぶ。|・発達障害：自閉症スペクトラム、ADHD、

LD について学ぶ。|・保護者に対する育児支援：保護者の育児不安と育児ストレスへの対応、

家族のライフサイクルについて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

試験は、「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもの

である。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要

事項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キー

ワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない

場合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード W0761 （認定科目名：社会福祉現場実習指導Ⅰ（事前指導）） 

授業科目 社会福祉現場実習指導Ⅰ（事前指導） 単位 2 

担当者 金田 喜弘 
シラバスグルー

プ 
T0W021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉実習：社会福祉現

場と共に歩む社会福祉士を

目指して 

佛教大学社会福祉実習研究

会編 
佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目のねらいは社会福祉援助技術現場実習に臨むにあたり、その前提として必要とされ

る援助者としての姿勢、社会福祉援助の専門的知識、援助技術および実習領域の基礎知識を

深めることを目的とする。実習とは、人と人とが直接関わる実践の場であることを念頭に置

き、それが何を意味するのかを考え臨まなければならない。学習過程において、自らの行う

実習の意義を考え、目的を明確にし実習のテーマおよび課題を主体的に設定することが求め

られる。 
 

■学習の要点 

社会福祉の実践はヒューマンサービスであるということを念頭に置き、以下の諸点について

考え、自らの実習に対する目的や課題を明確にできるよう学習を進めることを求める。| １．

現場実習において求められる実習生としての姿勢について理解すること。| ２．ソーシャル

ワーカーの職業倫理について理解すること（社会福祉士の倫理綱領を参照）。| ３．現場実

習の指定施設についてその概要や根拠となる法律、また 低基準等を理解すると同時に、そ

こで働く専門職の専門性について理解すること。| ４．実習生として現場実習において留意

すべき事柄について理解すること。| ５．実践の場において関わるさまざまな専門職種につ

いて理解し、その連携の意義を考えること。| ６．実習における記録の意義について理解す

ること。| 
 

■学習の到達目標 

①現場実習において求められる実習生としての姿勢について身につける。|②ソーシャルワー

カーの職業倫理について理解する。|③現場実習の指定施設についてその概要や根拠となる法

律、また 低基準等を理解すると同時に、そこで働く専門職の専門性について理解する。|④

実習生として現場実習において留意すべき事柄について理解する。|⑤実践の場において関わ

るさまざまな専門職種について理解し、その連携の意義を考えられるようになる。|⑥実習に

おける記録の意義について理解する。 
 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即したテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測り、その到達度に即して成績評価する。（1600 字程度）|・問いに対して、

解答するに必要なキーワードが含まれているかどうかを評価する。|・問いを正しく理解し、

要点を押さえ、論理的に解答が述べられているかどうかを評価する。| 



授業コード W0770 （認定科目名：医学概論） 

授業科目 医学概論 単位 2 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人体の構造と機能及び疾病

（新・社会福祉士養成講座

〔第３版〕；１） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 
福祉の分野で高齢者あるいは障害児者などに関わる場合、医学への全般的で基本的な知識が

求められます。そうした医学に関わる知識を身につけるのをここでの課題とします。 

 

■学習の要点 

テキスト全体に目を通してください。その中でも、特にご自身の進みたい領域、高齢者や障

害者などの分野の知識は、さらに他の文献にもあたって、知識の幅を身につけて行ってもら

えればと思います。 
 

■学習の到達目標 
医学全般の基本的な知識が身につくこと|成績評価は、リポート記述のオリジナリティーを重

視します。 

 

■成績評価の基準 

問題をしっかり掘り下げて論じているかを重視します。オリジナルな解答であっても、医学

的な過ちによる解答は看過できませんので、ご注意ください。また、明らかにテキストやネ

ットからの情報の切り取りを行っているのに、答案内でその点を断らずコピペしていると判

断せざるをえない場合は、合格点を与えることはできません。 



授業コード W0772 （認定科目名：社会福祉調査） 

授業科目 社会福祉調査 単位 2 

担当者 長光 太志 
シラバスグルー

プ 
T0W089 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会調査の基礎（新・社会福

祉士養成講座〔第 3 版〕；５） 

社会福祉士養成講座編集委

員会編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

昨今、社会福祉の分野でも注目されている社会調査に関して、基礎的な素養を身に付けるこ

とを目的とした科目である。そのために、まずは社会福祉と社会調査との関わりを学習する。

その上で、社会調査の意義や目的を理解し、社会調査を取り巻く現状についても考える。そ

の際、社会調査の歴史についても、 低限の知識を獲得する。| 次に、実際の社会調査を、

量的調査と質的調査に弁別し、それぞれの方法の概略を学ぶ。| 量的調査の項目では、「全

数調査／標本調査」あるいは「横断調査／縦断調査」といった量的調査の種類や特徴を学習

する。その上で、調査票の作成方法や留意点などへの理解を深め、配布や回収といった調査

の実際についても学ぶ。加えて、初歩的なデータ解析についても言及する。| 質的調査の項

目では、この調査の特徴や目的を踏まえた上で、調査設計や対象者の選定について学ぶ。そ

の後、インタビューや参与観察、あるいはアクションリサーチといった手法についても概観

し、質的データの分析についての知識も身に付ける。| 後に、社会調査における倫理や個

人情報保護というトピックに触れ、社会調査を実施する上での姿勢を涵養し、学習を終了す

る。| 
 

■学習の要点 

本カリキュラムの要点を、以下に列挙する。|（1）社会福祉と社会調査との関わりを理解す

る。|（2）社会調査の意義や目的を理解し、社会調査を取り巻く現状について考える。|（3）

量的調査の種類や特徴を理解し、調査票の作成技術や調査の実際に対する理解を深め、様々

なデータ解析法を概観する。|（4）質的調査の特徴を把握し、調査設計や対象者の選定の方

法を学習する。その上で、インタビュー、参与観察、およびアクションリサーチといった手

法を理解し、質的データの分析法を把握する。|（5）社会調査を行う上で求められる倫理に

ついて学び、個人情報保護や情報管理の重要性を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、学習の要点とほぼ重なるであろう。重要なことは、以下の 5 点である。

（1）社会福祉と社会調査との関わりを理解する。（2）社会調査の意義や目的を理解し、社

会調査を取り巻く現状について考える。（3）量的調査の種類や特徴を理解し、調査票の作成

技術や調査の実際に対する理解を深め、様々なデータ解析法を概観する。（4）質的調査の特

徴を把握し、調査設計や対象者の選定の方法を学習する。その上で、インタビュー、参与観

察、およびアクションリサーチといった手法を理解する。（5）社会調査を行う上で求められ

る倫理について学び、個人情報保護や情報管理の重要性を理解する。| さらに成績評価の基

準をあげるなら、まずはテキストの正確な理解を 1 つの基準としたい。答案作成時にも、そ

のことに留意されると良いだろう。問題は、抽象的なものから具体的なものまで用意したが、

特に具体的な問題ほどテキストの正確な反映が必要となる。もちろん、指定したテキスト以

外の書籍で学習し、より深い内容を記述した者に関しては相応の加点もありうる。逆に、重



要と思われる用語や、テキストの趣旨を取り違えている場合は、減点の対象となるだろう。

| 

 

■成績評価の基準 
テキストを十分に理解し、社会調査に関する基本的な知識が明確に説明できているかどうか

を評価の基準としている。 



授業コード W0777 （認定科目名：福祉経営論） 

授業科目 福祉経営論 単位 2 

担当者 村田 麻起子 
シラバスグルー

プ 
T0W078 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉サービスの組織と経営 

第 5 版（新・社会福祉士養

成講座 11） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉法の改称・改正、介護保険法及び障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の制

定・施行、成年後見法の創設など、１９９０年代から推進されてきた社会福祉基礎構造改革

に伴い、事業体やサービス提供方法が多様化し、従来の社会福祉サービスのあり方や福祉サ

ービスの提供が、それまでの行政による措置から利用者と事業者との利用契約に基づき選択

することが可能となりました。| それに伴い、本人中心「尊厳の保持」「自立支援」「自己決

定」といった理念が掲げられ、サービスは個別化しています。同時に福祉サービスの提供事

業者、とりわけわが国の社会福祉事業を担ってきた社会福祉法人の在り方は「運営」から「経

営」へ移行してきました。| さらに、社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、資格の定

義、義務規定、資格取得方法などの見直しが行われ、サービスを提供する福祉専門職の教育

と人材育成の検討も本格化しており、福祉経営においても重要な課題の一つとなっていま

す。| 以上の状況を踏まえ、本科目では、福祉サービスに係る組織や団体の役割の理解を深

めます。また、福祉サービスの提供主体や組織経営に関する基礎理論について学ぶとともに、

その実際について、現状を把握し、課題や可能性を考察します。| 
 

■学習の要点 

１．福祉サービスにおける組織と経営?福祉サービスを取巻く社会と福祉経営の目的と意義| 

市場、準市場、社会市場について|２．福祉サービスにかかわる組織や団体?法人とは、社会

福祉法人、営利法人、非営利法人|３．福祉サービスの組織と経営の基礎理論?経営戦略、組

織構造、集団とリーダーシップ|４．福祉サービスの管理運営方法①?サービスの管理、評価、

苦情処理・解決|５．福祉サービスの管理運営方法②?人事・労務管理、人材育成|６．福祉サ

ービスの管理運営方法③?会計・財務管理|７．福祉サービスの管理運営方法④?情報管理| 
 

■学習の到達目標 

福祉サービスの提供主体の組織や経営に係る基礎理論と実際について理解することが到達

目標。|・福祉サービス提供を経営の視点でとらえること。|・福祉経営と一般ビジネスモデ

ル、福祉サービスと一般商業サービスの違いを理解する。|・行政と社会福祉法人により提供

されてきた社会福祉制度の変遷を知り「運営から経営」への転換と意| 義を理解する。|・事

業体の活動目標としての理念、ビジョン、その実現に向けた具体的方法（戦略）を開発する

意義を| 理解する。|・福祉サービスを経営するための、理論、事業計画、サービス管理の方

法について理解する。|・経営の対象としての、サービス、リスク、人事・労務、人材育成、

財務、情報の管理（マネジメント）につ| いて理解する。 
 

■成績評価の基準 

①文章が論理的に記述されて、内容が展開しており、本質をとらえて考察しているかを評価

する。|②内容と、問題意識、結論部分が明確で、関連性があり、具体的で説得力があるかを

評価する。|③テキストや参考文献を用いる際は、必ず引用もとを明記していることを確認す



る。|④問題の内容を把握し、わかりやすく、読み手を意識した文章で記述しているかを評価

する。|⑤８００～９００字の記述であるかを評価する。８００字以下あるいは９００字以上

は内容にかかわらず、不合格となる。 



授業コード W0779 （認定科目名：介護概論/介護の基本） 

授業科目 介護の基本 単位 2 

担当者 小田 史 
シラバスグルー

プ 
T0W064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高齢者に対する支援と介護

保険制度 第 6 版（新・社

会福祉士養成講座 13） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、介護福祉の理解を通して、福祉専門職としての基本的な考え方や姿勢につい

て学ぶことを目的とする。| 具体的には、介護の概念や対象についての理解、高齢者を支援

する専門職の役割、自立支援にむけた介護過程の展開の理解などについて学習する。また認

知症ケア、終末期ケアなど、より専門的な知識や技術・倫理が求められるケアのあり方につ

いても学習する。| 
 

■学習の要点 

1.隣接領域である「介護」の専門性について学習をし、その上で社会福祉士が「介護」の理

解を必要とする理由について考える。|2.介護の概念と範囲について理解する。まず概念の法

制度の中での変遷と位置づけや介護の定義、介護の働き（機能）と実践構造などから考察す

る。|3.介護の専門性を支える理念と価値については、介護の目的や実践手段としての原則や

専門職倫理から考察する。|4.介護実践の対象は高齢者と障害児・者と介護者（家族）である。

ここでは利用者を要介護高齢者に限定した上で全人的理解の視点やＩＣＦの視点に基づく

利用者理解を学習する。|5.介護過程では、要介護者本人の全体像を捉え、ニーズを導き出す

ことが重要である。ICF（国際生活機能分類)を用いたアセスメント、的確にニーズをつかみ

本人を主体とした介護過程の展開技法について理解する。|6.介護の原則である自立（自律）

支援とは何かについて考え、自立（自律）に向けた介護の根拠となる理論及び具体的方法に

ついて学習する。|7.認知症ケアでは、まず認知症の原因疾患に関する医学的な知識をベース

に認知症の人が生活で感じる不自由さを理解し、尊厳と自立（自律）を意識したケアを実現

する技法について理解する。|8.終末期ケアでは、高齢者の終末期の特徴、終末期ケアの基本

的考え方について理解し、当事者のＱＯＬを尊重した終末期ケアの具体的展開とは何かを検

討する。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標：「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価を行う。| 

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：出題の要点を正しく理解し、理論的に述べられていること（60 点）。論述

の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|留意点：|（1）箇条書きではなく、論理

的に記述されていること。|（2）リポート設題での学びが活かされていること。|設題に対し、

関心を持つとともに、テキスト及び参考文献で学んだ内容を筋道を立てなら整理し、記述す

ることができている。ソーシャルワーカーに求められる課題の解決を目指し、客観的な事実

をもとに判断し、工夫し、表現することができている。| 



授業コード W0782 （認定科目名：権利擁護と成年後見制度論） 

授業科目 権利擁護と成年後見制度論 単位 2 

担当者 嶋田 佳広 
シラバスグルー

プ 
T0W036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

権利擁護と成年後見制度

（新・社会福祉士養成講座

〔第 4 版〕；19） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

2000 年の介護保険制度導入以降、社会福祉を必要とする人に対し、自らの意思に基づいて

サービスを選択する利用契約制度が次々と採用されています。しかし、認知症高齢者や知的

障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な者にあっては、利用契約制度は福祉サービス

の利用を妨げ、結果として も必要な者からサービスを遠ざけてしまう欠点があります。こ

の問題を解決すべく、成年後見制度や日常生活自立支援事業といった権利擁護制度が必要と

なりました。| 本科目は、成年後見制度と日常生活自立支援事業という利用者の権利擁護を

実際に行う制度の概要とその実践を中心に据えています。そして、利用者の権利擁護という

観点から、援助者が理解しておくべき憲法に由来する基本的人権、民法に由来する民事的な

権利義務関係、そして行政組織のあり方や行政手続き、行政不服審査や行政訴訟を取り扱う

行政法という法律学の基礎的な理解を深める科目です。法律学の基礎的理解と成年後見制度

や日常生活自立支援事業の制度論を相互に有機的に理解することが必要になります。そし

て、実践の場面において、利用者の「権利」といった場合にどのレベルの権利なのかを判断

でき、利用者の権利擁護活動を行うための視点をもち、その視点に基づいた実践を行うこと

ができることが到達点となります。 
 

■学習の要点 

テキストは大きく分けて「相談援助活動と法」（第 1 章）と、それ以下の権利擁護諸制度の

理解の大きく 2 部構成になっています。できれば 初から通読することをおすすめします

が、第 1 章が取り組みにくいと感じたら、取り組みやすい第 2 章以降から通読を始め、第 1

章に戻るなど、各自の学習の進度に合わせて取り組みやすい方法を工夫してください。| 成

年後見制度の理解を助けるのに、「憲法の理解」の基本的人権（特に生存権、朝日訴訟と堀木

訴訟の 高裁判例は、テキストだけでなく判決文を「憲法判例百選２」（有斐閣）やインター

ネットサイト等で入手し読んでおくこと）、「民法の理解」の総則、代理、契約、契約責任と

不法行為に基づく損害賠償責任、親族法、「行政法の理解」の行政行為、行政事件訴訟、行政

不服申立制度は特に重要です。これらは繰り返し読み概念を整理することが必要です。第 2

章以降は、法定後見制度と任意後見制度（違いを意識して）、成年後見制度利用支援事業、日

常生活自立支援事業等の制度の理解（実施機関、対象者、援助者、援助内容等）を十分に行

ってください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②冒頭で解答の方針を数行

で書いてから論述すること。箇条書きを避け、文章で論理を示すこと。 
 



■成績評価の基準 文章力および論理構成を評価基準とする。 



授業コード W0789 （認定科目名：心身ケア論） 

授業科目 心身ケア論 単位 2 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会福祉士養成講座１ 

人体の構造と機能及び疾病

〔第３版〕  

社会福祉士養成講座編集委

員会 
中央法規  

    

 
 

■授業の概要 

教科書には医学全般が網羅されている。その中から特に「疾病の概要」にある全人的な医療

が期待される「終末期医療と緩和ケア」、「障害の概要」のいくつかの節、あるいはリハビリ

テーションおよび生活機能分類（ＩＣＦ）の概念を理解し、健康について心身両面、さらに

は個人と環境との関係性の中でとらえる力を身につける。 
 

■学習の要点 
心身ケアに含意されるのは、身体の疾患も心の問題と密接につながりをもつということであ

る。その点をある程度科学的に理解できる力を身につけるよう努めてほしい。 

 

■学習の到達目標 
現代社会のもつ社会病理として心身の不適応をとらえ、その回復への手がかりを知ること

で、社会福祉での心の支援の手がかりを見つけてほしい。 

 

■成績評価の基準 
テキストの一般的な記述にとどまらず、自分自身の考えを社会福祉の視点で適切に展開でき

ているかで成績を評価したい。 



授業コード W0790 （認定科目名：高齢者ケア論） 

授業科目 高齢者ケア論 単位 2 

担当者 新井 康友 
シラバスグルー

プ 
T0W001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

支援困難事例と向き合う 

18事例から学ぶ援助の視点

と方法 

岩間伸之 中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本授業では、「支援困難事例」への具体的な援助の視点及び方法を提示することによって、

高齢者ケアの実践の根拠となる「価値」の意義と内容を学ぶ。|支援困難事例へのアプローチ

を深めていくプロセスは、同時にそのアプローチを導き出す「根拠」を問うことになる。そ

れぞれの事例に対し、それぞれ特別な方法を学ぶのではなく、高齢者ケアの実践の根拠とな

るべき「価値」に基づいた援助、つまり原理・原則に基づいた高齢者ケアについて学ぶ。 
 

■学習の要点 

本授業では、具体的事例を通して高齢者ケアにおけるソーシャルワーカーのあり方について

考えを深める。|テキストは、支援困難事例として 18 のケースがとりあげられている。理論

で学んだことを現場実践に生かす上で、重要な示唆を与える箇所も多いので、必ずすべてに

目を通して欲しい。|大学での学びには、テキストなどの丸暗記は必要ない。むしろ、テキス

トなどを活用して自分で考えたことを論理的に説明する力をつけていくことが求められる。

常に「疑い得る」精神をもって、学習に臨んで欲しい。 
 

■学習の到達目標 
高齢者ケアの実践の根拠となる「価値」の意義と内容について理解する。|「価値」に基づい

た高齢者ケアについて理解する。 

 

■成績評価の基準 
設題の意図を理解できているかどうかを評価する。|問いに対して、正しく理解し、要点を押

さえ、論理的に回答が述べられているかどうかを評価する。 



授業コード W0801 （認定科目名：保育原理） 

授業科目 保育原理 単位 2 

担当者 中西 さやか 
シラバスグルー

プ 
T0W052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育原理 第 3 版（ 新保

育講座 1） 

森上史朗・小林紀子・若月芳

浩 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育の基本理念、思想と歴史、実践の原理を理解し、「保育と何か」について多面的に学ぶ。

また、子どもと保護者を取り巻く状況を踏まえた上て、保育に求められるものについて考察

する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、子どもについての捉え方、子どもの主体性・自発性を大切にする保育の

あり方、子ども観と保育実践の結びつき、保育者の専門性、保育所をめぐる現状と課題につ

いて幅広く理解を深めてほしい。単にテキストを覚えるのではなく、子どもや保育に関する

自らの見方や考え方が深まるよう意識すること。 
 

■学習の到達目標 
・保育の基本について学び、自らの保育観を醸成するための視点を養うこと。|・テキスト内

容を根拠として、保育の基本について論述ができること。| 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の評価基準は以下のとおりである。|・採点は加点方式とする。|・問題に合致し

ない答案は不合格とする。|・問題で問われている内容について、様々な面から解答されてい

ること（60 点）。|・解答が論理的に展開されていること（20 点）。|・自分自身の言葉を豊か

に用いて解答されていること（20 点）。 



授業コード W0802 （認定科目名：養護原理/社会的養護/社会的養護１） 

授業科目 社会的養護 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

三訂 子どもの社会的養護 

―出会いと希望のかけはし

― 

望月彰編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷を理解したうえで、子どもの人

権擁護を基盤とする社会的養護の制度と実施体系、その対象と形態、それを担う専門職につ

いて学ぶことを目的とする。これらの学びを踏まえ、制度政策の動向、実施体系と支援の展

開、現状と課題等について理解を深める。||なお、本科目は、2011 年 4 月より施行した保育

士養成課程の改正において「養護原理」から「社会的養護」に科目名の変更がなされたこと、

2018 年 4 月より施行される保育士養成課程の改正をふまえた学修内容とする。| 
 

■学習の要点 

１． 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。|社会的養護

の意義と理念、社会的養護の歴史的変遷、現代社会における子どものニーズと支援課題につ

いて学ぶ。|２． 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。 |子

どもの権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童憲章等をふまえ、子どもの権利につい

て理解する。また、社会的養護における権利擁護の取り組みと課題を学ぶ。社会的養護にお

ける保育士等の倫理と責務についても理解を深める。|３． 社会的養護の制度や実施体

系等について理解する。|社会的養護の制度と法体系、仕組みと実施体制、専門職と専門性、

諸資格等を学ぶ。組織と運営管理について理解する。|４． 社会的養護の対象や形態、関

係する専門職等について理解する。|社会的養護を必要とする子どもの実態を学び、その子ど

もを支援する家庭養護と施設養護という形態の実際を学ぶ。社会的養護に関わる専門職につ

いても理解を深める。|５． 社会的養護の現状と課題について理解する。|社会的養護の現

状と課題を学ぶ。子どもの権利擁護の視点から、子どもと家族を支えるために求められる社

会的養護の現状と今後の方向性、課題を学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|① 科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答

でない場合、800 字以上の記述がなされていない場合は不合格とする。|②テキストでの学び

に加え、テキスト以外の参考資料を検討する等できる限り多様な視点を含んでいること（40

点）|② 解答の論点がはっきりしており、明確であること（40 点）|③ テキストの言葉を

そのまま引用するのではなく、自身の経験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されてい

ること（20 点）| 



授業コード W0803 （認定科目名：保育者論） 

授業科目 保育者論 単位 2 

担当者 渡邉 保博 
シラバスグルー

プ 
T0W069 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育者論（新しい保育講座；

2） 
汐見稔幸 ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 保育者の仕事の内容と専門性について学ぶ。 

 

■学習の要点 

１．保育者の仕事の魅力と資格・免許|２．保育者の１日|３．子どもの思いや育ちを理解する

|４．子どもと一緒に心と体を動かす|５．文化や自然との出会いをつなぐ|６．保護者や家庭

と共に歩む|７．学び合い協働する|８．保育者の専門性とは 
 

■学習の到達目標 

1.保育者の仕事の多面的について基礎的な知識を習得する|2.保育者の仕事を保育の具体的

な展開と結びつけて理解する|3.自分の問題関心や価値観を自覚的に問いなおし、望ましい保

育者像を身につける|| 
 

■成績評価の基準 

以下の基準により評価します。||1.問題の意味を理解し論述している|2.できる限り様々な面か

ら論述している|3.論述が論理的で表現も的確である|4.参考文献などを活用し、テキストで学

んだことを発展させている|| 



授業コード W0804 （認定科目名：保育の心理学Ⅰ/保育の心理学） 

授業科目 保育の心理学Ⅰ 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの「困った」を理解す

る：発達を見通した子育て

を 

長崎純子ほか編著 かもがわ出版  

    

 
 

■授業の概要 

人間の発達は、日々成長し、新しい活動を我がものにしていく過程である。大人もさまざま

な経験をしながら発達していくが、子どもの発達は心身とにもめざましくダイナミックであ

る。子どもの発達を理解しておくことは、保育に従事する者にとって非常に重要な視点・技

量である。したがって本科目では、大人の理屈ではなく、子どもの理屈を踏まえた保育を考

えていくために必要な発達の基本的理解を押さえていく。 
 

■学習の要点 
「子どもの心に寄り添える保育者」となることをめざし、運動・言語・自我といった領域ご

とに発達を整理しながらも領域間のつながりを押さえた発達のありようを学んでいく。 

 

■学習の到達目標 
１．各時期の発達的特徴を理解する|２．子どもの言動を子どもの視点や理屈に基づいて理解

する|３．上記２点の理解に基づいて子どもへの働きかけを考える 

 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容への回答が 低限できている|７０点台：問題で問われている内容への回答に無理がない|

８０点台：共感の視点に基づく発達的特徴の理解がおおよそできている|９０点以上：共感の

視点に基づく発達的特徴の理解が十分できている 



授業コード W0808 （認定科目名：小児栄養/子どもの食と栄養） 

授業科目 子どもの食と栄養 単位 2 

担当者 猿渡 綾子 
シラバスグルー

プ 
T0W074 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新子どもの食と栄養 食

生活の基礎を築くために 

第 9 版 

飯塚美和子 ほか編著 学建書院  

    

 
 

■授業の概要 

小児期は子供の心身の発育にとって重要な時期であり、その栄養や食事の取り方は体を作る

だけでなく心の発達にも影響をあたえる。現代の小児の食生活は社会変化の影響を深く受け

ている。子どもの食生活や生活習慣の乱れ、それに起因する健康上の問題は、子どもを取り

巻く環境つまり家族や地域住民、保育士自身も含め養育者の栄養に対する関心の低さや食生

活のあり方の問題でもある。|将来の生活習慣病予防のため、また、子どもたちが豊かな人間

性を育み、自ら生きる力を身につけていくためには、食の健全化が何よりも重要である。厚

生労働省は食育に関する指針の中で、食育の実践を、食育の向上につながり、より充実した

保育を期待するものとして位置づけている。子どもの食事とは、情緒を育て社会性を養う機

会でもあり、心身の発達にあった十分な栄養、指導が大切になる。|この科目では、乳児期、

幼児期を中心として、小児の各発達段階に応じた栄養の摂取、食生活の現状、問題点につい

て学ぶ。栄養の基礎知識を学び食生活と健康の関係を知り、学生自身が食や栄養に関する意

識を高め、自身の食生活を反省し改善することは、将来保育にかかわる者として重要な意義

をもつ。乳児、小児の特徴と食事について理解を深め、児童福祉施設で保育をする際、ある

いは家庭で育児を行う際に必要とされる知識と技術の習得を目標とする。| 
 

■学習の要点 

（1）栄養に関する基本的知識|三大栄養素とビタミン、ミネラルについて学習する。栄養素

の役割や消化と吸収、献立への展開、食事バランスガイドとの関係についても確認する。|水

分の体内分布、機能、摂取について学習する。|（2）胎児期の特徴と食事|胎児の健やかな成

長のために求められる、妊娠中の母親の食事について学習する。|（3）乳児期の特徴と食事

|母乳分泌の仕組みを知り、母乳の成分や利点、注意事項、支援方法、母子のアセスメント、

保存方法について学習する。|（4）育児用ミルクについて|調整粉乳の種類と特徴について学

習する。哺乳調乳器具の洗浄・滅菌、調乳方法および注意点についても確認する。|（5）離

乳食の意義と進め方|「授乳・離乳の支援ガイド」に基づいた離乳食の進め方の目安について

学習する。離乳の開始と完了、離乳食の実際について整理しておく。また、離乳期と咀嚼機

能の発達についても学習すること。ベビーフードの種類と利用上の留意点も確認する。|（6）

乳幼児期におこしやすい病気と食事|食物アレルギーの仕組み、アレルギー物質を含む食品、

対処の方法（食事療法を含む）について学習する。学童期の食物アレルギーについても確認

する。|小児期に多い、感染症、下痢、嘔吐、便秘、う歯等の体調不良の子どもへの対応、食

事について学習する。|（7）幼児期の特徴と食事|おやつの意義について学習し、おやつの与

え方の注意点を確認する。幼児期にみられる食行動の問題点（遊び食べ、偏食、むら食い、

噛めない、小食・食べ過ぎ、箸の持ち方）を理解する。生活習慣と食事の関連についても学

習する。また、保育所給食の実際について確認し、保育所や幼稚園における食育と食育計画



について学習する。 

 

■学習の到達目標 
栄養学の正しい基礎知識に基づいて、小児の成長のために必要な食事を自分で考えることが

できるようになることが学習の到達目標である。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験では、上記「学習の要点」で示した（1）?（7）のいずれかについて説明して

もらう。テキストの内容を正しく理解して、それを簡潔に説明することができれば十分に合

格点に達する。|〔成績評価の基準〕|・試験問題で問われていることに過不足なく答えている

か。|・記述の内容が栄養学的に正しいものであるか。|・文法的に正しく、読みやすい日本語

で記述されているか。|・テキストを理解したうえで自分の言葉で表現できているか。| 



授業コード W0809 （認定科目名：家庭支援論） 

授業科目 家庭支援論 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

実践 家庭支援論 第 3 版 松本園子 他著 ななみ書房  

    

 
 

■授業の概要 

家族・家庭への支援が必要といわれているが，それはなぜだろうか。本科目では、家族・家

庭の置かれている現状や課題を取り上げながら、保育者に求められている家族・家庭への支

援のありようを考えていく。その際、特別なニーズのある家族、子育てにかかわる政策動向、

海外の子育て事情、といった点と合わせてわが国における具体的な支援策や支援例を学んで

いく。 
 

■学習の要点 

家族や家庭を支援していく保育士には、支援方法を身につけるだけでなく、その支援方法を

有効に活用していくための基本的な知識や見識を身につけることが必要となる。したがっ

て、現在の家族や家庭が置かれている状況の把握が学びの土台となる。 
 

■学習の到達目標 

１．子どもが育つ場である家族・家庭の動向を理解する。|２．子育て家庭を取り巻く環境・

子育て意識・子育ての悩みを理解する。|３．子育て家庭を支える具体的な制度や政策の動向

を理解する。|４．特別なニーズのある家族の多様性を理解し、具体的な支援が検討できる。

|５．世界の子育て事情や子育て支援について理解する。|６．子育て支援の実際について具体

例に基づいて理解を深める。 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：論述の仕方にやや無理

がある（論理の飛躍がある）|７０点台：論述の仕方に無理がない|８０点台：複数の観点に基

づく論述に無理がない|９０点以上：複数の観点に基づく論述が正確である 



授業コード W0810 （認定科目名：保育課程論/保育の計画と評価） 

授業科目 保育課程論 単位 2 

担当者 渡邉 保博 
シラバスグルー

プ 
T0W070 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育計画のつくり方・いか

し方 改訂版 
保育計画研究会 編 ひとなる書房  

    

 
 

■授業の概要 保育・幼児教育における計画の重要性と、その編成の基本的な視点と具体的な方法を学ぶ。 

 

■学習の要点 

保育の計画と評価の意義について理解し、保育課程の編成と指導計画の作成について具体的

に学ぶ。保育所における、計画、実践、省察・評価、改善の過程についてその全体構造を動

態的に捉え、保育の質向上との関係を理解する。合わせて、保育の計画作成に関わる諸要件

(集団編制、条件、職員集団、家庭との連携など)についても学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

1.保育計画に関わる一連のテーマについて基礎的な知識を習得する|2.計画作成と改善のあ

り方を実際のケースに即して理解する|3.学んだことを批判的にとらえなおしたり、自分の問

題関心や価値観を自覚的に問いなおそうとする姿勢を身につける| 
 

■成績評価の基準 
1.問題の意味を理解し論述している|2.できる限り様々な面から論述している|3.論述が論理的

で表現も的確である|4.関連資料などを活用して、テキストで学んだことを発展させている|| 



授業コード W0812 （認定科目名：障害児保育） 

授業科目 障害児保育 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育者のためのテキスト障

害児保育 改訂 
近藤直子  ほか編 

全国障害者問題研究会出版

部 
 

    

 
 

■授業の概要 

人間が育ちゆく過程においては、他者への信頼感を土台に自己への肯定感を高めつつ人格を

形成していくことが重要である。そのため、障害の有無に関わらず、社会の一員として共に

育ち合う関係を育み、自分だけでなく他者も含め尊重しあうことが、幼児期の育ちや学びに

おいて求められる。本科目では、障害の特性や保育の方法はもちろんのこと、子どもの育ち

を中心とした保育や集団の意味、そして家族への支援やそれを支える社会的背景も含め、総

合的に障害児保育について学んでいく。 
 

■学習の要点 
障害の軽減や改善に取り組むことを第一に考えることの危うさや難しさを踏まえながら、障

害のある子どもの保育の目的・方法および関連する諸課題を学んでいく。 

 

■学習の到達目標 

１．障害乳幼児の生活と発達を理解する|２．障害のある子どもの保育実践の展開について理

解する|３．障害の基礎知識と保育の実際について理解する|４．障害児保育の現状と課題を

理解する|５．家族への援助について理解する|６．就学にかかわる実際と課題を理解する 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容に 低限解答している|７０点台：問題で問われている内容に無理なく解答している|８０

点台：問題で問われている内容におおよそ解答している|９０点以上：問題で問われている内

容に十分解答している 



授業コード W0815 （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１ ） 

授業科目 保育実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W031 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新 保育士養成講座 9 巻 

保育専門職と保育実践 

『 新 保育士養成講座』

総括編纂委員会 編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力と

保育実践に応用する力とを養うものである。|さらに、保育実習は保育士を目指す学生が自分

を見つめる機会であり、これからの課題を発見する重要な機会ともなる。|保育実習を通し

て、子ども理解・保育所および施設や保育士の仕事に対する理解及び自己に対する理解を深

めてほしい。 
 

■学習の要点 

1.保育実習の意義を理解する|2.保育実習に臨む態度を理解する|3.保育実習における守秘義務

を理解する|4.保育実習記録作成の意義を理解する|5.保育実習における実習テーマと課題に

ついて考える|| 
 

■学習の到達目標 学習の要点に記載している事項と同様。 

 

■成績評価の基準 
①設題を踏まえてリポートを作成しているか 50％|②自分の考えをまとめているか 40％|

③誤字脱字などはないか 10％ 



授業コード W0817 （認定科目名：保育実習指導Ⅱ） 

授業科目 保育実習指導Ⅱ 単位 1 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W032 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育実習 第 2 版（ 新保

育講座 13） 

阿部和子・増田まゆみ・小櫃

智子 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 本授業では、保育所における保育実習の意義と目的を確認する。| 

 

■学習の要点 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は施設における保育実践現場において、これまで学んできた知識や技能を総合的に関

連づける力と保育実践に応用する力とを養うものである。 
 

■学習の到達目標 
保育実習の意義と目的を確認した上で、保育実習のまとめと自己評価を行い、自らの今後の

課題を明確化する。 

 

■成績評価の基準 
①リポート設題を踏まえた上で作成しているか 50％|②紹介事例について十分に記載され

ているか 30％|③誤字脱字などはないか 20%| 



授業コード W0818 （認定科目名：保育実習指導Ⅲ） 

授業科目 保育実習指導Ⅲ 単位 1 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W082 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育実習 第 2 版（ 新保

育講座 13） 

阿部和子・増田まゆみ・小櫃

智子 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
①保育実習Ⅲ(施設実習)に臨む姿勢を再確認する。|③実習の振り返りと自己評価を行い、自

らの課題を明確化する。 

 

■学習の要点 

①保育実習(施設実習)の意義・目的を理解する。|②実習施設の概要を理解し、自らの課題を

明確にする。|③実習施設におけるプライバシーの保護と守秘義務等について理解する。|④

実習の計画、実践、観察、記録、評価の方法や内容について具体的に理解する。|⑤実習の事

後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確にする。 
 

■学習の到達目標 施設での保育実習を振り返り、自身の今後の課題を明確にする。 

 

■成績評価の基準 
①リポート設題を踏まえた上で作成しているか 50％|②紹介事例について十分に記載され

ているか 30％|③誤字脱字などはないか 20%| 



授業コード W5101 （認定科目名：現代福祉社会論） 

授業科目 現代福祉社会論 単位 2 

担当者 岡﨑 祐司 
シラバスグルー

プ 
T0W014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代福祉社会論 岡﨑祐司 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、社会福祉を専門的に学んでいく基礎となる社会科学的な知識、認識を人権、

平和、労働、生活を中心に学びます。さらに、社会福祉の全体像や対象、主体など基本的な

とらえ方を学びます。社会のなかで、あるいは資本主義の変化のなかで社会福祉をとらえる

という観点をしっかりもって学習を進めてください。|  ①福祉の理念、「反福祉状況」|  ②

自由権と社会権─自由権の意味と歴史的性格、社会権の登場の背景と意義、民主主義と国民

主権|  ③平和と日本国憲法─第９条の世界史的意義、安全保障の考え方、平和的生存権の先

駆性、人間の安全保障、平和的手段による国際貢献の意義|  ④労働と生活─人間発達と労働

の歴史的視点、資本主義と労働、人間らしい働き方、生活様式、生活の社会化|  ⑤社会福祉

の基本の理解─政策・労働・実践の三つの視点、社会福祉政策、福祉労働、社会福祉の対象、

目的、主体| 
 

■学習の要点 

（１）社会福祉の対象となる社会問題を人権保障の視点から考える。|（２）社会権を資本主

義体制の労働と生活の構造、実態からつかむ。|（３）現代日本の生活様式の特徴、問題点を

つかみ、勤労国民の生活困難、貧困化の本質を生活からつかむ。|（４）社会保障・社会福祉

の意義と役割（重要性）を、現代の生活様式、生活の社会化のとの関係からつかむ。|（５）

社会福祉の「対象の対象化」の構造を理解し、福祉運動の意義と役割を具体的課題に即して

つかむ。|（６）市民の活動・事業としての社会福祉の内容と役割を、地域社会の維持や地方

自治との関係からつかむ。 
 

■学習の到達目標 

（１）社会福祉の対象となる社会問題をひとつとりあげ、人権保障の視点からそれについて

説明できる。|（２）社会権保障の意義を資本主義体制の労働と生活の構造、実態から説明で

きる。|（３）現代日本の生活様式の特徴、問題点を二つから三つ説明することができ、現代

の生活様式が勤労国民の生活困難、貧困化につながっていることを説明できる。|（４）社会

保障・社会福祉の意義と役割（重要性）を、現代の生活様式、生活の社会化のとの関係から

説明できる。|（５）社会福祉の「対象の対象化」の構造を説明でき、それとのかかわりで福

祉運動の意義と役割を具体的課題に即して説明することができる。|（６）市民の活動・事業

としての社会福祉の三つのタイプの内容と役割を説明することができ、それらの意義と役割

を地域社会の維持や地方自治との関係から説明することができる。 
 

■成績評価の基準 
①テキストの内容をしっかり理解しており、それをふまえた自己の問題意識が明確なこと。

|②論理的な文章で論理的に展開できること。|③到達目標に達していると認められること。 



授業コード W5104 （認定科目名：日本社会福祉史） 

授業科目 日本社会福祉史 単位 2 

担当者 小池 桂 
シラバスグルー

プ 
T0W025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本福祉史講義 池田敬正ほか著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、世界史の流れに関連させながら、日本の福祉のあゆみを古代から現代までたど

るものである。福祉は生活を通じた「さいわいの共有」を意味する言葉であるが、そこには、

生存の条件となる生活共同の視点が見出せる。福祉の歴史をひもとくことは、各時代の制約

をうけながら展開されてきた生活の共同の営みをたどることである。そうした福祉の営み

は、大きく三つの段階に分けることができる。第一段階は前近代で、共同体の規制や身分制

を前提とした政治的、宗教的救済や共同体内部の相互扶助（共済）が中心となる。第二段階

は近代で、抑圧的な共同体や身分制社会からの個々の人間の解放による自由が大きな意味を

もつ。地域の公共的救済や人間愛（博愛）にもとづく慈善事業が生まれる。第三段階の現代

社会では、個人の自由を前提とした社会福祉が成立する。特に、人類史の全過程を通じた福

祉の営みを学びながら、現代に社会福祉が成立する意義を理解することが大切である。  
 

■学習の要点 

福祉のあゆみを大きく三つの段階で理解することが必要である。歴史の苦手意識は、個別の

事象にとらわれすぎて、全体の流れを見失うことに原因がある。大きな流れをまず把握して、

個々の事象が示す特徴をふまえることが重要である。そののちに、わが国の三つの段階の特

徴を把握して、個別事象がその特徴とどう関連しているかを理解すること。テキストの序お

よび１、２、３の各々のはじめの方の節（１?１、２?１・２、３?１・２）は、そうした全

体の流れを把握するために大切な箇所であるから、常に念頭に置きつつその他の内容をとら

えること。また、日本史の基礎知識が不可欠であるので、簡単な日本史の入門書などを読ん

でおくことが望ましい。  
 

■学習の到達目標 
1．福祉の展開過程を通史的かつ段階的に把握することができる。|2．その中で個別的な事象

を位置づけることができる。 

 

■成績評価の基準 

1．試験問題は、テキストの各章のいずれかから出題するので、基本的にはテキストの理解

度が問われる。|2．テキストからそのまま引用せず、自分の言葉で記述することも重視する。

但し、歴史的展開をはずれた感想は認められず、不合格となるので注意すること。|3．解答

は 2,000 字以上でまとめること。  



授業コード W5105 （認定科目名：欧米社会福祉史） 

授業科目 欧米社会福祉史 単位 2 

担当者 朴 光駿 
シラバスグルー

プ 
T0W049 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会福祉の歴史 清水教恵・朴光駿 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

イギリスを中心とした社会福祉の歴史の流れを把握し、福祉制度発展の背景にあるさまざま

な要因（政治的要因、経済的要因、社会的要因、文化的要因など）とその影響について理解

を深める。|社会福祉以前の時代と社会福祉が存在した時代にはどのような差異があるのか、

救貧の国家責任を史上初めて認めた法律である救貧法の背景と内容を学習する。|イギリス以

外の国の歴史については、社会保険を 初に導入したドイツの歴史、社会保障システムを初

めて作った 2 つの国、ソビエトとアメリカの福祉歴史を学習する。 
 

■学習の要点 

福祉制度の内容を中心に学習することではなく、福祉制度の発展をもたらす背景要因とし

て、政治的要因、経済的要因、社会的要因、文化的要因について理解を深めること。|合わせ

て、福祉制度の背景にある福祉思想についても学習すること。|比較の観点から国家間の福祉

発展の違いを探究すること。 
 

■学習の到達目標 

福祉制度の生成・発展・消滅の背景にある諸要因を、政治的要因、経済的要因、社会的要因、

文化的要因に区分して理解すること。|福祉制度が も早い時期から生成したイギリス特有の

事情を理解すること。|①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進める

こと。その学習の進度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問

題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。

|③採点は、加点方式を基本とする。|④出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられ

ていること。 
 

■成績評価の基準 
テキストの理解度、設題の趣旨に対する理解度、論理性、内容の充実さ、私見などを総合的

に考慮して評価する。 



授業コード W5223 （認定科目名：社会福祉方法論３） 

授業科目 社会福祉方法論３ 単位 2 

担当者 緒方 由紀 
シラバスグルー

プ 
T0W016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャルワークの理論と

方法１（MINERVA 社会福祉

士養成テキスト３） 

岩田正美 ほか監修 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

歴史的・社会的仕組みとして存在する社会福祉は、政策によって実態化する法律や制度、サ

ービスの管理運営機構である組織や法令、人の配置などによる社会福祉供給体制を前提に、

そのもとにおける多様な社会福祉援助活動によって、人々の暮らしに具体的な関わりを作り

出している。しかもその仕組みや運用の有り様は今日、急速な変化をみせつつあり、新しい

利用、契約といった制度運用や、まちづくりに見られるような多様な地域における活動の広

がり、さらに当事者、市民などといったこれまでにはない参加者を作り出している。したが

って、そこで用いられる方法・技術といったことも新たな事態への対応が求められている。

| ここでは歴史的な歩みを踏まえながら、そうした現代の社会福祉援助活動とその運用に関

わる原理・原則といったことを前提に、主として地域における活動とその方法について取り

上げる。 
 

■学習の要点 

社会福祉援助技術や地域における社会福祉活動の歴史的な歩みについて整理するとともに、

近年のコミュニティにおける活動の進展やそれを支える理論的背景についての理解を深め

ること。さらに 近の福祉改革とその中でまちづくりといった視点から取り組まれる社会福

祉活動についても、関連する資料（行政資料や調査、報告等）とともに広くあたること。特

に、多様な社会福祉領域の活動については援助活動の視点から整理・検討を行い、そこで用

いられる方法・技術について考察を深めること。その際、次の点に留意すること。|  １．社

会福祉の歴史の中で社会福祉援助活動とともに方法・技術はどのように形成・発展してきた

のか|  ２．ソーシャルグループワークの発展とグループワーク実践について  | ３．特に初

期の慈善組織協会やセツルメント活動などコミュニティにおける活動の成立とその背景、ま

たその後における施設ケアの成立とその後の歩みについて|  ４．1960 年代以後における国

際的なコミュニティケアの成立と脱施設化政策の推移、ケアマネジメントの誕生と発展につ

いて| ５．コミュニティケアの発展とソーシャルアクションの機能について|  ６． 近のわ

が国における社会福祉改革に関わる政策動向（行政計画やその背景となる審議会、検討会

等々の議論）とそのもとで社会福祉援助における課題について 
 

■学習の到達目標 

（１）「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。試験で

はその学習の進度と理解度を問うています。また成績評価はその到達度に即して行います。

|（２）出題で問われている内容について適切に（箇条書きは不可、自身の経験にとどまらず）

まとめてください。 
 



■成績評価の基準 

設題に沿って正確にまとめられているかどうかを何よりも重視します。| さらに文章として

のまとまり、自身の考察が客観的な根拠とともに示されているかどうか、全体をとおして論

理的展開となっているか、これらを踏まえ評価します。| 答案作成の上での基本的事項（分

量、正しい日本語、正確な用語の理解など）が不足している場合は減点の対象となります。 



授業コード W5224 （認定科目名：社会福祉方法論４） 

授業科目 社会福祉方法論４ 単位 2 

担当者 三馬 哲彦 
シラバスグルー

プ 
T0W075 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャルワークの理論と

方法１（MINERVA 社会福祉

士養成テキスト３） 

岩田正美 ほか監修 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉援助（ソーシャルワーク）の展開過程、およびそれに関わる知識について理解する。

ソーシャルワークの展開過程は、一連のものではあるが、いくつかの段階に区分される。ア

ウトリーチを含めたケースの発見、導入期における援助関係の形成、クライエントにどのよ

うな生活ニーズが生じているかを明らかにするアセスメント（事前評価）、明らかになった

ニーズを充足するための計画の作成、援助計画にもとづく具体的な支援の提供、生活困難が

解決したかどうか（ニーズの充足）を評価するエバリュエーション（事後評価）、そして終結

を迎える。これらの各段階において求められる知識、理論および技術について理解を深める

ことを目的とする。 
 

■学習の要点 

１）相談援助の展開過程について理解する。|２）相談援助の展開過程における知識・技術を

理解する。|３）援助者とクライエントとの関係について理解を深める。|４）ソーシャルワー

クにおけるニーズの定義を理解する。|５）アセスメントの定義と目的を理解し、その特徴に

ついて学ぶ。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標：「学習の留意点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進

度と理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。| 

 

■成績評価の基準 

出題の趣旨・要点を正しく理解し、相談援助の展開過程の段階を簡潔に説明していること。

また、展開過程の中でのアセスメントの役割がその前後の段階と関連付けられて述べられて

いること。そのうえで、相談援助職としての視点・視野から収集された情報が整理されてい

ること。| 



授業コード W5231 （認定科目名：現代の社会問題） 

授業科目 現代の社会問題 単位 2 

担当者 新井 康友 
シラバスグルー

プ 
T0W092 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

誰も置き去りにしない社会 

―貧困・格差の現場から― 
平松知子他 新日本出版社  

    

 
 

■授業の概要 

本授業では、現代日本において拡大を続ける格差・貧困の実態に迫り、人権・生存権保障の

視点から現代の社会問題について考え、学ぶ。テキストでは、格差・貧困の多様な内容や形

態が紹介され、人々を苦しめる格差・貧困の構造の根深さを知る。そして、対処すべき課題

や問題解決の手がかりについて学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストでは、保育現場、給食費未納、多発する奨学金返還トラブル、シングル女性の貧困

など、具体的な事例が紹介され、今日の貧困の現場（実態）を学ぶ。テキストで紹介されて

いる貧困の現場（実態）を学ぶだけではなく、各章の執筆者は現代日本における格差・貧困

の実態についてさまざまな視点から指摘している点についても学ぶ。 
 

■学習の到達目標 さまざまな格差・貧困の実態を知り、これからの展望と課題について理解する。 

 

■成績評価の基準 問題の意図を理解し、要点を押さえて論じることができているかを評価する。 



授業コード W5232 （認定科目名：人権と福祉） 

授業科目 人権と福祉 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W097 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

伊藤真の日本一やさしい

『憲法』の授業 
伊藤真 KADOKAWA  

    

 
 

■授業の概要 

現代の日本社会では、人権尊重が強調されながら、子どもの貧困、校則による黒髪強制、デ

ートＤＶ、虐待・暴力、ブラック企業での働かせ方、ブラックバイト、LGBT 蔑視、外国人

技能実習生への劣悪な労働条件、ヘイト・スピーチ、風営法によるダンス規制、沖縄県民へ

の米軍基地被害の強制、震災・自然災害の被災者の生活困難など人権にかかわる問題が数多

く存在している。しかし、これらを「人権問題」として身近にリアルにとらえることができ

ているだろうか。自分自身を大切にすること、ひとりひとりが大切にされることが人権であ

り、人と人との関係だけではなく、権力・国家と個人、政治と個人、組織と個人との関係の

間でも、実は人権侵害が発生する。人権の理念や意義を理解するだけではなく、「おかしな

こと」に対抗するために人権を自分のものとしてとらえることが重要である。| 人権侵害の

事態に対して、わたしたちが「それはおかしい」と主張する根拠となるのは、人権の思想で

あり日本国憲法である。 近、「憲法改定」の是非がさまざまなところで話題になっている

が、なかには憲法とは何かを正しく理解できていない議論もある。いったい、憲法とはどの

ような性格をもつものなのだろうか。わたしたち市民が、改憲についての判断が迫られる時

期が来るとするならば、まず市民が憲法についての正しい認識をもつ必要がある。| 「福祉」

は、ひとりひとりの人権を守り、ひとりひとりの生き方を尊重するための社会制度であり社

会的実践である。人権と憲法についての正しい理解が、福祉とはなにかを理解し深めること

につながる。また人権はこの「社会」で生き抜く、わたしたちの力（ちから）になる。この

授業では、日本国憲法を土台にしながら、わたしたちが社会で主人公として生きるために（主

権を奪われたり、主体的に考えることを奪われたり、ごまかされたりだまされたりしないた

めに）必要な、人権の考え方や憲法についての正しい知識とその「活用の仕方」を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

日本国権法の基本原理を学び、平和主義、人権に関わる条文とその解釈、統治機構について

正しく理解し、現実の諸問題と関わらせて考えることができるようになることをめざしま

す。 
 

■学習の到達目標 

1.日本国権法の基本原理について説明することができる。|2.平和主義とは何か、それがなぜ

重要なのかについて具体的な問題と照らし合わせて説明することができる。|3.人権とは何

か、人権を守るためにどのような条文があるのかについて具体的な社会問題と照らし合わせ

て説明することができる。|4.憲法において統治機構がどのように位置づけられているかを理

解し、実際の統治機構をめぐる諸問題と関わらせて検討することができる。 
 

■成績評価の基準 

テキストの内容を理解できているか。人権を守るために憲法はどのようなことを謳っている

のか．憲法と現実問題に矛盾はないのか。あるとすればどうすればいいのかについて自己の

見解を述べられているのかを指標にして採点します。 



授業コード W5233 （認定科目名：障害児臨床論） 

授業科目 障害児臨床論 単位 2 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W095 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

重い障害を生きるというこ

と 
高谷清・著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 
障害児者の生きる権利について、医療型障害児施設（重症心身障害児施設）で生活する方々

への関わりを知ることを通じて学ぶ。 

 

■学習の要点 

指定テキストとして高谷清著の岩波新書を選んだが、この本を通読してのち、重い障害共に

生きる人たちの権利性をさらに深く学んでほしい。そこで、いくつかの参考文献を紹介して

いるので、時間あるいは経済的に許せば、目を通してもらいたい。 
 

■学習の到達目標 
一つの結論が導かれるとは思っていないが、社会の公平性や社会正義とは何かという点にも

思いをはせて、深みのある学びを期待したい。 

 

■成績評価の基準 自分自身の考えを、社会福祉の視点で適切に展開できているかで成績を評価したい。 



授業コード W5234 （認定科目名：児童ケア論） 

授業科目 児童ケア論 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W098 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子ども学序説ー変わる子ど

も，変わらぬ子ども 
浜田 寿美男 著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

子どもは、身体の境界に区切られた個体として生きているだけでなく、他者との間で様々な

やり取りをかわしながら、重層的な関係の網の目を生きている。このことについて、ことば

の発達、思春期の内的世界の構図、学校文化、障害等の事例から理解することを目的とする。

|加えて、保育・教育現場で起こる様々な問題を、学校文化の孕む構造的な錯覚という視点か

ら捉えるとともに、手持ちの力を使って、いまをともに生きるための保育・教育について理

解を深める。 
 

■学習の要点 

１、個別的でありながら、同時に共同的でもある、子どもの発達を理解する。|２、〈能動ー

受動〉のやりとりが〈わたし〉という心的構図を作る発達的道筋を理解する。|３、ことばの

発達を、周囲との相互的な関わりから理解する。|４、内的世界へと向かう思春期の心的構造

を理解する。|５、いじめ、障害等の事例から、学校文化が孕む問題、とりわけ、個体能力論

について学ぶ。|６、学校において、「将来」へと向かう時間軸に縛られることが引き起こす

弊害について学ぶ。|７、手持ちの力を使って、いまをともに生きる保育・教育とはどのよう

なものか、理解を深める。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の震度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点から行う。|１、科目 終試験の出題に対し、課題に合致した解答でな

い場合は不合格とする。|２、テキストでの学びに加え、テキスト以外の参考文献を検討する

等できる限り多様な視点を含んでいること。（４０点）|３、解答の論点がはっきりしており、

明確であること。（４０点）|４、テキストの言葉をそのまま引用するのではなく、自身の体

験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されていること。（２０点） 



授業コード W5235 （認定科目名：障害児者ケア論） 

授業科目 障害児者ケア論 単位 2 

担当者 田中 智子 
シラバスグルー

プ 
T0W093 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木 勉・田中 智子 編

著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

生きる権利を保障すると言うのは単に生存を保障することを指しているのではない。市民と

していかに生活するのか、その質までも問うことである。本科目では、障害者の誕生から高

齢期までの各ライフサイクルにおける生活課題と支援の実際を理解した上で、現代における

障害者の生きる権利をどのようにとらえるべきなのか、そのためにどのような社会的支援が

必要なのか、その中で専門職が果たすべき役割とは何なのかを検討する。 
 

■学習の要点 
①障害者・家族の各ライフステージにおける生活実態・生活問題を理解する|②障害者福祉実

践の意義と課題を理解する|③障害者に関わる支援の専門性を理解する 

 

■学習の到達目標 
障害者・家族を取り巻く生活問題を理解できる。そのうえで、支援の在り方や求められる専

門性について独自の考察を展開できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
・テキストの内容を理解できていること|・身近な事例等に引き付けて、現実と切り結んで理

解し、考察できていること|・論述の構成が適当であること 



授業コード W5501 （認定科目名：日本史概論） 

授業科目 日本史概論 単位 2 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考える」

方法を学ぶことを目的としている。|歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に羅列す

るものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように関連し

あっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれらの中で

何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。|そのためにも、今につながる日本の

歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各時代にお

ける個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷を考えよ

うとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の流れを知

ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連など、その

時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を見る目を

養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中で

把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったのか、

またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかについ

て、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じて日

本の歴史全体への知識を深めてほしい。|したがって、本科目で要求されているのは、歴史事

象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷がわか

る形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポイント

を考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。|・奈良時代の政治につ

いて|・古代社会と信仰（仏教、神道など）について|・執権政治の展開について|・中世から近

世の農民生活について|・鎖国から開国への政治過程について|・民権運動と政党政治の関係

について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する概括的な理解（40％）|問題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード W5511 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード W5512 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード W5513 （認定科目名：東洋史概論/東洋の歴史１/外国史） 

授業科目 東洋史概論 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を基礎的な知識を分かりやすく、

系統的に学習できるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

次のようなテーマに基いてテキストを精読しておくこと。|1.王朝末期に起こった民衆反乱を

取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実態、その

反乱の時代的特質等を整理する。|2.各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な

背景について整理する。|3.各時代の文化の特色について、その時代の特質をふまえて整理す

る。| 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達点は、歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体的な歴史の流

れのなかで把握することにある。したがって試験問題を解くにあたって、そうした観点にた

って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずはポイントを箇条書

きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 
成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例などが明確に正確に指摘されているかどうか、である。 



授業コード W5514 （認定科目名：西洋史概論/西洋の歴史１） 

授業科目 西洋史概論 単位 2 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
j ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 
本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりなど

の観点から概観する。 

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード W5515 （認定科目名：日本仏教史（仏教伝来～平安）） 

授業科目 日本仏教史（仏教伝来～平安） 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力を

持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきた。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―思想

史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発展の

具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることによ

り、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 本

科目では、仏教伝来から平安時代における日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通

して、日本仏教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について 
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード W5516 （認定科目名：日本仏教史（鎌倉以降）） 

授業科目 日本仏教史（鎌倉以降） 単位 2 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力を

持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、鎌倉時代以後の日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏

教独自の特徴を把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅳ章 鎌倉仏教の

諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転換について|・鎌倉仏教の時期的展

開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想|・近世仏教の形成過程とその評価

について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応について|・仏教による死者供養の歴史

的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏|・本地垂迹概念の特徴と、日本に

おける神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道の歴史・思想について|終章 日

本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきたかについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード W5517 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史.下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史.上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで興った仏教が中国に伝来して、中国人社会に、どのように変容し、適応し、受容

されていったか・を中心に中国における仏教の歴史的展開について、学習することが望まし

い。|・インドより中国・日本へと伝わった仏教の流れの中の中国仏教史、すなわち護法的な

仏教史ではなく、中国の青磁・社会・生活の中で仏教はどのような立場で、展開してきたの

かという中国史の立場からみた仏教史を考えなければならない。よって西暦前後の仏教伝来

から現代に至るまでの中国仏教の変遷、また展開について、教理史的・教団史的に偏ること

なく、歴史的・全般的に学習することである。 
 

■学習の要点 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教について時代の流れにそって、理解すること。  
 

■学習の到達目標 

中国仏教の歴史的展開について、具体的には１．後漢の仏教(仏教の伝来と受容)、２．三国

時代の仏教(支謙と康僧会)、３．魏晋の仏教(仏図澄、道安、鳩摩羅什、廬山の慧遠)、４．南

朝の仏教(梁の武帝の奉仏)、５．北朝の仏教(北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏)、６．

仏教芸術の展開(敦煌・龍門・雲崗の三大石窟、石経)、７．隋の仏教(天台宗、三論宗、三階

教)、８．唐の仏教(末法思想と浄土教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難)、９．五代の仏

教(世宗の法難)、10．宋の仏教(大蔵経の開板)、11．遼・金の仏教(異民族支配下の仏教)、

12．明・清の仏教、13．現代の仏教についてなど、各時代の流れにそった流れを理解し、ま

たその時代に活躍した人物の業績を理解し、仏教史上の位置づけをすること。 
 

■成績評価の基準 
「学修の要点」に書かれた学習目標に即してテキストによる学習をすすめること。その学習

の深度と理解度を試験で諮り、到達度に即して、成績評価をする。  



授業コード W5518 （認定科目名：現代家族論） 

授業科目 現代家族論 単位 2 

担当者 松田 智子 
シラバスグルー

プ 
T0T052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

２１世紀家族へ：家族の戦

後体制の見かた・超えかた

〔第 4 版〕（有斐閣選書 １

６１３） 

落合 恵美子 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では「近代家族」（家族愛で結ばれ、プライバシーを重んじ、夫は稼ぎ手で妻は主婦

として性別分業を行い、子どもに対して強い愛情と教育関心を注ぐ家族）という概念をもと

に、戦後から今日にかけて、家族はどのように変化してきたのか、歴史的、地域的な文脈を

考慮にいれながら、日本の戦後の家族変動の実態とこれからのゆくえについて理解を深めて

ほしい。  
 

■学習の要点 

まず、テキスト全体に目を通すことが求められる。次に以下のテーマについて論じられてい

る箇所を熟読し、内容をしっかりと理解する必要がある。| １．家事と主婦はいつどのよう

にして誕生したかについて| ２．「二人っ子革命」について| ３．「人口学的世代」について

| ４．「近代家族」について| ５．ウーマンリブ運動について| ６．家族の双系化について 
 

■学習の到達目標 

１．家族のあり方は絶対的なものではなく、時代や社会とともに変化していくことを学ぶ。

|２．現代日本の家族の原型である、「近代家族」の特徴について理解する。|３．戦後の日本

の家族体制の特徴について、①家事と専業主婦の誕生、③人口学的世代、③二人っ子革命、

④ウーマンリブ運動、⑤家族の双系化から理解する。  
 

■成績評価の基準 

＜リポート設題＞|①テキストを熟読し、「リポート学習の留意点」に沿ってわかりやすくま

とめられているか、②見出し、段落のつくり方などが適切か、③誤字・脱字がないか、④引

用文献が文中と文末に明記されているか等によって総合的に判断する。||＜科目 終試験＞|

問題の内容をしっかりと理解し、学習の要点に書かれている点を中心に適切に解答がなされ

ているかによって総合的に判断する。  



授業コード W5519 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード W5520 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳説

されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教を

探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、自

分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教社

会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀礼

の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード W5521 （認定科目名：社会心理学） 

授業科目 社会心理学 単位 2 

担当者 作田 誠一郎 
シラバスグルー

プ 
T0T050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

絶対役立つ社会心理学 日

常の中の「あるある」と「な

るほど」を探す 

藤田 哲也・監|村井 潤一

郎・編著 
東京書籍  

    

 
 

■授業の概要 

社会心理学は、社会学な視点と心理学な視点とをあわせもつ学問といえる。人間が社会的な

存在としての誕生し、その人びとが他者との関係のなかでどのような意思に基づいて行動す

るのか、また集団のなかでその行動にどのような変化や特徴が見られるのか。そのような問

題意識のもとに社会心理学の知見を用いつつ考えてみたい。本テキストを通じて、私たちが

社会集団のなかで誕生し、そのなかで社会化が促されながら生活していることを自覚しつ

つ、そのなかで形成される自我や社会的性格、パーソナリティや社会的相互作用、そして帰

属意識や公正などについて考察しながら現代の社会現象を理解してもらいたい。したがって

本科目の目的は、テキストから社会心理学の基礎的な理論を学び、その分析視点を用いて現

代社会を読み解く力を得ることが 終的な到達点となる。  
 

■学習の要点 
テキストを熟読し、以下のポイントを踏まえて学習してください。|1 攻撃|2 集団|3 社会

的自己|4 態度と説得|5 社会的影響|6 ステレオタイプ  

 

■学習の到達目標 
社会心理学の基本的な知識の修得とともに、その知見に基づいた新たな発想や身近にある人

間関係を客観的に理解できる力を培うことが目標となる。  

 

■成績評価の基準 テキストの内容の理解度を中心に成績を評価します。  



授業コード W5531 （認定科目名：職業指導） 

授業科目 職業指導 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W060 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

キャリア教育の展開：職業

教育及び職業指導 
伊藤一雄 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

職業とは何か、職業選択に導くとはどういうことかを考察する科目である。もし科学的な職

業適性検査が作成され、実施されたとしても、その適正にみあった人数分の職業を社会が準

備することはありえない（多い場合もあり少ない場合もあり）。こうした矛盾のなかで行わ

れるのが職業指導である。そうした職業指導の意義や課題について考察することを目的とす

る科目である。 
 

■学習の要点 

１．現代社会における職業の特質を歴史的に考察する。|２．職業指導とは何かについて考察

する。|３．保護者及び地域との連携について考察する。|４．学校でのキャリア教育について

考察する。| 
 

■学習の到達目標 

①現代社会における職業の特質を歴史的に認識することができる。|②職業指導とは何かにつ

いて説明できる。|③保護者および地域との連携について説明できる。|④学校でのキャリア

教育のあり方について解説できる。|⑤以上をふまえて、自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①科目 終試験の採点は加点方式とする。|②科目 終試験の問題に合致しない答案は不合格

とする。|③科目 終試験の問題にできる限り様々な面から解答されていること（60 点）|④

科目 終試験の解答の柱立てが明確で論理的であること（20 点）|⑤科目 終試験に解答す

る自分自身のことばが豊かであること（20 点）| 



授業コード W5532 （認定科目名：介護概論Ⅱ/介護概論 ） 

授業科目 介護概論 単位 2 

担当者 小田 史 
シラバスグルー

プ 
T0W065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

介護福祉総論 (新大学社会

福祉・介護福祉講座〔改訂

版〕） 

井上千津子 ほか 編著 第一法規  

    

 
 

■授業の概要 

「介護」は、すべての人間のライフサイクルにおいて必要不可欠な時期があり、また「人権

保障の 後の仕上げ」であるとも言われるように、「尊厳の保持」、「自立支援」を理念とし

た生活支援の実践が行われている。介護には、人の生活を全体的に捉えることが求められ、

その生活の質を高めていくために背景となる専門的な知識、技術が存在する。この科目では、

介護を必要とする人の生活の理解から始まり、当事者主体の介護、意思決定支援、権利養護

等々を日常生活の中に確立させていく介護について理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．介護の原則、介護従事者に求められる倫理性、専門性について理解し、尊厳を支える介

護とは何か|２．介護を必要とする人の生活がどのような実態にあるか知り、個別の意思決定

支援において介護、生活支援の果たす役割について学ぶ|３．ＩＣＦ（国際生活機能分類）に

基づくアセスメントを活用した介護過程の展開について学ぶ|５．介護従事者が自らの健康実

態を把握し、身体的、精神的な健康の管理を行なうこととともに、介護現場における安全の

確保、リスクマネジメントについて学ぶ|６．チーム労働の組織のマネジメントについての理

論と実践について学ぶ| 
 

■学習の到達目標 

「尊厳の保持」を明記した法律、ノーマライゼーションの原理、ＷＨＯの定義した生活の質、

ICF の概念など、様々な考え方をもとに発展してきた「尊厳を支える介護」の背景を理解で

きている。なおかつ具体的な介護や生活支援において、当事者主体、意思決定の支援の重要

性が理解できている。 
 

■成績評価の基準 

出題の要点を正しく理解し、論述していること（60 点） 論述の展開その深度により 40 点

を上限に加点する。箇条書きでなく、客観的事実を述べた後に、事実に基づいて論理的に記

述を行うこと。リポート設題での学びを活かすこと。 



授業コード W5534 （認定科目名：社会福祉総合実習指導） 

授業科目 社会福祉総合実習指導 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領解説.

福祉編 
文部科学省 海文堂出版  

    

 
 

■授業の概要 

教科「福祉」は、高等学校における福祉教育を導入することによって、福祉関連従事者の養

成および人間性豊かな人材育成を目的として創設された。また、高等学校で行われる「福祉」

教育は、限られた時間のなかで社会福祉学全体を学んでいくため、そのポイントと教育方法

が課題となる。したがって、教育を担当する者自身の的確な内容理解が要求されることから、

福祉専門職としての知識や技術のポイントはもちろん教育内容の全体像を押さえていく。 
 

■学習の要点 

教科「福祉」創設の背景と目的を理解し、単なる免許取得のための学習ではなく、実際に学

生に正しく伝えることのできる能力を実際的に身につけるという視点で学習していただき

たい。したがって、テキスト第２章福祉科の各科目をよく理解した上で、その内容をいかに

して伝えていくかを自分なりに考えながら学習を進めること。 
 

■学習の到達目標 

①福祉科の各科目の基本事項を分かりやすく説明することができる。|②福祉科の各科目の基

本事項を、それらを学んでいく高校生に対して、具体的かつ要点を押さえた形の授業展開を

考えることができる。 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ達成されてい

る。|２．科目 終試験の設題の趣旨を正確に理解し回答していること。|３． 低限のルール

を守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした上で、

記述内容の深まりに応じて以下の基準に則って評価する。|６０点台：論述の仕方にやや無理

がある（論理の飛躍がある）|７０点台：論述の仕方にあまり無理がない（内容が抽象的なも

の）|８０点台：論述の仕方に無理がない（内容が具体的なもの）|９０点台：論述の仕方が優

れている（内容が具体的なもの） 



授業コード W5535 （認定科目名：心身ケア論） 

授業科目 心身ケア論 単位 2 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会福祉士養成講座１ 

人体の構造と機能及び疾病

〔第３版〕  

社会福祉士養成講座編集委

員会 
中央法規  

    

 
 

■授業の概要 

教科書には医学全般が網羅されている。その中から特に「疾病の概要」にある全人的な医療

が期待される「終末期医療と緩和ケア」、「障害の概要」のいくつかの節、あるいはリハビリ

テーションおよび生活機能分類（ＩＣＦ）の概念を理解し、健康について心身両面、さらに

は個人と環境との関係性の中でとらえる力を身につける。 
 

■学習の要点 
心身ケアに含意されるのは、身体の疾患も心の問題と密接につながりをもつということであ

る。その点をある程度科学的に理解できる力を身につけるよう努めてほしい。 

 

■学習の到達目標 
現代社会のもつ社会病理として心身の不適応をとらえ、その回復への手がかりを知ること

で、社会福祉での心の支援の手がかりを見つけてほしい。 

 

■成績評価の基準 
テキストの一般的な記述にとどまらず、自分自身の考えを社会福祉の視点で適切に展開でき

ているかで成績を評価したい。 



授業コード W5536 （認定科目名：高齢者ケア論） 

授業科目 高齢者ケア論 単位 2 

担当者 新井 康友 
シラバスグルー

プ 
T0W001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

支援困難事例と向き合う 

18事例から学ぶ援助の視点

と方法 

岩間伸之 中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本授業では、「支援困難事例」への具体的な援助の視点及び方法を提示することによって、

高齢者ケアの実践の根拠となる「価値」の意義と内容を学ぶ。|支援困難事例へのアプローチ

を深めていくプロセスは、同時にそのアプローチを導き出す「根拠」を問うことになる。そ

れぞれの事例に対し、それぞれ特別な方法を学ぶのではなく、高齢者ケアの実践の根拠とな

るべき「価値」に基づいた援助、つまり原理・原則に基づいた高齢者ケアについて学ぶ。 
 

■学習の要点 

本授業では、具体的事例を通して高齢者ケアにおけるソーシャルワーカーのあり方について

考えを深める。|テキストは、支援困難事例として 18 のケースがとりあげられている。理論

で学んだことを現場実践に生かす上で、重要な示唆を与える箇所も多いので、必ずすべてに

目を通して欲しい。|大学での学びには、テキストなどの丸暗記は必要ない。むしろ、テキス

トなどを活用して自分で考えたことを論理的に説明する力をつけていくことが求められる。

常に「疑い得る」精神をもって、学習に臨んで欲しい。 
 

■学習の到達目標 
高齢者ケアの実践の根拠となる「価値」の意義と内容について理解する。|「価値」に基づい

た高齢者ケアについて理解する。 

 

■成績評価の基準 
設題の意図を理解できているかどうかを評価する。|問いに対して、正しく理解し、要点を押

さえ、論理的に回答が述べられているかどうかを評価する。 



授業コード W5551 （認定科目名：保育原理） 

授業科目 保育原理 単位 2 

担当者 中西 さやか 
シラバスグルー

プ 
T0W051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育原理 第 3 版（ 新保

育講座 1） 

森上史朗・小林紀子・若月芳

浩 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育の基本理念、思想と歴史、実践の原理を理解し、「保育と何か」について多面的に学ぶ。

また、子どもと保護者を取り巻く状況を踏まえた上で、保育に求められるものについて考察

する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、子どもについての捉え方、子どもの主体性・自発性を大切にする保育の

あり方、子ども観と保育実践の結びつき、保育者の専門性、保育所をめぐる現状と課題につ

いて幅広く理解を深めてほしい。単にテキストを覚えるのではなく、子どもや保育に関する

自らの見方や考え方が深まるよう意識すること。 
 

■学習の到達目標 
・保育の基本について学び、自らの保育観を醸成するための視点を養うこと。|・テキスト内

容を根拠として、保育の基本について論述ができること。| 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の評価基準は以下のとおりである。|・採点は加点方式とする。|・問題に合致し

ない答案は不合格とする。|・問題で問われている内容について、様々な面から解答されてい

ること（60 点）。|・解答が論理的に展開されていること（20 点）。|・自分自身の言葉を豊か

に用いて解答されていること（20 点）。 



授業コード W5552 （認定科目名：初等教育原理） 

授業科目 初等教育原理 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S118 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育学の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

日本の初等教育を幼児教育を視野に入れて述べる。その中では、欧米の教育家たちが、日本

の教育にどのような影響を与えたのか、また日本の教育家たちの実践はどのようなものかを

論及する。さらに教師はどうあるべきかを、聖職者観、労働者観、専門者観を取り上げるこ

とにより解明していく。 
 

■学習の要点 

まず 初に、各章、各節に何が書いてあるかを把握し、そして自分なりにまとめてみる。次

にテキスト全体を通読し、このテキストは何をいおうとしているのかを理解し、 後に自分

は、それらの記述に対してどのように思うのかという自分の見解が求められる。| ・フレー

ベルの教育思想について| ・モンテッソーリの教育思想について| ・幼児期教育の意義と

課題について| ・幼児期の発達的特徴と発達課題について| ・幼児期の児童文化について

| ・幼児期の造形活動と教育について| ・幼児期の音楽活動と教育について 
 

■学習の到達目標 

テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれの内容を深く考える

ことができるようにするとともに、これからの初等教育を視野に入れることができること。

| 
 

■成績評価の基準 

いかにテキストを理解しているか（50 点）、その上に論理性、思考力、オリジナリティなど

が十分になされているかどうかで加点される。ただし学問的背景のない勝手な意見を主張す

ることは認められない。かならず根拠を挙げて展開することが大事である。 



授業コード W5553 
（認定科目名：児童福祉論/児童福祉論１/子ども家庭福

祉） 

授業科目 子ども家庭福祉 単位 2 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 よくわかる子ども家

庭福祉 
吉田幸恵・山縣文治編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識を学ぶとともに、支援の実際と課

題について理解を深める。子どもの生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子ども

の育つ環境（家庭・学校・地域社会等）との関わりを視野に入れて学ぶ。子どもとその家庭

を支援するための基本的な視点、子どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児

童福祉の歴史的な展開と、現代社会における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代

における子どもとその養育者への支援について考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉における基本的視点| 関連法

規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関する

基本的視角を得る。|２．現代社会における子どもを取り巻く状況・背景と子ども家庭の生活

課題、ニーズ| 児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会について理解を深め、子ども家庭

のおかれている状況、生活上のニーズを理解する。|３．児童福祉に関する法制度と実施体制

| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解する。児童福祉に関する施設・機

関の内容、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童福祉の担い

手| 児童福祉に関わる専門職の特性と職業倫理について学ぶ。|５．子どもの支援の実際と

課題| 家庭及び地域社会で生活する子どもへの支援の実際について理解し、連携の意義と方

法を学ぶ。支援のあり方、課題についても検討する。|６．現代社会における子どもの生活困

難、生活課題と支援の実際| 子どもの貧困、子どもへの虐待等々、子どもの権利擁護の観点

から、子どもが育ち、子どもを育てる営みを支える児童福祉の事業や取組みの実際と課題に

ついて考察する。 
 

■学習の到達目標 

児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識と支援のあり方について説明できる。子どもの

生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子どもの育つ環境（家庭・学校・地域社会

等）との関わりにおいて考察できる。子どもとその家庭を支援するための基本的な視点、子

どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児童福祉の歴史的な展開と、現代社会

における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代における子どもとその養育者への支

援について自身の考えを述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W5554 （認定科目名：社会福祉援助技術/社会福祉援助技術論） 

授業科目 社会福祉援助技術論 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助演習（シードブッ

ク） 
植田章編 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 
保育と社会福祉援助（ソーシャルワーク）の関連性について理解し、実際の援助実践の場で

活用できるように具体的な知識や支援方法について学ぶ。 

 

■学習の要点 

次の 5 点を意識しながら、テキストの理解につとめること||１．保育において、社会福祉援

助（ソーシャルワーク）が求められる社会背景を理解する。|２．社会福祉援助技術（ソーシ

ャルワーク）の視点および援助過程を理解する。|３．個別援助技術・集団援助技術・地域援

助技術について理解すると同時に、その関連性について理解を深める。|４．社会福祉実践に

おける記録の意義と方法について理解を深める。|５．保育における家族支援について理解を

深める。|| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|①科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答でない場

合は不合格とする。|②テキストでの学びに加え、テキスト以外の参考資料を検討する等でき

る限り多様な視点を含んでいること（40 点）|③解答の論点がはっきりしており、明確であ

ること（40 点）|④テキストの言葉をそのまま引用するのではなく、自身の経験および学び

にもとづく言葉が豊かに表現されていること（20 点）| 



授業コード W5555 （認定科目名：子ども家庭支援論） 

授業科目 子ども家庭支援論 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学ぶ・わかる・みえる シリ

ーズ保育と現代社会 演

習・保育と相談援助 第2版 

前田敏雄・監修|佐藤伸隆・中

西遍彦・編 
みらい  

    

 
 

■授業の概要 

家庭の意義と機能および家庭支援の必要性をふまえて、保育士が家庭支援を行うことの意義

と役割を理解する。さらに子育て家庭を取り巻く社会的状況について理解を深め、子育ての

支援体制、子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と関係機関との連携について考察

を行う。  
 

■学習の要点 

子どもと保護者の支援をになう保育士は、子どもと家族をソーシャルワーク的な視点でまな

ざし、その具体的な手立てを考えるための知識・技術が必要とされる。そのためには、現代

の子育て家庭の実態を多様に理解するとともに、保育士の専門性を活かした支援を行うため

に、その家族を支援していくための基本的な知識（法制度、ソーシャルワーク的な視点、子

育て家庭を支援する制度・施策）を身につける必要がある。 
 

■学習の到達目標 

１．現代日本における子育て家庭の実態、子育て家庭を取り巻く環境を理解する。|２．子育

て家庭をソーシャルワークの視点でまなざし、その支援の意義・目的とプロセスを理解する。

|３．同時に、保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。|４．

子育て家庭をめぐる制度・施策の展開や動向を理解する。|５．子育て家庭に対する支援の体

制を具体的な事例を通して理解し、手立てを検討できる。|６．現状を踏まえ、多様な支援の

展開とその現状・課題について理解する。 
 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う。|①科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答でない

場合は不合格とする。|②テキストでの学びに加え、テキスト以外の参考資料を検討する等で

きる限り多様な視点を含んでいること（40 点）|③解答の論点がはっきりしており、明確で

あること（40 点）|④テキストの言葉をそのまま引用するのではなく、自身の経験および学

びにもとづく言葉が豊かに表現されていること（20 点） 



授業コード W5556 （認定科目名：養護原理/社会的養護/社会的養護１） 

授業科目 社会的養護１ 単位 2 

担当者 奥井 菜穂子 
シラバスグルー

プ 
T0W047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

三訂 子どもの社会的養護 

―出会いと希望のかけはし

― 

望月彰編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷を理解したうえで、子どもの人

権擁護を基盤とする社会的養護の制度と実施体系、その対象と形態、それを担う専門職につ

いて学ぶことを目的とする。これらの学びを踏まえ、制度政策の動向、実施体系と支援の展

開、現状と課題等について理解を深める。||なお、本科目は、2011 年 4 月より施行した保育

士養成課程の改正において「養護原理」から「社会的養護」に科目名の変更がなされたこと、

2018 年 4 月より施行される保育士養成課程の改正をふまえた学修内容とする。| 
 

■学習の要点 

１． 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。|社会的養護

の意義と理念、社会的養護の歴史的変遷、現代社会における子どものニーズと支援課題につ

いて学ぶ。|２． 子どもの人権擁護を踏まえた社会的養護の基本について理解する。 |子

どもの権利条約、児童福祉法、児童虐待防止法、児童憲章等をふまえ、子どもの権利につい

て理解する。また、社会的養護における権利擁護の取り組みと課題を学ぶ。社会的養護にお

ける保育士等の倫理と責務についても理解を深める。|３． 社会的養護の制度や実施体

系等について理解する。|社会的養護の制度と法体系、仕組みと実施体制、専門職と専門性、

諸資格等を学ぶ。組織と運営管理について理解する。|４． 社会的養護の対象や形態、関

係する専門職等について理解する。|社会的養護を必要とする子どもの実態を学び、その子ど

もを支援する家庭養護と施設養護という形態の実際を学ぶ。社会的養護に関わる専門職につ

いても理解を深める。|５． 社会的養護の現状と課題について理解する。|社会的養護の現

状と課題を学ぶ。子どもの権利擁護の視点から、子どもと家族を支えるために求められる社

会的養護の現状と今後の方向性、課題を学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。その学習

の進度と理解度を試験において測り、その到達度に即して成績評価を行う。 

 

■成績評価の基準 

成績評価は以下の観点より行う|① 科目 終試験の出題に対し、課題に合致した回答

でない場合、800 字以上の記述がなされていない場合は不合格とする。|②テキストでの学び

に加え、テキスト以外の参考資料を検討する等できる限り多様な視点を含んでいること（40

点）|② 解答の論点がはっきりしており、明確であること（40 点）|③ テキストの言葉を

そのまま引用するのではなく、自身の経験および学びにもとづく言葉が豊かに表現されてい

ること（20 点）| 



授業コード W5557 （認定科目名：保育者論） 

授業科目 保育者論 単位 2 

担当者 渡邉 保博 
シラバスグルー

プ 
T0W069 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育者論（新しい保育講座；

2） 
汐見稔幸 ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 保育者の仕事の内容と専門性について学ぶ。 

 

■学習の要点 

１．保育者の仕事の魅力と資格・免許|２．保育者の１日|３．子どもの思いや育ちを理解する

|４．子どもと一緒に心と体を動かす|５．文化や自然との出会いをつなぐ|６．保護者や家庭

と共に歩む|７．学び合い協働する|８．保育者の専門性とは 
 

■学習の到達目標 

1.保育者の仕事の多面的について基礎的な知識を習得する|2.保育者の仕事を保育の具体的

な展開と結びつけて理解する|3.自分の問題関心や価値観を自覚的に問いなおし、望ましい保

育者像を身につける|| 
 

■成績評価の基準 

以下の基準により評価します。||1.問題の意味を理解し論述している|2.できる限り様々な面か

ら論述している|3.論述が論理的で表現も的確である|4.参考文献などを活用し、テキストで学

んだことを発展させている|| 



授業コード W5558 （認定科目名：保育の心理学Ⅰ/保育の心理学） 

授業科目 保育の心理学 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの「困った」を理解す

る：発達を見通した子育て

を 

長崎純子ほか編著 かもがわ出版  

    

 
 

■授業の概要 

人間の発達は、日々成長し、新しい活動を我がものにしていく過程である。大人もさまざま

な経験をしながら発達していくが、子どもの発達は心身とにもめざましくダイナミックであ

る。子どもの発達を理解しておくことは、保育に従事する者にとって非常に重要な視点・技

量である。したがって本科目では、大人の理屈ではなく、子どもの理屈を踏まえた保育を考

えていくために必要な発達の基本的理解を押さえていく。 
 

■学習の要点 
「子どもの心に寄り添える保育者」となることをめざし、運動・言語・自我といった領域ご

とに発達を整理しながらも領域間のつながりを押さえた発達のありようを学んでいく。 

 

■学習の到達目標 
１．各時期の発達的特徴を理解する|２．子どもの言動を子どもの視点や理屈に基づいて理解

する|３．上記２点の理解に基づいて子どもへの働きかけを考える 

 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）|上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：問題で問われている内

容への回答が 低限できている|７０点台：問題で問われている内容への回答に無理がない|

８０点台：共感の視点に基づく発達的特徴の理解がおおよそできている|９０点以上：共感の

視点に基づく発達的特徴の理解が十分できている 



授業コード W5559 （認定科目名：子ども家庭支援の心理学） 

授業科目 子ども家庭支援の心理学 単位 2 

担当者 井上 洋平 
シラバスグルー

プ 
T0W096 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

シードブック 子ども家庭

支援の心理学 
本郷一夫・神谷哲司 編著 建帛社  

    

 
 

■授業の概要 

保育士は乳幼児に限らず、学齢児から高齢者までの各ライフコースの対象者とも接する。生

涯発達の基礎的知識とともに、現代の家族・家庭を取り巻く社会的諸課題とその影響につい

て当事者の立場にそった理解を確かなものにしていく。 
 

■学習の要点 

家族や家庭を支援していく保育士には、支援方法だけでなくその支援方法を有効に活用する

ための基本的知識を身につけることが求められる。本科目では、子どもや保護者と日常的に

関わる保育士に求められる内容として、対象（子ども・保護者・家族）に関する心理学的知

見と福祉的知見を取り上げながら、今日求められている支援への理解を深めていく。 
 

■学習の到達目標 

１．対象に一人ずつ丁寧に寄り添うだけでなく、システムの観点からも家族を理解する。|２．

時代の変化に伴う家族・家庭をめぐる状況を理解し、いま求められている対応を考える。|３．

子育て期の保護者にとっての仕事と生活の調和について、社会的諸課題とあわせて理解す

る。|４．育児に困難を抱えやすい家族・家庭のありようとそれに対する保育士の支援を理解

する。|５．特別な配慮を要する子どもや家族・家庭への支援について理解する。|６．災害時

における子どもとその家族・家庭へのサポートについて、事態を具体的に想定しながら理解

する。 
 

■成績評価の基準 

合格のための 低基準は以下の３点である。|１．学習の到達目標がおおよそ正確に理解でき

ていること|２．科目 終試験の問題の趣旨を正確に理解し解答していること|３． 低限の

ルールを守ること（引用する場合の出典の明記、剽窃をしないこと）||上記３点を前提とした

上で、論述内容の深まりに応じて以下のように評価する。|６０点台：論述の仕方にやや無理

がある（論理の飛躍がある）|７０点台：論述の仕方に無理がない|８０点台：複数の観点に基

づく論述に無理がない|９０点以上：複数の観点に基づく論述が正確である 



授業コード W5561 （認定科目名：子どもの保健） 

授業科目 子どもの保健 単位 2 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W094 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの保健〔改訂第 3 版〕 渡辺博 編著 中山書店  

    

 
 

■授業の概要 

保育士を目指す皆さんは、保育園や乳児院、そのほかの施設で子どもたちに接する際に、子

どもの成長発達の基本を知り、母子関係の意味を知り、さらに、子どもたちの障害や疾患に

ついて学ぶ、これらは子どもたちにとって求められる保育は何かを考える基礎になっていき

ます。とくに今日大きな問題として取り上げられる、子どもの貧困・虐待、発達障害、小児

医療をめぐる困難について、自分の考えをもつことは大変重要です。知識を増やすだけでな

く、自分自身でしっかり考えて判断できるように、本科目では自ら考える姿勢を重視したい

と思います。 
 

■学習の要点 

テキストから学ぶ内容に、自分自身で新聞の記事、インターネット情報、そしてできれば書

籍からのまとまった知識を加えて、自分で問題をどう考えるのか整理してみる、そうした取

り組み方を期待します。大学図書館のポータルサイトを利用して、フェイクではない正しい

情報を得てきださい。|乳幼児の集団生活に関わる立場にとって、事故の予防と救急蘇生の手

技およびワクチンで防げる病気と具体的な予防接種の中身（どういったワクチンをいつ接種

するのかなど）を知っていることは大変重要です。|それらの点を特に強調し、リポート設題

としました。  
 

■学習の到達目標 

学習の進展と理解度を試験ではかり、その到達度に即して評価します。|・問題はテキストの

みならず、調べてくれたことが活かせれる出題としています。|・問いに対し、解答するに必

要なキーワードを含んでいるか、出題要点を理解し、理論的に論述の展開とその深度がどの

ようであるか、学習の状況が把握できるものとなっているか、などを総合的に評価します。 
 

■成績評価の基準 

内容が 新の情報にも続いて書かれているか（特にワクチン関係）は重要です。また、ネッ

トの情報の書き写しではなく自分の考えが論じられているかを、評価の上では重視します。

ネットのコピペが強く疑われ、そうした引用を明記されていないリポートや答案であると判

断した場合、合格点は与えません。 



授業コード W5563 （認定科目名：保育課程論/保育の計画と評価） 

授業科目 保育の計画と評価 単位 2 

担当者 渡邉 保博 
シラバスグルー

プ 
T0W070 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育計画のつくり方・いか

し方 改訂版 
保育計画研究会 編 ひとなる書房  

    

 
 

■授業の概要 保育・幼児教育における計画の重要性と、その編成の基本的な視点と具体的な方法を学ぶ。 

 

■学習の要点 

保育の計画と評価の意義について理解し、保育課程の編成と指導計画の作成について具体的

に学ぶ。保育所における、計画、実践、省察・評価、改善の過程についてその全体構造を動

態的に捉え、保育の質向上との関係を理解する。合わせて、保育の計画作成に関わる諸要件

(集団編制、条件、職員集団、家庭との連携など)についても学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

1.保育計画に関わる一連のテーマについて基礎的な知識を習得する|2.計画作成と改善のあ

り方を実際のケースに即して理解する|3.学んだことを批判的にとらえなおしたり、自分の問

題関心や価値観を自覚的に問いなおそうとする姿勢を身につける| 
 

■成績評価の基準 
1.問題の意味を理解し論述している|2.できる限り様々な面から論述している|3.論述が論理的

で表現も的確である|4.関連資料などを活用して、テキストで学んだことを発展させている|| 



授業コード W5572 （認定科目名：乳児保育/乳児保育１） 

授業科目 乳児保育１ 単位 2 

担当者 増本 敏子 
シラバスグルー

プ 
T0W063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

資料でわかる乳児の保育新

時代 改訂 5 版 
乳児保育研究会 編 ひとなる書房  

    

 
 

■授業の概要 

一般的には、乳児とは出生から１歳未満の０歳児をさすが、保育の世界においては児童福祉

法制定以前から「３歳未満児保育」を「乳児保育」と称してきた経過がある。本科目におい

ては、保育所における乳児保育を中心に、その意義を学び、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の

発達特徴と保育課題、さらにその内容・方法について理解を深める。 
 

■学習の要点 

１．乳児保育を巡る思想を整理し、保育所における乳児保育の意義について考察する。|２．

乳児の発達のみちすじを理解する。|３．乳児保育の内容と方法について理解を深める。|４．

乳児保育の意義をふまえて、保育者のあり方を考える。|５．乳児保育における記録のあり方

と、保育計画・指導計画の立て方について考察する。|６．乳児保育の歴史と現状をふまえ、

これからの乳児保育の課題について考察する。 
 

■学習の到達目標 

乳児保育がなぜ必要なのか、その社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解してい

ること。現代的意義も大事だが、発達の観点をふまえること。そのうえで、大まかであって

も、「０歳児」「１歳児」「２歳児」の発達特徴をつかみ、その時期の保育で大切にすべきこと

を理解していること。| 乳児保育における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で抑え

るべき重点課題を理解していること。|全体の中での各々の分量を考えて記述するように。| 
 

■成績評価の基準 

乳児保育の必要性について、またその社会的役割を子どもの発達保障の視点を含めて理解し

ていること。「0 歳児」「1 歳児」「2 歳児」の発達的特徴をつかみ、その時期の保育で大事に

すべきことを理解していること。「0 歳児」の発達的特徴については丁寧に記述しているに

もかかわらず、年齢が上がるにつれて大雑把になる傾向があるので注意すること。|乳児保育

における保育計画・指導計画の必要性と、その内容で欠かすことのできない重点課題を理解

していること。 



授業コード W5580 （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１ ） 

授業科目 保育実習指導１ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 
シラバスグルー

プ 
T0W031 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新 保育士養成講座 9 巻 

保育専門職と保育実践 

『 新 保育士養成講座』

総括編纂委員会 編 
全国社会福祉協議会  

    

 
 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力と

保育実践に応用する力とを養うものである。|さらに、保育実習は保育士を目指す学生が自分

を見つめる機会であり、これからの課題を発見する重要な機会ともなる。|保育実習を通し

て、子ども理解・保育所および施設や保育士の仕事に対する理解及び自己に対する理解を深

めてほしい。 
 

■学習の要点 

1.保育実習の意義を理解する|2.保育実習に臨む態度を理解する|3.保育実習における守秘義務

を理解する|4.保育実習記録作成の意義を理解する|5.保育実習における実習テーマと課題に

ついて考える|| 
 

■学習の到達目標 学習の要点に記載している事項と同様。 

 

■成績評価の基準 
①設題を踏まえてリポートを作成しているか 50％|②自分の考えをまとめているか 40％|

③誤字脱字などはないか 10％ 



授業コード W5601 （認定科目名：医学概論） 

授業科目 医学概論 単位 2 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人体の構造と機能及び疾病

（新・社会福祉士養成講座

〔第３版〕；１） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 
福祉の分野で高齢者あるいは障害児者などに関わる場合、医学への全般的で基本的な知識が

求められます。そうした医学に関わる知識を身につけるのをここでの課題とします。 

 

■学習の要点 

テキスト全体に目を通してください。その中でも、特にご自身の進みたい領域、高齢者や障

害者などの分野の知識は、さらに他の文献にもあたって、知識の幅を身につけて行ってもら

えればと思います。 
 

■学習の到達目標 
医学全般の基本的な知識が身につくこと|成績評価は、リポート記述のオリジナリティーを重

視します。 

 

■成績評価の基準 

問題をしっかり掘り下げて論じているかを重視します。オリジナルな解答であっても、医学

的な過ちによる解答は看過できませんので、ご注意ください。また、明らかにテキストやネ

ットからの情報の切り取りを行っているのに、答案内でその点を断らずコピペしていると判

断せざるをえない場合は、合格点を与えることはできません。 



授業コード W5603 （認定科目名：社会福祉調査） 

授業科目 社会福祉調査 単位 2 

担当者 長光 太志 
シラバスグルー

プ 
T0W089 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会調査の基礎（新・社会福

祉士養成講座〔第 3 版〕；５） 

社会福祉士養成講座編集委

員会編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

昨今、社会福祉の分野でも注目されている社会調査に関して、基礎的な素養を身に付けるこ

とを目的とした科目である。そのために、まずは社会福祉と社会調査との関わりを学習する。

その上で、社会調査の意義や目的を理解し、社会調査を取り巻く現状についても考える。そ

の際、社会調査の歴史についても、 低限の知識を獲得する。| 次に、実際の社会調査を、

量的調査と質的調査に弁別し、それぞれの方法の概略を学ぶ。| 量的調査の項目では、「全

数調査／標本調査」あるいは「横断調査／縦断調査」といった量的調査の種類や特徴を学習

する。その上で、調査票の作成方法や留意点などへの理解を深め、配布や回収といった調査

の実際についても学ぶ。加えて、初歩的なデータ解析についても言及する。| 質的調査の項

目では、この調査の特徴や目的を踏まえた上で、調査設計や対象者の選定について学ぶ。そ

の後、インタビューや参与観察、あるいはアクションリサーチといった手法についても概観

し、質的データの分析についての知識も身に付ける。| 後に、社会調査における倫理や個

人情報保護というトピックに触れ、社会調査を実施する上での姿勢を涵養し、学習を終了す

る。| 
 

■学習の要点 

本カリキュラムの要点を、以下に列挙する。|（1）社会福祉と社会調査との関わりを理解す

る。|（2）社会調査の意義や目的を理解し、社会調査を取り巻く現状について考える。|（3）

量的調査の種類や特徴を理解し、調査票の作成技術や調査の実際に対する理解を深め、様々

なデータ解析法を概観する。|（4）質的調査の特徴を把握し、調査設計や対象者の選定の方

法を学習する。その上で、インタビュー、参与観察、およびアクションリサーチといった手

法を理解し、質的データの分析法を把握する。|（5）社会調査を行う上で求められる倫理に

ついて学び、個人情報保護や情報管理の重要性を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、学習の要点とほぼ重なるであろう。重要なことは、以下の 5 点である。

（1）社会福祉と社会調査との関わりを理解する。（2）社会調査の意義や目的を理解し、社

会調査を取り巻く現状について考える。（3）量的調査の種類や特徴を理解し、調査票の作成

技術や調査の実際に対する理解を深め、様々なデータ解析法を概観する。（4）質的調査の特

徴を把握し、調査設計や対象者の選定の方法を学習する。その上で、インタビュー、参与観

察、およびアクションリサーチといった手法を理解する。（5）社会調査を行う上で求められ

る倫理について学び、個人情報保護や情報管理の重要性を理解する。| さらに成績評価の基

準をあげるなら、まずはテキストの正確な理解を 1 つの基準としたい。答案作成時にも、そ

のことに留意されると良いだろう。問題は、抽象的なものから具体的なものまで用意したが、

特に具体的な問題ほどテキストの正確な反映が必要となる。もちろん、指定したテキスト以

外の書籍で学習し、より深い内容を記述した者に関しては相応の加点もありうる。逆に、重



要と思われる用語や、テキストの趣旨を取り違えている場合は、減点の対象となるだろう。

| 

 

■成績評価の基準 
テキストを十分に理解し、社会調査に関する基本的な知識が明確に説明できているかどうか

を評価の基準としている。 



授業コード W5610 （認定科目名：福祉経営論） 

授業科目 福祉経営論 単位 2 

担当者 村田 麻起子 
シラバスグルー

プ 
T0W078 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉サービスの組織と経営 

第 5 版（新・社会福祉士養

成講座 11） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉法の改称・改正、介護保険法及び障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の制

定・施行、成年後見法の創設など、１９９０年代から推進されてきた社会福祉基礎構造改革

に伴い、事業体やサービス提供方法が多様化し、従来の社会福祉サービスのあり方や福祉サ

ービスの提供が、それまでの行政による措置から利用者と事業者との利用契約に基づき選択

することが可能となりました。| それに伴い、本人中心「尊厳の保持」「自立支援」「自己決

定」といった理念が掲げられ、サービスは個別化しています。同時に福祉サービスの提供事

業者、とりわけわが国の社会福祉事業を担ってきた社会福祉法人の在り方は「運営」から「経

営」へ移行してきました。| さらに、社会福祉士及び介護福祉士法の改正に伴い、資格の定

義、義務規定、資格取得方法などの見直しが行われ、サービスを提供する福祉専門職の教育

と人材育成の検討も本格化しており、福祉経営においても重要な課題の一つとなっていま

す。| 以上の状況を踏まえ、本科目では、福祉サービスに係る組織や団体の役割の理解を深

めます。また、福祉サービスの提供主体や組織経営に関する基礎理論について学ぶとともに、

その実際について、現状を把握し、課題や可能性を考察します。| 
 

■学習の要点 

１．福祉サービスにおける組織と経営?福祉サービスを取巻く社会と福祉経営の目的と意義| 

市場、準市場、社会市場について|２．福祉サービスにかかわる組織や団体?法人とは、社会

福祉法人、営利法人、非営利法人|３．福祉サービスの組織と経営の基礎理論?経営戦略、組

織構造、集団とリーダーシップ|４．福祉サービスの管理運営方法①?サービスの管理、評価、

苦情処理・解決|５．福祉サービスの管理運営方法②?人事・労務管理、人材育成|６．福祉サ

ービスの管理運営方法③?会計・財務管理|７．福祉サービスの管理運営方法④?情報管理| 
 

■学習の到達目標 

福祉サービスの提供主体の組織や経営に係る基礎理論と実際について理解することが到達

目標。|・福祉サービス提供を経営の視点でとらえること。|・福祉経営と一般ビジネスモデ

ル、福祉サービスと一般商業サービスの違いを理解する。|・行政と社会福祉法人により提供

されてきた社会福祉制度の変遷を知り「運営から経営」への転換と意| 義を理解する。|・事

業体の活動目標としての理念、ビジョン、その実現に向けた具体的方法（戦略）を開発する

意義を| 理解する。|・福祉サービスを経営するための、理論、事業計画、サービス管理の方

法について理解する。|・経営の対象としての、サービス、リスク、人事・労務、人材育成、

財務、情報の管理（マネジメント）につ| いて理解する。 
 

■成績評価の基準 

①文章が論理的に記述されて、内容が展開しており、本質をとらえて考察しているかを評価

する。|②内容と、問題意識、結論部分が明確で、関連性があり、具体的で説得力があるかを

評価する。|③テキストや参考文献を用いる際は、必ず引用もとを明記していることを確認す



る。|④問題の内容を把握し、わかりやすく、読み手を意識した文章で記述しているかを評価

する。|⑤８００～９００字の記述であるかを評価する。８００字以下あるいは９００字以上

は内容にかかわらず、不合格となる。 



授業コード W5614 （認定科目名：介護概論/介護の基本） 

授業科目 介護の基本 単位 2 

担当者 小田 史 
シラバスグルー

プ 
T0W064 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高齢者に対する支援と介護

保険制度 第 6 版（新・社

会福祉士養成講座 13） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、介護福祉の理解を通して、福祉専門職としての基本的な考え方や姿勢につい

て学ぶことを目的とする。| 具体的には、介護の概念や対象についての理解、高齢者を支援

する専門職の役割、自立支援にむけた介護過程の展開の理解などについて学習する。また認

知症ケア、終末期ケアなど、より専門的な知識や技術・倫理が求められるケアのあり方につ

いても学習する。| 
 

■学習の要点 

1.隣接領域である「介護」の専門性について学習をし、その上で社会福祉士が「介護」の理

解を必要とする理由について考える。|2.介護の概念と範囲について理解する。まず概念の法

制度の中での変遷と位置づけや介護の定義、介護の働き（機能）と実践構造などから考察す

る。|3.介護の専門性を支える理念と価値については、介護の目的や実践手段としての原則や

専門職倫理から考察する。|4.介護実践の対象は高齢者と障害児・者と介護者（家族）である。

ここでは利用者を要介護高齢者に限定した上で全人的理解の視点やＩＣＦの視点に基づく

利用者理解を学習する。|5.介護過程では、要介護者本人の全体像を捉え、ニーズを導き出す

ことが重要である。ICF（国際生活機能分類)を用いたアセスメント、的確にニーズをつかみ

本人を主体とした介護過程の展開技法について理解する。|6.介護の原則である自立（自律）

支援とは何かについて考え、自立（自律）に向けた介護の根拠となる理論及び具体的方法に

ついて学習する。|7.認知症ケアでは、まず認知症の原因疾患に関する医学的な知識をベース

に認知症の人が生活で感じる不自由さを理解し、尊厳と自立（自律）を意識したケアを実現

する技法について理解する。|8.終末期ケアでは、高齢者の終末期の特徴、終末期ケアの基本

的考え方について理解し、当事者のＱＯＬを尊重した終末期ケアの具体的展開とは何かを検

討する。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標：「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価を行う。| 

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：出題の要点を正しく理解し、理論的に述べられていること（60 点）。論述

の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|留意点：|（1）箇条書きではなく、論理

的に記述されていること。|（2）リポート設題での学びが活かされていること。|設題に対し、

関心を持つとともに、テキスト及び参考文献で学んだ内容を筋道を立てなら整理し、記述す

ることができている。ソーシャルワーカーに求められる課題の解決を目指し、客観的な事実

をもとに判断し、工夫し、表現することができている。| 



授業コード W5619 （認定科目名：権利擁護と成年後見制度論） 

授業科目 権利擁護と成年後見制度論 単位 2 

担当者 嶋田 佳広 
シラバスグルー

プ 
T0W036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

権利擁護と成年後見制度

（新・社会福祉士養成講座

〔第 4 版〕；19） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

2000 年の介護保険制度導入以降、社会福祉を必要とする人に対し、自らの意思に基づいて

サービスを選択する利用契約制度が次々と採用されています。しかし、認知症高齢者や知的

障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な者にあっては、利用契約制度は福祉サービス

の利用を妨げ、結果として も必要な者からサービスを遠ざけてしまう欠点があります。こ

の問題を解決すべく、成年後見制度や日常生活自立支援事業といった権利擁護制度が必要と

なりました。| 本科目は、成年後見制度と日常生活自立支援事業という利用者の権利擁護を

実際に行う制度の概要とその実践を中心に据えています。そして、利用者の権利擁護という

観点から、援助者が理解しておくべき憲法に由来する基本的人権、民法に由来する民事的な

権利義務関係、そして行政組織のあり方や行政手続き、行政不服審査や行政訴訟を取り扱う

行政法という法律学の基礎的な理解を深める科目です。法律学の基礎的理解と成年後見制度

や日常生活自立支援事業の制度論を相互に有機的に理解することが必要になります。そし

て、実践の場面において、利用者の「権利」といった場合にどのレベルの権利なのかを判断

でき、利用者の権利擁護活動を行うための視点をもち、その視点に基づいた実践を行うこと

ができることが到達点となります。 
 

■学習の要点 

テキストは大きく分けて「相談援助活動と法」（第 1 章）と、それ以下の権利擁護諸制度の

理解の大きく 2 部構成になっています。できれば 初から通読することをおすすめします

が、第 1 章が取り組みにくいと感じたら、取り組みやすい第 2 章以降から通読を始め、第 1

章に戻るなど、各自の学習の進度に合わせて取り組みやすい方法を工夫してください。| 成

年後見制度の理解を助けるのに、「憲法の理解」の基本的人権（特に生存権、朝日訴訟と堀木

訴訟の 高裁判例は、テキストだけでなく判決文を「憲法判例百選２」（有斐閣）やインター

ネットサイト等で入手し読んでおくこと）、「民法の理解」の総則、代理、契約、契約責任と

不法行為に基づく損害賠償責任、親族法、「行政法の理解」の行政行為、行政事件訴訟、行政

不服申立制度は特に重要です。これらは繰り返し読み概念を整理することが必要です。第 2

章以降は、法定後見制度と任意後見制度（違いを意識して）、成年後見制度利用支援事業、日

常生活自立支援事業等の制度の理解（実施機関、対象者、援助者、援助内容等）を十分に行

ってください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②冒頭で解答の方針を数行

で書いてから論述すること。箇条書きを避け、文章で論理を示すこと。 
 



■成績評価の基準 文章力および論理構成を評価基準とする。 



授業コード W5681 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード W8101 （認定科目名：老人福祉論１/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論１ 単位 2 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

わが国では、2025 年に団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者に到達する。また、今後さらな

る高齢化が進み、医療・介護・福祉に関するニーズが高まると予測される。| そこで、本科

目では老人福祉に関する基本的理解を深め、高齢社会における明るい長寿社会の実現に向け

て、私たちが直面している諸問題について学ぶ。さらに誰もが豊かな老後を送るための制度・

政策について学ぶ。 
 

■学習の要点 

（１）高齢社会の進展と高齢者の生活|   わが国における人口高齢化の特徴とその要因、

そして今後の課題について理解する。|（２）深刻化する要介護高齢者の介護|   要介護高

齢者の増加とその要因について理解する。そして、要介護高齢者を介護する家族介護の現状

について理解する。|（３）高齢者の介護と福祉に関する政策のあゆみ|   高齢者に関する

介護と福祉の政策は、どのような変遷を経てきたのかを理解する。|（４）高齢者ケアサービ

ス|   特別養護老人ホームにおける介護のあゆみ、そして新たな高齢者介護の取り組みに

ついて理解する。|（５）認知症の基本的理解|   認知症の定義・原因疾患、認知症高齢者

の障害特性について理解する。また、認知症ケアについても理解する。|（６）高齢者福祉に

関する法律|   老人福祉法・介護保険法・高齢者虐待防止法の概要について理解する。|

（７）介護保険サービス|   介護保険制度下にある居宅サービス・施設サービスについて

理解する。|（８）高齢者の人権を守る法制度|   高齢者の権利擁護制度である成年後見制

度・福祉サービス利用援助事業について理解する。 
 

■学習の到達目標 

（１）科目 終試験はテキストに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記

述すればよい。|（２）「学習の要点」を参照して、テキスト全体の学習をしてください。|（３）

出題の要点を正しく理解し述べられているかによって成績評価をする。| 
 

■成績評価の基準 
福祉関連法・制度および、政策動向などを把握しながら述べているか。また、テキストを中

心としながらキーワードなどを押さえ、理解できているかなど、総合的に判断する。 



授業コード W8102 
（認定科目名：児童福祉論/児童福祉論１/子ども家庭福

祉） 

授業科目 児童福祉論１ 単位 2 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 よくわかる子ども家

庭福祉 
吉田幸恵・山縣文治編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識を学ぶとともに、支援の実際と課

題について理解を深める。子どもの生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子ども

の育つ環境（家庭・学校・地域社会等）との関わりを視野に入れて学ぶ。子どもとその家庭

を支援するための基本的な視点、子どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児

童福祉の歴史的な展開と、現代社会における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代

における子どもとその養育者への支援について考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉における基本的視点| 関連法

規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関する

基本的視角を得る。|２．現代社会における子どもを取り巻く状況・背景と子ども家庭の生活

課題、ニーズ| 児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会について理解を深め、子ども家庭

のおかれている状況、生活上のニーズを理解する。|３．児童福祉に関する法制度と実施体制

| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解する。児童福祉に関する施設・機

関の内容、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童福祉の担い

手| 児童福祉に関わる専門職の特性と職業倫理について学ぶ。|５．子どもの支援の実際と

課題| 家庭及び地域社会で生活する子どもへの支援の実際について理解し、連携の意義と方

法を学ぶ。支援のあり方、課題についても検討する。|６．現代社会における子どもの生活困

難、生活課題と支援の実際| 子どもの貧困、子どもへの虐待等々、子どもの権利擁護の観点

から、子どもが育ち、子どもを育てる営みを支える児童福祉の事業や取組みの実際と課題に

ついて考察する。 
 

■学習の到達目標 

児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識と支援のあり方について説明できる。子どもの

生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子どもの育つ環境（家庭・学校・地域社会

等）との関わりにおいて考察できる。子どもとその家庭を支援するための基本的な視点、子

どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児童福祉の歴史的な展開と、現代社会

における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代における子どもとその養育者への支

援について自身の考えを述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W8103 （認定科目名：障害者福祉論１/障害者福祉論） 

授業科目 障害者福祉論１ 単位 2 

担当者 鈴木 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を把握し、障害

者問題に関する構造的理解を深める。また、障害者問題の解決の指針を示す障害者福祉理念

について学習する。さらに、障害者の活動や参加の制約を克服するための実践的な方策を明

らかにするためにも、「障害」概念の構造的な把握についての理解を深める。以上の基礎知

識を習得したうえで、現在の障害者制度である障害者自立支援法（総合支援法）についての

現状と課題を把握する。加えて、人間発達のためには「生活の 3 拠点」を分離して確立する

必要性を理解する。また、障害者やその家族の権利保障を目指して展開されてきた社会福祉

実践についても考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題をどのようにと

らえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）との関連で把

握し、障害者問題の現れを労働と生活を中心に学習する。|（２）障害者福祉の基本的な理念

であるノーマライゼーション、リハビリテーションについて学習する。また、障害者の人権

確立に向けた国際的な動向について、国連の提唱による「国際障害者年」とそれ以降の動き、

（?「障害者権利条約」）について学習する。|（３）わが国における障害者福祉の歴史を概観

し、特に戦後の各時期の特質について、対象?政策?運動の側面から理解する。|（４）障害と

は何か、WHO の「国際生活機能分類」（ICF）によって理解し、障害の構造的把握の意義と課

題について理解する。|（５）障害者自立支援法（総合支援法）の内容と課題を、障害者本人

とその家族、福祉労働者との関連において理解する。|（６）人間発達の条件としての「生活

の 3 拠点」を確立する意味を理解する。|（７）現在展開されている障害者福祉実践につい

て、テキストに紹介されている事例も参考に現状と課題を理解する。| 
 

■学習の到達目標 
テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。 

 

■成績評価の基準 
設問についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。  



授業コード W8104 （認定科目名：地域福祉論１） 

授業科目 地域福祉論１ 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉領域における地方分権化の進行に伴い、地域福祉のあり方が問われるようになって

きている。ここ数年の動向の中では、新しい多様な活動・実践内容や方法が見受けられるよ

うになり、あらためて地域福祉とは何かが問われているといえるであろう。とりわけ、1990

年の社会福祉関係八法改正から 2000 年の社会福祉事業法改正までの政策動向は、地域福祉

のあり方に大きな影響を与えている。本科目においては、こうした歴史的・政策的・実践的

背景を把握した上で、その実践面の基盤となる基本的理念・概念、視角を学ぶことを重視し

ながら、これからの地域福祉の展開方法を考える力を養うことを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の基礎的概念・理念の変遷とその内容について理解する。地域福祉における基

礎的理論の動向を、その背景となる時代状況とともに理解する。|２．コミュニティとは何か

について基本的概念を理解する。また、コミュニティ崩壊の進む中での地域福祉の役割につ

いて理解する。|３．地域福祉の対象把握の視角を理解する。また、社会福祉における地方分

権化の動向を踏まえた上で地域福祉計画のあり方について理解する。|４．地域福祉における

政策、制度、施設、在宅、環境、マンパワー、住民参加等の実体について、基礎的概念を理

解するとともに、具体的な地域福祉実践に引き付けて理解する。|５．地域福祉実践における

社会福祉協議会の機能とその役割について理解する。社会福祉協議会の変遷過程とともに、

これからの地域福祉実践における役割について理解する。|６．地域福祉政策・地域福祉事業

における地方自治体の役割と住民の関連性について理解する。近年の社会福祉を取り巻く状

況の変化と地方自治体のあり方、地域住民の動向について理解する。 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード W8151 （認定科目名：社会福祉原論） 

授業科目 社会福祉原論 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉原論 岡崎祐司編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、社会科学的視点から社会福祉の対象、目的、主体、社会的機能、分野などを理

解することに重点をおいています。社会福祉を歴史的産物としてとらえ、社会との関わりで

社会福祉の本質をとらえるということです。人権や発達が保障される社会をめざす人類の歩

みのなかで、社会福祉の政策・制度はどうあるべきか、社会福祉実践者はどのような働きや

役割を期待されているのかを考えることが大きなねらいです。そのため、テキストでは資本

主義論、国家論、社会問題論を重視しています。それをふまえて社会福祉の対象、主体、目

的などの基礎理論と社会福祉の歴史的歩みをつかんでいきます。さらに社会福祉システムの

トータルな理解と、社会福祉改革の論点を、その基礎・背景にある現代社会の矛盾と関わら

せて学びます。いわゆる制度・実践の解説本ではなく社会科学的方法論にもとづく社会福祉

理論を展開しているので、理解のためには繰り返し読む必要があるでしょう。社会福祉の

新動向解説のためのテキストではないので、それについては雑誌、インターネット等で各自

フォローをこころがけておいていただきたい。あくまで原理論科目として社会福祉の基礎理

論を深めます。  
 

■学習の要点 

１）福祉の対象である生活問題を社会問題論の観点から考える。資本主義の矛盾と社会問題

の生成、社会問題と個人、社会問題と関わらせた社会福祉の対象設定などについて。|（２）

国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的な理念について考える。人権の思想とその歴史的

意義、人権保障と社会福祉の目的、社会福祉の権利性、発達保障について。|（３）社会福祉

サービスの供給原則のうち、「権利性」と「普遍性」について理解する。また、それらと社会

福祉の公的責任のあり方を関わらせて考察する。|（４）社会福祉サービスの供給原則のうち、

「総合性」と「地域性」について理解する。また、それらと社会福祉の公的責任のあり方を

関わらせて考察する。 
 

■学習の到達目標 

１．学習の到達目標|（１）基本的なこととして、社会との関わり、社会問題との関わりで社

会福祉の基礎をつかめるようになること。|（２）国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的

な理念について、理解すること。とくに、人権保障との関わりからとらえるようになること。

|（３）生活問題を地域、家族、生活様式の変化の視点からとらえるようになること。|（４）

社会福祉の政策主体とはなにか、その役割と責任はどのようなものか、どのような社会的勢

力に影響されているのかについて理解できるようになること。|（５）「権利性」、「普遍性」、

「総合性」、「地域性」という社会福祉の供給原則と社会福祉の公的責任の重要性を理解でき

るようになること。 
 

■成績評価の基準 

学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できていること。|試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成すること。解答は問題に対する的確な答

えで作成すること。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無関係な



事柄について記載することは減点の対象となります。|情緒的ではなく、論理的に展開できて

いること、引用註の付け方等の作文上のルールが守られていること、自己の見解が述べられ

ていることが必要です。 



授業コード W8152 （認定科目名：老人福祉論１/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論 単位 2 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

わが国では、2025 年に団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者に到達する。また、今後さらな

る高齢化が進み、医療・介護・福祉に関するニーズが高まると予測される。| そこで、本科

目では老人福祉に関する基本的理解を深め、高齢社会における明るい長寿社会の実現に向け

て、私たちが直面している諸問題について学ぶ。さらに誰もが豊かな老後を送るための制度・

政策について学ぶ。 
 

■学習の要点 

（１）高齢社会の進展と高齢者の生活|   わが国における人口高齢化の特徴とその要因、

そして今後の課題について理解する。|（２）深刻化する要介護高齢者の介護|   要介護高

齢者の増加とその要因について理解する。そして、要介護高齢者を介護する家族介護の現状

について理解する。|（３）高齢者の介護と福祉に関する政策のあゆみ|   高齢者に関する

介護と福祉の政策は、どのような変遷を経てきたのかを理解する。|（４）高齢者ケアサービ

ス|   特別養護老人ホームにおける介護のあゆみ、そして新たな高齢者介護の取り組みに

ついて理解する。|（５）認知症の基本的理解|   認知症の定義・原因疾患、認知症高齢者

の障害特性について理解する。また、認知症ケアについても理解する。|（６）高齢者福祉に

関する法律|   老人福祉法・介護保険法・高齢者虐待防止法の概要について理解する。|

（７）介護保険サービス|   介護保険制度下にある居宅サービス・施設サービスについて

理解する。|（８）高齢者の人権を守る法制度|   高齢者の権利擁護制度である成年後見制

度・福祉サービス利用援助事業について理解する。 
 

■学習の到達目標 

（１）科目 終試験はテキストに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記

述すればよい。|（２）「学習の要点」を参照して、テキスト全体の学習をしてください。|（３）

出題の要点を正しく理解し述べられているかによって成績評価をする。| 
 

■成績評価の基準 
福祉関連法・制度および、政策動向などを把握しながら述べているか。また、テキストを中

心としながらキーワードなどを押さえ、理解できているかなど、総合的に判断する。 



授業コード W8153 
（認定科目名：児童福祉論/児童福祉論１/子ども家庭福

祉） 

授業科目 児童福祉論 単位 2 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 よくわかる子ども家

庭福祉 
吉田幸恵・山縣文治編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識を学ぶとともに、支援の実際と課

題について理解を深める。子どもの生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子ども

の育つ環境（家庭・学校・地域社会等）との関わりを視野に入れて学ぶ。子どもとその家庭

を支援するための基本的な視点、子どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児

童福祉の歴史的な展開と、現代社会における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代

における子どもとその養育者への支援について考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉における基本的視点| 関連法

規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関する

基本的視角を得る。|２．現代社会における子どもを取り巻く状況・背景と子ども家庭の生活

課題、ニーズ| 児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会について理解を深め、子ども家庭

のおかれている状況、生活上のニーズを理解する。|３．児童福祉に関する法制度と実施体制

| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解する。児童福祉に関する施設・機

関の内容、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童福祉の担い

手| 児童福祉に関わる専門職の特性と職業倫理について学ぶ。|５．子どもの支援の実際と

課題| 家庭及び地域社会で生活する子どもへの支援の実際について理解し、連携の意義と方

法を学ぶ。支援のあり方、課題についても検討する。|６．現代社会における子どもの生活困

難、生活課題と支援の実際| 子どもの貧困、子どもへの虐待等々、子どもの権利擁護の観点

から、子どもが育ち、子どもを育てる営みを支える児童福祉の事業や取組みの実際と課題に

ついて考察する。 
 

■学習の到達目標 

児童福祉(子ども家庭福祉）に関する基礎知識と支援のあり方について説明できる。子どもの

生活と成長・発達を支援する児童福祉について、子どもの育つ環境（家庭・学校・地域社会

等）との関わりにおいて考察できる。子どもとその家庭を支援するための基本的な視点、子

どもの権利擁護に関する基本的な視座を身につける。児童福祉の歴史的な展開と、現代社会

における児童福祉の法制度・施策の動向をふまえ、現代における子どもとその養育者への支

援について自身の考えを述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W8154 （認定科目名：障害者福祉論１/障害者福祉論） 

授業科目 障害者福祉論 単位 2 

担当者 鈴木 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を把握し、障害

者問題に関する構造的理解を深める。また、障害者問題の解決の指針を示す障害者福祉理念

について学習する。さらに、障害者の活動や参加の制約を克服するための実践的な方策を明

らかにするためにも、「障害」概念の構造的な把握についての理解を深める。以上の基礎知

識を習得したうえで、現在の障害者制度である障害者自立支援法（総合支援法）についての

現状と課題を把握する。加えて、人間発達のためには「生活の 3 拠点」を分離して確立する

必要性を理解する。また、障害者やその家族の権利保障を目指して展開されてきた社会福祉

実践についても考察を深める。 
 

■学習の要点 

テキスト等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題をどのようにと

らえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）との関連で把

握し、障害者問題の現れを労働と生活を中心に学習する。|（２）障害者福祉の基本的な理念

であるノーマライゼーション、リハビリテーションについて学習する。また、障害者の人権

確立に向けた国際的な動向について、国連の提唱による「国際障害者年」とそれ以降の動き、

（?「障害者権利条約」）について学習する。|（３）わが国における障害者福祉の歴史を概観

し、特に戦後の各時期の特質について、対象?政策?運動の側面から理解する。|（４）障害と

は何か、WHO の「国際生活機能分類」（ICF）によって理解し、障害の構造的把握の意義と課

題について理解する。|（５）障害者自立支援法（総合支援法）の内容と課題を、障害者本人

とその家族、福祉労働者との関連において理解する。|（６）人間発達の条件としての「生活

の 3 拠点」を確立する意味を理解する。|（７）現在展開されている障害者福祉実践につい

て、テキストに紹介されている事例も参考に現状と課題を理解する。| 
 

■学習の到達目標 
テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。 

 

■成績評価の基準 
設問についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。  



授業コード W8155 （認定科目名：地域福祉論１） 

授業科目 地域福祉論１ 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉領域における地方分権化の進行に伴い、地域福祉のあり方が問われるようになって

きている。ここ数年の動向の中では、新しい多様な活動・実践内容や方法が見受けられるよ

うになり、あらためて地域福祉とは何かが問われているといえるであろう。とりわけ、1990

年の社会福祉関係八法改正から 2000 年の社会福祉事業法改正までの政策動向は、地域福祉

のあり方に大きな影響を与えている。本科目においては、こうした歴史的・政策的・実践的

背景を把握した上で、その実践面の基盤となる基本的理念・概念、視角を学ぶことを重視し

ながら、これからの地域福祉の展開方法を考える力を養うことを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の基礎的概念・理念の変遷とその内容について理解する。地域福祉における基

礎的理論の動向を、その背景となる時代状況とともに理解する。|２．コミュニティとは何か

について基本的概念を理解する。また、コミュニティ崩壊の進む中での地域福祉の役割につ

いて理解する。|３．地域福祉の対象把握の視角を理解する。また、社会福祉における地方分

権化の動向を踏まえた上で地域福祉計画のあり方について理解する。|４．地域福祉における

政策、制度、施設、在宅、環境、マンパワー、住民参加等の実体について、基礎的概念を理

解するとともに、具体的な地域福祉実践に引き付けて理解する。|５．地域福祉実践における

社会福祉協議会の機能とその役割について理解する。社会福祉協議会の変遷過程とともに、

これからの地域福祉実践における役割について理解する。|６．地域福祉政策・地域福祉事業

における地方自治体の役割と住民の関連性について理解する。近年の社会福祉を取り巻く状

況の変化と地方自治体のあり方、地域住民の動向について理解する。 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード WB020 （認定科目名：社会福祉学研究基礎Ⅱ） 

授業科目 社会福祉学研究基礎Ⅱ 単位 2 

担当者 朴 光駿・田中 智子・加美 嘉史 
シラバスグルー

プ 
T0WB05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

実践としての・科学として

の社会福祉 現代比較社会

福祉論 

訓覇法子ほか著 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉は実践としての把握と科学としての把握の両方が可能であり、またその発展には両

者の交換関係が必要不可欠である。本科目では、主体的に研究を進めていくための基本的視

座の獲得と、さまざまな社会問題や福祉ニーズを客観的に把握するための研究問題の設定、

方法などを学習する。| 社会福祉を研究するためには、社会福祉を社会科学という学問体系

の中に位置づけるということはどのような意義があることなのか、またそのことは多様な現

実に寄り添う実践とどのような関係にあるのかということを理解することが、重要となる。

さらに、自らの研究対象となる事象はいかなる社会的連関のなかで生じているのか、他（歴

史的、海外等）との比較においていかなる相対的特徴を持つのかということについての理解

も重要である。| 以上のことを踏まえ、自ら感心を寄せる事象について、観察可能な形で把

握をし、それを先人たちによって生成された理論体系の中に位置づけるという作業を行なう

ための基本的視座と方法を学習する。 
 

■学習の要点 

①社会福祉を社会科学という学問としてとらえることの意義について理解する|②理論と実

践の交換関係と研究の役割・姿勢について理解する|③自らが関心寄せる事象がいかなる社会

的連関の中で生じ、いかなる特徴を持つ事象であるのかを理解すること|④比較の意義・視点

について理解すること|⑤自らが関心を寄せる対象について、これまでの先行研究で明らかに

なっていること、残されている課題について丁寧にサーヴェイすること 
 

■学習の到達目標 
自らの研究者としての姿勢の確立と、研究を主体的に進めるための方法論についての習得を

目指します。|科目 終試験についても、「リポート評価の基準」と同様の基準を採用します。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容を十分理解できているか。そのうえで、自らの問題関心に引きつけた考察が

できているか。 



授業コード WB110 （認定科目名：社会福祉原理論研究） 

授業科目 社会福祉原理論研究 単位 2 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0WB09 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉原理論研究 藤松素子 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉とは何であるのか。何を対象に、どのように構成され、何によって推進されるもの

なのか。どのような構造の下で前進・後退するものなのか。社会福祉を成立させる基本法則、

普遍的価値、原理を学ぶ科目である。先達達は社会福祉をいかに理論的に整理し、どのよう

な議論を展開してきたのか。また、その概念・理論と実際の社会福祉展開にはいかなる関係

性がみられるのかを検討することが大きな課題となる。| とりわけ社会福祉は実践の学であ

る。単に理論的検討をするにとどまらず、具体的な個々の生活問題の出現とそれへの対応と

いった実践的な課題との関わりにおいて、実証的に検討することも求められてくる。常に実

際的な課題と照らし合わせながら理論を検証し、困難な現実を乗り越えるために理論に立ち

返るという姿勢をもちながら学習を進めることが不可欠である。| 
 

■学習の要点 

１．生活問題が出現する社会構造全体を総合的に理解すること。|２．社会福祉に関わってこ

れまで検討されてきた基本的概念・理念・理論について丁寧にサーヴェイをすること。|３．

社会福祉における対象論・主体論について理解すること。|４．社会福祉の政策・制度設計に

関わり議論されてきた論点について具体的に調べ、その背景にある価値・理念・理論につい

て批判的に検証すること。|５．「地域福祉の時代」とよばれる中で、提示されている各論点

について、地方自治、住民自治双方の観点から理論的に検討すること。 
 

■学習の到達目標 

現代日本における社会福祉理論の到達点をふまえて、 個々の問題意識にひきつけながら、 

社会福祉の現状について考察を深めることを目標とします。詳細は以下の通りです。 |１．

生活問題が出現する社会構造全体を総合的に理解できている。|２．社会福祉に関わってこれ

まで検討されてきた基本的概念・理念・理論について丁寧にサーヴェイできている。|３．社

会福祉における対象論・主体論について理解できている。|４．社会福祉の政策・制度設計に

関わり議論されてきた論点について具体的に調べ、その背景にある価値・理念・理論につい

て批判的に検証できている。|５．「地域福祉の時代」とよばれる中で、提示されている各論

点について、地方自治、住民自治双方の観点から理論的に検討できている。 
 

■成績評価の基準 

試験問題として何が要求されているのかをしっかり理解した上で、 実際の社会福祉の動向

について分析し、 個々の問題意識に基づいて議論を展開してください。 テキスト履修科目

の 終試験ですので、 テキストの内容が理解できていることが前提ではありますが、 修士

課程の学習ですので、 個々の問題意識が明確であること、 社会福祉の動向についてきちん

と分析できていることも評価基準となります。 質量共に過不足なく、 論理的に展開できて

いること、引用註の付け方等の 作文上のルールを守り、 正しい日本語で書かれていること

などに考慮して作成してください。 



授業コード WB120 （認定科目名：社会福祉方法論研究） 

授業科目 社会福祉方法論研究 単位 2 

担当者 山本 耕平 
シラバスグルー

プ 
T0WB04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉援助の臨床 共感する

他者として 
窪田暁子 誠信書房  

ソーシャルワークの復権 

新自由主義への挑戦と社会

正義の確立 

イアン・ファーガスン クリエイツかもがわ 9.78486E+12 

 
 

■授業の概要 

人間と動物の大きな違いの一つを，成長と発達の違い，順応（適応）と参加の違いに求める

ことができるのではなかろうか．樹木は成長するが人間は質的な変化を遂げながら発達す

る．その過程で，今ある自然に順応するのではなく自身が参加する社会を築き上げる．福祉

要求がある人を今日の自助・共助を強調する福祉観や福祉政策に反映された順応的方法を提

供するのがソーシャルワーカーの本来の姿ではない．そうした政策に対峙しつつ新たな実

践・運動や制度を築き上げるソーシャルワーカーが今求められている．クリティカル・ソー

シャルワークは，実践と政策策定における社会正義を高めることと，保守主義や新自由主義、

経営管理主義を信奉する支持者からの挑戦に対して、構造的な抑圧の分析や、協働アプロー

チによるアクションを優先する実践理論を備えることをミッションとする．この授業では，

クリティカル・ソーシャルワークを中心とする社会福祉方法論を深める研究のあり方を探

る． 
 

■学習の要点 

クリティカル・ソーシャルワークについての単一の概念というものは存在しない。ラディカ

ル、進歩的あるいは反抑圧的，解放的など多様な表現ができるのがクリティカル・ソーシャ

ルワークである．そもそも福祉の「対象者」は，差別され抑圧されてきた存在である．その

状況から彼や彼女たちが，自身の課題と対峙しつつ自身をいかに解き放つかをクリティカ

ル・ソーシャルワーカーたちは考えてきた．この授業では，クリティカル・ソーシャルワー

ク実践の理論がどのように追及されてきたのかを検討しつつ，それが，今日の社会のドミナ

ントなソーシャルワークとどう違うのかを考える．さらに，個々の問題に関し，クリティカ

ルな視座をもつとはどういうことであるのかをテキスト学習を通して学ぶ． 
 

■学習の到達目標 

それぞれの学習の要点に即してテキスト学習を進めるとともに、必要な関連、参考文献等に

積極的にあたること。問題はテキストに即して出題される。したがってテキスト学習におけ

る理解とともに設題の意図、要点が十分に踏まえられ、かつ自らの意見が理論的に述べられ

ていること。その際、わが国の、また国際的な社会福祉の動向が踏まえられていることが望

ましい。|こうした点が充たされておりかつ一定の文字数、回答における論述の展開などが評

価の対象となる。 
 

■成績評価の基準 

設題の明確な把握とともに、それを踏まえ、回答において学習の到達目標が十分に理解され

ていること。その際、特に歴史的な変遷とともに、国際的な比較とそれを前提としたわが国

の現状の把握や位置づけ、その根拠、その上での課題が明確であること。その際、わが国で

の社会福祉援助論の検討において必要となる幾つかの基本的な課題についても言及され、自



らの意見が述べられていること。 



授業コード WB130 （認定科目名：社会福祉政策論研究） 

授業科目 社会福祉政策論研究 単位 2 

担当者 岡﨑 祐司 
シラバスグルー

プ 
T0WB02 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

老後不安社会からの転換 

介護保険から高齢者ケア保

障へ 

岡崎祐司編・福祉国家構想

研究会編 
大月書店  

    

 
 

■授業の概要 

介護保険制度の本質的・批判的検討を通して、介護保障（ケアサービス保障）政策はどうあ

るべきかを考察する。単なる制度解説、制度説明の科目ではなく、大学院レベルの政策研究

の基礎を介護保険を通して養成するものである。介護保険制度が解説できれば、リポート、

試験が作成できるわけではない。政策研究としてレベルを解答には求める。人権としての社

会保障、社会保障制度とはななにか、福祉行財政の構造はどうなっているか、政策批判的視

点を求める学修である。 
 

■学習の要点 

以下の諸課題を、テキストにもとづいて学習する。|① 介護不安制度から「権利としてのケ

ア保障」への転換|（ 高齢者のケアを保障しえない介護保険――歴史と現在） | ② 

「介護保険一七年」の軌跡と現状|③高齢者のケアと地域保健――「社会的入院」の解消と本

人が望むケアの実現へ|④新たな段階を迎えた介護保険制度改革|⑤歪められる地域包括ケア

システムー１ 「我が事・丸ごと」をどうみるか――これは「地域共生社会」ではない|⑥歪

められる地域包括ケアシステムー２ 新しい総合事業の問題点――下流に押し流されるニ

ーズの行方|⑥介護保険財政の仕組みと現状|⑦介護における保険原理主義の破綻――低所

得、無貯蓄高齢者の急増|（権利としての高齢者ケア保障の確立へ）|⑧ 生活と自治と権利の

地域ケアシステムをつくる|⑨ 地域ケアシステムにおける医療・福祉・居住|⑪ ケアのナシ

ョナルミニマムの確立へ|⑫ 高齢者ケアの財政論――介護保障のために|⑬ 介護保障につ

なぐ制度改革|⑭ 福祉国家ビジョンと介護保障 
 

■学習の到達目標 

①到達目標?介護保険制度の問題点への構造的分析をとおして、あるべきケアサービス保障

政策への提起ができる。|②科目 終試験の評価基準?論理的な文章が書けていること、問題

が求める意味が咀嚼でき、それに応える内容を伴っていること 
 

■成績評価の基準 

①記述の論理性と適切な構成。|②社会科学的用語の正確な使用。|③政策論的分析にもとづ

く記述。|④問題に対する正確な理解と自らの問題意識にもとづく記述。|⑤テキスト、参考文

献・参考資料、参考 web 等の無断引用、無断借用、剽窃があればゼロ点とする。 



授業コード WB140 （認定科目名：社会福祉史研究） 

授業科目 社会福祉史研究 単位 2 

担当者 小池 桂 
シラバスグルー

プ 
T0WB06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉原論を考える 池田敬正 高菅出版  

    

 
 

■授業の概要 
社会福祉学における歴史研究の役割を理解し、特に現代社会に社会福祉が形成される意義と

日本の特質について把握する。 

 

■学習の要点 

１．福祉の歴史分析の要素である共同性、個人の自由、社会的連帯の変化について理解する。

|２．前近代から近代を経て現代社会に登場する社会福祉がそれら三要素（共同性、自由、社

会的連帯）の変化とどうかかわるのかを理解する。|３．日本の福祉の歩みがそれら三要素（共

同性、自由、社会的連帯）においてどのような特質を示しているかを理解する。 
 

■学習の到達目標 
1．福祉実践の歴史的展開を段階的に把握することができる。|2．社会福祉が現代に成立する

ことの意味を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 上記の二つの学習の到達目標の達成度に応じて成績を評価する。 



授業コード WB150 （認定科目名：比較福祉研究） 

授業科目 比較福祉研究 単位 2 

担当者 朴 光駿 
シラバスグルー

プ 
T0WB07 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際福祉論 朴光駿 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

社会政策の比較研究、つまり比較社会政策（Comparative Social Policy）の発展・特徴・研究

方法を学習すること|比較社会政策の対象として、東アジア国家の高齢者福祉政策を分析・理

解すること| 
 

■学習の要点 
社会福祉研究において、比較研究方法の長所を理解し、自ら比較研究をデザイン・実行する

能力を持たせること 

 

■学習の到達目標 受講生自らが比較的観点を持って、研究デザインができるようになること。 

 

■成績評価の基準 設題趣旨の理解度、テキストの学習、論理の一貫性、私見などを総合的に判断し、評価する。 



授業コード X0304 （認定科目名：地理学特講１） 

授業科目 地理学特講１ 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X038 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文化的景観 ―生活となり

わいの物語 
金田章裕・著 日本経済新聞出版社  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は歴史・文化・社会・経済・自然などの多様な事象（物資を含む）を、しかも過去か

ら現在に至るまでの事象を広く扱います。それぞれに個性をもつ事象はそれを対象とする学

問分野が成立していますが、それでも地理学が成り立っているのは他の学問分野にはない視

点、地理学的視点があるからです。| 人間をとりまく世界で生成消滅した（している）事象

はある意味で人間の存在とは無関係に存在していた（している）ものですが、その事象に対

して意味あるいは価値を与えて秩序づけ、全体を多種多様な事象が関係しあってつくりだす

場所（地域）のシステムとして理解し、そのシステムに自身を組み込んで内部から働きかけ

てきたのが人間です。| この授業では自身を含んでできあがった（できあがっている）地域

のシステムと人間の働きかけによる地域システムの変化が視覚的に表現される景観、とくに

平成 16（2004）年の文化財保護法の改正により新たに設定された「文化的景観」を通して、

地理学的視点の理解を図ります。||| 
 

■学習の要点 

① 景観の歴史文化的価値を地域に固有のシステムを映し出す景観という地理学の視

点から理解 | すること。|② 自然・社会・文化・歴史など様々な事象が相互に関係しあい

ながらかたちづくられた全体と| して景観をとらえること。|③ 文化的景観の維持

が危機的状況に陥っている理由や保護のための取り組みについて、地理学| 的視点から理解

を深めること。| 
 

■学習の到達目標 

① 文化的景観の意味を正確に説明できる。|② 文化的景観の現代的意義を

説明できる。|③ 文化的景観だけでなく、身近な地域の景観についてもシステムとして

説明できる。| 
 

■成績評価の基準 

① 学習の要点に対応する解答がどこまでできているかを、成績評価の基本的指標としま

す。| ② 学術的な用語の意味をきちんと理解しているか、学術的用語を適切に使用できて

いるかを|  学習の進度と理解をはかる判断材料の一つに加えます。| ③ 問題の主旨を

正確に理解していること。| ④ 学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。| ⑤ 

記述が論理的に構成されていること。| ⑥ テキストを要約するのではなく、自ら作成した

オリジナルの論述であること。| （これに該当しないと判断した場合は不合格とします）| 



授業コード X0307 （認定科目名：考古学特講１） 

授業科目 考古学特講１ 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学の中の考古学 門田誠一著 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

考古学の目的や資料と方法を把握し、その後、時代や事象に対する考古学的な知見と文献史

料・民俗資料・図像資料などとの相関によって歴史を構築し、叙述していく方法を修得して

いくことを目的としています。大学におけるやや専門的な内容の考古学の学習をめざしてい

ます。 
 

■学習の要点 

考古学資料を通じて、日本およびその他の地域の時代区分に親しみ、考古学資料によって論

じられた歴史について、文献史料と考古学資料の関係性と活用・物語・芸能と考古資料・近

世・近代の文献・文学と考古学などの観点から、テキストを読み、歴史研究における物質資

料と文字資料の具体的な活用方法の知悉を目指すことを目的としています。 
 

■学習の到達目標 
考古資料を通じて、日本およびその他の地域の文化に親しみ、考古学・歴史学の方法に習熟

していただくことを一義的な目的としています。 

 

■成績評価の基準 

考古資料や歴史史料は、地域や時代についての明瞭な記述がないと歴史資料とはなりませ

ん。 近、いつ・どこで・なにが・どうして・どのような意味があるのか、という基本的事

項が欠けている解答が多く、これは歴史叙述としては基本的要件を満たしていません。基本

事項の理解と記述に努めてください。 



授業コード X0310 （認定科目名：地図情報学１） 

授業科目 地図情報学１ 単位 2 

担当者 上野 裕 
シラバスグルー

プ 
T0X030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地図からの発想 中村和郎著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

私達の回りには多くの様々な地図がある。駅前の街案内の地図、山岳ガイドとなる地形図、

絵画とも似た想いで鑑賞する古地図、そしてカーナビに代表されるハイテクな動く地図等々

で、こうした地図を有効な情報として日常の中で活用している。地図の中には空間(地域)を

知る様々な情報が記載されている。地図は空間を表現する手段であり、空間表現のためのひ

とつの言語ともいえる。地理学では空間分析の手法として欠くことのできないものである

が、その有用性は他分野においても重視されている。| 地図は活用の目的によって多種多少

であるが、大きくは一般図と主題図に分けられる。一般図は特定の表現主題のない汎用図や

多目的使用を指向する多目的図といわれる。具体的には地形・集落・交通路からなる地図の

３要素を主体とする多目的使用を目指した地図である。国土地理院発行の地形図、地勢図、

地方図、学校用の地図帳で「基本図」とよばれている地図、都道府県地図、市街図などから

なる。他方、主題図は一般図をベースマップに何らかの主題(テーマ)を強調して表現したも

ので、気候図、人口分布図、交通図、都市分布図、城下絵図、そして近年作成されているハ

ザードマップや頭の中の地図(メンタルマップ)などがそれにあたる。| ここではこれらの地

図から空間(地域)を読み解き、また空間(地域)を表現する地図を作成し、空間(地域)のもつ重

層性や多様性に迫っていきたい。| 
 

■学習の要点 

１ 中学、高校で使用した地図帳を開き、ＴＶや新聞などで出てきた地名とその位置を地図

上で確認する習慣を身につけてほしい。 |２ 地図をよむ|  1) 地図を楽しむ：様々な事象

を空間的な視点から捉えることで、事象のもつ新たな発見そして理解を深めることに繋げた

い。|    2) 地図で伝える：地図には様々な種類、表現法があるが、目的に応じて使い分け

る力を養成したい。|    3) 地図で教え、考える：地図は地域現象の現状や変容を見いだす

格好の道具でもある。なぜここにこうした現象がみられるのか、あるいはそれが時代ととも

に消滅したのはなぜかなどに着目し、そこから地域のもつ歴史や地域性を考えたい。|３ 地

図をつくる|   「地図をよむ」の 1)?3)に対応して、それぞれ地域の特色あるいはテーマを設

定した場合に、適切な地図の作成ができるようにしたい。それは統計表の地図化、人々の描

く認知地図、都市分布図、住宅・工場・商店分布図など目的に応じたものでなければならな

い。| 
 

■学習の到達目標 

地図から情報を読みとりその有効性と活用法を学ぶことで、それに対応する解答がどこまで

できているかを成績評価の基本とする。地図の分かりやすさとオリジナリティも重要な評価

対象となる。| リポートの目的に即し論理的に一貫性をもった記述となるようにすること。

目的と無関係な記述内容は評価しない。| 
 



■成績評価の基準 
地図情報の基本的な理解と活用について、さらに各自の意見が論理的に述べられているか

が、成績評価の基準となる。 



授業コード X0509 （認定科目名：書誌学） 

授業科目 書誌学 単位 2 

担当者 仲 沙織 
シラバスグルー

プ 
T0M015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

江戸の板本 書誌学談義 中野三敏 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

（一）書誌学は個々の書物の特質・特性を見定めることに主眼をおいた学問である。そのた

めには、他の書物との類似・相違点を見つけ出し、特質を認知しなければならない。したが

って、実際に和本（板本）を手に取って調査することを推奨する。|（二）書物に共通してい

る部位・箇所があり、かつそれらに与えられた名称及び正確な知識とそれに基づいた調査手

法を修得しなければならない。|（三）書物の各部位・箇所についての名称や詳細な知識を身

につけ、様式（ジャンル）の異なる書物の調査についても、対応できるようにする。|（四）

書誌学は、書物を も重要な研究のメディアとする文学や史学研究の補助科学の一つである

が、その研究のためには、逆に文学・史学・美術史・工芸史等、さまざまな領域の知識が必

要であると認識すること。 
 

■学習の要点 

古典籍は、なおまだ古い民家や寺社、図書館など身近な所に所蔵されていながら、未調査の

まま眠っているものも数多くある。現在、『国書総目録』（岩波書店）や「日本古典籍総合目

録データベース」（国文学研究資料館ホームページ：http://base1.nijl.ac.jp）などによって知

られるものは約 70 万点といわれているが、その内 9 割以上は未だに活字に翻刻されていな

いと考えてよい。これらの身近にありながらまだ知られていない新資料、その反対に市中に

ありふれた江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習

得することが本科目のねらいである。書物とどう対峙し、取り扱い、調査し、その本独自の

特質を書誌記述するために知識と技術を身につけて欲しい。| テキストは簡潔で分かりやす

く、読めばすぐに理解できるはずであるが、上記の目的から是非とも和本（版本）と遭遇し

て、その本の独自の特色をどう認知することができるか、実践的な調査を行う機会ならびに

契機となるよう役立てて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

１．江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習得する

ことを目標とする。その学習の到達度に即して成績評価する。|２．箇条書き指定の問題につ

いては、各箇条毎に見出しを記すとともに、具体的な調査理由もつけること。また、どの問

題についても、正確な書誌学用語を用いて答案を作成するよう心がけること。| 
 

■成績評価の基準 

試験問題に関わる重要なキーワードや、具体的で正確な説明等に対して加点し、これをもっ

て 100 点満点とする。なお、正確な書誌学用語が用いられていない場合、加点対象とはなら

ないので注意すること。 



授業コード X0709 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学 単位 2 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳説

されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教を

探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、自

分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教社

会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀礼

の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード X0712 （認定科目名：博物館学Ⅱ） 

授業科目 博物館学Ⅱ 単位 1 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館に関するいろいろな問題のなかで、学芸員として必要とされる資料の収集、整理、保

存や展示および研究と普及等に対しての実践的な知識や方法について学習する。 

 

■学習の要点 

博物館資料をめぐる具体的な知識および実際的な整理や作業の方法を把握してください。設

題解答の端緒はテキスト『博物館実習マニュアル』の小見出し単位でさがすと、該当部分が

必ずありますので、テキストを精読することによって、解答は自ずと発見できます。| この

科目ではテキスト『博物館実習マニュアル』を主体的に学習し、テキスト『新時代の博物館

学』は補助的に利用してください。| 
 

■学習の到達目標 
リポートを含めて、博物館資料に関する知識と技能について学習し、資料の扱い方にふれる

ことが目標です。 

 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0718 （認定科目名：教育学概論） 

授業科目 教育学概論 単位 2 

担当者 山内 乾史 
シラバスグルー

プ 
T0S155 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「学校教育と社会」ノート

―教育社会学への誘い（第 3

版） 

山内乾史著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 
グローバル化する社会の中で、日本の教育はどうあるべきかを考察する。日本の教育を客観

的に見る視野が求められる。 

 

■学習の要点 

教育の本質は何かを、現在の学校に焦点をあてて考える。諸外国との比較の中で、日本の教

育問題を客観的にみる。| ・学校教育と社会との関係について考える。| ・高学歴者はなぜ

尊重されたのかについて考える。| ・エリート教育、才能教育について考える。| ・日本の

授業料政策・奨学金政策の特徴について考える。| ・日本の大学院修了者の就職問題育につ

いて考える。| ・日本の大学生文化の特徴について考える。 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれの内容をまとめる。| 

 

■成績評価の基準 
自分自身の教育論をはっきりと確立できているかが成績評価の基準になる。|テキストに即し

て出題する。解答はテキスト学習に基づいて答えること。| 



授業コード X0719 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード X0726 （認定科目名：博物館資料論Ⅰ） 

授業科目 博物館資料論Ⅰ 単位 1 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館に関するいろいろな問題のなかで、学芸員として必要とされる資料の収集、整理、保

存や展示および研究と普及等に対しての実践的な知識や方法について学習する。 

 

■学習の要点 

博物館資料をめぐる具体的な知識および実際的な整理や作業の方法を把握してください。解

答の端緒はテキストをさがすと、該当部分がありますので、テキストを精読することによっ

て、解答は自ずと発見できます。 
 

■学習の到達目標 

リポートを含めて、博物館資料に関する知識と技能について学習することが目標です。 終

試験の問題についてはテキスト「第 3 章 博物館資料論」に設問と対応する節がありますの

で参照してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0728 （認定科目名：博物館資料保存論） 

授業科目 博物館資料保存論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館資料を保存の観点から捉え、博物館における資料保存の意味と意義を知り、資料の保

存および修理・修復などの実際と展示および収蔵の関係を理解し、博物館における資料保存

の問題の基本的理解を養う。 
 

■学習の要点 

博物館資料保存について、基本的理念や法的環境を学んだ後、資料の保存や修復方法、資料

の保存環境、生物被害などの資料の劣化などの資料保存に関する具体的な方法を理解し、

後に資料保存をとりまく社会的環境について理解を深める。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0729 （認定科目名：博物館展示論） 

授業科目 博物館展示論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館の基本的な機能である展示について、基本的理念と具体的な方法を把握した後、実際

の展示の事例を理解することによって、展示を通して博物館の活動に対する基本的な知見を

理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

展示は博物館の基本的機能であり、展示を知ることは博物館の活動の基幹を理解することに

つながる。よって本科目では博物館における展示についての概念を示し、展示の歴史を通覧

したのち、展示に関する実践的な方法を学ぶ。さらに展示環境と設備や展示解説などの展示

に関する基本的な事項の理解を深める。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0730 （認定科目名：博物館情報・メディア論） 

授業科目 博物館情報・メディア論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館情報・メディア運用の方法論には、博物館学のみならず、教育学や著作権などの法律

などの幅広い分野の議論が関連している。本科目では、博物館における情報伝達過程とメデ

ィアの役割について、これらの分野のエッセンスを紹介し、博物館情報・メディア教育の実

践に必要な知識を身に付けることを目的とする。 
 

■学習の要点 

博物館における情報・メディアの発展は、広い領野における「教育」に多大な影響を及ぼし

てきた。情報機器（伝達手段＝メディア）の進展は、そうした影響をさらに大きくしている。

しかし、その一方で博物館における情報・メディアの運用とは何か、という問題が複雑化し

たことも事実である。本科目では、博物館における情報・メディアの展開を紹介しつつ、博

物館における情報・メディアのあり方や本質について学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0731 （認定科目名：博物館教育論） 

授業科目 博物館教育論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館で行う教育は学校とは対象も方法的にも異なる。このような博物館における教育活動

について、歴史と背景、学芸員の教育活動、具体的な方法、博物館教育の実例を学び、博物

館教育の現状を理解し、博物館固有の機能を背景とした教育について基礎的理解を形成する

ことを目的とする。 
 

■学習の要点 

博物館の主要な機能として位置づけられる教育について、歴史をふまえつつ、実際の学芸員

の活動と具体的に方法を学ぶ。そのために近年、課題となっている博物館と学校の連携、ワ

ークショップ・ハンズ・オン・アウトリーチ等の具体的方法について学習し、実際的な教育

の事例によって博物館における教育に対する理解を深める。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0732 （認定科目名：博物館概論） 

授業科目 博物館概論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館について、歴史、種類、機能、目的などの基本的な論点を整理し、理解を深めながら、

現代そして将来において求められるべき博物館のあり方を考える。 

 

■学習の要点 

科目 終試験の各問題はそれぞれテキスト『新時代の博物館学』で、各章を構成する節に含

まれる項目として整理されています。問題はそのような項を確実に学習すれば解答できるよ

うに作成してありますので、対象となる項を熟読して、試験に備えてください。| 要点につ

いて、テキストから抽出して、学習することが重要です。 
 

■学習の到達目標 

どの問題についても、テキストを読み、その論旨や要件を具体的で明瞭にまとめることが、

解答を書くためのもっとも大切な点です。ですから、特にそれぞれを説明する際に必須とな

る用語を欠かさないように記述してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0733 （認定科目名：博物館経営論） 

授業科目 博物館経営論 単位 2 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0X011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館の経営とは一般企業のように、たんに経済的利益を追及するのではなく、博物館の目

的と機能を十全に動かしていくことを指しており、むしろ博物館の運営といった方がよい。

現代の博物館の環境は，以前とは異なり大きく変化してきた。この大きな変化が何によるも

のかを考えていくとともに，博物館や学芸員はどのような働きをすべきかを模索すること

が、本科目の目的とするところである。 
 

■学習の要点 

博物館経営に関する基本的な知識についての理解を図るためにテキストでは意義や方法・職

員と組織・制度・施設と管理・社会連携の四つの観点から説明しているので、これらを核と

して学習を行う。 
 

■学習の到達目標 
（１）博物館経営に関する基本的な知識についての理解を深める。|（２）博物館経営の意義

や方法・職員と組織・制度・施設と管理・社会連携の四つの観点から説明できるようになる。 

 

■成績評価の基準 

（１）誤字脱字の有無|（２）論旨が明瞭か否か|（３）問題の主旨にそいながら回答している

か。|（４）要点を過不足なくまとめているか。|（５）論述の際、具体的な事例などをあげる

などして、具体性をもたせているかどうか。| 



授業コード X1304 （認定科目名：民俗学特講１） 

授業科目 民俗学特講１ 単位 2 

担当者 大野 啓 
シラバスグルー

プ 
T0X033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ ―現代

を知るために 
八木透・編著 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

現在、民俗学は新たな方向性を模索している段階である。従来、民俗学は伝統的とされてい

る文化（社会）的な要素を再構成することによって民俗誌を構築したり、議論を構築したり

していたのである。しかし、これでは研究者の恣意によって伝統的な文化（社会）が創造さ

れてしまう危険性をともなっていたのである。したがって、具体的な事実を積み上げていく

という民俗学の基本的な姿勢に立ち返って文化（社会）を検討することが必要となっている

のである。そこで、履修生はテキストの中でどのように事例が構築されているかについて検

討していき、自らが文化（社会）に対してどのような視座を有しているのかについて考えて

いくことが必要である。  
 

■学習の要点 

学習に際しては、テキストの各論がどのように事例を構築しているのかについて注意するこ

と。具体的な事例をどのような枠組みで研究史上に位置付けているのかについて留意しなが

らテキストを読み込むことが必要である。当然、テキストの巻末に上げられている参考文献

一覧のなかの論文に目を通すことが求められる。なお、本科目と民俗学は同じテキストを使

用しているが、本科目の履修生は、民俗学において必要な知識を得たことを前提とする。さ

らに、以下の点についての学習を行なうこと。| ・村落のあり方がどのように生業と関係し

ているのかについて| ・仏教民俗が村落社会の中にどのように包含されているのかについて

| ・民俗学において「家」は、どの様なものとして捉えられてきたのか| ・現在の墓制研究

が,どのような問題をはらんでいるのかについて| ・民俗学の中でジェンダーの問題がどの

様に取り上げられているのかについて|   
 

■学習の到達目標 

・基本的な民俗学の知識を運用し、様々な民俗事象を分析することができる。|・ 低限でも

テキストの内容を把握したうえで、解答をすること。|・可能であれば、これまでの学史の展

開を踏まえたうえで、自らの考えを述べること。| 
 

■成績評価の基準 

民俗学の基本的な知識や考え方を理解した上で、解答していること。|問題に対して、テキス

トの論や内容を踏まえた上で、論理的に解答していること。|上記の条件を満たしたうえで、

受講生自らの考えを論理的に述べることが望ましい。 



授業コード X1307 （認定科目名：文化人類学特講１） 

授業科目 文化人類学特講１ 単位 2 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジアで学ぶ文化人類学 上水流久彦ほか編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

文化人類学の応用編です。人類学の基本的テーマである家族・親族、社会関係、ジェンダー

などから植民地主義、民族、移民、トランスナショナリズム、観光、グローバル化などの近

年のトピックまで、東アジアを事例に人間の文化・社会を考察する視点を学修します。 
 

■学習の要点 

（１）各章の要点、重要な点を事例を交えながらまとめてください。|（２）説明されていな

い専門用語、不明な内容,人物などは、下記の参考文献、本文献各章末尾の参考文献、推薦図

書やその他の文化人類学事典などで調べてください。国語辞典で調べる人がありますが、専

門の概念を知るには不十分あるいは、不適です。例えば、「テキスト」という言葉などは、教

科書という意味ではなく、人文科学における独特な用語である場合があります。|（３）各章

は、独立したテーマであるとともに、相互に関連した内容もあります。全体を丁寧に読み込

み、その関係性についても考慮しつつまとめてください。|   主たる留意点は下記の通り

です。| ①文化人類学の特徴的な方法論、視点のひとつである民族誌とそのフィールドワー

ク法について理解する。（序章、1 章、13 章）| ②文化人類学の歴史と近年の民族誌(エスノ

グラフィー）批判およびそれらを踏まえたその可能性について理解する（1 章、6 章、13 章）

| ③人類学において、「社会関係」とは何か、また、それらを調べることでどのようなことが

理解できるのかを押さえる。「交換」、「互酬性」、「つながり」などの意味を押さえる。（5 章）

| ④世界の家族・親族を通して、何を考えることができるのか。文化とは何か、説明できる

ようにする。（2 章）| ⑤文化人類学で考える宗教とは何か。社会集団、国家などと宗教の関

係にも注意する。（3 章） | ⑥ジェンダー、セクシャリティ、第 3 の性、LGBT などの用語

を理解する。また、性の多様性から何が考えられるのかを説明できるようにする。（4 章）| 

⑦エスニッシティ、人種、民族という概念や近年のその概念に対する変化や重層性を理解す

る。国民国家（nation- state)との関係について押さえる。移民社会からも考える。ディアス

ポラ、国籍などともあわせて考える。（７、8 章）| ⑧文化人類学の歴史と植民地研究の関係

を理解する。植民地研究から明らかになった知見について押さえる。文化の構築性、流用、

植民地近代化論、植民地近代性論、帝国研究などの意味も理解し、説明できるようにする。

（6 章、7 章、1 章）| ⑨日本のなかで、「多文化共生」が唱えられるようになった背景や、

その問題点、あるいは可能性について理解する。移民という他地域の状況とも比較して考え

てみる（10 章、8 章）| ⑩観光の文化人類学的研究とはどのようなものであるかを考える。

（11 章、9 章）| ⑪グローバル化やトランスナショナリズムの議論から明らかになったこと

は何かを理解する。国家との関係からは、どのようなことが見えてくるのかを考える。（9 章）

| ⑫文化人類学的視点による「経済」の研究とはどのようなものであるかを理解する。(12 章、

5 章,）|⑬移動、国境、他者理解とは何かを考える(11 章、9 章、5 章）|⑭13 章、および全体

から、人類学が、実社会における役割、可能性とは何かを考える。 
 



■学習の到達目標 
各章のトピックごとにどのような主題、視点をもって研究されているか、専門用語、具体的

な事例を使って説明できるようにする 

 

■成績評価の基準 

①重要な視点が把握され、適切に説明できているか。|②独自に調べ、論が展開されているも

の, あるいは複数の章をまたいで、論稿が創られ、内容を咀嚼し、自分の言葉でまとめられ

ているものが高得点になります。|③単なる要約は、不可です。|④ 後の参考文献のみでな

く、文中に適切に引用（根拠）資料が示されていること。 



授業コード X1310 （認定科目名：神話・伝承学特講１） 

授業科目 神話・伝承学特講１ 単位 2 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X048 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

荒ぶるスサノヲ、七変化 

〈中世神話〉の世界 
斎藤英喜 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

スサノヲといえば、古代神話ではヤマタノヲロチを退治するなど、荒ぶる神として有名です。

しかし、スサノヲの魅力は古代神話に留まりません。スサノヲは、歴史のなかで劇的という

べき変貌を遂げていきます。その変貌は、アマテラスやオホクニヌシなどの有名な神々をも

巻き込んで繰り広げられた、『日本書紀』の注釈や天皇の即位儀礼＝「即位灌頂」、あるいは

伊勢神宮などを拠点に展開した中世神道説などの世界にあらわれます。中世におけるスサノ

ヲは、仏教世界の閻魔王や牛頭天王、摩多羅神という異国の神へと変貌していきます。まさ

に「七変化」です。| このように、中世という時代では、記紀神話の神々を中世における仏

教世界と結びつけ、中世の人々の生き方や救済、あるいは中世の国家支配の根拠づけを果た

しました。研究上、そうした中世に見合うように、古代神話を読み替え、新しい神話を作り

出すことを〈中世神話〉の創造行為と呼びます。変貌するスサノヲの姿は、まさに〈中世神

話〉を代表するものの一つといえます。その姿を追うことで、古代神話の世界が中世にどの

ように変容していったのかを探ります。 
 

■学習の要点 

テキストでは、具体的なスサノヲ神話、さらには「神話」という概念について、多くの既存

の研究とは異なる視点の分析が示されています。それは〈中世神話〉の研究の成果を受け、

より豊かに様々な歴史上の出来事、資料上の記述を取り上げることで論じられています。歴

史上の神々の在り方への分析ということを念頭に、これまでの神話の理解とは違う点を学ん

でください。 
 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野の中で、具体的な「スサノヲ」神話の変

容を位置づけて読み解くための歴史的な観点について学ぶことを意識してください。|４．神

話・伝承学を研究・分析の方法の一つとして理解し、それが学問・研究においてどのような

意義や可能性を持つのかについて考えられるようになることが、総合的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として論理的な文

章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられていることが

前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できているかど

うかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および中世神話とい

う研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相応しい論

理展開と文章表現：20％|※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていない場合に



は、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします。（具体的には、例えば、

問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続する、多く

の部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード X2302 （認定科目名：芸術文化特講１） 

授業科目 芸術文化特講１ 単位 2 

担当者 安藤 佳香 
シラバスグルー

プ 
T0X007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏像の樹種から考える古代

一木彫像の謎 
金子 啓明ほか著 東京美術  

    

 
 

■授業の概要 

日本彫刻史における重要な議論のひとつ、一木彫像成立の問題について学習する。近年検証

が進められた仏像の用材をめぐる報告を通し、論点、成果、課題等の確認とあわせ、議論の

なかで重視される「檀像」の理解を深める。 
 

■学習の要点 

本科目で取り組む内容は、日本彫刻史上、極めて大きなトピックである。前提として、以下

の研究の流れを把握しておく必要がある。| 神護寺薬師如来像などに代表される一木彫像の

系譜は、かつて貞観彫刻と称され平安時代初期の成立と考えられてきた（資財帳にみる仏像

の用材の変化、木心乾漆造からの技法的展開を論拠とする）。この文脈では、飛鳥時代の木

彫像や奈良時代の唐招提寺木彫群などは例外的もしくは萌芽的な位置づけに留まる。転機と

なったのは、『日本霊異記』に散見する木像の話に着目した中野玄三氏の論で、奈良時代に

も民間造像の場で広く木像が制作されていた可能性が説かれた。さらに井上正氏によって、

一木彫像の制作年代の抜本的な見直しを含め、奈良時代に制作された可能性のある一木彫像

が多数報告された。井上氏の研究では、仏教と日本古来の霊木信仰の習合現象として「霊木

化現仏」の概念が提起され、あわせて「檀像」という仏教側に起因する用材観も重視されて

いる。奈良時代における木彫制作の可能性は徐々に受け入れられつつあるが、個別の作例に

ついてはその限りではなく、現在も様々な視点から議論が交わされている。| このような状

況のなかで、近年、木彫像の用材に焦点をあて、科学的な樹種同定を含む研究が試みられた。

本科目のテキストはその報告書である。従前、目視によって鑑定されてきた仏像の樹種につ

いて、科学的な実証が進められたことは大きな成果であった。その分析結果が一木彫像の議

論に結びつくポイントが「檀像」という用材観である。今後なお慎重な検討を要する部分も

あるが、本科目では議論の軸となる「檀像」の意義を重点的に学びながら、俯瞰的に日本彫

刻史における一木彫像の研究動向を把握してほしい。 
 

■学習の到達目標 
・檀像の概念と特徴を説明できるようになる|・日本彫刻史における一木彫像成立の問題につ

いて説明できるようになる 

 

■成績評価の基準 
・仏像の材質・技法に関する基礎事項が踏まえられていること|・テキストや先行する議論を

踏まえ理論的に論述されていること 



授業コード X2305 （認定科目名：日本美術史特講１） 

授業科目 日本美術史特講１ 単位 2 

担当者 熊谷 貴史 
シラバスグルー

プ 
T0X042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術の歴史 辻惟雄著 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

日本美術史の流れを意識しながら古代～中世の仏教美術を学習する。中国をはじめとする外

来文化を摂取し、一方で日本独自の思想や感性を反映して育まれてきた、多彩な造形世界の

変遷を学ぶ。 
 

■学習の要点 

美術史という学問は、彫刻・絵画・工芸など様々な形態の造形作品を対象とし、作品の個性・

魅力を捉え、美意識の変遷を跡付けていく「モノ学」である。したがって本来は作品（実物）

の鑑賞・観察が基盤にあり、テキスト学習はそれを補完する側面であることを前提とする。

まずはテキストを概観し、主要な作品をおさえながら日本美術史の流れを把握してほしい。

| 本科目では古代～中世（飛鳥?室町時代）の仏教美術を対象に、テキストの第三章?第七章

を範囲とする（テキストは可能な限り通読することが望ましい）。その範囲は一段階踏み込

んで、以下の点を整理しながら個々の作品の意義を確認すること。|・基礎情報 ：名称、構

造、法量・所有者、指定状況など|・造形的特徴：形式（≒図像）、様式（≒作風）など|・制

作背景 ：時代性、地域性、対外交渉、思想的要素など| 作品によって注目すべきポイント

が異なり、テキストの記載事項にも差がある（それは各作品の意義を知る手掛かりともいえ

る）。作品理解には多角的な視点が求められるが、作品の様式（≒作風）への言及は、美術史

が他の研究分野と一線を画す特徴である。また、より多くの作品を比較することで、相対的

に個々の特徴が明瞭になる。 
 

■学習の到達目標 
・日本美術史（古代～中世）の概略を説明できようになる|・主要な仏教美術作品の特徴を説

明できるようになる 

 

■成績評価の基準 
・日本美術史の見地から的確な用語や文脈で記述されていること|・主要な仏教美術作品の特

徴が正確に説明されていること 



授業コード X2308 （認定科目名：東洋美術史特講１） 

授業科目 東洋美術史特講１ 単位 2 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0X010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

マンダラ事典 100 のキー

ワードで読み解く 
森 雅秀 春秋社  

    

 
 

■授業の概要 

曼荼羅と呼ばれるものにも様々な種類があるが、いずれも諸仏菩薩が集うパンテオンとして

の意味を持っている。叙景曼荼羅としての「浄土曼荼羅」や、胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅の

「両界曼荼羅」、あるいは明王中心の曼荼羅や天中心の曼荼羅、さらには星曼荼羅など様々

な種類の曼荼羅がそれぞれどのような経規にもとづいて成立しているか、どのような役割や

機能を持っているのかを学ぶ。 
 

■学習の要点 

観想されるべき諸尊の様相は、いずれも行者が自らの中に開発し活性化して展開すべき菩提

心であったり、利他の精神であったりするいわゆる覚りに至るための行法のガイドラインで

ある。その御手が示す印や多臂のそれぞれが持っておられる持物の意味を吟味することによ

って、その尊格の目指す利他行の性格が分かる。形の理解だけで終わる事のないようにその

精神の把握に務める気持ちが大切である。 
 

■学習の到達目標 構造と尊様が把握されていることを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 
あくまで自分の言葉で書いてください。参考図書の記述の丸写しではなく、自分の中で理解

し自分の言葉を使って、自分はこう理解したということを表明してください。 



授業コード X3304 （認定科目名：京都学特講１） 

授業科目 京都学特講１ 単位 2 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0X001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

祇園祭:祝祭の京都 川嶋將生 著 吉川弘文館  

平安京（日本歴史新書） 村山修一著 至文堂 [ISBN]9784784300877 

 
 

■授業の概要 

本科目では、京都の歴史を考える上で重要な問題、とりわけ都市の成立あるいは変容という

都市の盛衰にかかわる問題をとりあげ、京都という都市がどのような歴史的経緯のもとにあ

るのかを考える。その際、京都で何が起こったのかではなく、京都がどのような事情により

変化・変質したのか、また変化・変質はその後の京都にどのような影響を及ぼしたのか、と

いう視点を重視したい。とかくステレオタイプ的な言説が多くありきたりの理解に終始しが

ちな京都であるが、それぞれの時代や状況を冷静に見つめ、歴史都市京都の歩みを跡づけた

い。 
 

■学習の要点 

京都の歴史的な経過を考えると、以下の諸点が考察のポイントとなろう。|1）平安京から京

都への変容|2）応仁の乱と京都|3）祇園祭の成立|4）祇園祭と京都?都市共同体の成立と発

展?|5）祭礼を支える組織と権力|6）祭礼の変容と京都の変貌 
 

■学習の到達目標 
1：中世から近世にかけての京都の特徴について理解する|２：京都の変容と祭礼の成立発展

の関係を理解する|3：都市変容のきっかけとなる事象について考える| 

 

■成績評価の基準 

1：中世から近世にかけての京都の特徴について理解できている|２：京都の変容と祭礼の成

立発展の関係について理解できている|3：都市変容のきっかけとなる事象について考えるこ

とができる| 



授業コード X3307 （認定科目名：京都の歴史１） 

授業科目 京都の歴史１ 単位 2 

担当者 杉本 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0X002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

みやこの近代 丸山宏ほか編 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

歴史と伝統の都市としての京都の原型は、日本近代に生成されたといえる。ここでは、あら

たな京都をつくるために行われたインフラ整備や住空間の形成、美術工芸、祭礼と娯楽、教

育、海外からのまなざしと観光などの諸点から、京都という都市の本質を考える。 
 

■学習の要点 

ここでは、「伝統」という概念が、近代において創り上げられたものであるという観点から、

以下のテーマを念頭におき学習を進めてください。|1、近代京都のインフラ|2、近代京都の

イメージと環境|3、近代京都と建築|4、近代京都の美術工芸|5、近代京都のくらしと行政|6、

近代京都のメディアと世相|7、近代京都と海外| 
 

■学習の到達目標 

１：幕末以降の京都の歴史について、三大事業を中心に行政がどのような変遷を辿ったかを

理解でき る。|2：近代京都における住民自治がどのように形成されたのかを理解できる。

|３：近代京都を形づくる諸要素（公共施設、美術界など）について理解できる。| 
 

■成績評価の基準 

１：幕末以降の京都の歴史について、三大事業を中心に行政がどのような変遷を辿ったかを

理解できている。|2：近代京都における住民自治がどのように形成されたのかを理解できて

いる。|３：近代京都を形づくる諸要素（公共施設、美術界など）について理解できている。

| 



授業コード X3310 （認定科目名：京都の伝統芸能１） 

授業科目 京都の伝統芸能１ 単位 2 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0X012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

京都の夏祭りと民俗信仰 

１ 
八木透編 佛教大学通信教育部  

京都の夏祭りと民俗信仰 

２ 
八木透編 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

京都が育み継承している芸能は劇場芸能、座敷芸能といったかたちで幾多もあります。「京

観世」と呼ばれる能の観世流。南座の顔見世にみられる歌舞伎は京都が発祥の地です。上方

舞のひとつ、井上流の舞も優美です。ですが、実は京都は民俗芸能の宝庫でもあります。京

都の庶民が楽しみ継承してきた民俗芸能について、その歴史と特徴の知見を深め、理解をも

つことは有意義なことといえましょう。| このような観点にたち、本科目では京都の伝統芸

能のなかでも、「民俗芸能」を中心に学習していただきたいと思います。現在でも民俗行事

として継承されている様々な民俗芸能を幾つか取り上げて、考えていきたいと思います。京

都の文化について考える「時」と「場」としていきたいと思います。| 
 

■学習の要点 

リポートでは、古代や中世から、近世、現在に至るまで変化を繰り返しながらも継承されて

きた京都の民俗芸能を取りあげています。| 第１設題において「六斎念仏」、「盆の踊り」と

いった民俗芸能をテーマにしましょう。両芸能は何も京都だけではありませんが、京都の民

俗芸能としての「六斎念仏」、「盆の踊り」の特質と歴史的展開を考えてもらえればと思いま

す。| 現在も民俗行事として伝承されている諸事例が、うつりゆく時代の中でどのように変

化し、またどのような意味を付与されて伝承されてきたのかについて注目して、芸能という

範疇の幅広さや奥深さ、そして身近にある事例に隠された歴史の流れについて学習していき

ましょう。| 
 

■学習の到達目標 
（１）テキスト学習を通して、京都という都市が育んだ芸能への興味、理解を深めてる。|（２）

それらの芸能の歴史・特徴などを理解する。|（３）第三者に解説できるようになる。| 

 

■成績評価の基準 

（１）誤字脱字の有無|（２）論旨が明瞭か否か|（３）問題の主旨にそいながら回答している

か。|（４）要点を過不足なくまとめているか。|（５）論述の際、具体的な事例などをあげる

などして、具体性をもたせているかどうか。| 



授業コード X5101 （認定科目名：民俗学） 

授業科目 民俗学 単位 2 

担当者 八木 透 
シラバスグルー

プ 
T0X029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ：現代を知

るために 
八木透編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

民俗学は、現代社会の中に横たわる諸問題に目を据え、身近な日常生活を題材として、フィ

ールドワークという手法を 大限に生かしながら、私たちの暮らしの表裏に見え隠れするさ

まざまな事象の持つ意味を読み解いてゆく、とても魅力溢れる学問である。||本テキストは、

第 1 章の総論を除いては、現代において民俗学が関わりを持つべきだと思われる諸課題につ

いて、あえて恣意的にテーマを設定した。そのほとんどが近年になって民俗学の研究対象と

されるようになった、どちらかといえば新しい研究テーマである。また 10 編の論考の間に

「コラム」として 9 編の小テーマを挟み込んでいる。コラムの内容も、また現代社会を考え

る上で示唆的なテーマに厳選したつもりである。そして全体を熟読していただくことによ

り、現代社会について考えるための、民俗学のあらましを学んでいただけるものと思う。  
 

■学習の要点 

リポート設題では、 近の民俗学の研究対象の中から、いくつかの課題を受講生諸君が自由

に選択できるようにしている。また、民俗学の学史的動向に関する設題では、民俗学そのも

のが歩んできた道程についての学習を第一義とする。学問は時代の流れとともに常に進化す

るものであり、それは民俗学とて例外ではない。柳田國男をはじめとする多くの研究者によ

って提示された研究方法とその成否をめぐる議論、そして新たに着目された研究分野など、

民俗学の研究動向について学び、生活文化への研究視角の変遷についての知識を深めてもら

うことを希望したい。|| ・柳田國男存命中の「調査」と「研究」の乖離の実態についてまと

めること。| ・柳田國男の差別問題や被差別民へのまなざしの特徴と問題点についてまとめ

ること。| ・現在において無宗教葬や家族葬が増えてきた背景についてまとめること。| ・

民俗社会において「いのち」はどのように保護されてきたかについてまとめること。| ・従

来の民俗学で考えられていた「家」が次第に変質しつつある理由についてまとめること。| ・

生業研究における環境民俗学の可能性についてまとめること。 
 

■学習の到達目標 

解答の文章は箇条書きによる記述は避け、あくまでも論述形式でまとめること。また漢字表

記には正確さを求める。論点がうまく整理されているかどうか、また要点が正確に盛り込ま

れているかどうかが評価の基準となる。  
 

■成績評価の基準 
問題に対する適切な解答が論述されているかどうか。さらに具体的な事例に基づいて論述さ

れているかどうか。 



授業コード X5102 （認定科目名：考古学） 

授業科目 考古学 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる考古学 松藤和人・門田誠一編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

考古学の目的や資料と方法を把握し、その後、時代や事象に対する考古学的な知見によって

歴史を構築し、叙述していく方法を修得していくことを目的としています。これによって大

学における考古学の学修をめざしています  
 

■学習の要点 

考古学は人間が地中に残した物資資料や大地に刻んだ生活の痕跡によって歴史を叙述する

ために、国や地域を越えた広がりをもつ研究分野となってきています。不明な専門用語や未

知の地名などがあった場合は、各種の歴史事典、考古学事典および日本地図や世界地図でこ

まめに調べてみることを勧めます。 
 

■学習の到達目標 

考古学資料は地域や時代についての具体的な情報から歴史叙述を構築することが特色です。

そのため遺跡・遺構・遺物などを根拠として。論理的な記述ができるようになることが目的

です。 
 

■成績評価の基準 

考古学資料は、地域や時代についての明瞭な記述がないと歴史資料とはなりません。 近、

いつ・どこで・なにが・どうして・どのような意味があるのか、という基本的事項が欠けて

いる解答が多く、これは歴史叙述としては基本的要件を満たしていません。基本事項の理解

と記述に努めてください。  



授業コード X5105 （認定科目名：歴史地理学） 

授業科目 歴史地理学 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史地理学 桑原公徳 他編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの身の回りで起きている出来事・現象には、必ず時間と位置あるいは場所がある。ま

た、それらは、単独ではなく、必ず他の出来事や現象と関わりながら起きている。このこと

は過去に起きた出来事・現象も同じである。歴史地理学は、過去に起きた出来事・現象をそ

の場所において他の出来事や現象と関係づけて、場所のもつ意味や特性、場所（地域）の仕

組みを考える学問分野である。この授業では、京都を中心にいくつかの出来事（現象）を取

り上げ、複数の出来事（現象）を関係づけて空間的な視点からそれらの意味を考えていくこ

とに重点を置き、講義していく。  
 

■学習の要点 

1．景観復原の直接的方法と間接的方法について、その方法の特色と使用する諸資（史）料、

２つの方法の用い方や関連性を、具体例を通じて理解する。|2．弥生時代?古墳時代の集落遺

跡の立地環境を調べ、その変化と社会経済的背景を考える。|3．わが国の古代都城（宮都）

のプランについて、その計画性や特色を、図を用いて整理し、理解する。|4．中世における

集落形態の変化を整理し、城館集落の分布・形態・機能を具体例を用いてまとめる。|5．近

世城下町について都市の内部構造上の特色をまとめ、城下町における商工業機能の配置や地

域的役割を整理するとともに、他の近世都市との機能的共通点や相違点を考える。|6．近代

以降における私鉄路線網の形成過程を図にして整理し、私鉄路線の伸長にともなってどのよ

うな地域開発が進んだかをまとめ、地域開発に対する私鉄の役割を理解する。  
 

■学習の到達目標 

①出来事・現象を含む、歴史地理学的な基本用語を正しく使うことができる。|②複数の出来

事（現象）間にある関係を見出し、その関係を説明できる。|③ある出来事（現象）を他の出

来事（現象）と関係づけながら説明できる。|  
 

■成績評価の基準 

【リポート添削・評価の基準および留意点】|①リポート問題の主旨を正確に理解し、それに

適った内容になっていること。|②リポートの文章構成が論理的に組み立てられているか。|

③自ら作成したオリジナルのリポートであること。これに該当しないと判断した場合は添削

対象外とする。||【リポート作成上の留意点】|①リポートの形式（「はじめに」から開始し、

本論に章番号・タイトルをつけて論理構成を示し、 後に|「おわりに」で全体をまとめるこ

と）にしたがって記述すること。|②参照した文献・資料を必ず記載すること。また、文献の

参照部分には（著者名または筆者名、発行年）|の形式で、参照したことを明示すること。|③

必要な資料を 1 ファイルにまとめ必ず添付すること。| 



授業コード X5116 （認定科目名：日本文化史） 

授業科目 日本文化史 単位 2 

担当者 工藤 美和子 
シラバスグルー

プ 
T0X041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文化をよむ ５つのキ

ーワード（岩波新書 新赤版

1675） 

藤田 正勝 著 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

現代社会は、これまで自文化と異文化との交流においては、往々にして他国との文化の比較

を通し、自国の文化の独創性や優秀性を強く主張する傾向にあった。しかし、文化の多様性

への理解が求められる現代では、多文化との交流・理解を通して、実は自国の文化や社会の

あり方を問い直すきっかけになることが指摘されている。| そこで本科目では、今一度、「日

本文化とは何か」について理解を深める。 
 

■学習の要点 
①文化の多様性への理解。|②時代や身分階層による文化の変遷。|③自国の文化の長所と問

題点を公平にみる視点。| 

 

■学習の到達目標 指摘テキストの読解、問題提起、考察を深められること。 

 

■成績評価の基準 ①指定テキストの習熟度。|②科目 終試験の課題に沿っているかを重視。 



授業コード X5117 （認定科目名：東北アジア史） 

授業科目 東北アジア史 単位 2 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア国際政治史 川島真編 名古屋大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解することを目的とする。これまで、日本史、

朝鮮史、中国史は、それぞれ別々に「一国史」の枠組みの中で理解されてきた。しかし実際

には、三つの国家の歴史がばらばらに存在してきたわけではなく、古代以来それぞれの地域

の歴史が有機的なつながりをもちながら展開してきた。また現在もそのような緊密な関係が

続いており、「東アジア共同体」「東北アジア共同の家」構想に象徴されるように、今後もこ

の地域はいっそう強く結びついていくことが予想される。東北アジア史を学ぶことは、この

三つの地域をより深いところで理解することでもある。| この科目では、東北アジアの近現

代の歴史を学習する。東北アジアの諸地域が近代という時代をどのようにむかえ現代まで進

んできたのかを歴史として理解することが必要である。とりわけ日本が朝鮮半島や中国の

人々に対して植民地支配と侵略を行った歴史事実を直視することが重要だろう。そのこと

が、朝鮮半島や中国の人々とこれまで以上に友好関係を築いていくことにつながるからであ

る。| 東北アジア史を学ぶことによって、朝鮮半島や中国大陸に暮らす人々とともに生きて

いくための知識や知恵が得られることを願う。 
 

■学習の要点 

東北アジアの近現代史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。

テキストを読み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと

深く知りたいと思うようになれば、この「東北アジア史」の学習は成功である。特に、以下

の点に留意しながら学習を進めてもらいたい。|１．開港と近代化…資本主義化を進めた欧米

列強のアジアへの圧力に対して、日本・朝鮮・中国の 3 国はどのように対応したのか。その

中で日本はなぜ東北アジアに勢力を膨張させようとしたのか。それは東北アジアにどのよう

な葛藤を引き起こしたのか。また、三つの地域で起った近代化への動きはどのように展開さ

れたのか。|２．日本の膨張と朝鮮・中国の抵抗…日清戦争、日露戦争の結果、日本は台湾、

朝鮮を植民地支配したが、それはどのようなものだったのか。第一次世界大戦前後における

中国問題をめぐる日本と国際社会の動向はどのようなものだったのか。日本の植民地支配、

侵略に対して、朝鮮人や中国人はどのように対応したのか。また、そうした中でも進行して

いった産業化や民衆の生活はどのようなものだったのか。|３．侵略戦争と民衆の被害…日本

が、満州事変、日中戦争、アジア太平洋戦争と１５年にわたって行った侵略戦争はどのよう

なものだったのか。日本の軍国主義はどこから生まれたのか。日本国民は侵略戦争の体制に

動員されたのか。それに対する朝鮮人や中国人はどのように抵抗したのか。被害はどのよう

なものだったのか。また、戦時体制化における民衆の生活はどのようなものだったのか。人

類史的な視点から考える必要がある。|４．第二次大戦後の東アジア…東北アジアの三つの地

域は、１９４５年８月１５日から始まる「戦後」をどのように迎え、どのような国をつくっ

たのだろうか。日本の「過去の清算」はどうなったのだろうか。また、三つの地域は、どの

ような関係を結んでいったのだろうか。 



 

■学習の到達目標 
・東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検

討・理解した内容を文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード X5120 （認定科目名：政治文化史） 

授業科目 政治文化史 単位 2 

担当者 佐古 愛己 
シラバスグルー

プ 
T0Q022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本歴史 05 律令国家の

転換と「日本」 
坂上康俊著 講談社文庫  

日本歴史 06 道長と宮廷

社会 
大津透著 講談社文庫 [ISBN]9784062919067 

 
 

■授業の概要 

テーマ：平安時代の政治と文化|概要：政治文化とは、ある社会や社会を構成する人々に特有

の政治認識・政治行動のパターンをいう。近年の諸研究において、日本の政治文化の特徴は、

権威上義的性格、集団主義的、他者依存的、状況依存的、「場」の重視などと指摘されてい

る。このような政治文化は、それぞれの時代の政治形態や文化と関連して醸成されたもので

あるといえよう。本講義では、日本の古代から中世への移行期である平安時代の政治と文化

を取り上げて、政治と文化との関連性や日本の政治文化の特徴の一端を考える。 
 

■学習の要点 

多くの受講者にとっては、専門用語や人名などが難しく感じられるかもしれません。面倒で

はありますが、辞書をこまめに引くことが、研究の第一歩です。辞書を引きながら、ゆっく

り読み進め、 後にもう一度、全体を読み通してみてテキストの内容理解を深めてください。 
 

■学習の到達目標 

・平安時代の政治形態の推移とその特徴を説明できる。|・平安貴族社会の文化的特徴を説明

できる。|・日本の古代から中世社会への移行状況を理解し、政治と文化の関係を説明できる。

| 
 

■成績評価の基準 

・平安時代に関する基礎的知識を有し、用語や概念を的確に理解した上で論述しているかを

判断します。|・テキストの内容を十分に理解しているかを判断します。|・テキストの内容を

踏まえた上で、自分の考えや意見を、史料的根拠に基づき述べられていれば高く評価します。 



授業コード X5121 （認定科目名：社会経済史） 

授業科目 社会経済史 単位 2 

担当者 宮澤 知之 
シラバスグルー

プ 
T0Q018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国銅銭の世界 銭貨から

経済誌へ 
宮澤知之著 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

前近代社会は現代社会とは異なる原理で成立している。現代日本は資本主義体制のもとにあ

り、我々はその中で生まれ育ち、教育を受けてきた。おのずから過去を見る眼は現代を基準

にすることを免れない。社会経済史は資本主義でない経済の仕組みを対象とする分野であ

り、経済学辞典も通用しない世界である。本講義で取り上げる中国貨幣史は、日本とは現代

においても体制を異にする中国の、しかも前近代の貨幣史である。現代日本にしばられない

自由な眼で過去の中国の社会経済をみるとどうなるかを学修する。 
 

■学習の要点 

|貨幣とは何かという問題がまずある。我々が実感できる貨幣とはコインか紙幣である。近年

は仮想通貨なるものもある。現代と過去で貨幣の定義が異なってはいけないから、素材で決

めるわけにはいかない。そこで本講義では貨幣機能を普遍的にもつものという定義から出発

する。貨幣機能とは何かが次の問題になる。本講義では、価格を表示する機能、ものを購入

する機能（ただし即金で）、税金を納入する機能、貯蓄する機能の 4 つを想定する。呪術機

能は前近代における重要な機能だがこれは省く。これらのことに気をつけて学習する。なお

貨幣理論は様々な立場がある。いろんな参考書を読むとき、明示されていないものが多いが、

どのような立場で書かれているかに注意を払うことが肝要である。| 
 

■学習の到達目標 

中国銭貨の基本的属性がどのように形成されたか理解できる。財政と市場の関係が時代によ

って変化するのに応じて銭貨の属性はどのように変化したかが説明できる。中国貨幣の信用

はどのような獲得されたか説明できる。 
 

■成績評価の基準 
論述問題が要求する課題の範囲内で、中国貨幣の諸特質を、一つ一つ理解してまとめている

かを見る。 



授業コード X5122 （認定科目名：経済地理学） 

授業科目 経済地理学 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

経済地理学入門〔新版〕地域

の経済発展 
山本 健兒 著  原書房  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの日常生活は身近な地域からグローバルな広がりをもつものまでさまざまな経済活

動によって支えられています。経済地理学はそうした経済活動が展開する地域を対象とする

地理学の一分野です。この授業では、私たちが生活する地域がどのような経済活動と関わり、

その経済活動が地域にどのような影響をもたらしているのかという点に重点を置きながら、

前半では農業と工業という「産業」を中心に、後半では「地域」とくに都市・地域格差とい

う視点からみた経済活動をとらえ、経済活動と地域の多様な関係を考えていきます。 
 

■学習の要点 
① 産業ごとの基本的特性を理解する。|② 産業を通して地域の特徴を理解する。|③ 経

済活動と地域の関係を構造的に理解する。 

 

■学習の到達目標 
① 産業ごとの基本的特性を理解できている。|② 産業を通して地域の特徴を理解し、説明

できる。|③ 経済活動と地域の関係を構造的に説明できる。 

 

■成績評価の基準 

〔科目 終試験における成績評価の基準〕|① 問題の主旨を正確に理解していること。|② 

学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。|③ 論理的な構成をもった文章であるこ

と。|④ 自ら作成したオリジナルの論述であること（なお、テキストの要約など、これに該

当しない|  と判断した場合は評価対象外とする）。 



授業コード X5214 （認定科目名：地理学特講１） 

授業科目 地理学特講１ 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X038 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文化的景観 ―生活となり

わいの物語 
金田章裕・著 日本経済新聞出版社  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は歴史・文化・社会・経済・自然などの多様な事象（物資を含む）を、しかも過去か

ら現在に至るまでの事象を広く扱います。それぞれに個性をもつ事象はそれを対象とする学

問分野が成立していますが、それでも地理学が成り立っているのは他の学問分野にはない視

点、地理学的視点があるからです。| 人間をとりまく世界で生成消滅した（している）事象

はある意味で人間の存在とは無関係に存在していた（している）ものですが、その事象に対

して意味あるいは価値を与えて秩序づけ、全体を多種多様な事象が関係しあってつくりだす

場所（地域）のシステムとして理解し、そのシステムに自身を組み込んで内部から働きかけ

てきたのが人間です。| この授業では自身を含んでできあがった（できあがっている）地域

のシステムと人間の働きかけによる地域システムの変化が視覚的に表現される景観、とくに

平成 16（2004）年の文化財保護法の改正により新たに設定された「文化的景観」を通して、

地理学的視点の理解を図ります。||| 
 

■学習の要点 

① 景観の歴史文化的価値を地域に固有のシステムを映し出す景観という地理学の視

点から理解 | すること。|② 自然・社会・文化・歴史など様々な事象が相互に関係しあい

ながらかたちづくられた全体と| して景観をとらえること。|③ 文化的景観の維持

が危機的状況に陥っている理由や保護のための取り組みについて、地理学| 的視点から理解

を深めること。| 
 

■学習の到達目標 

① 文化的景観の意味を正確に説明できる。|② 文化的景観の現代的意義を

説明できる。|③ 文化的景観だけでなく、身近な地域の景観についてもシステムとして

説明できる。| 
 

■成績評価の基準 

① 学習の要点に対応する解答がどこまでできているかを、成績評価の基本的指標としま

す。| ② 学術的な用語の意味をきちんと理解しているか、学術的用語を適切に使用できて

いるかを|  学習の進度と理解をはかる判断材料の一つに加えます。| ③ 問題の主旨を

正確に理解していること。| ④ 学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。| ⑤ 

記述が論理的に構成されていること。| ⑥ テキストを要約するのではなく、自ら作成した

オリジナルの論述であること。| （これに該当しないと判断した場合は不合格とします）| 



授業コード X5217 （認定科目名：考古学特講１） 

授業科目 考古学特講１ 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学の中の考古学 門田誠一著 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

考古学の目的や資料と方法を把握し、その後、時代や事象に対する考古学的な知見と文献史

料・民俗資料・図像資料などとの相関によって歴史を構築し、叙述していく方法を修得して

いくことを目的としています。大学におけるやや専門的な内容の考古学の学習をめざしてい

ます。 
 

■学習の要点 

考古学資料を通じて、日本およびその他の地域の時代区分に親しみ、考古学資料によって論

じられた歴史について、文献史料と考古学資料の関係性と活用・物語・芸能と考古資料・近

世・近代の文献・文学と考古学などの観点から、テキストを読み、歴史研究における物質資

料と文字資料の具体的な活用方法の知悉を目指すことを目的としています。 
 

■学習の到達目標 
考古資料を通じて、日本およびその他の地域の文化に親しみ、考古学・歴史学の方法に習熟

していただくことを一義的な目的としています。 

 

■成績評価の基準 

考古資料や歴史史料は、地域や時代についての明瞭な記述がないと歴史資料とはなりませ

ん。 近、いつ・どこで・なにが・どうして・どのような意味があるのか、という基本的事

項が欠けている解答が多く、これは歴史叙述としては基本的要件を満たしていません。基本

事項の理解と記述に努めてください。 



授業コード X5220 （認定科目名：地図情報学１） 

授業科目 地図情報学１ 単位 2 

担当者 上野 裕 
シラバスグルー

プ 
T0X030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地図からの発想 中村和郎著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

私達の回りには多くの様々な地図がある。駅前の街案内の地図、山岳ガイドとなる地形図、

絵画とも似た想いで鑑賞する古地図、そしてカーナビに代表されるハイテクな動く地図等々

で、こうした地図を有効な情報として日常の中で活用している。地図の中には空間(地域)を

知る様々な情報が記載されている。地図は空間を表現する手段であり、空間表現のためのひ

とつの言語ともいえる。地理学では空間分析の手法として欠くことのできないものである

が、その有用性は他分野においても重視されている。| 地図は活用の目的によって多種多少

であるが、大きくは一般図と主題図に分けられる。一般図は特定の表現主題のない汎用図や

多目的使用を指向する多目的図といわれる。具体的には地形・集落・交通路からなる地図の

３要素を主体とする多目的使用を目指した地図である。国土地理院発行の地形図、地勢図、

地方図、学校用の地図帳で「基本図」とよばれている地図、都道府県地図、市街図などから

なる。他方、主題図は一般図をベースマップに何らかの主題(テーマ)を強調して表現したも

ので、気候図、人口分布図、交通図、都市分布図、城下絵図、そして近年作成されているハ

ザードマップや頭の中の地図(メンタルマップ)などがそれにあたる。| ここではこれらの地

図から空間(地域)を読み解き、また空間(地域)を表現する地図を作成し、空間(地域)のもつ重

層性や多様性に迫っていきたい。| 
 

■学習の要点 

１ 中学、高校で使用した地図帳を開き、ＴＶや新聞などで出てきた地名とその位置を地図

上で確認する習慣を身につけてほしい。 |２ 地図をよむ|  1) 地図を楽しむ：様々な事象

を空間的な視点から捉えることで、事象のもつ新たな発見そして理解を深めることに繋げた

い。|    2) 地図で伝える：地図には様々な種類、表現法があるが、目的に応じて使い分け

る力を養成したい。|    3) 地図で教え、考える：地図は地域現象の現状や変容を見いだす

格好の道具でもある。なぜここにこうした現象がみられるのか、あるいはそれが時代ととも

に消滅したのはなぜかなどに着目し、そこから地域のもつ歴史や地域性を考えたい。|３ 地

図をつくる|   「地図をよむ」の 1)?3)に対応して、それぞれ地域の特色あるいはテーマを設

定した場合に、適切な地図の作成ができるようにしたい。それは統計表の地図化、人々の描

く認知地図、都市分布図、住宅・工場・商店分布図など目的に応じたものでなければならな

い。| 
 

■学習の到達目標 

地図から情報を読みとりその有効性と活用法を学ぶことで、それに対応する解答がどこまで

できているかを成績評価の基本とする。地図の分かりやすさとオリジナリティも重要な評価

対象となる。| リポートの目的に即し論理的に一貫性をもった記述となるようにすること。

目的と無関係な記述内容は評価しない。| 
 



■成績評価の基準 
地図情報の基本的な理解と活用について、さらに各自の意見が論理的に述べられているか

が、成績評価の基準となる。 



授業コード X5234 （認定科目名：民俗学特講１） 

授業科目 民俗学特講１ 単位 2 

担当者 大野 啓 
シラバスグルー

プ 
T0X033 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ ―現代

を知るために 
八木透・編著 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

現在、民俗学は新たな方向性を模索している段階である。従来、民俗学は伝統的とされてい

る文化（社会）的な要素を再構成することによって民俗誌を構築したり、議論を構築したり

していたのである。しかし、これでは研究者の恣意によって伝統的な文化（社会）が創造さ

れてしまう危険性をともなっていたのである。したがって、具体的な事実を積み上げていく

という民俗学の基本的な姿勢に立ち返って文化（社会）を検討することが必要となっている

のである。そこで、履修生はテキストの中でどのように事例が構築されているかについて検

討していき、自らが文化（社会）に対してどのような視座を有しているのかについて考えて

いくことが必要である。  
 

■学習の要点 

学習に際しては、テキストの各論がどのように事例を構築しているのかについて注意するこ

と。具体的な事例をどのような枠組みで研究史上に位置付けているのかについて留意しなが

らテキストを読み込むことが必要である。当然、テキストの巻末に上げられている参考文献

一覧のなかの論文に目を通すことが求められる。なお、本科目と民俗学は同じテキストを使

用しているが、本科目の履修生は、民俗学において必要な知識を得たことを前提とする。さ

らに、以下の点についての学習を行なうこと。| ・村落のあり方がどのように生業と関係し

ているのかについて| ・仏教民俗が村落社会の中にどのように包含されているのかについて

| ・民俗学において「家」は、どの様なものとして捉えられてきたのか| ・現在の墓制研究

が,どのような問題をはらんでいるのかについて| ・民俗学の中でジェンダーの問題がどの

様に取り上げられているのかについて|   
 

■学習の到達目標 

・基本的な民俗学の知識を運用し、様々な民俗事象を分析することができる。|・ 低限でも

テキストの内容を把握したうえで、解答をすること。|・可能であれば、これまでの学史の展

開を踏まえたうえで、自らの考えを述べること。| 
 

■成績評価の基準 

民俗学の基本的な知識や考え方を理解した上で、解答していること。|問題に対して、テキス

トの論や内容を踏まえた上で、論理的に解答していること。|上記の条件を満たしたうえで、

受講生自らの考えを論理的に述べることが望ましい。 



授業コード X5237 （認定科目名：文化人類学特講１） 

授業科目 文化人類学特講１ 単位 2 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジアで学ぶ文化人類学 上水流久彦ほか編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

文化人類学の応用編です。人類学の基本的テーマである家族・親族、社会関係、ジェンダー

などから植民地主義、民族、移民、トランスナショナリズム、観光、グローバル化などの近

年のトピックまで、東アジアを事例に人間の文化・社会を考察する視点を学修します。 
 

■学習の要点 

（１）各章の要点、重要な点を事例を交えながらまとめてください。|（２）説明されていな

い専門用語、不明な内容,人物などは、下記の参考文献、本文献各章末尾の参考文献、推薦図

書やその他の文化人類学事典などで調べてください。国語辞典で調べる人がありますが、専

門の概念を知るには不十分あるいは、不適です。例えば、「テキスト」という言葉などは、教

科書という意味ではなく、人文科学における独特な用語である場合があります。|（３）各章

は、独立したテーマであるとともに、相互に関連した内容もあります。全体を丁寧に読み込

み、その関係性についても考慮しつつまとめてください。|   主たる留意点は下記の通り

です。| ①文化人類学の特徴的な方法論、視点のひとつである民族誌とそのフィールドワー

ク法について理解する。（序章、1 章、13 章）| ②文化人類学の歴史と近年の民族誌(エスノ

グラフィー）批判およびそれらを踏まえたその可能性について理解する（1 章、6 章、13 章）

| ③人類学において、「社会関係」とは何か、また、それらを調べることでどのようなことが

理解できるのかを押さえる。「交換」、「互酬性」、「つながり」などの意味を押さえる。（5 章）

| ④世界の家族・親族を通して、何を考えることができるのか。文化とは何か、説明できる

ようにする。（2 章）| ⑤文化人類学で考える宗教とは何か。社会集団、国家などと宗教の関

係にも注意する。（3 章） | ⑥ジェンダー、セクシャリティ、第 3 の性、LGBT などの用語

を理解する。また、性の多様性から何が考えられるのかを説明できるようにする。（4 章）| 

⑦エスニッシティ、人種、民族という概念や近年のその概念に対する変化や重層性を理解す

る。国民国家（nation- state)との関係について押さえる。移民社会からも考える。ディアス

ポラ、国籍などともあわせて考える。（７、8 章）| ⑧文化人類学の歴史と植民地研究の関係

を理解する。植民地研究から明らかになった知見について押さえる。文化の構築性、流用、

植民地近代化論、植民地近代性論、帝国研究などの意味も理解し、説明できるようにする。

（6 章、7 章、1 章）| ⑨日本のなかで、「多文化共生」が唱えられるようになった背景や、

その問題点、あるいは可能性について理解する。移民という他地域の状況とも比較して考え

てみる（10 章、8 章）| ⑩観光の文化人類学的研究とはどのようなものであるかを考える。

（11 章、9 章）| ⑪グローバル化やトランスナショナリズムの議論から明らかになったこと

は何かを理解する。国家との関係からは、どのようなことが見えてくるのかを考える。（9 章）

| ⑫文化人類学的視点による「経済」の研究とはどのようなものであるかを理解する。(12 章、

5 章,）|⑬移動、国境、他者理解とは何かを考える(11 章、9 章、5 章）|⑭13 章、および全体

から、人類学が、実社会における役割、可能性とは何かを考える。 
 



■学習の到達目標 
各章のトピックごとにどのような主題、視点をもって研究されているか、専門用語、具体的

な事例を使って説明できるようにする 

 

■成績評価の基準 

①重要な視点が把握され、適切に説明できているか。|②独自に調べ、論が展開されているも

の, あるいは複数の章をまたいで、論稿が創られ、内容を咀嚼し、自分の言葉でまとめられ

ているものが高得点になります。|③単なる要約は、不可です。|④ 後の参考文献のみでな

く、文中に適切に引用（根拠）資料が示されていること。 



授業コード X5240 （認定科目名：神話・伝承学特講１） 

授業科目 神話・伝承学特講１ 単位 2 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X048 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

荒ぶるスサノヲ、七変化 

〈中世神話〉の世界 
斎藤英喜 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

スサノヲといえば、古代神話ではヤマタノヲロチを退治するなど、荒ぶる神として有名です。

しかし、スサノヲの魅力は古代神話に留まりません。スサノヲは、歴史のなかで劇的という

べき変貌を遂げていきます。その変貌は、アマテラスやオホクニヌシなどの有名な神々をも

巻き込んで繰り広げられた、『日本書紀』の注釈や天皇の即位儀礼＝「即位灌頂」、あるいは

伊勢神宮などを拠点に展開した中世神道説などの世界にあらわれます。中世におけるスサノ

ヲは、仏教世界の閻魔王や牛頭天王、摩多羅神という異国の神へと変貌していきます。まさ

に「七変化」です。| このように、中世という時代では、記紀神話の神々を中世における仏

教世界と結びつけ、中世の人々の生き方や救済、あるいは中世の国家支配の根拠づけを果た

しました。研究上、そうした中世に見合うように、古代神話を読み替え、新しい神話を作り

出すことを〈中世神話〉の創造行為と呼びます。変貌するスサノヲの姿は、まさに〈中世神

話〉を代表するものの一つといえます。その姿を追うことで、古代神話の世界が中世にどの

ように変容していったのかを探ります。 
 

■学習の要点 

テキストでは、具体的なスサノヲ神話、さらには「神話」という概念について、多くの既存

の研究とは異なる視点の分析が示されています。それは〈中世神話〉の研究の成果を受け、

より豊かに様々な歴史上の出来事、資料上の記述を取り上げることで論じられています。歴

史上の神々の在り方への分析ということを念頭に、これまでの神話の理解とは違う点を学ん

でください。 
 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野の中で、具体的な「スサノヲ」神話の変

容を位置づけて読み解くための歴史的な観点について学ぶことを意識してください。|４．神

話・伝承学を研究・分析の方法の一つとして理解し、それが学問・研究においてどのような

意義や可能性を持つのかについて考えられるようになることが、総合的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として論理的な文

章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられていることが

前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できているかど

うかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および中世神話とい

う研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相応しい論

理展開と文章表現：20％|※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていない場合に



は、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします。（具体的には、例えば、

問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続する、多く

の部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード X5252 （認定科目名：芸術文化特講１） 

授業科目 芸術文化特講１ 単位 2 

担当者 安藤 佳香 
シラバスグルー

プ 
T0X007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏像の樹種から考える古代

一木彫像の謎 
金子 啓明ほか著 東京美術  

    

 
 

■授業の概要 

日本彫刻史における重要な議論のひとつ、一木彫像成立の問題について学習する。近年検証

が進められた仏像の用材をめぐる報告を通し、論点、成果、課題等の確認とあわせ、議論の

なかで重視される「檀像」の理解を深める。 
 

■学習の要点 

本科目で取り組む内容は、日本彫刻史上、極めて大きなトピックである。前提として、以下

の研究の流れを把握しておく必要がある。| 神護寺薬師如来像などに代表される一木彫像の

系譜は、かつて貞観彫刻と称され平安時代初期の成立と考えられてきた（資財帳にみる仏像

の用材の変化、木心乾漆造からの技法的展開を論拠とする）。この文脈では、飛鳥時代の木

彫像や奈良時代の唐招提寺木彫群などは例外的もしくは萌芽的な位置づけに留まる。転機と

なったのは、『日本霊異記』に散見する木像の話に着目した中野玄三氏の論で、奈良時代に

も民間造像の場で広く木像が制作されていた可能性が説かれた。さらに井上正氏によって、

一木彫像の制作年代の抜本的な見直しを含め、奈良時代に制作された可能性のある一木彫像

が多数報告された。井上氏の研究では、仏教と日本古来の霊木信仰の習合現象として「霊木

化現仏」の概念が提起され、あわせて「檀像」という仏教側に起因する用材観も重視されて

いる。奈良時代における木彫制作の可能性は徐々に受け入れられつつあるが、個別の作例に

ついてはその限りではなく、現在も様々な視点から議論が交わされている。| このような状

況のなかで、近年、木彫像の用材に焦点をあて、科学的な樹種同定を含む研究が試みられた。

本科目のテキストはその報告書である。従前、目視によって鑑定されてきた仏像の樹種につ

いて、科学的な実証が進められたことは大きな成果であった。その分析結果が一木彫像の議

論に結びつくポイントが「檀像」という用材観である。今後なお慎重な検討を要する部分も

あるが、本科目では議論の軸となる「檀像」の意義を重点的に学びながら、俯瞰的に日本彫

刻史における一木彫像の研究動向を把握してほしい。 
 

■学習の到達目標 
・檀像の概念と特徴を説明できるようになる|・日本彫刻史における一木彫像成立の問題につ

いて説明できるようになる 

 

■成績評価の基準 
・仏像の材質・技法に関する基礎事項が踏まえられていること|・テキストや先行する議論を

踏まえ理論的に論述されていること 



授業コード X5255 （認定科目名：日本美術史特講１） 

授業科目 日本美術史特講１ 単位 2 

担当者 熊谷 貴史 
シラバスグルー

プ 
T0X042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術の歴史 辻惟雄著 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

日本美術史の流れを意識しながら古代～中世の仏教美術を学習する。中国をはじめとする外

来文化を摂取し、一方で日本独自の思想や感性を反映して育まれてきた、多彩な造形世界の

変遷を学ぶ。 
 

■学習の要点 

美術史という学問は、彫刻・絵画・工芸など様々な形態の造形作品を対象とし、作品の個性・

魅力を捉え、美意識の変遷を跡付けていく「モノ学」である。したがって本来は作品（実物）

の鑑賞・観察が基盤にあり、テキスト学習はそれを補完する側面であることを前提とする。

まずはテキストを概観し、主要な作品をおさえながら日本美術史の流れを把握してほしい。

| 本科目では古代～中世（飛鳥?室町時代）の仏教美術を対象に、テキストの第三章?第七章

を範囲とする（テキストは可能な限り通読することが望ましい）。その範囲は一段階踏み込

んで、以下の点を整理しながら個々の作品の意義を確認すること。|・基礎情報 ：名称、構

造、法量・所有者、指定状況など|・造形的特徴：形式（≒図像）、様式（≒作風）など|・制

作背景 ：時代性、地域性、対外交渉、思想的要素など| 作品によって注目すべきポイント

が異なり、テキストの記載事項にも差がある（それは各作品の意義を知る手掛かりともいえ

る）。作品理解には多角的な視点が求められるが、作品の様式（≒作風）への言及は、美術史

が他の研究分野と一線を画す特徴である。また、より多くの作品を比較することで、相対的

に個々の特徴が明瞭になる。 
 

■学習の到達目標 
・日本美術史（古代～中世）の概略を説明できようになる|・主要な仏教美術作品の特徴を説

明できるようになる 

 

■成績評価の基準 
・日本美術史の見地から的確な用語や文脈で記述されていること|・主要な仏教美術作品の特

徴が正確に説明されていること 



授業コード X5258 （認定科目名：東洋美術史特講１） 

授業科目 東洋美術史特講１ 単位 2 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0X010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

マンダラ事典 100 のキー

ワードで読み解く 
森 雅秀 春秋社  

    

 
 

■授業の概要 

曼荼羅と呼ばれるものにも様々な種類があるが、いずれも諸仏菩薩が集うパンテオンとして

の意味を持っている。叙景曼荼羅としての「浄土曼荼羅」や、胎蔵曼荼羅と金剛界曼荼羅の

「両界曼荼羅」、あるいは明王中心の曼荼羅や天中心の曼荼羅、さらには星曼荼羅など様々

な種類の曼荼羅がそれぞれどのような経規にもとづいて成立しているか、どのような役割や

機能を持っているのかを学ぶ。 
 

■学習の要点 

観想されるべき諸尊の様相は、いずれも行者が自らの中に開発し活性化して展開すべき菩提

心であったり、利他の精神であったりするいわゆる覚りに至るための行法のガイドラインで

ある。その御手が示す印や多臂のそれぞれが持っておられる持物の意味を吟味することによ

って、その尊格の目指す利他行の性格が分かる。形の理解だけで終わる事のないようにその

精神の把握に務める気持ちが大切である。 
 

■学習の到達目標 構造と尊様が把握されていることを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 
あくまで自分の言葉で書いてください。参考図書の記述の丸写しではなく、自分の中で理解

し自分の言葉を使って、自分はこう理解したということを表明してください。 



授業コード X5274 （認定科目名：京都学特講１） 

授業科目 京都学特講１ 単位 2 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0X001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

祇園祭:祝祭の京都 川嶋將生 著 吉川弘文館  

平安京（日本歴史新書） 村山修一著 至文堂 [ISBN]9784784300877 

 
 

■授業の概要 

本科目では、京都の歴史を考える上で重要な問題、とりわけ都市の成立あるいは変容という

都市の盛衰にかかわる問題をとりあげ、京都という都市がどのような歴史的経緯のもとにあ

るのかを考える。その際、京都で何が起こったのかではなく、京都がどのような事情により

変化・変質したのか、また変化・変質はその後の京都にどのような影響を及ぼしたのか、と

いう視点を重視したい。とかくステレオタイプ的な言説が多くありきたりの理解に終始しが

ちな京都であるが、それぞれの時代や状況を冷静に見つめ、歴史都市京都の歩みを跡づけた

い。 
 

■学習の要点 

京都の歴史的な経過を考えると、以下の諸点が考察のポイントとなろう。|1）平安京から京

都への変容|2）応仁の乱と京都|3）祇園祭の成立|4）祇園祭と京都?都市共同体の成立と発

展?|5）祭礼を支える組織と権力|6）祭礼の変容と京都の変貌 
 

■学習の到達目標 
1：中世から近世にかけての京都の特徴について理解する|２：京都の変容と祭礼の成立発展

の関係を理解する|3：都市変容のきっかけとなる事象について考える| 

 

■成績評価の基準 

1：中世から近世にかけての京都の特徴について理解できている|２：京都の変容と祭礼の成

立発展の関係について理解できている|3：都市変容のきっかけとなる事象について考えるこ

とができる| 



授業コード X5277 （認定科目名：京都の歴史１） 

授業科目 京都の歴史１ 単位 2 

担当者 杉本 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0X002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

みやこの近代 丸山宏ほか編 思文閣出版  

    

 
 

■授業の概要 

歴史と伝統の都市としての京都の原型は、日本近代に生成されたといえる。ここでは、あら

たな京都をつくるために行われたインフラ整備や住空間の形成、美術工芸、祭礼と娯楽、教

育、海外からのまなざしと観光などの諸点から、京都という都市の本質を考える。 
 

■学習の要点 

ここでは、「伝統」という概念が、近代において創り上げられたものであるという観点から、

以下のテーマを念頭におき学習を進めてください。|1、近代京都のインフラ|2、近代京都の

イメージと環境|3、近代京都と建築|4、近代京都の美術工芸|5、近代京都のくらしと行政|6、

近代京都のメディアと世相|7、近代京都と海外| 
 

■学習の到達目標 

１：幕末以降の京都の歴史について、三大事業を中心に行政がどのような変遷を辿ったかを

理解でき る。|2：近代京都における住民自治がどのように形成されたのかを理解できる。

|３：近代京都を形づくる諸要素（公共施設、美術界など）について理解できる。| 
 

■成績評価の基準 

１：幕末以降の京都の歴史について、三大事業を中心に行政がどのような変遷を辿ったかを

理解できている。|2：近代京都における住民自治がどのように形成されたのかを理解できて

いる。|３：近代京都を形づくる諸要素（公共施設、美術界など）について理解できている。

| 



授業コード X5280 （認定科目名：京都の伝統芸能１） 

授業科目 京都の伝統芸能１ 単位 2 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0X012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

京都の夏祭りと民俗信仰 

１ 
八木透編 佛教大学通信教育部  

京都の夏祭りと民俗信仰 

２ 
八木透編 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

京都が育み継承している芸能は劇場芸能、座敷芸能といったかたちで幾多もあります。「京

観世」と呼ばれる能の観世流。南座の顔見世にみられる歌舞伎は京都が発祥の地です。上方

舞のひとつ、井上流の舞も優美です。ですが、実は京都は民俗芸能の宝庫でもあります。京

都の庶民が楽しみ継承してきた民俗芸能について、その歴史と特徴の知見を深め、理解をも

つことは有意義なことといえましょう。| このような観点にたち、本科目では京都の伝統芸

能のなかでも、「民俗芸能」を中心に学習していただきたいと思います。現在でも民俗行事

として継承されている様々な民俗芸能を幾つか取り上げて、考えていきたいと思います。京

都の文化について考える「時」と「場」としていきたいと思います。| 
 

■学習の要点 

リポートでは、古代や中世から、近世、現在に至るまで変化を繰り返しながらも継承されて

きた京都の民俗芸能を取りあげています。| 第１設題において「六斎念仏」、「盆の踊り」と

いった民俗芸能をテーマにしましょう。両芸能は何も京都だけではありませんが、京都の民

俗芸能としての「六斎念仏」、「盆の踊り」の特質と歴史的展開を考えてもらえればと思いま

す。| 現在も民俗行事として伝承されている諸事例が、うつりゆく時代の中でどのように変

化し、またどのような意味を付与されて伝承されてきたのかについて注目して、芸能という

範疇の幅広さや奥深さ、そして身近にある事例に隠された歴史の流れについて学習していき

ましょう。| 
 

■学習の到達目標 
（１）テキスト学習を通して、京都という都市が育んだ芸能への興味、理解を深めてる。|（２）

それらの芸能の歴史・特徴などを理解する。|（３）第三者に解説できるようになる。| 

 

■成績評価の基準 

（１）誤字脱字の有無|（２）論旨が明瞭か否か|（３）問題の主旨にそいながら回答している

か。|（４）要点を過不足なくまとめているか。|（５）論述の際、具体的な事例などをあげる

などして、具体性をもたせているかどうか。| 



授業コード X5409 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この、私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一

つの主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大

切である。 
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をまず、

できるだけ詳しく答案に反映させることが求められる。哲学では言葉を大切にするので答案

でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード X5410 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 2 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰るよ

うな在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において生

活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方が、

倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学びま

す。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫理

学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。  | | | 
 

■学習の要点 

テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されています

ので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同時

に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと向

ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテス

の弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（いず

れも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| １．ソクラテスにおける「汝自身を知れ」

とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」の主題は何か。| ３．英国経験論

のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの「定言命令(命法)」とは何か。| ５．

良心の罪という観点から、道徳と宗教について。|  6. エピクロスの倫理学と快楽の関係は

どのようなものか。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。  
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。  



授業コード X5413 （認定科目名：東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 2 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわたっ

ている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。  
 

■学習の要点 

リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化に

ついて、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 第

１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する（２）。

第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・11）。

第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、多角

的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を理解

する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・発展

を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。  
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード X5414 （認定科目名：西洋文化史） 

授業科目 西洋文化史 単位 2 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魔女・怪物・天変地異 ?近

代的精神はどこから生まれ

たか 

黒川正剛著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

中世末から近世にかけてのヨーロッパ世界では、「魔女狩りの激化」と「驚異の大増殖」と

いう二つの出来事が同時代現象として噴出した。それは中世から近代へと移り変わる過渡期

であり、中世的な考え方と近代的な考え方がせめぎあう時期であった。この授業では「魔女

狩り」と「驚異」の歴史を考察することを通して、西洋における近代的精神がどのように生

まれてきたのか理解することを目指す。 
 

■学習の要点 

まずは本テキストを通読し、「驚異」と「魔女／魔術」に対する人々の認識の変容について、

全体像を把握してもらいたい。そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテーマに

ついて学習し、各章ごとに扱われている内容の理解を深め、テキスト著者の主張を考察して

もらいたい。その際、下記の参考文献やテキスト巻末に挙げられている参考文献なども活用

すると良いだろう。||１．近世以前のヨーロッパの人々の、「驚異」に対する認識と「好奇心」

に関する考え方について、後世への影響も踏まえつつまとめる。|２．大航海時代の幕開けが、

ヨーロッパ人の「驚異」に対する認識と「知的好奇心」に与えた影響について、地図・植物

誌・動物誌などにおける発展・変容を踏まえつつまとめる。|３．16 世紀ヨーロッパにおけ

る、新大陸をはじめとする異境由来の「驚異」についての認識と、「好奇心」に関する見解に

ついて、アンドレ・テヴェやアンブロワーズ・パレの著述を中心にまとめる。|４．宗教改革

前後の時代のヨーロッパ社会における、怪物・驚異を「世界の終末」や「神の怒り」として

認識する傾向について、各地のさまざまな例を踏まえつつ整理する。|５．近世を通して緩や

かに進行した、「驚異の自然化」と「好奇心の近代化（名誉回復）」について、パレなどの萌

芽的な動きと、中世的考え方を維持しようとする立場を対照させつつまとめる。|６．魔女狩

り激化の時代とその終焉以降において、「魔女」と「魔術／驚異」についての認識はどのよう

に変化したか、例を挙げつつ整理する。|７．近代的精神の成立に向けて、「悪徳としての好

奇心」から「学知の起動力としての好奇心」へという変化について、それと連動したジェン

ダーの問題についても踏まえつつ、例とともにまとめる。 
 

■学習の到達目標 

「魔女／魔術」および「驚異」に対するヨーロッパの人々の認識の変容について学び、それ

を通して西洋の近代的精神とは何か、近代化とは何かということについて総合的な理解を得

ること。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意見

や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出題

の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。  | 



授業コード X5415 （認定科目名：交渉・交流史） 

授業科目 交渉・交流史 単位 2 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際交易の古代列島 田中史生・著 KADOKAWA  

    

 
 

■授業の概要 

グローバル化が進展するこんにちではあるが、こうした「国際」的関係・交流は、日本列島

を含む東アジアにおいては古代より見られるものである。本講義では、従来日本列島内部で

のみ語られがちな古代史を、首長層の交流や民間海商の活動など、国際的交易の観点から学

修する。 
 

■学習の要点 

テキストを的確に講読し、それをノートなどにまとめておくとよい。またテキストだけでな

く、様々な文献にも目を通し、意見の相違などを理解しておくこと。また古代の交流を日本

の立場だけでなく、中国から見た場合、どう理解できるかも、積極的に考えること。 
 

■学習の到達目標 

①日本列島を含む東アジア古代の交流・交渉の歴史について、その流れを理解している。|②

東アジアにおける古代の交流・交渉について、具体例を挙げながら的確に述べることができ

る。|③東アジア古代の交流・交渉の果たした役割について、適格に述べることができる。 
 

■成績評価の基準 
①テキストが的確に読めているかを基準とします。|②他の文献や意見を参照して、テキスト

との異同を理解できているかを基準とします。 



授業コード X5416 （認定科目名：書誌学） 

授業科目 書誌学 単位 2 

担当者 仲 沙織 
シラバスグルー

プ 
T0M015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

江戸の板本 書誌学談義 中野三敏 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

（一）書誌学は個々の書物の特質・特性を見定めることに主眼をおいた学問である。そのた

めには、他の書物との類似・相違点を見つけ出し、特質を認知しなければならない。したが

って、実際に和本（板本）を手に取って調査することを推奨する。|（二）書物に共通してい

る部位・箇所があり、かつそれらに与えられた名称及び正確な知識とそれに基づいた調査手

法を修得しなければならない。|（三）書物の各部位・箇所についての名称や詳細な知識を身

につけ、様式（ジャンル）の異なる書物の調査についても、対応できるようにする。|（四）

書誌学は、書物を も重要な研究のメディアとする文学や史学研究の補助科学の一つである

が、その研究のためには、逆に文学・史学・美術史・工芸史等、さまざまな領域の知識が必

要であると認識すること。 
 

■学習の要点 

古典籍は、なおまだ古い民家や寺社、図書館など身近な所に所蔵されていながら、未調査の

まま眠っているものも数多くある。現在、『国書総目録』（岩波書店）や「日本古典籍総合目

録データベース」（国文学研究資料館ホームページ：http://base1.nijl.ac.jp）などによって知

られるものは約 70 万点といわれているが、その内 9 割以上は未だに活字に翻刻されていな

いと考えてよい。これらの身近にありながらまだ知られていない新資料、その反対に市中に

ありふれた江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習

得することが本科目のねらいである。書物とどう対峙し、取り扱い、調査し、その本独自の

特質を書誌記述するために知識と技術を身につけて欲しい。| テキストは簡潔で分かりやす

く、読めばすぐに理解できるはずであるが、上記の目的から是非とも和本（版本）と遭遇し

て、その本の独自の特色をどう認知することができるか、実践的な調査を行う機会ならびに

契機となるよう役立てて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

１．江戸時代の出版物について調査するにはどうしたらよいか、その知識と技術を習得する

ことを目標とする。その学習の到達度に即して成績評価する。|２．箇条書き指定の問題につ

いては、各箇条毎に見出しを記すとともに、具体的な調査理由もつけること。また、どの問

題についても、正確な書誌学用語を用いて答案を作成するよう心がけること。| 
 

■成績評価の基準 

試験問題に関わる重要なキーワードや、具体的で正確な説明等に対して加点し、これをもっ

て 100 点満点とする。なお、正確な書誌学用語が用いられていない場合、加点対象とはなら

ないので注意すること。 



授業コード X5417 （認定科目名：日本思想史） 

授業科目 日本思想史 単位 2 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0Q004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概説日本思想史 佐藤弘夫 編集委員代表 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、日本の古代から現代にいたる日本思想の歴史を学ぶ。日本の思想の特徴

としては、伝統的な思想を保持しようとする傾向、海外思想を取り入れることによりその後

進性を克服しようとする努力、新旧両思想の反発と融合による二重構造の形成といったこと

が指摘できる。日本の思想や文化、その歴史や伝統を学ぶことは、民族の歴史や伝統を再検

討・再認識することでもあり、また、思想や文化の新しい進路を探ることにつながる。 
 

■学習の要点 

テキストは古代から現代までの通史である。第１章 「日本の誕生」?第２５章「国民と市民

の相克」からなるが、 初に目次を参考に、各章の特色を把握すること。試験問題は、各時

代において基礎的に重要と思われる事項や思想について出題している。テキストは通史また

概説書として編纂されたものであるので、参考文献を手がかりに、より一層の考察を深めて

ほしい。|１．奈良時代の仏教と寺院|２．摂関政治と国風文化|３．平安時代の仮名文学と物

語文学|４．中世の文芸と芸能の思想|５．近世の町人の思想・農民の思想|６．大正デモクラ

シーの思想 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。|・問題はテキス

トに即して出題する。出題意図、問題内容、何を書くか、結論はどうするか、じっくり考え

て解答すること。|・誤字脱字、文体の不統一、不自然な表現や意味不明な表現がはなはだし

い場合は不合格とする。|・採点は加点方式を基本とする。問いに対して解答するに必要なキ

ーワードがすべて含まれていると 60 点とする。|・出題の要点を正しく理解していて、表現

が的確であり、主張の要旨が明快であれば高く評価する。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点が正しく理解できていること。表現が的確であること。主張の要旨が明確である

こと、等を評価の基準とする。 



授業コード X5418 （認定科目名：東洋思想史） 

授業科目 東洋思想史 単位 2 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門 中国思想史 井ノ口哲也著 勁草書房  

    

 
 

■授業の概要 
中国思想の変遷について、各時期の思想的特色を規定する時代背景をも視野に入れて、殷周

期から近現代までを通史的に理解する。  

 

■学習の要点 

学習に当たっては、春秋末?戦国期における諸子百家の出現、秦始皇帝の統一～前漢武帝期

における思想動向、魏晋南北朝期における道教・仏教の隆盛、宋代における朱子学の成立と

その後の展開、明代?清朝における考証学および西洋思想との邂逅、清朝後半期?民国期にお

ける近代思想の展開等に注意しながら取り組むこと。  
 

■学習の到達目標 

①中国思想の変遷を的確に説明することができる。|②各思想は、相互に影響しあいながら成

立していることを説明することができる。|③各時期の思想的特色を、歴史的背景をも視野に

入れて説明することができる。  
 

■成績評価の基準 

学習の到達目標に示した①～③の点が、どれだけ達成されているかによって評価する。到達

目標②③が不十分であっても、①ができていれば 60～69 点、十分とはいえないが①～③の

すべてに論及できていれば 70～79 点、①～③をほぼ達成できていれば 80～90 点、①～③

を十分に達成していれば 90～100 点。 



授業コード X5419 （認定科目名：西洋思想史） 

授業科目 西洋思想史 単位 2 

担当者 山内 暁子 
シラバスグルー

プ 
T0Q035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学問としてのオリンピック 村田奈々子・ 橋場弦著 山川出版社  

    

 
 

■授業の概要 

2020 年、東京でオリンピックが開催されますが、これは古代ギリシアにおける「オリンピ

ア祭」にならったものです。ギリシア人はオリュンポス十二神を中心とする多神教を信仰し、

オリンピア祭はゼウスへの動物犠牲を主な儀式とする宗教行事でした。同時に、祭典は古代

市民たちが冠と名誉をかけて戦う場であり、多くの情報交換や政治・哲学・芸術などのアピ

ールを可能ともしたのです。授業のテキストはオリンピア祭だけでなく、それを近代オリン

ピックへと転換した思想的バックグラウンドについても取り上げており、今日的観点からも

オリンピア祭を考えることが可能です。第 4 章「スポーツを科学する」は、思想史の観点か

らはやや異質で、リポートや試験についてはその他の章に重点を置いた記述をするように注

意してください。古代の祭祀については、第１章と第３章を参考にし、思想としてオリンピ

ックを考察する際には第２章と第５章を熟読することを勧めます。古代の祭儀について詳細

な情報が欲しい場合は、参考文献として挙げる桜井万里子・橋場結弦編『古代オリンピック』

を読んでください。古代ギリシア人が実践した祭儀を、なぜ現代世界において私たちが受け

継いでいるのか、あるいはオリンピックとはどのような歴史観が反映されたものなのか?自

ら問いかけながらテキストに取り組むことによって、オリンピックについて独自の考えを持

てるようになることが、この科目の目的です。 
 

■学習の要点 

テキストの記述は平明で分かりやすく、読み進めやすいのですが、何人かの著者によって書

かれたものであるという性質上、通読が難しく感じる部分もあるかもしれません。自分が興

味を持ったテーマについての関連部分をチェックし、そこを中心に読み解くことを勧めま

す。「授業の概要」で上述した通り、古代の祭祀については『古代オリンピック』が参考にな

りますし、テキスト巻末の参考文献リストには、日本語で読める一般書や古典史料が案内さ

れているので、自分が興味を感じたものを手に取ってみてください。もちろん、テキスト一

冊を深く読み込むことも大切ですが、自分が関心を持った部分だけでも理解を広めていただ

きたいと思います。テキスト第 3 章は考古学的遺物、すなわち「モノ」を中心としてオリン

ピックを概観した部分ですが、このように「モノ」や視覚的史料に基づいて知見を深めるこ

ともひとつの方法です。参考にした文献はリポートなどにきちんと明記して、テキスト理解

のための努力をアピールしてください。自分独自の観点から、テキストに接近していくこと

を試みてください。 
 

■学習の到達目標 

設問の内容をよく理解し、テキストをよく読んだ上で設問の指示に従って内容をまとめるよ

うにしてください。史実や用語が正確であること、また明快な文章での論述を心がけるよう

に。学習の到達目標は、テキストを入口として、古代ギリシア社会の様相と、それを後の時

代がどのように受容したかについて、自分なりの歴史像を持つことです。 終試験における

評価基準は、上記のリポート評価基準と同様ですので、これらの点に気を付けて解答してく



ださい。評価については、テキスト読解の力を中心としていますので、テキストをきちんと

読み込んで、テキストに出ている範囲内でリポート作成すれば合格点に達します。具体的に

は、テキストの内容が理解できているか（40 点）、また明快な論述がなされているか（40 点）

を中心に採点します。その上で、テキストの内容について独自の考察があれば、 高で２０

点を加点します。 
 

■成績評価の基準 

歴史学においては、様々な仮説が検討されており、いろいろな解釈が可能な事象が多くあり

ます。しかし、一方でいくつかの考察を経て定着した用語や、歴史的経緯の説明については

広く共有され、議論の基盤となっています。受講生の方にはテキストや参考文献を読み、古

代ギリシア社会についてある程度の立体感を持った歴史像を抱いてもらい、それを解答で表

現できるようにして欲しいと考えています。テキストに書いてある歴史的な事例や、遺物や

遺跡などについて、具体的かつ正確な解説を行うことが、まず第一です。紹介されている事

例について正しく理解していることを示し、それについて自分の考察したことがあれば書い

て下さい。その際、史実として知られていること、テキストの著者が書いたこと／指摘した

いこと、自分自身が考えたこと、これらを意識的に区別して書いて下さい。テキスト全体が

自分にとって難しかった場合は、テキストの中でよく理解できた部分をアピールして下さ

い。基準としては、①テキストの内容が理解できているか、②史実を正しく理解し、書き表

すことができているか、③自分なりの解釈をしようと努力しているのか、という 3 点を考慮

します。①と②ができていない場合は不合格ですが、③については自分なりの言葉で書けて

いれば評価したいと思います。 



授業コード X5420 （認定科目名：宗教文化） 

授業科目 宗教文化 単位 2 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0X008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文化の歴史 尾藤 正英 著 岩波新書  

    

 
 

■授業の概要 アジアの宗教特に仏教が生み出した文化の諸相とその背景にある仏教思想を理解する。 

 

■学習の要点 

仏教にも様々な哲学や思想がある。それらの仏教思想の違いによって文化として表出された

ときにも異なりがあるので、文化現象だけではなくその奥に隠れた思想の違いを理解するよ

うにする必要がある。 
 

■学習の到達目標 
様々な文化の背景に思想や世界観があり、その思想や哲学とそれらの文化がどのように結び

ついているのかの概要が掴めるようにすることを目標とする。  

 

■成績評価の基準 あくまで自分の言葉で語っているか、を重視して評価します。 



授業コード X5511 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 2 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった国

際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の変

化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、日

中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々な

問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑す

る今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこと

は、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史的

変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習得

することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にいか

に形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互依

存」について|4. 「安全保障」について  
 

■学習の到達目標 
国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することがで

きるようになる。  

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか | 



授業コード X5512 （認定科目名：宗教学概論/宗教学） 

授業科目 宗教学概論 単位 2 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教学概論 菅井大果 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

宗教学は、特定の宗教への帰依を前提とせずに、宗教を文化現象として見ていく。様々な信

仰形態に対して寛容な態度を維持しながら信仰生活の事実を探求するのである。探求の対象

は世界宗教であったり、また、迷信としたときに軽んじられる信仰形態であったりする。さ

らには宗教一般に対しての否定的な態度や議論も考察の対象とする。現代は一見したところ

宗教が日常の生活を律することはない。しかしこのことは、私たちから信仰心がなくなって

しまったことを意味しない。信仰はかつてない多様さで生活に生きている。日頃の経験を振

り返りながら、自らの信仰のありどころを探るよすがとして、この学問に入っていただきた

い。 
 

■学習の要点 

テキストにはさまざまな観点から多様な宗教が描かれる。とくに、日本での信仰形態が詳説

されている。 初はこの多様性にとまどうかも知れないが、現代の日常生活のなかの宗教を

探るには、このような錯雑した観点が欠かせないのである。複雑さにたじろぐことなく、自

分の経験を見つめ直す機会としていただきたい。| ・宗教一般について考える。| ・宗教社

会学とはどんな学問かについて考える。| ・宗教の起源説の諸相を考える。| ・神話と儀礼

の関係を考える。| ・宗教集団の近代化を考える。| ・御霊信仰について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキスト内容の正確な理解が求められる。自分の感想でなく、テキストのできるだけ忠実な

再現がまず必要である。言葉を大切に、慎重に扱うこと。答案は他人にそのまま伝わるよう

な明快さが求められる。 
 

■成績評価の基準 
テキストの情報がよく理解されているかどうか、引き写しではない自身の言葉による表現か

どうかを基準とします。 



授業コード X5523 （認定科目名：博物館概論） 

授業科目 博物館概論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館について、歴史、種類、機能、目的などの基本的な論点を整理し、理解を深めながら、

現代そして将来において求められるべき博物館のあり方を考える。 

 

■学習の要点 

科目 終試験の各問題はそれぞれテキスト『新時代の博物館学』で、各章を構成する節に含

まれる項目として整理されています。問題はそのような項を確実に学習すれば解答できるよ

うに作成してありますので、対象となる項を熟読して、試験に備えてください。| 要点につ

いて、テキストから抽出して、学習することが重要です。 
 

■学習の到達目標 

どの問題についても、テキストを読み、その論旨や要件を具体的で明瞭にまとめることが、

解答を書くためのもっとも大切な点です。ですから、特にそれぞれを説明する際に必須とな

る用語を欠かさないように記述してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X5524 （認定科目名：博物館経営論） 

授業科目 博物館経営論 単位 2 

担当者 斉藤 利彦 
シラバスグルー

プ 
T0X011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館の経営とは一般企業のように、たんに経済的利益を追及するのではなく、博物館の目

的と機能を十全に動かしていくことを指しており、むしろ博物館の運営といった方がよい。

現代の博物館の環境は，以前とは異なり大きく変化してきた。この大きな変化が何によるも

のかを考えていくとともに，博物館や学芸員はどのような働きをすべきかを模索すること

が、本科目の目的とするところである。 
 

■学習の要点 

博物館経営に関する基本的な知識についての理解を図るためにテキストでは意義や方法・職

員と組織・制度・施設と管理・社会連携の四つの観点から説明しているので、これらを核と

して学習を行う。 
 

■学習の到達目標 
（１）博物館経営に関する基本的な知識についての理解を深める。|（２）博物館経営の意義

や方法・職員と組織・制度・施設と管理・社会連携の四つの観点から説明できるようになる。 

 

■成績評価の基準 

（１）誤字脱字の有無|（２）論旨が明瞭か否か|（３）問題の主旨にそいながら回答している

か。|（４）要点を過不足なくまとめているか。|（５）論述の際、具体的な事例などをあげる

などして、具体性をもたせているかどうか。| 



授業コード X5525 （認定科目名：博物館資料論Ⅰ） 

授業科目 博物館資料論Ⅰ 単位 1 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館に関するいろいろな問題のなかで、学芸員として必要とされる資料の収集、整理、保

存や展示および研究と普及等に対しての実践的な知識や方法について学習する。 

 

■学習の要点 

博物館資料をめぐる具体的な知識および実際的な整理や作業の方法を把握してください。解

答の端緒はテキストをさがすと、該当部分がありますので、テキストを精読することによっ

て、解答は自ずと発見できます。 
 

■学習の到達目標 

リポートを含めて、博物館資料に関する知識と技能について学習することが目標です。 終

試験の問題についてはテキスト「第 3 章 博物館資料論」に設問と対応する節がありますの

で参照してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X5527 （認定科目名：博物館資料保存論） 

授業科目 博物館資料保存論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館資料を保存の観点から捉え、博物館における資料保存の意味と意義を知り、資料の保

存および修理・修復などの実際と展示および収蔵の関係を理解し、博物館における資料保存

の問題の基本的理解を養う。 
 

■学習の要点 

博物館資料保存について、基本的理念や法的環境を学んだ後、資料の保存や修復方法、資料

の保存環境、生物被害などの資料の劣化などの資料保存に関する具体的な方法を理解し、

後に資料保存をとりまく社会的環境について理解を深める。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X5528 （認定科目名：博物館展示論） 

授業科目 博物館展示論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館の基本的な機能である展示について、基本的理念と具体的な方法を把握した後、実際

の展示の事例を理解することによって、展示を通して博物館の活動に対する基本的な知見を

理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

展示は博物館の基本的機能であり、展示を知ることは博物館の活動の基幹を理解することに

つながる。よって本科目では博物館における展示についての概念を示し、展示の歴史を通覧

したのち、展示に関する実践的な方法を学ぶ。さらに展示環境と設備や展示解説などの展示

に関する基本的な事項の理解を深める。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X5532 （認定科目名：博物館情報・メディア論） 

授業科目 博物館情報・メディア論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館情報・メディア運用の方法論には、博物館学のみならず、教育学や著作権などの法律

などの幅広い分野の議論が関連している。本科目では、博物館における情報伝達過程とメデ

ィアの役割について、これらの分野のエッセンスを紹介し、博物館情報・メディア教育の実

践に必要な知識を身に付けることを目的とする。 
 

■学習の要点 

博物館における情報・メディアの発展は、広い領野における「教育」に多大な影響を及ぼし

てきた。情報機器（伝達手段＝メディア）の進展は、そうした影響をさらに大きくしている。

しかし、その一方で博物館における情報・メディアの運用とは何か、という問題が複雑化し

たことも事実である。本科目では、博物館における情報・メディアの展開を紹介しつつ、博

物館における情報・メディアのあり方や本質について学ぶ。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X5533 （認定科目名：教育学概論） 

授業科目 教育学概論 単位 2 

担当者 山内 乾史 
シラバスグルー

プ 
T0S155 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「学校教育と社会」ノート

―教育社会学への誘い（第 3

版） 

山内乾史著 学文社  

    

 
 

■授業の概要 
グローバル化する社会の中で、日本の教育はどうあるべきかを考察する。日本の教育を客観

的に見る視野が求められる。 

 

■学習の要点 

教育の本質は何かを、現在の学校に焦点をあてて考える。諸外国との比較の中で、日本の教

育問題を客観的にみる。| ・学校教育と社会との関係について考える。| ・高学歴者はなぜ

尊重されたのかについて考える。| ・エリート教育、才能教育について考える。| ・日本の

授業料政策・奨学金政策の特徴について考える。| ・日本の大学院修了者の就職問題育につ

いて考える。| ・日本の大学生文化の特徴について考える。 
 

■学習の到達目標 テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれの内容をまとめる。| 

 

■成績評価の基準 
自分自身の教育論をはっきりと確立できているかが成績評価の基準になる。|テキストに即し

て出題する。解答はテキスト学習に基づいて答えること。| 



授業コード X5534 （認定科目名：博物館教育論） 

授業科目 博物館教育論 単位 2 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 

博物館で行う教育は学校とは対象も方法的にも異なる。このような博物館における教育活動

について、歴史と背景、学芸員の教育活動、具体的な方法、博物館教育の実例を学び、博物

館教育の現状を理解し、博物館固有の機能を背景とした教育について基礎的理解を形成する

ことを目的とする。 
 

■学習の要点 

博物館の主要な機能として位置づけられる教育について、歴史をふまえつつ、実際の学芸員

の活動と具体的に方法を学ぶ。そのために近年、課題となっている博物館と学校の連携、ワ

ークショップ・ハンズ・オン・アウトリーチ等の具体的方法について学習し、実際的な教育

の事例によって博物館における教育に対する理解を深める。 
 

■学習の到達目標 

問題は、いずれもテキストにそって出題しており、テキストの該当部分はおおむね

1,300?1,500 字程度で記述されているので、これを各自で整理して記述すれば解答になりま

す。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X5581 （認定科目名：人権（同和）教育） 

授業科目 人権（同和）教育 単位 2 

担当者 後藤 直 
シラバスグルー

プ 
T0S012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

1965 年の「同和問題の早急な解決は国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策

審議会答申以降、行政施策などによって住環境、産業・就労など同和地区の実態は改善され、

人々の人権意識も大きく変化してきた。教育においては「今日も机にあの子がいない」とい

う長欠・不就学の解消を契機として就学保障→進路保障そして学力保障へとシフトしながら

被差別部落児童生徒の学力向上を目的とした同和教育が約半世紀間にわたって取り組まれ

てきた。同時に同和教育は日本における人権教育のさきがけとして被差別部落の子どもたち

の教育権だけでなく障害をもった・外国籍などのマイノリテイの立場にある子どもたち、そ

して一人ひとりの子どもの教育権の実質化へ向けた取り組みへと広がりを見せた。このよう

に戦後の反差別教育の牽引役であり今日的な人権教育の礎となった同和教育 50 年の取り組

みに学ぶものは多い。| 1994 年国連は『人権教育とは知識共有、技術伝達、態度形成をと

おして人権という普遍的文化構築のための教育・研修および情報である』と定義した。

1995?2004 年までの人権教育の国連 10 年をベースとして行動計画などを立てながら国や

自治体レベルで人権教育が取組まれて 20 年が経過した。このような中、ここ 10 年ほどで

都道府県や市町村の人権教育指針などが新たに示され人権教育が新しく展開されておりテ

キストなどを中心に今日的な人権学習実践の考察を行う。|    21 世紀に入り 30 年以上取

り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、自治

体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの面で課

題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強く存在し

ていることも否定しがたい事実である。このような状況の中「インターネットなど部落差別

が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談体制の充実を

図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消の推進に関する

法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行した。2016 年４月の「障がいを理由とする差別の

解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律」が 6 月に施行され先のマイノリティ三法を軸に「人権問題に関す

る新たな展開」が求められている。| 本学に学ぶ一人ひとりが、この部落問題をはじめ今日

の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての人々が自分が大切に

され、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。人権（同和）教育は、そうした

人権・部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、一切の差別を許

さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そしてその実践は、今

日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校で確かな人権教育を

実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければならない。| 本科目は、す

べての人の生き方を問い、人と人との豊かなつながりを求めるものとして、学習することを



望むものである。 

 

■学習の要点 

部落（同和）問題の歴史的経過と人権を取り巻く状況、同和教育のめざす理念とその実践の

あゆみと現状や、同和教育と人権教育との関連について学習を深め、以下の６点をまとめて

みること。その際、多くの参考文献から様々な取組の事例や論議について積極的に学ぶとと

もに各自の小・中・高校での学習体験やこれまでの生活と結び付ける視点を持つこと。| １．

人権・部落問題が重大な社会問題とされる理由について。|   ・同和対策審議会答申など

の資料の理解とともに、人権・部落問題とつながる自分自身の   生活経験などを振り返

ってみること。| ２．中世以降の部落や差別の起源やありよう、近代以降の部落問題解決に

向けた取組について。|   ・従来の近世政治起源説にとらわれることなく、歴史学習・部

落史学習の在り方について   考察を深めること。| ３．人権（同和）教育が必要とされ

る理由について。| ４．人権教育と同和教育の関連について。| ５．国連人権教育の定義と

人権（同和）教育のあり方について。|   ・以上２点では、同和教育の理念とあゆみ、具

体的実践を確認し、その普遍化としての人   権教育の創造に向けた先進的な取組事例を

積極的に学ぶこと。 | ６. 学校教育における人権（同和）教育を実践していく上で、重視

しなければならない諸点に ついて。|   ・対象、方法、目標、内容などについて基本的

事項をまとめるとともに、それらを踏まえた具体的な学習活動のあり方を構想してみるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」にある学習目標に即してテキスト学習を進めること。テストは学習の進度と

理解度を測るものであり、その到達度に即して成績評価を行なう。したがって、科目 終試

験は「問題の要点を正しく理解し、その要旨に即して論理的に論述する」内容面と「論述は

2000 字以内で」との量的内容の両面から採点を行なう。 
 

■成績評価の基準 
学習進度と理解度を到達度に即しての成績評価。|内容としては課題に即した論理的な論述。

|量的には 2000 字以内。 



授業コード Z1001 （認定科目名：日本国憲法） 

授業科目 日本国憲法 単位 2 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S149 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

憲法入門〔第４版補訂版〕 伊藤正己著 有斐閣  

憲法判例 50！〔第 2 版〕 上田健介 ほか著 有斐閣 [ISBN]9784641227866 

 
 

■授業の概要 

憲法は六法に含まれるが法律ではない。憲法は国家の根本法であり、 高法規である。この

憲法において自由主義・民主主義・平和主義が保障されており、国民はその利益を享受して

いるのである。|この憲法の精神に照らした民主的で文化的な国の建設、国際貢献の実現は教

育の力によると教育基本法が明言しているところ、特に教育関係者には憲法の正しい理解と

認識が求められる。|そこでは、憲法学における日本国憲法の論じ方を理解する必要がある。

憲法の実践は理論と判例の両側面から成り立つため、学習にあたっては近年の判例動向にも

注意されたい。 
 

■学習の要点 

テキストを参考にしながら次の項目を中心に学習してください。その際は、各段落ごとに示

されている内容を、論理に沿って理解することを意識してください。| １．憲法と立憲主義?

憲法とは何か、憲法の歴史| ２．日本国憲法の成立の歴史?明治憲法との比較、日本国憲法

の基本原理| ３．国民主権と象徴天皇制| ４．平和主義?日本国憲法９条の歴史的意義と解

釈の展開| ５．基本的人権の意義とその限界?基本的人権と公共の福祉の関係| ６．幸福追

求権?新しい人権、プライバシーの権利、自己決定権| ７．法の下の平等?法の下の平等の歴

史、実質的平等と形式的平等、合理的差別| ８．精神的自由?思想・良心の自由、表現の自

由、信教の自由、学問の自由、これらの自由権の理念と保障の意義および限界 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を科目 終試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|問題は、テキストに

即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。| 
 

■成績評価の基準 

・出題の要点を正しく理解し、憲法学の考え方に基づいた解答が述べられていること。テキ

ストの記述や関連判例を踏まえた論述の展開が求められる。|・評価項目として、日本語とし

て正確かつ論理的な文章であることが求められる。 



授業コード Z1002 （認定科目名：スポーツ論入門） 

授業科目 スポーツ論入門 単位 2 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0S087 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

健康・フィットネスと生涯

スポーツ 

東海大学一般体育研究室 

編 
大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

運動（スポーツ）は，食事・睡眠とともに子どもの発育発達に欠かせない。この生活習慣を

大人になっても継続することが健康の維持・増進の秘訣となる。しかしながら，一般的に青

年期になると運動する時間が少なくなる傾向にある。学習活動（職務）の多忙化や生活の利

便化などによって屋外で遊ぶ時間や運動（スポーツ）に親しむ機会が減り，運動（スポーツ）

が疎遠になっていく。これより，生活様式の変化をよく認識し，運動（スポーツ）の大切な

点と効用を学ぶ必要がある。| 本科目では健康の意味や意義の確認，健康体であるための生

活の仕方や運動（スポーツ）の役割の理解，とりわけ，運動処方の理解を目指す。さらに，

生涯スポーツの視点からスポーツの楽しみ方を，行う，観る，支える，調べるから学ぶ。| こ

れにより，生涯にわたって運動（スポーツ）に親しむ態度が少しでも涵養されることを期待

する。 
 

■学習の要点 

テキストは「健康・フィットネス」及び「生涯スポーツ」の２部構成になっている。| 第１

部の「健康・フィットネス」における学習の要点は以下の通りである。|１．健康，とりわけ

「心の健康」についてストレスとの関係について理解する。|２．生活習慣病の要因と対処法

について理解する。|３．健康体を維持するために，「運動・休養」，「食事」，「喫煙・飲酒・

薬物乱用」の観点から望ましいあり方について理解する。|４．トレーニングの原則とその効

果，トレーニング処方について理解する。|５．エアロビクス運動，筋力トレーニング，スト

レッチング，コーディネーショントレーニングについて，目的・方法・効果を理解する。| 第

２部の「生涯スポーツ」における学習の要点は以下の通りである。|６．スポーツの意味と価

値，また，生涯スポーツの考え方について理解する。|７．生涯スポーツを実践する上で，そ

の楽しみ方について「行う」，「観る」，「支える」，「調べる」の観点から，ねらいや行い方に

ついて理解する。|８．各スポーツについて，歴史や特性，行い方（ルールなど）について理

解する。 
 

■学習の到達目標 
１．シラバスの「学習の要点」に書かれた内容が説明できる。|２．１に加えて，さらに自分

の考えを述べることができる。 

 

■成績評価の基準 
問題に対する解答が，テキストに記載された内容を踏まえたものになっていること（個人の

考えのみによる記述は評価できない）。| 



授業コード Z1003 （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

総合英語ライフトピックス

3 
島岡丘/Jonathan Berman 南雲堂  

    

 
 

■授業の概要 

生きた英語の学習を通して英語でのコミュニケーション能力を向上させるのがねらいであ

る。そのためには「読む、聞く、話す、書く」の４技能の向上が必要だが、この科目では特

に正確に読む能力を身につけてもらいたい。文法、語彙、イディオムなど、正しく英語の文

章を読むためには欠かせない力を出来る限り多くインプットしてもらい、英語でコミュニケ

ーションが出来る下地を作ってもらいたい。 
 

■学習の要点 

テキストの全 20 章を読んで内容をよく理解すること。辞書を使って正しく意味をとらえて

もらいたい。その上で、各章の設題を通して各章のテーマについて自分の意見を英語で言え

るようになってもらいたい。 
 

■学習の到達目標 

英語の文章をきちんと理解し、間違いのない文法で英作文できることが目標。|科目 終試験

については、テキストの全体的な内容を踏まえた上で答えること。英語で答える問題につい

ては、文法的に正しい答えを書くこと。また答えはフルセンテンスで書くこと。単語だけの

答えは大きな減点となる。 
 

■成績評価の基準 

(1) きちんと本文の内容が理解できていること|(2) 文法的に正しく適切な単語や表現を使っ

て英語の文章が書かれていること|(3) 自分独自の意見が書かれていること|(4) 説得力ある

客観的な視点で文章が書けていること| 



授業コード Z1004 （認定科目名：情報処理入門） 

授業科目 情報処理入門 単位 2 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情 報 処 理 入 門 -

Windows10&Office2016- 
長尾文孝 共立出版  

    

 
 

■授業の概要 

情報の入手、加工および伝達、すなわち情報処理にコンピュータを用いることは、現在の社

会では当たり前の事となっている。特に、インターネットの発達が我々の社会にもたらした

影響はとても大きく、今やほぼリアルタイムで情報の入手や発信が可能であり、情報のデジ

タル化の波は社会全体に広がっている。今後、この傾向はさらに加速し、ユビキタス・コン

ピューティング（どこにいてもコンピュータネットワークにアクセス可能な）の世界が近い

将来に実現する事になるだろう。こうした社会の進化に対して必要不可欠な事は、我々個々

のコンピュータを用いた情報処理能力の向上である。したがって本科目では、主にパーソナ

ルコンピューティング知識と技術の向上を目指し、ワープロ、表計算、プレゼンテーション

ソフトを用いた情報処理に加えて、インターネットやメールソフトなどを用いたコンピュー

タネットワークを利用した情報処理に関する基礎的知識および技術を向上させることを目

的とする。 
 

■学習の要点 

科目の概要でも述べたように、現在の情報処理に用いられるツールはコンピュータであるた

め、コンピューティングの能力が要求される。したがって、実際にコンピュータを使う事が

必須であり、コンピュータを使用できなければこの科目は履修できない。コンピュータを使

いながら、コンピュータのハードに関する知識はもちろんの事、ソフトに関する知識や技能

も身につけて欲しい。本テキストではコンピュータに関する基礎的事項を全般的に包括して

いるので、分からない操作方法などはテキストを読んで理解を深め、同時にコンピュータに

関する全般的な知識も得て、パーソナルコンピューティングの技能を高めて欲しい。 
 

■学習の到達目標 

本科目で学習したテキストの内容、コンピュータの操作法やソフトの操作法等をきちんと習

得していること。それから、それぞれのソフトの機能を整理して自分のものとしていること

が到達目標である。 
 

■成績評価の基準 

リポートの評価基準：(1)ポスターとしてデザイン性と訴える力が優れているか(2)客観的に

評価でき、改善点が指摘できているか(3)情報を正確にデータ化、グラフ化、かつ客観的説明

ができているか(4）プレゼンテーションとして適当な内容、時間であるか。|科目 終試験の

評価基準：問題に対して的確に答えているか。包括的に欠落なく説明できているか。教える

対象および教える事項が論理的に矛盾なく、分かりやすいかどうか。が評価の基準である。 



授業コード Z1101 （認定科目名：学校教育職入門） 

授業科目 学校教育職入門 単位 2 

担当者 盛永 俊弘・原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編② 教職論 
久保富三夫・砂田信夫編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

日本は教育大国になりましたが、同時に受験戦争、学歴社会問題、登校拒否や不登校問題、

中退者の増加、対教師暴力や荒れる学校、 近では学級崩壊、学力低下など多くの教育問題

が発生しました。| そこで、文部省（現：文部科学省）では、教員の資質向上、特に教員の

生徒理解、生徒指導力の向上を図ろうと 1988（昭和 63）年に教育職員免許法を改正しまし

た。また、教育職員養成審議会は、1997（平成９）年「新たな時代に向けた教員養成の改善

方策」と題する答申を文部省に出しました。これを受けて同省は、1998（平成 10）年、戦

後２回目の教育職員免許法の大改正を行いました。その改正の 大のポイントがこの「教職

論」の新設であり、教職の使命感を自覚させること、教職への志向と一体感の形成などを強

化しようというものです。近年の教員免許更新制や６年制教員養成制度の構想など、教職を

取り巻く政策は大転換の渦中にあるといえます。| 子どもの成長を援助し、子どもの成長を

もって自己の喜びとする仕事、それが教職であるといえるでしょう。教職は非常に人間的な

仕事であり、やり甲斐のあるすばらしい仕事です。教職を目指す方々は、教職のなんたるか

を学び、自分が教職に向くかどうかを熟考する契機にしてくださることを希望しています。 
 

■学習の要点 

まず、教職とはどんな仕事か、その基本的な性格や社会的使命などについて考えてみましょ

う。それは、教師の歴史、教職がどのような経過で職業として、社会制度として成立したの

でしょうか。そして、教員の在り方についての論争、すなわち聖職論、労働者論、専門職論

などを経て、今どう考えられているのか、文部科学省や教育職員養成審議会などでは、21 世

紀の教員の在り方や期待される教員資質をどう描いているかなどを概観することによって

明らかとなります。| そして、現代社会が抱えている教育的諸問題と教員の関係を考察して

みましょう。教育問題は、学級崩壊、いじめ問題から学力低下、教育改革まで実に多くの問

題が発生しており、それらは、今や、学校のみならず家庭や地域社会、さらには国家的な問

題にもなるなど広範囲で大きな社会問題になっているものも多いといえます。それらに教師

はどう対処したらよいのか、教師の役割は、複雑かつ肥大化しています。激動する社会、急

変する教育界の中で、教師の使命や役割は、どうあればよいのかを考えることが求められて

いるのです。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。| あらゆる教育の問題は教師の問題に帰着するといわれる

ように、子どもたちに直接接し、指導に当たる教員に、優れた人材を確保することの重要性

は、これまでも繰り返し唱えられてきたところでありますが、子どもたちに［生きる力］を

育むことを基本とするこれからの学校教育の実現を展望する時、教員の資質・能力の向上を

図っていくことが、その実現に欠かせないことを改めて指摘しておきます。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1102 （認定科目名：教育原論１/教育原論） 

授業科目 教育原論１ 単位 2 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

指定テキストを精読し、章末の課題に取り組んでみましょう。分からない言葉や事項は、イ

ンターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われているこ

とに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード Z1103 （認定科目名：教育心理学１） 

授業科目 教育心理学１ 単位 2 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、心理学の理論に基づいて認識を

深める。また、具体的な保育・学校教育場面を想定しながら、子どもの主体的な活動を支援

する保育者・教師の役割を明らかにしていく。 
 

■学習の要点 

テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏ま

えた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3 章・

第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8 章は

第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践とのか

かわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基礎と

なるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキスト

学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよい。

さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考えて頭

のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終う試験への準備に

関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

乳幼児期から青年期までの運動・認知・言語・社会性の領域についての特徴を把握し、子ど

もの発達過程が外的・内的要因の相互作用のうちに展開していくことを理解する。そして、

こうした心理学の視点に基づく子ども理解が、具体的な保育・教育場面においてどのように

活かされるのかを把握する。また、子どもの学習過程についての理論を踏まえたうえで、発

達状況に応じた動機づけ・集団づくり・評価の在り方の工夫に見通しをもち、その働きかけ

により主体的な活動を支える教師の役割について認識を深める。 
 

■成績評価の基準 

【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論述

と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習を

丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怠

らないように。 



授業コード Z1104 （認定科目名：教育社会学１/教育社会学） 

授業科目 教育社会学１ 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

1960 年代から高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、「一億総

中流」と呼ばれる社会の平等化を推進しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊

などのさまざまな教育病理も生みだしました。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、

それが「格差社会」と呼ばれるような社会問題を引き起こしているという指摘までなされて

います。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相とそれを取りまく社会に視点を求

め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくことを目的とします。 
 

■学習の要点 

教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教育

の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められる

学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があげ

られ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教育

の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや不

登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょう。

こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社会を

支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中央教

育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。このよ

うな視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的で

す。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いてき

たのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされている学歴社会はこれか

らどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められます。| ２．

学力低下については諸説があり、いずれも一長一短の議論です。しかし、これほど学力の問

題が論じられている背景には何があるのかを考えてみれば、教育改革が何を意図しているの

かにたどり着くはずです。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1105 
（認定科目名：学校教育課程論（中・高）/学校教育課程

論） 

授業科目 学校教育課程論 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

学習指導要領の法的拘束力に関しては、さまざまな議論がありますが、実際には学校で「何

を教えるか」「何を学ぶか」が規定されており、各学校が教育課程を編成するにあたっての

よりどころとなるものです。その際に、地域や子どもの実態を考慮に入れることはもちろん

です。| 学習指導要領は、第二次世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、

その時代が要請する教育目標と内容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今

回、改訂された新学習指導要領はいくつかの大きな特徴をもっています。例えば、前回の改

訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、とりわけ外国語や理数科目

の時間が大幅に増加したのに対し、総合的な学習の時間が削減されことなどがあります。今

回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」への対応の問題が背景にあると考えられています。

| したがって、これからは教育内容が大きく変容することをしっかり把握し、それがまた学

校現場や生徒たちにも影響していくことへの理解を深めましょう。| 
 

■学習の要点 

学習指導要領について以下の観点から学習してください。|・学習指導要領は、第二次世界大

戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂のそ

のときどきの社会情勢、子どもたちの荒れや教育問題、学力問題などを含めて学習してくだ

さい。とりわけ小学校と異なる中学校および高等学校での教育課程の目標や原則的事項につ

いて学習してください。進路に関する部分は、「キャリア教育」の推進のもと中学校及び高

等学校で重視されている内容なので、きちんと理解しておきましょう。|・現行の学習指導要

領について、どのような特徴をもつか、中学校および高等学校の科目および時間数に注目し

て論じてください。とりわけ、選択教科についても理解を深めてください。|・学習指導要領

（中学校：2012 年施行、高等学校：2013 年第１学年より順次実施）が改訂施行となりまし

た。新学習指導要領の特徴について、中学校および高等学校それぞれに学習しておきましょ

う。とりわけ授業時間数の増加や教育内容の追加についても、学習指導要領解説編を参照し

ながら学習を進めてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1106 
（認定科目名：道徳教育の研究（中）/道徳の理論及び指

導法（中）） 

授業科目 道徳教育の研究 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S117 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード Z1107 
（認定科目名：特別活動研究（中・高）/特別活動の指導

法（中・高）/特別活動研究） 

授業科目 特別活動研究 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、そ

の教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育に

おいては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウエ

イトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本に

重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 一方で、学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといっ

た計測が容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘さ

れています。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちです。知識

は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねらいとするところ

もそこにあります。また、新学習指導要領のもとでは、深く考え、実践する力をいかに特別

活動を通して育むかが課題ともなっています。その際に、自己を理解するだけでなく、自己

と他者との関係性の深まり、すなわちコミュニケーションを通して集団生活の中で生きる力

を育むことが重要なのです。| 特別活動の研究では、とりわけ中学生および高校生の発達課

題に応じた学校行事に注目します。中学生や高校生においては、ボランティア活動や職業を

意識したインターンシップ活動がさかんに実施されており、「勤労生産・奉仕的行事」につ

いてはきちんと理解する必要があるといえるでしょう。| 特別活動の領域には、学級（ホー

ムルーム）活動や生徒会活動、学級行事などがありますが、わけても学校行事が思春期を迎

える生徒たちに対して、どのような教育的効果をもつものか、またそれを実施する上におい

てはどのような点に注意しなければならないのか、そうした知見をもとに、特別活動の具体

的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の

目標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるように

しておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級（ホームルーム）活動」「生

徒会活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞれの

特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成する

ための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生活や

学習への適応と自己の成長及び健康安全」（3）「一人一人のキャリア形成と自己実現」を示

しています。この３つについての内容の理解を深めておいてください。また、 それぞれの

指導の特質についても説明できるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを

達成するための「学校行事」について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてく

ださい。|４．生徒会活動について理解を深めておいてください。とくに、生徒会活動のねら



いや、今日的な問題を整理し、それを議題にもっていくまでの手順や指導上の留意点を具体

的な事例に基づいて理解しておくことが大切です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的

行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉

仕的行事」が正確に列挙できるようにし、それぞれのねらいを理解しておいてください。と

くに、「勤労生産・奉仕的行事」の指導上の留意点を活動例を示して具体的に説明できるよ

うにしておくことが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第５章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、生徒の発達段階や現在の社会情勢、自分の経験等を想起しながら、具

体的事例を伴った理解になるように努めてください。| 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1108 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学１ 単位 2 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード Z1109 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（中・高）生徒

指導・進路指導の理論及び方法（中・高）） 

授業科目 生徒指導・進路指導の研究（中・高） 単位 2 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいといえ

ます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問題

や、生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。とり

わけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、 近

の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教育

指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論に

発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかまで

を実践的に把握していきたいと思います。| 中学校の教員の特性と在り方を考えるにあたっ

ては、まず中学校教育の基本及び特性を理解しておく必要があります。理解をするための拠

り所となるのは、学校教育法第 35 条及び 36 条、学校教育法施行規則及び中学校学習指導

要領総則です。| 高等学校の教育は、学校教育法（第 41 条、第 42 条）に明示されている

通り、「中学校における教育の基礎の上に」「高等普通教育及び専門教育を施す」ことが目的

であり、それを実現するための目標は次の三つになります。| ①中学校における教育の成果

をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。| ②

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定

させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。| ③社会について、広く深い

理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 
 

■学習の要点 

受験競争の過熱化などによるストレスの高まりとしてのいじめや不登校、さらには校内暴力

あるいは学級の秩序を乱す学級崩壊現象など、学校を取り巻く問題は山積しているといえる

でしょう。中学校においてその傾向は、他の校種にもまして強くみられます。教科指導の充

実とともに生徒指導の充実という課題を抱えながら、日々の教育活動を推進していかなけれ

ばならないのも、中学校教育における重要課題であります。| 中学校教育にあっては、教員

は単なる受験競争に勝つことをねらった姑息な考えに基づく教科指導の充実のみに走るこ

となく、生徒の真の成長に向けての教科指導の充実とともに生徒指導の充実の取り組みが求

められています。| 高校時代は、家族や友人との人間関係をはじめ、自己の進路、将来の生

き方等について不安や葛藤を抱き模索する時期であり、自己を根底から再構築し確立を図っ

ていく時期であります。それだけに、自発性、自律性、主体性などが一層大事なものになる

でしょう。| 生徒は多感な青年期を過ごしていますので、まず内面の成長発達を図り、望ま

しい自己形成を目指した主体的な取り組みが必要となります。そのためには、自分を作るの

は自分であるという自覚を持たせなければなりません。そして、自分を自分たらしめている



核（原理）は何か、自分を納得させるもの、自分であると実感させるものは何かを考えさせ、

自分の在り方に責任を持ちながら自らを成長させていくことができるよう、指導援助しなけ

ればならないのです。自立するということは「いかに生きるか」を意識して自分の生き方を

探ることであり、自我を立て直し自らの発達課題を明らかにしながら自分をつくっていくこ

とです。自分で自分を律しながらより良い生活習慣をつくり上げるとともに、理想に向かっ

て取り組み、常に自分に誠実であるような生き方を目指すことが大切といえるでしょう。| 

１．教科教育と教科外教育とはどのような関係にあるのかについてまとめ、その構造と課題

について説明できるようにしましょう。| ２．生徒指導の意義とは何かについて、実践的な

事例をあげながら説明できるようにしましょう。| ３．進路指導とは何かについてまとめ、

進路保障の原理について説明できるようにしましょう。| ４．中学生や高校生に起きやすい

問題行動には何があるか説明し、どのような点に注意して指導すればよいか具体的な事例と

指導方法を説明できるようにしましょう。| ５．中学・高校におけるいじめの構造とその特

質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしましょう。| ６．フリーターの

増加がどのような社会的背景から生じるものかについてまとめ、その対応について説明でき

るようにしましょう。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1110 
（認定科目名：教育相談の研究（中・高）/教育相談の理

論及び方法（中・高）） 

授業科目 教育相談の研究 単位 2 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年中・高校生の成長・発達上の問題として、不登校、いじめ、非行、摂食障害などのよう

なさまざまな不適応行動が多発している。また、仲間や親・教師との関わり方がよくわから

なくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えているといわれてい

る。このような生徒たちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼

等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。こ

れからの学校では、教育相談係の教師のみならず、すべての教師が教育相談活動もしくは教

育相談的な指導を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングや進路相談（開発的カウンセリング）の在り方について。|３．中・高校生

時代における「発達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリン

グそれぞれの関連について。|４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不

登校など、生徒たちの閉じ籠もり傾向の原因と対応について。|６．いじめや非行など、生徒

たちの問題行動への対応について。|７．摂食障害への対応について。 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。| 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード Z1113 （認定科目名：教育評価（中・高）/教育評価論（中・高）） 

授業科目 教育評価 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18?24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂さ

れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52?68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32?35、pp.68?85、pp.116?127、pp.158?161 など）。|４）幅広

い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要があ

る。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このとき評

価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活かし

方についても考えておくこと（テキスト pp.63?67、pp.134?161）。|５）評価計画を評価する

際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203?208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

| 
 



■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード Z1114 
（認定科目名：学校教育課程論（中・高）/学校教育課程

論） 

授業科目 学校教育課程論（中・高） 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

学習指導要領の法的拘束力に関しては、さまざまな議論がありますが、実際には学校で「何

を教えるか」「何を学ぶか」が規定されており、各学校が教育課程を編成するにあたっての

よりどころとなるものです。その際に、地域や子どもの実態を考慮に入れることはもちろん

です。| 学習指導要領は、第二次世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、

その時代が要請する教育目標と内容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今

回、改訂された新学習指導要領はいくつかの大きな特徴をもっています。例えば、前回の改

訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、とりわけ外国語や理数科目

の時間が大幅に増加したのに対し、総合的な学習の時間が削減されことなどがあります。今

回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」への対応の問題が背景にあると考えられています。

| したがって、これからは教育内容が大きく変容することをしっかり把握し、それがまた学

校現場や生徒たちにも影響していくことへの理解を深めましょう。| 
 

■学習の要点 

学習指導要領について以下の観点から学習してください。|・学習指導要領は、第二次世界大

戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂のそ

のときどきの社会情勢、子どもたちの荒れや教育問題、学力問題などを含めて学習してくだ

さい。とりわけ小学校と異なる中学校および高等学校での教育課程の目標や原則的事項につ

いて学習してください。進路に関する部分は、「キャリア教育」の推進のもと中学校及び高

等学校で重視されている内容なので、きちんと理解しておきましょう。|・現行の学習指導要

領について、どのような特徴をもつか、中学校および高等学校の科目および時間数に注目し

て論じてください。とりわけ、選択教科についても理解を深めてください。|・学習指導要領

（中学校：2012 年施行、高等学校：2013 年第１学年より順次実施）が改訂施行となりまし

た。新学習指導要領の特徴について、中学校および高等学校それぞれに学習しておきましょ

う。とりわけ授業時間数の増加や教育内容の追加についても、学習指導要領解説編を参照し

ながら学習を進めてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1115 
（認定科目名：道徳教育の研究（中）/道徳の理論及び指

導法（中）） 

授業科目 道徳教育の研究（中） 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S117 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード Z1116 
（認定科目名：特別活動研究（中・高）/特別活動の指導

法（中・高）/特別活動研究） 

授業科目 特別活動研究（中・高） 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、そ

の教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育に

おいては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウエ

イトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本に

重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 一方で、学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといっ

た計測が容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘さ

れています。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちです。知識

は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねらいとするところ

もそこにあります。また、新学習指導要領のもとでは、深く考え、実践する力をいかに特別

活動を通して育むかが課題ともなっています。その際に、自己を理解するだけでなく、自己

と他者との関係性の深まり、すなわちコミュニケーションを通して集団生活の中で生きる力

を育むことが重要なのです。| 特別活動の研究では、とりわけ中学生および高校生の発達課

題に応じた学校行事に注目します。中学生や高校生においては、ボランティア活動や職業を

意識したインターンシップ活動がさかんに実施されており、「勤労生産・奉仕的行事」につ

いてはきちんと理解する必要があるといえるでしょう。| 特別活動の領域には、学級（ホー

ムルーム）活動や生徒会活動、学級行事などがありますが、わけても学校行事が思春期を迎

える生徒たちに対して、どのような教育的効果をもつものか、またそれを実施する上におい

てはどのような点に注意しなければならないのか、そうした知見をもとに、特別活動の具体

的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の

目標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるように

しておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級（ホームルーム）活動」「生

徒会活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞれの

特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成する

ための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生活や

学習への適応と自己の成長及び健康安全」（3）「一人一人のキャリア形成と自己実現」を示

しています。この３つについての内容の理解を深めておいてください。また、 それぞれの

指導の特質についても説明できるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを

達成するための「学校行事」について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてく

ださい。|４．生徒会活動について理解を深めておいてください。とくに、生徒会活動のねら



いや、今日的な問題を整理し、それを議題にもっていくまでの手順や指導上の留意点を具体

的な事例に基づいて理解しておくことが大切です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的

行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉

仕的行事」が正確に列挙できるようにし、それぞれのねらいを理解しておいてください。と

くに、「勤労生産・奉仕的行事」の指導上の留意点を活動例を示して具体的に説明できるよ

うにしておくことが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第５章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、生徒の発達段階や現在の社会情勢、自分の経験等を想起しながら、具

体的事例を伴った理解になるように努めてください。| 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z1117 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学１（中・高） 単位 2 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード Z1118 
（認定科目名：教育相談の研究（中・高）/教育相談の理

論及び方法（中・高）） 

授業科目 教育相談の研究（中・高） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年中・高校生の成長・発達上の問題として、不登校、いじめ、非行、摂食障害などのよう

なさまざまな不適応行動が多発している。また、仲間や親・教師との関わり方がよくわから

なくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えているといわれてい

る。このような生徒たちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼

等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。こ

れからの学校では、教育相談係の教師のみならず、すべての教師が教育相談活動もしくは教

育相談的な指導を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングや進路相談（開発的カウンセリング）の在り方について。|３．中・高校生

時代における「発達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリン

グそれぞれの関連について。|４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不

登校など、生徒たちの閉じ籠もり傾向の原因と対応について。|６．いじめや非行など、生徒

たちの問題行動への対応について。|７．摂食障害への対応について。 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。| 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード Z1119 （認定科目名：教育評価（中・高）/教育評価論（中・高）） 

授業科目 教育評価（中・高） 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18?24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂さ

れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52?68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32?35、pp.68?85、pp.116?127、pp.158?161 など）。|４）幅広

い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要があ

る。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このとき評

価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活かし

方についても考えておくこと（テキスト pp.63?67、pp.134?161）。|５）評価計画を評価する

際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203?208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

| 
 



■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード Z1605 
（認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高） ） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S069 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、生

徒との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード Z1802 （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S077 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動  

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

介護等体験ブック 新フィ

リア 

全国特別支援学校長会 |全

国特別支援教育推進連盟 

編著 

ジアース教育新社 [ISBN]9784863715226 

 
 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せら

れています。この目的は、介護等体特例験法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び

社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を

図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授

与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の

体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験研究」は「介

護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者や高齢者に関す

る知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| この科目において

は、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解するように努めて

ください。 
 

■学習の要点 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、生

理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれら障

害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い期間

で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに留意

し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎として、

「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生活機能分

類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダーのみなら

ず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-being）の

全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律と生活機能

の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実践を推進し、

権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■学習の到達目標 介護等体験について自分なりの意義を見出すことができる 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験において設題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。設題に

関わる知識を正しく理解し、設題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード Z2101 （認定科目名：教育原論１/教育原論） 

授業科目 教育原論 単位 2 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

指定テキストを精読し、章末の課題に取り組んでみましょう。分からない言葉や事項は、イ

ンターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われているこ

とに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード Z2102 （認定科目名：学校教育職入門） 

授業科目 学校教育職入門 単位 2 

担当者 盛永 俊弘・原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編② 教職論 
久保富三夫・砂田信夫編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

日本は教育大国になりましたが、同時に受験戦争、学歴社会問題、登校拒否や不登校問題、

中退者の増加、対教師暴力や荒れる学校、 近では学級崩壊、学力低下など多くの教育問題

が発生しました。| そこで、文部省（現：文部科学省）では、教員の資質向上、特に教員の

生徒理解、生徒指導力の向上を図ろうと 1988（昭和 63）年に教育職員免許法を改正しまし

た。また、教育職員養成審議会は、1997（平成９）年「新たな時代に向けた教員養成の改善

方策」と題する答申を文部省に出しました。これを受けて同省は、1998（平成 10）年、戦

後２回目の教育職員免許法の大改正を行いました。その改正の 大のポイントがこの「教職

論」の新設であり、教職の使命感を自覚させること、教職への志向と一体感の形成などを強

化しようというものです。近年の教員免許更新制や６年制教員養成制度の構想など、教職を

取り巻く政策は大転換の渦中にあるといえます。| 子どもの成長を援助し、子どもの成長を

もって自己の喜びとする仕事、それが教職であるといえるでしょう。教職は非常に人間的な

仕事であり、やり甲斐のあるすばらしい仕事です。教職を目指す方々は、教職のなんたるか

を学び、自分が教職に向くかどうかを熟考する契機にしてくださることを希望しています。 
 

■学習の要点 

まず、教職とはどんな仕事か、その基本的な性格や社会的使命などについて考えてみましょ

う。それは、教師の歴史、教職がどのような経過で職業として、社会制度として成立したの

でしょうか。そして、教員の在り方についての論争、すなわち聖職論、労働者論、専門職論

などを経て、今どう考えられているのか、文部科学省や教育職員養成審議会などでは、21 世

紀の教員の在り方や期待される教員資質をどう描いているかなどを概観することによって

明らかとなります。| そして、現代社会が抱えている教育的諸問題と教員の関係を考察して

みましょう。教育問題は、学級崩壊、いじめ問題から学力低下、教育改革まで実に多くの問

題が発生しており、それらは、今や、学校のみならず家庭や地域社会、さらには国家的な問

題にもなるなど広範囲で大きな社会問題になっているものも多いといえます。それらに教師

はどう対処したらよいのか、教師の役割は、複雑かつ肥大化しています。激動する社会、急

変する教育界の中で、教師の使命や役割は、どうあればよいのかを考えることが求められて

いるのです。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。| あらゆる教育の問題は教師の問題に帰着するといわれる

ように、子どもたちに直接接し、指導に当たる教員に、優れた人材を確保することの重要性

は、これまでも繰り返し唱えられてきたところでありますが、子どもたちに［生きる力］を

育むことを基本とするこれからの学校教育の実現を展望する時、教員の資質・能力の向上を

図っていくことが、その実現に欠かせないことを改めて指摘しておきます。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z2103 （認定科目名：教育社会学１/教育社会学） 

授業科目 教育社会学 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

1960 年代から高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、「一億総

中流」と呼ばれる社会の平等化を推進しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊

などのさまざまな教育病理も生みだしました。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、

それが「格差社会」と呼ばれるような社会問題を引き起こしているという指摘までなされて

います。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相とそれを取りまく社会に視点を求

め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくことを目的とします。 
 

■学習の要点 

教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教育

の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められる

学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があげ

られ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教育

の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや不

登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょう。

こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社会を

支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中央教

育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。このよ

うな視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的で

す。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いてき

たのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされている学歴社会はこれか

らどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められます。| ２．

学力低下については諸説があり、いずれも一長一短の議論です。しかし、これほど学力の問

題が論じられている背景には何があるのかを考えてみれば、教育改革が何を意図しているの

かにたどり着くはずです。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z2105 （認定科目名：教育心理学１） 

授業科目 教育心理学 単位 2 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、心理学の理論に基づいて認識を

深める。また、具体的な保育・学校教育場面を想定しながら、子どもの主体的な活動を支援

する保育者・教師の役割を明らかにしていく。 
 

■学習の要点 

テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏ま

えた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3 章・

第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8 章は

第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践とのか

かわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基礎と

なるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキスト

学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよい。

さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考えて頭

のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終う試験への準備に

関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

乳幼児期から青年期までの運動・認知・言語・社会性の領域についての特徴を把握し、子ど

もの発達過程が外的・内的要因の相互作用のうちに展開していくことを理解する。そして、

こうした心理学の視点に基づく子ども理解が、具体的な保育・教育場面においてどのように

活かされるのかを把握する。また、子どもの学習過程についての理論を踏まえたうえで、発

達状況に応じた動機づけ・集団づくり・評価の在り方の工夫に見通しをもち、その働きかけ

により主体的な活動を支える教師の役割について認識を深める。 
 

■成績評価の基準 

【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論述

と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習を

丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怠

らないように。 



授業コード Z2107 
（認定科目名：学校教育課程論（中・高）/学校教育課程

論） 

授業科目 学校教育課程論（中・高） 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

学習指導要領の法的拘束力に関しては、さまざまな議論がありますが、実際には学校で「何

を教えるか」「何を学ぶか」が規定されており、各学校が教育課程を編成するにあたっての

よりどころとなるものです。その際に、地域や子どもの実態を考慮に入れることはもちろん

です。| 学習指導要領は、第二次世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、

その時代が要請する教育目標と内容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今

回、改訂された新学習指導要領はいくつかの大きな特徴をもっています。例えば、前回の改

訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、とりわけ外国語や理数科目

の時間が大幅に増加したのに対し、総合的な学習の時間が削減されことなどがあります。今

回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」への対応の問題が背景にあると考えられています。

| したがって、これからは教育内容が大きく変容することをしっかり把握し、それがまた学

校現場や生徒たちにも影響していくことへの理解を深めましょう。| 
 

■学習の要点 

学習指導要領について以下の観点から学習してください。|・学習指導要領は、第二次世界大

戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂のそ

のときどきの社会情勢、子どもたちの荒れや教育問題、学力問題などを含めて学習してくだ

さい。とりわけ小学校と異なる中学校および高等学校での教育課程の目標や原則的事項につ

いて学習してください。進路に関する部分は、「キャリア教育」の推進のもと中学校及び高

等学校で重視されている内容なので、きちんと理解しておきましょう。|・現行の学習指導要

領について、どのような特徴をもつか、中学校および高等学校の科目および時間数に注目し

て論じてください。とりわけ、選択教科についても理解を深めてください。|・学習指導要領

（中学校：2012 年施行、高等学校：2013 年第１学年より順次実施）が改訂施行となりまし

た。新学習指導要領の特徴について、中学校および高等学校それぞれに学習しておきましょ

う。とりわけ授業時間数の増加や教育内容の追加についても、学習指導要領解説編を参照し

ながら学習を進めてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z2108 
（認定科目名：道徳教育の研究（中）/道徳の理論及び指

導法（中）） 

授業科目 道徳の理論及び指導法（中） 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S117 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード Z2110 
（認定科目名：特別活動研究（中・高）/特別活動の指導

法（中・高）/特別活動研究） 

授業科目 特別活動の指導法（中・高） 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、そ

の教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育に

おいては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウエ

イトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本に

重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 一方で、学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといっ

た計測が容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘さ

れています。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちです。知識

は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねらいとするところ

もそこにあります。また、新学習指導要領のもとでは、深く考え、実践する力をいかに特別

活動を通して育むかが課題ともなっています。その際に、自己を理解するだけでなく、自己

と他者との関係性の深まり、すなわちコミュニケーションを通して集団生活の中で生きる力

を育むことが重要なのです。| 特別活動の研究では、とりわけ中学生および高校生の発達課

題に応じた学校行事に注目します。中学生や高校生においては、ボランティア活動や職業を

意識したインターンシップ活動がさかんに実施されており、「勤労生産・奉仕的行事」につ

いてはきちんと理解する必要があるといえるでしょう。| 特別活動の領域には、学級（ホー

ムルーム）活動や生徒会活動、学級行事などがありますが、わけても学校行事が思春期を迎

える生徒たちに対して、どのような教育的効果をもつものか、またそれを実施する上におい

てはどのような点に注意しなければならないのか、そうした知見をもとに、特別活動の具体

的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の

目標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるように

しておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級（ホームルーム）活動」「生

徒会活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞれの

特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成する

ための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生活や

学習への適応と自己の成長及び健康安全」（3）「一人一人のキャリア形成と自己実現」を示

しています。この３つについての内容の理解を深めておいてください。また、 それぞれの

指導の特質についても説明できるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを

達成するための「学校行事」について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてく

ださい。|４．生徒会活動について理解を深めておいてください。とくに、生徒会活動のねら



いや、今日的な問題を整理し、それを議題にもっていくまでの手順や指導上の留意点を具体

的な事例に基づいて理解しておくことが大切です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的

行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉

仕的行事」が正確に列挙できるようにし、それぞれのねらいを理解しておいてください。と

くに、「勤労生産・奉仕的行事」の指導上の留意点を活動例を示して具体的に説明できるよ

うにしておくことが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第５章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、生徒の発達段階や現在の社会情勢、自分の経験等を想起しながら、具

体的事例を伴った理解になるように努めてください。| 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z2111 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学（中・高） 単位 2 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード Z2113 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（中・高）生徒

指導・進路指導の理論及び方法（中・高）） 

授業科目 生徒指導・進路指導の理論及び方法（中高） 単位 2 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいといえ

ます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問題

や、生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。とり

わけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、 近

の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教育

指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論に

発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかまで

を実践的に把握していきたいと思います。| 中学校の教員の特性と在り方を考えるにあたっ

ては、まず中学校教育の基本及び特性を理解しておく必要があります。理解をするための拠

り所となるのは、学校教育法第 35 条及び 36 条、学校教育法施行規則及び中学校学習指導

要領総則です。| 高等学校の教育は、学校教育法（第 41 条、第 42 条）に明示されている

通り、「中学校における教育の基礎の上に」「高等普通教育及び専門教育を施す」ことが目的

であり、それを実現するための目標は次の三つになります。| ①中学校における教育の成果

をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。| ②

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定

させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。| ③社会について、広く深い

理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 
 

■学習の要点 

受験競争の過熱化などによるストレスの高まりとしてのいじめや不登校、さらには校内暴力

あるいは学級の秩序を乱す学級崩壊現象など、学校を取り巻く問題は山積しているといえる

でしょう。中学校においてその傾向は、他の校種にもまして強くみられます。教科指導の充

実とともに生徒指導の充実という課題を抱えながら、日々の教育活動を推進していかなけれ

ばならないのも、中学校教育における重要課題であります。| 中学校教育にあっては、教員

は単なる受験競争に勝つことをねらった姑息な考えに基づく教科指導の充実のみに走るこ

となく、生徒の真の成長に向けての教科指導の充実とともに生徒指導の充実の取り組みが求

められています。| 高校時代は、家族や友人との人間関係をはじめ、自己の進路、将来の生

き方等について不安や葛藤を抱き模索する時期であり、自己を根底から再構築し確立を図っ

ていく時期であります。それだけに、自発性、自律性、主体性などが一層大事なものになる

でしょう。| 生徒は多感な青年期を過ごしていますので、まず内面の成長発達を図り、望ま

しい自己形成を目指した主体的な取り組みが必要となります。そのためには、自分を作るの

は自分であるという自覚を持たせなければなりません。そして、自分を自分たらしめている



核（原理）は何か、自分を納得させるもの、自分であると実感させるものは何かを考えさせ、

自分の在り方に責任を持ちながら自らを成長させていくことができるよう、指導援助しなけ

ればならないのです。自立するということは「いかに生きるか」を意識して自分の生き方を

探ることであり、自我を立て直し自らの発達課題を明らかにしながら自分をつくっていくこ

とです。自分で自分を律しながらより良い生活習慣をつくり上げるとともに、理想に向かっ

て取り組み、常に自分に誠実であるような生き方を目指すことが大切といえるでしょう。| 

１．教科教育と教科外教育とはどのような関係にあるのかについてまとめ、その構造と課題

について説明できるようにしましょう。| ２．生徒指導の意義とは何かについて、実践的な

事例をあげながら説明できるようにしましょう。| ３．進路指導とは何かについてまとめ、

進路保障の原理について説明できるようにしましょう。| ４．中学生や高校生に起きやすい

問題行動には何があるか説明し、どのような点に注意して指導すればよいか具体的な事例と

指導方法を説明できるようにしましょう。| ５．中学・高校におけるいじめの構造とその特

質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしましょう。| ６．フリーターの

増加がどのような社会的背景から生じるものかについてまとめ、その対応について説明でき

るようにしましょう。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z2114 
（認定科目名：教育相談の研究（中・高）/教育相談の理

論及び方法（中・高）） 

授業科目 教育相談の理論及び方法（中・高） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年中・高校生の成長・発達上の問題として、不登校、いじめ、非行、摂食障害などのよう

なさまざまな不適応行動が多発している。また、仲間や親・教師との関わり方がよくわから

なくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えているといわれてい

る。このような生徒たちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼

等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。こ

れからの学校では、教育相談係の教師のみならず、すべての教師が教育相談活動もしくは教

育相談的な指導を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングや進路相談（開発的カウンセリング）の在り方について。|３．中・高校生

時代における「発達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリン

グそれぞれの関連について。|４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不

登校など、生徒たちの閉じ籠もり傾向の原因と対応について。|６．いじめや非行など、生徒

たちの問題行動への対応について。|７．摂食障害への対応について。 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。| 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード Z2164 
（認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高） ） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S069 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、生

徒との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード Z5101 （認定科目名：教育原論１/教育原論） 

授業科目 教育原論 単位 2 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

指定テキストを精読し、章末の課題に取り組んでみましょう。分からない言葉や事項は、イ

ンターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われているこ

とに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード Z5102 （認定科目名：学校教育職入門） 

授業科目 学校教育職入門 単位 2 

担当者 盛永 俊弘・原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編② 教職論 
久保富三夫・砂田信夫編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

日本は教育大国になりましたが、同時に受験戦争、学歴社会問題、登校拒否や不登校問題、

中退者の増加、対教師暴力や荒れる学校、 近では学級崩壊、学力低下など多くの教育問題

が発生しました。| そこで、文部省（現：文部科学省）では、教員の資質向上、特に教員の

生徒理解、生徒指導力の向上を図ろうと 1988（昭和 63）年に教育職員免許法を改正しまし

た。また、教育職員養成審議会は、1997（平成９）年「新たな時代に向けた教員養成の改善

方策」と題する答申を文部省に出しました。これを受けて同省は、1998（平成 10）年、戦

後２回目の教育職員免許法の大改正を行いました。その改正の 大のポイントがこの「教職

論」の新設であり、教職の使命感を自覚させること、教職への志向と一体感の形成などを強

化しようというものです。近年の教員免許更新制や６年制教員養成制度の構想など、教職を

取り巻く政策は大転換の渦中にあるといえます。| 子どもの成長を援助し、子どもの成長を

もって自己の喜びとする仕事、それが教職であるといえるでしょう。教職は非常に人間的な

仕事であり、やり甲斐のあるすばらしい仕事です。教職を目指す方々は、教職のなんたるか

を学び、自分が教職に向くかどうかを熟考する契機にしてくださることを希望しています。 
 

■学習の要点 

まず、教職とはどんな仕事か、その基本的な性格や社会的使命などについて考えてみましょ

う。それは、教師の歴史、教職がどのような経過で職業として、社会制度として成立したの

でしょうか。そして、教員の在り方についての論争、すなわち聖職論、労働者論、専門職論

などを経て、今どう考えられているのか、文部科学省や教育職員養成審議会などでは、21 世

紀の教員の在り方や期待される教員資質をどう描いているかなどを概観することによって

明らかとなります。| そして、現代社会が抱えている教育的諸問題と教員の関係を考察して

みましょう。教育問題は、学級崩壊、いじめ問題から学力低下、教育改革まで実に多くの問

題が発生しており、それらは、今や、学校のみならず家庭や地域社会、さらには国家的な問

題にもなるなど広範囲で大きな社会問題になっているものも多いといえます。それらに教師

はどう対処したらよいのか、教師の役割は、複雑かつ肥大化しています。激動する社会、急

変する教育界の中で、教師の使命や役割は、どうあればよいのかを考えることが求められて

いるのです。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。| あらゆる教育の問題は教師の問題に帰着するといわれる

ように、子どもたちに直接接し、指導に当たる教員に、優れた人材を確保することの重要性

は、これまでも繰り返し唱えられてきたところでありますが、子どもたちに［生きる力］を

育むことを基本とするこれからの学校教育の実現を展望する時、教員の資質・能力の向上を

図っていくことが、その実現に欠かせないことを改めて指摘しておきます。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z5103 （認定科目名：教育社会学１/教育社会学） 

授業科目 教育社会学 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

1960 年代から高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、「一億総

中流」と呼ばれる社会の平等化を推進しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊

などのさまざまな教育病理も生みだしました。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、

それが「格差社会」と呼ばれるような社会問題を引き起こしているという指摘までなされて

います。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相とそれを取りまく社会に視点を求

め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくことを目的とします。 
 

■学習の要点 

教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教育

の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められる

学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があげ

られ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教育

の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや不

登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょう。

こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社会を

支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中央教

育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。このよ

うな視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的で

す。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いてき

たのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされている学歴社会はこれか

らどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められます。| ２．

学力低下については諸説があり、いずれも一長一短の議論です。しかし、これほど学力の問

題が論じられている背景には何があるのかを考えてみれば、教育改革が何を意図しているの

かにたどり着くはずです。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z5104 （認定科目名：教育心理学１） 

授業科目 教育心理学 単位 2 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、心理学の理論に基づいて認識を

深める。また、具体的な保育・学校教育場面を想定しながら、子どもの主体的な活動を支援

する保育者・教師の役割を明らかにしていく。 
 

■学習の要点 

テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏ま

えた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3 章・

第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8 章は

第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践とのか

かわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基礎と

なるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキスト

学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよい。

さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考えて頭

のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終う試験への準備に

関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

乳幼児期から青年期までの運動・認知・言語・社会性の領域についての特徴を把握し、子ど

もの発達過程が外的・内的要因の相互作用のうちに展開していくことを理解する。そして、

こうした心理学の視点に基づく子ども理解が、具体的な保育・教育場面においてどのように

活かされるのかを把握する。また、子どもの学習過程についての理論を踏まえたうえで、発

達状況に応じた動機づけ・集団づくり・評価の在り方の工夫に見通しをもち、その働きかけ

により主体的な活動を支える教師の役割について認識を深める。 
 

■成績評価の基準 

【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論述

と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習を

丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怠

らないように。 



授業コード Z5105 
（認定科目名：特別な教育的ﾆｰｽﾞの理解とその支援(中・

高)） 

授業科目 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理解とその支援(中・高) 単位 1 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S081 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

特別支援教育の基礎・基本

〔新訂版〕|―共生社会の形

成に向けたインクルーシブ

教育システムの構築― 

独立行政法人 国立特別支

援教育総合研究所 
ジアース教育新社  

    

 
 

■授業の概要 

通常の学級にも在籍している様々な障害等により特別の支援を必要とする生徒の学習上・生

活上の困難さを理解し、個別の教育的ニーズに対応していくために必要な知識や指導方法を

学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．特別支援教育に関する理念・制度について学ぶ。|２．心身の発達の概要と様々な障害に

ついて学ぶ。|３．知的障害・肢体不自由・病弱・視覚障害・聴覚障害・発達障害児の理解と

指導方法の概要について学ぶ。| 
 

■学習の到達目標 

１．特別支援教育に関する理念・制度を理解する。|２．心身の発達の概要と様々な障害を理

解する。|３．知的障害・肢体不自由・病弱・視覚障害・聴覚障害・発達障害児の理解と指導

方法の概要を理解する。 
 

■成績評価の基準 
問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活か

し、|完結した?章として表現すること。 



授業コード Z5106 
（認定科目名：学校教育課程論（中・高）/学校教育課程

論） 

授業科目 学校教育課程論（中・高） 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑥ 教育課程・教育

評価 

細尾萌子・田中耕治編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

学習指導要領の法的拘束力に関しては、さまざまな議論がありますが、実際には学校で「何

を教えるか」「何を学ぶか」が規定されており、各学校が教育課程を編成するにあたっての

よりどころとなるものです。その際に、地域や子どもの実態を考慮に入れることはもちろん

です。| 学習指導要領は、第二次世界大戦後から現在にかけてほぼ 10 年ごとに改訂され、

その時代が要請する教育目標と内容を示し、日本の教育の方向性を変化させてきました。今

回、改訂された新学習指導要領はいくつかの大きな特徴をもっています。例えば、前回の改

訂では大幅に削減された教育内容が多くの教科で増加したこと、とりわけ外国語や理数科目

の時間が大幅に増加したのに対し、総合的な学習の時間が削減されことなどがあります。今

回の改訂の目的は、いわゆる「学力低下」への対応の問題が背景にあると考えられています。

| したがって、これからは教育内容が大きく変容することをしっかり把握し、それがまた学

校現場や生徒たちにも影響していくことへの理解を深めましょう。| 
 

■学習の要点 

学習指導要領について以下の観点から学習してください。|・学習指導要領は、第二次世界大

戦後の 1947 年に初めて発表されて以来、どのように変化してきたのでしょうか。改訂のそ

のときどきの社会情勢、子どもたちの荒れや教育問題、学力問題などを含めて学習してくだ

さい。とりわけ小学校と異なる中学校および高等学校での教育課程の目標や原則的事項につ

いて学習してください。進路に関する部分は、「キャリア教育」の推進のもと中学校及び高

等学校で重視されている内容なので、きちんと理解しておきましょう。|・現行の学習指導要

領について、どのような特徴をもつか、中学校および高等学校の科目および時間数に注目し

て論じてください。とりわけ、選択教科についても理解を深めてください。|・学習指導要領

（中学校：2012 年施行、高等学校：2013 年第１学年より順次実施）が改訂施行となりまし

た。新学習指導要領の特徴について、中学校および高等学校それぞれに学習しておきましょ

う。とりわけ授業時間数の増加や教育内容の追加についても、学習指導要領解説編を参照し

ながら学習を進めてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ



て、客観的に記述してください。 

 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z5107 
（認定科目名：道徳教育の研究（中）/道徳の理論及び指

導法（中）） 

授業科目 道徳の理論及び指導法（中） 単位 2 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S117 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1．道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2．

学習指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題につい

て学習する。|3．道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のため

の授業作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4．模擬授業と評価

| 教育のなかでも道徳科は人間形成に深く関るものであるため、教師は慎重に実践しなけれ

ばならない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際

の模擬授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解し

ているか、という点で評価する。 



授業コード Z5108 （認定科目名：総合的な学習の時間の指導法（中・高）） 

授業科目 総合的な学習の時間の指導法（中・高） 単位 2 

担当者 
篠原 正典・平田 豊誠・小川 博士・大畑 健

実 

シラバスグルー

プ 
T0S026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑧総合的な学習の時

間 

森田真樹、篠原正典編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

総合的な学習の時間の導入背景、意義と教育課程での位置づけを学ぶ。総合的な学習の真の

効果を上げるために、学校内横断的なカリキュラムマネジメントに基づく年間指導計画、単

元計画の作成が重要となる、その作成の考え方と実際の作成法を学ぶとともに、教科学習か

らより深い探求的な学びを行う学習過程と学習行動の指導法および評価法を学ぶ。さらに、

中・高等学校での総合的な学習事例から、実践に応用できる知識・技能を学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．総合的な学習の時間が導入された背景、導入における目的および実践における課題につ

いて学ぶ。学習指導要領で求められている「能力・資質」の育成と総合的な学習の時間との

関係を学び、総合的な学習の時間を充実するための課題を考える。（第 1 章）|２．総合的な

学習の時間の源流ともいうべき、戦後初期のコア・カリキュラムを取り上げ、?目標の設定、

カリキュラム編成の視点、②学習指導の実際、の二点から検討し、その特質や課題から今日

的な示唆を導き出す。（第 2 章）|３．総合的な学習の時間の教育課程上の位置づけや目標の

変化、また、各学校の取り組み状況と課題を学ぶ。これらの課題克服とそれを充実させるた

めの具体的な年間指導計画や単元計画を作成するための基礎となる校内体制等について学

ぶ。（第 3 章）|４．学習指導要領及び総合的な学習の時間解説書に示されている「指導計画

の作成」を手がかりに、「全体計画」「年間計画」「単元計画」に分けて、それぞれの計画を計

画的、効果的に展開できるための考え方や内容、方法や手順について学ぶ。（第 4 章）|５．

総合的な学習の時間における学習指導を、１．探求的な学習とは何か、２．他者と協同して

取り組む学習活動、３．総合的な学習の時間における体験活動、４．総合的な学習の時間に

おける情報活用能力の育成、の４つの観点から学ぶ。（第 5 章）|６．学力評価の基本用語や、

学習指導要領で示された総合学習の評価の留意点、総合学習における評価の方法のポイント

など評価の基本を理解する。評価は、教師だけではなく子どもや保護者などが参加しながら、

学習を豊かにするものであることを学ぶ。（第 6 章）|７．八幡市における授業実践から、①

「21 世紀型能力」を育成する授業を実現するためのカリキュラムや授業設計、②総合の特

性に目を留め、児童の変容に｢授業｣が果たしていた役割、これらの知見から③今後の初等教

育における総合への示唆を得る。（第７章）|８．中学校において、①カリキュラムの作成、

②探究のプロセス、③思考ツールの活用、④地域との連携、⑤生徒・教師・地域の変容の５

つの観点から中学校の総合的な学習の実践を学ぶ。（第８章）|９．総合的な学習の時間では、

その趣旨や目的を踏まえた上で、国際理解をテーマとした実践が行われることが増えてい

る。本章では、国内における国際理解教育の歴史と現状、目標及び内容の事例、実践の特質

や課題について学ぶ。（第 9 章）|10．近年、地球温暖化やオゾン層の破壊、野生生物種の減

少など地球規模の環境問題が世界共通の課題となっている。総合的な学習の時間で、１．環



境教育の歴史的展開、２．環境教育と ESD、３．環境教育の実現、の３つの観点から学ぶ。

（第 10 章）|11． 1990 年代以降にシティズンシップ教育が注目されるようになった背景と

して、社会の多様化・流動化や学校教育で育成すべき力の変容に注目する。総合的な学習の

時間について、シティズンシップ教育との接点、および実践上の課題について考察する。（第

11 章）|12．古くて新しい「地域学習」は、問題解決学習を伴ういつの時代にも重要な学習

である。地域学習の教育理論や歴史的展開を追いながら、その理由を知るとともに、改めて

地域学習を学ぶカリキュラム内容、実践の進め方について理解を深める。（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

生徒が、各教科の特質に応じた見方・考え方を成長させ、総合的・統合的に活用することで、

探究的な見方・考え方を働かせ、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための

資質・能力の育成が実現できるようにする。そのために、総合的な学習の時間の指導計画の

作成や学習活動の指導・評価に関する知識・技能を身に付け、実践への応用ができるように

なる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード Z5109 
（認定科目名：特別活動研究（中・高）/特別活動の指導

法（中・高）/特別活動研究） 

授業科目 特別活動の指導法（中・高） 単位 2 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S065 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑨ 特別活動 
中村豊・原清治 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

教科教育と教科外教育は、学校教育の「両輪」をなすものであるといわれます。さらに、そ

の教科外教育のなかには、生徒指導や進路指導、特別活動などを含みます。| 昨今の教育に

おいては、「ゆとり」を標榜して子どもたちの学習に対する関心や意欲・態度に大きなウエ

イトをかけすぎている学校がある一方で、「知識偏重」というかけ声とともに基礎・基本に

重きを置きすぎ、受験教育などといわれる学歴社会の弊害が指摘される学校もあるようで

す。| 一方で、学力に関する論争も、どれだけ知識を詰め込みどれだけ憶えているかといっ

た計測が容易な学力だけを測って得点化し、それをいわゆる「学力」とみなす傾向が指摘さ

れています。それでは、断片的な知識詰め込みといった受身的な学習になりがちです。知識

は自らが主体的に学びとってこそ身につくものでしょうし、特別活動のねらいとするところ

もそこにあります。また、新学習指導要領のもとでは、深く考え、実践する力をいかに特別

活動を通して育むかが課題ともなっています。その際に、自己を理解するだけでなく、自己

と他者との関係性の深まり、すなわちコミュニケーションを通して集団生活の中で生きる力

を育むことが重要なのです。| 特別活動の研究では、とりわけ中学生および高校生の発達課

題に応じた学校行事に注目します。中学生や高校生においては、ボランティア活動や職業を

意識したインターンシップ活動がさかんに実施されており、「勤労生産・奉仕的行事」につ

いてはきちんと理解する必要があるといえるでしょう。| 特別活動の領域には、学級（ホー

ムルーム）活動や生徒会活動、学級行事などがありますが、わけても学校行事が思春期を迎

える生徒たちに対して、どのような教育的効果をもつものか、またそれを実施する上におい

てはどのような点に注意しなければならないのか、そうした知見をもとに、特別活動の具体

的な取り組みを理解し、実践的に把握することを目的としたいと思います。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領に即して、特別活動のねらいや方法・原理としての特質を「特別活動の

目標」からとらえ、それがなぜ特質なのか、各教科、道徳などと比較して説明できるように

しておいてください。さらに、特別活動における具体的な「学級（ホームルーム）活動」「生

徒会活動」「学校行事」などがどのようなものであるかを列挙できるようにし、それぞれの

特質を理解しておくことも重要です。|２．学習指導要領では、学級活動のねらいを達成する

ための内容として、 (1)「学級や学校における生活づくりへの参画」と (2)「日常の生活や

学習への適応と自己の成長及び健康安全」（3）「一人一人のキャリア形成と自己実現」を示

しています。この３つについての内容の理解を深めておいてください。また、 それぞれの

指導の特質についても説明できるようにしておくことが重要です。|３．学級活動のねらいを

達成するための「学校行事」について、その指導上の要点を説明できるようにしておいてく

ださい。|４．生徒会活動について理解を深めておいてください。とくに、生徒会活動のねら



いや、今日的な問題を整理し、それを議題にもっていくまでの手順や指導上の留意点を具体

的な事例に基づいて理解しておくことが大切です。|５．学校行事の活動内容である「儀式的

行事」「文化的行事」「健康安全・体育的行事」「遠足・集団宿泊的行事」及び「勤労生産・奉

仕的行事」が正確に列挙できるようにし、それぞれのねらいを理解しておいてください。と

くに、「勤労生産・奉仕的行事」の指導上の留意点を活動例を示して具体的に説明できるよ

うにしておくことが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。| テキスト及び新学習指導要領を熟読し、基礎的・基本的

な事柄を正しく理解するようにしてください。とくに、学習指導要領「第５章 特別活動」

をよく読んで、特別活動がどのような活動内容で構成されているのか整理し、具体的な学校

での実践活動を念頭においておくことが大切です。また、活動のねらいや特質及び活動内容

の学習にあたっては、生徒の発達段階や現在の社会情勢、自分の経験等を想起しながら、具

体的事例を伴った理解になるように努めてください。| 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z5110 
（認定科目名：教育方法学１/教育方法学（中・高）/教育

方法学１（中・高）） 

授業科目 教育方法学（中・高） 単位 2 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S147 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード Z5111 
（認定科目名：生徒指導・進路指導の研究（中・高）生徒

指導・進路指導の理論及び方法（中・高）） 

授業科目 生徒指導・進路指導の理論及び方法（中高） 単位 2 

担当者 原 清治・古市 文章 
シラバスグルー

プ 
T0S002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）のもつ比重は大きいといえ

ます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こっているさまざまな問題

や、生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が求められています。とり

わけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行為」などの問題は、 近

の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であるといえるでしょう。| 教育

指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をもつべきなのかという理論に

発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、それらに対処するのかまで

を実践的に把握していきたいと思います。| 中学校の教員の特性と在り方を考えるにあたっ

ては、まず中学校教育の基本及び特性を理解しておく必要があります。理解をするための拠

り所となるのは、学校教育法第 35 条及び 36 条、学校教育法施行規則及び中学校学習指導

要領総則です。| 高等学校の教育は、学校教育法（第 41 条、第 42 条）に明示されている

通り、「中学校における教育の基礎の上に」「高等普通教育及び専門教育を施す」ことが目的

であり、それを実現するための目標は次の三つになります。| ①中学校における教育の成果

をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。| ②

社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定

させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。| ③社会について、広く深い

理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。 
 

■学習の要点 

受験競争の過熱化などによるストレスの高まりとしてのいじめや不登校、さらには校内暴力

あるいは学級の秩序を乱す学級崩壊現象など、学校を取り巻く問題は山積しているといえる

でしょう。中学校においてその傾向は、他の校種にもまして強くみられます。教科指導の充

実とともに生徒指導の充実という課題を抱えながら、日々の教育活動を推進していかなけれ

ばならないのも、中学校教育における重要課題であります。| 中学校教育にあっては、教員

は単なる受験競争に勝つことをねらった姑息な考えに基づく教科指導の充実のみに走るこ

となく、生徒の真の成長に向けての教科指導の充実とともに生徒指導の充実の取り組みが求

められています。| 高校時代は、家族や友人との人間関係をはじめ、自己の進路、将来の生

き方等について不安や葛藤を抱き模索する時期であり、自己を根底から再構築し確立を図っ

ていく時期であります。それだけに、自発性、自律性、主体性などが一層大事なものになる

でしょう。| 生徒は多感な青年期を過ごしていますので、まず内面の成長発達を図り、望ま

しい自己形成を目指した主体的な取り組みが必要となります。そのためには、自分を作るの

は自分であるという自覚を持たせなければなりません。そして、自分を自分たらしめている



核（原理）は何か、自分を納得させるもの、自分であると実感させるものは何かを考えさせ、

自分の在り方に責任を持ちながら自らを成長させていくことができるよう、指導援助しなけ

ればならないのです。自立するということは「いかに生きるか」を意識して自分の生き方を

探ることであり、自我を立て直し自らの発達課題を明らかにしながら自分をつくっていくこ

とです。自分で自分を律しながらより良い生活習慣をつくり上げるとともに、理想に向かっ

て取り組み、常に自分に誠実であるような生き方を目指すことが大切といえるでしょう。| 

１．教科教育と教科外教育とはどのような関係にあるのかについてまとめ、その構造と課題

について説明できるようにしましょう。| ２．生徒指導の意義とは何かについて、実践的な

事例をあげながら説明できるようにしましょう。| ３．進路指導とは何かについてまとめ、

進路保障の原理について説明できるようにしましょう。| ４．中学生や高校生に起きやすい

問題行動には何があるか説明し、どのような点に注意して指導すればよいか具体的な事例と

指導方法を説明できるようにしましょう。| ５．中学・高校におけるいじめの構造とその特

質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしましょう。| ６．フリーターの

増加がどのような社会的背景から生じるものかについてまとめ、その対応について説明でき

るようにしましょう。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード Z5112 
（認定科目名：教育相談の研究（中・高）/教育相談の理

論及び方法（中・高）） 

授業科目 教育相談の理論及び方法（中・高） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0S099 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

学校カウンセリング入門 

第 3 版 
友久久雄 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年中・高校生の成長・発達上の問題として、不登校、いじめ、非行、摂食障害などのよう

なさまざまな不適応行動が多発している。また、仲間や親・教師との関わり方がよくわから

なくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えているといわれてい

る。このような生徒たちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼

等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。こ

れからの学校では、教育相談係の教師のみならず、すべての教師が教育相談活動もしくは教

育相談的な指導を実践することを求められているので、しっかり学習していただきたい。 
 

■学習の要点 

１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。|２．教育相談における発達援助

的カウンセリングや進路相談（開発的カウンセリング）の在り方について。|３．中・高校生

時代における「発達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリン

グそれぞれの関連について。|４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。|５．不

登校など、生徒たちの閉じ籠もり傾向の原因と対応について。|６．いじめや非行など、生徒

たちの問題行動への対応について。|７．摂食障害への対応について。 
 

■学習の到達目標 

試験は「学習の要点」に示されている学習目標がどれくらい達成されているかを測るもので

ある。出題範囲は広いが、それぞれの「要点」にかかわるテキストの記述を整理し、重要事

項について理解を深めておくこと。|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワ

ードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場

合には、自らの経験や自説をいくら述べ立てても評価されない。| 
 

■成績評価の基準 

・テキストの理論・内容を踏まえているかどうか。|・テキストの理論・内容に触れず、実践

例のみ記述していないかどうか。|・テキストを引用するだけでなく、自身の考察が深まって

いるかどうか。|・記述の分量が適当であるかどうか（極端に長すぎる、または短すぎるもの

は不可）。|・テキストで示されているデータよりも新しいデータがあれば、新しいものを使

用しようと努めているかどうか。 



授業コード Z5124 
（認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高） ） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S069 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動 

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

同和教育実践：新たな人権

教育の創造 
後藤直ほか編 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、その

事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、生

徒との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教

材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育

実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、

省察のための事後学習（R 履修）である。|※事後学習（R 履修）の用紙は、教育実習簿巻末

に挿入している。切り離さず、教育実習簿と一緒に提出すること。 
 

■学習の要点 

教育実習を有意義なものとするために、事前学習（S 履修）にあたっては予めテキストを熟

読しておくこと。スクーリングでは、他の学生と積極的に意見交流し、教育実習に臨むにあ

たっての留意事項を理解し心構えを確立すること。事後学習（R 履修）では、教育実習を客

観的に振り返り、成果と課題を整理すること。 
 

■学習の到達目標 
・教育実習を総合的に省察し、その成果や課題を整理することができる。|・教職に対する意

欲、資質・能力を自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 「教育実習簿」巻末のリポートにより、学習の到達目標に準じ評価する。 



授業コード Z5143 （認定科目名：教育評価（中・高）/教育評価論（中・高）） 

授業科目 教育評価論（中・高） 単位 2 

担当者 田中 耕治 
シラバスグルー

プ 
T0S041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科と総合に活かすポート

フォリオ評価法 
西岡加名恵 図書文化社  

    

 
 

■授業の概要 

教育評価とは、教育活動と直接的あるいは間接的に関連した各種の実態把握と価値判断のす

べてを意味するものである。なかでも、教育目標として設定した学力が子どもたちの身につ

いているかどうかを評価する学力評価は、教育評価の中核に位置づいている。現行の指導要

録において「目標に準拠した評価」が導入されたこともあり、評価に関わる教師の力量形成

の重要性は、ますます高まっている。そこで本科目では、教育評価に関する基本的な概念の

理解を深めるとともに、授業・単元設計・カリキュラム設計に使える評価のスキルを身につ

けることをめざす。 
 

■学習の要点 

１）指導要録の歴史を振り返ると、戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、

「目標に準拠した評価」の四つの立場が登場している。それぞれの意義と問題点・課題につ

いて把握しておくこと（テキスト第１章 pp.18?24 参照）。なお、平成 22（2010）年に改訂さ

れ た 新 指 導 要 録 の 参 考 様 式 に つ い て は 、 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm で見ることができる。新指導 要録

の 趣 旨 に つ い て は 、 次 の URL を 参 照 。 | 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm（「児童生徒

の学習評価の在り方について（報告）」）|２）ポートフォリオ評価法の定義と意義を理解して

おくこと（テキスト pp.52?68 参照）。|３）子どもが効果的に学習を進めることができるよう

にするには、子どもの自己評価力を高める必要がある。その重要性と、具体的な指導法を理

解しておくこと（テキスト pp.32?35、pp.68?85、pp.116?127、pp.158?161 など）。|４）幅広

い学力を保障するためには、筆記テストだけでなく、パフォーマンス課題を用いる必要があ

る。パフォーマンス課題を評価に用いる場合の留意点を考えておくこと。また、このとき評

価基準として用いられるルーブリックについての理解を深め、その作り方と指導への活かし

方についても考えておくこと（テキスト pp.63?67、pp.134?161）。|５）評価計画を評価する

際に必要となる視点について、理解しておくこと（テキスト pp.203?208）。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．戦前型の絶対評価（認定評価）、相対評価、個人内評価、到達度評

価、以上四つの立場の違いを説明し、それぞれ意義と問題点・課題を述べることができる。

|２．ポートフォリオ評価法の定義と意義について、具体的な例を出しながら述べることがで

きる。|３．学習における子どもの自己評価の役割を認識し、自己評価を用いた指導法を計画

することができる。|４．パフォーマンス評価を用いた評価計画をルーブリックの作成も含め

て計画することができる。|５．自分の評価計画を客観的な視点から評価することができる。

| 
 



■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 



授業コード Z5811 （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S077 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑬ 教育実習・学校

体験活動  

小林隆・森田真樹 著 ミネルヴァ書房  

介護等体験ブック 新フィ

リア 

全国特別支援学校長会 |全

国特別支援教育推進連盟 

編著 

ジアース教育新社 [ISBN]9784863715226 

 
 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せら

れています。この目的は、介護等体特例験法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び

社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を

図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授

与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の

体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験研究」は「介

護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者や高齢者に関す

る知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| この科目において

は、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解するように努めて

ください。 
 

■学習の要点 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、生

理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれら障

害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い期間

で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに留意

し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎として、

「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生活機能分

類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダーのみなら

ず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-being）の

全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律と生活機能

の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実践を推進し、

権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■学習の到達目標 介護等体験について自分なりの意義を見出すことができる 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験において設題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。設題に

関わる知識を正しく理解し、設題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード ZN102 （認定科目名：初等社会教育法） 

授業科目 初等社会教育法 単位 2 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0ZN02 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編② 初等社会科教育 
中西仁・小林隆著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、社会科の歴史的変遷に基づいて平成 2９年版学習指導要領の特色を学習する。

そして、「小学校社会科学習指導のあり方」や「学習指導案の意義と様式」について理解を

深める。 終的には各自で学年と単元を設定し、学習指導案の作成をする。 
 

■学習の要点 

①社会科成立の背景と学習指導要領の変遷について理解を深める。 |②平成 29 年版学習指

導要領の特色と指導上の留意点について理解を深める。|③平成 29 年版学習指導要領の理念

を実現する社会科授業構成論について考察する。 |④学習指導案の意義と様式について理解

を深める。 |⑤各学年、単元の具体的な授業づくりと指導のあり方について考察を深める。 
 

■学習の到達目標 

平成 29 年版学習指導要領の理解と社会科授業構成原理の理解に基づき、次の２点に到達す

ることができる。|１．様々な指導事例を学習指導案レベルで分析・考察することができる。

|２．児童の実態を把握した上で、具体的な社会科授業を構想することができる。 
 

■成績評価の基準 テキスト内容のまとめに基づいてご自身の考察がなされていることが基準となります。 



授業コード ZN103 （認定科目名：初等算数教育法） 

授業科目 初等算数教育法 単位 2 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0ZN03 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編③ 算数科教育 
原清治監修他 ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 算数編 
文部科学省 日本文教出版 [ISBN]9784536590105 

 
 

■授業の概要 
算数教育に対する数学的背景・理論・指導法等の理解及び，それらを活かした教材研究を行

えるようになるための基礎的知識と基本的技能及びその考え方について考察する。 

 

■学習の要点 

算数科の目標について要点を把握する必要がある。また評価については，評価の時期（3 つ

の評価）と行為動詞の活用について理解しておく必要がある。|さらに，各領域とプログラミ

ング的思考について，今日的課題と指導の在り方について理解しておく必要がある。|テキス

トに基づいて学習を進めること。 
 

■学習の到達目標 

１．算数の目標，各領域のねらい・内容とその指導法について説明できる。|2．児童の発達

段階や実態に応じた授業構成の基本的な考え方を理解し，それを授業設計に活かすことがで

きる。 
 

■成績評価の基準 
・問われている内容について解答できているか。|・解答の内容について，わかりやすく筋道

立てて説明がなされているか。|・理解度が判断できる解答か。 



授業コード ZN104 （認定科目名：初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0ZN04 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編④ 初等理科教育 
山下芳樹・平田豊誠 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エネル

ギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点や方法

について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成し授業を

実施できるようにしていきます。 
 

■学習の要点 

子どもが自然に働きかけて，自然から働きかえされるという相互作用によって，子どもは自

然からさまざまな情報を受け取って自然を認識していきます。そしてその過程で人間的成長

を遂げていくのです。教師はそのための援助・支援をする。この一連の過程が理科教育の本

質です。|まずテキスト学習を確実にしっかりと行ってください。通信教育はテキスト学習が

基本です。テキスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述に目

を通して，このテキストにはどういうことが書かれているかを学び，考えを深めてください。

| テキスト第 I 部では，理科教育に託された先人たちの思いをもとに学習指導要領の読み解

き方を学びます。第 II 部では，深い学びをさそう授業作りの手引きとして，エネルギー，粒

子，生命，地球という 4 つの領域において具体例をもとに授業を考えていきます。第 III 部で

は，学び続ける小学校教員としての研究のあり方や専門性について学んでいきます。| そし

て，各章の 後にある学習の課題をはじめ，興味・関心のある部分と，リポートの設題に関

係する部分を重点的に学習するとともに，科目 終試験に向けて特に次の諸点を詳しく読み

とって，理解し考えてください。|１．「なぜ理科を学ぶのか」という問いに自分なりの回答

を考えてみる。科学の特徴，日常生活との関連，理科の見方・考え方，探求の過程などに基

づいて理科を指導する意義を考える。|２．テキストおよび小学校学習指導要領解説理科編を

もとに，理科は何を教える教科かを考える。|３．理科の教え方，学び方（指導論・学習論）

について考える。特に構成主義学習論を中心に学習を深める。|４．授業づくりにおいて，深

い学びとなるような授業を考える。エネルギー，粒子，生命，地球の 4 領域において具体例

をもとに学習を深め，具体の単元を例に教材研究を行う。|５．理科学習指導案について学習

を深め，任意の単元を取り上げ，学習指導案を書き，模擬授業を行い，その様子を録画し，

記録動画を用いた省察を行い，今後の課題を考える。その際，観察や実験における安全指導

にも留意すること。|６．理科における評価を次のキーフレーズをもとに考える。・目標に準

拠した評価と観点別学習状況の評価，・指導と評価の一体化，・新しい学習評価の考え方。な

お，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要

録の改善等について（通知）（30 文科初第 1845 号，平成 31 年 3 月 29 日）の本文をよく確

認し，別紙 4 の「各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小学校及び特別支援学

校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）【平成 31 年 4 月 4 日付け 31 文科初第 13

号初等中等教育局長通知による一部修正（小学校理科）】」の理科の評価の観点及びその趣旨



をよく確認すること。 

 

■学習の到達目標 

小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自ら実践すること

ができる。|学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を行い，学習指導案を作成するこ

とができる。|１．理科という教科の意義・目標を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理

解する。|３．理科における学力と評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本

を身につけている。|５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 

学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価します。| テキスト学習の成果を

判断します。テキスト学習の成果が認められない場合は不合格となります。| 剽窃・盗用が

疑われるもの，他と類似の内容となっているもの等，不正が疑われるものは合格とならない

場合があります。| テキスト以外からの引用について，出典等が明記されていないものは合

格とならない場合があります。| リポートにおいて，成績評価の基準やリポート学習の留意

点に記載されている項目を満たしていないリポートは添削対象外と判断することがありま

す。 



授業コード ZN105 （認定科目名：初等生活教育法 ） 

授業科目 初等生活教育法 単位 2 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0ZN09 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 小学校新学

習指導要領の展開 生活編 
田村学編著 明治図書出版  

小学校学習指導要領解説 

生活編 
文部科学省 東洋館出版社 [ISBN]9784491034645 

 
 

■授業の概要 

新学習指導要領における生活科の教科目標は、「具体的な活動や体験を通して、身近な生活

に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を、次の通

り育成することを目指す。」である。指導上の留意点は、以下 3 点である。①具体的な活動

や体験を通すこと。②身近な生活に関わる見方・考え方を生かすこと。③自立し生活を豊か

にしていくこと。生活科は児童の発達段階を鑑み、平成元年版の登場以降この 3 点を教科目

標の根底に据えている。本科目では、生活科の本質と新学習指導要領における生活科の新た

な方向性について学習する。 
 

■学習の要点 

1. 新学習指導要領の方向性をもとに、生活科授業実施の留意点について考察すること。|2. 

生活科の「教科目標」等の分析から、生活科の本質について考察すること。|3. 生活科の各学

年の「目標及び内容」に基づいて、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、

社会及び自然に関わる活動に関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞ

れについて理解し、具体的な指導のあり方を考察すること。|4. 生活科の「指導計画の作成

と内容の取扱い」に基づいて、2 年間を見通した年間指導計画作成と単元計画作成のポイン

トについて理解し、「主体的・対話的で深い学びの実現」を実現する指導のあり方を考察す

ること。|5. 生活科の「新授業プラン」に基づいて、生活科授業の実際について考察するこ

と。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、次の通りである。|1.  新学習指導要領における生活科の教科目標に基づ

いて、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、社会及び自然に関わる活動

に関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞれについて理解し、具体的

な指導のあり方を述べることができる。|2. 科目 終試験は、この到達目標に準じて評価す

る。|3. 問題は、テキストに即して出題する。| 
 

■成績評価の基準 科目 終試験は、学習の到達目標に準じて評価する。 



授業コード ZN106 （認定科目名：初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 
シラバスグルー

プ 
T0ZN05 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい小学校音楽科の授業

をつくる 
高見仁志著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、小学校音楽科授業づくりの基礎となる線

的理論について学習する。とりわけ、歌唱の授業、器楽の授業、音楽づくりの授業、鑑賞の

授業の基盤となる「教科専門の力量」はもちろんのこと、それと「教科の指導法」との融合

を重視している。このような視点から、音楽科授業を構想する能力を高めることを目標とし

ている。 
 

■学習の要点 

① 学習指導要領に基づいた音楽科授業づくりの専門的能力を高める。 |② 歌唱指導の基

礎・基本に関して実践的に探究する。 |③ 鑑賞の授業づくりに関して教材選択し授業を構

成する。|④ 音楽科における ICT の活用に関して、具体例をあげ授業を構想する。 |⑤ 楽器

の奏法を身につけ、器楽指導のポイントについて学びを深める。|⑥ 音楽づくりの基となる

教師の創造性を高める。|⑦ 異文化の音楽や日本の音楽について理解する。|⑧ 音楽科にお

ける評価に関して認識を深める。|⑨学習指導要領に示された共通事項に基づいた授業を構想

する。  
 

■学習の到達目標 
・平成 29 年版学習指導要領に基づいて、教科専門の力量を駆使して具体的な授業のあり方

を構想できることが到達目標である 

 

■成績評価の基準 

リポート作成にあたっては、設題が求める学習の要点を正しく理解し、所定の字数でまとめ

ること。また、設題内容に対するテキスト内容を基に自身の考えを簡潔にまとめて記述する

こと。単にテキストの要約とならないよう、具体的な場面や教材、自身の経験や考え等を交

えて論述すること。 



授業コード ZN107 （認定科目名：初等図画工作教育法 ） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 
シラバスグルー

プ 
T0ZN07 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑦ 図画工作科教育 
波多野達二・三宅茂夫編著 ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 図画工作

編 

文部科学省 日本文教出版 ［ISBN］9784536590112 

 
 

■授業の概要 

図画工作科において、造形活動に関する基礎的な知識や技術の習得は大切である。しかしな

がら、そうした知識や技能は、子ども一人ひとりが感覚や行為等を基に、材料、空間、他者

（友だち・地域社会）と関わり習得・活用されることでその子の生きる力として定着してく

る。知識や技能は、表現や鑑賞活動の中で、「つくりだす喜び」とともに習得され、活用され

ることで、確実に身につき、生活や社会の中で生かそうとする意欲が育まれてくるのである。

したがって教育現場では、一人ひとりの子どもが表現や鑑賞の喜びを味わい、その活動を通

して豊かな感性や想像力、造形的な能力を習得・活用しながら、イメージの共有や言語活動

を通して他者と関わり、豊かな情操を養うことができる場を創り出していく必要がある。「初

等図画工作教育法」においては、図画工作科の意義と目的にふれることから始め、平成 29

年告示小学校学習指導要領（図画工作編）に基づいた授業づくりについて考察することとす

る。 
 

■学習の要点 

・第Ⅰ部 理論編（第 1・2・3 章）|図画工作科教育を正しく理解するためには、教科の意義

や目的、今日的な課題等について|十分学習し、自分なりの図画工作科教育観を確立すること

が肝要である。ここでは、平成 29 年告示学習指導要領の骨子及び評価のあり方、さらには

指導計画や学習指導案の作成について学び、授業構築の基礎的な能力を身につけたい。|・第

Ⅱ部 実践編（第 4・5・6・7・8・9 章）|ここでは、図画工作科の内容領域についての理念

と具体的な授業展開について学ぶ。紹介|されている実践事例を実際に経験してみる等の教材

研究をしておくことも大切である。参考文献として示している『小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 図画工作編』を入手し、テキストと併せて使用することが望ましい。|・

第Ⅲ部 基礎知識編 （第 10・11・12・13 章）| ここでは、図画工作の授業を支え、教師

として知っておくべき基礎知識について学ぶ。子どもの成長発達と学びの連続性、図画工作

科教育の歴史、図画工作の基礎知識、色彩の基礎知識等、授業の土台となる基礎知識を身に

つけ、授業に広がりと深みを与えたい。| 
 

■学習の到達目標 

１．「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の目標や内容領域等を正しく理解

し、授業構築に関する基礎的な能力を身につける。|２．図画工作科の具体的な内容領域につ

いての理念と具体的な授業展開について理解する。|３．図画工作科の評価の基本的な考え方

と、その実際について理解する。 
 



■成績評価の基準 

1．以下の点が成績評価の基準となる。|・出題の意図を正しく理解していること。|・解答の

条件が示されている場合は、これに合致していること。|・論理的な文章で述べられているこ

と。|・論述の内容がテキストや「平成 29 年告示 小学校学習指導要領 図画工作」の内容

に沿っていること。    |２．解答は,課題ごとに 1,600 字程度記述すること。|||     



授業コード ZN108 （認定科目名：初等家庭教育法 ） 

授業科目 初等家庭教育法 単位 2 

担当者 三沢 徳枝 
シラバスグルー

プ 
T0ZN08 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑧ 初等家庭科教育 
三沢徳枝・勝田映子他著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

家庭科を学ぶ意義を理解し、小学校学習指導要領の家庭科における目標及び内容を把握す

る。さらに家庭科の背景となる家政学等との関係や家庭科を指導する知識と技術について学

び、中学校の技術・家庭科の内容と双方向の見通しを持って、小学校家庭科の指導者として

の授業場面を想定した授業を構成し指導案を作成し評価する実践力を養う。 
 

■学習の要点 

１.小学校家庭科教育の意義と役割を理解する。|２.家庭科で育てる資質能力とバランスのと

れた指導方法や評価の方法、授業構成について理解し、実践力をつける。|３.家庭生活に関わ

りのある人、モノ、環境と関連づけて児童の学習活動の内容を考えられる|ようにする。|４.

児童が基本的・基礎的な知識及び技能を活用し身近な生活課題を発見し、解決方法を導き、

家庭や地域で実践できるように、指導内容や指導方法について工夫・改善できるようにする。 
 

■学習の到達目標 

１.小学校家庭科の教科の特性を理解し、社会の変化と実践研究の動向を踏まえて、児童の生

活を視野に入れた授業設計ができる。|２.指導方法や学習評価の考え方を理解して、学習指

導案を作成することができる。|３.授業改善の視点をもち、情報機器や教具を効果的に活用

できる。 
 

■成績評価の基準 

児童の生活をイメージし、家庭科の教科の特性や指導方法、評価について理解しているか、

ICT や教具の効果的な活用を考えて授業設計ができているかを基準とする。単に文献資料を

そのまま転記しているもの、不適切あるいは不明瞭な箇所がある場合は合格点に満たないも

のとする。 



授業コード ZN109 （認定科目名：初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 
シラバスグルー

プ 
T0ZN06 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑨ 初等体育科教育 
山口孝治・石田智己 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校体育科の目標は、「体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見付け，その解決に向

けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し

豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す」ことであり，

具体的な内容が「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」

の 3 つの観点から記されている。この目標を達成するために、教師は子どもたちに「できる

－わかる」授業の継続的な実践が求められる。しかしながら、子どもたちの「体力低下」が

社会問題となっておいる現実があり、こうした点からも体育科の果たすべき役割は大きいと

いえる。そのために、「体育科という教科はどのような教科か」「どのような力（目標）をど

のように身につけさせるのか（方法）」などについて理解を深める必要がある。 
 

■学習の要点 

① 体育科の授業実践における構成要素（目標・内容・単元計画・教材づくりの視点・評価な

ど）についての理解を深める。|② 体育科における６つの運動領域（体つくり運動・器械運

動・陸上運動・水泳・ボール運動・表現運動）において、各領域の特性、内容と指導のポイ

ントについて理解を深める。その際、発達段階における運動教材の系統性について整理する。

|③ 小学校体育科の学習指導案を作成する上での手順やポイントを整理する。 
 

■学習の到達目標 
・体育科の特性や各運動領域の特性を理解している。|・各領域の授業づくりのイメージがも

てる。 

 

■成績評価の基準 
・体育科の目標を踏まえた上で要点が記されている。|・運動のつまずきとその対処法につい

ては，運動教材や対象学年，手立て等が具体的に記されている。 



授業コード ZN121 （認定科目名：道徳の理論及び指導法） 

授業科目 道徳の理論及び指導法 単位 1 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0ZN12 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

道徳教育の基礎 田中圭治郎編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「特別の教科 道徳」（道徳科）が目指すものは、学校教育全体を通じて行う道徳教育の目

標と同様に、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことである。このような学習指導要領に応じて、道徳科を指導する教員としての力量をつけ

ることを中心に、道徳教育の概要から道徳科の授業の内容や方法までを理解し、道徳教育の

指導力の基盤を養う。 
 

■学習の要点 

1.道徳教育の理論と歴史| 道徳は教育の要であることを理論的・歴史的に説明する。|2.学習

指導要領と道徳教育| 学習指導要領に示されている道徳教育の目標・指導・課題について学

習する。|3.道徳科とその実践| 「特別の教科 道徳」が設置された意味と実践のための授業

作りについて説明する。特に学習指導案作成について指導する。|4.模擬授業と評価| 教育の

なかでも道徳科は人間形成に深く関わるものであるため、教師は慎重に実践しなければなら

ない。そこでは教師の力量と評価力が問われるため、そのような力がつくように実際の模擬

授業を想定して指導する。 
 

■学習の到達目標 
道徳教育の概要と学習指導要領を理解し、実際の教材資料等をもとに、「特別の教科 道徳

（道徳科）」の学習指導案を作成し、その分析が行えるようにする。 

 

■成績評価の基準 

テキスト理解と関連文献の精読を通して問題を把握し、論理的に記述されているか、『学|習

指導要領』に示された道徳教育と道徳科の授業に対して留意点や教材をどれだけ深く理解|し

ているか、という点で評価する。 



授業コード ZN201 （認定科目名：障害教育総論） 

授業科目 障害教育総論 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0ZN13 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑤ 特別支援教育 
原幸一・堀家由妃代編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、特別支援教育の入門編として、特別支援教育の理念、思想、制度、教育内容と

いった基礎的事項及び特別支援教育の実際から将来にわたる課題を総論的に扱う。具体的に

は、従来の特殊教育から特別支援教育への変遷の経緯、特別支援教育の法的根拠、特別支援

教育の対象や教育課程、特別支援学校の役割、特別支援学級や通常学級に在籍する特別な支

援を要する児童生徒への教育的なかかわりのあり方などについて検討していく。 
 

■学習の要点 

本科目においては、テキストに基づき、「特別支援教育」の内容、障害児教育の歴史や制度、

教育課程、障害児の発達特性と教育方法、障害児教育の課題について学習する。とりわけ、

次の事項については重点的に学習するものとする。|①「特別支援学校」、「特別支援学級」、

及び「通級による指導」の対象となる者の障害種別について。|②障害児の発達特性と教育方

法について（視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、重複障害、病弱・身体虚弱、発

達障害など）。|③特別支援教育固有のカリキュラムである「自立活動」の「内容」や「配慮

事項」について。|④共生社会における障害のある児童生徒をめぐる諸課題について（通常学

校における教育、|性教育、危機管理など） 
 

■学習の到達目標 

特別支援教育に係る、障害のある児童生徒についての教育の理念並びに教育に関する思想、

障害のある児童生徒についての教育に係る社会的、制度的事項を含み、特別支援教育に係る

教育課程や個別の指導計画等支援の実際について学ぶ。特別支援教育に関わる教員として必

要な知識と態度を身につけることをねらいとする。 
 

■成績評価の基準 

評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて正確に説明で

きているかにある。「学習の要点」を踏まえていない場合には、自らの経験や自説をいくら

述べても評価されない。 



授業コード ZN211 （認定科目名：知的障害教育総論） 

授業科目 知的障害教育総論 単位 1 

担当者 菅原 伸康 
シラバスグルー

プ 
T0ZN14 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

障碍のある子どものための

教育と保育 4 図で学ぶ障

碍のある子どものための

「文字・数」学習 

菅原伸康・渡邉照美著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

特別支援教育は、障害児の教育と心理、医学から成り立っている。|障害児の教育と心理学は、

知的障害の概念（定義・原因・分類・心理特性）や実態把握の方法、知的障害の知覚や学習、

認知、記憶等の主な仕組み、知的障害の言語や運動発達について学ぶことが大切である。|障

害児の医学は、生理と病理を学習することが大切である。生理学とは人間の正常の営み、す

なわち多くの人の営みについて研究する学問であり、ここでは人体の正常の営みについて学

ぶことになる。そして病理学というのは、その正常の働きに問題が生じ、病的になった時の

原因やその時の症状などについて研究する学問であり、ここでは、障害児の原因やその時の

症状などについて学ぶ。また、これらの生理と病理が障害児教育のなかで具体的にどのよう

に役立ち教育にとって意義があるのかについても学ぶ。| 
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、テキストをよく読み、知的障害に関する基礎知識や心理特

|性、発達支援の視点からの医学について学んでもらいたい。|１．知的障害児の知的機能の遅

れを生む要因を理解すること。 |２．知的障害児の一般的な特徴を理解すること。 |３．知

的障害児の実態把握のあり方を理解すること。 |４．知的障害児との教育的係わり合いを理

解すること。|５．知的障害児の知覚や記憶等の認知に関する特徴について理解し、あわせて

それらの支援方法について理解すること。 
 

■学習の到達目標 
障害児の心理、生理、病理に関する基本的な内容を理解し、その知識が特別支援教育の中で

具体的にどのように役立つか思考する力を身につけること。 

 

■成績評価の基準 

設題の意味を理解し学習すべき内容がもれなく整理されているか、また、設題の意図を把握

し、学習した内容が論旨の展開に反映されているかを添削の基準とする。|本文中の引用箇

所、そして、その引用文献は必ず記載すること。記載がない場合は、添削対象外とする。|科

目 終試験における成績評価の基準： |問題の意味を理解し、解答として必要な事項を的確

に整理し、その内容を論旨の展開に活かし、完結した文章として表現できているかを成績評

価の基準とする。 



授業コード ZN212 （認定科目名：肢体不自由教育総論） 

授業科目 肢体不自由教育総論 単位 1 

担当者 吉川 明守 
シラバスグルー

プ 
T0ZN15 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

やわらかアカデミズム・〈わ

かる〉シリーズ よくわか

る肢体不自由教育 

安藤隆男・藤田継道編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

肢体不自由児に関する心理学的情報と生理・病理的情報から、肢体不自由のある児童生徒の

心理・生理・病理についての基礎を学ぶ。また、肢体不自由特別支援学校の教育課程、特別

支援学校特有の指導領域である自立活動及び個別の指導計画に基づく指導の在り方などに

ついて学修するものである。あわせて、肢体不自由の基礎的概念についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、指定テキストを熟読し、あわせて参考書にも目を通し、|肢

体不自由児に関する基礎知識を発達支援の視点から学んでもらいたい。ヒトの行動を時間系

列的に理解しながら、肢体不自由を有することで現れてくるさまざまな課題を健康状態と家

族関係などの環境因子及び性格などの個人因子と関連づけた障害の概念を理解することを

念頭に置くよい。その上で固有の障害に対して、特別支援学校における教育課程に基づき、

必要となる具体的な働きかけの内容や方法、場面設定等の工夫や配慮などを具体的に考えて

いくことが大切なこととなる。 
 

■学習の到達目標 

① 肢体不自由の特性（心理的側面と生理・病理的側面）と概念を理解する。|② 肢体不自由

が就学する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 肢体不自由児に対する各教科・

自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。 
 

■成績評価の基準 

出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。設題の意味を理解し学習すべき内容がもれなく整理されているか、また、

設題の意図を把握し、学習した内容が論旨の展開に反映されているかを添削の基準とする。

|本文中の引用箇所、そして、その引用文献は必ず記載すること。記載がない場合は、添削対

象外とする。|科目 終試験における成績評価の基準： |問題の意味を理解し、解答として必

要な事項を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活かし、完結した文章として表現できて

いるかを成績評価の基準とする。 



授業コード ZN213 （認定科目名：病弱教育総論） 

授業科目 病弱教育総論 単位 1 

担当者 渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0ZN16 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 1 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

チームで育む病気の子ども

―新しい病弱教育の理論と

実践 

松浦俊弥 編著 北樹出版  

    

 
 

■授業の概要 

医療の進歩により、入院が短期化、頻回化しており、病気の児童生徒が学ぶ場も、特別支援

学校、特別支援学級、通常の学級と多様である。つまり、どの校種の教員でも病気の子ども

と関わる可能性が大いにあることを意味している。また、病弱教育の対象となる子どもの病

気についても時代と共に変化しており、現代では不登校や心の病気も病弱教育における課題

となっている。そこで、本科目では病弱に関する心理学的情報と生理・病理的情報から、病

気のある児童生徒の心理・生理・病理について学ぶ。また、病弱特別支援学校の教育課程、

自立活動及び個別の指導計画に基づく指導の在り方などについて学修する。 
 

■学習の要点 

テキストを基に以下の要点を押さえて学習をすること。|第 1 章で病弱教育の基本を押さえ

る。その上で、第 2 章で病弱教育の対象となる子どもの疾患について理解する。そして、第

3 章、第 4 章を通して、病弱教育は特別な場でのみ行われているのではなく、どの教育現場

でも関係の深い教育であることを理解する。また、病弱児の指導方法についても、特別支援

教育における指導と通常学校での指導の両方を知り、受講者自身はどのような教育が行える

のかを考えてほしい。第 5 章から第 8 章では、病弱教育の現代的課題（不登校、心の病気、

進路、家族支援等）について理解をする。以上を通して病弱教育を行う意義を学ぶ。身近に

病弱児や病気経験者がいる場合、その経験を聴くことができれば、病弱児の状況や心理を理

解しやすく、イメージが持ちやすいと考える。また当事者や家族の書いた手記を読むことも

推奨する。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は、病弱教育は疾患が多様であり、時代と共に変化をしていることを理解し、

現代的課題に対応できるようになることである。 

 

■成績評価の基準 

参考文献や他の文献を学習している場合などの学習成果が見られる場合は満点に近づく。自

身の教育実践に基づく考察は説得性があるので歓迎するが、テキストで学んだ内容に言及し

ていないものは不合格となる。 

 



授業コード 31008 （認定科目名：書道実技Ⅰ） 

授業科目 書道実技Ⅰ 単位 4.0 

担当者 和田 善之 
シラバスグルー

プ 
T0M030 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

第１設題|(1) 九成宮醴泉銘|  １）楷書の用筆を学習する|  ２）字形の特徴を学習する

|(2) 蘭亭序|  １）行書の用筆を学習する|  ２）字形の特徴を学習する|第２設題|(1) 十

七帖|  １）草書の用筆を学習する|  ２）字形の特徴を学習する|(2) 高野切第三種| 

１）仮名の用筆を学習する|  ２）平仮名・変体仮名の一字一字の姿と、連綿についてしっ

かりと学習する 
 

■学習の要点 

第１設題|(1) 九成宮醴泉銘|  用筆 起筆・送筆・収筆・転折・とめ・はね・はらいなどの

基本用筆を正確に学習する|  字形 文字の姿の特徴を理解して書く|(2) 蘭亭序|  用筆 

遅速・抑揚に留意して動きをつけて曲線的表現につとめる|  字形 文字の姿を理解して筆

脈にも留意して書く|第２設題|(1) 十七帖|  用筆 遅速・抑揚に留意して曲線的表現につ

とめる|  字形 文字の姿を理解してバランスに留意して書く|(2) 高野切第三種|  用筆 

鋒先を使って細く鋭い線を書く|  字形 かなの持つ一字一字の姿と連綿の美を学習する 
 

■学習の到達目標 
設題の留意点で示した各項目について、技術を習得すること。|落ち着いて課題に向き合い、

丁寧に沢山練習することが大切です。 

 

■成績評価の基準 

設題の留意点で示した各項目について技術を習得し、表現できているか。|誤字脱字のあるも

の、テキストをなぞり書きしたものは提出に値しない。|繰り返し提出していただいて理解の

深まりと、技術の向上を評価させていただきたい。 



授業コード A6101 （認定科目名：哲学入門） 

授業科目 哲学入門 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B063 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

連続をめぐる哲学：流れ・瞬

間・同一性 
田山令史ほか編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

哲学では、出来上がった知識を習うだけでなく、自分で自分なりの問いを見つけ、育てるこ

とが欠かせない。テキストは、この問いを育てるということを目的に作られた。「連続性」

は、絶えることなく問われてきた謎である。そしてこの問いは、「私」「魂」「算術の基礎」と

いった問題と連なっている。６人の論者が異なる角度から連続性を論じ、この関連を分析し

ていく。いつも自分の経験を念頭にしながら、議論をねばり強くたどっていただきたい。 
 

■学習の要点 

特に以下の点に注意をしながら学習すること。|・第１章「無限と連続−その感性と論理−」

は、ゼノンによる二分割のパラドックスを否定するが、このための議論を詳しくたどってお

くこと。特に「論理（観念）」と「現実（知覚）」という区分けについて考えよ。|・第２章「刹

那滅の哲学−瞬間的存在と連続−」では、「私の死」と刹那滅思想との関係をよく読みとるよ

うに。そして「悪」や「他者」の問題と刹那滅との関連にも注目しておくこと。|・第３章「瞬

間と創造−デカルトにおける〈私〉の連続性−」は、デカルトとライプニッツを比較しながら、

私の同一性を問う。ここで特に、デカルトが「考える私」の存在が時間の幅を持たないとし

た、その理由に気をつけておくこと。|・第４章「限定と無限−プラトン哲学における存在と

生成−」は、ヘラクレイトスとプラトンの存在、生成の哲学を比較しながら、プラトンによ

るイデアの思想が成立する過程を描く。このイデア論成立の理由を考えておくこと。|・第５

章「一と連続−〈記号〉ということ−」は、同一性のパラドックスを基礎に、「反復」「記号」

「想像力」といった言葉でもって世界の現れを説いていく。この論理のつながりをていねい

にたどること。|・第６章「距離と位相−〈近さ〉と感覚について−」では、数学が語る「連続

性」の意味を理解しておくこと。そのとき、自然数、有理数、実数の区別に注意すること。

| 
 

■学習の到達目標 

答案は明快さが要求される。テキストの議論の筋が答案で十分に再現できるよう、読み込む

こと。そして自分の理解したところを、できるだけ他人を説得するように分かりやすく述べ

ること。 
 

■成績評価の基準 
テキストの論文をどれだけ正確に理解しているか、他人に伝わるような筋の明確な文章で答

案が作成されているかが、成績評価の基準となる。 



授業コード A6102 （認定科目名：文学入門） 

授業科目 文学入門 単位 4.0 

担当者 三谷 憲正 
シラバスグルー

プ 
T0M016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科書名短篇 人間の情景 中央公論新社・編 中央公論新社  

    

 
 

■授業の概要 
以前学んだことがあるかもしれない作品を、改めて大人の眼で読み返し、すぐれた文学作品

の持っている魅力に触れることを目的としています。|| 

 

■学習の要点 

まずは 初から 後まで通読してみるといいでしょう。その中で特に印象に残った作品に関

して、わかりにくい語句、意味の通じにくい一文などを、辞書で調べてみたり、また前後の

関係を探ってみたりして、作品の魅力を追求してください。 
 

■学習の到達目標 優れた文学作品を自身の生涯にわたる心の宝とすることを目指してください。 

 

■成績評価の基準 

繰り返し述べますが、この科目の到達目標は、〈自分の言葉〉で作品の持つ〈魅力と秘密〉を

説明できるようになることです。したがって、他人の言葉のコピー＆ペーストではなく、自

身の言葉で説明ができているかどうかが一番大きなポイント。 



授業コード A6103 （認定科目名：社会学入門） 

授業科目 社会学入門 単位 4.0 

担当者 白石 哲郎 
シラバスグルー

プ 
T0T042 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代社会学への誘い 満田久義ほか編 朝日新聞出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目では社会学の基礎理論、特に現代社会に強い影響を及ぼしている古典的な社会学

者、デュルケム、ウェーバー、マルクスの理論について学習する。しかし、これらの古典的

社会を習得するのだけではなく、現実社会の複雑さや不思議な社会現象を発見し、その成立

へのメカニズムを、社会学理論をもちいて解明する。更に現実社会がかかえている諸問題の

解決法についても議論する。具体的な社会問題としては、家族の機能の変化と病理、地域解

体と住民の暮らし、マスコミの世論操作、人類が直面している環境問題の他、大衆社会の病

理や価値観の転換についても幅広く学習する。そして、現代社会での生きることの意味や人

間的な生き方を探求する。 
 

■学習の要点 

 本テキストは、社会学を専攻する学生のみならず、現代社会に興味をもつ一般の方に書か

れた入門書である。社会学が研究対象とする激変する現代社会は、複雑であり、また、我々

の常識とは大きく異なることがあるので、各章の内容をよく読み、それぞれの章末にある学

習課題についても、学習するとよい。| 社会学理論については、18 世紀のヨーロッパ社会

の状況を理解したうえで、考察すること。| なお、社会学の基礎概念について、社会学辞典

を参考にしながら、学習することが重要である。| ・現代社会学理論の展開について、特に

機能主義、コンフリクト理論、シンボリック相互作用理論、ポストモダン論について。| ・

社会調査における事例的調査と統計的調査の長所と短所について。| ・現代家族の変容と男

女参画平等社会について。| ・グローバリゼーションと国民国家について。| ・科学技術の

発展と地球環境問題について。| ・市民主体の自律的社会と NPO・NGO・ボランティアにつ

いて。 
 

■学習の到達目標 

 テキストや参考書を熟読して、社会学の基礎概念と現実的素材とを強く関連させて理解す

ることが重要である。とくにテキストの章末にある学習課題を学んでおく必要がある。| ① 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。| ② 問題は、テキストに即

して出題する。よって解答は、基本的にテキスト学習の範疇で記述すればよい。| ③ 採点

は、加点方式を基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 50 点とする。| ④ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられているこ

と。論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点し、総合的に 100 点満点にて評価す

る。 
 

■成績評価の基準 詳細は「学習の到達目標」を参照のこと。 



授業コード A6104 （認定科目名：社会福祉学入門） 

授業科目 社会福祉学入門 単位 4.0 

担当者 末崎 栄司 
シラバスグルー

プ 
T0W037 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉学 佛教大学通信教育部編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 我国は、少子高齢化が進行する中で、福祉という言葉が広く国民の間に進行・浸透しつつ

ある。この状況の中で、福祉とは何か、社会福祉とは何か、問い直す必要も一方で生じてき

ている。| 社会福祉学は、社会福祉というものを現代社会の中でとらえ、そこから生じてく

る社会問題・生活問題を社会科学的にとらえ、それらの問題の解決の方途を考えていくもの

である。 
 

■学習の要点 

 我々の周辺に生じる生活上の問題を社会問題・生活問題としてとらえることが必要であ

る。社会福祉の概念は拡大し、大正中期に社会事業としてその原型が誕生した所謂貧困対策

から、周辺領域も含む広範なものとなっている。それらの分野は、それぞれが独立している

ものの一方では種々の分野と重なり合って多様化複雑化した問題となり顕在化していると

いうことを理解しておくことが必要である。| テキストでは全般的ではあるが、それぞれが

一つの論文として論述されたものを集成している。これを読み、さらに他の文献も読み問題

を理解することが要求される。| ・社会福祉にいう人権とは何か。| ・社会福祉協議会の地

域福祉実践について。| ・共生について、語意・内容について。| ・QOL について（精神障

害者福祉を通して）。| ・介護・社会的介護・公的介護保険のそれぞれの用語の意味と内容

について。| ・高齢社会における施策動向について。 
 

■学習の到達目標 

 テキストに書いてある内容を、まず、自分自身で十分に理解した上で自分のものになって

いるかどうかが重要である。そのためには何回もテキストを読み、テキストの中で言いたい

ことや主張したい事をしっかりとつかんでいってほしい。それゆえ、テキストに書いてある

内容がどれぐらい習得されているのかが成績評価の大切な基準となる。日頃からテキストの

内容を少しずつ理解し、覚えていくことが大切になると思う。| そして、答案を作成するに

あたっては、論理的に答案を作成してほしい。筋道を立てて論理的に答案をまとめていくこ

とが重要である。また、試験問題からはずれた解答をしないようにもしてほしい。試験問題

にそって答案を作成してほしいと思う。そして、誤字などがないように正しい文章表現で答

案がまとめられていなければならない。答案の中に自分自身の意見や考え方なども書いてい

ただくとよいと思う。ていねいでわかりやすい答案を作成してほしい。 
 

■成績評価の基準 

成績評価は学習の到達目標に対する達成度を科目 終試験で測って行いたい。それゆえ成績

評価においては、出題の要点を正しく正確に理解し、理論的に解答が述べられていることが

重要であり、その論述の筋道の通った論理的展開とその深度にもとづいて成績評価を行って

いきたい。また、出題(科目 終試験問題）からはずれた解答はしないでほしい。 



授業コード A6105 （認定科目名：政治学入門） 

授業科目 政治学入門 単位 4.0 

担当者 上田 道明 
シラバスグルー

プ 
T0V002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代日本政治講義―自民党

政権を中心として 
藪野 祐三著 北海道大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

 この授業では、日本政治を題材とします。それ自体は、多くの受講生のみなさんも予備知

識をお持ちのことと思います。総理大臣が政治のリーダーであること、国会には衆議院と参

議院があること、主要政党の名前…。また、日々、マスメディアを通じて、政治の動きに気

を配っている方もいらっしゃるでしょう。| ただ、そのように制度を知り日々の動きを観察

するだけでは、読み取ることのできない政治の深層へとわたしたちを誘ってくれるのが、政

治学の面白さです。| この授業で扱うテキストは、日頃わたしたちが政治を語るときにはな

かなか使うことのない数十年という長めのスパンと、数々の理論的概念を通じて、日本政治

への洞察をより深めてくれるものです。この授業を通じて、今までは接したことのなかった

政治への理解や興味を持ってもらえれば幸いです。 
 

■学習の要点 

 まずはテキストの記述の正確な理解をめざしてください。| 筆者は「自民党による長期政

権」という事実から、日本政治を理解すること＝自民党政治を理解すること、というスタン

スをとります。自民党長期政権の原因を「政権交代」、「政党」、「政策」、「有権者」、「外交」

という 5 つの視点から読み解きます。各章で述べられている「長期政権の原因」のなかには、

きっと巷で語られているものとは異なる、あるいは受講生のみなさんがこれまで理解してき

たものとは違う、日本政治の特徴があるでしょう。テキストの精読を通じて、まずはそのよ

うな「新発見」をぜひ体験してください。 
 

■学習の到達目標 

到達目標ですが、「学習の要点」にありますように、まずはテキストから筆者の主張を正確

にくみ取ってもらうことにあります。その結果、従来自分考えていたものとと違っていた場

合には、あるいは新しい発見があった場合には、それをご自身の言葉で表現できるようにな

ってもらうことを目指しています。 
 

■成績評価の基準 

  解答は基本的にテキスト学習の範囲内で記述してもらえれば OK ですし、それが出来てい

れば合格点を出すことができます。その意味では、テキストの理解を 優先に取り組んでく

ださい。その「基本」の上での話ですが、出題テーマに関連して、従来ご自身が理解してい

たものとの違いやテキストを通じて発見したことなどがまとめられれば、さらに高い評価を

与えたいと思います。ただし、いずれにしても、前提となるテキストの正確な理解を欠いた

答案は、評価が低くなりますので、その点は留意してください。  



授業コード A6106 （認定科目名：経済学入門） 

授業科目 経済学入門 単位 4.0 

担当者 藤井 透 
シラバスグルー

プ 
T0V011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

不平等 ―誰もが知ってお

くべきこと 

ジェームス・K・ガルブレイ

ス著 
明石書店  

    

 
 

■授業の概要 

 1990 年代初頭のバブル崩壊からおよそ 30 年近くが経ったものの、いまだ日本経済は混

迷を続けている。この時期は、世界でグローバル化が進んだ時期と重なる。多くの先進資本

主義国では、経済的不平等の告発とそれへの処方箋をどう描くかが重要な政治的、経済的課

題となっている。この授業では、さまざまな事象を一方的に「平等だ」とか「不平等だ」と

きめつけることをせず、経済学的にどのようなアプローチが可能かという点に重きを置いて

いるので、その道案内に従って「経済学の門」を開ける手助けをしたい。| 
 

■学習の要点 

 経済学的な見方に慣れていただくことが、第１の条件であろうと思われる。このテキスト

では、簡単な数式や表が含まれており、違和感を感じられる方もいると思われるが、そのあ

たりの点に過度に神経質になる必要はない。テキストは、経済学的にみて「不平等」といえ

るかどうかを吟味しているので、一方的に「平等だ」とか「不平等だ」とか決めつけないで

いただきたい。「不平等」の問題に多角的に迫っている本テキストに沿って、経済学的思考

の訓練をしていると思って、精読していただきたい。 
 

■学習の到達目標 
経済学的アプローチに習熟して、「不平等」を経済学的にみたら、なにが語れるかを把握す

ることを目標とする。 

 

■成績評価の基準 上記の「目標」をクリアして、なおかつ、わかりやすく文章を書くことが評価の基準である。 



授業コード A6107 （認定科目名：教育学入門） 

授業科目 教育学入門 単位 4.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S059 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教師 魂の職人であれ 森田薫, 原清治 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

子どもたちにとってなぜ教育が必要なのか、また、教師になるためにどのようなことに配慮

することが必要なのかを考える。|次に、テキストにある事例をもとに、現代の学校がどのよ

うな課題に直面しているのかについて学習を深めていく。 
 

■学習の要点 

この科目での学習の要点は次の３点である。|１．教育とは何かについての基本的な見方・考

え方を学ぶ。|２．教師になることはどのような意味をもつのかを学ぶ。|３．教育が今日直面

している課題について考え、深く学ぶ機会を提供する。 
 

■学習の到達目標 

１．教育とは何かについての基本的な見方・考え方を説明することができる。|２．教師は子

どもたちにとってどのような影響をもつ職業なのかを説明することができる。|３．教育が今

日直面している課題について具体的な事例を用いて説明することができる。|４．自分がどの

ような教師になりたいのか、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。 



授業コード A6108 （認定科目名：心理学入門） 

授業科目 心理学入門 単位 4.0 

担当者 川﨑 哲生 
シラバスグルー

プ 
T0S167 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心の理解を求めて 橋本憲尚編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 心理学では、日々の生活において私たちがなぜそのように感じ、考え、行動するのか、様々

な手法を用いて明らかにしてきた。その内面で生じている経過には一定の規則性が認められ

ると同時に、その意味は個人ごとに様々である。人々に共通した規則性を把握しつつ、個人

差の多様性を理解することが大切になってくる。| テキストでは、まず私たちの基本的な心

の働きとして、環境からの情報を取り込んで意味を作り出す働き（第３−５章）、環境を評価

し行動を引き起こす働き（第６・７章）について解説されている。また、他者と関わり、集

団にあってこそみられる心の働きについて説明がある（第８−10 章）。続いて、新たに知識・

態度・行動を身につけること、年齢と共に自分自身のあり方が変化することについて言及が

ある（第 11・12 章）。 後に、様々な心の働きをもった個人を全体としてとらえ、健全な社

会生活を営むためのヒントを与えてくれている（第 13・14 章）。| 様々な具体例を示しな

がら、こうした心の働きのとらえ方がわかりやすく解説されている。ぜひテキストを熟読の

うえ、皆さん自身の経験と照らし合わせながら、心についての理解を深めてもらいたい。| 
 

■学習の要点 

１）心とは何か、また意識はどうして生まれるのか、また私たちは意識しないうちに多くの

情報を総合し、視覚対象について推論している。この能動的な働きによって安定した知覚世

界が得られていることを、恒常現象や文脈効果を例に理解しておくこと（テキスト第１章か

ら第３章参照）。|２）感情は日常生活で経験する物事を評価するという働きをもつ。また、

自分の内面の状態を表出するだけでなく、それを他者に伝えることによってコミュニケーシ

ョンが計られる点にも留意（テキスト第６章参照）。|３）私たちが自分自身を知ろうとする

営みには、他者が深くかかわっている。他者のまなざしを意識することで自己を意識し、他

者との関係で自己の特性を表現したり、他者との比較により自己の能力や状態を確認する

（テキスト第８章参照）。|４）新しい行動を身につける も単純なしくみとして、刺激と反

応の結びつきが想定される。生得的な反応が別の刺激によって引き起こされるようになる、

あるいは全く新しい反応が賞罰を伴ううちに強化されることを理解する（テキスト第 11 章

参照）。|５）私たちは個々様々な人たちを幾つかのタイプに分けたり、どんな特徴がどれく

らいあるか判断して理解しようとする。各々学問的にも確立された方法だが、長所・短所を

心得ておく必要がある（テキスト第 13 章参照）。|６）ストレスという語には、学問的に言う

と私たちが環境に適応していくプロセスが含意されている。また、それに対処して健康を維

持していくためには、心理社会的な能力の向上が重要であることを理解すること（テキスト

第 14 章参照）。| 
 

■学習の到達目標 

「心理学」の学習内容は日常経験にかかわるものが多く、それに基づいて理解を深めること

が重要である。しかしながら、いわゆる自分の「常識」のみに頼って答えようとすると、客

観的な視点を失った独りよがりな見解に陥ってしまう。必ず、〔学習の要点〕を参照した上



でテキストを熟読し、必要なキーワードをきちんと使って記載するように心がけることも重

要である。 

 

■成績評価の基準 

 テキストを適切に理解し、必要なキーワードを使用して心理学的な知見が述べられている

か。さらには、自分なりの考察が述べられてるかで、学習の進度と理解度を測り成績評価と

します。||  



授業コード B5401 
（認定科目名： 法然門下の思想/B5401 法然門下の思想

１・B5402 法然門下の思想２） 

授業科目 法然門下の思想 単位 4.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土学概論 坪井俊映 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

仏教史上、善人も悪人も、智者も愚者も、持戒者も破戒者も、また老若男女その他あらゆる

立場や条件をこえて、念仏一つで平等に救済される教えを説き、仏教のみならず世界の宗教

改革者とも位置づけられる法然の教えはそれぞれ門下の間で種々の受け止めがなされ分派

をみることとなる。法然が本願念仏を説くにあたって、それまでの修行論、仏身論、成仏（往

生）論等々において発想の転換をしたため、当時の仏教界から種々の反撥があった。それに

も関わらず本願念仏弘通の信念のもと、あらゆる条件をこえて念仏一つで救済されることを

説く中で、例えば「一念なお生まるいわんや多念をや」と表現されるように、一念と多念は

じめ、信と行、臨終と平生等において独自の表現がとられてきた。これらをめぐって、いず

れが法然の立場かと門下の受けとめが異なってきた。また法然は念仏を選択するために諸行

を廃する表現が強調されたので既成教団からの批判を受けることになった。そこで門下にと

っては、従来の仏教、とくに天台の立場を批判するものではないとの配慮から、全仏教や天

台との融合をはかる面がみられる。そこに門下の間で位置づけの相違も発生してきた。これ

らの諸事情を受けて各門下においてどのような受けとめがなされたか、その特色や相違点を

学習する。 
 

■学習の要点 

法然門下において法然の教えがどのように受けとめられたかを知るためには、まず法然自身

の教えの特色をよく把握しておく必要がある。その上で法然門下の各祖師の生涯や教えを立

てる背景をよく検討し、その特色をよく理解して相違点等を明らかにするよう心がけていた

だきたい。 
 

■学習の到達目標 
法然浄土教の特色をまずつかむことが大切です。その上で門下の各祖師がどのように受けと

め、特色を示したか、その理解を求める。 

 

■成績評価の基準 
法然門下の誰がどのような理解を示したかが明確であることと、テキストの引き写しではな

く、自身の言葉で論じられているかを重視します。 



授業コード B5408 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード B5410 （認定科目名：浄土教美術/浄土教美術１・浄土教美術２） 

授業科目 浄土教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B057 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

往生要集．上（岩波文庫; 33-

316-1） 
源信著 岩波書店  

往生要集．下（岩波文庫; 33-

316-2） 
源信著 岩波書店 [ISBN]9784003331620 

 
 

■授業の概要 

不浄なる現世を厭い離れ（「厭離穢土」）、西方極楽浄土への往生を希う（「欣求浄土」）浄土

教は、数々の優れた芸術作品を生み出した。すなわち、阿弥陀の極楽浄土世界を描きあらわ

した浄土図や、臨終時に阿弥陀仏が聖衆を伴い迎え来たるとする来迎思想にもとづく来迎図

や来迎印を結ぶ阿弥陀像などである。浄土教はこうした往生浄土に関わる造形芸術ととも

に、反対に厭うべき六道輪廻の世界もまた造形化の対象とされ、凄惨な地獄絵などが制作さ

れた。本科目では、こうした美術作品を生み出す背景となった思想を理解したうえで、浄土

教の信仰上の要請と密接に関連して生み出された美術作品について、当時の人々の信仰や切

なる願いを読み解いていく。 
 

■学習の要点 

浄土教美術は、仏教美術のなかでもとりわけ思想との関連が密接である。とくに日本の浄土

教美術の発展には、源信の『往生要集』が大きく影響を及ぼしている。そうした思想と造形

との関係に留意しながら、日本浄土教美術の個々の作例の制作背景や造形的特徴を理解して

ほしい。石田瑞麿訳注の『往生要集』をテキストとするが、美術作品については参考文献等

を必ず参照し、学習の実をあげること。 
 

■学習の到達目標 
次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）浄土教美術の思想的背景について

説明することができる。|２）浄土教美術の代表的作例について説明することができる。|| 

 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）リポート、答案としての書式を

守っている。|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。| 



授業コード B5412 （認定科目名：仏教書誌学/仏教書誌学１・仏教書誌学２） 

授業科目 仏教書誌学 単位 4.0 

担当者 松永 知海 
シラバスグルー

プ 
T0B041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

佛教書誌学 坪井俊英 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 およそ文献により人類文化を見つめていく学問は広義の意味で文献学と呼ぶことができ

る。文献学では文献に書かれた内容だけでなく、体裁、書体、刊本か写本かなどがまず問わ

れるが、何に、どうやって書いたのかも重要である。たとえば書かれる材料に限っても時代

により獣皮、絹布、竹、木、樹皮、紙などが使われ多種多様である。| テキストでは釈尊の

説法にはじまった仏教が、東アジアの国々にどのように伝播し、日本に伝えられ広まってき

たかを仏教典籍（仏典）の編輯、書写、刊行という側面から記述されている。仏教の展開の

歴史を仏典の流布から学んで欲しい。 
 

■学習の要点 

・釈尊がどのような言葉を用いて説法されたのか、その説法がどのような経緯で編輯された

のか。結集、三藏、大乗経典などを中心として学習すること。|・中国にいつごろ仏教は伝わ

り、どのような人々によって漢字に翻訳されてきたのか。経典目録、訳経事業、経典書写の

目的などを中心として学習すること。|・大蔵経（一切経）の開版はいつ、どこで、どのよう

な経緯により行われたのか。写経と開版との長所短所、開版の発展原因、開版の種類と概要

などを学習すること。|・日本に仏教が伝来し、大蔵経（一切経）はどのように伝えられたの

か。写経所の概要、書写経典の具体的事例をあげながら平安期までを学習すること。|・日本

における仏典開版の歴史を概説し、浄土教版といわれる出版はどのようなものなのか。浄土

教版の定義をした上で出版事例を学習すること。|・日本における大蔵経開版の試み、完成さ

れた大蔵経にはどのようなものがあるか。木製活字から整版、整版から金属活字へと変遷し

た理由、製本の変化を学習すること。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を科目 終試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問題は、テキス

トに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。|③採点は、加

点方式を基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば

50 点とする。|④出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の

展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|⑤解答は、1200 字以上。これを充たせば

10 点を加える。 
 

■成績評価の基準  到達目標の達成度で採点します。 



授業コード B5414 （認定科目名：仏教文学/仏教と文学１・仏教と文学２） 

授業科目 仏教と文学 単位 4.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教文学概説 黒田彰ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

   西暦 500 年代、中国から朝鮮半島を通って日本に伝来した仏教は、古代・中世・近世と

一貫して、文学に多大な影響を与えてきた。仏教の果した役割は主にふたつ。ひとつは仏教

伝来以前の人びとに、想像を超えた人生観・世界観をもたらせたこと。もうひとつは仏教伝

来以前の宗教・習俗を、対象化し自覚化させたことである。そしてそれらは、とりわけ人間

観・救済感覚・美的感性の結晶として統合され、長く複雑な仏教文学史を形成してきたので

ある。|   研究史をひもとくと、近世の儒学や国学などの影響により、日本文学における仏

教の貢献度が過小評価された段階を経て、現在は、仏教抜きで日本文学を語ることは不可能

という通念が常識である。代表的な文学といわれる『源氏物語』『平家物語』や、『方丈記』

『徒然草』など、仏教文学作品を挙げるのは容易である。その適切な把握と鑑賞のために、

まず仏教（語）に関する正確な情報を学び、その上で個々の作品の中での仏教（語）の意味

変容に留意。可能な限り仏教（語）と文学（史）の双方を眺めながら日本の〈仏教文学〉理

解に努めたい。 
 

■学習の要点 

 テキストは、日本古典文学における仏教文学としての流れをとらえ、時代・ジャンル・作

品などに分けて概説している。また仏教文学の具体相になるべく接近できるように、多くの

例文を挙げている。もとよりテキストは文字どおり概説であり、入り口であり土台であるこ

とを忘れてはならない。そこで次の 2 つの点に留意して学習を進めること。| 一つは、仏教

文学は日本文学史の重要な一流であり、したがって仏教文学は大きく文学史に包摂されてお

り、文学史を母胎としていることである。同時に仏教史の概説をも参照しながら、仏教にか

かわる文学の歴史として巨視的に読み解くように心掛けてほしい。| もう一つは、仏教文学

作品の内部には、まだ解明されていない多くの問題がひそんでいることである。とりわけ人

間、救済、美にかかわる精神や心性が、深層に息づいている。それらはテキストの叙述を詳

細に検討することによって顕在化するであろう。そのためにもテキスト所収の参考文献や例

文の原典に直接当ってみることが肝要である。| 以上の 2 点を念頭に置いて、仏教文学のな

かにあらたな問題の発見につとめよう。 
 

■学習の到達目標 テキストを熟読し、仏教文学史の流れと特色を明確に理解、把握できることが目標である。 

 

■成績評価の基準 
仏教（語）の適切な理解と、仏教文学が果たした役割が述べられているか。そういった基本

的な理解度を合格点とする。 



授業コード B5420 （認定科目名：浄土教学/浄土教学 1・浄土教学２） 

授業科目 浄土教学 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土の教義 石井教道 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 このテキストは「浄土の教義」ですが、実際には「浄土宗の教義」をめぐって救済者とし

ての阿弥陀仏論・被救済者としての衆生論・ 終到達点としての解脱論から構成されていま

す。そして各章ともに法然上人が敬い慕われた中国の善導大師と法然上人自身の教えにもと

づいて解説されています。| なぜ阿弥陀仏による救済が行われるのか、なぜ念仏を称えるの

か、浄土宗義における衆生とはどのような者なのか、往生とは何かといった浄土宗義の根幹

について学びます。| なおテキストは浄土教の基礎知識がすでに備わっている学習者を対象

としています。よって基礎知識のない人は相応の努力が必要となります。 
 

■学習の要点 

１．浄土教に特有な用語を辞典などを使ってこまめに調べること。その際、二つ以上の資料

で調べることをすすめます。|２．救済者としての阿弥陀仏は、どのような仏であるのか、ま

たなぜ衆生を救おうとするのかが学習の中心となります。|３．テキストでは衆生論について

特に詳細に解説しています。浄土宗義において衆生（救済される側）の実現のありさまをど

のようにとらえているのか、そしてその衆生が行うことのできる修道としての信仰・実践・

態度・（安心・起行・四修）をしっかりと理解すること。|４．解脱論では、救済（往生浄土）

の理論について学び、加えて往生した後にさとりを得るために修行する場としての極楽浄土

とはいかなる世界であるのかを学んでください。| 
 

■学習の到達目標 

阿弥陀仏とはどのような仏であるのか、極楽浄土とはどのような処であるのか、また救われ

る衆生はどのような人なのかをおさえること。 具体的に浄土宗の修道論(安心、起行、作

業)である三心、五種正行、四修、三種行儀の内容をおさえることである。  
 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。 | 要点を的確におさえることに心がけてください。 



授業コード B5422 
（認定科目名：原始・部派仏教思想/原始・部派仏教思想

１・原始・部派仏教思想２） 

授業科目 原始・部派仏教思想 単位 4.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原始仏教（サーラ叢書 ４） 水野弘元 平楽寺書店  

    

 
 

■授業の概要 

原始仏教は、仏教の根本であることから根本仏教ともいわれ、またインド仏教の歴史におい

て初期時代の仏教であることから初期仏教ともいわれます。仏教の祖である釈尊（ゴータマ・

ブッダ）や仏弟子の教えを中心に説かれた経（阿含・ニカーヤ）、律を研究の対象とする仏教

を指します。|また部派仏教は原始仏教に続いて興った仏教で、「経に対する解釈や研究」を

意味するアビダルマ仏教とも言われ、原始仏教の根本思想について学問的に哲学的に体系付

けを行った仏教を意味します。その文献は論と言われ、仏教学の基本とも言うべき仏教を指

します。|この原始・部派仏教思想は、後の仏教の基礎とも源流とも言いうる仏教であるとい

う点から、仏教を学ぶ者にとって不可欠な科目であります。| 
 

■学習の要点 

仏教の基礎とも源流ともいいうる仏教であるので、特定の部分だけを学ぶのではなく、全体

を学ぶことによって仏教とはどのような思想をもった宗教であるのかを知る必要がありま

す。そこに説かれる思想は、いずれも仏教の根本思想がさまざまな角度から説き明かされた

結果となるので、すべてが相互に関係したものといえます。その点を踏まえて、以下の点に

ついて学習を進めてください。|①三学|②無我、無常|③四諦説|④涅槃|⑤三明と六神通|⑥涅槃

の合理性と迷信の排除という仏教の立場||| 
 

■学習の到達目標 

①三学について説明できる。|②無我、無常の内容について説明できる。|③四諦説について説

明できる。|④涅槃の内容と特徴について説明できる。|⑤三明と六神通について説明できる。

|⑥涅槃の合理性と迷信の排除という仏教の立場について説明できる。| 
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード B5424 （認定科目名： 大乗仏教思想１・ 大乗仏教思想２） 

授業科目 大乗仏教思想 単位 4.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド仏教の歴史：「悟り」

と「空」 （講談社学術文庫；

1638） 

竹村牧男 講談社  

仏教の源流：インド 長尾雅人著 中央公論新社 [ISBN]9784122038677 

 
 

■授業の概要 

紀元１世紀頃、インドに新たな仏教が誕生した。それを大乗仏教という。大乗とは「大いな

る乗り物」を意味する。原始・初期仏教の時代から、ブッダの教えは私たちを「さとりの世

界」に運ぶ「乗り物」に喩えられてきた。大乗仏教を担った人たちは、自分たちの新たな仏

教こそ、既成の教団仏教よりすぐれた「大いなる乗り物」だと自負したのである。そしてそ

の中から『般若経』『法華経』『華厳経』『無量寿経』といった私たちにも著名な数々の大乗経

典が生み出され、それらの経典をバックボーンとする思想家が次々と現れて、紀元２世紀以

降インドに大乗仏教思想の花を咲かせた。シルクロードを経て中国に伝えられ、さらに海を

渡って現在の我が国に至る仏教のほとんどは、大乗仏教もしくはその影響下にある仏教であ

る。この科目では、大乗経典に説かれる「菩薩」「誓願」「空（くう）」「一乗」といった大乗

仏教独自の思想を学び、さらに大乗仏教の思想家の中から、ナーガールジュナ（龍樹）の中

観思想と、アサンガ（無著）・ヴァスバンドゥ（世親）兄弟の唯識思想の基本を、それらの中

国、日本における展開をも視野に入れつつ学びます。 
 

■学習の要点 

・大乗仏教文献にあらわれる様々な概念は、阿含経典やアビダルマ文献にあらわれるものと

は随分異なります。まずそれら大乗仏教独特の概念を学ぶ必要があります。テキストはすべ

てを網羅しているわけではありませんので、不足分は参考書にあたってください。|・さらに

テキストを離れて『般若経』『法華経』『無量寿経』といった著名な大乗経典自体を読むこと

も必要です。実際の文章を読むと、大乗仏教の世界がより身近なものとして理解できるはず

です。サンスクリット語原典や漢訳を読む必要はありません。参考文献に挙げている現代語

訳を用いてください。|・インドにおける大乗仏教の哲学は大きくふたつの流れに分けること

ができます。龍樹に始まる中観思想（中観派）と、無著・世親兄弟に始まる唯識思想（唯識

派）です。二つの哲学は『般若経』の空の思想をめぐって大きく対立します。また唯識思想

に見られるアーラヤ識説や三性説などは、一般には理解困難なものと見なされがちですが、

そんなことはありません。参考書は分かりやすく書かれています。皆さん方の挑戦を望みま

す。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の問題はリポート設題と関連する事項から出題されます。リポート作成の時か

ら関連する項目もしっかり調べておきましょう。成績評価に関しては、試験問題の問題の意

図するところが正しく理解され、自身の言葉で合理的な論述がなされているかどうかによっ

て評価します。 
 



■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード B5426 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード B5428 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード B5430 
（認定科目名：大乗仏教思想史/大乗仏教思想史１・ 大乗

仏教思想史２） 

授業科目 大乗仏教思想史 単位 4.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

空の論理「中観」（角川文庫

ソフィア．仏教の思想；3） 
梶山雄一ほか 角川書店  

認識と超越「唯識」（角川文

庫ソフィア．仏教の思想；4） 
服部正明ほか 角川書店 [ISBN]9784041985045 

 
 

■授業の概要 

 大乗仏教思想史という限り、学派の伝承として思想をとらえることが重要と思われる。大

乗仏教の学派というと中観派と唯識派である。| 中観派（Mādhyamika）は、ナーガールジュ

ナ（龍樹 150−250）を祖とし、アーリャデーヴァ（聖提婆 170−270）が出て、その後、ブ

ッダパーリタ（仏護）、チャーンドラキールティ（月称 600−650）らの帰謬派とバーヴァヴ

ィヴェーカ（清弁 500−570）、ジュニャーナガルバ（700−760）、シャーンタラクシタ

（725−784）、カマラシーラ（740−797）、ハリバドラ（８世紀）らの自立派とに分かれる。

それは『中論』の解釈と、また無自性の論証に於いて異なりが生じた為である。空、無自性

の論理、龍樹の論法、分別、戯論、二諦説を柱とする。| 唯識派（Vij&#241;ānavādin）に関

しては、『瑜伽師地論』『解深密経』『大乗荘厳経論』に加え、特に無着の『摂大乗論』、世親

の『唯識二十論』『唯識三十頌』は必読の書である。それらから三性説、アーラヤ識説、唯識

無境説を学び取る必要がある。『二十論』の外境批判としての原子批判から唯識無境へと導

く過程は、後代にも大きく影響したものであり、理解を深める必要がある。| 如来蔵思想と

は一切の衆生が悟り得る根拠を示すものであるが、それは『如来蔵経』の九種の譬喩により

明示される。『不増不減経』『勝鬘経』『宝性論』等が主な基本テキストである。 
 

■学習の要点 

１．中観思想を学習するに際しては、それ以前のアビダルマの哲学と『般若経』やナーガー

ルジュナの思想、特に空、無自性、縁起が何故説かれたのか、この意味を十分考察してくだ

さい。|２．ナーガールジュナ（龍樹）に始まる中観派は『中論』の縁起、空、無自性、二諦

説に基づいて成立した学系であるが、それらの解釈と証明法を巡り自立派と帰謬派に分派す

る。さらにその後、シャーンタラクシタ、カマラシーラが現われ、唯識思想を高く評価しつ

つ、さらに中観思想へと導く体系が確立される。彼らは仏教論理学派のダルマキールティ（法

称）の理論を広く活用している。彼らの中観思想はチベット仏教思想に多大の影響を与えた。

|３．唯識無境、三性説、アーラヤ識に通じるためには『解深密経』『瑜伽論』及び無着や世

親の諸論書に通じることが大切である。それと共に止観に基づく修道論を学習することは不

可欠である。我々の言動、心理活動は、その時その場で終るのではなく種子としてアーラヤ

識に保存され、その影響力を未来に行使する。この意味をよく把握する必要がある。 
 

■学習の到達目標 

１．アビダルマの「有」の哲学体系が構築され、その後『般若経』、ナーガールジュナによ

り、空、無自性、縁起の思想が打ち出される。そのポイントは「自性」に対する考え方の相

違がある。|２．唯識思想の柱といえるものは、唯識無境説、アーラヤ識、三性説である。唯

識無境とはどういうことなのか、よく理解し、前七識とアーラヤ識とが相互に関係し合うこ



と及び三性説の意味を十分理解すること。|３．無着の著わした『摂大乗論』、世親の著わし

た『唯識二十論』『唯識三十頌』等、テキストとそれらの内容を十分理解すること。無着の唯

識説、また世親にはどういった特徴ある唯識説が展開されているのか把握すること。|４．中

観派の自立派と帰謬派にはどういう論師がいるのか。それらは何を意味するのか。また両派

の二諦説の特徴は何であるのか。後代の中観派にはどういう論師がいて、いかなる思想が展

開されるのか十分把握すること。|５．ナーガールジュナの無自性、縁起、空の思想とは、何

が表されようとしているのか。戯論、分別とは何かよく把握し、なおかつ二諦説がどう説か

れ何を意味するのか、確かにまた明瞭に理解すること。|６．しっかりとした知識と理解を得

ること。 
 

■成績評価の基準 

リポートに関しては、設題の意図をよく理解し、重要な点を外さないこと。参考書などの単

なる写し取ったものは評価の対象とならないので、自分自身でよく理解し構成を考えてまと

めること。 終試験においては、問題の焦点に敵った内容を十分に論じること。 



授業コード B5434 （認定科目名：天台教学/ 天台教学１・ 天台教学２） 

授業科目 天台教学 単位 4.0 

担当者 曽和 義宏 
シラバスグルー

プ 
T0B022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

天台教学概論 恵谷隆戒 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

天台教学は中国の釈迦と賞讃された隋の天台智者大師智顗（538−597）によって唱導された

教学である。釈尊によって説かれた大小両乗の経典を整備し、『法華経』を中心としてすべ

てのものが速やかに成仏することを明らかにしようとした。南北朝に分かれていた時代に出

生し、実践中心の北朝仏教の特色と学解中心の南朝仏教の特色を統合し、理論と実践を兼ね

そなえた教観二門の総合仏教のありかたを示した。智顗の著作は多岐にわたるが、特に天台

教学を構成する重要聖典は天台三大部といわれる『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』であ

り、このほか五小部といわれる著作を中心に種々の教えが説示される。天台教学はいわば仏

教の総合教学であるので、教えのありかたは広範囲であり、しかもいずれも皆共成仏道とし

て示される。この天台教学の概要を把握し、特に重要な教義・概念について理解する。 
 

■学習の要点 

天台教学を学習するためには、その学習が広範囲に及び、また専門性を問われることになる

ので、まず広い基礎知識が必要となる。天台教学は、いわば八宗、十宗といった全仏教につ

いて、あるものは従前を受け、あるものはさらに後世へと展開していくことになる包括的な

ものである。天台宗は四宗兼学ともいい、あるいは円・密・禅・戒・浄・声・記・山王一実

神道等、インドから日本に至るまでの、広範囲の仏教思想を包括した歴史的展開があるので、

天台教学の概説書を熟読して基礎知識を身につけておく必要がある。辞典を座右において学

習することを勧めたい。 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。| 出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられているこ

と。論述の展開とその深度により評価する。 
 

■成績評価の基準 
天台教学の理解に則って解答できていること。|必要なキーワードが記されていること。|論

理的な文章であること。 



授業コード B5505 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード B5507 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード B5509 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード B5511 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード B6104 （認定科目名：基礎浄土学/浄土学） 

授業科目 基礎浄土学 単位 4.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土学概論 坪井俊映 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

阿弥陀仏（所帰）と極楽（所求）、そこへの往生のための修行（去行）を中心軸とする浄土教

思想は、インド大乗仏教の中で成立し、東アジアに伝わり、わが浄土宗として花開いた。こ

の科目は、以下を思想史的な流れの上にとらえることを内容とする。| （１）浄土| （２）

阿弥陀仏とその本願| （３）浄土教思想家| （４）聖典| （５）全仏教における位置づけ

（教相判釈）| （６）末法思想| （７）人間（凡夫）観| （８）往生行とその心構え| （９）

善導（613〜681）、法然（1133〜1212）、法然門下の思想 
 

■学習の要点 

 （１）「授業の概要」で示した九項目や目次をたよりに全体的な学習内容を絶えず念頭に

置く| （２）テキストを熟読してポイントをノートにまとめる| （３）専門用語については

仏教辞典をよく引く| （４）テキストの「学習課題」を参考に、自分の理解度をチェックす

る| （５）以上を粘り強く反復する 
 

■学習の到達目標 

 （１）問題に的確に答えられているかどうかで学習の進度と理解度を判断する。| （２）

問題に関係のないことを書き連ねる答案は、いくら内容が長く、正しくても合格にならない

ので注意すること。 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード B6105 （認定科目名：基礎仏教学/仏教学） 

授業科目 基礎仏教学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教学概論 仏教学概論編纂会 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

2500 年もの歴史を有する仏教は、その発祥の地であるインドばかりでなく、伝播したアジ

ア諸国においても、それぞれの国の主要な思想・宗教に大きな影響を与えてきました。中国

あるいは日本にも仏教が伝わり、それぞれに独自の発達を遂げてきましたが、それらの仏教

も、その根幹にはインド仏教思想があったと考えるべきでしょう。本科目は、そのように仏

教の根幹に位置付けられるインド仏教思想を全体的に概観することを目的とするものです。

インド仏教が一貫して主張し続ける思想を理解する一方で、時代の変化の中で変容していく

思想を正確に理解することは、仏教全体を正しく把握するための不可欠な要素であります。

具体的には、＜原始仏教・部派仏教＞と＜大乗仏教＞という二種にインド仏教を区分し、そ

れぞれの思想の特徴を大まかに捉えながら、インド仏教全体を理解する上での基礎を学びま

す。 
 

■学習の要点 

１．＜原始仏教・部派仏教＞─まず仏教がどのように成立したのかを学ぶと共に、原始仏教

と呼ばれる初期の仏教がどのような思想を有していたのか、またそれらは具体的にいかなる

内容であったのかを理解するよう努めてください。特に「縁起説」「四諦説」「煩悩」「悟り」

などに注目し、これらの思想がいかなる背景のもとに成立し、どのような教理内容を持って

いたのか、また部派仏教ではどのように解釈され体系化され発展していったのかを学習して

ください。|２．＜大乗仏教＞─はじめに、大乗仏教がどのような経緯を経て原始・部派仏教

という流れの中から産み出されていったのかを考えてください。とくに部派が伝承していた

ジャータカや仏伝文学の役割に注目してください（ここには菩薩・利他・六波羅蜜がすでに

見られます）。その上で、＜般若経＞＜法華経＞＜華厳経＞など大乗仏教の根幹を形成する

様々な経典群がいかなるものであるのかを捉え、併せてそれらの経典中にどのような教理や

思想が説かれているのかについて基本的な知識を身に付けてください。さらには、個々の教

理や思想の内容がどのようなものであり、その後どんな役割を担いながら発展していくこと

になったのかを、「菩薩」「利他行」「中観」「唯識」「浄土」「仏性」などに注目しながら把握

するよう努めてください。| 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験において、答案は要点を明確にまとめるよう努めてください。項目を羅列する

だけの答案や、問題と全く関係のない内容を記述した答案を作成しないよう注意してくださ

い。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード B6106 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード B6107 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史．下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史．上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで起こった仏教が中国に伝来して、中国人社会の中で、どのように変容し、或いは

適応し、さらに受容されていったかを中心に、中国における仏教の歴史的展開について学習

することが望ましい。|・インド、中国、日本と伝わった仏教の流れのなかの中国仏教史、す

なわち護法的な仏教史ではなく、中国の政治・社会・生活のなかで、仏教はどのような立場

にあり、展開してきたのかという、中国史という立場から見た仏教史を考えなければならな

い。よって西暦前後に中国に伝来したといわれる時代から、現代に至るまでの中国仏教の変

遷、また展開について、教理史的、教団史的に偏ることなく、歴史的に全般的に学習するこ

とである。 
 

■学習の要点 

１．後漢の仏教（仏教の伝来と受容）|２．三国時代の仏教（支謙と康僧会）|３．魏・晋の仏

教（仏図澄・道安・鳩摩羅什・廬山の慧遠）|４．南朝の仏教（梁の武帝の奉仏）|５．北朝の

仏教（北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏）|６．仏教芸術の展開（敦煌・龍門・雲崗の

三大石窟、石経）|７．隋の仏教（天台宗、三論宗、三階教）|８．唐の仏教（末法思想と浄土

教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難）|９．五代の仏教（後周の世宗の廃仏）|10．宋の仏

教（大蔵経の開版）|11．遼・金の仏教（異民族支配下の仏教）|12．明・清の仏教（居士仏

教）|13．現代の仏教| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 | 西暦前後に中国に伝来

した仏教が、どのようにして中国人社会に受け入れられ、現代に至るまでどのように展開し

ていったかを時代と人物を中心に、各時代の歴史的な流れを全般的におさえること。|| 
 

■成績評価の基準 
「学習の要点」にかかれた学習目標に即して、テキストによる学習をすすめること。その学

習の深度と理解度を試験で諮り、到達度によって成績評価をする。 



授業コード B6501 
（認定科目名： 法然門下の思想/B5401 法然門下の思想

１・B5402 法然門下の思想２） 

授業科目 法然門下の思想 単位 4.0 

担当者 市川 定敬 
シラバスグルー

プ 
T0B002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土学概論 坪井俊映 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

仏教史上、善人も悪人も、智者も愚者も、持戒者も破戒者も、また老若男女その他あらゆる

立場や条件をこえて、念仏一つで平等に救済される教えを説き、仏教のみならず世界の宗教

改革者とも位置づけられる法然の教えはそれぞれ門下の間で種々の受け止めがなされ分派

をみることとなる。法然が本願念仏を説くにあたって、それまでの修行論、仏身論、成仏（往

生）論等々において発想の転換をしたため、当時の仏教界から種々の反撥があった。それに

も関わらず本願念仏弘通の信念のもと、あらゆる条件をこえて念仏一つで救済されることを

説く中で、例えば「一念なお生まるいわんや多念をや」と表現されるように、一念と多念は

じめ、信と行、臨終と平生等において独自の表現がとられてきた。これらをめぐって、いず

れが法然の立場かと門下の受けとめが異なってきた。また法然は念仏を選択するために諸行

を廃する表現が強調されたので既成教団からの批判を受けることになった。そこで門下にと

っては、従来の仏教、とくに天台の立場を批判するものではないとの配慮から、全仏教や天

台との融合をはかる面がみられる。そこに門下の間で位置づけの相違も発生してきた。これ

らの諸事情を受けて各門下においてどのような受けとめがなされたか、その特色や相違点を

学習する。 
 

■学習の要点 

法然門下において法然の教えがどのように受けとめられたかを知るためには、まず法然自身

の教えの特色をよく把握しておく必要がある。その上で法然門下の各祖師の生涯や教えを立

てる背景をよく検討し、その特色をよく理解して相違点等を明らかにするよう心がけていた

だきたい。 
 

■学習の到達目標 
法然浄土教の特色をまずつかむことが大切です。その上で門下の各祖師がどのように受けと

め、特色を示したか、その理解を求める。 

 

■成績評価の基準 
法然門下の誰がどのような理解を示したかが明確であることと、テキストの引き写しではな

く、自身の言葉で論じられているかを重視します。 



授業コード B6502 （認定科目名：浄土教の歴史/浄土教史） 

授業科目 浄土教の歴史 単位 4.0 

担当者 本庄 良文 
シラバスグルー

プ 
T0B032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土教史概説 坪井俊映 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

浄土教は紀元前後のインドにおいて、大乗仏教の中から展開してきた思想です。そのうち、

圧倒的な影響力をもってきたのが極楽浄土にすまう阿弥陀仏をよりどころとする浄土教思

想です。|テキストは概ね時代に沿って、インド・中国・日本における浄土教の展開について

要領よく解説しています。|本科目においては、浄土教がそれぞれの地域・時代においてどの

ように受容されてきたのか、どのように教義が構築され、信仰が宣揚されていったのかを学

んでいきます。|さらに、大乗仏教としての浄土教が、人間社会の中で生き生きと活動してき

た宗教であり哲学であるということを学ぶことができます。| | 
 

■学習の要点 

（１）「浄土三部経」（無量寿経・観無量寿経・阿弥陀経）および般舟三昧経の浄土教思想|（２）

インドの龍樹（２～３世紀）や天親（世親、５世紀）の浄土教思想|（３）在来宗教・思想な

どとの接触、末法思想や他の仏教宗派との関わりの中で構築されていった浄土教思想|（４）

鎮護国家と現当二世安楽思想を基調とする日本仏教の中で、機根（能力・資質）の自覚や時

代観が産み出した新たな浄土教|（５）中国の善導大師とわが国の法然上人の浄土教の共通性

と差異| 浄土教の歴史とは、すなわち経典解釈・教理の展開についての歴史です。学習に際

しては、参考文献を参照しながら、それぞれの事象の相互の関連性を見る眼と、それらを総

合的に捉える眼の両者を養うよう心がけてください。 
 

■学習の到達目標 

出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。 |どれもみな浄土教の基本的な問題ですので、要領よく的確にまとめてくだ

さい。 
 

■成績評価の基準 主観を交えず、テキストや参考文献に忠実に理解しているかを基準とします。| 



授業コード B6504 （認定科目名：インド哲学/印度哲学概論） 

授業科目 インド哲学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド哲学史 金倉 圓照 平楽寺書店  

印度哲学概論：学習の手引

き 
田中 典彦 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

 本学にはインド哲学を専攻するコースは開かれてはいない。したがってどこまでも仏教を

理解する為のものとなるであろう。仏教を思想として捉えていこうとする場合にも、一宗教

として捉えていこうとする場合にも、それがインドという地球上の地域の、ある時代に生ま

れてきたということは事実である。つまり仏教もまた「時代の子」であり「地域の子」であ

ることには間違いはない。| したがって、仏教の根底を理解する為には、それが現われてき

た時代を中心に背景となった思想とその流れを知っておく必要がある。また、仏教は成立後

も長くこの国にとどまって歴史的に展開してゆくのであるが、その間に、仏教以外の思想も

また展開し、多くの思想、宗教の派が形成され、発展してきたわけである。それらの学派に

は仏教の発展と極めて重要な関わりを持っているものもある。あるいは論難の相手として、

あるいは包括の関係として互いに関わり合いながら展開してきたのである。ついにはヒンド

ゥー教に至っては仏教はその宗教の一派であるとされるまでになっている。| ますます国際

化が進み、地球人としての自己を形成していくには、先ずもって、それらの国や地域の文化

を理解することが基本的なこととして求められるであろう。| 以上のような視点からインド

の思想を通観し、その歴史的展開を理解することが当科目の目指すところである。 
 

■学習の要点 

・インド文化の曙：アーリヤ人のインド侵入と遊牧生活から定住生活への生活様式の変化が

思考や価値観に変化をもたらすこととなった。やがて BC1000 年頃までに、インド 古の文

献、リグ・ヴェーダが編まれ、インドの思想の萠芽を見ることとなった。自然崇拝、多神教

的な生き方から、唯一なるものを求め、一神教的な宗教へと移行する。このことをよく理解

していくことが重要である。ヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッドへと思想の展開を理

解すること。特に、どの時代、どの思想についても世界観・人間観・人生観・知識・行為・

解脱等がキーワードとなる。|・紀元前５・６世紀のインドは思想の転換期であるといってよ

い。自由思想家達が出現し百花繚乱である。それらをよく理解すること。仏教もまたこの時

代に生まれたのである。|・仏教の成立の頃から、後にインド六派哲学と呼ばれる各派につな

がる思想もまた芽をふく。そしてそれぞれに体系的な思想へと発展していったのである。六

派哲学について、上記のキーワードに沿って要約してみることが重要である。|・現代のイン

ドも、歴史的に培われてきた思想的・宗教的文化の延長上にある。これらを理解することも

また必要となろう。| 
 

■学習の到達目標 

 あらかじめ与えられてある設題に対して自分用のリポートを作成するつもりで学習する

ことを勧めたい。テキスト等を読んでいるだけでは良い試験答案を作成することができな

い。この場合にもテキストのみによるのではなく他の種々の参考文献をも用いること。参考

文献に関しては、参考文献が種々の論文等を註釈などとして紹介していることがあるから、



それによって次々と調べること。|  １ 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキ

スト学習を進めること。その学習の|    進度と理解度を試験で測る。またその到達度に

即して成績評価する。|  ２ 問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキス

ト学習の範疇で記述すれ|    ばよい。|  ３ 採点は、加点方式を基本とする。問いに

対して、解答するに必要なキーワードがすべ|    て適切に用いられていれば 50 点とす

る。|  ４ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開

とその|    深度により 40 点を上限に配点する。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード B6506 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード B6507 （認定科目名：浄土教美術/浄土教美術１・浄土教美術２） 

授業科目 浄土教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B057 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

往生要集．上（岩波文庫; 33-

316-1） 
源信著 岩波書店  

往生要集．下（岩波文庫; 33-

316-2） 
源信著 岩波書店 [ISBN]9784003331620 

 
 

■授業の概要 

不浄なる現世を厭い離れ（「厭離穢土」）、西方極楽浄土への往生を希う（「欣求浄土」）浄土

教は、数々の優れた芸術作品を生み出した。すなわち、阿弥陀の極楽浄土世界を描きあらわ

した浄土図や、臨終時に阿弥陀仏が聖衆を伴い迎え来たるとする来迎思想にもとづく来迎図

や来迎印を結ぶ阿弥陀像などである。浄土教はこうした往生浄土に関わる造形芸術ととも

に、反対に厭うべき六道輪廻の世界もまた造形化の対象とされ、凄惨な地獄絵などが制作さ

れた。本科目では、こうした美術作品を生み出す背景となった思想を理解したうえで、浄土

教の信仰上の要請と密接に関連して生み出された美術作品について、当時の人々の信仰や切

なる願いを読み解いていく。 
 

■学習の要点 

浄土教美術は、仏教美術のなかでもとりわけ思想との関連が密接である。とくに日本の浄土

教美術の発展には、源信の『往生要集』が大きく影響を及ぼしている。そうした思想と造形

との関係に留意しながら、日本浄土教美術の個々の作例の制作背景や造形的特徴を理解して

ほしい。石田瑞麿訳注の『往生要集』をテキストとするが、美術作品については参考文献等

を必ず参照し、学習の実をあげること。 
 

■学習の到達目標 
次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）浄土教美術の思想的背景について

説明することができる。|２）浄土教美術の代表的作例について説明することができる。|| 

 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）リポート、答案としての書式を

守っている。|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。| 



授業コード B6508 （認定科目名：仏教書誌学/仏教書誌学１・仏教書誌学２） 

授業科目 仏教書誌学 単位 4.0 

担当者 松永 知海 
シラバスグルー

プ 
T0B041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

佛教書誌学 坪井俊英 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 およそ文献により人類文化を見つめていく学問は広義の意味で文献学と呼ぶことができ

る。文献学では文献に書かれた内容だけでなく、体裁、書体、刊本か写本かなどがまず問わ

れるが、何に、どうやって書いたのかも重要である。たとえば書かれる材料に限っても時代

により獣皮、絹布、竹、木、樹皮、紙などが使われ多種多様である。| テキストでは釈尊の

説法にはじまった仏教が、東アジアの国々にどのように伝播し、日本に伝えられ広まってき

たかを仏教典籍（仏典）の編輯、書写、刊行という側面から記述されている。仏教の展開の

歴史を仏典の流布から学んで欲しい。 
 

■学習の要点 

・釈尊がどのような言葉を用いて説法されたのか、その説法がどのような経緯で編輯された

のか。結集、三藏、大乗経典などを中心として学習すること。|・中国にいつごろ仏教は伝わ

り、どのような人々によって漢字に翻訳されてきたのか。経典目録、訳経事業、経典書写の

目的などを中心として学習すること。|・大蔵経（一切経）の開版はいつ、どこで、どのよう

な経緯により行われたのか。写経と開版との長所短所、開版の発展原因、開版の種類と概要

などを学習すること。|・日本に仏教が伝来し、大蔵経（一切経）はどのように伝えられたの

か。写経所の概要、書写経典の具体的事例をあげながら平安期までを学習すること。|・日本

における仏典開版の歴史を概説し、浄土教版といわれる出版はどのようなものなのか。浄土

教版の定義をした上で出版事例を学習すること。|・日本における大蔵経開版の試み、完成さ

れた大蔵経にはどのようなものがあるか。木製活字から整版、整版から金属活字へと変遷し

た理由、製本の変化を学習すること。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を科目 終試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問題は、テキス

トに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。|③採点は、加

点方式を基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば

50 点とする。|④出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の

展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|⑤解答は、1200 字以上。これを充たせば

10 点を加える。 
 

■成績評価の基準  到達目標の達成度で採点します。 



授業コード B6509 （認定科目名：仏教文学/仏教と文学１・仏教と文学２） 

授業科目 仏教文学 単位 4.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教文学概説 黒田彰ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

   西暦 500 年代、中国から朝鮮半島を通って日本に伝来した仏教は、古代・中世・近世と

一貫して、文学に多大な影響を与えてきた。仏教の果した役割は主にふたつ。ひとつは仏教

伝来以前の人びとに、想像を超えた人生観・世界観をもたらせたこと。もうひとつは仏教伝

来以前の宗教・習俗を、対象化し自覚化させたことである。そしてそれらは、とりわけ人間

観・救済感覚・美的感性の結晶として統合され、長く複雑な仏教文学史を形成してきたので

ある。|   研究史をひもとくと、近世の儒学や国学などの影響により、日本文学における仏

教の貢献度が過小評価された段階を経て、現在は、仏教抜きで日本文学を語ることは不可能

という通念が常識である。代表的な文学といわれる『源氏物語』『平家物語』や、『方丈記』

『徒然草』など、仏教文学作品を挙げるのは容易である。その適切な把握と鑑賞のために、

まず仏教（語）に関する正確な情報を学び、その上で個々の作品の中での仏教（語）の意味

変容に留意。可能な限り仏教（語）と文学（史）の双方を眺めながら日本の〈仏教文学〉理

解に努めたい。 
 

■学習の要点 

 テキストは、日本古典文学における仏教文学としての流れをとらえ、時代・ジャンル・作

品などに分けて概説している。また仏教文学の具体相になるべく接近できるように、多くの

例文を挙げている。もとよりテキストは文字どおり概説であり、入り口であり土台であるこ

とを忘れてはならない。そこで次の 2 つの点に留意して学習を進めること。| 一つは、仏教

文学は日本文学史の重要な一流であり、したがって仏教文学は大きく文学史に包摂されてお

り、文学史を母胎としていることである。同時に仏教史の概説をも参照しながら、仏教にか

かわる文学の歴史として巨視的に読み解くように心掛けてほしい。| もう一つは、仏教文学

作品の内部には、まだ解明されていない多くの問題がひそんでいることである。とりわけ人

間、救済、美にかかわる精神や心性が、深層に息づいている。それらはテキストの叙述を詳

細に検討することによって顕在化するであろう。そのためにもテキスト所収の参考文献や例

文の原典に直接当ってみることが肝要である。| 以上の 2 点を念頭に置いて、仏教文学のな

かにあらたな問題の発見につとめよう。 
 

■学習の到達目標 テキストを熟読し、仏教文学史の流れと特色を明確に理解、把握できることが目標である。 

 

■成績評価の基準 
仏教（語）の適切な理解と、仏教文学が果たした役割が述べられているか。そういった基本

的な理解度を合格点とする。 



授業コード B6512 （認定科目名：仏教哲学） 

授業科目 仏教哲学 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本的霊性（岩波文庫） 鈴木大拙著 岩波書店  

禅(ちくま文庫) 鈴木大拙著 筑摩書房 [ISBN]9784480021571 

 
 

■授業の概要 

仏教を哲学的に考えるとは、どういうことか。この問いを、鈴木大拙の議論を中心に、考え

ていく。大拙は仏教の近代的表現を試み、西洋の思想界に影響を与えた。ここで近代的表現

とは、西洋の哲学を仏教表現の基礎に据えたことをいう。哲学の限界、とくに哲学が信仰を

語る限界を厳しく指摘しながら大拙は、禅や浄土教を描くとき、近代哲学の用語をためらう

ことなく用いたのである。大拙によって新たな表現を得た仏教や日本的信仰に接すること

で、宗教の目指すところや哲学の問いの意味を考え直してみたい。 
 

■学習の要点 

ここでは、東洋、西洋の区別にとらわれず、仏教や哲学から提出される問いを論理的に考え

ていきたい。理屈によって段階的に進む哲学の議論によって、宗教への入り口を探ることに

なる。リポートなど、課題にこたえるときには、筋の通った明確な文章を第一に心がけるこ

と。 
 

■学習の到達目標 

大拙の置かれた時代背景も理解すること。そして霊性という言葉を用いる意図をははっきり

把握すること。日本の独自性を、西洋に比してどうとらえたか、その比べ方にも注意を払う

こと。 
 

■成績評価の基準 

テキストを自分の言葉で、明確な筋道で要約してあること。テキストや参考書の文章をその

まま使っていないこと。自分の考えがテキストに沿って積極的に表現してあること。これら

を評価する。 



授業コード B6513 （認定科目名：浄土教学/浄土教学 1・浄土教学２） 

授業科目 浄土教学 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土の教義 石井教道 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 このテキストは「浄土の教義」ですが、実際には「浄土宗の教義」をめぐって救済者とし

ての阿弥陀仏論・被救済者としての衆生論・ 終到達点としての解脱論から構成されていま

す。そして各章ともに法然上人が敬い慕われた中国の善導大師と法然上人自身の教えにもと

づいて解説されています。| なぜ阿弥陀仏による救済が行われるのか、なぜ念仏を称えるの

か、浄土宗義における衆生とはどのような者なのか、往生とは何かといった浄土宗義の根幹

について学びます。| なおテキストは浄土教の基礎知識がすでに備わっている学習者を対象

としています。よって基礎知識のない人は相応の努力が必要となります。 
 

■学習の要点 

１．浄土教に特有な用語を辞典などを使ってこまめに調べること。その際、二つ以上の資料

で調べることをすすめます。|２．救済者としての阿弥陀仏は、どのような仏であるのか、ま

たなぜ衆生を救おうとするのかが学習の中心となります。|３．テキストでは衆生論について

特に詳細に解説しています。浄土宗義において衆生（救済される側）の実現のありさまをど

のようにとらえているのか、そしてその衆生が行うことのできる修道としての信仰・実践・

態度・（安心・起行・四修）をしっかりと理解すること。|４．解脱論では、救済（往生浄土）

の理論について学び、加えて往生した後にさとりを得るために修行する場としての極楽浄土

とはいかなる世界であるのかを学んでください。| 
 

■学習の到達目標 

阿弥陀仏とはどのような仏であるのか、極楽浄土とはどのような処であるのか、また救われ

る衆生はどのような人なのかをおさえること。 具体的に浄土宗の修道論(安心、起行、作

業)である三心、五種正行、四修、三種行儀の内容をおさえることである。  
 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。 | 要点を的確におさえることに心がけてください。 



授業コード B6514 
（認定科目名：原始・部派仏教思想/原始・部派仏教思想

１・原始・部派仏教思想２） 

授業科目 原始・部派仏教思想 単位 4.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原始仏教（サーラ叢書 ４） 水野弘元 平楽寺書店  

    

 
 

■授業の概要 

原始仏教は、仏教の根本であることから根本仏教ともいわれ、またインド仏教の歴史におい

て初期時代の仏教であることから初期仏教ともいわれます。仏教の祖である釈尊（ゴータマ・

ブッダ）や仏弟子の教えを中心に説かれた経（阿含・ニカーヤ）、律を研究の対象とする仏教

を指します。|また部派仏教は原始仏教に続いて興った仏教で、「経に対する解釈や研究」を

意味するアビダルマ仏教とも言われ、原始仏教の根本思想について学問的に哲学的に体系付

けを行った仏教を意味します。その文献は論と言われ、仏教学の基本とも言うべき仏教を指

します。|この原始・部派仏教思想は、後の仏教の基礎とも源流とも言いうる仏教であるとい

う点から、仏教を学ぶ者にとって不可欠な科目であります。| 
 

■学習の要点 

仏教の基礎とも源流ともいいうる仏教であるので、特定の部分だけを学ぶのではなく、全体

を学ぶことによって仏教とはどのような思想をもった宗教であるのかを知る必要がありま

す。そこに説かれる思想は、いずれも仏教の根本思想がさまざまな角度から説き明かされた

結果となるので、すべてが相互に関係したものといえます。その点を踏まえて、以下の点に

ついて学習を進めてください。|①三学|②無我、無常|③四諦説|④涅槃|⑤三明と六神通|⑥涅槃

の合理性と迷信の排除という仏教の立場||| 
 

■学習の到達目標 

①三学について説明できる。|②無我、無常の内容について説明できる。|③四諦説について説

明できる。|④涅槃の内容と特徴について説明できる。|⑤三明と六神通について説明できる。

|⑥涅槃の合理性と迷信の排除という仏教の立場について説明できる。| 
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード B6515 （認定科目名： 大乗仏教思想１・ 大乗仏教思想２） 

授業科目 大乗仏教思想 単位 4.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド仏教の歴史：「悟り」

と「空」 （講談社学術文庫；

1638） 

竹村牧男 講談社  

仏教の源流：インド 長尾雅人著 中央公論新社 [ISBN]9784122038677 

 
 

■授業の概要 

紀元１世紀頃、インドに新たな仏教が誕生した。それを大乗仏教という。大乗とは「大いな

る乗り物」を意味する。原始・初期仏教の時代から、ブッダの教えは私たちを「さとりの世

界」に運ぶ「乗り物」に喩えられてきた。大乗仏教を担った人たちは、自分たちの新たな仏

教こそ、既成の教団仏教よりすぐれた「大いなる乗り物」だと自負したのである。そしてそ

の中から『般若経』『法華経』『華厳経』『無量寿経』といった私たちにも著名な数々の大乗経

典が生み出され、それらの経典をバックボーンとする思想家が次々と現れて、紀元２世紀以

降インドに大乗仏教思想の花を咲かせた。シルクロードを経て中国に伝えられ、さらに海を

渡って現在の我が国に至る仏教のほとんどは、大乗仏教もしくはその影響下にある仏教であ

る。この科目では、大乗経典に説かれる「菩薩」「誓願」「空（くう）」「一乗」といった大乗

仏教独自の思想を学び、さらに大乗仏教の思想家の中から、ナーガールジュナ（龍樹）の中

観思想と、アサンガ（無著）・ヴァスバンドゥ（世親）兄弟の唯識思想の基本を、それらの中

国、日本における展開をも視野に入れつつ学びます。 
 

■学習の要点 

・大乗仏教文献にあらわれる様々な概念は、阿含経典やアビダルマ文献にあらわれるものと

は随分異なります。まずそれら大乗仏教独特の概念を学ぶ必要があります。テキストはすべ

てを網羅しているわけではありませんので、不足分は参考書にあたってください。|・さらに

テキストを離れて『般若経』『法華経』『無量寿経』といった著名な大乗経典自体を読むこと

も必要です。実際の文章を読むと、大乗仏教の世界がより身近なものとして理解できるはず

です。サンスクリット語原典や漢訳を読む必要はありません。参考文献に挙げている現代語

訳を用いてください。|・インドにおける大乗仏教の哲学は大きくふたつの流れに分けること

ができます。龍樹に始まる中観思想（中観派）と、無著・世親兄弟に始まる唯識思想（唯識

派）です。二つの哲学は『般若経』の空の思想をめぐって大きく対立します。また唯識思想

に見られるアーラヤ識説や三性説などは、一般には理解困難なものと見なされがちですが、

そんなことはありません。参考書は分かりやすく書かれています。皆さん方の挑戦を望みま

す。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の問題はリポート設題と関連する事項から出題されます。リポート作成の時か

ら関連する項目もしっかり調べておきましょう。成績評価に関しては、試験問題の問題の意

図するところが正しく理解され、自身の言葉で合理的な論述がなされているかどうかによっ

て評価します。 
 



■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード B6516 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード B6517 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード B6518 
（認定科目名：大乗仏教思想史/大乗仏教思想史１・ 大乗

仏教思想史２） 

授業科目 大乗仏教思想史 単位 4.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

空の論理「中観」（角川文庫

ソフィア．仏教の思想；3） 
梶山雄一ほか 角川書店  

認識と超越「唯識」（角川文

庫ソフィア．仏教の思想；4） 
服部正明ほか 角川書店 [ISBN]9784041985045 

 
 

■授業の概要 

 大乗仏教思想史という限り、学派の伝承として思想をとらえることが重要と思われる。大

乗仏教の学派というと中観派と唯識派である。| 中観派（Mādhyamika）は、ナーガールジュ

ナ（龍樹 150−250）を祖とし、アーリャデーヴァ（聖提婆 170−270）が出て、その後、ブ

ッダパーリタ（仏護）、チャーンドラキールティ（月称 600−650）らの帰謬派とバーヴァヴ

ィヴェーカ（清弁 500−570）、ジュニャーナガルバ（700−760）、シャーンタラクシタ

（725−784）、カマラシーラ（740−797）、ハリバドラ（８世紀）らの自立派とに分かれる。

それは『中論』の解釈と、また無自性の論証に於いて異なりが生じた為である。空、無自性

の論理、龍樹の論法、分別、戯論、二諦説を柱とする。| 唯識派（Vij&#241;ānavādin）に関

しては、『瑜伽師地論』『解深密経』『大乗荘厳経論』に加え、特に無着の『摂大乗論』、世親

の『唯識二十論』『唯識三十頌』は必読の書である。それらから三性説、アーラヤ識説、唯識

無境説を学び取る必要がある。『二十論』の外境批判としての原子批判から唯識無境へと導

く過程は、後代にも大きく影響したものであり、理解を深める必要がある。| 如来蔵思想と

は一切の衆生が悟り得る根拠を示すものであるが、それは『如来蔵経』の九種の譬喩により

明示される。『不増不減経』『勝鬘経』『宝性論』等が主な基本テキストである。 
 

■学習の要点 

１．中観思想を学習するに際しては、それ以前のアビダルマの哲学と『般若経』やナーガー

ルジュナの思想、特に空、無自性、縁起が何故説かれたのか、この意味を十分考察してくだ

さい。|２．ナーガールジュナ（龍樹）に始まる中観派は『中論』の縁起、空、無自性、二諦

説に基づいて成立した学系であるが、それらの解釈と証明法を巡り自立派と帰謬派に分派す

る。さらにその後、シャーンタラクシタ、カマラシーラが現われ、唯識思想を高く評価しつ

つ、さらに中観思想へと導く体系が確立される。彼らは仏教論理学派のダルマキールティ（法

称）の理論を広く活用している。彼らの中観思想はチベット仏教思想に多大の影響を与えた。

|３．唯識無境、三性説、アーラヤ識に通じるためには『解深密経』『瑜伽論』及び無着や世

親の諸論書に通じることが大切である。それと共に止観に基づく修道論を学習することは不

可欠である。我々の言動、心理活動は、その時その場で終るのではなく種子としてアーラヤ

識に保存され、その影響力を未来に行使する。この意味をよく把握する必要がある。 
 

■学習の到達目標 

１．アビダルマの「有」の哲学体系が構築され、その後『般若経』、ナーガールジュナによ

り、空、無自性、縁起の思想が打ち出される。そのポイントは「自性」に対する考え方の相

違がある。|２．唯識思想の柱といえるものは、唯識無境説、アーラヤ識、三性説である。唯

識無境とはどういうことなのか、よく理解し、前七識とアーラヤ識とが相互に関係し合うこ



と及び三性説の意味を十分理解すること。|３．無着の著わした『摂大乗論』、世親の著わし

た『唯識二十論』『唯識三十頌』等、テキストとそれらの内容を十分理解すること。無着の唯

識説、また世親にはどういった特徴ある唯識説が展開されているのか把握すること。|４．中

観派の自立派と帰謬派にはどういう論師がいるのか。それらは何を意味するのか。また両派

の二諦説の特徴は何であるのか。後代の中観派にはどういう論師がいて、いかなる思想が展

開されるのか十分把握すること。|５．ナーガールジュナの無自性、縁起、空の思想とは、何

が表されようとしているのか。戯論、分別とは何かよく把握し、なおかつ二諦説がどう説か

れ何を意味するのか、確かにまた明瞭に理解すること。|６．しっかりとした知識と理解を得

ること。 
 

■成績評価の基準 

リポートに関しては、設題の意図をよく理解し、重要な点を外さないこと。参考書などの単

なる写し取ったものは評価の対象とならないので、自分自身でよく理解し構成を考えてまと

めること。 終試験においては、問題の焦点に敵った内容を十分に論じること。 



授業コード B6519 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード B6520 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード B6521 （認定科目名：天台教学/ 天台教学１・ 天台教学２） 

授業科目 天台教学 単位 4.0 

担当者 曽和 義宏 
シラバスグルー

プ 
T0B022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

天台教学概論 恵谷隆戒 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

天台教学は中国の釈迦と賞讃された隋の天台智者大師智顗（538−597）によって唱導された

教学である。釈尊によって説かれた大小両乗の経典を整備し、『法華経』を中心としてすべ

てのものが速やかに成仏することを明らかにしようとした。南北朝に分かれていた時代に出

生し、実践中心の北朝仏教の特色と学解中心の南朝仏教の特色を統合し、理論と実践を兼ね

そなえた教観二門の総合仏教のありかたを示した。智顗の著作は多岐にわたるが、特に天台

教学を構成する重要聖典は天台三大部といわれる『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』であ

り、このほか五小部といわれる著作を中心に種々の教えが説示される。天台教学はいわば仏

教の総合教学であるので、教えのありかたは広範囲であり、しかもいずれも皆共成仏道とし

て示される。この天台教学の概要を把握し、特に重要な教義・概念について理解する。 
 

■学習の要点 

天台教学を学習するためには、その学習が広範囲に及び、また専門性を問われることになる

ので、まず広い基礎知識が必要となる。天台教学は、いわば八宗、十宗といった全仏教につ

いて、あるものは従前を受け、あるものはさらに後世へと展開していくことになる包括的な

ものである。天台宗は四宗兼学ともいい、あるいは円・密・禅・戒・浄・声・記・山王一実

神道等、インドから日本に至るまでの、広範囲の仏教思想を包括した歴史的展開があるので、

天台教学の概説書を熟読して基礎知識を身につけておく必要がある。辞典を座右において学

習することを勧めたい。 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。| 出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられているこ

と。論述の展開とその深度により評価する。 
 

■成績評価の基準 
天台教学の理解に則って解答できていること。|必要なキーワードが記されていること。|論

理的な文章であること。 



授業コード B6701 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本の歴史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード B6702 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 東洋の歴史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード B6703 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋の歴史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード B6704 （認定科目名：地理学） 

授業科目 地理学 単位 4.0 

担当者 鈴木 亜香音 
シラバスグルー

プ 
T0X045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地理学概論 第 2 版（地理学

基礎シリーズ 1） 

上野和彦・椿真智子・中村康

子 編 
朝倉書店  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地表面で生じる様々な現象（出来事）と地域との関係を理解しようとする学問です。

現象には必ず位置（場所）が存在し、かつ、単独ではなく複数の現象との関係のもと地域に

分布（地理的分布）しています。地域のスケールは世界・日本・都道府県など様々ですが、

2 つとして同じ場所はなく、現象には必ず地域差（地域的差異）が現れます。そこで、この

授業では位置や分布をキーワードとして地理学の基本を学びます。 
 

■学習の要点 
① 地理学における基本的用語（概念）の意味を理解する。|② 基本的用語（概念）を通し

て地域について理解する。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて理解する。 

 

■学習の到達目標 
① 地理学における基本的用語（概念）を正しく説明できる。|② 基本的用語（概念）を用

いて地域について説明できる。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて説明できる。 

 

■成績評価の基準 

〔科目 終試験における成績評価の基準〕|① 問題の主旨を正確に理解していること。|② 

学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。|③ 記述が論理的に構成されているこ

と。|④ 自ら作成したオリジナルの論述であること（なお、これに該当しないと判断した場

合は不合格とする）。|⑤ テキストの丸写し、テキストの再構成のみの論述は不合格とする。 



授業コード B6705 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード B6706 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード B6707 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード B6708 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード B6709 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣 ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった

国際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の

変化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、

日中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々

な問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑

する今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこ

とは、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史

的変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習

得することを目標とする。 
 

■学習の要点 

 テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にい

かに形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互

依存」について|4. 「安全保障」について 
 

■学習の到達目標 
 国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することが

できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか 



授業コード B6710 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード B6711 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード B6712 
（認定科目名：日本語学概論/日本語学概論１・日本語学

概論２） 

授業科目 日本語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国語学 宇野義方編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 わたくしたちは、生まれた時から、周囲の人々の話すことばに触れ、それを習得すること

によって、コミュニーションをはかることを覚えます。その後、異なったことばに出会った

時に、違いを知るところから、ふりかえって自らのことばの体系を客観的に見ることとなり

ます。| 時間の隔たり、空間の隔たりによって、ことばはさまざまな様相を見せます。古い

時代から現代まで、日本語がどのような歩みをしてきたのか、すなわち、日本人が何を考え、

どう生きてきたのかを知ることは、これからのわたくしたちがどう生きるかを考えることと

なるでしょう。 
 

■学習の要点 

 まず、テキストを何度も読んでください。特別な学術用語もありますので、それを覚える

と整理がしやすくなります。また、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物

などで調べてください。 || 1．音声と音韻の違いを把握してください。| 2．日本語は、

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・ギリシア文字などで表記されます。それらがどのよ

う|       にして日本語の表記法として定着していったかを学習してください。また、常用

漢字・送りがな・|       仮名づかい・外国語の表記などの問題点について学習してくださ

い。| 3．語種を 4 つに分け、それぞれの特徴について学習してください。| 4．単語の意

味・文の意味を考えてください。| 5．橋本文法、山田文法、時枝文法、中等文法について

学習してください。| 6．方言・標準語・共通語について学習してください。| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。 

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード B6713 （認定科目名：言語学概論/言語学概論１・言語学概論２） 

授業科目 言語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門ことばの科学 田中春美ほか 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

 ヒトの言語は、いくつかの音の組み合せ、単語の組み合せから成っています（分節言語）。

広い意味での言語には、音楽・美術・身振り・その他、も含みます。言語学では、広い意味

での言語を考慮しつつ、主として分節言語を研究します。| テキストでは、〔言語の起源、

動物の伝達と人間の言語、言語の習得、言語の構造、発音記号の役割、発話の意味、言語の

多様性、言語と社会、言語接触、ピジンとクレオール、言語の系統、世界の言語〕などの項

目について学習し、さまざまな方面から、言語はどのような役割を持つものなのか、を考え

ます。 
 

■学習の要点 

 テキストには、はじめて接する用語なども多数出てきます。それらの用語を理解するには、

各章の章末に掲載されている参考図書などを読むことが、早くて確実です。また、テキスト

の執筆陣による一般書『言語学のすすめ』（大修館書店）は、易しい言葉で説明してあります

ので、これを読んでからテキストを読むと、興味を持って読むことができるでしょう。| 言

語を考えることは、わたくしたちが生き、他者との関わりを考えることにつながります。テ

キストとあわせて種々の書物を読み、いろいろな問題を、自身で考えてください（テキスト

を暗記するのではなく、自身で考えることが も重要です）。|  なお、以下の項目が、重点

項目です。| １．言語と社会| ２．発音記号の役割| ３．言語の習得| ４．言語の構造| ５．

発話の意味| ６． ピジンとクレオール| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。  

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード B6714 
（認定科目名：日本文学概論/日本文学概論１・日本文学

概論２） 

授業科目 日本文学概論 単位 4.0 

担当者 坂井 健・奥村 和美 
シラバスグルー

プ 
T0M011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文学概論 坂井健編著 佛教大学  

復刻版 評論でみる明治大

正文学史 
坂井健編 北斗書房 [ISBN]9784894673830 

 
 

■授業の概要 

 まず初めに、文学とはどのようなものか、日本文学にはどのような領域が含まれるのかと

いった問題から説き起こし、国学の歴史と日本文学研究との関わり、日本文学研究の目的に

及ぶ。ついで、実際に行われている日本文学研究のさまざまな方法を、具体例をあげながら

紹介していく。それぞれの方法で、どのような手順で研究が行われるのか、その方法によっ

て何を明らかにすることができるのか、あるいは、その目的は何か、また、その方法の短所

は何か、などを明らかにしていく。次に、日本文学の歴史や領域のあらましについて述べた

あと、実際に研究を進める方法や、そのために必要な知識について紹介していく。| 日本文

学を学習しようとする人に、自分たちがこれから学習しようとすることはどのようなものな

のか、どのように学習していかなければならないのか、といった点について、その概略を把

握してもらうことを目的としている。 
 

■学習の要点 

 この科目で学習するべきことは、日本文学研究についての概略であって、個別的知識では

ない。個別的知識が述べられている場合でも、それはあくまで研究方法などを説明するため

にあげられた具体例に過ぎないのであって、例そのものよりも、その例によって何が述べら

れているのかに注意して理解するようにして欲しい。特に重要なのは以下の点である。| １．

文学とはどのようなものであるか。その特性は何か。| ２．日本文学の範囲はどのようなも

のを含むか。| ３．国学と日本文学研究の関係はどのようなものであるか。日本文学研究の

歴史とその性格はどのようなものか。| ４．書誌学はどのような作業を行うか。その作業の

必要性とその作業をおろそかにした場合の問題点は何か。| ５．注釈・解釈・鑑賞とはどの

ような作業か。その有効性と問題点は何か。| ６．出典研究と作品成立論は何を明らかにす

るか。その有効性と問題点は何か。| ７．伝記研究の有効性とその問題点は何か。| ８．テ

クスト論とはどのような立場か。その有効性と問題点は何か。| ９．文学史・文芸理念研究

は何を明らかにしようとするか。その有効性と問題点は何か。| いずれの場合でも、日本文

学研究は何を明らかにすることができるのかという問題意識を持ちながら学習して欲しい。

| 
 

■学習の到達目標 

１．「学習の要点」にある学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を科目

終試験で測る。またその到達度に即して成績を評価する。|２．問題はテキストに即して出

題する。解答はテキスト学習の範囲内で記述すればよい。|３．出題を正しく理解し、問題の

要求にしたがって論理的に解答をするように。| 
 



■成績評価の基準 問題に対して、テキストの記述に即して解答しているかによって評価します。 



授業コード B6715 （認定科目名：日本文学史） 

授業科目 日本文学史 単位 4.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。 



授業コード B6716 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード B6717 （認定科目名：漢文学/漢文学１・漢文学２） 

授業科目 漢文学 単位 4.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を読む。| 日

本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方法で読んで

きた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科目では、ま

ず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成した漢文訓読

がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点についても考える。

| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、日本文学と

の関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード B6718 
（認定科目名：日本漢文入門/日本漢文入門１・日本漢文

入門２） 

授業科目 日本漢文入門 単位 4.0 

担当者 黒田 彰 
シラバスグルー

プ 
T0M009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文学び方の基礎〔改訂版〕 近藤春雄著 武蔵野書院  

古文と漢文：日中比較文学

史 
神田秀夫編 武蔵野書院 [ISBN]9784838606221 

 
 

■授業の概要 

 日本文学は有史以来、世界有数の優れた文化の一つ、中国文化を摂取することで、文学の

歴史を育んできた。それはひとり文学に限られたことでなく、仏教の伝来を始めとして、日

本の文化全体が、中国の文化を受容することで、固有の文化を保持、展開させ得たのである。

そして、例えば文学史を形作る基本要件の一つである、事簿を文字で書き表す能力−文字表

記の能力−をわが日本人は、どのようにして手にしたのであろうか。日本文学史の始まりに

位置する古事記、日本書紀、万葉集の原文を一見すれば、それらの作品が全て漢字で書き表

されていることから明らかなように、そのことは中国の漢字を理解、応用することによって、

可能となったのである。さらに漢字を日本語に適用することにより、仮名−平仮名と片仮名

−が作り出され、日本の文学史を実際に発展させる基本要件を整えることが出来た。| さて、

日本文学、殊に古典文学を理解する上で、非常に重要な役割を担うものとして、所謂「漢文」

と呼ばれるものの存在がある。漢文は元来、中国語(古典中国語)の文章であるが、我々日本

人の祖先は、漢字のみならず、漢文を受容することによって、その文学史を形成していった

ことは、例えば日本書紀が漢文で書かれていることから分かる。当科目はその漢文の概念を

具体的に把握、理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

 漢文は本来、古典中国語の文章を意味するが、古代の日本人は、大陸から伝わった漢文を

学習、利用することにより、自らの言葉即ち日本語を表記しようとした。しかし、中国語の

表記法である漢字、それを用いた漢文を、言語の体系の異なる日本語に適用しようとした日

本人は、多大な苦労に直面することになる。例えば、文法を異にする日、中両国語の隔たり

は、語順の違いを埋めるべく、返り点という符合を案出し、見事に漢文を日本語の文章とし

て読解することに成功した。或いは、同一事物に対する発音が全く異なる、日中両国語の課

題を解消すべく、漢字の発音(中国語の音)を「音(オン)」として残しつつ、日本語における発

音を、「訓(くん)」として漢字に当てることで、音訓を並立させる、今日に至る漢字の用法を

確立させたのである。このように漢字、漢文の日本語への適用に成功した日本人は、漢文を

読解することで、世界有数の優れた中国文化を本格的に受容する一方において、日本独特の

文化の表現法をも手にすることが出来た。| さて、日本文学はこのようにユニークな成立要

件をもっているため、その基礎的な理解において、漢字、漢文の役割の把握が欠かせない。

加えて、漢文を自家薬籠中のものとした日本人は、漢文をそのまま用いた日本漢文の流れを、

全ての時代に貫流させた。そして、時代、各ジャンルの基底にある、言わば漢文脈の意義を

知ることなしに、日本文学を理解することは殆ど不可能と言って過言ではないであろう。 
 



■学習の到達目標 
 当科目は、「漢文」というものが日本文学において果たした役割を理解し、また、漢文に

対する具体的且つ、正しい理解を得ることを到達目標とする。|  

 

■成績評価の基準 

  科目 終試験は、いずれの問題も、漢文というものの具体的成り立ちと機能を問うもので、

大きく漢文及び、漢字の二つに対する理解を前提とするものになっている。いずれもテキス

ト『漢文学び方の基礎』７—25 頁、『古文と漢文』７—33 頁から項目を出題したものなの

で、テキスト上記を熟読し、漢文に対する基礎的理解を深めておいて欲しい。| 評価の基準

は、問題のポイントを押さえていることを及第点とする。従って、問題の主旨を外れた答案

は、評価の対象とならない。そして、問題のポイントを押さえた上での、具体的且つ、正確

な解答を目指して欲しい。 



授業コード B6719 （認定科目名：書道/書道１・書道２） 

授業科目 書道 単位 4.0 

担当者 長尾 秀則 
シラバスグルー

プ 
T0M014 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 書道は、文字を素材とする造形芸術である。| 本科目は、書道における漢字五書体の内、

楷書・行書・草書の三体、および仮名の基本的技法を修得することを目的とする。いずれも

古典の臨書によって、書技法の修得、並びに鑑賞力の向上を目指すものである。| 楷行草三

体は、しだいに簡略化されて完成していったように考えやすいが、実際は逆の草行楷の順に

完成されたのである。 後に生まれた楷書は、唐代に頂点を迎え、現代に至るまで正式書体

となっている。行書草書は、一貫して補助書体としての役目を荷いながらも、書道芸術の特

に表現面において主要な位置を占めている。これら三書体を書き分けられることは、書道の

理解のためには不可欠のことである。| 一方、仮名は草書を母体として日本で独自に発達し

たもので、平安・鎌倉時代の技法を学ぶことが主となる。| テキストには、それぞれの代表

的名品が解説とともに掲載されている。設題となっている古典だけではなく、幅広く書道の

世界を味わっていただきたい。 
 

■学習の要点 

 楷行草三書体の違いは、単に構造が異なるだけでなく、用筆法の相違による要素が大きい。

三書体の書き分けのためには、筆使いの習熟が求められる。毛筆の働きに慣れるには、テキ

ストを熟読し、毛筆が自然に動くように時間をかけて訓練する事が必要である。| また、単

に手の動きだけではなく、臨書の対象となる古典の特徴を理解できる鑑賞力が、作品の出来

不出来に大きくかかわる。テキスト掲載の主要な古典は、拓本（石などに刻された文字を紙

に写しとったもの）が中心で、白黒反転した手本を見て書くことになる。拓本の見方に慣れ

るとともに、各古典の書風の相違を見極める力が求められる。| テキストには、参考手本が

掲載されている。特に初心者はまずこれを参考に、六文字の適度な配置・文字の大きさを学

んでほしい。| 仮名は、小筆を使用するために、一層の繊細さが求められる。用具用材も漢

字用のものとは異なるので、解説等を読んで吟味することが必要である。| 
 

■学習の到達目標 古典の臨書としての完成度の高さがあり､指導ができるような力をつける｡ 

 

■成績評価の基準 
古典の臨書として字形･線質･布置･章法ができていることが大前提｡その上で完成度の高いも

のを高く評価する｡ 



授業コード B6731 （認定科目名：仏教伝道学） 

授業科目 仏教伝道学 単位 4.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

伝道 恵谷隆戒 浄土宗  

    

 
 

■授業の概要 

 伝道とは、未信仰の地域や住民に対して、その信ずる教旨を伝え述べ、信仰生活に導き入

れる宗教的活動のことである。この科目では云うところの〈道を伝える〉、その〈道〉とは、

仏道すなわち、仏教教義を教え、伝え、弘めることである。| その伝道は、唱導・談義・説

法・講経・勧化・教化・布教などとも表現されるが、布教伝道・伝道教化と呼ばれる場合が

多い。よってこの科目では、伝道の歴史と理論と方法を学ばんとするものである。| まず仏

教の伝道の歴史を学び、次に仏教のなかでも、とりわけ浄土宗の伝道の歴史を学び、その上

で仏教と浄土宗はそれぞれ何を伝道するのかという理論を学び、さらにその伝道の方法・心

構えを学んでいく。 
 

■学習の要点 

１．伝道の歴史|  ・インドにおける教化伝道|      （釈尊、仏弟子、龍樹・提婆…大乗仏

教の宣揚）|  ・中国における伝道教化|      （格義的・義解的・実践的・融合的・居士に

よる仏教伝道）|  ・日本における仏教伝道|      （聖徳太子、平安期の仏教伝道… 澄・

空海、鎌倉期の仏教伝道…法然・道元・親鸞・日蓮・一遍、室町期の仏教伝道…蓮如、江戸

期の仏教伝道…説法・教育・文書・事業・視聴覚・儀式伝道）、近世の仏教伝道|２．浄土宗

の伝道の歴史|  ・法然の伝道教化|  ・法然門下の伝道教化|  ・室町期の伝道教化…

唱導・談義|  ・江戸期の伝道教化…説法・勧化・助説|  ・近世の伝道教化…布教制度の

整備、海外布教、事業伝道|３．伝道の理論|  ・仏教思想の何を伝道するのか|  ・浄土宗

の立場…なにを伝道するのか|  ・伝道の理由|  ・伝道の目的|  ・伝道者たるべき姿、

心構え|４．伝道の方法|  ・口業説法（弁論説法）|  ・文書伝道|  ・視聴覚伝道|  ・

儀式伝道|  ・事業伝道…育英事業、社会福祉事業|  ・カウンセリング伝道|  ・その

他の伝道 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|・テキストを熟読した上で、

また他の仏教書を参考にして自分の文章で述べること。|・問題の意図をしっかり理解した上

で述べること。| 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード M5101 （認定科目名：文献学入門/文献学入門１・文献学入門２） 

授業科目 文献学入門 単位 4.0 

担当者 上野 辰義 
シラバスグルー

プ 
T0M004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原典をめざして：古典文学

のための書誌 
橋本不美男著 笠間書院  

    

 
 

■授業の概要 

日本の古典文学は、過去において多くは書写による写本という形で、伝えられてきた。そこ

には人の目と手による書写、装丁という作業が必然的に関与していた。そのため、そこには、

作業を行う人物の錯誤と、意図的変改という不確定な要素が常に付随して、古典文学の伝承

を複雑なものにしてきた。同様な事情は、版本による出版が主流になった近世や、活字印刷

がほとんどとなった現在においても、形を変えて、存在している。そうした問題の実態と実

例を、主に写本の場合を例にして学ぶことで、活字に頼りすぎている現代の古典文学享受の

現状を反省し、日本文学研究の前提を理解する。 
 

■学習の要点 

文献学や書誌学が何を目的としているのか、本の装丁にはどのような種類があるのか、本文

の異同・異本はどのような事情で発生するのか、その異同から、どのように元の形を復元し

ていくのか、異同・異本の発生の様相から、どのような成立、または享受の姿を考えるのか、

本に記されている奥書をどのように見ていくのか、日本文芸の中心であった和歌の記録がど

のような形態でなされていたかを知る。 
 

■学習の到達目標 

主に、書写によって伝えられてきた日本の古典作品について、本文を校訂して、それを読む

にいたるまでに、どのような考慮すべき問題があり手続きが求められるのかを、理解するこ

と。また、それらの問題、手続きに関するこれまでの具体例を知ること。|設定された課題に

関して、テキストの内容が適切に理解されていること。答案の文章が日本語として適切であ

ること。 
 

■成績評価の基準 
テキストの内容が理解できていること。|日本語の文章として整っていること。|テキスト外

の内容についても学習できていれば、なおよい。 



授業コード M5107 
（認定科目名：日本文学概論/日本文学概論１・日本文学

概論２） 

授業科目 日本文学概論 単位 4.0 

担当者 坂井 健・奥村 和美 
シラバスグルー

プ 
T0M011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文学概論 坂井健編著 佛教大学  

復刻版 評論でみる明治大

正文学史 
坂井健編 北斗書房 [ISBN]9784894673830 

 
 

■授業の概要 

 まず初めに、文学とはどのようなものか、日本文学にはどのような領域が含まれるのかと

いった問題から説き起こし、国学の歴史と日本文学研究との関わり、日本文学研究の目的に

及ぶ。ついで、実際に行われている日本文学研究のさまざまな方法を、具体例をあげながら

紹介していく。それぞれの方法で、どのような手順で研究が行われるのか、その方法によっ

て何を明らかにすることができるのか、あるいは、その目的は何か、また、その方法の短所

は何か、などを明らかにしていく。次に、日本文学の歴史や領域のあらましについて述べた

あと、実際に研究を進める方法や、そのために必要な知識について紹介していく。| 日本文

学を学習しようとする人に、自分たちがこれから学習しようとすることはどのようなものな

のか、どのように学習していかなければならないのか、といった点について、その概略を把

握してもらうことを目的としている。 
 

■学習の要点 

 この科目で学習するべきことは、日本文学研究についての概略であって、個別的知識では

ない。個別的知識が述べられている場合でも、それはあくまで研究方法などを説明するため

にあげられた具体例に過ぎないのであって、例そのものよりも、その例によって何が述べら

れているのかに注意して理解するようにして欲しい。特に重要なのは以下の点である。| １．

文学とはどのようなものであるか。その特性は何か。| ２．日本文学の範囲はどのようなも

のを含むか。| ３．国学と日本文学研究の関係はどのようなものであるか。日本文学研究の

歴史とその性格はどのようなものか。| ４．書誌学はどのような作業を行うか。その作業の

必要性とその作業をおろそかにした場合の問題点は何か。| ５．注釈・解釈・鑑賞とはどの

ような作業か。その有効性と問題点は何か。| ６．出典研究と作品成立論は何を明らかにす

るか。その有効性と問題点は何か。| ７．伝記研究の有効性とその問題点は何か。| ８．テ

クスト論とはどのような立場か。その有効性と問題点は何か。| ９．文学史・文芸理念研究

は何を明らかにしようとするか。その有効性と問題点は何か。| いずれの場合でも、日本文

学研究は何を明らかにすることができるのかという問題意識を持ちながら学習して欲しい。

| 
 

■学習の到達目標 

１．「学習の要点」にある学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を科目

終試験で測る。またその到達度に即して成績を評価する。|２．問題はテキストに即して出

題する。解答はテキスト学習の範囲内で記述すればよい。|３．出題を正しく理解し、問題の

要求にしたがって論理的に解答をするように。| 
 



■成績評価の基準 問題に対して、テキストの記述に即して解答しているかによって評価します。 



授業コード M5109 （認定科目名：日本文学史） 

授業科目 日本文学史 単位 4.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。 



授業コード M5111 
（認定科目名：日本語学概論/日本語学概論１・日本語学

概論２） 

授業科目 日本語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国語学 宇野義方編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 わたくしたちは、生まれた時から、周囲の人々の話すことばに触れ、それを習得すること

によって、コミュニーションをはかることを覚えます。その後、異なったことばに出会った

時に、違いを知るところから、ふりかえって自らのことばの体系を客観的に見ることとなり

ます。| 時間の隔たり、空間の隔たりによって、ことばはさまざまな様相を見せます。古い

時代から現代まで、日本語がどのような歩みをしてきたのか、すなわち、日本人が何を考え、

どう生きてきたのかを知ることは、これからのわたくしたちがどう生きるかを考えることと

なるでしょう。 
 

■学習の要点 

 まず、テキストを何度も読んでください。特別な学術用語もありますので、それを覚える

と整理がしやすくなります。また、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物

などで調べてください。 || 1．音声と音韻の違いを把握してください。| 2．日本語は、

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・ギリシア文字などで表記されます。それらがどのよ

う|       にして日本語の表記法として定着していったかを学習してください。また、常用

漢字・送りがな・|       仮名づかい・外国語の表記などの問題点について学習してくださ

い。| 3．語種を 4 つに分け、それぞれの特徴について学習してください。| 4．単語の意

味・文の意味を考えてください。| 5．橋本文法、山田文法、時枝文法、中等文法について

学習してください。| 6．方言・標準語・共通語について学習してください。| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。 

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード M5113 （認定科目名：日本語文法/日本語文法１・日本語文法２） 

授業科目 日本語文法 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新口語文法 平居謙編 京都書房  

標準古典文法 市川孝・山内洋一郎 監修 第一学習社 [ISBN]9784804033105 

 
 

■授業の概要 

 日本語の文法を学ぶ。まず、平安時代の文法を中心とした古典文法、および口語文法（現

代語の文法）の基礎を身につける。テキストの文法論は、学校文法と呼ばれるもので、言葉

を形の上から見分けることを主眼にした、文法を勉強し始める人にとっては、わかりやすい

文法の理論である。| しかし、テキストにも触れてあるが、「文法は言葉がどんな法則で成

り立っているのかを解明するために後から考えられたもの」である。そのため、文法論は数

多くあり、そしてそれは、それぞれの文法学者の言語観・人間観・世界観が反映されている。

| したがって、文法書によって、言葉の単位の設定の仕方、品詞の名づけ方にも違いがある。

それらにも学びながら、皆さんの言語観・人間観・世界観を養ってほしい。| 
 

■学習の要点 

 2 冊のテキストの記述をよく読み、練習問題を解きながら、日本語の文法を考える力を身

につける。中でも、古典文法は、できるかぎり例文の原典を読み、文章の流れの中で考える

とよい。| 人の言葉は、時代により、人々のものの考え方により、変化する。それゆえ、古

典文法と現代語の文法との間で、もともとは同じ言葉であったものの品詞が異なる場合も起

きてくる。| また、同時代において、別の働きをする言葉もある。たとえば、「本がある。」

の「ある」と「これは本である。」の「ある」とでは、働きが異なっている。これは、どのよ

うに説明すればよいか。そのような疑問がいろいろ起きるだろう。その時には、さらに種々

の文法論をひもといてほしい。それぞれの文法論に触れるうちに、疑問に対する解答を見つ

けていくことができるだろう。種々の文法書を読む基礎の力を、このテキストの学習を通し

て身につけてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

古典文法を身につければ、古典作品が正確に読める。また、口語文法（現代語の文法）を身

につければ、今使っている日本語に関して疑問がわいたときに、その答えを導く一助になる

だろう。そのレベルに達してほしい。 
 

■成績評価の基準 古典文法と口語文法（現代語の文法）の両方について理解しているかどうかが基準となる。 



授業コード M5115 
（認定科目名：日本漢文入門/日本漢文入門１・日本漢文

入門２） 

授業科目 日本漢文入門 単位 4.0 

担当者 黒田 彰 
シラバスグルー

プ 
T0M009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文学び方の基礎〔改訂版〕 近藤春雄著 武蔵野書院  

古文と漢文：日中比較文学

史 
神田秀夫編 武蔵野書院 [ISBN]9784838606221 

 
 

■授業の概要 

 日本文学は有史以来、世界有数の優れた文化の一つ、中国文化を摂取することで、文学の

歴史を育んできた。それはひとり文学に限られたことでなく、仏教の伝来を始めとして、日

本の文化全体が、中国の文化を受容することで、固有の文化を保持、展開させ得たのである。

そして、例えば文学史を形作る基本要件の一つである、事簿を文字で書き表す能力−文字表

記の能力−をわが日本人は、どのようにして手にしたのであろうか。日本文学史の始まりに

位置する古事記、日本書紀、万葉集の原文を一見すれば、それらの作品が全て漢字で書き表

されていることから明らかなように、そのことは中国の漢字を理解、応用することによって、

可能となったのである。さらに漢字を日本語に適用することにより、仮名−平仮名と片仮名

−が作り出され、日本の文学史を実際に発展させる基本要件を整えることが出来た。| さて、

日本文学、殊に古典文学を理解する上で、非常に重要な役割を担うものとして、所謂「漢文」

と呼ばれるものの存在がある。漢文は元来、中国語(古典中国語)の文章であるが、我々日本

人の祖先は、漢字のみならず、漢文を受容することによって、その文学史を形成していった

ことは、例えば日本書紀が漢文で書かれていることから分かる。当科目はその漢文の概念を

具体的に把握、理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

 漢文は本来、古典中国語の文章を意味するが、古代の日本人は、大陸から伝わった漢文を

学習、利用することにより、自らの言葉即ち日本語を表記しようとした。しかし、中国語の

表記法である漢字、それを用いた漢文を、言語の体系の異なる日本語に適用しようとした日

本人は、多大な苦労に直面することになる。例えば、文法を異にする日、中両国語の隔たり

は、語順の違いを埋めるべく、返り点という符合を案出し、見事に漢文を日本語の文章とし

て読解することに成功した。或いは、同一事物に対する発音が全く異なる、日中両国語の課

題を解消すべく、漢字の発音(中国語の音)を「音(オン)」として残しつつ、日本語における発

音を、「訓(くん)」として漢字に当てることで、音訓を並立させる、今日に至る漢字の用法を

確立させたのである。このように漢字、漢文の日本語への適用に成功した日本人は、漢文を

読解することで、世界有数の優れた中国文化を本格的に受容する一方において、日本独特の

文化の表現法をも手にすることが出来た。| さて、日本文学はこのようにユニークな成立要

件をもっているため、その基礎的な理解において、漢字、漢文の役割の把握が欠かせない。

加えて、漢文を自家薬籠中のものとした日本人は、漢文をそのまま用いた日本漢文の流れを、

全ての時代に貫流させた。そして、時代、各ジャンルの基底にある、言わば漢文脈の意義を

知ることなしに、日本文学を理解することは殆ど不可能と言って過言ではないであろう。 
 



■学習の到達目標 
 当科目は、「漢文」というものが日本文学において果たした役割を理解し、また、漢文に

対する具体的且つ、正しい理解を得ることを到達目標とする。|  

 

■成績評価の基準 

  科目 終試験は、いずれの問題も、漢文というものの具体的成り立ちと機能を問うもので、

大きく漢文及び、漢字の二つに対する理解を前提とするものになっている。いずれもテキス

ト『漢文学び方の基礎』７—25 頁、『古文と漢文』７—33 頁から項目を出題したものなの

で、テキスト上記を熟読し、漢文に対する基礎的理解を深めておいて欲しい。| 評価の基準

は、問題のポイントを押さえていることを及第点とする。従って、問題の主旨を外れた答案

は、評価の対象とならない。そして、問題のポイントを押さえた上での、具体的且つ、正確

な解答を目指して欲しい。 



授業コード M5117 （認定科目名：漢文学/漢文学１・漢文学２） 

授業科目 漢文学 単位 4.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を読む。| 日

本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方法で読んで

きた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科目では、ま

ず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成した漢文訓読

がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点についても考える。

| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、日本文学と

の関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード M5401 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード M5403 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード M5405 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋の歴史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード M5407 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード M5409 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード M5411 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード M5413 （認定科目名：東洋文化史１・東洋文化史２/東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 4.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわた

っている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。 
 

■学習の要点 

 リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化

について、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 

第１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する

（２）。第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・

11）。第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、

多角的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を

理解する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・

発展を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。 
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード M5416 
（認定科目名：中国文学の歴史Ⅰ/中国現代文学史１・中

国現代文学史２） 

授業科目 中国現代文学史 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国現代文学史 吉田富夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

五四時期から中華人民共和国成立までの時期の文学を扱う。|文学上の時期区分とその主な内

容は次の通りである。|Ⅰ．五四新文化運動と新文学の覚醒|   文学革命|Ⅱ．左翼文学の

勃興と三十年代文学|   左翼作家連盟|   文芸大衆化問題|Ⅲ．抗日戦争|   毛沢東

「文芸講話」|また、テキスト pp.ⅲ〜pp.16 を参照。| 
 

■学習の要点 テキスト pp.339〜pp.343 を参照。 

 

■学習の到達目標 

中国現代文学史上の基礎知識を身につけることが目標である。事実に即して、文学事項の相

互の関連を理解しているかどうかを重視する。 低限、作家名、作品名、文学的事項は正確

に覚えること。 
 

■成績評価の基準 中国現代文学史の基礎的事項が理解出来ているかどうかを評価基準とする。 



授業コード M5418 
（認定科目名：中国古典文学史/N5103 中国古典文学史

１・N5104 中国古典文学史２） 

授業科目 中国古典文学史 単位 4.0 

担当者 中原 健二 
シラバスグルー

プ 
T0N010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国文学概論 岩城秀夫著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

まず、テキストの全篇を通読して、中国の古典文学の歴史的流れを大まかに捉えてください。

その際、とくに韻文（詩や詞）の変遷に留意してください。|このテキストは書名に「概論」

とありますが、中国古典文学史の流れに沿って書かれているので、「文学史」のテキストで

もあります。テキスト中には比較的多くの作品が引用されていますが、量的にはまだ十分で

はないので、具体的なイメージを形成するために「参考文献」に掲げた諸書を読むことを強

く勧めます。 
 

■学習の要点 
テキストに出てくる人名や作品名を覚えることばかりに意を注ぐのではなく、古典文学の歴

史的流れをつかむことに重点を置いて学習して下さい。 

 

■学習の到達目標 

文学史上の個々の詩人や作家の作品をより深く理解するための基礎として、中国古典文学史

の大まかな流れと基礎知識を修得できているのが到達目標です。それが 終試験の答案に表

われていることを期待します。 
 

■成績評価の基準 
設題の要求をはずさずに、自らの考えを自らの文章で書けているのが評価の基準です。テキ

ストや参考文献の文章を安易にかつ無批判に引用するのはできる限り避けること。 



授業コード M5420 （認定科目名：言語学概論/言語学概論１・言語学概論２） 

授業科目 言語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門ことばの科学 田中春美ほか 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

 ヒトの言語は、いくつかの音の組み合せ、単語の組み合せから成っています（分節言語）。

広い意味での言語には、音楽・美術・身振り・その他、も含みます。言語学では、広い意味

での言語を考慮しつつ、主として分節言語を研究します。| テキストでは、〔言語の起源、

動物の伝達と人間の言語、言語の習得、言語の構造、発音記号の役割、発話の意味、言語の

多様性、言語と社会、言語接触、ピジンとクレオール、言語の系統、世界の言語〕などの項

目について学習し、さまざまな方面から、言語はどのような役割を持つものなのか、を考え

ます。 
 

■学習の要点 

 テキストには、はじめて接する用語なども多数出てきます。それらの用語を理解するには、

各章の章末に掲載されている参考図書などを読むことが、早くて確実です。また、テキスト

の執筆陣による一般書『言語学のすすめ』（大修館書店）は、易しい言葉で説明してあります

ので、これを読んでからテキストを読むと、興味を持って読むことができるでしょう。| 言

語を考えることは、わたくしたちが生き、他者との関わりを考えることにつながります。テ

キストとあわせて種々の書物を読み、いろいろな問題を、自身で考えてください（テキスト

を暗記するのではなく、自身で考えることが も重要です）。|  なお、以下の項目が、重点

項目です。| １．言語と社会| ２．発音記号の役割| ３．言語の習得| ４．言語の構造| ５．

発話の意味| ６． ピジンとクレオール| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。  

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード M5501 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード M5503 （認定科目名：仏教文学/仏教文学１・仏教文学２） 

授業科目 仏教文学 単位 4.0 

担当者 黒田 彰 
シラバスグルー

プ 
T0M010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教文学概説 黒田彰ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 仏教が中国文学・日本文学にどのような影響を与えたかを考察する。 

 

■学習の要点 

文学についての理解と仏教についての理解をともに十全なものにしつつ、仏教が文学におい

てどのように表現されているかを考察する。しかしこのことはなかなか容易ではない。一方

で文学についての深い理解が要求され、もう一方では仏教思想や仏教経典にたいする確実な

把握が求められるからである。その両者を可能な限り追及しつつ、文学者がどのように仏教

を理解し、それを自己の文学としたのか、を考究する。 
 

■学習の到達目標 

  日本文学において、仏教文学は文学史の基底をなすものの一つで、文学のみならず、仏教

史に関する知識が要求される。このことをふまえて、テキストを中心とし、日本仏教史につ

いての理解を深め、日本仏教文学の概念をしっかり把握する。 
 

■成績評価の基準  学習の到達目標に示した点が、選択したテーマにおいて達成出来ているかを基準とする。 



授業コード M5505 （認定科目名：書道/書道１・書道２） 

授業科目 書道 単位 4.0 

担当者 長尾 秀則 
シラバスグルー

プ 
T0M014 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 書道は、文字を素材とする造形芸術である。| 本科目は、書道における漢字五書体の内、

楷書・行書・草書の三体、および仮名の基本的技法を修得することを目的とする。いずれも

古典の臨書によって、書技法の修得、並びに鑑賞力の向上を目指すものである。| 楷行草三

体は、しだいに簡略化されて完成していったように考えやすいが、実際は逆の草行楷の順に

完成されたのである。 後に生まれた楷書は、唐代に頂点を迎え、現代に至るまで正式書体

となっている。行書草書は、一貫して補助書体としての役目を荷いながらも、書道芸術の特

に表現面において主要な位置を占めている。これら三書体を書き分けられることは、書道の

理解のためには不可欠のことである。| 一方、仮名は草書を母体として日本で独自に発達し

たもので、平安・鎌倉時代の技法を学ぶことが主となる。| テキストには、それぞれの代表

的名品が解説とともに掲載されている。設題となっている古典だけではなく、幅広く書道の

世界を味わっていただきたい。 
 

■学習の要点 

 楷行草三書体の違いは、単に構造が異なるだけでなく、用筆法の相違による要素が大きい。

三書体の書き分けのためには、筆使いの習熟が求められる。毛筆の働きに慣れるには、テキ

ストを熟読し、毛筆が自然に動くように時間をかけて訓練する事が必要である。| また、単

に手の動きだけではなく、臨書の対象となる古典の特徴を理解できる鑑賞力が、作品の出来

不出来に大きくかかわる。テキスト掲載の主要な古典は、拓本（石などに刻された文字を紙

に写しとったもの）が中心で、白黒反転した手本を見て書くことになる。拓本の見方に慣れ

るとともに、各古典の書風の相違を見極める力が求められる。| テキストには、参考手本が

掲載されている。特に初心者はまずこれを参考に、六文字の適度な配置・文字の大きさを学

んでほしい。| 仮名は、小筆を使用するために、一層の繊細さが求められる。用具用材も漢

字用のものとは異なるので、解説等を読んで吟味することが必要である。| 
 

■学習の到達目標 古典の臨書としての完成度の高さがあり､指導ができるような力をつける｡ 

 

■成績評価の基準 
古典の臨書として字形･線質･布置･章法ができていることが大前提｡その上で完成度の高いも

のを高く評価する｡ 



授業コード M5508 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード M6101 （認定科目名：文献学入門/文献学入門１・文献学入門２） 

授業科目 文献学入門 単位 4.0 

担当者 上野 辰義 
シラバスグルー

プ 
T0M004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原典をめざして：古典文学

のための書誌 
橋本不美男著 笠間書院  

    

 
 

■授業の概要 

日本の古典文学は、過去において多くは書写による写本という形で、伝えられてきた。そこ

には人の目と手による書写、装丁という作業が必然的に関与していた。そのため、そこには、

作業を行う人物の錯誤と、意図的変改という不確定な要素が常に付随して、古典文学の伝承

を複雑なものにしてきた。同様な事情は、版本による出版が主流になった近世や、活字印刷

がほとんどとなった現在においても、形を変えて、存在している。そうした問題の実態と実

例を、主に写本の場合を例にして学ぶことで、活字に頼りすぎている現代の古典文学享受の

現状を反省し、日本文学研究の前提を理解する。 
 

■学習の要点 

文献学や書誌学が何を目的としているのか、本の装丁にはどのような種類があるのか、本文

の異同・異本はどのような事情で発生するのか、その異同から、どのように元の形を復元し

ていくのか、異同・異本の発生の様相から、どのような成立、または享受の姿を考えるのか、

本に記されている奥書をどのように見ていくのか、日本文芸の中心であった和歌の記録がど

のような形態でなされていたかを知る。 
 

■学習の到達目標 

主に、書写によって伝えられてきた日本の古典作品について、本文を校訂して、それを読む

にいたるまでに、どのような考慮すべき問題があり手続きが求められるのかを、理解するこ

と。また、それらの問題、手続きに関するこれまでの具体例を知ること。|設定された課題に

関して、テキストの内容が適切に理解されていること。答案の文章が日本語として適切であ

ること。 
 

■成績評価の基準 
テキストの内容が理解できていること。|日本語の文章として整っていること。|テキスト外

の内容についても学習できていれば、なおよい。 



授業コード M6102 （認定科目名：王城の文学・近代京都の文学） 

授業科目 王城の文学・近代京都の文学 単位 4.0 

担当者 筒井 大祐・朴 銀姫 
シラバスグルー

プ 
T0M027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新訂 方丈記|方丈記 
鴨長明著・市古貞次校注|鴨

長明著・浅見和彦校訂 
岩波書店|ちくま学芸文庫  

京都の明治文学 ―伝統の

継承と変革―  
河野仁昭著 白川書院 [ISBN]9784786700477| 

 
 

■授業の概要 

＜王城の文学＞| 『方丈記』は、京都・下鴨神社の社家に生まれた鴨長明によって書かれた

中世を代表する随筆である。|本科目では、鴨長明の視点を通して書かれた『方丈記』を読む

ことで、中世の京都の様相を概観する。|＜近代京都の文学＞| 慶応 4 年、江戸は東京と改

められ、京都は首都の座を東京に明け渡した。明治時代の近代文明開化のなかで、京都の人

たちは、京都が時代に遅れた古都として取り残されることを嫌っていた。伝統の継承と変革

こそが、京都の人たちの課題であった。テキスト『京都の明治文学』は、このような明治時

代の京都と関連する歌人や詩人、小説家の文学作品を取り上げ、文学と京都とのかかわりに

ついて深い論を展開した。| 本授業では、テキストを通して、京都という土地がどのような

文学作品を生み出し、また、舞台装置としての機能を働く京都の郷土性が、それぞれの作品

のなかで、具体的にどのように描かれ、イメージ作られたのかを理解した上で、現実の京都

と作品中の京都との際について実体験し、作者の動機や意図について追究する。 
 

■学習の要点 

＜王城の文学＞|『方丈記』を読んだ上で、中世に生きた鴨長明によって書かれた「京都」が、

どのような場所として描かれているかを読み取れる事を目指す。||＜近代京都の文学＞|この

科目はテキストにより履修するので、テキストの学修を中心とする。|テキストに取り上げら

れている新聞や歌人、俳人、詩人、小説家の作品に詠われている、または描かれている京都

の各名所を把握し、具体的にどのように詠われ、描かれたのか、そして著者はどのように説

明したのかを理解し、さらに作品と京都の各名所との関連について探求することを中心に学

習を進める。 
 

■学習の到達目標 

＜王城の文学＞|鴨長明『方丈記』の内容を理解した上で、分析や考察を加えることができる。

|＜近代京都の文学＞|明治時代の京都と文学との関わりのある多様なジャンルの作品やその

解説・論述を通して、具体的に、また現実との比較を通して学習し、京都という郷土性と文

人たちの関係、作品に描かれた京都のイメージ、作品に働く機能などについて理解を深める

ことを目標とする。 
 

■成績評価の基準 

＜王城の文学＞|『方丈記』の内容を理解した上で、受講者自身の分析や考察を加えているか

を評価する。|＜近代京都の文学＞|テキストにそくした学習の成果を答案にまとめることが

基本である。まずはテキストの理解である。しっかり正確に理解した上で、リポートの形式

に沿ってまとめ、自分が知っている京都の歴史や文化、地理などの知識に合わせて、自分の

見解を述べる。 



授業コード M6103 （認定科目名：ことばと表現） 

授業科目 ことばと表現 単位 4.0 

担当者 加藤 邦彦 
シラバスグルー

プ 
T0M008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

物語論 基礎と応用 橋本陽介著 講談社選書メチエ  

    

 
 

■授業の概要 文学へのアプローチ方法のひとつである「物語論」を理解する。 

 

■学習の要点 

文学研究は、まず作品の〈ことばと表現〉に触れなければ話にならない。しかし、ただ漫然

と作品を読んでいたのでは、通常の読書と変わらない。では、文学研究として作品を読むと

はどういうことか。そのことを身につけるために、無数にある文学へのアプローチ方法のな

かから「物語論」について学習する。| 
 

■学習の到達目標 「物語論」について十分に理解し、今後の研究において活用できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容を十分に理解しているか、具体例が適切に用いられているか、テキストで学

んだことを自分の読解に生かせているか。 



授業コード M6104 
（認定科目名：日本文学概論/日本文学概論１・日本文学

概論２） 

授業科目 日本文学概論 単位 4.0 

担当者 坂井 健・奥村 和美 
シラバスグルー

プ 
T0M011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文学概論 坂井健編著 佛教大学  

復刻版 評論でみる明治大

正文学史 
坂井健編 北斗書房 [ISBN]9784894673830 

 
 

■授業の概要 

 まず初めに、文学とはどのようなものか、日本文学にはどのような領域が含まれるのかと

いった問題から説き起こし、国学の歴史と日本文学研究との関わり、日本文学研究の目的に

及ぶ。ついで、実際に行われている日本文学研究のさまざまな方法を、具体例をあげながら

紹介していく。それぞれの方法で、どのような手順で研究が行われるのか、その方法によっ

て何を明らかにすることができるのか、あるいは、その目的は何か、また、その方法の短所

は何か、などを明らかにしていく。次に、日本文学の歴史や領域のあらましについて述べた

あと、実際に研究を進める方法や、そのために必要な知識について紹介していく。| 日本文

学を学習しようとする人に、自分たちがこれから学習しようとすることはどのようなものな

のか、どのように学習していかなければならないのか、といった点について、その概略を把

握してもらうことを目的としている。 
 

■学習の要点 

 この科目で学習するべきことは、日本文学研究についての概略であって、個別的知識では

ない。個別的知識が述べられている場合でも、それはあくまで研究方法などを説明するため

にあげられた具体例に過ぎないのであって、例そのものよりも、その例によって何が述べら

れているのかに注意して理解するようにして欲しい。特に重要なのは以下の点である。| １．

文学とはどのようなものであるか。その特性は何か。| ２．日本文学の範囲はどのようなも

のを含むか。| ３．国学と日本文学研究の関係はどのようなものであるか。日本文学研究の

歴史とその性格はどのようなものか。| ４．書誌学はどのような作業を行うか。その作業の

必要性とその作業をおろそかにした場合の問題点は何か。| ５．注釈・解釈・鑑賞とはどの

ような作業か。その有効性と問題点は何か。| ６．出典研究と作品成立論は何を明らかにす

るか。その有効性と問題点は何か。| ７．伝記研究の有効性とその問題点は何か。| ８．テ

クスト論とはどのような立場か。その有効性と問題点は何か。| ９．文学史・文芸理念研究

は何を明らかにしようとするか。その有効性と問題点は何か。| いずれの場合でも、日本文

学研究は何を明らかにすることができるのかという問題意識を持ちながら学習して欲しい。

| 
 

■学習の到達目標 

１．「学習の要点」にある学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を科目

終試験で測る。またその到達度に即して成績を評価する。|２．問題はテキストに即して出

題する。解答はテキスト学習の範囲内で記述すればよい。|３．出題を正しく理解し、問題の

要求にしたがって論理的に解答をするように。| 
 



■成績評価の基準 問題に対して、テキストの記述に即して解答しているかによって評価します。 



授業コード M6105 （認定科目名：日本文学史） 

授業科目 日本文学史 単位 4.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。 



授業コード M6106 
（認定科目名：日本語学概論/日本語学概論１・日本語学

概論２） 

授業科目 日本語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国語学 宇野義方編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 わたくしたちは、生まれた時から、周囲の人々の話すことばに触れ、それを習得すること

によって、コミュニーションをはかることを覚えます。その後、異なったことばに出会った

時に、違いを知るところから、ふりかえって自らのことばの体系を客観的に見ることとなり

ます。| 時間の隔たり、空間の隔たりによって、ことばはさまざまな様相を見せます。古い

時代から現代まで、日本語がどのような歩みをしてきたのか、すなわち、日本人が何を考え、

どう生きてきたのかを知ることは、これからのわたくしたちがどう生きるかを考えることと

なるでしょう。 
 

■学習の要点 

 まず、テキストを何度も読んでください。特別な学術用語もありますので、それを覚える

と整理がしやすくなります。また、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物

などで調べてください。 || 1．音声と音韻の違いを把握してください。| 2．日本語は、

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・ギリシア文字などで表記されます。それらがどのよ

う|       にして日本語の表記法として定着していったかを学習してください。また、常用

漢字・送りがな・|       仮名づかい・外国語の表記などの問題点について学習してくださ

い。| 3．語種を 4 つに分け、それぞれの特徴について学習してください。| 4．単語の意

味・文の意味を考えてください。| 5．橋本文法、山田文法、時枝文法、中等文法について

学習してください。| 6．方言・標準語・共通語について学習してください。| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。 

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード M6107 （認定科目名：日本語文法/日本語文法１・日本語文法２） 

授業科目 日本語文法 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新口語文法 平居謙編 京都書房  

標準古典文法 市川孝・山内洋一郎 監修 第一学習社 [ISBN]9784804033105 

 
 

■授業の概要 

 日本語の文法を学ぶ。まず、平安時代の文法を中心とした古典文法、および口語文法（現

代語の文法）の基礎を身につける。テキストの文法論は、学校文法と呼ばれるもので、言葉

を形の上から見分けることを主眼にした、文法を勉強し始める人にとっては、わかりやすい

文法の理論である。| しかし、テキストにも触れてあるが、「文法は言葉がどんな法則で成

り立っているのかを解明するために後から考えられたもの」である。そのため、文法論は数

多くあり、そしてそれは、それぞれの文法学者の言語観・人間観・世界観が反映されている。

| したがって、文法書によって、言葉の単位の設定の仕方、品詞の名づけ方にも違いがある。

それらにも学びながら、皆さんの言語観・人間観・世界観を養ってほしい。| 
 

■学習の要点 

 2 冊のテキストの記述をよく読み、練習問題を解きながら、日本語の文法を考える力を身

につける。中でも、古典文法は、できるかぎり例文の原典を読み、文章の流れの中で考える

とよい。| 人の言葉は、時代により、人々のものの考え方により、変化する。それゆえ、古

典文法と現代語の文法との間で、もともとは同じ言葉であったものの品詞が異なる場合も起

きてくる。| また、同時代において、別の働きをする言葉もある。たとえば、「本がある。」

の「ある」と「これは本である。」の「ある」とでは、働きが異なっている。これは、どのよ

うに説明すればよいか。そのような疑問がいろいろ起きるだろう。その時には、さらに種々

の文法論をひもといてほしい。それぞれの文法論に触れるうちに、疑問に対する解答を見つ

けていくことができるだろう。種々の文法書を読む基礎の力を、このテキストの学習を通し

て身につけてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

古典文法を身につければ、古典作品が正確に読める。また、口語文法（現代語の文法）を身

につければ、今使っている日本語に関して疑問がわいたときに、その答えを導く一助になる

だろう。そのレベルに達してほしい。 
 

■成績評価の基準 古典文法と口語文法（現代語の文法）の両方について理解しているかどうかが基準となる。 



授業コード M6108 
（認定科目名：日本漢文入門/日本漢文入門１・日本漢文

入門２） 

授業科目 日本漢文入門 単位 4.0 

担当者 黒田 彰 
シラバスグルー

プ 
T0M009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文学び方の基礎〔改訂版〕 近藤春雄著 武蔵野書院  

古文と漢文：日中比較文学

史 
神田秀夫編 武蔵野書院 [ISBN]9784838606221 

 
 

■授業の概要 

 日本文学は有史以来、世界有数の優れた文化の一つ、中国文化を摂取することで、文学の

歴史を育んできた。それはひとり文学に限られたことでなく、仏教の伝来を始めとして、日

本の文化全体が、中国の文化を受容することで、固有の文化を保持、展開させ得たのである。

そして、例えば文学史を形作る基本要件の一つである、事簿を文字で書き表す能力−文字表

記の能力−をわが日本人は、どのようにして手にしたのであろうか。日本文学史の始まりに

位置する古事記、日本書紀、万葉集の原文を一見すれば、それらの作品が全て漢字で書き表

されていることから明らかなように、そのことは中国の漢字を理解、応用することによって、

可能となったのである。さらに漢字を日本語に適用することにより、仮名−平仮名と片仮名

−が作り出され、日本の文学史を実際に発展させる基本要件を整えることが出来た。| さて、

日本文学、殊に古典文学を理解する上で、非常に重要な役割を担うものとして、所謂「漢文」

と呼ばれるものの存在がある。漢文は元来、中国語(古典中国語)の文章であるが、我々日本

人の祖先は、漢字のみならず、漢文を受容することによって、その文学史を形成していった

ことは、例えば日本書紀が漢文で書かれていることから分かる。当科目はその漢文の概念を

具体的に把握、理解することを目的とする。 
 

■学習の要点 

 漢文は本来、古典中国語の文章を意味するが、古代の日本人は、大陸から伝わった漢文を

学習、利用することにより、自らの言葉即ち日本語を表記しようとした。しかし、中国語の

表記法である漢字、それを用いた漢文を、言語の体系の異なる日本語に適用しようとした日

本人は、多大な苦労に直面することになる。例えば、文法を異にする日、中両国語の隔たり

は、語順の違いを埋めるべく、返り点という符合を案出し、見事に漢文を日本語の文章とし

て読解することに成功した。或いは、同一事物に対する発音が全く異なる、日中両国語の課

題を解消すべく、漢字の発音(中国語の音)を「音(オン)」として残しつつ、日本語における発

音を、「訓(くん)」として漢字に当てることで、音訓を並立させる、今日に至る漢字の用法を

確立させたのである。このように漢字、漢文の日本語への適用に成功した日本人は、漢文を

読解することで、世界有数の優れた中国文化を本格的に受容する一方において、日本独特の

文化の表現法をも手にすることが出来た。| さて、日本文学はこのようにユニークな成立要

件をもっているため、その基礎的な理解において、漢字、漢文の役割の把握が欠かせない。

加えて、漢文を自家薬籠中のものとした日本人は、漢文をそのまま用いた日本漢文の流れを、

全ての時代に貫流させた。そして、時代、各ジャンルの基底にある、言わば漢文脈の意義を

知ることなしに、日本文学を理解することは殆ど不可能と言って過言ではないであろう。 
 



■学習の到達目標 
 当科目は、「漢文」というものが日本文学において果たした役割を理解し、また、漢文に

対する具体的且つ、正しい理解を得ることを到達目標とする。|  

 

■成績評価の基準 

  科目 終試験は、いずれの問題も、漢文というものの具体的成り立ちと機能を問うもので、

大きく漢文及び、漢字の二つに対する理解を前提とするものになっている。いずれもテキス

ト『漢文学び方の基礎』７—25 頁、『古文と漢文』７—33 頁から項目を出題したものなの

で、テキスト上記を熟読し、漢文に対する基礎的理解を深めておいて欲しい。| 評価の基準

は、問題のポイントを押さえていることを及第点とする。従って、問題の主旨を外れた答案

は、評価の対象とならない。そして、問題のポイントを押さえた上での、具体的且つ、正確

な解答を目指して欲しい。 



授業コード M6109 （認定科目名：漢文学/漢文学１・漢文学２） 

授業科目 漢文学 単位 4.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を読む。| 日

本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方法で読んで

きた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科目では、ま

ず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成した漢文訓読

がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点についても考える。

| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、日本文学と

の関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード M6110 
（認定科目名：中国・日本書道史/書道史/書道史１・書道

史２） 

授業科目 中国・日本書道史 単位 4.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

政治家と書 ―近現代に於

ける日本人の教養―||中国の

政治家と書―激動の時代を

生きた政治家たちの残した

もの― 

松宮貴之・編||松宮貴之・編 雄山閣||雄山閣  

書と思想 歴史上の人物か

ら見る日中書法文化（東方

選書） 

松宮貴之 東方書店 [ISBN]9784497219039 

 
 

■授業の概要 

 古来、中国では、教養人の間では書をよくすることは必須の条件とされ、また能書の人は

人々に尊重されてきた。そして、日本でも、古く漢字を輸入して用い、また漢字から仮名を

作って用いてきたが、やはり手跡の美しいことは尊ばれてきたのである。| 中国書道史、日

本書道史−それぞれの文化の流れを理解することは、東洋古来の美の探究に他ならない。書

を学問的に追求することの楽しさをこの科目でぜひ味わってほしい。 
 

■学習の要点 

①王羲之・王献之の人となりと、代表作について学習する。|②唐の四大家の人となりと、そ

れぞれの代表作について学習する。|③宋の四大家の人となりと、それぞれの代表作について

学習する。|④三筆の人となりと、それぞれの代表作について学習する。|⑤三蹟の人となり

と、それぞれの代表作について学習する。|⑥「かな」の代表的作品について学習する。特に、

「高野切古今集」については、第一種・第二種・第三種の違いを明確にしておく。| 以上を

中心に中国書道史・日本書道史とも幅広く学んでほしい。特に、人物については『書の基本

資料』（中教出版）12 巻中国の能書、13 巻日本の能書等によってまとめておくとよい。ま

た、それぞれの代表作については、『書道全集』（平凡社）・『書道芸術』（中央公論新社）等に

よって確認しておくとよい。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を試

験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②採点は、加点方式を基本とする。問題

に対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点とする。|③出題の要

点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度により 40

点を上限に配点する。|④解答は 1500 字以上に及んでいること。これを充たせば 10 点を加

える。|⑤誤字・脱字に注意すること。|⑥人名・作品名は、基本的に漢字にすること。 
 

■成績評価の基準 試験結果で判断する。 



授業コード M6501 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード M6502 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード M6503 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋の歴史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード M6504 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード M6505 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード M6506 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード M6507 （認定科目名：東洋文化史１・東洋文化史２/東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 4.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわた

っている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。 
 

■学習の要点 

 リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化

について、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 

第１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する

（２）。第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・

11）。第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、

多角的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を

理解する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・

発展を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。 
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード M6509 
（認定科目名：中国文学の歴史Ⅰ/中国現代文学史１・中

国現代文学史２） 

授業科目 中国文学の歴史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国現代文学史 吉田富夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

五四時期から中華人民共和国成立までの時期の文学を扱う。|文学上の時期区分とその主な内

容は次の通りである。|Ⅰ．五四新文化運動と新文学の覚醒|   文学革命|Ⅱ．左翼文学の

勃興と三十年代文学|   左翼作家連盟|   文芸大衆化問題|Ⅲ．抗日戦争|   毛沢東

「文芸講話」|また、テキスト pp.ⅲ〜pp.16 を参照。| 
 

■学習の要点 テキスト pp.339〜pp.343 を参照。 

 

■学習の到達目標 

中国現代文学史上の基礎知識を身につけることが目標である。事実に即して、文学事項の相

互の関連を理解しているかどうかを重視する。 低限、作家名、作品名、文学的事項は正確

に覚えること。 
 

■成績評価の基準 中国現代文学史の基礎的事項が理解出来ているかどうかを評価基準とする。 



授業コード M6510 （認定科目名：中国文学の歴史Ⅱ） 

授業科目 中国文学の歴史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国文学概論 岩城秀夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 長い中国の歴史の中で、文学は詩を中心として、賦・楽府・詞・戯曲・小説など多くのジ

ャンルが発生し、いずれもが時代を象徴するに足るものである。テキストを通読し、中国に

おける文学の歴史を学ぶと同時に、テキストに豊富に取り上げられている作品群を通じて、

個々の文人や作品の特徴をつかんで欲しい。 
 

■学習の要点 

 テキストを通じて中国文学の歴史と作品を幅広く学んだ上で、特に以下の項目について理

解を深めて欲しい。|| （1）『詩経』の特徴について。収録されている作品について、地域・

時代背景・作者・形式内容などの面から特徴を把握してみる。| （2）『楚辞』の特徴につい

て。収録されている作品について、地域・時代背景・作者・形式内容などの面から特徴を把

握してみる。| （3） （1）（2）を踏まえて、『詩経』と『楚辞』の特徴を比較し、それぞれ

の作品の意義や後世に及ぼした影響などを考えてみる。| （4）唐詩の特徴について。初唐

から晩唐まで、それぞれの時期における詩人や作品を概観し、全体の流れを把握してみる。

| （5）宋詩の特徴について。唐と宋の時代の差異を念頭に置きつつ、北宋と南宋それぞれ

の時期に活躍した詩人とその作品に触れ、宋詩の流れを把握してみる。| （6） （4）（5）

を踏まえて、唐詩と宋詩の特徴を比較し、それぞれの詩人や作品の意義や後世への影響を考

えてみる。|| また特に個々の作品を読む際には、テキスト P.472 以降に挙げられる参考文

献も合わせて参照されるとよい。 
 

■学習の到達目標  中国文学の歴史について基本的な知識を身につける。 

 

■成績評価の基準 

 学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。| 特

にリポートではご自身の言葉で述べておられるかを重視します。| 作品を引用する際は、原

文のみを引き、「」でくくってください。訓読（書き下し）や日本語訳は不要です（訓読や訳

の解釈が問題になる場合は付しても可）。| また引用文の改行はせず、句読点（、。など）で

文節を区切ってください。| 他の書物や先行研究から学説を引用する場合も「」でくくり、

どこからどこまでが引用部分なのかを明らかにし、ご自身の言葉と区別してください。| 当

然のことですが、作品や学説などを引用する際には、引用元の書名やページ数、URL などを

必ず注記してください。| 作品や他者の文章を羅列して紙幅を稼いだり、書物やインターネ

ットから文章を写している内容と判断した場合は、一切評価いたしません。 



授業コード M6511 （認定科目名：言語学概論/言語学概論１・言語学概論２） 

授業科目 言語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門ことばの科学 田中春美ほか 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

 ヒトの言語は、いくつかの音の組み合せ、単語の組み合せから成っています（分節言語）。

広い意味での言語には、音楽・美術・身振り・その他、も含みます。言語学では、広い意味

での言語を考慮しつつ、主として分節言語を研究します。| テキストでは、〔言語の起源、

動物の伝達と人間の言語、言語の習得、言語の構造、発音記号の役割、発話の意味、言語の

多様性、言語と社会、言語接触、ピジンとクレオール、言語の系統、世界の言語〕などの項

目について学習し、さまざまな方面から、言語はどのような役割を持つものなのか、を考え

ます。 
 

■学習の要点 

 テキストには、はじめて接する用語なども多数出てきます。それらの用語を理解するには、

各章の章末に掲載されている参考図書などを読むことが、早くて確実です。また、テキスト

の執筆陣による一般書『言語学のすすめ』（大修館書店）は、易しい言葉で説明してあります

ので、これを読んでからテキストを読むと、興味を持って読むことができるでしょう。| 言

語を考えることは、わたくしたちが生き、他者との関わりを考えることにつながります。テ

キストとあわせて種々の書物を読み、いろいろな問題を、自身で考えてください（テキスト

を暗記するのではなく、自身で考えることが も重要です）。|  なお、以下の項目が、重点

項目です。| １．言語と社会| ２．発音記号の役割| ３．言語の習得| ４．言語の構造| ５．

発話の意味| ６． ピジンとクレオール| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。  

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード M6512 （認定科目名：西洋文学史） 

授業科目 西洋文学史 単位 4.0 

担当者 前田 美樹 
シラバスグルー

プ 
T0P022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

フランス文学案内〔増補〕

（岩波文庫；別冊-１） 
渡辺一夫ほか 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 フランス文学史を学ぶ。フランスという国に文学が生まれてから今日に至るまで、それが

どのように発展してきたのかを、テキストを通して学んでいく。フランスに文学作品が現れ

始めたのは 11 世紀以降のことと考えられるが、その頃から 20 世紀までの作品を、各世紀

ごとにそれぞれ共通した特徴をもつものとして捉えながら、フランス文学の全体像を把握す

るのが、本科目の目的である。私達が慣れ親しんでいるのは、フランス文学の中でも 19 世

紀、20 世紀のものが多いと思われるが、これら現代に近い時代に書かれた作品でも、長い

間に築かれた文化的基盤の上に生み出されたものであるから、過去の歴史を学ぶことは、こ

れらの作品を深く理解する上でも重要だと思われる。またフランス文学は、人間の良いもの

も悪いものも、美しいものも醜いものも、人間の全てを、いうならば「人間の赤裸の姿」を

描く文学であるから、フランス文学に触れることは、人間の「赤裸の姿」を知ることにも通

じるし、フランス文学の歴史を学ぶことは、フランス文学のみならず、他の文学を学ぶ人々

にとっても、文学作品の背景を考える点で参考になると思われる。 
 

■学習の要点 

 テキストに従って、６つの時代に分けて、フランス文学を考えていく。| (1) 中世期（11、

12 世紀から 15 世紀まで）|    封建制度の推移はどうであったか、この時代の文学とはどう

いうものかを見ていく。エスプリ・ゴロワとエスプリ・クルトワとは何か。| (2) 16 世紀（ル

ネサンスの時代）|    16 世紀に何がよみがえり復位したのか。ユマニストとはどういう人

達か。| (3) 17 世紀（古典主義の時代）|    国家統一と絶対王制への道について。アカデミ

ー・フランセーズによるフランス語の整備と古典主義文学の胎生について。| (4) 18 世紀

（擬古典主義と啓蒙主義の時代）|    啓蒙主義文学と大革命との関りについて。ヴォルテー

ルとルソーについて。| (5) 19 世紀（ロマン主義、写実主義、自然主義、象徴主義が相つぐ

時代）|    ロマン主義とは何か。写実主義とは何か。| (6) 20 世紀（第一次大戦前の文学、

第一次大戦後の不安の文学、第二次大戦中の抵抗文学、戦後の実存主義文学とそれ以後の新

しい文学）|  ダダイスム、シュールレアリスムとはどういうものか。 
 

■学習の到達目標 
 テキストに従って学習を進め、その内容を正確に理解することによって、フランス文学の

歴史を、フランス社会の変遷との関連で捉え、フランス文学の全体像を把握する。 

 

■成績評価の基準 

・問題はテキストに即して出題するので、テキストに基づいて解答すること。|・出題の要点

を正しく理解し、要点を押さえ、理論的かつ自分の言葉で明確に解答を記述すること。|・解

答は８００字以上であること。| 



授業コード M6701 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード M6702 （認定科目名：仏教文学/仏教文学１・仏教文学２） 

授業科目 仏教文学 単位 4.0 

担当者 黒田 彰 
シラバスグルー

プ 
T0M010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教文学概説 黒田彰ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 仏教が中国文学・日本文学にどのような影響を与えたかを考察する。 

 

■学習の要点 

文学についての理解と仏教についての理解をともに十全なものにしつつ、仏教が文学におい

てどのように表現されているかを考察する。しかしこのことはなかなか容易ではない。一方

で文学についての深い理解が要求され、もう一方では仏教思想や仏教経典にたいする確実な

把握が求められるからである。その両者を可能な限り追及しつつ、文学者がどのように仏教

を理解し、それを自己の文学としたのか、を考究する。 
 

■学習の到達目標 

  日本文学において、仏教文学は文学史の基底をなすものの一つで、文学のみならず、仏教

史に関する知識が要求される。このことをふまえて、テキストを中心とし、日本仏教史につ

いての理解を深め、日本仏教文学の概念をしっかり把握する。 
 

■成績評価の基準  学習の到達目標に示した点が、選択したテーマにおいて達成出来ているかを基準とする。 



授業コード M6703 （認定科目名：書道/書道１・書道２） 

授業科目 書道 単位 4.0 

担当者 長尾 秀則 
シラバスグルー

プ 
T0M014 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 書道は、文字を素材とする造形芸術である。| 本科目は、書道における漢字五書体の内、

楷書・行書・草書の三体、および仮名の基本的技法を修得することを目的とする。いずれも

古典の臨書によって、書技法の修得、並びに鑑賞力の向上を目指すものである。| 楷行草三

体は、しだいに簡略化されて完成していったように考えやすいが、実際は逆の草行楷の順に

完成されたのである。 後に生まれた楷書は、唐代に頂点を迎え、現代に至るまで正式書体

となっている。行書草書は、一貫して補助書体としての役目を荷いながらも、書道芸術の特

に表現面において主要な位置を占めている。これら三書体を書き分けられることは、書道の

理解のためには不可欠のことである。| 一方、仮名は草書を母体として日本で独自に発達し

たもので、平安・鎌倉時代の技法を学ぶことが主となる。| テキストには、それぞれの代表

的名品が解説とともに掲載されている。設題となっている古典だけではなく、幅広く書道の

世界を味わっていただきたい。 
 

■学習の要点 

 楷行草三書体の違いは、単に構造が異なるだけでなく、用筆法の相違による要素が大きい。

三書体の書き分けのためには、筆使いの習熟が求められる。毛筆の働きに慣れるには、テキ

ストを熟読し、毛筆が自然に動くように時間をかけて訓練する事が必要である。| また、単

に手の動きだけではなく、臨書の対象となる古典の特徴を理解できる鑑賞力が、作品の出来

不出来に大きくかかわる。テキスト掲載の主要な古典は、拓本（石などに刻された文字を紙

に写しとったもの）が中心で、白黒反転した手本を見て書くことになる。拓本の見方に慣れ

るとともに、各古典の書風の相違を見極める力が求められる。| テキストには、参考手本が

掲載されている。特に初心者はまずこれを参考に、六文字の適度な配置・文字の大きさを学

んでほしい。| 仮名は、小筆を使用するために、一層の繊細さが求められる。用具用材も漢

字用のものとは異なるので、解説等を読んで吟味することが必要である。| 
 

■学習の到達目標 古典の臨書としての完成度の高さがあり､指導ができるような力をつける｡ 

 

■成績評価の基準 
古典の臨書として字形･線質･布置･章法ができていることが大前提｡その上で完成度の高いも

のを高く評価する｡ 



授業コード M6704 （認定科目名：書論/書論１・書論２） 

授業科目 書論 単位 4.0 

担当者 前田 秀雄 
シラバスグルー

プ 
T0M023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道理論〔改訂〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 古き良き日本の伝統を真に理解し、教養として身につけた人材が、今必要とされている。

| 毛筆の書は、「己の志を詩にして、それを可視的な形で紙面に焼き付けたもの」と定義さ

れる。また、「書は人なり」。人格・識見・技量、三位一体の向上を目指して、全人格的な完

成が求められなければならない。| ただ、日常の生活習慣が変化した昨今では、毛筆の学習

は、過去の人々の、時間をかけることで「潜移黙化（知らず知らずのうちに感化されること）」

に依存していた方法が望めなくなっている。そこでまず「眼高手低」にして、合理的で正確

な訓練方法により学習効率を上げなければならない。臨書学習のテキストとしての古典作品

は「物言わぬ師」であるが、幸い各種「書論」の作者たちは、等しく古典の作家でもあった。

「書論」の熟読は、書写・書道教育の上に有効である。 
 

■学習の要点 

 書の学習には、書法技術と理論の相補学習が望まれてきた。技術と理論は互いの向上に伴

って、創作や教育の現場に活用されるものである。テキスト以外に、中高の書写書道のテキ

ストや関係書物への関心も大いに必要なことである。| １．書とはどういう芸術か、他と比

較する。| ２．書美を分析、表現上の原理を考える。| ３．創作過程を考え、書美の作られ

る原理を考える。| ４．「余白」について考える。| ５．「線」について他の芸術と比較する。

| ６．臨書の大事なことを具体的に考える。| 
 

■学習の到達目標 
古典としての書論学習によって、書の本質に理解が深まったか、書作の技術向上には、思索

が大切であることに気づきが生まれたか？ 

 

■成績評価の基準 
書論を学んで得た知識が、単なるオウム返しに終わらず、吟味咀嚼され、きちんと自分の言

葉に落とし込まれた表現になっているかを評価したい。 



授業コード M6705 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード N5101 
（認定科目名：中国文学の歴史Ⅰ/中国現代文学史１・中

国現代文学史２） 

授業科目 中国現代文学史 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国現代文学史 吉田富夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

五四時期から中華人民共和国成立までの時期の文学を扱う。|文学上の時期区分とその主な内

容は次の通りである。|Ⅰ．五四新文化運動と新文学の覚醒|   文学革命|Ⅱ．左翼文学の

勃興と三十年代文学|   左翼作家連盟|   文芸大衆化問題|Ⅲ．抗日戦争|   毛沢東

「文芸講話」|また、テキスト pp.ⅲ〜pp.16 を参照。| 
 

■学習の要点 テキスト pp.339〜pp.343 を参照。 

 

■学習の到達目標 

中国現代文学史上の基礎知識を身につけることが目標である。事実に即して、文学事項の相

互の関連を理解しているかどうかを重視する。 低限、作家名、作品名、文学的事項は正確

に覚えること。 
 

■成績評価の基準 中国現代文学史の基礎的事項が理解出来ているかどうかを評価基準とする。 



授業コード N5103 
（認定科目名：中国古典文学史/N5103 中国古典文学史

１・N5104 中国古典文学史２） 

授業科目 中国古典文学史 単位 4.0 

担当者 中原 健二 
シラバスグルー

プ 
T0N010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国文学概論 岩城秀夫著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

まず、テキストの全篇を通読して、中国の古典文学の歴史的流れを大まかに捉えてください。

その際、とくに韻文（詩や詞）の変遷に留意してください。|このテキストは書名に「概論」

とありますが、中国古典文学史の流れに沿って書かれているので、「文学史」のテキストで

もあります。テキスト中には比較的多くの作品が引用されていますが、量的にはまだ十分で

はないので、具体的なイメージを形成するために「参考文献」に掲げた諸書を読むことを強

く勧めます。 
 

■学習の要点 
テキストに出てくる人名や作品名を覚えることばかりに意を注ぐのではなく、古典文学の歴

史的流れをつかむことに重点を置いて学習して下さい。 

 

■学習の到達目標 

文学史上の個々の詩人や作家の作品をより深く理解するための基礎として、中国古典文学史

の大まかな流れと基礎知識を修得できているのが到達目標です。それが 終試験の答案に表

われていることを期待します。 
 

■成績評価の基準 
設題の要求をはずさずに、自らの考えを自らの文章で書けているのが評価の基準です。テキ

ストや参考文献の文章を安易にかつ無批判に引用するのはできる限り避けること。 



授業コード N5105 
（認定科目名：中国思想史１・中国思想史２/中国思想の

歴史Ⅰ） 

授業科目 中国思想史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 岡本 洋之介 
シラバスグルー

プ 
T0N014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 上（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 
中国の昔の思想を題材に、自分の見解を自分の言葉で述べてください。|テキストの他、原典・

専門書をできるだけ多く読んでください。 

 

■学習の要点 

テキスト・原典・専門書を読み、興味を持った点や疑問点をリポートの主題とし、自分の見

解を自分の言葉で述べること。その際、見解の根拠を原典から提示すること。|自分の見解を

持つには何が必要かを知ってください。 
 

■学習の到達目標 
中国古典思想の概略を把握し、その中の何かしらについて自分の見解を持つ。|自分の見解を

論述文で書く。 

 

■成績評価の基準 

テーマについて、自身の見解を論述文で示せているか否か。|原典を読んだことが明らかな内

容を示せているか否か。|そのためにはある程度の文章量が必要だということは、試験に臨む

までに課題を通じて学んでいるはずです。|なお、文章の意味が理解できない答案、箇条書き

の答案、出題内容と無関係なことを書いた答案、解答に際して不正があったと岡本が判断し

た答案は評価対象としません。| 



授業コード N5107 
（認定科目名：中国思想史３・中国思想史４/中国思想の

歴史Ⅱ） 

授業科目 中国思想史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 下（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 

 漢代から清代にいたるまでの中国の思想史の流れを、中国において生成発展した儒教や道

教と、外来思想である佛教思想との交流を機軸に深める。各時代の代表的な思想の特徴や思

想家の生き方、その時代の政治や社会情勢との関わりについて特に留意して学習する。漢代

以降、中国の思想は儒教を軸に進展してきたが、同時に道教や佛教もまた人々に大きな影響

を及ぼしてきた。ことに六朝時代から唐代において中国佛教の発展はめざましく、儒教や道

教にも大きな影響をあたえた。宋代以降、儒教が変貌をとげ、中国の中心的思想としての位

置を取り戻したが、道教や佛教もそのあり方を変えて社会に浸透していった。| 一般に中国

哲学の歴史を論ずるとき、佛教思想を除いたかたちで叙述されることが多いが、テキストは

佛教思想と儒教や道教など中国固有の思想との交流を機軸に中国思想を解明している。本科

目はこのテキストを用いて漢代以降の思想史を通観する。 
 

■学習の要点 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会状況との関連に留

意し理解することにつとめるように。| 漢代においては儒教を中心とした思想界の流れや、

国家との関わりと経学の成立について理解を深めるように。六朝時代においては道教や佛教

の興隆について、唐代においては仏教を中心に儒・仏・道三教相互の関連に留意して思想の

流れを理解するように。宋代以降、儒教が復興するが、道教や仏教とも無関係ではなく、相

互に影響しあって思想を形成していったことに留意して学習するように。清代の思想におい

ては、考証学の発展を軸に考えるように。 
 

■学習の到達目標 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会との関わりについ

て理解すること。| 問題に対して、過不足なく記述することにつとめるように。思想内容や

歴史的事実については誤りのないように気をつけること。 
 

■成績評価の基準  学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。 



授業コード N5109 
（認定科目名：中国語の概論/N5109 中国語概論１・

N5110 中国語概論２） 

授業科目 中国語概論 単位 4.0 

担当者 黄 當時 
シラバスグルー

プ 
T0N004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

はじめての中国語（講談社

現代新書） 
相原茂著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 中国語とはどのような言語なのか、発音・語彙・文法等、種々の視点からその仕組みを考

察します。テキストは基本的な事項を平易に取り上げたものです。テキストに出てくる例文

は、目で追うだけでなく、声に出して読んでください。| 余裕があれば、関係書にもぜひ目

を通してほしいと思います。 
 

■学習の要点 

１．漢字。中国で使われている漢字と、日本で使われている漢字の字形の相違を知る。また、

言葉とは何よりもまず音声であり、漢字は音声を書き表す手段に過ぎないことを理解する。

|２．文字改革。ピンインの制定、異体字の整理、漢字の簡略化について知る。漢字の簡略化

の八つの方法とその例字を覚えておくとよい。|３．普通話と方言。|４．発音。|５．日中同形

語。|６．単語と形態素。単語と形態素の関係を理解する。具体的な例を挙げて説明できるよ

うにすること。|７．語順。特に、VO 構造動詞（動詞・目的語構造の動詞で、離合詞とも呼

ばれる）の性質について理解する。VO 構造動詞がさらに別の目的語を取る場合、どのよう

な語順になるのか、具体的な例を挙げて説明できるようにすること。|８．疑問文。諾否疑問

文（“ma”を用いる疑問文）・反復疑問文・疑問詞疑問文・選択疑問文（“haishi”を用いる疑問

文）のそれぞれについて、例文を挙げて説明できるようにすること。|９．補語。結果補語・

方向補語・可能補語・様態補語のそれぞれについて、例文を挙げて説明できるようにするこ

と。|10.存現文。存在・非存在・発生・消失・自然現象などを表す存現文について、その性質

を例文を挙げて説明できるようにすること。 
 

■学習の到達目標 
現代中国語の発音・文字・文法・語彙・方言について基本的な知識を持つことを学習の到達

目標とします。 

 

■成績評価の基準 
基本的な事項について記述していること、内容に誤りが少ないこと、過不足ない分量がある

こと、を科目 終試験の評価基準とします。 



授業コード N5405 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史．下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史．上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで起こった仏教が中国に伝来して、中国人社会の中で、どのように変容し、或いは

適応し、さらに受容されていったかを中心に、中国における仏教の歴史的展開について学習

することが望ましい。|・インド、中国、日本と伝わった仏教の流れのなかの中国仏教史、す

なわち護法的な仏教史ではなく、中国の政治・社会・生活のなかで、仏教はどのような立場

にあり、展開してきたのかという、中国史という立場から見た仏教史を考えなければならな

い。よって西暦前後に中国に伝来したといわれる時代から、現代に至るまでの中国仏教の変

遷、また展開について、教理史的、教団史的に偏ることなく、歴史的に全般的に学習するこ

とである。 
 

■学習の要点 

１．後漢の仏教（仏教の伝来と受容）|２．三国時代の仏教（支謙と康僧会）|３．魏・晋の仏

教（仏図澄・道安・鳩摩羅什・廬山の慧遠）|４．南朝の仏教（梁の武帝の奉仏）|５．北朝の

仏教（北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏）|６．仏教芸術の展開（敦煌・龍門・雲崗の

三大石窟、石経）|７．隋の仏教（天台宗、三論宗、三階教）|８．唐の仏教（末法思想と浄土

教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難）|９．五代の仏教（後周の世宗の廃仏）|10．宋の仏

教（大蔵経の開版）|11．遼・金の仏教（異民族支配下の仏教）|12．明・清の仏教（居士仏

教）|13．現代の仏教| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 | 西暦前後に中国に伝来

した仏教が、どのようにして中国人社会に受け入れられ、現代に至るまでどのように展開し

ていったかを時代と人物を中心に、各時代の歴史的な流れを全般的におさえること。|| 
 

■成績評価の基準 
「学習の要点」にかかれた学習目標に即して、テキストによる学習をすすめること。その学

習の深度と理解度を試験で諮り、到達度によって成績評価をする。 



授業コード N5503 
（認定科目名：日本語学概論/日本語学概論１・日本語学

概論２） 

授業科目 日本語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国語学 宇野義方編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 わたくしたちは、生まれた時から、周囲の人々の話すことばに触れ、それを習得すること

によって、コミュニーションをはかることを覚えます。その後、異なったことばに出会った

時に、違いを知るところから、ふりかえって自らのことばの体系を客観的に見ることとなり

ます。| 時間の隔たり、空間の隔たりによって、ことばはさまざまな様相を見せます。古い

時代から現代まで、日本語がどのような歩みをしてきたのか、すなわち、日本人が何を考え、

どう生きてきたのかを知ることは、これからのわたくしたちがどう生きるかを考えることと

なるでしょう。 
 

■学習の要点 

 まず、テキストを何度も読んでください。特別な学術用語もありますので、それを覚える

と整理がしやすくなります。また、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物

などで調べてください。 || 1．音声と音韻の違いを把握してください。| 2．日本語は、

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・ギリシア文字などで表記されます。それらがどのよ

う|       にして日本語の表記法として定着していったかを学習してください。また、常用

漢字・送りがな・|       仮名づかい・外国語の表記などの問題点について学習してくださ

い。| 3．語種を 4 つに分け、それぞれの特徴について学習してください。| 4．単語の意

味・文の意味を考えてください。| 5．橋本文法、山田文法、時枝文法、中等文法について

学習してください。| 6．方言・標準語・共通語について学習してください。| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。 

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード N5505 （認定科目名：言語学概論/言語学概論１・言語学概論２） 

授業科目 言語学概論 単位 4.0 

担当者 石﨑 博志 
シラバスグルー

プ 
T0N001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門ことばの科学 田中春美ほか 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

 ヒトの言語は、いくつかの音の組み合せ、単語の組み合せから成っています（分節言語）。

広い意味での言語には、音楽・美術・身振り・その他、も含みます。言語学では、広い意味

での言語を考慮しつつ、主として分節言語を研究します。| テキストでは、〔言語の起源、

動物の伝達と人間の言語、言語の習得、言語の構造、発音記号の役割、発話の意味、言語の

多様性、言語と社会、言語接触、ピジンとクレオール、言語の系統、世界の言語〕などの項

目について学習し、さまざまな方面から、言語はどのような役割を持つものなのか、を考え

ます。 
 

■学習の要点 

 テキストには、はじめて接する用語なども多数出てきます。それらの用語を理解するには、

各章の章末に掲載されている参考図書などを読むことが、早くて確実です。また、テキスト

の執筆陣による一般書『言語学のすすめ』（大修館書店）は、易しい言葉で説明してあります

ので、これを読んでからテキストを読むと、興味を持って読むことができるでしょう。| 言

語を考えることは、わたくしたちが生き、他者との関わりを考えることにつながります。テ

キストとあわせて種々の書物を読み、いろいろな問題を、自身で考えてください（テキスト

を暗記するのではなく、自身で考えることが も重要です）。| １．母音と子音| ２．方言

| ３．言語接触| ４．ラングとパロル| ５．言語の多様性| ６．ピジンとクレオール| 
 

■学習の到達目標 ・言語の役割を多角的に考え、理解する。|・言語の役割について、説明することができる。 

 

■成績評価の基準 

・テキストに書かれている内容を把握していれば 60 点。|・テキストに書かれている内容を

きちんとおさえ、自身で考えていれば 70 点。|・参考文献を多数読み、学習の成果が顕著な

ものは、80 点以上。|・自分の意見と他人の意見が分かるような体裁で書かれているか。|・

参考文献を適切な情報(著者名、書名、発行所、発行年。該当ページ)を付けた上で挙げてあ

るか。 



授業コード N5507 （認定科目名：日本語文法/日本語文法１・日本語文法２） 

授業科目 日本語文法 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新口語文法 平居謙編 京都書房  

標準古典文法 市川孝・山内洋一郎 監修 第一学習社 [ISBN]9784804033105 

 
 

■授業の概要 

 日本語の文法を学ぶ。まず、平安時代の文法を中心とした古典文法、および口語文法（現

代語の文法）の基礎を身につける。テキストの文法論は、学校文法と呼ばれるもので、言葉

を形の上から見分けることを主眼にした、文法を勉強し始める人にとっては、わかりやすい

文法の理論である。| しかし、テキストにも触れてあるが、「文法は言葉がどんな法則で成

り立っているのかを解明するために後から考えられたもの」である。そのため、文法論は数

多くあり、そしてそれは、それぞれの文法学者の言語観・人間観・世界観が反映されている。

| したがって、文法書によって、言葉の単位の設定の仕方、品詞の名づけ方にも違いがある。

それらにも学びながら、皆さんの言語観・人間観・世界観を養ってほしい。| 
 

■学習の要点 

 2 冊のテキストの記述をよく読み、練習問題を解きながら、日本語の文法を考える力を身

につける。中でも、古典文法は、できるかぎり例文の原典を読み、文章の流れの中で考える

とよい。| 人の言葉は、時代により、人々のものの考え方により、変化する。それゆえ、古

典文法と現代語の文法との間で、もともとは同じ言葉であったものの品詞が異なる場合も起

きてくる。| また、同時代において、別の働きをする言葉もある。たとえば、「本がある。」

の「ある」と「これは本である。」の「ある」とでは、働きが異なっている。これは、どのよ

うに説明すればよいか。そのような疑問がいろいろ起きるだろう。その時には、さらに種々

の文法論をひもといてほしい。それぞれの文法論に触れるうちに、疑問に対する解答を見つ

けていくことができるだろう。種々の文法書を読む基礎の力を、このテキストの学習を通し

て身につけてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

古典文法を身につければ、古典作品が正確に読める。また、口語文法（現代語の文法）を身

につければ、今使っている日本語に関して疑問がわいたときに、その答えを導く一助になる

だろう。そのレベルに達してほしい。 
 

■成績評価の基準 古典文法と口語文法（現代語の文法）の両方について理解しているかどうかが基準となる。 



授業コード N5509 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード N5512 （認定科目名：書道/書道１・書道２） 

授業科目 書道 単位 4.0 

担当者 長尾 秀則 
シラバスグルー

プ 
T0M014 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 書道は、文字を素材とする造形芸術である。| 本科目は、書道における漢字五書体の内、

楷書・行書・草書の三体、および仮名の基本的技法を修得することを目的とする。いずれも

古典の臨書によって、書技法の修得、並びに鑑賞力の向上を目指すものである。| 楷行草三

体は、しだいに簡略化されて完成していったように考えやすいが、実際は逆の草行楷の順に

完成されたのである。 後に生まれた楷書は、唐代に頂点を迎え、現代に至るまで正式書体

となっている。行書草書は、一貫して補助書体としての役目を荷いながらも、書道芸術の特

に表現面において主要な位置を占めている。これら三書体を書き分けられることは、書道の

理解のためには不可欠のことである。| 一方、仮名は草書を母体として日本で独自に発達し

たもので、平安・鎌倉時代の技法を学ぶことが主となる。| テキストには、それぞれの代表

的名品が解説とともに掲載されている。設題となっている古典だけではなく、幅広く書道の

世界を味わっていただきたい。 
 

■学習の要点 

 楷行草三書体の違いは、単に構造が異なるだけでなく、用筆法の相違による要素が大きい。

三書体の書き分けのためには、筆使いの習熟が求められる。毛筆の働きに慣れるには、テキ

ストを熟読し、毛筆が自然に動くように時間をかけて訓練する事が必要である。| また、単

に手の動きだけではなく、臨書の対象となる古典の特徴を理解できる鑑賞力が、作品の出来

不出来に大きくかかわる。テキスト掲載の主要な古典は、拓本（石などに刻された文字を紙

に写しとったもの）が中心で、白黒反転した手本を見て書くことになる。拓本の見方に慣れ

るとともに、各古典の書風の相違を見極める力が求められる。| テキストには、参考手本が

掲載されている。特に初心者はまずこれを参考に、六文字の適度な配置・文字の大きさを学

んでほしい。| 仮名は、小筆を使用するために、一層の繊細さが求められる。用具用材も漢

字用のものとは異なるので、解説等を読んで吟味することが必要である。| 
 

■学習の到達目標 古典の臨書としての完成度の高さがあり､指導ができるような力をつける｡ 

 

■成績評価の基準 
古典の臨書として字形･線質･布置･章法ができていることが大前提｡その上で完成度の高いも

のを高く評価する｡ 



授業コード N5514 
（認定科目名：中国・日本書道史/書道史/書道史１・書道

史２） 

授業科目 書道史 単位 4.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

政治家と書 ―近現代に於

ける日本人の教養―||中国の

政治家と書―激動の時代を

生きた政治家たちの残した

もの― 

松宮貴之・編||松宮貴之・編 雄山閣||雄山閣  

書と思想 歴史上の人物か

ら見る日中書法文化（東方

選書） 

松宮貴之 東方書店 [ISBN]9784497219039 

 
 

■授業の概要 

 古来、中国では、教養人の間では書をよくすることは必須の条件とされ、また能書の人は

人々に尊重されてきた。そして、日本でも、古く漢字を輸入して用い、また漢字から仮名を

作って用いてきたが、やはり手跡の美しいことは尊ばれてきたのである。| 中国書道史、日

本書道史−それぞれの文化の流れを理解することは、東洋古来の美の探究に他ならない。書

を学問的に追求することの楽しさをこの科目でぜひ味わってほしい。 
 

■学習の要点 

①王羲之・王献之の人となりと、代表作について学習する。|②唐の四大家の人となりと、そ

れぞれの代表作について学習する。|③宋の四大家の人となりと、それぞれの代表作について

学習する。|④三筆の人となりと、それぞれの代表作について学習する。|⑤三蹟の人となり

と、それぞれの代表作について学習する。|⑥「かな」の代表的作品について学習する。特に、

「高野切古今集」については、第一種・第二種・第三種の違いを明確にしておく。| 以上を

中心に中国書道史・日本書道史とも幅広く学んでほしい。特に、人物については『書の基本

資料』（中教出版）12 巻中国の能書、13 巻日本の能書等によってまとめておくとよい。ま

た、それぞれの代表作については、『書道全集』（平凡社）・『書道芸術』（中央公論新社）等に

よって確認しておくとよい。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を試

験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②採点は、加点方式を基本とする。問題

に対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点とする。|③出題の要

点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度により 40

点を上限に配点する。|④解答は 1500 字以上に及んでいること。これを充たせば 10 点を加

える。|⑤誤字・脱字に注意すること。|⑥人名・作品名は、基本的に漢字にすること。 
 

■成績評価の基準 試験結果で判断する。 



授業コード N5516 （認定科目名：書論/書論１・書論２） 

授業科目 書論 単位 4.0 

担当者 前田 秀雄 
シラバスグルー

プ 
T0M023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道理論〔改訂〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 古き良き日本の伝統を真に理解し、教養として身につけた人材が、今必要とされている。

| 毛筆の書は、「己の志を詩にして、それを可視的な形で紙面に焼き付けたもの」と定義さ

れる。また、「書は人なり」。人格・識見・技量、三位一体の向上を目指して、全人格的な完

成が求められなければならない。| ただ、日常の生活習慣が変化した昨今では、毛筆の学習

は、過去の人々の、時間をかけることで「潜移黙化（知らず知らずのうちに感化されること）」

に依存していた方法が望めなくなっている。そこでまず「眼高手低」にして、合理的で正確

な訓練方法により学習効率を上げなければならない。臨書学習のテキストとしての古典作品

は「物言わぬ師」であるが、幸い各種「書論」の作者たちは、等しく古典の作家でもあった。

「書論」の熟読は、書写・書道教育の上に有効である。 
 

■学習の要点 

 書の学習には、書法技術と理論の相補学習が望まれてきた。技術と理論は互いの向上に伴

って、創作や教育の現場に活用されるものである。テキスト以外に、中高の書写書道のテキ

ストや関係書物への関心も大いに必要なことである。| １．書とはどういう芸術か、他と比

較する。| ２．書美を分析、表現上の原理を考える。| ３．創作過程を考え、書美の作られ

る原理を考える。| ４．「余白」について考える。| ５．「線」について他の芸術と比較する。

| ６．臨書の大事なことを具体的に考える。| 
 

■学習の到達目標 
古典としての書論学習によって、書の本質に理解が深まったか、書作の技術向上には、思索

が大切であることに気づきが生まれたか？ 

 

■成績評価の基準 
書論を学んで得た知識が、単なるオウム返しに終わらず、吟味咀嚼され、きちんと自分の言

葉に落とし込まれた表現になっているかを評価したい。 



授業コード N5518 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード N5520 （認定科目名：古文書学１・古文書学２/古文書学） 

授業科目 古文書学 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古文書学入門〔新版〕 佐藤進一 法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

 個人や組織・機関が命令や依頼、許可などを実施する際に発せられる文書（公文書、書状、

書簡など）、いわゆる「古文書」は、宛先・差出の人物や組織の政治的・社会的な関係が反映

されているだけでなく、その目的に即して一定の書式にしたがって記されることが多い。こ

うした書式は、人や組織が変化するに伴い変化するが、逆に文書の書式の変化に着目すれば、

文書の発給・差出に関わる歴史的な事実を解き明かす手がかりとなる。本科目ではそうした

「古文書学」に関する基礎的な知識の習得を目的とし、様式の具体的な内容、様式の変遷、

その背景を検討することが学習の中心となる。| 文書の様式についての理解を深め、それぞ

れの様式の用途について考えると共に、そうした様式がどのような背景で成立し、どのよう

に変化していくのか、また後の様式とはどのような点で異なっているのか、その理由は何か

といった点について学習する。 
 

■学習の要点 

 古文書学の目的は、単なる文書様式の学習ではない。様式の背景にある時代的社会的な特

徴と様式の関係を考えるのであるから、単に様式だけでなく、様式同士がどのような関係に

あるのか、またその理由などについても考える必要がある。| 実際の学習にあたっては、

個々の様式を十分に理解した上で、様式成立の背景や前後の様式との関わりを意識しながら

学習を進めてほしい。| ・古文書とは何か。また古文書学研究と歴史学研究の関わりについ

て| ・古文書における奉書と直状の特徴と違いについて| ・中世の起請文の様式とその変

遷について| ・鎌倉時代の武家様文書の特色について| ・次の古文書用語および様式につ

いて|  １：花押 ２：右筆 ３：院宣 ４：奉書 ５：外題安堵| ・次の古文書用語およ

び様式について|  １：綸旨 ２：案文 ３：女房奉書 ４：端裏書 ５：軍忠状| 
 

■学習の到達目標 

用語に関する単なる理解ではなく、古文書学の基本的な考え方を理解する様努めること。そ

の上で以下の諸点について理解したい。|１：古文書学の基本的な考え方が理解できている。

|2：古文書の基本的なターム（用語）について理解できている。|３：古文書が社会関係や政

治状況を反映していることを理解している。| 
 

■成績評価の基準 
1：古文書学の目的や基本的な方法、考え方についての理解|２：古文書学の基本的なターム

（用語）についての理解|3：文書様式についての理解 



授業コード N5533 （認定科目名：日中比較文化研究１・日中比較文化研究２） 

授業科目 日中比較文化研究 単位 4.0 

担当者 李 冬木 
シラバスグルー

プ 
T0N005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

近代日本の中国観 石橋湛

山・内藤湖南から谷川道雄

まで 

岡本隆司著 講談社選書メチエ  

    

 
 

■授業の概要 

 日本と中国の相互認識問題を日中比較文化研究で取り上げることはしばしばなされてい

る。本授業は東洋史の研究分野における「近代日本の中国観」に焦点を絞って、「巨大な中

国」を「中国観」というフィルタを通して呈示する一方、近代日本の中国観そのものを日本

思想史の問題として概観する。その際、東洋史の学統に連なる代表的な学者である石橋湛山・

内藤湖南・矢野仁一・橘樸・桑原隲蔵・宮崎市定などに注目しながら考察する。 
 

■学習の要点 
①テキストに取り上げられた学者らの中国観とその背景|②各学者の中国観の異同と互いの

関連性|③近代の中国観と今現在の中国認識との関係 

 

■学習の到達目標 

①近代日本の中国観について歴史的に説明することができる。|②各種の中国観の内容と相互

作用を説明することができる。|③各時期の中国観を、歴史的背景をも視野に入れて説明する

ことができる。 
 

■成績評価の基準 科目 終試験により評価する。 



授業コード N5535 
（認定科目名：異文化理解（中国）/N5535 異文化理解「中

国」１・N5536 異文化理解「中国」２） 

授業科目 異文化理解「中国」 単位 4.0 

担当者 若杉 邦子 
シラバスグルー

プ 
T0N012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国の歴史（ちくま学芸文

庫） 
岸本美緒 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 「異文化理解」——これは 近よく聞くことばであるから、耳に馴染んだ語感も相まって、

容易な事柄に違いないと早合点する向きがあるかもしれない。しかしその実、「異文化」の

「理解」を成し遂げるのは決してたやすいことではない。当科目では、自国の文化とは異な

る、中国の文化について、虚心に、知的に理解することに専心努力してもらう。「異文化」を

学ぶという取り組みはすなわち、「異文化」の存在を通じて、自国の文化についても改めて

学びなおし、異社会の構造を考察しながら、おのれの属する社会への理解をも同時に深める

という営みである。その時、彼我に対する偏見や先入観は極力捨て去らねばならない。| 「文

化」という、広範にわたり、かつ、抽象性にも富む対象を理解するにあたっては、なんらか

の具体的な「とっかかり」が必要である。そこで、本科目ではそのきっかけを「歴史」に求

める。なぜならば、「文化」は「歴史」を形成する一大要素であり、逆に「歴史」もまた、「文

化」の生生流転を映して止まぬ一大スクリーンであるからだ。文化の理解に励む時、併せて

その歴史をも学ぶことは必須である。| もちろん「とっかかり」と言う以上、ここで持ち出

す「歴史」の情報量には配慮するつもりである。この科目は「異文化（中国文化）」を学ぶた

めのものであり、「歴史」学習のためのものではないのだから。そこで本科目は、著者の岸本

美緒によって手際よくまとめられた中国通史をテキストとして選定した。冒頭、「文化」に

関して岸本は次のように言う、「そもそも“中国”とは何か、と考えてみたとき、中国それ自体

がさまざまな文化が交流する複雑な過程のなかでつくられてきたものであることに思い至

る。周辺諸国が中国の影響を受けたというばかりではなく、中国そのものが、周辺諸地域と

の対立や文化的融合を通じて形づくられてきたのである」と（テキスト「まえがき」）。著者

の視線が、王朝や国家の交替史に止まらず、「文化」や社会といった、歴史の基底を成すもの

にまで、深く鋭く及んでいることを読者に知らしめる一節である。| このテキスト学習を契

機に、中国の「歴史」を通じて、その基底を成す「文化」を知ろうとする発想と態度とを養

ってほしい。また、中国と日本、両国の歴史と文化を比較考察し、両者に対する認識を深め

てほしい。| 
 

■学習の要点 

 まずは各章の内容を正しく理解し、要約することに力を注いでほしい。 | 作業として

は、リポート作成を意識して、各章の内容を（もともと凝縮された内容ではあるが、そこか

らさらに縮めて）200〜300 文字程度にまとめるところから始めること。そのうえで【史料】

と【焦点】とを読み、【焦点】の方を 100 文字程度に要約する。| 上記の作業が一通り済ん

だら、テキストの全体を俯瞰して、歴史の大きな流れを意識しつつ、「前近代（先秦〜アヘン

戦争まで）」「近現代（アヘン戦争〜今日まで）」の両時期に区分し、各章の要約をつなげて

みる（【史料】と【焦点】の内容も適宜反映させること）。各章をつなげる際には、その背景



たる文化・社会の変遷に注意し、断片的な記述にならないよう十分配慮しながら、「前近代」

「近現代」ともに、各 3000 文字程度でまとめてみる。| 後の仕上げとして、日本史に目

を転じ、古来、日本が中国より受容してきたさまざまな文化的影響について（清末以降は日

本から中国への“逆方向的”影響関係も生じた）、中国・日本における“（文化の）現れ方の違

い”に留意しつつ、200 文字程度で整理し、先にまとめた「前近代史」「近現代史」にそれぞ

れ付加する。 
 

■学習の到達目標 

 中国の歴史について、その基底を成す「文化・社会」の変遷を押さえつつ、あくまでもテ

キストに沿って正確に理解した上で、わかりやすく記述できるということが第一の到達目標

である。併せて、日本文化についても考察し、その中国からの影響、あるいは日本において

遂げた（影響の）独自展開の様相、逆に日本から中国に与えた影響、などといった文化交流

上の諸問題について、着実な分析に基づき論理的に記述できるということが第二の到達目標

である。答案作成時には、それらの目標を意識した上で、簡潔にまとめるよう努めること。 
 

■成績評価の基準 

1)中国の歴史について、テキストに沿って正確に理解し、わかりやすく記述できているか：

40 点|2)歴史の基底を成す「文化・社会」の変遷に注意が行き届いているか：40 点|3)中日文

化の交流上の諸問題について、着実な分析に基づきつつ論理的に記述できているか：20 点 



授業コード N5537 （認定科目名： 中国文化研究１・中国文化研究２） 

授業科目 中国文化研究 単位 4.0 

担当者 李 冬木 
シラバスグルー

プ 
T0N006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

本邦における支那学の発達 倉石武四郎著 汲古書院  

    

 
 

■授業の概要 

  中国文化の流れについて、日本における中国学の発展史という視座を据え、大陸文化の受

容から「支那学」成立までを概観する。その際、日本の各時期において、どのような「中国

文化」を、どのように読み取り、どのように展開させ、どのような文化的結果をもたらした

かに注目しながら考える。 
 

■学習の要点 

①学者を中心にして、日本各時期における中国文化の流れとその特色|②テキストの内容に基

づいて、漢学、漢文学、東洋史学、支那学の意味合いの違いとその相互関連性|③中国文化摂

取における中国語学の役割と意義 
 

■学習の到達目標 

①日本における中国文化を歴史的に説明することができる。|②各時期の特色とその歴史的関

連性を説明することができる。|③中国文化摂取における中国語語学の役割と意義を説明する

ことができる。 
 

■成績評価の基準 科目 終試験により評価する。 



授業コード N6101 
（認定科目名：中国文学の歴史Ⅰ/中国現代文学史１・中

国現代文学史２） 

授業科目 中国文学の歴史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国現代文学史 吉田富夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

五四時期から中華人民共和国成立までの時期の文学を扱う。|文学上の時期区分とその主な内

容は次の通りである。|Ⅰ．五四新文化運動と新文学の覚醒|   文学革命|Ⅱ．左翼文学の

勃興と三十年代文学|   左翼作家連盟|   文芸大衆化問題|Ⅲ．抗日戦争|   毛沢東

「文芸講話」|また、テキスト pp.ⅲ〜pp.16 を参照。| 
 

■学習の要点 テキスト pp.339〜pp.343 を参照。 

 

■学習の到達目標 

中国現代文学史上の基礎知識を身につけることが目標である。事実に即して、文学事項の相

互の関連を理解しているかどうかを重視する。 低限、作家名、作品名、文学的事項は正確

に覚えること。 
 

■成績評価の基準 中国現代文学史の基礎的事項が理解出来ているかどうかを評価基準とする。 



授業コード N6102 （認定科目名：中国文学の歴史Ⅱ） 

授業科目 中国文学の歴史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国文学概論 岩城秀夫 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 長い中国の歴史の中で、文学は詩を中心として、賦・楽府・詞・戯曲・小説など多くのジ

ャンルが発生し、いずれもが時代を象徴するに足るものである。テキストを通読し、中国に

おける文学の歴史を学ぶと同時に、テキストに豊富に取り上げられている作品群を通じて、

個々の文人や作品の特徴をつかんで欲しい。 
 

■学習の要点 

 テキストを通じて中国文学の歴史と作品を幅広く学んだ上で、特に以下の項目について理

解を深めて欲しい。|| （1）『詩経』の特徴について。収録されている作品について、地域・

時代背景・作者・形式内容などの面から特徴を把握してみる。| （2）『楚辞』の特徴につい

て。収録されている作品について、地域・時代背景・作者・形式内容などの面から特徴を把

握してみる。| （3） （1）（2）を踏まえて、『詩経』と『楚辞』の特徴を比較し、それぞれ

の作品の意義や後世に及ぼした影響などを考えてみる。| （4）唐詩の特徴について。初唐

から晩唐まで、それぞれの時期における詩人や作品を概観し、全体の流れを把握してみる。

| （5）宋詩の特徴について。唐と宋の時代の差異を念頭に置きつつ、北宋と南宋それぞれ

の時期に活躍した詩人とその作品に触れ、宋詩の流れを把握してみる。| （6） （4）（5）

を踏まえて、唐詩と宋詩の特徴を比較し、それぞれの詩人や作品の意義や後世への影響を考

えてみる。|| また特に個々の作品を読む際には、テキスト P.472 以降に挙げられる参考文

献も合わせて参照されるとよい。 
 

■学習の到達目標  中国文学の歴史について基本的な知識を身につける。 

 

■成績評価の基準 

 学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。| 特

にリポートではご自身の言葉で述べておられるかを重視します。| 作品を引用する際は、原

文のみを引き、「」でくくってください。訓読（書き下し）や日本語訳は不要です（訓読や訳

の解釈が問題になる場合は付しても可）。| また引用文の改行はせず、句読点（、。など）で

文節を区切ってください。| 他の書物や先行研究から学説を引用する場合も「」でくくり、

どこからどこまでが引用部分なのかを明らかにし、ご自身の言葉と区別してください。| 当

然のことですが、作品や学説などを引用する際には、引用元の書名やページ数、URL などを

必ず注記してください。| 作品や他者の文章を羅列して紙幅を稼いだり、書物やインターネ

ットから文章を写している内容と判断した場合は、一切評価いたしません。 



授業コード N6103 
（認定科目名：中国思想史１・中国思想史２/中国思想の

歴史Ⅰ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 岡本 洋之介 
シラバスグルー

プ 
T0N014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 上（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 
中国の昔の思想を題材に、自分の見解を自分の言葉で述べてください。|テキストの他、原典・

専門書をできるだけ多く読んでください。 

 

■学習の要点 

テキスト・原典・専門書を読み、興味を持った点や疑問点をリポートの主題とし、自分の見

解を自分の言葉で述べること。その際、見解の根拠を原典から提示すること。|自分の見解を

持つには何が必要かを知ってください。 
 

■学習の到達目標 
中国古典思想の概略を把握し、その中の何かしらについて自分の見解を持つ。|自分の見解を

論述文で書く。 

 

■成績評価の基準 

テーマについて、自身の見解を論述文で示せているか否か。|原典を読んだことが明らかな内

容を示せているか否か。|そのためにはある程度の文章量が必要だということは、試験に臨む

までに課題を通じて学んでいるはずです。|なお、文章の意味が理解できない答案、箇条書き

の答案、出題内容と無関係なことを書いた答案、解答に際して不正があったと岡本が判断し

た答案は評価対象としません。| 



授業コード N6104 
（認定科目名：中国思想史３・中国思想史４/中国思想の

歴史Ⅱ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 下（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 

 漢代から清代にいたるまでの中国の思想史の流れを、中国において生成発展した儒教や道

教と、外来思想である佛教思想との交流を機軸に深める。各時代の代表的な思想の特徴や思

想家の生き方、その時代の政治や社会情勢との関わりについて特に留意して学習する。漢代

以降、中国の思想は儒教を軸に進展してきたが、同時に道教や佛教もまた人々に大きな影響

を及ぼしてきた。ことに六朝時代から唐代において中国佛教の発展はめざましく、儒教や道

教にも大きな影響をあたえた。宋代以降、儒教が変貌をとげ、中国の中心的思想としての位

置を取り戻したが、道教や佛教もそのあり方を変えて社会に浸透していった。| 一般に中国

哲学の歴史を論ずるとき、佛教思想を除いたかたちで叙述されることが多いが、テキストは

佛教思想と儒教や道教など中国固有の思想との交流を機軸に中国思想を解明している。本科

目はこのテキストを用いて漢代以降の思想史を通観する。 
 

■学習の要点 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会状況との関連に留

意し理解することにつとめるように。| 漢代においては儒教を中心とした思想界の流れや、

国家との関わりと経学の成立について理解を深めるように。六朝時代においては道教や佛教

の興隆について、唐代においては仏教を中心に儒・仏・道三教相互の関連に留意して思想の

流れを理解するように。宋代以降、儒教が復興するが、道教や仏教とも無関係ではなく、相

互に影響しあって思想を形成していったことに留意して学習するように。清代の思想におい

ては、考証学の発展を軸に考えるように。 
 

■学習の到達目標 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会との関わりについ

て理解すること。| 問題に対して、過不足なく記述することにつとめるように。思想内容や

歴史的事実については誤りのないように気をつけること。 
 

■成績評価の基準  学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。 



授業コード N6105 
（認定科目名：中国語の概論/N5109 中国語概論１・

N5110 中国語概論２） 

授業科目 中国語の概論 単位 4.0 

担当者 黄 當時 
シラバスグルー

プ 
T0N004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

はじめての中国語（講談社

現代新書） 
相原茂著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 中国語とはどのような言語なのか、発音・語彙・文法等、種々の視点からその仕組みを考

察します。テキストは基本的な事項を平易に取り上げたものです。テキストに出てくる例文

は、目で追うだけでなく、声に出して読んでください。| 余裕があれば、関係書にもぜひ目

を通してほしいと思います。 
 

■学習の要点 

１．漢字。中国で使われている漢字と、日本で使われている漢字の字形の相違を知る。また、

言葉とは何よりもまず音声であり、漢字は音声を書き表す手段に過ぎないことを理解する。

|２．文字改革。ピンインの制定、異体字の整理、漢字の簡略化について知る。漢字の簡略化

の八つの方法とその例字を覚えておくとよい。|３．普通話と方言。|４．発音。|５．日中同形

語。|６．単語と形態素。単語と形態素の関係を理解する。具体的な例を挙げて説明できるよ

うにすること。|７．語順。特に、VO 構造動詞（動詞・目的語構造の動詞で、離合詞とも呼

ばれる）の性質について理解する。VO 構造動詞がさらに別の目的語を取る場合、どのよう

な語順になるのか、具体的な例を挙げて説明できるようにすること。|８．疑問文。諾否疑問

文（“ma”を用いる疑問文）・反復疑問文・疑問詞疑問文・選択疑問文（“haishi”を用いる疑問

文）のそれぞれについて、例文を挙げて説明できるようにすること。|９．補語。結果補語・

方向補語・可能補語・様態補語のそれぞれについて、例文を挙げて説明できるようにするこ

と。|10.存現文。存在・非存在・発生・消失・自然現象などを表す存現文について、その性質

を例文を挙げて説明できるようにすること。 
 

■学習の到達目標 
現代中国語の発音・文字・文法・語彙・方言について基本的な知識を持つことを学習の到達

目標とします。 

 

■成績評価の基準 
基本的な事項について記述していること、内容に誤りが少ないこと、過不足ない分量がある

こと、を科目 終試験の評価基準とします。 



授業コード N6503 
（認定科目名：中国古典文学史/N5103 中国古典文学史

１・N5104 中国古典文学史２） 

授業科目 中国古典文学史 単位 4.0 

担当者 中原 健二 
シラバスグルー

プ 
T0N010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国文学概論 岩城秀夫著 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

まず、テキストの全篇を通読して、中国の古典文学の歴史的流れを大まかに捉えてください。

その際、とくに韻文（詩や詞）の変遷に留意してください。|このテキストは書名に「概論」

とありますが、中国古典文学史の流れに沿って書かれているので、「文学史」のテキストで

もあります。テキスト中には比較的多くの作品が引用されていますが、量的にはまだ十分で

はないので、具体的なイメージを形成するために「参考文献」に掲げた諸書を読むことを強

く勧めます。 
 

■学習の要点 
テキストに出てくる人名や作品名を覚えることばかりに意を注ぐのではなく、古典文学の歴

史的流れをつかむことに重点を置いて学習して下さい。 

 

■学習の到達目標 

文学史上の個々の詩人や作家の作品をより深く理解するための基礎として、中国古典文学史

の大まかな流れと基礎知識を修得できているのが到達目標です。それが 終試験の答案に表

われていることを期待します。 
 

■成績評価の基準 
設題の要求をはずさずに、自らの考えを自らの文章で書けているのが評価の基準です。テキ

ストや参考文献の文章を安易にかつ無批判に引用するのはできる限り避けること。 



授業コード N6504 （認定科目名：漢文学） 

授業科目 漢文学 単位 4.0 

担当者 中原 健二 
シラバスグルー

プ 
T0N011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国名文選 興膳宏著 岩波書店  

漢文の話（ちくま学芸文庫） 吉川幸次郎著 筑摩書房 [ISBN]9784480090270 

 
 

■授業の概要 

日本では主として中国語の文語文を「漢文」と呼んできた。漢文訓読法は、中国語の発音を

知らないにも拘わらず、中国語原文を日本語に翻訳できる極めて便利な方法であり、日本語

のなかに漢文書き下し調という文体を生むことにもなった。このような基本を理解した上

で、中国の文語文を読み、漢文の読解力の向上を目指す。 
 

■学習の要点 

なぜ返り点が必要なのかを理解するようにつとめてください。また、漢文訓読調は現在では

すっかり影が薄くなりましたが、日本語としても重要ですので、これに慣れるようにしてく

ださい。 
 

■学習の到達目標 漢文訓読と原典である中国語との関係を理解し、日本語としての漢文訓読調に習熟する。 

 

■成績評価の基準 

（１）は文章を要約する能力の有無を見ます。文章には柱となっている部分がいくつかある

ので、それを把握してください。（２）は自らの主張を明確にして、それを平明な文章で書い

てください。難解な語彙を振り回すものは評価しません。 



授業コード N6505 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史．下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史．上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで起こった仏教が中国に伝来して、中国人社会の中で、どのように変容し、或いは

適応し、さらに受容されていったかを中心に、中国における仏教の歴史的展開について学習

することが望ましい。|・インド、中国、日本と伝わった仏教の流れのなかの中国仏教史、す

なわち護法的な仏教史ではなく、中国の政治・社会・生活のなかで、仏教はどのような立場

にあり、展開してきたのかという、中国史という立場から見た仏教史を考えなければならな

い。よって西暦前後に中国に伝来したといわれる時代から、現代に至るまでの中国仏教の変

遷、また展開について、教理史的、教団史的に偏ることなく、歴史的に全般的に学習するこ

とである。 
 

■学習の要点 

１．後漢の仏教（仏教の伝来と受容）|２．三国時代の仏教（支謙と康僧会）|３．魏・晋の仏

教（仏図澄・道安・鳩摩羅什・廬山の慧遠）|４．南朝の仏教（梁の武帝の奉仏）|５．北朝の

仏教（北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏）|６．仏教芸術の展開（敦煌・龍門・雲崗の

三大石窟、石経）|７．隋の仏教（天台宗、三論宗、三階教）|８．唐の仏教（末法思想と浄土

教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難）|９．五代の仏教（後周の世宗の廃仏）|10．宋の仏

教（大蔵経の開版）|11．遼・金の仏教（異民族支配下の仏教）|12．明・清の仏教（居士仏

教）|13．現代の仏教| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 | 西暦前後に中国に伝来

した仏教が、どのようにして中国人社会に受け入れられ、現代に至るまでどのように展開し

ていったかを時代と人物を中心に、各時代の歴史的な流れを全般的におさえること。|| 
 

■成績評価の基準 
「学習の要点」にかかれた学習目標に即して、テキストによる学習をすすめること。その学

習の深度と理解度を試験で諮り、到達度によって成績評価をする。 



授業コード N6506 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 アジア史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード N6507 （認定科目名：日本文学史） 

授業科目 日本文学史 単位 4.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。 



授業コード N6508 （認定科目名：仏教文学概論） 

授業科目 仏教文学概論 単位 4.0 

担当者 若杉 邦子 
シラバスグルー

プ 
T0N002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教文学概説 黒田彰ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 仏教が中国文学・日本文学にどのような影響を与えたかを考察する。 

 

■学習の要点 

文学についての理解と仏教についての理解をともに十全なものにしつつ、仏教が文学におい

てどのように表現されているかを考察する。しかしこのことはなかなか容易ではない。一方

で文学についての深い理解が要求され、もう一方では仏教思想や仏教経典にたいする確実な

把握が求められるからである。その両者を可能な限り追及しつつ、文学者がどのように仏教

を理解し、それを自己の文学としたのか、を考究する。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の答案作成においては、特に『三教指帰』『今昔物語集』「鎌倉新仏教」『方丈

記』『徒然草』「中国の唱導」について、ポイントをつかんだ確実な理解に到達することを目

標とする。 
 

■成績評価の基準 
テキストが熟読されているか、ポイントは正確につかまれているか、誤りはないか、明晰な

論述がなされているか、を成績評価の基準とする。 



授業コード N6701 
（認定科目名：日本語学概論/日本語学概論１・日本語学

概論２） 

授業科目 日本語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国語学 宇野義方編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 わたくしたちは、生まれた時から、周囲の人々の話すことばに触れ、それを習得すること

によって、コミュニーションをはかることを覚えます。その後、異なったことばに出会った

時に、違いを知るところから、ふりかえって自らのことばの体系を客観的に見ることとなり

ます。| 時間の隔たり、空間の隔たりによって、ことばはさまざまな様相を見せます。古い

時代から現代まで、日本語がどのような歩みをしてきたのか、すなわち、日本人が何を考え、

どう生きてきたのかを知ることは、これからのわたくしたちがどう生きるかを考えることと

なるでしょう。 
 

■学習の要点 

 まず、テキストを何度も読んでください。特別な学術用語もありますので、それを覚える

と整理がしやすくなります。また、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物

などで調べてください。 || 1．音声と音韻の違いを把握してください。| 2．日本語は、

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・ギリシア文字などで表記されます。それらがどのよ

う|       にして日本語の表記法として定着していったかを学習してください。また、常用

漢字・送りがな・|       仮名づかい・外国語の表記などの問題点について学習してくださ

い。| 3．語種を 4 つに分け、それぞれの特徴について学習してください。| 4．単語の意

味・文の意味を考えてください。| 5．橋本文法、山田文法、時枝文法、中等文法について

学習してください。| 6．方言・標準語・共通語について学習してください。| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。 

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード N6702 （認定科目名：言語学概論/言語学概論１・言語学概論２） 

授業科目 言語学概論 単位 4.0 

担当者 石﨑 博志 
シラバスグルー

プ 
T0N001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門ことばの科学 田中春美ほか 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

 ヒトの言語は、いくつかの音の組み合せ、単語の組み合せから成っています（分節言語）。

広い意味での言語には、音楽・美術・身振り・その他、も含みます。言語学では、広い意味

での言語を考慮しつつ、主として分節言語を研究します。| テキストでは、〔言語の起源、

動物の伝達と人間の言語、言語の習得、言語の構造、発音記号の役割、発話の意味、言語の

多様性、言語と社会、言語接触、ピジンとクレオール、言語の系統、世界の言語〕などの項

目について学習し、さまざまな方面から、言語はどのような役割を持つものなのか、を考え

ます。 
 

■学習の要点 

 テキストには、はじめて接する用語なども多数出てきます。それらの用語を理解するには、

各章の章末に掲載されている参考図書などを読むことが、早くて確実です。また、テキスト

の執筆陣による一般書『言語学のすすめ』（大修館書店）は、易しい言葉で説明してあります

ので、これを読んでからテキストを読むと、興味を持って読むことができるでしょう。| 言

語を考えることは、わたくしたちが生き、他者との関わりを考えることにつながります。テ

キストとあわせて種々の書物を読み、いろいろな問題を、自身で考えてください（テキスト

を暗記するのではなく、自身で考えることが も重要です）。| １．母音と子音| ２．方言

| ３．言語接触| ４．ラングとパロル| ５．言語の多様性| ６．ピジンとクレオール| 
 

■学習の到達目標 ・言語の役割を多角的に考え、理解する。|・言語の役割について、説明することができる。 

 

■成績評価の基準 

・テキストに書かれている内容を把握していれば 60 点。|・テキストに書かれている内容を

きちんとおさえ、自身で考えていれば 70 点。|・参考文献を多数読み、学習の成果が顕著な

ものは、80 点以上。|・自分の意見と他人の意見が分かるような体裁で書かれているか。|・

参考文献を適切な情報(著者名、書名、発行所、発行年。該当ページ)を付けた上で挙げてあ

るか。 



授業コード N6703 （認定科目名：日本語文法/日本語文法１・日本語文法２） 

授業科目 日本語文法 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新口語文法 平居謙編 京都書房  

標準古典文法 市川孝・山内洋一郎 監修 第一学習社 [ISBN]9784804033105 

 
 

■授業の概要 

 日本語の文法を学ぶ。まず、平安時代の文法を中心とした古典文法、および口語文法（現

代語の文法）の基礎を身につける。テキストの文法論は、学校文法と呼ばれるもので、言葉

を形の上から見分けることを主眼にした、文法を勉強し始める人にとっては、わかりやすい

文法の理論である。| しかし、テキストにも触れてあるが、「文法は言葉がどんな法則で成

り立っているのかを解明するために後から考えられたもの」である。そのため、文法論は数

多くあり、そしてそれは、それぞれの文法学者の言語観・人間観・世界観が反映されている。

| したがって、文法書によって、言葉の単位の設定の仕方、品詞の名づけ方にも違いがある。

それらにも学びながら、皆さんの言語観・人間観・世界観を養ってほしい。| 
 

■学習の要点 

 2 冊のテキストの記述をよく読み、練習問題を解きながら、日本語の文法を考える力を身

につける。中でも、古典文法は、できるかぎり例文の原典を読み、文章の流れの中で考える

とよい。| 人の言葉は、時代により、人々のものの考え方により、変化する。それゆえ、古

典文法と現代語の文法との間で、もともとは同じ言葉であったものの品詞が異なる場合も起

きてくる。| また、同時代において、別の働きをする言葉もある。たとえば、「本がある。」

の「ある」と「これは本である。」の「ある」とでは、働きが異なっている。これは、どのよ

うに説明すればよいか。そのような疑問がいろいろ起きるだろう。その時には、さらに種々

の文法論をひもといてほしい。それぞれの文法論に触れるうちに、疑問に対する解答を見つ

けていくことができるだろう。種々の文法書を読む基礎の力を、このテキストの学習を通し

て身につけてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

古典文法を身につければ、古典作品が正確に読める。また、口語文法（現代語の文法）を身

につければ、今使っている日本語に関して疑問がわいたときに、その答えを導く一助になる

だろう。そのレベルに達してほしい。 
 

■成績評価の基準 古典文法と口語文法（現代語の文法）の両方について理解しているかどうかが基準となる。 



授業コード N6704 
（認定科目名：日本文学概論/日本文学概論１・日本文学

概論２） 

授業科目 日本文学概論 単位 4.0 

担当者 坂井 健・奥村 和美 
シラバスグルー

プ 
T0M011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文学概論 坂井健編著 佛教大学  

復刻版 評論でみる明治大

正文学史 
坂井健編 北斗書房 [ISBN]9784894673830 

 
 

■授業の概要 

 まず初めに、文学とはどのようなものか、日本文学にはどのような領域が含まれるのかと

いった問題から説き起こし、国学の歴史と日本文学研究との関わり、日本文学研究の目的に

及ぶ。ついで、実際に行われている日本文学研究のさまざまな方法を、具体例をあげながら

紹介していく。それぞれの方法で、どのような手順で研究が行われるのか、その方法によっ

て何を明らかにすることができるのか、あるいは、その目的は何か、また、その方法の短所

は何か、などを明らかにしていく。次に、日本文学の歴史や領域のあらましについて述べた

あと、実際に研究を進める方法や、そのために必要な知識について紹介していく。| 日本文

学を学習しようとする人に、自分たちがこれから学習しようとすることはどのようなものな

のか、どのように学習していかなければならないのか、といった点について、その概略を把

握してもらうことを目的としている。 
 

■学習の要点 

 この科目で学習するべきことは、日本文学研究についての概略であって、個別的知識では

ない。個別的知識が述べられている場合でも、それはあくまで研究方法などを説明するため

にあげられた具体例に過ぎないのであって、例そのものよりも、その例によって何が述べら

れているのかに注意して理解するようにして欲しい。特に重要なのは以下の点である。| １．

文学とはどのようなものであるか。その特性は何か。| ２．日本文学の範囲はどのようなも

のを含むか。| ３．国学と日本文学研究の関係はどのようなものであるか。日本文学研究の

歴史とその性格はどのようなものか。| ４．書誌学はどのような作業を行うか。その作業の

必要性とその作業をおろそかにした場合の問題点は何か。| ５．注釈・解釈・鑑賞とはどの

ような作業か。その有効性と問題点は何か。| ６．出典研究と作品成立論は何を明らかにす

るか。その有効性と問題点は何か。| ７．伝記研究の有効性とその問題点は何か。| ８．テ

クスト論とはどのような立場か。その有効性と問題点は何か。| ９．文学史・文芸理念研究

は何を明らかにしようとするか。その有効性と問題点は何か。| いずれの場合でも、日本文

学研究は何を明らかにすることができるのかという問題意識を持ちながら学習して欲しい。

| 
 

■学習の到達目標 

１．「学習の要点」にある学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を科目

終試験で測る。またその到達度に即して成績を評価する。|２．問題はテキストに即して出

題する。解答はテキスト学習の範囲内で記述すればよい。|３．出題を正しく理解し、問題の

要求にしたがって論理的に解答をするように。| 
 



■成績評価の基準 問題に対して、テキストの記述に即して解答しているかによって評価します。 



授業コード N6705 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード N6706 （認定科目名：漢文講読） 

授業科目 漢文講読 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原典対照中国思想文学通史 中村璋八 明治書院  

    

 
 

■授業の概要 

 長い中国の歴史の中から、おびただしい思想・文学に関する詩文が作られてきました。そ

の中にはすでに日本語に訳されたものもあるが、それは極僅かであり、その他の大部分の漢

籍は訳なしで読まねばなりません。ところで、それらの漢籍を読破するには漢文訓読法が有

効なことは言うまでもありません。しかし近年我が国では、この漢文訓読法が軽視されてき

た結果、漢文読解力が著しく落ちてまいりました。| そこで受講生の皆さんには、この科目

の受講を通じて、少しでも漢文訓読に親しまれるとともに中国古典学術に関し基礎的な知識

を持たれることを願っております。 
 

■学習の要点 

中国古典文を読む為には、なによりも知識が必要です。そこで、まずテキスト「中国思想文

学通史」を、じっくり読んで中国古典に関する基礎的知識を身につけることが肝心です。尚

テキストには沢山の代表的中国古典詩文を収めるが、御覧の通りすべて訳注がついていませ

ん。これらを読む時は、図書館や市販の書籍で訳注本を見つけ、それぞれ対照して読まれる

ことをおすすめします。 
 

■学習の到達目標 
テキストや参考書などを熟読し、できるだけ知識を蓄えること。試験にあたってはより具体

的な記述ができることを要求します。 

 

■成績評価の基準 
テキストが熟読されているか、ポイントは正確につかまれているか、誤りはないか、明晰な

論述がなされているか、を成績評価の基準とします。 



授業コード N6707 （認定科目名：書道/書道１・書道２） 

授業科目 書道 単位 4.0 

担当者 長尾 秀則 
シラバスグルー

プ 
T0M014 

開講年度 2020 履修方法 R 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道文化 加藤達成ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 書道は、文字を素材とする造形芸術である。| 本科目は、書道における漢字五書体の内、

楷書・行書・草書の三体、および仮名の基本的技法を修得することを目的とする。いずれも

古典の臨書によって、書技法の修得、並びに鑑賞力の向上を目指すものである。| 楷行草三

体は、しだいに簡略化されて完成していったように考えやすいが、実際は逆の草行楷の順に

完成されたのである。 後に生まれた楷書は、唐代に頂点を迎え、現代に至るまで正式書体

となっている。行書草書は、一貫して補助書体としての役目を荷いながらも、書道芸術の特

に表現面において主要な位置を占めている。これら三書体を書き分けられることは、書道の

理解のためには不可欠のことである。| 一方、仮名は草書を母体として日本で独自に発達し

たもので、平安・鎌倉時代の技法を学ぶことが主となる。| テキストには、それぞれの代表

的名品が解説とともに掲載されている。設題となっている古典だけではなく、幅広く書道の

世界を味わっていただきたい。 
 

■学習の要点 

 楷行草三書体の違いは、単に構造が異なるだけでなく、用筆法の相違による要素が大きい。

三書体の書き分けのためには、筆使いの習熟が求められる。毛筆の働きに慣れるには、テキ

ストを熟読し、毛筆が自然に動くように時間をかけて訓練する事が必要である。| また、単

に手の動きだけではなく、臨書の対象となる古典の特徴を理解できる鑑賞力が、作品の出来

不出来に大きくかかわる。テキスト掲載の主要な古典は、拓本（石などに刻された文字を紙

に写しとったもの）が中心で、白黒反転した手本を見て書くことになる。拓本の見方に慣れ

るとともに、各古典の書風の相違を見極める力が求められる。| テキストには、参考手本が

掲載されている。特に初心者はまずこれを参考に、六文字の適度な配置・文字の大きさを学

んでほしい。| 仮名は、小筆を使用するために、一層の繊細さが求められる。用具用材も漢

字用のものとは異なるので、解説等を読んで吟味することが必要である。| 
 

■学習の到達目標 古典の臨書としての完成度の高さがあり､指導ができるような力をつける｡ 

 

■成績評価の基準 
古典の臨書として字形･線質･布置･章法ができていることが大前提｡その上で完成度の高いも

のを高く評価する｡ 



授業コード N6708 
（認定科目名：中国・日本書道史/書道史/書道史１・書道

史２） 

授業科目 書道史 単位 4.0 

担当者 松宮 貴之 
シラバスグルー

プ 
T0M026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

政治家と書 ―近現代に於

ける日本人の教養―||中国の

政治家と書―激動の時代を

生きた政治家たちの残した

もの― 

松宮貴之・編||松宮貴之・編 雄山閣||雄山閣  

書と思想 歴史上の人物か

ら見る日中書法文化（東方

選書） 

松宮貴之 東方書店 [ISBN]9784497219039 

 
 

■授業の概要 

 古来、中国では、教養人の間では書をよくすることは必須の条件とされ、また能書の人は

人々に尊重されてきた。そして、日本でも、古く漢字を輸入して用い、また漢字から仮名を

作って用いてきたが、やはり手跡の美しいことは尊ばれてきたのである。| 中国書道史、日

本書道史−それぞれの文化の流れを理解することは、東洋古来の美の探究に他ならない。書

を学問的に追求することの楽しさをこの科目でぜひ味わってほしい。 
 

■学習の要点 

①王羲之・王献之の人となりと、代表作について学習する。|②唐の四大家の人となりと、そ

れぞれの代表作について学習する。|③宋の四大家の人となりと、それぞれの代表作について

学習する。|④三筆の人となりと、それぞれの代表作について学習する。|⑤三蹟の人となり

と、それぞれの代表作について学習する。|⑥「かな」の代表的作品について学習する。特に、

「高野切古今集」については、第一種・第二種・第三種の違いを明確にしておく。| 以上を

中心に中国書道史・日本書道史とも幅広く学んでほしい。特に、人物については『書の基本

資料』（中教出版）12 巻中国の能書、13 巻日本の能書等によってまとめておくとよい。ま

た、それぞれの代表作については、『書道全集』（平凡社）・『書道芸術』（中央公論新社）等に

よって確認しておくとよい。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を試

験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②採点は、加点方式を基本とする。問題

に対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点とする。|③出題の要

点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度により 40

点を上限に配点する。|④解答は 1500 字以上に及んでいること。これを充たせば 10 点を加

える。|⑤誤字・脱字に注意すること。|⑥人名・作品名は、基本的に漢字にすること。 
 

■成績評価の基準 試験結果で判断する。 



授業コード N6709 （認定科目名：書論/書論１・書論２） 

授業科目 書論 単位 4.0 

担当者 前田 秀雄 
シラバスグルー

プ 
T0M023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

書道理論〔改訂〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 古き良き日本の伝統を真に理解し、教養として身につけた人材が、今必要とされている。

| 毛筆の書は、「己の志を詩にして、それを可視的な形で紙面に焼き付けたもの」と定義さ

れる。また、「書は人なり」。人格・識見・技量、三位一体の向上を目指して、全人格的な完

成が求められなければならない。| ただ、日常の生活習慣が変化した昨今では、毛筆の学習

は、過去の人々の、時間をかけることで「潜移黙化（知らず知らずのうちに感化されること）」

に依存していた方法が望めなくなっている。そこでまず「眼高手低」にして、合理的で正確

な訓練方法により学習効率を上げなければならない。臨書学習のテキストとしての古典作品

は「物言わぬ師」であるが、幸い各種「書論」の作者たちは、等しく古典の作家でもあった。

「書論」の熟読は、書写・書道教育の上に有効である。 
 

■学習の要点 

 書の学習には、書法技術と理論の相補学習が望まれてきた。技術と理論は互いの向上に伴

って、創作や教育の現場に活用されるものである。テキスト以外に、中高の書写書道のテキ

ストや関係書物への関心も大いに必要なことである。| １．書とはどういう芸術か、他と比

較する。| ２．書美を分析、表現上の原理を考える。| ３．創作過程を考え、書美の作られ

る原理を考える。| ４．「余白」について考える。| ５．「線」について他の芸術と比較する。

| ６．臨書の大事なことを具体的に考える。| 
 

■学習の到達目標 
古典としての書論学習によって、書の本質に理解が深まったか、書作の技術向上には、思索

が大切であることに気づきが生まれたか？ 

 

■成績評価の基準 
書論を学んで得た知識が、単なるオウム返しに終わらず、吟味咀嚼され、きちんと自分の言

葉に落とし込まれた表現になっているかを評価したい。 



授業コード N6710 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード N6712 
（認定科目名：異文化理解（中国）/N5535 異文化理解「中

国」１・N5536 異文化理解「中国」２） 

授業科目 異文化理解（中国） 単位 4.0 

担当者 若杉 邦子 
シラバスグルー

プ 
T0N012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国の歴史（ちくま学芸文

庫） 
岸本美緒 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 「異文化理解」——これは 近よく聞くことばであるから、耳に馴染んだ語感も相まって、

容易な事柄に違いないと早合点する向きがあるかもしれない。しかしその実、「異文化」の

「理解」を成し遂げるのは決してたやすいことではない。当科目では、自国の文化とは異な

る、中国の文化について、虚心に、知的に理解することに専心努力してもらう。「異文化」を

学ぶという取り組みはすなわち、「異文化」の存在を通じて、自国の文化についても改めて

学びなおし、異社会の構造を考察しながら、おのれの属する社会への理解をも同時に深める

という営みである。その時、彼我に対する偏見や先入観は極力捨て去らねばならない。| 「文

化」という、広範にわたり、かつ、抽象性にも富む対象を理解するにあたっては、なんらか

の具体的な「とっかかり」が必要である。そこで、本科目ではそのきっかけを「歴史」に求

める。なぜならば、「文化」は「歴史」を形成する一大要素であり、逆に「歴史」もまた、「文

化」の生生流転を映して止まぬ一大スクリーンであるからだ。文化の理解に励む時、併せて

その歴史をも学ぶことは必須である。| もちろん「とっかかり」と言う以上、ここで持ち出

す「歴史」の情報量には配慮するつもりである。この科目は「異文化（中国文化）」を学ぶた

めのものであり、「歴史」学習のためのものではないのだから。そこで本科目は、著者の岸本

美緒によって手際よくまとめられた中国通史をテキストとして選定した。冒頭、「文化」に

関して岸本は次のように言う、「そもそも“中国”とは何か、と考えてみたとき、中国それ自体

がさまざまな文化が交流する複雑な過程のなかでつくられてきたものであることに思い至

る。周辺諸国が中国の影響を受けたというばかりではなく、中国そのものが、周辺諸地域と

の対立や文化的融合を通じて形づくられてきたのである」と（テキスト「まえがき」）。著者

の視線が、王朝や国家の交替史に止まらず、「文化」や社会といった、歴史の基底を成すもの

にまで、深く鋭く及んでいることを読者に知らしめる一節である。| このテキスト学習を契

機に、中国の「歴史」を通じて、その基底を成す「文化」を知ろうとする発想と態度とを養

ってほしい。また、中国と日本、両国の歴史と文化を比較考察し、両者に対する認識を深め

てほしい。| 
 

■学習の要点 

 まずは各章の内容を正しく理解し、要約することに力を注いでほしい。 | 作業として

は、リポート作成を意識して、各章の内容を（もともと凝縮された内容ではあるが、そこか

らさらに縮めて）200〜300 文字程度にまとめるところから始めること。そのうえで【史料】

と【焦点】とを読み、【焦点】の方を 100 文字程度に要約する。| 上記の作業が一通り済ん

だら、テキストの全体を俯瞰して、歴史の大きな流れを意識しつつ、「前近代（先秦〜アヘン

戦争まで）」「近現代（アヘン戦争〜今日まで）」の両時期に区分し、各章の要約をつなげて

みる（【史料】と【焦点】の内容も適宜反映させること）。各章をつなげる際には、その背景



たる文化・社会の変遷に注意し、断片的な記述にならないよう十分配慮しながら、「前近代」

「近現代」ともに、各 3000 文字程度でまとめてみる。| 後の仕上げとして、日本史に目

を転じ、古来、日本が中国より受容してきたさまざまな文化的影響について（清末以降は日

本から中国への“逆方向的”影響関係も生じた）、中国・日本における“（文化の）現れ方の違

い”に留意しつつ、200 文字程度で整理し、先にまとめた「前近代史」「近現代史」にそれぞ

れ付加する。 
 

■学習の到達目標 

 中国の歴史について、その基底を成す「文化・社会」の変遷を押さえつつ、あくまでもテ

キストに沿って正確に理解した上で、わかりやすく記述できるということが第一の到達目標

である。併せて、日本文化についても考察し、その中国からの影響、あるいは日本において

遂げた（影響の）独自展開の様相、逆に日本から中国に与えた影響、などといった文化交流

上の諸問題について、着実な分析に基づき論理的に記述できるということが第二の到達目標

である。答案作成時には、それらの目標を意識した上で、簡潔にまとめるよう努めること。 
 

■成績評価の基準 

1)中国の歴史について、テキストに沿って正確に理解し、わかりやすく記述できているか：

40 点|2)歴史の基底を成す「文化・社会」の変遷に注意が行き届いているか：40 点|3)中日文

化の交流上の諸問題について、着実な分析に基づきつつ論理的に記述できているか：20 点 



授業コード P5103 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード P5201 （認定科目名：英文学史/英文学史１・英文学史２） 

授業科目 英文学史 単位 4.0 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0P014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

[新テキスト]|イギリス文学

史入門|[旧テキスト]|イギリ

ス文学史 

[新テキスト]|川崎寿彦著

|[旧テキスト]|川崎寿彦著 

[新テキスト]|研究社|[旧テ

キスト]|成美堂 
 

    

 
 

■授業の概要 

[新テキスト]|イギリス文学史は、古英語で書かれた『ベオウルフ』からはじまり、中英語で

書かれたチョーサーの『カンタベリー物語』を経て、ルネサンス期にシェイクスピアをはじ

めとする多くの作家が登場し、その後も今日に至るまで脈々とつながる現在進行形のもので

ある。21 世紀のイギリス文学を見ても、2001 年に V. S. ナイポール、2005 年にハロルド・

ピンター、2007 年にドリス・レッシング、そして記憶に新しいところでは、2017 年にカズ

オ・イシグロがそれぞれノーベル文学賞を受賞している。|この科目では、『ベオウルフ』に

はじまるイギリス文学史を時代ごとに、またジャンルごとに概観することで、各作家・作品

が文学史または各時代においてどのような位置づけにあるのかを把握しようとするもので

ある。個々の芸術作品を取り上げて、その良し悪しを判断することの是非はともかくとして、

イギリス文学の中で作家・作品に対して相対的な価値判断を下すことは可能であろうし、そ

れが文学史というものである。学習にあたっては、作家・作品を単体で見るのではなく、時

代背景や他の作家・作品との関わりを十分に意識しながら理解してもらいたい。||[旧テキス

ト]|イギリス文学史は、古英語で書かれた『ベオウルフ』からはじまり、中英語で書かれた

チョーサーの『カンタベリー物語』を経て、ルネサンス期にシェイクスピアをはじめとする

多くの作家が登場し、その後も今日に至るまで脈々とつながる現在進行形のものである。テ

キストでは第２次大戦後の作家として小さく取り上げられているドリス・レッシングである

が（177 頁）、2007 年にノーベル文学賞を受賞している。| この科目では、『ベオウルフ』

にはじまるイギリス文学史を時代ごとに概観することで、各作家・作品が文学史または各時

代においてどのような位置づけにあるのかを把握しようとするものである。個々の芸術作品

を取り上げて、その良し悪しを判断することの是非はともかくとして、イギリス文学の中で

作家・作品に対して相対的な価値判断を下すことは可能であろうし、それが文学史というも

のである。学習にあたっては、作家・作品を単体で見るのではなく、時代背景や他の作家・

作品との関わりを十分に意識しながら理解してもらいたい。 
 

■学習の要点 

[新テキスト]|１）テキストを丁寧に読んで、全体的な内容を把握した上で、各時代の時代背

景、その時代の文学の特徴、主要な作家・作品、重要事項、またイギリスの詩、演劇、小説

の各ジャンルの歴史とそれぞれの特徴について学ぶこと。|２）なお、時代背景については、

必要であれば、テキスト以外の文献等で調べてみること。||[旧テキスト]|テキストを丁寧に読

んで、全体的な内容を把握した上で、各時代の時代背景、主要な作家・作品、重要事項につ

いて学ぶこと。| 
 



■学習の到達目標 

[新テキスト]|各時代の背景、その時代の文学の特徴、主要な作家・作品、そして重要事項に

ついて、また、イギリスの詩、演劇、小説の各ジャンルの歴史とその特徴について説明する

ことができる。||[旧テキスト]|各時代の背景、主要な作家・作品、そして重要事項について説

明することができる。 
 

■成績評価の基準 

[新テキスト]|各時代の背景、その時代の文学の特徴、主要な作家・作品、そして重要事項の

4 点について説明が加えられていること。また、イギリスの詩、演劇、小説の各ジャンルに

ついて、歴史的な視点からそれぞれの特徴に関する説明が加えられていること。||[旧テキス

ト]|各時代の背景、主要な作家・作品、そして重要事項の３点について説明が加えられてい

ること。 



授業コード P5203 （認定科目名：米文学史/米文学史１・米文学史２） 

授業科目 米文学史 単位 4.0 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アメリカ文学史 野間正二・持留浩二 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 アメリカ文学全般にわたって、文学史に残る代表的な作家についての通史である。200 年

足らずの歴史の浅いアメリカでは、英語そのものにはそれほど変化はない。しかし、文芸作

品の作風の変化は大きい。| 特に 19 世紀後半からアメリカ独自の文学が生まれた。1920 年

代からアメリカ文学の黄金時代になる。作風のちがう大物作家が輩出してくる。| 
 

■学習の要点 

テキストで取り上げられているそれぞれの代表的な作家について、全般的に勉強してほし

い。またアメリカ文学の歴史的背景をふまえた大きな流れをとらえてもらいたい。テキスト

には各作家の代表作の冒頭部分が引用されている。この箇所については完全に理解してもら

いたい。 
 

■学習の到達目標 

各作家の原文や背景を理解した上で、アメリカ文学の大まかな歴史を理解することが到達目

標。|成績評価の基準は、ただしく原文が理解できているか、また自分の言葉で書くテーマつ

いて論じることができているか。情報をまとめること以上に独自の意見を述べることは重要

である。 
 

■成績評価の基準 

(1) テキストの内容が良く理解できているかどうか|(2) テキスト以外の参考資料を読み、テ

キストで得た知識以上の広がりを持った学習を行っているかどうか|(3) テキストで出てく

る内容に関して得た知識を元に、自分の考えをアウトプットできているかどうか 



授業コード P5408 （認定科目名：比較文学/比較文学１・比較文学２） 

授業科目 比較文学 単位 4.0 

担当者 朴 銀姫 
シラバスグルー

プ 
T0M020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較文学の世界 秋山正幸ほか編 南雲堂  

    

 
 

■授業の概要 

比較文学は、国際的、学際的な学問として注目されている。「日本文学」や「英米文学」とい

った各自の専門分野についての知識や関心を手がかりに、他国の文学との関係について考え

てみよう。また、作品成立の背景として、その時代の文化、社会状況にも目を向けてみよう。

比較文学を知ることで、視野を広げ柔軟な思考力を養ってほしい。 
 

■学習の要点 

１．比較文学研究の方法にはどのようなものがあるか。テキスト「序論」を読んで、要点を

まとめなさい。影響（受容）の研究については第２章を参照、対比研究については第８章を

参照すること。|２．夏目漱石の経歴（特に、英米文学との関わり）について調べなさい。テ

キストの他、人名事典、文学事典などを活用しましょう。|３．エドガー・アラン・ポーの作

品について調べなさい。代表的な詩や小説の作品名、発表年、梗概（あらすじ）などを一覧

にしてみましょう。また、ポーの翻訳者やポーに言及している日本人作家の名を調べなさい。

|４．ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の経歴（特に、日本での仕事）について調べなさい。

|５．横光利一の経歴について調べなさい。また、彼のヨーロッパ旅行について、その訪問地

を書き込んだ世界地図（略図）を作成してみましょう。|６．「旅愁」と「使者たち」に見ら

れるナショナル・アイデンティティについて、また、あなた自身のナショナル・アイデンテ

ィティについて、それぞれどのような文化（言語、歴史、規範など）の中で形成されたか考

えてみましょう。そして、異文化の理解と共生のために私たちができることは何か考えてみ

ましょう。| 
 

■学習の到達目標 

１）「学習の要点」を参考にして、テキストをよく読んでおくこと。作家名、作品名、作中人

物名、地名、作家・作品の影響関係、等々の重要な固有名詞や事実関係が、出題に対応して

適切に記述されていれば、60 点とする。|２）解答は、1000 字程度記入することとし、これ

に不足する場合は不合格とする。|３）解答は論述形式となるため、文章力や論文の構成の工

夫に応じて加点する。|４）テキスト以外からの情報や、解答者の個人的な見解については、

解答を補足するものとして考慮する。 
 

■成績評価の基準 テキスト内容についての理解力及び内容漏れの有無を基準にする。 



授業コード P6101 （認定科目名：英米文学概論） 

授業科目 英米文学概論 単位 4.0 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0P013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

イギリス・アメリカ文学史:

作家のこころ 
福田昇八著 南雲堂  

    

 
 

■授業の概要 

翻訳を通して日本でもよく知られた英米文学の作家や作品はあるが（たとえばシェイクスピ

アや『ハムレット』『ロミオとジュリエット』といった名前は一度は必ず耳にしたことはあ

るであろう）、それ以上に英米文学史には代表的な作家・作品が数多く存在する。この科目

においては、英米文学の基礎知識の習得を目標として、文学史上における主要な作家・作品

について学習する。イギリス文学やアメリカ文学の歴史の網羅的な学習は「英文学史」「米

文学史」といった科目に譲るとして、とりあえずは英米文学史に登場する主だった作家・作

品に触れてみることからはじめよう。| 日本の文学作品ですらあまり読まれなくなっている

のが昨今の傾向のようであるが、この科目の学習を通して興味関心を抱いた作家・作品があ

れば、翻訳でも構わないので、どんどん実際の作品を読んでもらいたい。文学史を学ぶこと

で様々な作家・作品を知り、そして作品を実際に読んでみる。そして作品に触れてから再び

文学史を学ぶと、その意義がよりはっきりと見えてくる。この繰り返しが文学を学ぶ上では

きわめて重要であろう。| 
 

■学習の要点 

１．テキストを丁寧に読んで、全体的な内容を把握した上で、作家の特徴や代表作について

学ぶ。|２．以下の項目については重点的に学習し、要点をおさえた上で簡潔にまとめておく

こと。| １）シェイクスピアとミルトンについて。| ２）ワーズワース、コールリッジ、バ

イロン、シェリー、キーツについて。| ３）オースティン、ディケンズ、ブロンテ姉妹、ジ

ョージ・エリオット、ハーディについて。| ４）ジョイス、ウルフ、ロレンス、T.S.エリオ

ット、グリーンについて。| ５）ポー、ホーソーン、メルヴィル、トウェイン、F.スコット・

フィッツジェラルドについて。| ６）フォークナー、ヘミングウェイ、スタインベック、ベ

ロウ、サリンジャーについて。| 
 

■学習の到達目標 英米文学の主要な作家の特徴および代表作について論じることができる。||| 

 

■成績評価の基準 各作家の特徴および代表作について論じられていること。 



授業コード P6102 （認定科目名：文学概論） 

授業科目 文学概論 単位 4.0 

担当者 有田 和臣・佐藤 良太 
シラバスグルー

プ 
T0M003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文学テクスト入門〔増補〕 前田 愛 著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 日本近・現代文学作品について、表現の特色を理解し、その特色を分析しながら理論的・

客観的に作品を読解する姿勢を学びます。| 表現として成立した「作品」は、多様な意味を

内包し、同時に多様な「謎」を内包しています。単に作品の表面的なストーリーを楽しむだ

けでは分かりえない、そうした多面的な意義や味わいを理解するための読みの視点として主

要なもののいくつかを学びます。| 
 

■学習の要点 

文学作品の読解・分析のための視点として、主として以下の６点を学びます。|１ 文学作品

に様々な形で現れる「身体」の働き|２ 文学作品を読み解く際の「コード」の働き|３ 文学

作品を読み解く際の「コンテクスト」の働き|４ 文学作品における「テクストの空白」|５ 

「物語の漸層法」の働き|６ 文学作品における「プロット／ストーリイ」| 
 

■学習の到達目標 ・文学作品を客観的に読み、分析するための視点を身につけることを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示したテキストの重要事項を理解し、的確な説明をしていること。|・論

理的に妥当な展開で文章を書いていること。|・日本語として文法や語の用法が正しいこと。

文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減点の対象とします。 



授業コード P6103 （認定科目名：英語学概論） 

授業科目 英語学概論 単位 4.0 

担当者 瀬戸 賢一 
シラバスグルー

プ 
T0P007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

解いて学ぶ認知言語学の基

礎 

瀬戸賢一・山添秀則・小田希

望 
大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

1）英語の音声の仕組み、2）〈ことば〉の仕組み、とりわけ英語を対象とした認知言語学、

3）言語と文化の関わり、についてその概要を説明する。|新しい英語学の考え方の基礎を身

につけ、その視点から英語の構造を理解できることを目指す。日本語との比較をも行い、人

間の言語に共通な性質にも着目する。 
 

■学習の要点 認知言語学の観点から英語学の基礎を学ぶ。中心は〈解釈〉とカテゴリーである。  

 

■学習の到達目標 

１．英語の音声の仕組みについて理解し、それを簡潔に説明することができる。|２．英語学

的なものの見方から、英語の諸現象を説明することができる。|３．言語と文化の関わりにつ

いて理解し、それを簡潔に説明することができる。 
 

■成績評価の基準 つねに実証的なデータが伴っていることが重要である。 



授業コード P6301 （認定科目名：英文学史/英文学史１・英文学史２） 

授業科目 英文学史 単位 4.0 

担当者 松本 真治 
シラバスグルー

プ 
T0P014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

[新テキスト]|イギリス文学

史入門|[旧テキスト]|イギリ

ス文学史 

[新テキスト]|川崎寿彦著

|[旧テキスト]|川崎寿彦著 

[新テキスト]|研究社|[旧テ

キスト]|成美堂 
 

    

 
 

■授業の概要 

[新テキスト]|イギリス文学史は、古英語で書かれた『ベオウルフ』からはじまり、中英語で

書かれたチョーサーの『カンタベリー物語』を経て、ルネサンス期にシェイクスピアをはじ

めとする多くの作家が登場し、その後も今日に至るまで脈々とつながる現在進行形のもので

ある。21 世紀のイギリス文学を見ても、2001 年に V. S. ナイポール、2005 年にハロルド・

ピンター、2007 年にドリス・レッシング、そして記憶に新しいところでは、2017 年にカズ

オ・イシグロがそれぞれノーベル文学賞を受賞している。|この科目では、『ベオウルフ』に

はじまるイギリス文学史を時代ごとに、またジャンルごとに概観することで、各作家・作品

が文学史または各時代においてどのような位置づけにあるのかを把握しようとするもので

ある。個々の芸術作品を取り上げて、その良し悪しを判断することの是非はともかくとして、

イギリス文学の中で作家・作品に対して相対的な価値判断を下すことは可能であろうし、そ

れが文学史というものである。学習にあたっては、作家・作品を単体で見るのではなく、時

代背景や他の作家・作品との関わりを十分に意識しながら理解してもらいたい。||[旧テキス

ト]|イギリス文学史は、古英語で書かれた『ベオウルフ』からはじまり、中英語で書かれた

チョーサーの『カンタベリー物語』を経て、ルネサンス期にシェイクスピアをはじめとする

多くの作家が登場し、その後も今日に至るまで脈々とつながる現在進行形のものである。テ

キストでは第２次大戦後の作家として小さく取り上げられているドリス・レッシングである

が（177 頁）、2007 年にノーベル文学賞を受賞している。| この科目では、『ベオウルフ』

にはじまるイギリス文学史を時代ごとに概観することで、各作家・作品が文学史または各時

代においてどのような位置づけにあるのかを把握しようとするものである。個々の芸術作品

を取り上げて、その良し悪しを判断することの是非はともかくとして、イギリス文学の中で

作家・作品に対して相対的な価値判断を下すことは可能であろうし、それが文学史というも

のである。学習にあたっては、作家・作品を単体で見るのではなく、時代背景や他の作家・

作品との関わりを十分に意識しながら理解してもらいたい。 
 

■学習の要点 

[新テキスト]|１）テキストを丁寧に読んで、全体的な内容を把握した上で、各時代の時代背

景、その時代の文学の特徴、主要な作家・作品、重要事項、またイギリスの詩、演劇、小説

の各ジャンルの歴史とそれぞれの特徴について学ぶこと。|２）なお、時代背景については、

必要であれば、テキスト以外の文献等で調べてみること。||[旧テキスト]|テキストを丁寧に読

んで、全体的な内容を把握した上で、各時代の時代背景、主要な作家・作品、重要事項につ

いて学ぶこと。| 
 



■学習の到達目標 

[新テキスト]|各時代の背景、その時代の文学の特徴、主要な作家・作品、そして重要事項に

ついて、また、イギリスの詩、演劇、小説の各ジャンルの歴史とその特徴について説明する

ことができる。||[旧テキスト]|各時代の背景、主要な作家・作品、そして重要事項について説

明することができる。 
 

■成績評価の基準 

[新テキスト]|各時代の背景、その時代の文学の特徴、主要な作家・作品、そして重要事項の

4 点について説明が加えられていること。また、イギリスの詩、演劇、小説の各ジャンルに

ついて、歴史的な視点からそれぞれの特徴に関する説明が加えられていること。||[旧テキス

ト]|各時代の背景、主要な作家・作品、そして重要事項の３点について説明が加えられてい

ること。 



授業コード P6302 （認定科目名：米文学史/米文学史１・米文学史２） 

授業科目 米文学史 単位 4.0 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アメリカ文学史 野間正二・持留浩二 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 アメリカ文学全般にわたって、文学史に残る代表的な作家についての通史である。200 年

足らずの歴史の浅いアメリカでは、英語そのものにはそれほど変化はない。しかし、文芸作

品の作風の変化は大きい。| 特に 19 世紀後半からアメリカ独自の文学が生まれた。1920 年

代からアメリカ文学の黄金時代になる。作風のちがう大物作家が輩出してくる。| 
 

■学習の要点 

テキストで取り上げられているそれぞれの代表的な作家について、全般的に勉強してほし

い。またアメリカ文学の歴史的背景をふまえた大きな流れをとらえてもらいたい。テキスト

には各作家の代表作の冒頭部分が引用されている。この箇所については完全に理解してもら

いたい。 
 

■学習の到達目標 

各作家の原文や背景を理解した上で、アメリカ文学の大まかな歴史を理解することが到達目

標。|成績評価の基準は、ただしく原文が理解できているか、また自分の言葉で書くテーマつ

いて論じることができているか。情報をまとめること以上に独自の意見を述べることは重要

である。 
 

■成績評価の基準 

(1) テキストの内容が良く理解できているかどうか|(2) テキスト以外の参考資料を読み、テ

キストで得た知識以上の広がりを持った学習を行っているかどうか|(3) テキストで出てく

る内容に関して得た知識を元に、自分の考えをアウトプットできているかどうか 



授業コード P6303 （認定科目名：英文法） 

授業科目 英文法 単位 4.0 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0P003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

English Grammar in Use Raymond Murphy 著 Cambridge University Press  

    

 
 

■授業の概要 
英文法の学習により、冠詞，可算・不可算の違い，前置詞の多義性，関係代名詞の用法など

に習熟することによって、正確な英語運用力を身に付けることを目的とする。 

 

■学習の要点 

 １．可算名詞・不可算名詞の基本的な区別を理解する。| ２．単数形・複数形の違い，定

冠詞・不定冠詞の区別を理解する。| ３．動詞の時制を理解する。| ４．前置詞の多義性を

学ぶ。| ５．関係詞の制限用法・非制限用法を理解する。| ６．能動態・受動態を使い分け

る。| ７．副詞，接続詞などについても理解を徹底する。 
 

■学習の到達目標 

・学習の要点に挙げている７項目について、正しく説明できること。|・学習の要点に挙げて

いる７項目について、正しく説明でき、なおかつ具体例を示せること。|・文法は決して机上

の空論ではなく、具体的な言語記述によっている。従って、個別の具体的実例を挙げること

ができなくてはならない。| 
 

■成績評価の基準 

・答案は、簡潔にして要を得た文で書くこと。回りくどく、なかなか何が言いたいのかわか

りづらい答案はそれだけで大幅に評価が下がる。具体的な例文は、テキストの引用を避け、

できる限り、平素から自分で収集したものを用いるよう心掛けること。また、基本的な例文

は必ず覚えておくようにすること。誤字脱字なども評価のマイナス要素であるので十分に気

を付けること。 



授業コード P6304 （認定科目名：英文学研究） 

授業科目 英文学研究 単位 4.0 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 
シラバスグルー

プ 
 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ヘ ミ ン グ ウ ェ イ 短 編 集 

Indian Camp & Other Stories 

Ernest Hemingway 著 |大庭 

勝 編註 
成美堂出版  

コスモポリタンズ 
Somerset Maugham 著|岩崎

良三 編著 
金星堂 [ISBN]9784764700048 

 
 

■授業の概要 

 この科目のタイトルは「英文学研究」です。従って、英語文学の原典に触れることを課題

にしています。テキストは、平易ながらも奥深い高い英語で書かれていて、登場人物たちが

自分とは異なる「他者」と向き合いかつ衝突しあうという姿巧みに描かれています。これら

テキストで描かれる「他者」のありようは様々で、人種、年齢、性別、世代などが見いだせ

ます。そのためこれらテキストは、英語力の涵養のみではなくて、精読や味読にも適してい

ます。 
 

■学習の要点 

 英和辞典を引きながら、丁寧にテキストを読むこと、英語を十分に理解して、テキストの

内容を把握し、それを咀嚼した後で内容をまとめて書くこと。英文を一文一文丁寧に読むこ

とはもちろん、作品のプロットにも注意すること。そのためにも、作品内で反復して登場す

る表現に注目して、それらを一つ一つ丁寧に拾っていくことを推奨します。 
 

■学習の到達目標 

 テキストを精読してテキストの内容を的確に把握しておくこと。和訳は、意訳では無くて、

直訳でおこない、原文の主語を省略しないで訳すこと。日本語は主語を抜かしがちなので、

注意しないと文意があいまいになりやすいです。||例： “Is John coming to school?”  “Yes. he 

is.”  という文だと、「ジョンは学校に来ているところですか？」「はい、彼は来ているところ

です」|| 和訳に加えて、作品中の主人公の性格描写や心情描写、登場人物間の人間関係など

についても尋ねます。必ずテキストは原典で読みこんでおいてください。 
 

■成績評価の基準 
・テキストの内容を的確に把握して、構成のしっかりしたリポートを書けるようにしておく

ためにも、テキストの英語を正しく理解すること。  



授業コード P6305 （認定科目名：米文学研究） 

授業科目 米文学研究 単位 4.0 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 
シラバスグルー

プ 
T0P031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

米文学研究〔改訂版〕 野間正二 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 テキストは、小説の読み方と論文の書き方との両方をマスターするために書き下ろしたも

のです。しっかり読んで、小説の読み方と論文の書き方を身につけてください。これまでの

学生のリポートや卒論・修論には、あまりにも読みの技法に無関心で、ただ感想を書きつけ

たものや、文学の論文とは言えないものがありました。それを少しでも少なくするための教

科書です。| 第一章「語り手から読む」、第二章「歴史から読む」、第三章「少数派の視点か

ら読む」、第四章「謎を手がかりに読む」から成っていて、 新の批評理論のニューヒストリ

シズム、フェミニズム、ポストコロニアニズムをもあつかっています。| なお、リポートを

作成する場合には、テキストや参考書を引き写したり、インターネット上の情報を単につな

げたような答案はリポートとして認めないので注意してください。自分なりの考察や解釈の

跡が垣間見えるものであって欲しい。他人の文や解釈（考え）を引用するときには、かなら

ずカギカッコで括り、典拠と引用・参照ページなどのデータをかならず丸カッコ内に明示し

てください。（詳しくは、テキストを参照。） 
 

■学習の要点 

 それぞれの小説を精読して、それぞれ要求されている視点から、的確に読み解いて、その

作品の面白さを、明快で分かりやすい日本語で考えて欲しい。| １．フィッツジェラルドの

『グレート・ギャツビー』を、語り手から読んで、その面白さを述べなさい。| ２．サリン

ジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を歴史から読んで、その面白さを述べなさい。| ３．メ

ルヴィルの『二つの教会』を、歴史から読んで、その面白さを述べなさい。| ４．フィッツ

ジェラルドの『グレート・ギャツビー』を、歴史から読んで、その面白さを述べなさい。| ５．

ヘミングウェイの『エデンの園』を、フェミニズムの視点から読んで、その面白さを述べな

さい。| ６．ロチの『お菊さん』を、ポストコロニアルの視点から読んで、その面白さを述

べなさい。| ７．ヘミングウェイの『老人と海』を、謎を手がかりに読んで、その面白さを

述べなさい。| ８．フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』を、謎を手がかりに読

んで、その面白さを述べなさい。| 
 

■学習の到達目標 

終試験の設問は、テキスト履修科目ですから、テキストに書かれている範囲から出題され

ます。つまり解答はテキストの中にありますから、テキストを精読してから受験してくださ

い。尚、答案作成にあたっては、要点をおさえ、論理の筋道をつけてまとめること。論述の

展開とその深度によって評価します。表面的な解説や項目を羅列したような答案は避けるこ

と。自分なりの解釈と考察に立脚していることが大切です。 
 

■成績評価の基準 論文（リポート）の書き方の理解度と技法の理解度を評価する。| 



授業コード P6331 （認定科目名：英米文学研究） 

授業科目 英米文学研究 単位 4.0 

担当者 持留 浩二 
シラバスグルー

プ 
T0P021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

イギリス名作を温ねて Peter Milward 著 開文社出版  

    

 
 

■授業の概要 

日本人の英語学習者のために、特にイギリスの文化背景も知りたいという人のために書かれ

たテキストを読みます。翻訳に頼らず、辞書を引きながら英語を読み、理解する機会を皆さ

んに持ってほしいと思っています。10 人のイギリスの詩人と劇作家の伝記と時代背景に加

えて、代表作の抜粋についてのコメントが、味読するに十分値する、知的な英語で書かれて

います。特に、キリスト教に頻繁に言及しているのは、イギリス文学のみならず、イギリス

の文化や社会の理解には、キリスト教について知識が不可欠だと作者が考えているからで

す。この機会に、キリスト教とバイブルについても学んでください。 
 

■学習の要点 

 この科目は、1) リポートによって英文を要約する訓練を、2) 試験によって英文を精読す

る力の涵養を目的としています。これらの点では、これまでの通信教育課程に類似の科目は

ありませんでした。テキストの題材は文学と文化(宗教）ですが、同じような内容の英文をア

メリカやイギリスの高等教育レベルの科目では普通に読んでいます。つまり、この科目の履

修は、将来英語圏の大学で学ぼうと考えている人が、そのレベルの複雑な論理と深い内容を

持った英語力を身につけるのに役立ちます。| まず、辞書に頼らないで英文の内容を理解す

るつもりで読んでください。一回目は半分意味が分かれば上出来です。二度、三度同じよう

に読み、概要を把握したらリポートの設題にあわせて要約を作成しましょう。英和辞典を引

きながら丁寧に読んでください。（必ず筆記用具を持って読み、大事と思われる箇所には線

を引く、意味を理解できなかった単語にも印をつけるように。夏目漱石は複数の色鉛筆を使

っていたそうです。）作家と作品についての知識を身につけるのは当然ですが、それ以外に

（同じくらいの比重で）テキストに使われている英語を自分のものにして、それを使って自

分を表現することを目標にしてください。 初は辞書を引かないで読み、次に丁寧に辞書を

引くという習慣をつけることは大事なことです。| 
 

■学習の到達目標 

(到達目標)テキストの内容を的確に把握して、構成のしっかりしたリポートを書けるように。

|( 終試験)テキストを精読しているかどうかを評価の基準とします。テキストから出題しま

す。その文章を日本語に訳してください。|| 通信生と通学生では距離や時間の制約の大き

さが異なっているので、通信生に通学生と全く同じ指導をするのは不可能です。不可能と分

かっていても、できるだけ通学生が受けている指導に近い指導を通信生の皆さんにもしたい

というのが、この科目の担当者の思いです。皆さんがやがて受け取る添削済みのリポートを

どの程度活用するかで、通信生の皆さんが通学生に指導の密度でどれだけ近づくことができ

るか決まります。| 
 

■成績評価の基準 

(1) テキストの内容を正しく理解していること|(2) テキストの内容にとどまらない広範な知

識をもとに解答がなされていること|(3) 問われている内容について、自分独自の意見が書け

ていること 



授業コード P6503 （認定科目名：英語音声学） 

授業科目 英語音声学 単位 4.0 

担当者 西川 明美 
シラバスグルー

プ 
T0P027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英語音声学 前川哲郎ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

音声学（Phonetics）とは、人が話す言葉の音声とその音の生成についての学問である。人は、

同じ言葉を話しているように思っていても、実際は皆が皆同じ様には話していない。英音と

米音は異なり、方言（dialect）で話す英語が少し違い、状況によって話し方が決定される言

語使用域（register）の問題がある。また、話は各々の音素の一続きによって出来上がってい

る静的なものではなく、動的なものであって、話の間中、調音は絶え間なく動いている。話

の力動的な特徴は、それらが起こる以前に人は一連の話を計画しているということにあり、

別の音素が完了する以前にある音素を調音してしまう結果、音はその音を取り囲んでいる環

境（environment）と呼ばれるものによって修正される。環境とは、分節を取り囲んでいる音

を指すだけでなく、強勢（stress）やイントネーションといった音声学上の性質も含んでい

る。話者の意図は句末の音調によって示され、中音（＃２）は、個人や状況によって異なる。

声帯の振動数によって決定されるピッチ、刺激力の発作的な力と方法によって決定されるエ

ネルギー、声の共鳴のメカニズムによる音質は、時間（time）と合わせて、効果的な朗読を

行う上での要素である。H.E.パーマー（Harold E.Palmer）、R.キングドン（Roger Kingdon）の音

調表記や、小学校への英語導入に伴うフォニックス教授法は、英語の綴りと発音の規則性を

基に英語教育上重要である。スピーチやディベートは、要点を踏まえ、効果的に行うことが

重要となる。 
 

■学習の要点 

 発声器官と人間の声の英語の音素を調音する際の関係を中心に学習することが望ましい。

音調符号や IPA による発音表記または音韻表記が出来るように学習すること。| １．英語の

母音四角表が書ける。| ２．英語の強勢が母音に与える影響について説明出来る。| ３．英

語の子音の分類と音声学的な特徴が理解出来る。| ４．英単語の音節の数と聞こえ度につい

て理解出来る。| ５．英語の例文に Kingdon の音調符号を付け、音調核と強勢の関係やピッ

チについて説明出来る。| ６．異音とミニマル・ペアとの違いが説明出来る。|  
 

■学習の到達目標 

母音四角表は米音と英音とでは形が違うことに留意。例文に Kingdon の音調符号を付けて、

意味や核強勢が理解出来ることが学習到達目標である。異音の性質やミニマル・ペアとの違

いが説明出来るように。聞こえ度と何音節の単語であるかを説明出来るように。 
 

■成績評価の基準 <復習テスト>は 80%以上の正解を基準とする。 



授業コード P6504 （認定科目名：比較文学/比較文学１・比較文学２） 

授業科目 比較文学 単位 4.0 

担当者 朴 銀姫 
シラバスグルー

プ 
T0M020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較文学の世界 秋山正幸ほか編 南雲堂  

    

 
 

■授業の概要 

比較文学は、国際的、学際的な学問として注目されている。「日本文学」や「英米文学」とい

った各自の専門分野についての知識や関心を手がかりに、他国の文学との関係について考え

てみよう。また、作品成立の背景として、その時代の文化、社会状況にも目を向けてみよう。

比較文学を知ることで、視野を広げ柔軟な思考力を養ってほしい。 
 

■学習の要点 

１．比較文学研究の方法にはどのようなものがあるか。テキスト「序論」を読んで、要点を

まとめなさい。影響（受容）の研究については第２章を参照、対比研究については第８章を

参照すること。|２．夏目漱石の経歴（特に、英米文学との関わり）について調べなさい。テ

キストの他、人名事典、文学事典などを活用しましょう。|３．エドガー・アラン・ポーの作

品について調べなさい。代表的な詩や小説の作品名、発表年、梗概（あらすじ）などを一覧

にしてみましょう。また、ポーの翻訳者やポーに言及している日本人作家の名を調べなさい。

|４．ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の経歴（特に、日本での仕事）について調べなさい。

|５．横光利一の経歴について調べなさい。また、彼のヨーロッパ旅行について、その訪問地

を書き込んだ世界地図（略図）を作成してみましょう。|６．「旅愁」と「使者たち」に見ら

れるナショナル・アイデンティティについて、また、あなた自身のナショナル・アイデンテ

ィティについて、それぞれどのような文化（言語、歴史、規範など）の中で形成されたか考

えてみましょう。そして、異文化の理解と共生のために私たちができることは何か考えてみ

ましょう。| 
 

■学習の到達目標 

１）「学習の要点」を参考にして、テキストをよく読んでおくこと。作家名、作品名、作中人

物名、地名、作家・作品の影響関係、等々の重要な固有名詞や事実関係が、出題に対応して

適切に記述されていれば、60 点とする。|２）解答は、1000 字程度記入することとし、これ

に不足する場合は不合格とする。|３）解答は論述形式となるため、文章力や論文の構成の工

夫に応じて加点する。|４）テキスト以外からの情報や、解答者の個人的な見解については、

解答を補足するものとして考慮する。 
 

■成績評価の基準 テキスト内容についての理解力及び内容漏れの有無を基準にする。 



授業コード P6505 （認定科目名：言語学概論） 

授業科目 言語学概論 単位 4.0 

担当者 橘髙 眞一郎 
シラバスグルー

プ 
T0P004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

言語学入門 田中春美ほか 大修館書店  

    

 
 

■授業の概要 

国語辞典を引くと、言語学とは「各民族の使用言語を広く見渡してその起源発達や系統的関

係を究明する科学。特定地域の言語体系の構造的研究をも指す」（三省堂国語辞典）とあり、

通時的、共時的アプローチが含まれている。言語への関心はとおくギリシヤの昔から始まっ

て現在に至っているが、その間に言語観は変化しており、19 世紀にいたって言語の価値観

から離れ、言語そのものの客観的研究へと移行している。構造主義言語学、生成文法理論へ

と進展し、各学派がそれぞれの見地に立って研究が行われ、 近は認知科学分野への広がり

を呈している現状である。しかし音声、音韻、統語、意味が言語の基底部分を形成している

ことには変わりなく、言語学概論の科目でもそういった中心的分野にまず視点を向けて学ぶ

ことになる。 
 

■学習の要点 

 科目の概要で述べたような見地から、われわれ人間の用いることばが、もし動物たちにコ

トバがあるとして、彼らのコトバと比較してどのような特性を持っているかを考えることに

なる。しかしこれは大きな問題で、考え方によっては言語学で扱うことがすべて関係してく

るともいえるだろう。人間のことばの仕組みは一体どうなっているかの問題に入っていくこ

とになるが、しかし考えてみればこれは案外簡単で形式（Form）、音声（Sound）、意味（Meaning）

からなる三角形を考え、形式を仲介に音と意味が結びつくと考えられる。そしてそれぞれが

音韻、統語、意味に関する情報で関連づけられていると考えられる。学習の要点もこの三点

に関係してくる。| ・ラング（langue）とパロール（parole）について調べておくこと。| ・

言語の二重分節性（double articulation）について調べておくこと。| ・同化（assimilation）と

異化（dissimilation）について具体例を調べておくこと。| ・言語の恣意性（arbitrariness）に

ついて調べておくこと。| ・言語の構造にみられる統合関係（syntagmatic relation）と連合

関係（paradigmatic relation）について調べておくこと。| ・語形成のプロセスの１つにある

合成（compounding）とよばれる方法について調べておくこと。 
 

■学習の到達目標 ・学習の要点に挙げられている項目について、正しく説明できること。| 

 

■成績評価の基準 

・回りくどく何を言いたいのかわかりにくいものや、誤字・脱字があるものは評価が大幅に

下がる。|・言語学は抽象的な哲学談議ではなく、具体的な言語事象の観察から成り立ってい

る。従ってある言語事象の説明には必ず具体例が伴わなければならない。説明のみで具体例

を欠いていたり、具体例の正しい説明がなされていないものは不可である。| 



授業コード P6506 （認定科目名：英米思想史） 

授業科目 英米思想史 単位 4.0 

担当者 大内 和正 
シラバスグルー

プ 
T0P023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英米思想史 古我正和編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 英米文学を学ぶ上で、それぞれの時代の文芸思潮や個々の作品の背景に、どのような歴史

的・社会的背景があるかを知ることは不可欠です。しかし、歴史や社会の動きは必ずしも直

接に文学作品に反映されるわけではありません。それはまず、その時代を生きる人々の人生

や世界についての考え方に現れ、逆にまた思想が社会や歴史を動かしていくのです。文学は、

そうした社会と思想の往復運動の中から生まれた想像力の営みに他なりません。| この「英

米思想史」は、主として英米文学を学ぶ人々に、文学の背景にあるこうした社会と思想の運

動への理解を深めてもらうために設けられています。しかし注意しなければならないのは、

文学にもまして、思想の世界には国境がないということです。したがって学習の出発点はヨ

ーロッパの思想の源流を理解することにおかれます。そしてその後、ルネサンス以前はヨー

ロッパの辺境の島国にすぎなかったイギリス、そして 200 年余り前まではイギリスの植民

地にすぎなかったアメリカが、世界の指導的地位を享受するまでに至った歴史を辿りなが

ら、イギリスやアメリカで生まれた思想の特性を理解し、またその文学との関連を学んでい

きます。そして、近代的な国民的＝民族的なアイデンティティが再び大きな動揺に晒されて

いる今日、英米を発信地とした思想や文学がそれにいかに対応しようとしているのかを瞥見

することによって、英米の思想や文学への新しい視線を模索します。 
 

■学習の要点 

 テキストを通読して内容を理解し、長いヨーロッパの思想の伝統の中での英米思想の特徴

を把握してください。試験問題やリポートの設題に取り組むにあたっては、直接に関連する

部分だけではなく、このような広い見地からの理解が必要です。| １．帰納法と演繹法は大

きな二つの思考の方法である。フランシス・ベーコンの帰納法やその思想の歴史的意義をよ

く理解すること。| ２．ホーソンの『緋文字』で分かるように、清教主義はアメリカ文化に

多大な影響を及ぼしたが、そのいきさつ、経過などを理解しておいてほしい。| ３．ダーウ

ィンの唱えた生物進化論は、人間や社会に関する従来の見方に大きな衝撃を与えた。その原

因とその後に及ぼした影響をまとめておくこと。| ４．19 世紀のアメリカで起こった超絶

主義とは何かを把握し、その時代背景を理解しておくこと。| ５．20 世紀モダニズム文学

の成立には、長いあいだの歴史的な経験が前提となっている。まずモダニズムとは何かを把

握し、その社会的・思想的背景をまとめておくこと。| ６．現代における民族的マイノリテ

ィの自覚と運動、またフェミニズム運動には目覚しいものがある。これらを歴史的に理解し、

現代の思想に与えた影響を考えておくこと。| 
 

■学習の到達目標 

 英米文学を学ぶ人に役に立つであろう英米思想史のアウトラインを理解することが学習

の目標です。さまざまな事象を網羅的に記憶する必要はありませんが、いくつかのテーマに

ついて深く学んでおくことで、全体の理解も進むことが期待されます。| 
 



■成績評価の基準 

科目 終試験で、少なくとも 400 字以上のまとまった論述があることを、合格の 低限の条

件とします。要点を正しく理解しているか、要点についての理解をどれだけ深めているかに

応じて、評価点を加えていきます。 



授業コード P6508 （認定科目名：西洋文化史） 

授業科目 西洋文化史 単位 4.0 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魔女・怪物・天変地異 ―近

代的精神はどこから生まれ

たか 

黒川正剛著 筑摩書房  

図説 魔女狩り 黒川正剛著 河出書房新社 [ISBN]9784309761619 

 
 

■授業の概要 

 中世末から近世にかけてのヨーロッパ世界では、「魔女狩りの激化」と「驚異の大増殖」

という二つの出来事が同時代現象として噴出した。それは中世から近代へと移り変わる過渡

期であり、中世的な考え方と近代的な考え方がせめぎあう時期であった。この授業では「魔

女狩り」と「驚異」の歴史を考察することを通して、西洋における近代的精神がどのように

生まれてきたのか理解することを目指す。 
 

■学習の要点 

 二つのテキストは、社会背景について相互に補完しあう内容となっている。まずは両方の

テキストを通読し、「驚異」と「魔女／魔術」に対する人々の認識の変容について、全体像を

把握してもらいたい。そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテーマについて学

習し、各章ごとに扱われている内容の理解を深め、テキスト著者の主張を考察してもらいた

い。その際、下記の参考文献やテキスト巻末に挙げられている参考文献なども活用すると良

いだろう。|１．近世以前のヨーロッパの人々の、「驚異」に対する認識と「好奇心」に関す

る考え方について、後世への影響も踏まえつつまとめる。|２．大航海時代の幕開けが、ヨー

ロッパ人の「驚異」に対する認識と「知的好奇心」に与えた影響について、地図・植物誌・

動物誌などにおける発展・変容を踏まえつつまとめる。|３．16 世紀ヨーロッパにおける、

新大陸をはじめとする異境由来の「驚異」についての認識と、「好奇心」に関する見解につい

て、アンドレ・テヴェやアンブロワーズ・パレの著述を中心にまとめる。|４．宗教改革前後

の時代のヨーロッパ社会における、怪物・驚異を「世界の終末」や「神の怒り」として認識

する傾向について、各地のさまざまな例を踏まえつつ整理する。|５．近世を通して緩やかに

進行した、「驚異の自然化」と「好奇心の近代化（名誉回復）」について、パレなどの萌芽的

な動きと、中世的考え方を維持しようとする立場を対照させつつまとめる。|６．中世末以降

の魔女狩りに影響を与えた、古代・中世における「魔女」と「悪魔崇拝」のイメージの形成

について、異端や異端審問の制度化の影響も踏まえつつまとめる。|７．近世における魔女狩

りの激化について、宗教改革および近世国家の中央集権化との関連の有無を、男性優位の近

世的価値観の進展（家父長制や性の規律化）についても踏まえつつ整理する。|８．魔女狩り

激化の時代とその終焉以降において、「魔女」と「魔術／驚異」そして「好奇心」についての

認識はどのように変化したか、例を挙げつつ整理する。 
 

■学習の到達目標 

 「魔女／魔術」および「驚異」に対するヨーロッパの人々の認識の変容について学び、そ

れを通して西洋の近代的精神とは何か、近代化とは何かということについて総合的な理解を

得ること。 
 



■成績評価の基準 

 成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意

見や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出

題の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。 



授業コード P6509 （認定科目名：西洋文学史） 

授業科目 西洋文学史 単位 4.0 

担当者 前田 美樹 
シラバスグルー

プ 
T0P022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

フランス文学案内〔増補〕

（岩波文庫；別冊-１） 
渡辺一夫ほか 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 フランス文学史を学ぶ。フランスという国に文学が生まれてから今日に至るまで、それが

どのように発展してきたのかを、テキストを通して学んでいく。フランスに文学作品が現れ

始めたのは 11 世紀以降のことと考えられるが、その頃から 20 世紀までの作品を、各世紀

ごとにそれぞれ共通した特徴をもつものとして捉えながら、フランス文学の全体像を把握す

るのが、本科目の目的である。私達が慣れ親しんでいるのは、フランス文学の中でも 19 世

紀、20 世紀のものが多いと思われるが、これら現代に近い時代に書かれた作品でも、長い

間に築かれた文化的基盤の上に生み出されたものであるから、過去の歴史を学ぶことは、こ

れらの作品を深く理解する上でも重要だと思われる。またフランス文学は、人間の良いもの

も悪いものも、美しいものも醜いものも、人間の全てを、いうならば「人間の赤裸の姿」を

描く文学であるから、フランス文学に触れることは、人間の「赤裸の姿」を知ることにも通

じるし、フランス文学の歴史を学ぶことは、フランス文学のみならず、他の文学を学ぶ人々

にとっても、文学作品の背景を考える点で参考になると思われる。 
 

■学習の要点 

 テキストに従って、６つの時代に分けて、フランス文学を考えていく。| (1) 中世期（11、

12 世紀から 15 世紀まで）|    封建制度の推移はどうであったか、この時代の文学とはどう

いうものかを見ていく。エスプリ・ゴロワとエスプリ・クルトワとは何か。| (2) 16 世紀（ル

ネサンスの時代）|    16 世紀に何がよみがえり復位したのか。ユマニストとはどういう人

達か。| (3) 17 世紀（古典主義の時代）|    国家統一と絶対王制への道について。アカデミ

ー・フランセーズによるフランス語の整備と古典主義文学の胎生について。| (4) 18 世紀

（擬古典主義と啓蒙主義の時代）|    啓蒙主義文学と大革命との関りについて。ヴォルテー

ルとルソーについて。| (5) 19 世紀（ロマン主義、写実主義、自然主義、象徴主義が相つぐ

時代）|    ロマン主義とは何か。写実主義とは何か。| (6) 20 世紀（第一次大戦前の文学、

第一次大戦後の不安の文学、第二次大戦中の抵抗文学、戦後の実存主義文学とそれ以後の新

しい文学）|  ダダイスム、シュールレアリスムとはどういうものか。 
 

■学習の到達目標 
 テキストに従って学習を進め、その内容を正確に理解することによって、フランス文学の

歴史を、フランス社会の変遷との関連で捉え、フランス文学の全体像を把握する。 

 

■成績評価の基準 

・問題はテキストに即して出題するので、テキストに基づいて解答すること。|・出題の要点

を正しく理解し、要点を押さえ、理論的かつ自分の言葉で明確に解答を記述すること。|・解

答は８００字以上であること。| 



授業コード P6510 （認定科目名：東西比較哲学） 

授業科目 東西比較哲学 単位 4.0 

担当者 大内 和正 
シラバスグルー

プ 
T0P024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ヨーロッパ思想入門（岩波

ジュニア新書） 
岩田靖夫 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 近年、国際化が進み、文化的背景の異なる人々が交流し合う機会が増えるのにともなって、

相手の立場を理解することがますます必要になってきました。世界各地のさまざまな文化の

中でも、現代人のものの考え方にもっとも大きな影響を与えてきたのが西洋の哲学思想であ

り、私たち日本人もその影響を強く受けています。| この東西比較哲学という科目では、西

洋の哲学思想の母体となっているギリシア思想とキリスト教（ヘブライ）思想に触れること

によって、私たち日本人が西洋から受け取ったものの考え方はどのようなものであるのか、

そもそもどのように考えられていたのか、またそのすぐれた点はどこにあるのかについて学

んでいきます。 
 

■学習の要点 

 先人たちの思想を、次のような点に注意しながら理解してください。|・ギリシア思想の大

きな特色は「理性主義」にあるが、ホメロスはどのような姿勢で神々について描写したのか。

|・ソクラテスは一問一答による問答の形で知恵を探求したが、なぜそのような独自の方法を

選んだのか。|・プラトンは魂を理性、気概、欲望の３つに分けたが、それぞれの部分は相互

にどのような働きをしているのか。|・アリストテレスが幸福について論じる際の独創的な視

点とはどのようなものか。|・キリスト教（ヘブライ）思想の基本は「愛と赦し」であるが、

イエスのたとえ話の根底にはどのような考えがあったのか。|・神は自己の似姿として人間を

創造したといわれるが、アウグスティヌスはどのように人間が三位一体の似像とされると考

えたのか。 
 

■学習の到達目標 

哲学という学問は、私たちの人生に深く関わっている問題を扱っています。ギリシア思想と

キリスト教思想の学習を通して、広い視野でものを考える力を身につけると同時に、現代の

諸問題についても、その本質を見抜く目を養うことを目指します。| 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験で、少なくとも 400 字以上のまとまった論述があることを、合格の 低限の条

件とします。要点を正しく理解しているか、要点についての理解をどれだけ深めているかに

応じて、評価点を加えていきます。 



授業コード Q0101 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本の歴史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード Q0102 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 東洋の歴史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード Q0103 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋の歴史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード Q0106 （認定科目名：史学史１・史学史２/史学史） 

授業科目 史学史 単位 4.0 

担当者 塚本 栄美子 
シラバスグルー

プ 
T0Q011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史とは何か 世界を俯瞰

する力 
山内昌之著 PHP 文庫  

世界システム論講義ヨーロ

ッパと近代世界 
川北稔 ちくま学芸文庫 [ISBN]9784480097187 

 
 

■授業の概要 

歴史研究に携わる者にとって、「歴史とは何か」という問いは、古くて新しい、永遠の問いで

ある。そこで、本科目では、受講者一人一人にも、疑似的ではあるが、この問いに取り組ん

でもらいたい。そのために、一つ目のテキスト、山内昌之『歴史とは何か 世界を俯瞰する

力』では、日本、東洋、西洋の多くの古典に触れながら、古今東西の歴史家たちがこの問い

にどのように取り組もうとしたのか、また取り組んできたのか、を学んでもらう。そこで問

題とされている「歴史叙述」、「歴史の役割・使命」「歴史をみる眼」といった本質的なテーマ

を共に考えることにより、受講者一人一人が今後の卒業研究や論文執筆に取り組む際の姿勢

や立場を考えるきっかけとしてもらいたい。二冊目のテキスト、川北稔『世界システム論講

義 ヨーロッパと近代世界』では、日本の歴史教育に影響を与えてきた、戦後史学（一国史

観や発展段階論等を特徴とする）とは異なる「歴史をみる眼」を通して近代世界を見直すこ

とにより、同じ事実がいかに異なって見えてくるのかを学んでもらいたい。その学びを通じ

て、歴史をみる視角がいかに重要なものであるのかを理解し、歴史学とは事実の確定にとど

まらない科学であることを理解してもらいたい。 
 

■学習の要点 

(1) 歴史学とは何か、高校までで学んできた点とどこが異なるのかを理解し、考察すること。

|(2) 歴史叙述・記述について、その背景となる「視角」「世界観（歴史観）」がいかに重要な

役割を果たしているかを理解すること。|(3) 歴史を考える際の時間や空間の捉え方について

理解を深めること。|(4) そのために用いられる史資料の可能性に見聞を広め、それらの性質

を正しく理解し、分析する方法についての見識を身につけること。|(5) 従来の政治史にとど

まらない「歴史」の可能性にも見識を広めつつ、それらと政治史とのかかわりについても考

察すること。|(6)ものの見方が変わることによって、同じ歴史的事実でも従来と異なった意

義づけや理解の可能性がひろがることを理解し、それぞれの研究においても「ものの見方」

について十分に配慮できるようになること。|(7) (1)〜(6)を土台に自らの歴史研究に対する

姿勢について考察すること。| 
 

■学習の到達目標 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。 



授業コード Q0107 （認定科目名：地理学） 

授業科目 地理学 単位 4.0 

担当者 鈴木 亜香音 
シラバスグルー

プ 
T0X045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地理学概論 第 2 版（地理学

基礎シリーズ 1） 

上野和彦・椿真智子・中村康

子 編 
朝倉書店  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地表面で生じる様々な現象（出来事）と地域との関係を理解しようとする学問です。

現象には必ず位置（場所）が存在し、かつ、単独ではなく複数の現象との関係のもと地域に

分布（地理的分布）しています。地域のスケールは世界・日本・都道府県など様々ですが、

2 つとして同じ場所はなく、現象には必ず地域差（地域的差異）が現れます。そこで、この

授業では位置や分布をキーワードとして地理学の基本を学びます。 
 

■学習の要点 
① 地理学における基本的用語（概念）の意味を理解する。|② 基本的用語（概念）を通し

て地域について理解する。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて理解する。 

 

■学習の到達目標 
① 地理学における基本的用語（概念）を正しく説明できる。|② 基本的用語（概念）を用

いて地域について説明できる。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて説明できる。 

 

■成績評価の基準 

〔科目 終試験における成績評価の基準〕|① 問題の主旨を正確に理解していること。|② 

学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。|③ 記述が論理的に構成されているこ

と。|④ 自ら作成したオリジナルの論述であること（なお、これに該当しないと判断した場

合は不合格とする）。|⑤ テキストの丸写し、テキストの再構成のみの論述は不合格とする。 



授業コード Q0108 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード Q0109 （認定科目名：歴史地理学） 

授業科目 歴史地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史地理学 桑原公徳 他編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 私たちの身の回りで起きている出来事・現象には、必ず時間と位置あるいは場所がある。

また、それらは、単独ではなく、必ず他の出来事や現象と関わりながら起きている。このこ

とは過去に起きた出来事・現象も同じである。歴史地理学は、過去に起きた出来事・現象を

その場所において他の出来事や現象と関係づけて、場所のもつ意味や特性、場所（地域）の

仕組みを考える学問分野である。この授業では、京都を中心にいくつかの出来事（現象）を

取り上げ、複数の出来事（現象）を関係づけて空間的な視点からそれらの意味を考えていく

ことに重点を置き、講義していく。 
 

■学習の要点 

1．景観復原の直接的方法と間接的方法について、その方法の特色と使用する諸資（史）料、

２つの方法の用い方や関連性を、具体例を通じて理解する。|2．弥生時代〜古墳時代の集落

遺跡の立地環境を調べ、その変化と社会経済的背景を考える。|3．わが国の古代都城（宮都）

のプランについて、その計画性や特色を、図を用いて整理し、理解する。|4．中世における

集落形態の変化を整理し、城館集落の分布・形態・機能を具体例を用いてまとめる。|5．近

世城下町について都市の内部構造上の特色をまとめ、城下町における商工業機能の配置や地

域的役割を整理するとともに、他の近世都市との機能的共通点や相違点を考える。|6．近代

以降における私鉄路線網の形成過程を図にして整理し、私鉄路線の伸長にともなってどのよ

うな地域開発が進んだかをまとめ、地域開発に対する私鉄の役割を理解する。 
 

■学習の到達目標 

①出来事・現象を含む、歴史地理学的な基本用語を正しく使うことができる。|②複数の出来

事（現象）間にある関係を見出し、その関係を説明できる。|③ある出来事（現象）を他の出

来事（現象）と関係づけながら説明できる。| 
 

■成績評価の基準 

【リポート添削・評価の基準および留意点】|①リポート課題の主旨を正確に理解し、それに

適った内容になっていること。|②リポートの文章構成が論理的に組み立てられているか。|

③自ら作成したオリジナルのリポートであること。これに該当しないと判断した場合は添削

対象外とする。||【リポート作成上の留意点】|①リポートの形式（「はじめに」から開始し、

本論に章番号・タイトルをつけて論理構成を示し、 後に|「おわりに」で全体をまとめるこ

と）にしたがって記述すること。|②参照した文献・資料を必ず記載すること。また、文献の

参照部分には（著者名または筆者名、発行年）|の形式で、参照したことを明示すること。|③

必要な資料を 1 ファイルにまとめ必ず添付すること。| 



授業コード Q0110 （認定科目名：東北アジア史） 

授業科目 東北アジア史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア国際政治史 川島真 編 名古屋大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

 東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解することを目的とする。これまで、日本史、

朝鮮史、中国史は、それぞれ別々に「一国史」の枠組みの中で理解されてきた。しかし実際

には、三つの国家の歴史がばらばらに存在してきたわけではなく、古代以来それぞれの地域

の歴史が有機的なつながりをもちながら展開してきた。また現在もそのような緊密な関係が

続いており、「東アジア共同体」「東北アジア共同の家」構想に象徴されるように、今後もこ

の地域はいっそう強く結びついていくことが予想される。東北アジア史を学ぶことは、この

三つの地域をより深いところで理解することでもある。| この科目では、東北アジアの近現

代の歴史を学習する。東北アジアの諸地域が近代という時代をどのようにむかえ現代まで進

んできたのかを歴史として理解することが必要である。とりわけ日本が朝鮮半島や中国の

人々に対して植民地支配と侵略を行った歴史事実を直視することが重要だろう。そのこと

が、朝鮮半島や中国の人々とこれまで以上に友好関係を築いていくことにつながるからであ

る。| 東北アジア史を学ぶことによって、朝鮮半島や中国大陸に暮らす人々とともに生きて

いくための知識や知恵が得られることを願う。|| 
 

■学習の要点 

 東北アジアの近現代史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほし

い。テキストを読み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについても

っと深く知りたいと思うようになれば、この「東北アジア史」の学習は成功である。特に、

以下の点に留意しながら学習を進めてもらいたい。|１．開港と近代化…資本主義化を進めた

欧米列強のアジアへの圧力に対して、日本・朝鮮・中国の 3 国はどのように対応したのか。

その中で日本はなぜ東北アジアに勢力を膨張させようとしたのか。それは東北アジアにどの

ような葛藤を引き起こしたのか。また、三つの地域で起った近代化への動きはどのように展

開されたのか。|２．日本の膨張と朝鮮・中国の抵抗…日清戦争、日露戦争の結果、日本は台

湾、朝鮮を植民地支配したが、それはどのようなものだったのか。第一次世界大戦前後にお

ける中国問題をめぐる日本と国際社会の動向はどのようなものだったのか。日本の植民地支

配、侵略に対して、朝鮮人や中国人はどのように対応したのか。また、そうした中でも進行

していった産業化や民衆の生活はどのようなものだったのか。|３．侵略戦争と民衆の被害…

日本が、満州事変、日中戦争、アジア太平洋戦争と１５年にわたって行った侵略戦争はどの

ようなものだったのか。日本の軍国主義はどこから生まれたのか。日本国民は侵略戦争の体

制に動員されたのか。それに対する朝鮮人や中国人はどのように抵抗したのか。被害はどの

ようなものだったのか。また、戦時体制化における民衆の生活はどのようなものだったのか。

人類史的な視点から考える必要がある。|４．第二次大戦後の東アジア…東北アジアの三つの

地域は、１９４５年８月１５日から始まる「戦後」をどのように迎え、どのような国をつく

ったのだろうか。日本の「過去の清算」はどうなったのだろうか。また、三つの地域は、ど

のような関係を結んでいったのだろうか。 



 

■学習の到達目標 
・東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解すること|・文献や資料を適切に調査し、そ

の内容を理解して、文章でしっかりと叙述できること 

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード Q0111 （認定科目名：古文書学１・古文書学２/古文書学） 

授業科目 古文書学 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古文書学入門〔新版〕 佐藤進一 法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

 個人や組織・機関が命令や依頼、許可などを実施する際に発せられる文書（公文書、書状、

書簡など）、いわゆる「古文書」は、宛先・差出の人物や組織の政治的・社会的な関係が反映

されているだけでなく、その目的に即して一定の書式にしたがって記されることが多い。こ

うした書式は、人や組織が変化するに伴い変化するが、逆に文書の書式の変化に着目すれば、

文書の発給・差出に関わる歴史的な事実を解き明かす手がかりとなる。本科目ではそうした

「古文書学」に関する基礎的な知識の習得を目的とし、様式の具体的な内容、様式の変遷、

その背景を検討することが学習の中心となる。| 文書の様式についての理解を深め、それぞ

れの様式の用途について考えると共に、そうした様式がどのような背景で成立し、どのよう

に変化していくのか、また後の様式とはどのような点で異なっているのか、その理由は何か

といった点について学習する。 
 

■学習の要点 

 古文書学の目的は、単なる文書様式の学習ではない。様式の背景にある時代的社会的な特

徴と様式の関係を考えるのであるから、単に様式だけでなく、様式同士がどのような関係に

あるのか、またその理由などについても考える必要がある。| 実際の学習にあたっては、

個々の様式を十分に理解した上で、様式成立の背景や前後の様式との関わりを意識しながら

学習を進めてほしい。| ・古文書とは何か。また古文書学研究と歴史学研究の関わりについ

て| ・古文書における奉書と直状の特徴と違いについて| ・中世の起請文の様式とその変

遷について| ・鎌倉時代の武家様文書の特色について| ・次の古文書用語および様式につ

いて|  １：花押 ２：右筆 ３：院宣 ４：奉書 ５：外題安堵| ・次の古文書用語およ

び様式について|  １：綸旨 ２：案文 ３：女房奉書 ４：端裏書 ５：軍忠状| 
 

■学習の到達目標 

用語に関する単なる理解ではなく、古文書学の基本的な考え方を理解する様努めること。そ

の上で以下の諸点について理解したい。|１：古文書学の基本的な考え方が理解できている。

|2：古文書の基本的なターム（用語）について理解できている。|３：古文書が社会関係や政

治状況を反映していることを理解している。| 
 

■成績評価の基準 
1：古文書学の目的や基本的な方法、考え方についての理解|２：古文書学の基本的なターム

（用語）についての理解|3：文書様式についての理解 



授業コード Q0501 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード Q0502 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード Q0503 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード Q0504 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学概論 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード Q0505 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード Q0506 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード Q0507 （認定科目名：インド哲学/印度哲学概論） 

授業科目 インド哲学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド哲学史 金倉 圓照 平楽寺書店  

印度哲学概論：学習の手引

き 
田中 典彦 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

 本学にはインド哲学を専攻するコースは開かれてはいない。したがってどこまでも仏教を

理解する為のものとなるであろう。仏教を思想として捉えていこうとする場合にも、一宗教

として捉えていこうとする場合にも、それがインドという地球上の地域の、ある時代に生ま

れてきたということは事実である。つまり仏教もまた「時代の子」であり「地域の子」であ

ることには間違いはない。| したがって、仏教の根底を理解する為には、それが現われてき

た時代を中心に背景となった思想とその流れを知っておく必要がある。また、仏教は成立後

も長くこの国にとどまって歴史的に展開してゆくのであるが、その間に、仏教以外の思想も

また展開し、多くの思想、宗教の派が形成され、発展してきたわけである。それらの学派に

は仏教の発展と極めて重要な関わりを持っているものもある。あるいは論難の相手として、

あるいは包括の関係として互いに関わり合いながら展開してきたのである。ついにはヒンド

ゥー教に至っては仏教はその宗教の一派であるとされるまでになっている。| ますます国際

化が進み、地球人としての自己を形成していくには、先ずもって、それらの国や地域の文化

を理解することが基本的なこととして求められるであろう。| 以上のような視点からインド

の思想を通観し、その歴史的展開を理解することが当科目の目指すところである。 
 

■学習の要点 

・インド文化の曙：アーリヤ人のインド侵入と遊牧生活から定住生活への生活様式の変化が

思考や価値観に変化をもたらすこととなった。やがて BC1000 年頃までに、インド 古の文

献、リグ・ヴェーダが編まれ、インドの思想の萠芽を見ることとなった。自然崇拝、多神教

的な生き方から、唯一なるものを求め、一神教的な宗教へと移行する。このことをよく理解

していくことが重要である。ヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッドへと思想の展開を理

解すること。特に、どの時代、どの思想についても世界観・人間観・人生観・知識・行為・

解脱等がキーワードとなる。|・紀元前５・６世紀のインドは思想の転換期であるといってよ

い。自由思想家達が出現し百花繚乱である。それらをよく理解すること。仏教もまたこの時

代に生まれたのである。|・仏教の成立の頃から、後にインド六派哲学と呼ばれる各派につな

がる思想もまた芽をふく。そしてそれぞれに体系的な思想へと発展していったのである。六

派哲学について、上記のキーワードに沿って要約してみることが重要である。|・現代のイン

ドも、歴史的に培われてきた思想的・宗教的文化の延長上にある。これらを理解することも

また必要となろう。| 
 

■学習の到達目標 

 あらかじめ与えられてある設題に対して自分用のリポートを作成するつもりで学習する

ことを勧めたい。テキスト等を読んでいるだけでは良い試験答案を作成することができな

い。この場合にもテキストのみによるのではなく他の種々の参考文献をも用いること。参考

文献に関しては、参考文献が種々の論文等を註釈などとして紹介していることがあるから、



それによって次々と調べること。|  １ 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキ

スト学習を進めること。その学習の|    進度と理解度を試験で測る。またその到達度に

即して成績評価する。|  ２ 問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキス

ト学習の範疇で記述すれ|    ばよい。|  ３ 採点は、加点方式を基本とする。問いに

対して、解答するに必要なキーワードがすべ|    て適切に用いられていれば 50 点とす

る。|  ４ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開

とその|    深度により 40 点を上限に配点する。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード Q0508 （認定科目名：東洋文化史１・東洋文化史２/東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 4.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわた

っている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。 
 

■学習の要点 

 リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化

について、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 

第１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する

（２）。第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・

11）。第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、

多角的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を

理解する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・

発展を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。 
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード Q0510 （認定科目名：日本思想史） 

授業科目 日本思想史 単位 4.0 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0Q003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概説日本思想史 佐藤弘夫 編集委員代表 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、日本の古代から現代にいたる日本思想の歴史を学ぶ。日本の思想の特徴

としては、伝統的な思想を保持しようとする傾向、海外思想を取り入れることによりその後

進性を克服しようとする努力、新旧両思想の反発と融合による二重構造の形成といったこと

が指摘できる。日本の思想や文化、その歴史や伝統を学ぶことは、民族の歴史や伝統を再検

討・再認識することでもあり、また、思想や文化の新しい進路を探ることにつながる。 
 

■学習の要点 

 テキストは古代から現代までの通史である。第１章 「日本の誕生」〜第２５章「国民と

市民の相克」からなるが、 初に目次を参考に、各章の特色を把握すること。試験問題は、

各時代において基礎的に重要と思われる事項や思想について出題している。テキストは通史

また概説書として編纂されたものであるので、参考文献を手がかりに、より一層の考察を深

めてほしい。| １．奈良時代の仏教と寺院| ２．摂関政治と国風文化| ３．平安時代の仮

名文学と物語文学| ４．中世の文芸と芸能の思想| ５．近世の町人の思想・農民の思想| ６．

大正デモクラシーの思想| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。|・問題はテキス

トに即して出題する。出題意図、問題内容、何を書くか、結論はどうするか、じっくり考え

て解答すること。|・誤字脱字、文体の不統一、不自然な表現や意味不明な表現がはなはだし

い場合は不合格とする。|・採点は加点方式を基本とする。問いに対して解答するに必要なキ

ーワードがすべて含まれていれば 60 点とする。|・出題の要点を正しく理解していて、表現

が的確であり、主張の要旨が明快であれば高く評価する。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点が正しく理解できていること。表現が的確であること。主張の要旨が明確である

こと、等を評価の基準とする。 



授業コード Q0511 
（認定科目名：中国思想史１・中国思想史２/中国思想の

歴史Ⅰ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 岡本 洋之介 
シラバスグルー

プ 
T0N014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 上（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 
中国の昔の思想を題材に、自分の見解を自分の言葉で述べてください。|テキストの他、原典・

専門書をできるだけ多く読んでください。 

 

■学習の要点 

テキスト・原典・専門書を読み、興味を持った点や疑問点をリポートの主題とし、自分の見

解を自分の言葉で述べること。その際、見解の根拠を原典から提示すること。|自分の見解を

持つには何が必要かを知ってください。 
 

■学習の到達目標 
中国古典思想の概略を把握し、その中の何かしらについて自分の見解を持つ。|自分の見解を

論述文で書く。 

 

■成績評価の基準 

テーマについて、自身の見解を論述文で示せているか否か。|原典を読んだことが明らかな内

容を示せているか否か。|そのためにはある程度の文章量が必要だということは、試験に臨む

までに課題を通じて学んでいるはずです。|なお、文章の意味が理解できない答案、箇条書き

の答案、出題内容と無関係なことを書いた答案、解答に際して不正があったと岡本が判断し

た答案は評価対象としません。| 



授業コード Q0512 
（認定科目名：中国思想史３・中国思想史４/中国思想の

歴史Ⅱ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 下（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 

 漢代から清代にいたるまでの中国の思想史の流れを、中国において生成発展した儒教や道

教と、外来思想である佛教思想との交流を機軸に深める。各時代の代表的な思想の特徴や思

想家の生き方、その時代の政治や社会情勢との関わりについて特に留意して学習する。漢代

以降、中国の思想は儒教を軸に進展してきたが、同時に道教や佛教もまた人々に大きな影響

を及ぼしてきた。ことに六朝時代から唐代において中国佛教の発展はめざましく、儒教や道

教にも大きな影響をあたえた。宋代以降、儒教が変貌をとげ、中国の中心的思想としての位

置を取り戻したが、道教や佛教もそのあり方を変えて社会に浸透していった。| 一般に中国

哲学の歴史を論ずるとき、佛教思想を除いたかたちで叙述されることが多いが、テキストは

佛教思想と儒教や道教など中国固有の思想との交流を機軸に中国思想を解明している。本科

目はこのテキストを用いて漢代以降の思想史を通観する。 
 

■学習の要点 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会状況との関連に留

意し理解することにつとめるように。| 漢代においては儒教を中心とした思想界の流れや、

国家との関わりと経学の成立について理解を深めるように。六朝時代においては道教や佛教

の興隆について、唐代においては仏教を中心に儒・仏・道三教相互の関連に留意して思想の

流れを理解するように。宋代以降、儒教が復興するが、道教や仏教とも無関係ではなく、相

互に影響しあって思想を形成していったことに留意して学習するように。清代の思想におい

ては、考証学の発展を軸に考えるように。 
 

■学習の到達目標 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会との関わりについ

て理解すること。| 問題に対して、過不足なく記述することにつとめるように。思想内容や

歴史的事実については誤りのないように気をつけること。 
 

■成績評価の基準  学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。 



授業コード Q0701 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード Q0702 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード Q0703 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード Q0704 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード Q0705 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣 ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった

国際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の

変化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、

日中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々

な問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑

する今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこ

とは、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史

的変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習

得することを目標とする。 
 

■学習の要点 

 テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にい

かに形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互

依存」について|4. 「安全保障」について 
 

■学習の到達目標 
 国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することが

できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか 



授業コード Q0706 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード Q0707 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード Q5101 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史概論 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード Q5103 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 東洋史概論 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード Q5105 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋史概論 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード Q5109 （認定科目名：史学史１・史学史２/史学史） 

授業科目 史学史 単位 4.0 

担当者 塚本 栄美子 
シラバスグルー

プ 
T0Q011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史とは何か 世界を俯瞰

する力 
山内昌之著 PHP 文庫  

世界システム論講義ヨーロ

ッパと近代世界 
川北稔 ちくま学芸文庫 [ISBN]9784480097187 

 
 

■授業の概要 

歴史研究に携わる者にとって、「歴史とは何か」という問いは、古くて新しい、永遠の問いで

ある。そこで、本科目では、受講者一人一人にも、疑似的ではあるが、この問いに取り組ん

でもらいたい。そのために、一つ目のテキスト、山内昌之『歴史とは何か 世界を俯瞰する

力』では、日本、東洋、西洋の多くの古典に触れながら、古今東西の歴史家たちがこの問い

にどのように取り組もうとしたのか、また取り組んできたのか、を学んでもらう。そこで問

題とされている「歴史叙述」、「歴史の役割・使命」「歴史をみる眼」といった本質的なテーマ

を共に考えることにより、受講者一人一人が今後の卒業研究や論文執筆に取り組む際の姿勢

や立場を考えるきっかけとしてもらいたい。二冊目のテキスト、川北稔『世界システム論講

義 ヨーロッパと近代世界』では、日本の歴史教育に影響を与えてきた、戦後史学（一国史

観や発展段階論等を特徴とする）とは異なる「歴史をみる眼」を通して近代世界を見直すこ

とにより、同じ事実がいかに異なって見えてくるのかを学んでもらいたい。その学びを通じ

て、歴史をみる視角がいかに重要なものであるのかを理解し、歴史学とは事実の確定にとど

まらない科学であることを理解してもらいたい。 
 

■学習の要点 

(1) 歴史学とは何か、高校までで学んできた点とどこが異なるのかを理解し、考察すること。

|(2) 歴史叙述・記述について、その背景となる「視角」「世界観（歴史観）」がいかに重要な

役割を果たしているかを理解すること。|(3) 歴史を考える際の時間や空間の捉え方について

理解を深めること。|(4) そのために用いられる史資料の可能性に見聞を広め、それらの性質

を正しく理解し、分析する方法についての見識を身につけること。|(5) 従来の政治史にとど

まらない「歴史」の可能性にも見識を広めつつ、それらと政治史とのかかわりについても考

察すること。|(6)ものの見方が変わることによって、同じ歴史的事実でも従来と異なった意

義づけや理解の可能性がひろがることを理解し、それぞれの研究においても「ものの見方」

について十分に配慮できるようになること。|(7) (1)〜(6)を土台に自らの歴史研究に対する

姿勢について考察すること。| 
 

■学習の到達目標 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。 

 

■成績評価の基準 
出題の要点と意図を正しく理解し、それを論理的に記述していることが到達目標であり、評

価基準である。また、明快な日本語で書かれていることも評価対象である。 



授業コード Q5112 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード Q5116 （認定科目名：古文書学１・古文書学２/古文書学） 

授業科目 古文書学 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古文書学入門〔新版〕 佐藤進一 法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

 個人や組織・機関が命令や依頼、許可などを実施する際に発せられる文書（公文書、書状、

書簡など）、いわゆる「古文書」は、宛先・差出の人物や組織の政治的・社会的な関係が反映

されているだけでなく、その目的に即して一定の書式にしたがって記されることが多い。こ

うした書式は、人や組織が変化するに伴い変化するが、逆に文書の書式の変化に着目すれば、

文書の発給・差出に関わる歴史的な事実を解き明かす手がかりとなる。本科目ではそうした

「古文書学」に関する基礎的な知識の習得を目的とし、様式の具体的な内容、様式の変遷、

その背景を検討することが学習の中心となる。| 文書の様式についての理解を深め、それぞ

れの様式の用途について考えると共に、そうした様式がどのような背景で成立し、どのよう

に変化していくのか、また後の様式とはどのような点で異なっているのか、その理由は何か

といった点について学習する。 
 

■学習の要点 

 古文書学の目的は、単なる文書様式の学習ではない。様式の背景にある時代的社会的な特

徴と様式の関係を考えるのであるから、単に様式だけでなく、様式同士がどのような関係に

あるのか、またその理由などについても考える必要がある。| 実際の学習にあたっては、

個々の様式を十分に理解した上で、様式成立の背景や前後の様式との関わりを意識しながら

学習を進めてほしい。| ・古文書とは何か。また古文書学研究と歴史学研究の関わりについ

て| ・古文書における奉書と直状の特徴と違いについて| ・中世の起請文の様式とその変

遷について| ・鎌倉時代の武家様文書の特色について| ・次の古文書用語および様式につ

いて|  １：花押 ２：右筆 ３：院宣 ４：奉書 ５：外題安堵| ・次の古文書用語およ

び様式について|  １：綸旨 ２：案文 ３：女房奉書 ４：端裏書 ５：軍忠状| 
 

■学習の到達目標 

用語に関する単なる理解ではなく、古文書学の基本的な考え方を理解する様努めること。そ

の上で以下の諸点について理解したい。|１：古文書学の基本的な考え方が理解できている。

|2：古文書の基本的なターム（用語）について理解できている。|３：古文書が社会関係や政

治状況を反映していることを理解している。| 
 

■成績評価の基準 
1：古文書学の目的や基本的な方法、考え方についての理解|２：古文書学の基本的なターム

（用語）についての理解|3：文書様式についての理解 



授業コード Q5401 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード Q5403 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード Q5405 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード Q5407 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学概論 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード Q5411 （認定科目名：インド哲学/印度哲学概論） 

授業科目 インド哲学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド哲学史 金倉 圓照 平楽寺書店  

印度哲学概論：学習の手引

き 
田中 典彦 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

 本学にはインド哲学を専攻するコースは開かれてはいない。したがってどこまでも仏教を

理解する為のものとなるであろう。仏教を思想として捉えていこうとする場合にも、一宗教

として捉えていこうとする場合にも、それがインドという地球上の地域の、ある時代に生ま

れてきたということは事実である。つまり仏教もまた「時代の子」であり「地域の子」であ

ることには間違いはない。| したがって、仏教の根底を理解する為には、それが現われてき

た時代を中心に背景となった思想とその流れを知っておく必要がある。また、仏教は成立後

も長くこの国にとどまって歴史的に展開してゆくのであるが、その間に、仏教以外の思想も

また展開し、多くの思想、宗教の派が形成され、発展してきたわけである。それらの学派に

は仏教の発展と極めて重要な関わりを持っているものもある。あるいは論難の相手として、

あるいは包括の関係として互いに関わり合いながら展開してきたのである。ついにはヒンド

ゥー教に至っては仏教はその宗教の一派であるとされるまでになっている。| ますます国際

化が進み、地球人としての自己を形成していくには、先ずもって、それらの国や地域の文化

を理解することが基本的なこととして求められるであろう。| 以上のような視点からインド

の思想を通観し、その歴史的展開を理解することが当科目の目指すところである。 
 

■学習の要点 

・インド文化の曙：アーリヤ人のインド侵入と遊牧生活から定住生活への生活様式の変化が

思考や価値観に変化をもたらすこととなった。やがて BC1000 年頃までに、インド 古の文

献、リグ・ヴェーダが編まれ、インドの思想の萠芽を見ることとなった。自然崇拝、多神教

的な生き方から、唯一なるものを求め、一神教的な宗教へと移行する。このことをよく理解

していくことが重要である。ヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッドへと思想の展開を理

解すること。特に、どの時代、どの思想についても世界観・人間観・人生観・知識・行為・

解脱等がキーワードとなる。|・紀元前５・６世紀のインドは思想の転換期であるといってよ

い。自由思想家達が出現し百花繚乱である。それらをよく理解すること。仏教もまたこの時

代に生まれたのである。|・仏教の成立の頃から、後にインド六派哲学と呼ばれる各派につな

がる思想もまた芽をふく。そしてそれぞれに体系的な思想へと発展していったのである。六

派哲学について、上記のキーワードに沿って要約してみることが重要である。|・現代のイン

ドも、歴史的に培われてきた思想的・宗教的文化の延長上にある。これらを理解することも

また必要となろう。| 
 

■学習の到達目標 

 あらかじめ与えられてある設題に対して自分用のリポートを作成するつもりで学習する

ことを勧めたい。テキスト等を読んでいるだけでは良い試験答案を作成することができな

い。この場合にもテキストのみによるのではなく他の種々の参考文献をも用いること。参考

文献に関しては、参考文献が種々の論文等を註釈などとして紹介していることがあるから、



それによって次々と調べること。|  １ 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキ

スト学習を進めること。その学習の|    進度と理解度を試験で測る。またその到達度に

即して成績評価する。|  ２ 問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキス

ト学習の範疇で記述すれ|    ばよい。|  ３ 採点は、加点方式を基本とする。問いに

対して、解答するに必要なキーワードがすべ|    て適切に用いられていれば 50 点とす

る。|  ４ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開

とその|    深度により 40 点を上限に配点する。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード Q5501 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード Q5503 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地理学基礎シリーズ 地理

学概論〔第 2 版〕 

上野和彦・椿真智子・中村康

子編著 
朝倉書店  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。 
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード Q5505 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード Q5507 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード R0101 （認定科目名：基礎仏教学/仏教学） 

授業科目 仏教学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教学概論 仏教学概論編纂会 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

2500 年もの歴史を有する仏教は、その発祥の地であるインドばかりでなく、伝播したアジ

ア諸国においても、それぞれの国の主要な思想・宗教に大きな影響を与えてきました。中国

あるいは日本にも仏教が伝わり、それぞれに独自の発達を遂げてきましたが、それらの仏教

も、その根幹にはインド仏教思想があったと考えるべきでしょう。本科目は、そのように仏

教の根幹に位置付けられるインド仏教思想を全体的に概観することを目的とするものです。

インド仏教が一貫して主張し続ける思想を理解する一方で、時代の変化の中で変容していく

思想を正確に理解することは、仏教全体を正しく把握するための不可欠な要素であります。

具体的には、＜原始仏教・部派仏教＞と＜大乗仏教＞という二種にインド仏教を区分し、そ

れぞれの思想の特徴を大まかに捉えながら、インド仏教全体を理解する上での基礎を学びま

す。 
 

■学習の要点 

１．＜原始仏教・部派仏教＞─まず仏教がどのように成立したのかを学ぶと共に、原始仏教

と呼ばれる初期の仏教がどのような思想を有していたのか、またそれらは具体的にいかなる

内容であったのかを理解するよう努めてください。特に「縁起説」「四諦説」「煩悩」「悟り」

などに注目し、これらの思想がいかなる背景のもとに成立し、どのような教理内容を持って

いたのか、また部派仏教ではどのように解釈され体系化され発展していったのかを学習して

ください。|２．＜大乗仏教＞─はじめに、大乗仏教がどのような経緯を経て原始・部派仏教

という流れの中から産み出されていったのかを考えてください。とくに部派が伝承していた

ジャータカや仏伝文学の役割に注目してください（ここには菩薩・利他・六波羅蜜がすでに

見られます）。その上で、＜般若経＞＜法華経＞＜華厳経＞など大乗仏教の根幹を形成する

様々な経典群がいかなるものであるのかを捉え、併せてそれらの経典中にどのような教理や

思想が説かれているのかについて基本的な知識を身に付けてください。さらには、個々の教

理や思想の内容がどのようなものであり、その後どんな役割を担いながら発展していくこと

になったのかを、「菩薩」「利他行」「中観」「唯識」「浄土」「仏性」などに注目しながら把握

するよう努めてください。| 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験において、答案は要点を明確にまとめるよう努めてください。項目を羅列する

だけの答案や、問題と全く関係のない内容を記述した答案を作成しないよう注意してくださ

い。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード R0102 （認定科目名：基礎浄土学/浄土学） 

授業科目 浄土学 単位 4.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0B003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土学概論 坪井俊映 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

阿弥陀仏（所帰）と極楽（所求）、そこへの往生のための修行（去行）を中心軸とする浄土教

思想は、インド大乗仏教の中で成立し、東アジアに伝わり、わが浄土宗として花開いた。こ

の科目は、以下を思想史的な流れの上にとらえることを内容とする。| （１）浄土| （２）

阿弥陀仏とその本願| （３）浄土教思想家| （４）聖典| （５）全仏教における位置づけ

（教相判釈）| （６）末法思想| （７）人間（凡夫）観| （８）往生行とその心構え| （９）

善導（613〜681）、法然（1133〜1212）、法然門下の思想 
 

■学習の要点 

 （１）「授業の概要」で示した九項目や目次をたよりに全体的な学習内容を絶えず念頭に

置く| （２）テキストを熟読してポイントをノートにまとめる| （３）専門用語については

仏教辞典をよく引く| （４）テキストの「学習課題」を参考に、自分の理解度をチェックす

る| （５）以上を粘り強く反復する 
 

■学習の到達目標 

 （１）問題に的確に答えられているかどうかで学習の進度と理解度を判断する。| （２）

問題に関係のないことを書き連ねる答案は、いくら内容が長く、正しくても合格にならない

ので注意すること。 
 

■成績評価の基準 

問われたことに正確に答えているか、問われたこと以外のことを記述していないか、論理的

矛盾がないか、誤字脱字の有無、読み手に誤解を与えないか、をチェックし、正しい日本語

で書かれていることを基準とする。 



授業コード R0103 （認定科目名：宗教史） 

授業科目 宗教史 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B025 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本宗教史 末木 文美士 著 岩波書店  

宗教学の名著 30 島薗 進著 ちくま新書 ［ISBN］9784480064424 

 
 

■授業の概要 

末木文美士『日本宗教史』と島薗進『宗教学の名著 30』は、双方とも、現代に生きる私達に

とって宗教とはどのような意義を持つのか、という問いを基礎にしている。この問いに、宗

教、そして宗教論の歴史を通覧することによって近づこうとするのである。|宗教は時代の変

化に関わらない真実を語るのではないか、そうならば、「宗教史」という、変化をいう語は馴

染まないのではないか。確かに、宗教史が、学問として開始されるのは 18 世紀からで、教

会や信仰が人を引きつける力を失い始める時代からである。宗教は距離を置いた、つまり、

客観的な考察の対象になるのである。|テキストに選ばれた二冊は、宗教史という学問の、こ

の性格を明確に踏まえた上で、信仰・宗教の意義を問う。日本の宗教史では、神仏習合とい

う歴史事情がある。これを柱に、仏教が神道や儒学、キリスト教と関わる有様が、その政治

的意味も含めて、通覧されている。そしてまた、世界の宗教学を代表する著作が、主に、19

世紀宗教学に力点を置きながら、分析されている。|日常生活を超えるように思える宗教は、

その生活にどのような基礎を持ち、生活をどのように導くか、この点に注意しながら、二冊

の議論を追っていただきたい。 
 

■学習の要点 

日本の宗教史では、まず、神仏習合という基礎をよく理解しておくこと。鎌倉仏教では、と

くに法然の影響がどのような点で大きかったか、把握すること。江戸期では、キリシタンの

思想的動きの重要性をよく見ておくこと。儒教がどのように仏教と関わるか、この点も見逃

せない。そして、仏教が退けられる、その理由や経過も大切である。近代では、明治期の島

地黙雷たちの活動、すなわち、近代的宗教観を利用しながら、仏教を近代日本に位置づける

その方法が、重要なポイントになる。|『宗教学の名著 30』は、とくに、近代西洋で宗教学

はどのように宗教を発見するか、つまり、キリスト教以外の宗教を広く視野に入れながら、

宗教をどう性格付けるかという主題をめぐっている。とくに、現代との関連では、ニヒリズ

ムやモノノーグ的な世界観、つまり、自分の世界観を抱えて他者との対話を欠いた状態が、

宗教の問いとして取り上げられている。|二冊とも、全体の通読が欠かせない。その上で、課

題に向かっていただきたい。 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 

 

■成績評価の基準 

問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。

解答に必要なキーワードが十分使われているか、ここに留意しながら、丁寧な記述を試みる

こと。 



授業コード R0104 （認定科目名：仏教文化） 

授業科目 仏教文化 単位 4.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の仏教 第２期第３巻 

日本仏教の文献ガイド 
日本仏教研究会 編 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

日本人にとって仏教とは何か。仏教は日本の文化の展開にどのような役割を果たしたのか。

仏教文化は、仏教を軸とした日本の文化現象を学ぶ学問である。そのため、対象範囲は広く、

歴史・思想史・文学史・美術史領域との関わりの中で理解しなければならず、読むべき文献

は多様である。学びはじめのころは、どこから手をつけてよいかとまどうことさえある。| 

そこでこの科目では、仏教文化を学ぶための具体的な文献について、初心者にもわかりやす

く解説した『日本仏教の文献ガイド』に基づいて学んでいく。このテキストには多くの文献

が取り上げられ、各文献の概要、近年の研究動向、参考文献、基本テキストが示される。こ

のテキストを通して、自分の関心の方向性を明確にして欲しい。また各自で研究書・論文に

あたり、理解を深めてもらいたい。 
 

■学習の要点 

テキスト『日本仏教の文献ガイド』は、仏教文化を学びはじめるものにとって好個の書物で

ある。これによって、日本仏教を理解するための文献を知るとともに、仏教文化という学問

の広さと奥行を理解してほしい。| １．テキストの各項を十分に読み理解すること。| ２．

仏教文化の対象は広いので、多様な文献を扱うことになる。仏教思想史、浄土教思想史、仏

教文学、仏教説話、などがある。これらを扱う上での様々な問題点を理解しながら、仏教文

化という学問の性質を理解すること。 
 

■学習の到達目標 

仏教を学ぶ上で関心に即した文献が何であり、その内容や特色、歴史的背景がどのようなも

のかを理解すること。テキストやその他の参考書から問題点や近年の研究動向を把握するこ

と。漢文・古文の読解力を養うこと。| 
 

■成績評価の基準 
取り上げた文献の内容の理解度や問題点や研究動向をよく捉えたかどうか、自分の意見を積

極的に述べているかなどが評価の基準となる。| 



授業コード R0105 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード R0106 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 アジア史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード R0107 （認定科目名：古文書学１・古文書学２/古文書学） 

授業科目 古文書学 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古文書学入門〔新版〕 佐藤進一 法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

 個人や組織・機関が命令や依頼、許可などを実施する際に発せられる文書（公文書、書状、

書簡など）、いわゆる「古文書」は、宛先・差出の人物や組織の政治的・社会的な関係が反映

されているだけでなく、その目的に即して一定の書式にしたがって記されることが多い。こ

うした書式は、人や組織が変化するに伴い変化するが、逆に文書の書式の変化に着目すれば、

文書の発給・差出に関わる歴史的な事実を解き明かす手がかりとなる。本科目ではそうした

「古文書学」に関する基礎的な知識の習得を目的とし、様式の具体的な内容、様式の変遷、

その背景を検討することが学習の中心となる。| 文書の様式についての理解を深め、それぞ

れの様式の用途について考えると共に、そうした様式がどのような背景で成立し、どのよう

に変化していくのか、また後の様式とはどのような点で異なっているのか、その理由は何か

といった点について学習する。 
 

■学習の要点 

 古文書学の目的は、単なる文書様式の学習ではない。様式の背景にある時代的社会的な特

徴と様式の関係を考えるのであるから、単に様式だけでなく、様式同士がどのような関係に

あるのか、またその理由などについても考える必要がある。| 実際の学習にあたっては、

個々の様式を十分に理解した上で、様式成立の背景や前後の様式との関わりを意識しながら

学習を進めてほしい。| ・古文書とは何か。また古文書学研究と歴史学研究の関わりについ

て| ・古文書における奉書と直状の特徴と違いについて| ・中世の起請文の様式とその変

遷について| ・鎌倉時代の武家様文書の特色について| ・次の古文書用語および様式につ

いて|  １：花押 ２：右筆 ３：院宣 ４：奉書 ５：外題安堵| ・次の古文書用語およ

び様式について|  １：綸旨 ２：案文 ３：女房奉書 ４：端裏書 ５：軍忠状| 
 

■学習の到達目標 

用語に関する単なる理解ではなく、古文書学の基本的な考え方を理解する様努めること。そ

の上で以下の諸点について理解したい。|１：古文書学の基本的な考え方が理解できている。

|2：古文書の基本的なターム（用語）について理解できている。|３：古文書が社会関係や政

治状況を反映していることを理解している。| 
 

■成績評価の基準 
1：古文書学の目的や基本的な方法、考え方についての理解|２：古文書学の基本的なターム

（用語）についての理解|3：文書様式についての理解 



授業コード R0108 （認定科目名：民俗学） 

授業科目 民俗学 単位 4.0 

担当者 大野 啓 
シラバスグルー

プ 
T0X031 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ：現代を知

るために 
八木透編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 民俗学は、様々に伝承された資料を研究対象として、フィールドワークと呼ばれる野外調

査の手法に基づいた事例の採取とその分析から、生活文化の一端を究明してゆこうとする学

問である。人生儀礼・生業・民間信仰・年中行事など、その研究テーマは多岐にわたり、ま

た対象となる地域も、農山村漁村から都市に至るまで幅広い。| 本科目で使用するテキスト

には、民俗学が従前より取り組んできたテーマに対する研究の成果が具体的に述べられてい

る。民俗学は生活文化が研究対象であることから多方面への言及がなされているのだが、そ

れらの全ては「日本における文化のあり方」という点において共通の視点をもつものであり、

それぞれに連動する要素を包含する。| 本科目では、これまで民俗学が取り組んできた課題

の幾つかについて触れ、その研究成果の概略を学んでいただくことを第一の目的とする。そ

して、我々の生活に身近にある諸事例についてもう一度目を向けてもらい、問題意識をもっ

てそれらを見る眼差しを養うことを第二の目的とするものである。 
 

■学習の要点 

 リポート設題では、これら民俗学の研究対象の中から人生儀礼と研究学史に関する課題を

設定した。人生儀礼に関しては履修者諸君においても既に経験済みのものも多くあり、身近

な問題として取り組みやすいのではないかと思うが、テキスト中でも取り上げられている成

人や婚姻、葬送儀礼や墓制については民俗学からのアプローチもこれまで多く試されてきて

おり、民俗学がこれまでそれら諸課題に対してどのように取り組んできたのかを学習し、あ

わせて自身の周辺にある事例への新たな視点を体得してもらいたい。| また、民俗学の学史

的動向に関する設題では、民俗学そのものが歩んできた道程についての学習を第一義とす

る。学問は時代の流れとともに常に進化するものであり、それは民俗学とて例外ではない。

柳田國男をはじめとする幾多の研究者によって提示された研究方法とその成否をめぐる議

論、そして新たに着目された研究分野など、民俗学の研究動向について学び、生活文化への

研究視角の変遷についての知識を深めてもらうことを望む。| ・柳田國男が示した「比較研

究法」の特質とその問題点についてまとめておくこと。| ・「複合生業論」について具体的

にまとめておくこと。| ・婚姻研究に関する民俗学の成果についてまとめておくこと。| ・

民俗学で両墓制が注目された理由についてまとめておくこと。| ・日本人の霊魂観について

民俗学的成果を踏まえて考えてみよう。| ・仏教民俗学研究の意義と可能性について考えて

みよう。| 
 

■学習の到達目標 

文章は箇条書きによる記述は避けて論述をすること。また漢字表記には正確さを求める。論

点がうまく整理されているかどうか、また要点が正確に盛り込まれているかどうかが評価の

基準となる。 
 



■成績評価の基準 

テキストの内容を理解した上で、問題に対して受講生自らの考えを論理的に叙述できるこ

と。|テキストで述べられている民俗学の基礎的な研究史を理解していること。|テキストで

述べられている生活文化に対して、受講生自らの経験などを踏まえて、問題の問にたいして

考えを述べることができる。||以上の 3 点を総合的に判断して評価します。 



授業コード R0109 （認定科目名：考古学） 

授業科目 考古学 単位 4.0 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる考古学 松藤和人・門田誠一編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

考古学の目的や資料と方法を把握し、その後、時代や事象に対する考古学的な知見によって

歴史を構築し、叙述していく方法を修得していくことを目的としています。これによって大

学における考古学の学修をめざしています 
 

■学習の要点 

考古学は人間が地中に残した物資資料や大地に刻んだ生活の痕跡によって歴史を叙述する

ために、国や地域を越えた広がりをもつ研究分野となってきています。不明な専門用語や未

知の地名などがあった場合は、各種の歴史事典、考古学事典および日本地図や世界地図でこ

まめに調べてみることを勧めます。 
 

■学習の到達目標 

考古学資料は地域や時代についての具体的な情報から歴史叙述を構築することが特色です。

そのため遺跡・遺構・遺物などを根拠として、論理的な記述ができるようになることが目的

です。 
 

■成績評価の基準 

考古資料は、地域や時代についての明瞭な記述がないと歴史資料とはなりません。 近、い

つ・どこで・なにが・どうして・どのような意味があるのか、という基本的事項が欠けてい

る解答が多く、これは歴史叙述としては基本的要件を満たしていません。基本事項の理解と

記述に努めてください。  



授業コード R0110 （認定科目名：歴史地理学） 

授業科目 歴史地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史地理学 桑原公徳 他編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 私たちの身の回りで起きている出来事・現象には、必ず時間と位置あるいは場所がある。

また、それらは、単独ではなく、必ず他の出来事や現象と関わりながら起きている。このこ

とは過去に起きた出来事・現象も同じである。歴史地理学は、過去に起きた出来事・現象を

その場所において他の出来事や現象と関係づけて、場所のもつ意味や特性、場所（地域）の

仕組みを考える学問分野である。この授業では、京都を中心にいくつかの出来事（現象）を

取り上げ、複数の出来事（現象）を関係づけて空間的な視点からそれらの意味を考えていく

ことに重点を置き、講義していく。 
 

■学習の要点 

1．景観復原の直接的方法と間接的方法について、その方法の特色と使用する諸資（史）料、

２つの方法の用い方や関連性を、具体例を通じて理解する。|2．弥生時代〜古墳時代の集落

遺跡の立地環境を調べ、その変化と社会経済的背景を考える。|3．わが国の古代都城（宮都）

のプランについて、その計画性や特色を、図を用いて整理し、理解する。|4．中世における

集落形態の変化を整理し、城館集落の分布・形態・機能を具体例を用いてまとめる。|5．近

世城下町について都市の内部構造上の特色をまとめ、城下町における商工業機能の配置や地

域的役割を整理するとともに、他の近世都市との機能的共通点や相違点を考える。|6．近代

以降における私鉄路線網の形成過程を図にして整理し、私鉄路線の伸長にともなってどのよ

うな地域開発が進んだかをまとめ、地域開発に対する私鉄の役割を理解する。 
 

■学習の到達目標 

①出来事・現象を含む、歴史地理学的な基本用語を正しく使うことができる。|②複数の出来

事（現象）間にある関係を見出し、その関係を説明できる。|③ある出来事（現象）を他の出

来事（現象）と関係づけながら説明できる。| 
 

■成績評価の基準 

【リポート添削・評価の基準および留意点】|①リポート課題の主旨を正確に理解し、それに

適った内容になっていること。|②リポートの文章構成が論理的に組み立てられているか。|

③自ら作成したオリジナルのリポートであること。これに該当しないと判断した場合は添削

対象外とする。||【リポート作成上の留意点】|①リポートの形式（「はじめに」から開始し、

本論に章番号・タイトルをつけて論理構成を示し、 後に|「おわりに」で全体をまとめるこ

と）にしたがって記述すること。|②参照した文献・資料を必ず記載すること。また、文献の

参照部分には（著者名または筆者名、発行年）|の形式で、参照したことを明示すること。|③

必要な資料を 1 ファイルにまとめ必ず添付すること。| 



授業コード R0111 
（認定科目名：日本文学概論/日本文学概論１・日本文学

概論２） 

授業科目 日本文学概論 単位 4.0 

担当者 坂井 健・奥村 和美 
シラバスグルー

プ 
T0M011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文学概論 坂井健編著 佛教大学  

復刻版 評論でみる明治大

正文学史 
坂井健編 北斗書房 [ISBN]9784894673830 

 
 

■授業の概要 

 まず初めに、文学とはどのようなものか、日本文学にはどのような領域が含まれるのかと

いった問題から説き起こし、国学の歴史と日本文学研究との関わり、日本文学研究の目的に

及ぶ。ついで、実際に行われている日本文学研究のさまざまな方法を、具体例をあげながら

紹介していく。それぞれの方法で、どのような手順で研究が行われるのか、その方法によっ

て何を明らかにすることができるのか、あるいは、その目的は何か、また、その方法の短所

は何か、などを明らかにしていく。次に、日本文学の歴史や領域のあらましについて述べた

あと、実際に研究を進める方法や、そのために必要な知識について紹介していく。| 日本文

学を学習しようとする人に、自分たちがこれから学習しようとすることはどのようなものな

のか、どのように学習していかなければならないのか、といった点について、その概略を把

握してもらうことを目的としている。 
 

■学習の要点 

 この科目で学習するべきことは、日本文学研究についての概略であって、個別的知識では

ない。個別的知識が述べられている場合でも、それはあくまで研究方法などを説明するため

にあげられた具体例に過ぎないのであって、例そのものよりも、その例によって何が述べら

れているのかに注意して理解するようにして欲しい。特に重要なのは以下の点である。| １．

文学とはどのようなものであるか。その特性は何か。| ２．日本文学の範囲はどのようなも

のを含むか。| ３．国学と日本文学研究の関係はどのようなものであるか。日本文学研究の

歴史とその性格はどのようなものか。| ４．書誌学はどのような作業を行うか。その作業の

必要性とその作業をおろそかにした場合の問題点は何か。| ５．注釈・解釈・鑑賞とはどの

ような作業か。その有効性と問題点は何か。| ６．出典研究と作品成立論は何を明らかにす

るか。その有効性と問題点は何か。| ７．伝記研究の有効性とその問題点は何か。| ８．テ

クスト論とはどのような立場か。その有効性と問題点は何か。| ９．文学史・文芸理念研究

は何を明らかにしようとするか。その有効性と問題点は何か。| いずれの場合でも、日本文

学研究は何を明らかにすることができるのかという問題意識を持ちながら学習して欲しい。

| 
 

■学習の到達目標 

１．「学習の要点」にある学習目標に即して学習すること。その学習の進度と理解度を科目

終試験で測る。またその到達度に即して成績を評価する。|２．問題はテキストに即して出

題する。解答はテキスト学習の範囲内で記述すればよい。|３．出題を正しく理解し、問題の

要求にしたがって論理的に解答をするように。| 
 



■成績評価の基準 問題に対して、テキストの記述に即して解答しているかによって評価します。 



授業コード R0112 （認定科目名：日本文学史） 

授業科目 日本文学史 単位 4.0 

担当者 有田 和臣 
シラバスグルー

プ 
T0M001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原色シグマ新国語便覧 ビ

ジュアル資料〔増補３訂版〕 
国語教育プロジェクト編著 文英堂  

    

 
 

■授業の概要 

上代から近代にいたるわが国の文学史の概略を理解することを目標とします。それぞれの時

代における文学のジャンル、代表的な作家・作品とその特徴、および文学史上の位置づけ、

時代背景との関わりを学びます。 
 

■学習の要点 

 初めにテキスト（「古文編」「現代文編」）をひととおり通読し、文学史の大きな流れを把

握するとよいでしょう。次に、重点的に取り上げられている作品または作家についての解説

を中心に読みます。できれば原典を読んでみましょう（全文でなくとも良いし、古文であれ

ば、現代語訳つきでも構わない）。各時代（上代・中古・中世・近世・明治・大正・昭和）に

ついて、 低二作品は読むとよいでしょう。実際の作品に接した経験は必ず文学史への理解

を助けます。| 学習の要点は以下の７点です。これらについては確実に理解しておいてくだ

さい。|  １．「古事記」「日本書紀」の内容・特色。|  ２．「万葉集」「古今和歌集」「新

古今和歌集」のおよその成立年代、内容・歌風の特色（３点以上）。|  ３．王朝期（中古、

平安時代）「女流日記」「物語」「随筆」「説話集」の代表的な作品（女流日記、物語は２つ以

上、随筆、説話集は１つずつ）、作者、内容の特色。|  ４．「平家物語」「方丈記」「徒然草」

「風姿花伝」の属するジャンル、作者、およその成立時期、内容の特色。|  ５．松尾芭蕉、

井原西鶴、近松門左衛門、滝沢馬琴のおよその活躍時期、代表作、作品が属するジャンル、

作品の内容上の特色。|  ６．「写実主義」「擬古典主義」「浪漫主義」「自然主義」「余裕派

（高踏派）」それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮そ

れぞれの特色。|  ７．「耽美派」「白樺派」「新思潮派」「プロレタリア文学」「新感覚派」

それぞれに属する文学者２人以上、それぞれの代表作１つ以上。５つの思潮それぞれの特色。 
 

■学習の到達目標 
日本文学史の流れを、主要な作家・作品の知識とともに、歴史的背景との関連において把握

できることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に示した重要事項を中心に、日本文学史の主要な作家・作品の知識が身に

ついていること。|・歴史的背景との関連において、日本文学史の大まかな流れを把握してい

ること。|・正しい日本語を書いていること。文の乱れ、誤字脱字、ひらがな表記の濫用は減

点の対象とします。 



授業コード R0113 
（認定科目名：日本語学概論/日本語学概論１・日本語学

概論２） 

授業科目 日本語学概論 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国語学 宇野義方編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 わたくしたちは、生まれた時から、周囲の人々の話すことばに触れ、それを習得すること

によって、コミュニーションをはかることを覚えます。その後、異なったことばに出会った

時に、違いを知るところから、ふりかえって自らのことばの体系を客観的に見ることとなり

ます。| 時間の隔たり、空間の隔たりによって、ことばはさまざまな様相を見せます。古い

時代から現代まで、日本語がどのような歩みをしてきたのか、すなわち、日本人が何を考え、

どう生きてきたのかを知ることは、これからのわたくしたちがどう生きるかを考えることと

なるでしょう。 
 

■学習の要点 

 まず、テキストを何度も読んでください。特別な学術用語もありますので、それを覚える

と整理がしやすくなります。また、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物

などで調べてください。 || 1．音声と音韻の違いを把握してください。| 2．日本語は、

漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・ギリシア文字などで表記されます。それらがどのよ

う|       にして日本語の表記法として定着していったかを学習してください。また、常用

漢字・送りがな・|       仮名づかい・外国語の表記などの問題点について学習してくださ

い。| 3．語種を 4 つに分け、それぞれの特徴について学習してください。| 4．単語の意

味・文の意味を考えてください。| 5．橋本文法、山田文法、時枝文法、中等文法について

学習してください。| 6．方言・標準語・共通語について学習してください。| 
 

■学習の到達目標 
テキストをしっかり読んで、テキストに書かれている概念をきちんと把握してください。た

だし、テキストだけで理解するのに不十分な場合は、他の書物などで調べてください。 

 

■成績評価の基準 
テキストに書いてあることを、きちんと理解しているかどうかを見ます。|（そのために、他

の書物を参考にすることを否定しているのではありませんので、誤解しないように） 



授業コード R0114 （認定科目名：日本語文法/日本語文法１・日本語文法２） 

授業科目 日本語文法 単位 4.0 

担当者 荻原 廣 
シラバスグルー

プ 
T0M006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新口語文法 平居謙編 京都書房  

標準古典文法 市川孝・山内洋一郎 監修 第一学習社 [ISBN]9784804033105 

 
 

■授業の概要 

 日本語の文法を学ぶ。まず、平安時代の文法を中心とした古典文法、および口語文法（現

代語の文法）の基礎を身につける。テキストの文法論は、学校文法と呼ばれるもので、言葉

を形の上から見分けることを主眼にした、文法を勉強し始める人にとっては、わかりやすい

文法の理論である。| しかし、テキストにも触れてあるが、「文法は言葉がどんな法則で成

り立っているのかを解明するために後から考えられたもの」である。そのため、文法論は数

多くあり、そしてそれは、それぞれの文法学者の言語観・人間観・世界観が反映されている。

| したがって、文法書によって、言葉の単位の設定の仕方、品詞の名づけ方にも違いがある。

それらにも学びながら、皆さんの言語観・人間観・世界観を養ってほしい。| 
 

■学習の要点 

 2 冊のテキストの記述をよく読み、練習問題を解きながら、日本語の文法を考える力を身

につける。中でも、古典文法は、できるかぎり例文の原典を読み、文章の流れの中で考える

とよい。| 人の言葉は、時代により、人々のものの考え方により、変化する。それゆえ、古

典文法と現代語の文法との間で、もともとは同じ言葉であったものの品詞が異なる場合も起

きてくる。| また、同時代において、別の働きをする言葉もある。たとえば、「本がある。」

の「ある」と「これは本である。」の「ある」とでは、働きが異なっている。これは、どのよ

うに説明すればよいか。そのような疑問がいろいろ起きるだろう。その時には、さらに種々

の文法論をひもといてほしい。それぞれの文法論に触れるうちに、疑問に対する解答を見つ

けていくことができるだろう。種々の文法書を読む基礎の力を、このテキストの学習を通し

て身につけてほしい。| 
 

■学習の到達目標 

古典文法を身につければ、古典作品が正確に読める。また、口語文法（現代語の文法）を身

につければ、今使っている日本語に関して疑問がわいたときに、その答えを導く一助になる

だろう。そのレベルに達してほしい。 
 

■成績評価の基準 古典文法と口語文法（現代語の文法）の両方について理解しているかどうかが基準となる。 



授業コード R0115 （認定科目名：漢文学/漢文学１・漢文学２） 

授業科目 漢文学 単位 4.0 

担当者 鷲原 知良 
シラバスグルー

プ 
T0M028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

漢文法基礎：本当にわかる

漢文入門（講談社学術文庫；

２０１８） 

加地伸行著 講談社  

    

 
 

■授業の概要 

 「漢文学」では、「漢文訓読」の方法について学び、「漢文訓読」で中国の古典を読む。| 日

本人は中国の古典を、主として返り点を付け仮名を添えて読む「漢文訓読」の方法で読んで

きた。そのように受容してきた「漢文」が日本語に与えた影響は大きい。この科目では、ま

ず漢文訓読がどのように成立したか、その歴史的背景を学ぶ。次に、その完成した漢文訓読

がどのようなものか、仕組みを理解する。 後に、漢文訓読が持つ問題点についても考える。

| また、あわせて有名な漢文に親しみ、漢文を読むための基礎的知識を習得し、日本文学と

の関連についても学ぶ。 
 

■学習の要点 

テキストの内容を理解すること以外に、以下のことを心がけよう。|テキストで取り上げられ

ている漢文の名句に関して、| １．簡単な白文に返り点・添え仮名を付けて読み下し文を作

れるようになること。| ２．置き字・再読文字や漢文の語法を理解すること。| ３．歴史・

文化的な背景の知識を身に付け、解説できるようにすること。|１．２．については、高校卒

業までで学んできたことをまず確認しよう。その上で、単に受験用の知識ではなく、その成

立の背景や日本語との関係を理解し説明できるようにする。また可能な限り暗誦を心がけ、

漢文のリズムを身に付けよう。 
 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|１．漢文の名句について、次のことができること。| a．白文に返り点

を付けられる| b．a から読み下し文を作れる。| c．読み下し文を白文に戻せる。|２．漢文

に関する基礎的な知識について簡単に説明できること。 
 

■成績評価の基準 
出題に応じて適切な用語で適切な説明ができているか。|例示等により具体的な説明ができて

いるか。|以上の二点について評価し、誤字等の不備は減点する。 



授業コード R0501 （認定科目名：浄土教学/浄土教学 1・浄土教学２） 

授業科目 浄土教学 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土の教義 石井教道 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 このテキストは「浄土の教義」ですが、実際には「浄土宗の教義」をめぐって救済者とし

ての阿弥陀仏論・被救済者としての衆生論・ 終到達点としての解脱論から構成されていま

す。そして各章ともに法然上人が敬い慕われた中国の善導大師と法然上人自身の教えにもと

づいて解説されています。| なぜ阿弥陀仏による救済が行われるのか、なぜ念仏を称えるの

か、浄土宗義における衆生とはどのような者なのか、往生とは何かといった浄土宗義の根幹

について学びます。| なおテキストは浄土教の基礎知識がすでに備わっている学習者を対象

としています。よって基礎知識のない人は相応の努力が必要となります。 
 

■学習の要点 

１．浄土教に特有な用語を辞典などを使ってこまめに調べること。その際、二つ以上の資料

で調べることをすすめます。|２．救済者としての阿弥陀仏は、どのような仏であるのか、ま

たなぜ衆生を救おうとするのかが学習の中心となります。|３．テキストでは衆生論について

特に詳細に解説しています。浄土宗義において衆生（救済される側）の実現のありさまをど

のようにとらえているのか、そしてその衆生が行うことのできる修道としての信仰・実践・

態度・（安心・起行・四修）をしっかりと理解すること。|４．解脱論では、救済（往生浄土）

の理論について学び、加えて往生した後にさとりを得るために修行する場としての極楽浄土

とはいかなる世界であるのかを学んでください。| 
 

■学習の到達目標 

阿弥陀仏とはどのような仏であるのか、極楽浄土とはどのような処であるのか、また救われ

る衆生はどのような人なのかをおさえること。 具体的に浄土宗の修道論(安心、起行、作

業)である三心、五種正行、四修、三種行儀の内容をおさえることである。  
 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。 | 要点を的確におさえることに心がけてください。 



授業コード R0502 （認定科目名：浄土教の歴史/浄土教史） 

授業科目 浄土教史 単位 4.0 

担当者 本庄 良文 
シラバスグルー

プ 
T0B032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土教史概説 坪井俊映 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

浄土教は紀元前後のインドにおいて、大乗仏教の中から展開してきた思想です。そのうち、

圧倒的な影響力をもってきたのが極楽浄土にすまう阿弥陀仏をよりどころとする浄土教思

想です。|テキストは概ね時代に沿って、インド・中国・日本における浄土教の展開について

要領よく解説しています。|本科目においては、浄土教がそれぞれの地域・時代においてどの

ように受容されてきたのか、どのように教義が構築され、信仰が宣揚されていったのかを学

んでいきます。|さらに、大乗仏教としての浄土教が、人間社会の中で生き生きと活動してき

た宗教であり哲学であるということを学ぶことができます。| | 
 

■学習の要点 

（１）「浄土三部経」（無量寿経・観無量寿経・阿弥陀経）および般舟三昧経の浄土教思想|（２）

インドの龍樹（２～３世紀）や天親（世親、５世紀）の浄土教思想|（３）在来宗教・思想な

どとの接触、末法思想や他の仏教宗派との関わりの中で構築されていった浄土教思想|（４）

鎮護国家と現当二世安楽思想を基調とする日本仏教の中で、機根（能力・資質）の自覚や時

代観が産み出した新たな浄土教|（５）中国の善導大師とわが国の法然上人の浄土教の共通性

と差異| 浄土教の歴史とは、すなわち経典解釈・教理の展開についての歴史です。学習に際

しては、参考文献を参照しながら、それぞれの事象の相互の関連性を見る眼と、それらを総

合的に捉える眼の両者を養うよう心がけてください。 
 

■学習の到達目標 

出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。 |どれもみな浄土教の基本的な問題ですので、要領よく的確にまとめてくだ

さい。 
 

■成績評価の基準 主観を交えず、テキストや参考文献に忠実に理解しているかを基準とします。| 



授業コード R0503 
（認定科目名：原始・部派仏教思想/原始・部派仏教思想

１・原始・部派仏教思想２） 

授業科目 原始・部派仏教思想 単位 4.0 

担当者 山極 伸之 
シラバスグルー

プ 
T0B051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原始仏教（サーラ叢書 ４） 水野弘元 平楽寺書店  

    

 
 

■授業の概要 

原始仏教は、仏教の根本であることから根本仏教ともいわれ、またインド仏教の歴史におい

て初期時代の仏教であることから初期仏教ともいわれます。仏教の祖である釈尊（ゴータマ・

ブッダ）や仏弟子の教えを中心に説かれた経（阿含・ニカーヤ）、律を研究の対象とする仏教

を指します。|また部派仏教は原始仏教に続いて興った仏教で、「経に対する解釈や研究」を

意味するアビダルマ仏教とも言われ、原始仏教の根本思想について学問的に哲学的に体系付

けを行った仏教を意味します。その文献は論と言われ、仏教学の基本とも言うべき仏教を指

します。|この原始・部派仏教思想は、後の仏教の基礎とも源流とも言いうる仏教であるとい

う点から、仏教を学ぶ者にとって不可欠な科目であります。| 
 

■学習の要点 

仏教の基礎とも源流ともいいうる仏教であるので、特定の部分だけを学ぶのではなく、全体

を学ぶことによって仏教とはどのような思想をもった宗教であるのかを知る必要がありま

す。そこに説かれる思想は、いずれも仏教の根本思想がさまざまな角度から説き明かされた

結果となるので、すべてが相互に関係したものといえます。その点を踏まえて、以下の点に

ついて学習を進めてください。|①三学|②無我、無常|③四諦説|④涅槃|⑤三明と六神通|⑥涅槃

の合理性と迷信の排除という仏教の立場||| 
 

■学習の到達目標 

①三学について説明できる。|②無我、無常の内容について説明できる。|③四諦説について説

明できる。|④涅槃の内容と特徴について説明できる。|⑤三明と六神通について説明できる。

|⑥涅槃の合理性と迷信の排除という仏教の立場について説明できる。| 
 

■成績評価の基準 学習の到達点への達成度を、 終試験における記述内容で確認し、評価する。 



授業コード R0504 （認定科目名： 大乗仏教思想１・ 大乗仏教思想２） 

授業科目 大乗仏教思想 単位 4.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド仏教の歴史：「悟り」

と「空」 （講談社学術文庫；

1638） 

竹村牧男 講談社  

仏教の源流：インド 長尾雅人著 中央公論新社 [ISBN]9784122038677 

 
 

■授業の概要 

紀元１世紀頃、インドに新たな仏教が誕生した。それを大乗仏教という。大乗とは「大いな

る乗り物」を意味する。原始・初期仏教の時代から、ブッダの教えは私たちを「さとりの世

界」に運ぶ「乗り物」に喩えられてきた。大乗仏教を担った人たちは、自分たちの新たな仏

教こそ、既成の教団仏教よりすぐれた「大いなる乗り物」だと自負したのである。そしてそ

の中から『般若経』『法華経』『華厳経』『無量寿経』といった私たちにも著名な数々の大乗経

典が生み出され、それらの経典をバックボーンとする思想家が次々と現れて、紀元２世紀以

降インドに大乗仏教思想の花を咲かせた。シルクロードを経て中国に伝えられ、さらに海を

渡って現在の我が国に至る仏教のほとんどは、大乗仏教もしくはその影響下にある仏教であ

る。この科目では、大乗経典に説かれる「菩薩」「誓願」「空（くう）」「一乗」といった大乗

仏教独自の思想を学び、さらに大乗仏教の思想家の中から、ナーガールジュナ（龍樹）の中

観思想と、アサンガ（無著）・ヴァスバンドゥ（世親）兄弟の唯識思想の基本を、それらの中

国、日本における展開をも視野に入れつつ学びます。 
 

■学習の要点 

・大乗仏教文献にあらわれる様々な概念は、阿含経典やアビダルマ文献にあらわれるものと

は随分異なります。まずそれら大乗仏教独特の概念を学ぶ必要があります。テキストはすべ

てを網羅しているわけではありませんので、不足分は参考書にあたってください。|・さらに

テキストを離れて『般若経』『法華経』『無量寿経』といった著名な大乗経典自体を読むこと

も必要です。実際の文章を読むと、大乗仏教の世界がより身近なものとして理解できるはず

です。サンスクリット語原典や漢訳を読む必要はありません。参考文献に挙げている現代語

訳を用いてください。|・インドにおける大乗仏教の哲学は大きくふたつの流れに分けること

ができます。龍樹に始まる中観思想（中観派）と、無著・世親兄弟に始まる唯識思想（唯識

派）です。二つの哲学は『般若経』の空の思想をめぐって大きく対立します。また唯識思想

に見られるアーラヤ識説や三性説などは、一般には理解困難なものと見なされがちですが、

そんなことはありません。参考書は分かりやすく書かれています。皆さん方の挑戦を望みま

す。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の問題はリポート設題と関連する事項から出題されます。リポート作成の時か

ら関連する項目もしっかり調べておきましょう。成績評価に関しては、試験問題の問題の意

図するところが正しく理解され、自身の言葉で合理的な論述がなされているかどうかによっ

て評価します。 
 



■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード R0505 （認定科目名：仏教書誌学/仏教書誌学１・仏教書誌学２） 

授業科目 仏教書誌学 単位 4.0 

担当者 松永 知海 
シラバスグルー

プ 
T0B041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

佛教書誌学 坪井俊英 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 およそ文献により人類文化を見つめていく学問は広義の意味で文献学と呼ぶことができ

る。文献学では文献に書かれた内容だけでなく、体裁、書体、刊本か写本かなどがまず問わ

れるが、何に、どうやって書いたのかも重要である。たとえば書かれる材料に限っても時代

により獣皮、絹布、竹、木、樹皮、紙などが使われ多種多様である。| テキストでは釈尊の

説法にはじまった仏教が、東アジアの国々にどのように伝播し、日本に伝えられ広まってき

たかを仏教典籍（仏典）の編輯、書写、刊行という側面から記述されている。仏教の展開の

歴史を仏典の流布から学んで欲しい。 
 

■学習の要点 

・釈尊がどのような言葉を用いて説法されたのか、その説法がどのような経緯で編輯された

のか。結集、三藏、大乗経典などを中心として学習すること。|・中国にいつごろ仏教は伝わ

り、どのような人々によって漢字に翻訳されてきたのか。経典目録、訳経事業、経典書写の

目的などを中心として学習すること。|・大蔵経（一切経）の開版はいつ、どこで、どのよう

な経緯により行われたのか。写経と開版との長所短所、開版の発展原因、開版の種類と概要

などを学習すること。|・日本に仏教が伝来し、大蔵経（一切経）はどのように伝えられたの

か。写経所の概要、書写経典の具体的事例をあげながら平安期までを学習すること。|・日本

における仏典開版の歴史を概説し、浄土教版といわれる出版はどのようなものなのか。浄土

教版の定義をした上で出版事例を学習すること。|・日本における大蔵経開版の試み、完成さ

れた大蔵経にはどのようなものがあるか。木製活字から整版、整版から金属活字へと変遷し

た理由、製本の変化を学習すること。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を科目 終試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問題は、テキス

トに即して出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。|③採点は、加

点方式を基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば

50 点とする。|④出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の

展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|⑤解答は、1200 字以上。これを充たせば

10 点を加える。 
 

■成績評価の基準  到達目標の達成度で採点します。 



授業コード R0506 （認定科目名：仏教美術史） 

授業科目 仏教美術史 単位 4.0 

担当者 安藤 佳香 
シラバスグルー

プ 
T0X005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏像の秘密を読む 山崎隆之著 東方出版  

    

 
 

■授業の概要 

 仏像の「造形」に関する基礎を学習する。日本（飛鳥～鎌倉時代）の主要作品を対象に諸

像の造形的特徴を確認し、制作技法に特化したトピックとあわせて理解を深める。また仏像

を説明・記述する際の専門用語や、特有の言いまわしに親しむ。 
 

■学習の要点 

 本科目では「仏教美術」というときの「美術」を意識して仏像の「造形」を学習してほし

い。換言すると、仏典などに依拠して「定められたかたち」に対し、地域や時代によって異

なる表現志向、あるいは作者の感性や技量などに起因して「創られたかたち」である（ただ

し、ひとつの作品において、その二つの在りようは統一体であり、単純に切り離すことはで

きない）。本科目では、とくに後者の性質に重点を置き、作品の「個性」を捉える視点の習得

を目指す。テキストの第Ⅰ部は、この意識をもって読み進めてほしい。| テキストの著者は

仏像の修復・制作に多く携わった研究者で、制作技法に関わる知見も大いに参照される。そ

の業績が反映されたテキストの第Ⅱ部は、本科目のみならず、仏教美術の学習や鑑賞におい

て伏線的に役立つ内容として押さえてほしい。 
 

■学習の到達目標 
・主要な仏像の造形的特徴を説明できるようになる|・自らの眼で仏像の造形的特徴を観察・

感受できるようになる 

 

■成績評価の基準 

・用語や基礎情報が正確に扱われていること|・作品の造形的特徴（材質・形式・表現など）

について、テキスト（文章および図版）に基づき（また視点を習得して）的確に把握・説明

されていること|・図版の観察に基づく内容には、自らの言葉による記述を含むこと 



授業コード R0507 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード R0508 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード R0509 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード R0510 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード R0511 
（認定科目名：大乗仏教思想史/大乗仏教思想史１・ 大乗

仏教思想史２） 

授業科目 大乗仏教思想史 単位 4.0 

担当者 松田 和信 
シラバスグルー

プ 
T0B047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

空の論理「中観」（角川文庫

ソフィア．仏教の思想；3） 
梶山雄一ほか 角川書店  

認識と超越「唯識」（角川文

庫ソフィア．仏教の思想；4） 
服部正明ほか 角川書店 [ISBN]9784041985045 

 
 

■授業の概要 

 大乗仏教思想史という限り、学派の伝承として思想をとらえることが重要と思われる。大

乗仏教の学派というと中観派と唯識派である。| 中観派（Mādhyamika）は、ナーガールジュ

ナ（龍樹 150−250）を祖とし、アーリャデーヴァ（聖提婆 170−270）が出て、その後、ブ

ッダパーリタ（仏護）、チャーンドラキールティ（月称 600−650）らの帰謬派とバーヴァヴ

ィヴェーカ（清弁 500−570）、ジュニャーナガルバ（700−760）、シャーンタラクシタ

（725−784）、カマラシーラ（740−797）、ハリバドラ（８世紀）らの自立派とに分かれる。

それは『中論』の解釈と、また無自性の論証に於いて異なりが生じた為である。空、無自性

の論理、龍樹の論法、分別、戯論、二諦説を柱とする。| 唯識派（Vij&#241;ānavādin）に関

しては、『瑜伽師地論』『解深密経』『大乗荘厳経論』に加え、特に無着の『摂大乗論』、世親

の『唯識二十論』『唯識三十頌』は必読の書である。それらから三性説、アーラヤ識説、唯識

無境説を学び取る必要がある。『二十論』の外境批判としての原子批判から唯識無境へと導

く過程は、後代にも大きく影響したものであり、理解を深める必要がある。| 如来蔵思想と

は一切の衆生が悟り得る根拠を示すものであるが、それは『如来蔵経』の九種の譬喩により

明示される。『不増不減経』『勝鬘経』『宝性論』等が主な基本テキストである。 
 

■学習の要点 

１．中観思想を学習するに際しては、それ以前のアビダルマの哲学と『般若経』やナーガー

ルジュナの思想、特に空、無自性、縁起が何故説かれたのか、この意味を十分考察してくだ

さい。|２．ナーガールジュナ（龍樹）に始まる中観派は『中論』の縁起、空、無自性、二諦

説に基づいて成立した学系であるが、それらの解釈と証明法を巡り自立派と帰謬派に分派す

る。さらにその後、シャーンタラクシタ、カマラシーラが現われ、唯識思想を高く評価しつ

つ、さらに中観思想へと導く体系が確立される。彼らは仏教論理学派のダルマキールティ（法

称）の理論を広く活用している。彼らの中観思想はチベット仏教思想に多大の影響を与えた。

|３．唯識無境、三性説、アーラヤ識に通じるためには『解深密経』『瑜伽論』及び無着や世

親の諸論書に通じることが大切である。それと共に止観に基づく修道論を学習することは不

可欠である。我々の言動、心理活動は、その時その場で終るのではなく種子としてアーラヤ

識に保存され、その影響力を未来に行使する。この意味をよく把握する必要がある。 
 

■学習の到達目標 

１．アビダルマの「有」の哲学体系が構築され、その後『般若経』、ナーガールジュナによ

り、空、無自性、縁起の思想が打ち出される。そのポイントは「自性」に対する考え方の相

違がある。|２．唯識思想の柱といえるものは、唯識無境説、アーラヤ識、三性説である。唯

識無境とはどういうことなのか、よく理解し、前七識とアーラヤ識とが相互に関係し合うこ



と及び三性説の意味を十分理解すること。|３．無着の著わした『摂大乗論』、世親の著わし

た『唯識二十論』『唯識三十頌』等、テキストとそれらの内容を十分理解すること。無着の唯

識説、また世親にはどういった特徴ある唯識説が展開されているのか把握すること。|４．中

観派の自立派と帰謬派にはどういう論師がいるのか。それらは何を意味するのか。また両派

の二諦説の特徴は何であるのか。後代の中観派にはどういう論師がいて、いかなる思想が展

開されるのか十分把握すること。|５．ナーガールジュナの無自性、縁起、空の思想とは、何

が表されようとしているのか。戯論、分別とは何かよく把握し、なおかつ二諦説がどう説か

れ何を意味するのか、確かにまた明瞭に理解すること。|６．しっかりとした知識と理解を得

ること。 
 

■成績評価の基準 

リポートに関しては、設題の意図をよく理解し、重要な点を外さないこと。参考書などの単

なる写し取ったものは評価の対象とならないので、自分自身でよく理解し構成を考えてまと

めること。 終試験においては、問題の焦点に敵った内容を十分に論じること。 



授業コード R0512 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード R0513 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード R0514 （認定科目名：インド哲学/印度哲学概論） 

授業科目 印度哲学概論 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド哲学史 金倉 圓照 平楽寺書店  

印度哲学概論：学習の手引

き 
田中 典彦 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

 本学にはインド哲学を専攻するコースは開かれてはいない。したがってどこまでも仏教を

理解する為のものとなるであろう。仏教を思想として捉えていこうとする場合にも、一宗教

として捉えていこうとする場合にも、それがインドという地球上の地域の、ある時代に生ま

れてきたということは事実である。つまり仏教もまた「時代の子」であり「地域の子」であ

ることには間違いはない。| したがって、仏教の根底を理解する為には、それが現われてき

た時代を中心に背景となった思想とその流れを知っておく必要がある。また、仏教は成立後

も長くこの国にとどまって歴史的に展開してゆくのであるが、その間に、仏教以外の思想も

また展開し、多くの思想、宗教の派が形成され、発展してきたわけである。それらの学派に

は仏教の発展と極めて重要な関わりを持っているものもある。あるいは論難の相手として、

あるいは包括の関係として互いに関わり合いながら展開してきたのである。ついにはヒンド

ゥー教に至っては仏教はその宗教の一派であるとされるまでになっている。| ますます国際

化が進み、地球人としての自己を形成していくには、先ずもって、それらの国や地域の文化

を理解することが基本的なこととして求められるであろう。| 以上のような視点からインド

の思想を通観し、その歴史的展開を理解することが当科目の目指すところである。 
 

■学習の要点 

・インド文化の曙：アーリヤ人のインド侵入と遊牧生活から定住生活への生活様式の変化が

思考や価値観に変化をもたらすこととなった。やがて BC1000 年頃までに、インド 古の文

献、リグ・ヴェーダが編まれ、インドの思想の萠芽を見ることとなった。自然崇拝、多神教

的な生き方から、唯一なるものを求め、一神教的な宗教へと移行する。このことをよく理解

していくことが重要である。ヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッドへと思想の展開を理

解すること。特に、どの時代、どの思想についても世界観・人間観・人生観・知識・行為・

解脱等がキーワードとなる。|・紀元前５・６世紀のインドは思想の転換期であるといってよ

い。自由思想家達が出現し百花繚乱である。それらをよく理解すること。仏教もまたこの時

代に生まれたのである。|・仏教の成立の頃から、後にインド六派哲学と呼ばれる各派につな

がる思想もまた芽をふく。そしてそれぞれに体系的な思想へと発展していったのである。六

派哲学について、上記のキーワードに沿って要約してみることが重要である。|・現代のイン

ドも、歴史的に培われてきた思想的・宗教的文化の延長上にある。これらを理解することも

また必要となろう。| 
 

■学習の到達目標 

 あらかじめ与えられてある設題に対して自分用のリポートを作成するつもりで学習する

ことを勧めたい。テキスト等を読んでいるだけでは良い試験答案を作成することができな

い。この場合にもテキストのみによるのではなく他の種々の参考文献をも用いること。参考

文献に関しては、参考文献が種々の論文等を註釈などとして紹介していることがあるから、



それによって次々と調べること。|  １ 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキ

スト学習を進めること。その学習の|    進度と理解度を試験で測る。またその到達度に

即して成績評価する。|  ２ 問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキス

ト学習の範疇で記述すれ|    ばよい。|  ３ 採点は、加点方式を基本とする。問いに

対して、解答するに必要なキーワードがすべ|    て適切に用いられていれば 50 点とす

る。|  ４ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開

とその|    深度により 40 点を上限に配点する。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード R0515 （認定科目名：天台教学/ 天台教学１・ 天台教学２） 

授業科目 天台教学 単位 4.0 

担当者 曽和 義宏 
シラバスグルー

プ 
T0B022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

天台教学概論 恵谷隆戒 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

天台教学は中国の釈迦と賞讃された隋の天台智者大師智顗（538−597）によって唱導された

教学である。釈尊によって説かれた大小両乗の経典を整備し、『法華経』を中心としてすべ

てのものが速やかに成仏することを明らかにしようとした。南北朝に分かれていた時代に出

生し、実践中心の北朝仏教の特色と学解中心の南朝仏教の特色を統合し、理論と実践を兼ね

そなえた教観二門の総合仏教のありかたを示した。智顗の著作は多岐にわたるが、特に天台

教学を構成する重要聖典は天台三大部といわれる『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』であ

り、このほか五小部といわれる著作を中心に種々の教えが説示される。天台教学はいわば仏

教の総合教学であるので、教えのありかたは広範囲であり、しかもいずれも皆共成仏道とし

て示される。この天台教学の概要を把握し、特に重要な教義・概念について理解する。 
 

■学習の要点 

天台教学を学習するためには、その学習が広範囲に及び、また専門性を問われることになる

ので、まず広い基礎知識が必要となる。天台教学は、いわば八宗、十宗といった全仏教につ

いて、あるものは従前を受け、あるものはさらに後世へと展開していくことになる包括的な

ものである。天台宗は四宗兼学ともいい、あるいは円・密・禅・戒・浄・声・記・山王一実

神道等、インドから日本に至るまでの、広範囲の仏教思想を包括した歴史的展開があるので、

天台教学の概説書を熟読して基礎知識を身につけておく必要がある。辞典を座右において学

習することを勧めたい。 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。| 出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられているこ

と。論述の展開とその深度により評価する。 
 

■成績評価の基準 
天台教学の理解に則って解答できていること。|必要なキーワードが記されていること。|論

理的な文章であること。 



授業コード R0517 （認定科目名：東洋文化史１・東洋文化史２/東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 4.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわた

っている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。 
 

■学習の要点 

 リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化

について、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 

第１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する

（２）。第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・

11）。第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、

多角的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を

理解する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・

発展を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。 
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード R0518 （認定科目名：漢文講読） 

授業科目 漢文講読 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

原典対照中国思想文学通史 中村璋八 明治書院  

    

 
 

■授業の概要 

 長い中国の歴史の中から、おびただしい思想・文学に関する詩文が作られてきました。そ

の中にはすでに日本語に訳されたものもあるが、それは極僅かであり、その他の大部分の漢

籍は訳なしで読まねばなりません。ところで、それらの漢籍を読破するには漢文訓読法が有

効なことは言うまでもありません。しかし近年我が国では、この漢文訓読法が軽視されてき

た結果、漢文読解力が著しく落ちてまいりました。| そこで受講生の皆さんには、この科目

の受講を通じて、少しでも漢文訓読に親しまれるとともに中国古典学術に関し基礎的な知識

を持たれることを願っております。 
 

■学習の要点 

中国古典文を読む為には、なによりも知識が必要です。そこで、まずテキスト「中国思想文

学通史」を、じっくり読んで中国古典に関する基礎的知識を身につけることが肝心です。尚

テキストには沢山の代表的中国古典詩文を収めるが、御覧の通りすべて訳注がついていませ

ん。これらを読む時は、図書館や市販の書籍で訳注本を見つけ、それぞれ対照して読まれる

ことをおすすめします。 
 

■学習の到達目標 
テキストや参考書などを熟読し、できるだけ知識を蓄えること。試験にあたってはより具体

的な記述ができることを要求します。 

 

■成績評価の基準 
テキストが熟読されているか、ポイントは正確につかまれているか、誤りはないか、明晰な

論述がなされているか、を成績評価の基準とします。 



授業コード R0520 
（認定科目名：中国思想史１・中国思想史２/中国思想の

歴史Ⅰ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 岡本 洋之介 
シラバスグルー

プ 
T0N014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 上（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 
中国の昔の思想を題材に、自分の見解を自分の言葉で述べてください。|テキストの他、原典・

専門書をできるだけ多く読んでください。 

 

■学習の要点 

テキスト・原典・専門書を読み、興味を持った点や疑問点をリポートの主題とし、自分の見

解を自分の言葉で述べること。その際、見解の根拠を原典から提示すること。|自分の見解を

持つには何が必要かを知ってください。 
 

■学習の到達目標 
中国古典思想の概略を把握し、その中の何かしらについて自分の見解を持つ。|自分の見解を

論述文で書く。 

 

■成績評価の基準 

テーマについて、自身の見解を論述文で示せているか否か。|原典を読んだことが明らかな内

容を示せているか否か。|そのためにはある程度の文章量が必要だということは、試験に臨む

までに課題を通じて学んでいるはずです。|なお、文章の意味が理解できない答案、箇条書き

の答案、出題内容と無関係なことを書いた答案、解答に際して不正があったと岡本が判断し

た答案は評価対象としません。| 



授業コード R0521 
（認定科目名：中国思想史３・中国思想史４/中国思想の

歴史Ⅱ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 下（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 

 漢代から清代にいたるまでの中国の思想史の流れを、中国において生成発展した儒教や道

教と、外来思想である佛教思想との交流を機軸に深める。各時代の代表的な思想の特徴や思

想家の生き方、その時代の政治や社会情勢との関わりについて特に留意して学習する。漢代

以降、中国の思想は儒教を軸に進展してきたが、同時に道教や佛教もまた人々に大きな影響

を及ぼしてきた。ことに六朝時代から唐代において中国佛教の発展はめざましく、儒教や道

教にも大きな影響をあたえた。宋代以降、儒教が変貌をとげ、中国の中心的思想としての位

置を取り戻したが、道教や佛教もそのあり方を変えて社会に浸透していった。| 一般に中国

哲学の歴史を論ずるとき、佛教思想を除いたかたちで叙述されることが多いが、テキストは

佛教思想と儒教や道教など中国固有の思想との交流を機軸に中国思想を解明している。本科

目はこのテキストを用いて漢代以降の思想史を通観する。 
 

■学習の要点 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会状況との関連に留

意し理解することにつとめるように。| 漢代においては儒教を中心とした思想界の流れや、

国家との関わりと経学の成立について理解を深めるように。六朝時代においては道教や佛教

の興隆について、唐代においては仏教を中心に儒・仏・道三教相互の関連に留意して思想の

流れを理解するように。宋代以降、儒教が復興するが、道教や仏教とも無関係ではなく、相

互に影響しあって思想を形成していったことに留意して学習するように。清代の思想におい

ては、考証学の発展を軸に考えるように。 
 

■学習の到達目標 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会との関わりについ

て理解すること。| 問題に対して、過不足なく記述することにつとめるように。思想内容や

歴史的事実については誤りのないように気をつけること。 
 

■成績評価の基準  学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。 



授業コード R0708 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード R0709 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード R0710 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード R0718 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード R0729 （認定科目名：日本思想史） 

授業科目 日本思想史 単位 4.0 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0Q003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概説日本思想史 佐藤弘夫 編集委員代表 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、日本の古代から現代にいたる日本思想の歴史を学ぶ。日本の思想の特徴

としては、伝統的な思想を保持しようとする傾向、海外思想を取り入れることによりその後

進性を克服しようとする努力、新旧両思想の反発と融合による二重構造の形成といったこと

が指摘できる。日本の思想や文化、その歴史や伝統を学ぶことは、民族の歴史や伝統を再検

討・再認識することでもあり、また、思想や文化の新しい進路を探ることにつながる。 
 

■学習の要点 

 テキストは古代から現代までの通史である。第１章 「日本の誕生」〜第２５章「国民と

市民の相克」からなるが、 初に目次を参考に、各章の特色を把握すること。試験問題は、

各時代において基礎的に重要と思われる事項や思想について出題している。テキストは通史

また概説書として編纂されたものであるので、参考文献を手がかりに、より一層の考察を深

めてほしい。| １．奈良時代の仏教と寺院| ２．摂関政治と国風文化| ３．平安時代の仮

名文学と物語文学| ４．中世の文芸と芸能の思想| ５．近世の町人の思想・農民の思想| ６．

大正デモクラシーの思想| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。|・問題はテキス

トに即して出題する。出題意図、問題内容、何を書くか、結論はどうするか、じっくり考え

て解答すること。|・誤字脱字、文体の不統一、不自然な表現や意味不明な表現がはなはだし

い場合は不合格とする。|・採点は加点方式を基本とする。問いに対して解答するに必要なキ

ーワードがすべて含まれていれば 60 点とする。|・出題の要点を正しく理解していて、表現

が的確であり、主張の要旨が明快であれば高く評価する。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点が正しく理解できていること。表現が的確であること。主張の要旨が明確である

こと、等を評価の基準とする。 



授業コード R0731 （認定科目名：西洋文化史） 

授業科目 西洋文化史 単位 4.0 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魔女・怪物・天変地異 ―近

代的精神はどこから生まれ

たか 

黒川正剛著 筑摩書房  

図説 魔女狩り 黒川正剛著 河出書房新社 [ISBN]9784309761619 

 
 

■授業の概要 

 中世末から近世にかけてのヨーロッパ世界では、「魔女狩りの激化」と「驚異の大増殖」

という二つの出来事が同時代現象として噴出した。それは中世から近代へと移り変わる過渡

期であり、中世的な考え方と近代的な考え方がせめぎあう時期であった。この授業では「魔

女狩り」と「驚異」の歴史を考察することを通して、西洋における近代的精神がどのように

生まれてきたのか理解することを目指す。 
 

■学習の要点 

 二つのテキストは、社会背景について相互に補完しあう内容となっている。まずは両方の

テキストを通読し、「驚異」と「魔女／魔術」に対する人々の認識の変容について、全体像を

把握してもらいたい。そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテーマについて学

習し、各章ごとに扱われている内容の理解を深め、テキスト著者の主張を考察してもらいた

い。その際、下記の参考文献やテキスト巻末に挙げられている参考文献なども活用すると良

いだろう。|１．近世以前のヨーロッパの人々の、「驚異」に対する認識と「好奇心」に関す

る考え方について、後世への影響も踏まえつつまとめる。|２．大航海時代の幕開けが、ヨー

ロッパ人の「驚異」に対する認識と「知的好奇心」に与えた影響について、地図・植物誌・

動物誌などにおける発展・変容を踏まえつつまとめる。|３．16 世紀ヨーロッパにおける、

新大陸をはじめとする異境由来の「驚異」についての認識と、「好奇心」に関する見解につい

て、アンドレ・テヴェやアンブロワーズ・パレの著述を中心にまとめる。|４．宗教改革前後

の時代のヨーロッパ社会における、怪物・驚異を「世界の終末」や「神の怒り」として認識

する傾向について、各地のさまざまな例を踏まえつつ整理する。|５．近世を通して緩やかに

進行した、「驚異の自然化」と「好奇心の近代化（名誉回復）」について、パレなどの萌芽的

な動きと、中世的考え方を維持しようとする立場を対照させつつまとめる。|６．中世末以降

の魔女狩りに影響を与えた、古代・中世における「魔女」と「悪魔崇拝」のイメージの形成

について、異端や異端審問の制度化の影響も踏まえつつまとめる。|７．近世における魔女狩

りの激化について、宗教改革および近世国家の中央集権化との関連の有無を、男性優位の近

世的価値観の進展（家父長制や性の規律化）についても踏まえつつ整理する。|８．魔女狩り

激化の時代とその終焉以降において、「魔女」と「魔術／驚異」そして「好奇心」についての

認識はどのように変化したか、例を挙げつつ整理する。 
 

■学習の到達目標 

 「魔女／魔術」および「驚異」に対するヨーロッパの人々の認識の変容について学び、そ

れを通して西洋の近代的精神とは何か、近代化とは何かということについて総合的な理解を

得ること。 
 



■成績評価の基準 

 成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意

見や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出

題の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。 



授業コード R0733 （認定科目名：民俗学研究） 

授業科目 民俗学研究 単位 4.0 

担当者 大野 啓 
シラバスグルー

プ 
T0X032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ：現代を知

るために 
八木透編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

現在、民俗学は新たな方向性を模索している段階である。従来、民俗学は伝統的とされてい

る文化（社会）的な要素を再構成することによって民俗誌を構築したり、議論を構築したり

していたのである。しかし、これでは研究者の恣意によって伝統的な文化（社会）が創造さ

れてしまう危険性をともなっていたのである。したがって、具体的な事実を積み上げていく

という民俗学の基本的な姿勢に立ち返って文化（社会）を検討することが必要となっている

のである。そこで、履修生はテキストの中でどのように事例が構築されているかについて検

討していき、自らが文化（社会）に対してどのような視座を有しているのかについて考えて

いくことが必要である。 
 

■学習の要点 

 学習に際しては、テキストの各論がどのように事例を構築しているのかについて注意する

こと。具体的な事例をどのような枠組みで研究史上に位置付けているのかについて留意しな

がらテキストを読み込むことが必要である。当然、テキストの巻末に上げられている参考文

献一覧のなかの論文に目を通すことが求められる。なお、本科目と民俗学は同じテキストを

使用しているが、本科目の履修生は、民俗学において必要な知識を得たことを前提とする。

さらに、以下の点についての学習を行なうこと。| ・村落のあり方がどのように生業と関係

しているのかについて| ・仏教民俗が村落社会の中にどのように包含されているのかについ

て| ・宮座の儀礼で顕在化する親と子の役割を踏まえ、宮座がどのような原理で運営されて

いるのかについて| ・現在の墓制研究が,どのような問題をはらんでいるのかについて| ・

婚姻の諸類型を踏まえたうえで、それぞれの類型がどのような社会で顕在化するのかについ

て|   
 

■学習の到達目標 

・問題と無関係な解答は評価の対象外とする。|・ 低限でもテキストの内容を把握したうえ

で、解答をすること。|・可能であれば、これまでの学史の展開を踏まえたうえで、自らの考

えを述べること。| 
 

■成績評価の基準 

民俗学の基本的な知識や考え方を理解した上で、解答していること。|問題に対して、テキス

トの論や内容を踏まえた上で、論理的に解答していること。|上記の条件を満たしたうえで、

受講生自らの考えを論理的に述べることが望ましい。 



授業コード S0101 （認定科目名：教育原論・教育原論２/教育原論） 

授業科目 教育原論 単位 4.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、章末の課題に取り組んでみましょう。分からない言葉や事項は、

インターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われている

ことに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S0102 
（認定科目名：生涯学習概論１・生涯学習概論２/生涯学

習概論） 

授業科目 生涯学習概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S156 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 西岡正子 編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

生涯学習体系への移行が進む中、教育に関わる者としても、また一市民としても、生涯学習

の基本を知らずして、学び働くことは不可能といえる。本科目において、生涯学習の基礎理

念、基礎知識、国及び地域の実態及び実践の手法を学び、生涯学習社会を建設し、生涯学習

時代を生きる力を付けていただきたい。 
 

■学習の要点 

 テキストを精読し、下記の事項について理解を深めておくこと。 | 1.ユネスコにおける

生涯学習論の展開について| 2.学校式教育の特色について| 3.ハッチンスの学習社会論に

ついて| 4.学社融合による展開について| 5.人の成長に関する二つのモデルについて| 6.

学歴社会から学習社会への移行に関する機構改革について|| 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 

メモのような箇条書きや、テキストの丸写しは解答とみなさない。試験問題が求める学習の

要点を正しく理解し、その要点を中心にまとめること。問題によっては実態を調べ自分の意

見や考察を加えること。 



授業コード S0103 （認定科目名：教育史・教育史２/教育史） 

授業科目 教育史 単位 4.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S166 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の教育文化史を学ぶ 

時代・生活・学校 
山田恵吾 編著 ミネルヴァ書房  

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
相馬 伸一著 晃洋書房 [ISBN]9784771031722 

 
 

■授業の概要 

 歴史は、ともすれば過去の些末な事実の蓄積と思われがちです。ゆえに、初等中等教育で

は好き嫌いが大きく分かれる分野です。また、実践とは無縁ではあり得ない教育学において

は、過去を振り返ることにどんな意味があるかと思われがちです。しかし、人間が何らかの

挑戦を受け、それに応戦してきた記録である歴史は、意識するとしないのとにかかわらず、

私たちの生活や思考の前提となっています。ゆえに、歴史を学ぶことは、私たちの現在を読

み解き、未来を選択するための示唆を汲みだすために不可欠なのです。| ここでは、現代の

日本の教育が明治期に西洋の教育を受容するなかで大きく変容してきた点を重視し、西洋の

教育思想、その日本における受容、さらに第二次世界大戦後の展開について概観し、今日の

教育問題の歴史的な背景を理解し、今後の教育の在り方について考えてもらいたいと考えま

す。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、分からない言葉や事項は、インターネットなどを活用して調べま

しょう。指定テキストにあげられている参考文献や引用文献にまで学びを広げられれば、素

晴らしいです。 後に自分として理解した事実をどのように受けとめられるかを考えましょ

う。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の歴史において重要な事項や人物・思想について、背景にある時代状況、それらに

関する具体的な歴史事実やその後への影響を、キーワードを踏まえて説明できる。|２．現代

の教育の特徴や問題点について、歴史事実を踏まえて考察できる。 |３．歴史を中心に中学

社会に関連する知識を拡大する。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、あなた自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S0104 （認定科目名：教育方法学・教育方法学２/教育方法学） 

授業科目 教育方法学 単位 4.0 

担当者 篠原 正典 
シラバスグルー

プ 
T0S023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ

ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。



（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S0105 （認定科目名：教育心理学・教育心理学２/教育心理学） 

授業科目 教育心理学 単位 4.0 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S053 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、心理学の理論に基づいて認識

を深める。また、具体的な保育・学校教育場面を想定しながら、子どもの主体的な活動を支

援する保育者・教師の役割を明らかにしていく。  
 

■学習の要点 

 テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏

まえた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3

章・第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8

章は第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践と

のかかわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基

礎となるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキ

スト学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよ

い。さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考え

て頭のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終う試験への準

備に関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

 乳幼児期から青年期までの運動・認知・言語・社会性の領域についての特徴を把握し、子

どもの発達過程が外的・内的要因の相互作用のうちに展開していくことを理解する。そして、

こうした心理学の視点に基づく子ども理解が、具体的な保育・教育場面においてどのように

活かされるのかを把握する。また、子どもの学習過程についての理論を踏まえたうえで、発

達状況に応じた動機づけ・集団づくり・評価の在り方の工夫に見通しをもち、その働きかけ

により主体的な活動を支える教師の役割について認識を深める。 
 

■成績評価の基準 

 【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論

述と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習

を丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怒

らないように。 



授業コード S0106 （認定科目名：教育社会学・教育社会学２/教育社会学） 

授業科目 教育社会学 単位 4.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S060 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、社会の平等化を推進

しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊などのさまざまな教育病理も生みだし

ています。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、それが社会的問題を引き起こして

きているという指摘までなされています。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相と

それを取りまく社会に視点を求め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくこと

を目的とします。 
 

■学習の要点 

 教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教

育の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められ

る学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があ

げられ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教

育の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや

不登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょ

う。こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社

会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中

央教育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。こ

のような視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的

です。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いて

きたのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされてきているその学歴社

会はこれからどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められま

す。| ２．いじめ問題は 1980 年代より我が国の学校病理のひとつとして論じられ、現代に

おいてもその対応が求められるものと言ってよいでしょう。いじめ防止対策推進法の制定を

経ても、いじめを苦に命を落とす子どもたちは後を絶ちません。 近は子どもたちにも一般

的となったネットツールを用いたいじめも増えてきました。テキストを参考に、どうすれば

いじめを抑止することができるのか、考えることが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S0107 （認定科目名：教育行政学・教育行政学２/教育行政学） 

授業科目 教育行政学 単位 4.0 

担当者 盛永 俊弘 
シラバスグルー

プ 
T0S084 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育行政学（改訂版） 子ど

も・若者の未来を拓く 
横井敏郎編 八千代出版  

    

 
 

■授業の概要 

法律などの形で示された理念や教育政策をいかに効果的に実現していくのか、それを考え、

具体化していくのが教育行政の役割です。近年、教育行政・制度は大きく変化しています。

本科目ではまず、これまでの改革の経緯も踏まえて、現在どういった形で教育行政・制度が

成立しているか、その全体像を、テキスト履修をとおして広く理解することを目指します。

そのうえで、現状の制度の課題を踏まえ、より効果的な行政・制度のあり方について、リポ

ート作成をとおして考察してもらいます。||| 
 

■学習の要点 

基本的には教科書の各章をまんべんなく学習してください。|特につぎの要点、キーワードに

ついては十分に学習するようにしてください。||1.【第 1 章】教育基本法の変化（共同統治モ

デル・成果管理モデル）|  ※巻末の教育基本法全文は一度よく読むようにしてください。

|2.【第 2 章】戦後の教育政策形成の流れ（勅令主義から法律主義へ、官邸主導）|3.【第 3 章】

戦後教育行政（改革）における 3 つの原則、教育委員会法と地教行法、2015 年度からの教

育委員会制度（特に変更点：教育長へ一本化、総合教育会議、大綱の策定など）|4.【第 4 章】

県費負担教職員（第 8 章にも説明あり）、義務教育費国庫負担金制度、総額裁量制|5.【第 5

章】 学習指導要領の法的拘束力、教科書採択の仕組み、広域採択制度、教科書の使用義務・

無償給与|6.【第 6 章】私教育と公教育、学校体系（複線型・分岐型・単線型）、学校の設置

者と種類（一条校など）、義務教育制度（就学義務、授業料の無償化、就学援助（第 11 章に

も説明あり）、学校設置義務）、不登校の定義、脱落型不登校、スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカー（第 9 章にも説明あり）|7.【第 7 章】学校組織のしくみ（校務分掌、

職員会議の法的位置づけ）、学校組織の特性（官僚制と疎結合）、コミュニティースクール（学

校運営協議会の法的権限含む）|8.【第 8 章】教職員の種類、新たな職階、服務義務、教職の

困難、専門家との連携（テキストには記載がないが「チームとしての学校」についても自分

で調べてみること）|9.【第 11 章】 保育所と幼稚園の制度上の違い、幼保一元化と認定こど

も園、子どもの虐待とその対応||| 
 

■学習の到達目標 ①教育行政・制度の概要を理解する|②教育行政・制度のあり方を見直す観点を持つ| 

 

■成績評価の基準 

①教育行政・制度に関わるキーワードの正確な理解ができている|（キーワードの説明はテキ

ストからそのまま抜き書きするのではなく、論述問題への解答となるように、自分の言葉で

まとめるようにしてください。）|②キーワードの正確な理解に基づいて、既存の教育行政・

制度についての自身の見解が、論理的に展開されている 



授業コード S0108 （認定科目名：教育哲学・教育哲学２/教育哲学） 

授業科目 教育哲学 単位 4.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ヨハネス・コメニウス 汎

知学の光 
相馬伸一 講談社選書メチエ  

    

 
 

■授業の概要 

 近代的な教育学を確立したとされるドイツの哲学者ヘルバルトは、教育学の目的は教育者

に教育を見る眼をもたらすことだと言いました。しかし、それは簡単なことではありません。

というのは、教育や学習は、どうしても国家の発展や個人の社会的成功といった目的を実現

するための手段と見なされがちだからです。とくに、近代的な国民国家が成立した 18 世紀

以降は、教育は国家との関係からとらえられてきました。この授業で、17 世紀チェコの思

想家コメニウスをとりあげるのは、近代に向かいつつあった混沌とした時代に、教育を手段

ではなく目的としてとらえ、そこから世界を見つめたのが彼だったからです。この科目では、

哲学・教育・言語・政治・宗教にわたるコメニウスの思想を学習し、現在の世界を教育的な

視点からとらえる方途を考えていきます。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、章末の課題にとりくんでみましょう。分からない言葉や事項は、

インターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われている

ことに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．コメニウスの思想を深く理解することをとおして、教育的な視点から世界の事象をとら

える思考様式について考えることができる。|２．教育について広く深く考えることのできる

リテラシーを高める。|３．世界史や倫理に関する知識を拡大する。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S0109 
（認定科目名：教育方法学（中・高）・教育方法学（中・高）

２/教育方法学（中・高）） 

授業科目 教育方法学（中・高） 単位 4.0 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S146 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と技術を

学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学習づく

りのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実践する

ための、生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

生徒に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになるための基礎的な知識・技能を身に付ける。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S0503 （認定科目名：教育法規） 

授業科目 教育法規 単位 4.0 

担当者 盛永 俊弘 
シラバスグルー

プ 
T0S086 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ガイドブック教育法 新訂

版 
姉崎洋一ほか編 三省堂  

    

 
 

■授業の概要 

 戦後わが国の教育法制は、教育勅語体制から憲法・教育基本法体制へと大きく転換した。

その際、国民にとって教育を受けることが、義務から権利に変わった。つまり基本的人権の

保障として教育がとらえられるようになったのである。ところが、2006 年末にその教育基

本法が「改正」された。戦後教育法制の大転換とも言える。何がどう変わったのかしっかり

学習したい。| 総じて、教育法を学ぶことにより、教育を受ける権利を定めた憲法 26 条を

はじめとした憲法における教育条項、及び新・旧教育基本法の各条項、学校教育法などにつ

いて検討し、今日の教育のあり方を考える一助としたい。 
 

■学習の要点 

・「教育を受ける権利」について及び、親あるいは教師の教育権等「教育をする権利」につい

て|・教育基本法について|・教育内容、教育課程にかかわる法規定について|・教師の懲戒権

について|・教師の労働基本権について|・「開かれた学校づくり」について|・学習指導要領に

ついて|・全国学力調査について|・教員の研修について| 
 

■学習の到達目標 
①戦後の教育法制について理解する|②教育法の理解をとおして、教育のあり方について自分

なりに考えることができる| 

 

■成績評価の基準 
出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開とその深度に

より評価する。 



授業コード S0504 （認定科目名：比較教育学） 

授業科目 比較教育学 単位 4.0 

担当者 杉本 均 
シラバスグルー

プ 
T0S137 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育学の基礎 田中圭治郎編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 
日本の教育問題を考える時、諸外国の教育を考察し、日本のそれとの比較の中から、さまざ

まな事実が浮かび上がってくる。欧米、アジアの教育とはどういうものかを理解する。 

 

■学習の要点 

 まず 初に、各章、各節に何が書いてあるかを把握し、そして自分なりにまとめてみる。

次にテキスト全体を通読し、このテキストは何を言おうとしているのかを理解し、 後に自

分は、それらの記述に対してどのように思うのかという自分の見解が求められる。| アメリ

カ、中国、イギリス、インド、ドイツ、東南アジアの社会の特質を箇条書きでノートに書き

出してみる。次に社会の特質と関連した学校現場での事例を取りあげて、社会の特質と学校

教育が連動していることを示すようにする。 後に各国の社会と学校教育の関連した項目に

ついて、日本ではどうなっているかを比較して考えあわせるようにする。| １．アメリカの

社会と日本の社会の学校教育とのかかわりについての比較| ２．中国の社会と日本の社会の

学校教育とのかかわりについての比較| ３．イギリスの社会と日本の社会の学校教育とのか

かわりについての比較| ４．インドの社会と日本の社会の学校教育とのかかわりについての

比較| ５．ドイツの社会と日本の社会の学校教育とのかかわりについての比較| ６．東南

アジアの社会と日本の社会の学校教育とのかかわりについての比較 
 

■学習の到達目標 

（学習の到達目標）| テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている項目のそれぞ

れの内容をまとめる。|（成績評価の基準）| テキストに即して出題する。解答はテキスト学

習に基づいて答えること。|（「答案」作成上の留意点）| 出題の要点を正しく理解し、論理

的に記述すること。記述量は過不足ない十分な量を求める。 
 

■成績評価の基準 教科書の理解、適切な表現、論理的な文章に基づいて評価します 



授業コード S0505 （認定科目名：宗教教育論） 

授業科目 宗教教育論 単位 4.0 

担当者 川村 覚昭 
シラバスグルー

プ 
T0S115 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教的世界の教育論理 仏

教と教育の接点 
日本仏教教育学会編 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

今日、教育の荒廃や青少年の精神的衰弱が指摘されている。戦後の教育が権利や自由は積極

的に教えてきたが、責任や規範に対しては消極的となり、人間いかに生きるべきかを示して

こなかった結果といってよい。今日、教育が叫ばれる所以もそこにあるであろう。しかしな

がら、宗教なき心の教育は小手先のこととならざるをえない。なぜなら、宗教は生き方の問

題であり、「道徳は不可避的に宗教に至る」からである。それ故、宗教教育をタブー視する

傾向が強いわが国の教育は問題である。人間形成にとって宗教教育は不可欠な根本問題なの

である。 
 

■学習の要点 

１．宗教と人間|  人間は相対有限な、欠けたる存在として不可避的に永遠や絶対を求める宗

教的存在であることを考える。|２．宗教と共同体|  人間が宗教的存在である以上その共同体

も歴史的・社会的連関として宗教と無縁ではありえず、その置かれた場所によって慣習的に

彩られているのであり、その共同体のなかに教育もあるのであるから、本来の教育は場所的

に考えなければならないゆえに、硬直的に宗教を排除するような行為は教育を生気のない干

からびたものとすることを考える。|３．学校と宗教|  憲法・教育基本法などの規定にもある

ように公立学校において政教分離の原則から認められないのは「特定の」宗派宗教教育であ

って、学校が人間形成の場所である以上、そもそも「宗教的なもの」と無縁であることはで

きず、学校や保育園は人間の宗教性を育てる場所であることを考える。|４．日本の宗教教育

|  日本の宗教教育は、伝統的には仏教が大きな役割を果たしてきた。そのことは近現代にお

いても同じである。そのため日本の伝統文化も仏教を基層とするが、こうした日本文化の基

層となる仏教の教育原理について考える。 
 

■学習の到達目標 
テキストを十分に理解すること。そして宗教教育について独自の視点や深さを持つようにす

ること。| 

 

■成績評価の基準 

いかによくテキストを理解し（50 点）、その上に関連する文献にどれだけ当っているか、自

分の考えがどこまで出されているか、さらに具体性・論理性・表現力によって加点される。

ただし学問的背景のない勝手な意見を主張することは認められない。かならず根拠を挙げて

展開することが大事である。 



授業コード S0506 （認定科目名：生涯教育論１・生涯教育論２/生涯教育論） 

授業科目 生涯教育論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S157 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 西岡正子 編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、生涯学習の理念、基礎理論、国際的な動き、日本の動向、地域の実態を

学ぶ。生涯学習体系への移行がどのように進められているか、自らの力で確認すると同時に、

今後、生涯学習社会建設に何が求められているかを考究していただきたい。 
 

■学習の要点 

テキストを精読し、下記の事項について理解を深めておくこと。|1．ユネスコの国際成人教

育会議で採択された「学習権宣言」および「ハンブルグ宣言」について|2．ポール・ラング

ランの生涯教育理念およびそれらが展開された際の日本の社会的背景について|3．人の生涯

に関するステージ理論およびイヴェント・トランジションを中心とする理論について|4．ロ

ーマクラブの生涯学習論について|5．学社融合について|6．集合学習と個人学習について 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 

メモのような箇条書きや、テキストの丸写しは解答とみなさない。問題が求める学習の要点

を正しく理解し、その要点を中心にまとめること。問題によっては実態を調べ自分の意見や

考察を加えること。 



授業コード S0516 
（認定科目名：社会教育計画１・社会教育計画２/社会教

育計画） 

授業科目 社会教育計画 単位 4.0 

担当者 内山 淳子 
シラバスグルー

プ 
T0S009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会教育計画の基礎 新版 鈴木眞理ほか 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

社会教育とは学校教育以外の組織的な教育活動をさし、生涯学習支援の中核に位置づくもの

である。社会教育は様々な学習課題に対応して組織される柔軟さを特徴としているため、地

域課題などの社会的課題や個人の学習ニーズを教育実践にまで導く「社会教育計画」が必要

になる。社会教育主事などの支援者として計画を立てる際には、生涯学習の理念や生涯学習

体系への移行の状況、さらに社会教育、学校教育、家庭教育など広い分野に渡る基礎知識が

求められる。また、その能力を付けるために、OJT による実践の中での切磋琢磨も重要であ

る。この科目で社会教育計画に関する基礎知識を学ぶことによって、現在の教育に対する幅

広い知識と深い洞察力を養うことが望まれる。 
 

■学習の要点 

テキストを精読する際、下記の事項について理解を深めておくこと。| 1.社会教育計画立案

の法的根拠と学習者の自発性・主体性に関して| 2.学社連携について| 3.学習プログラムの

策定主体と立案の原理について| 4.社会教育計画の年間事業計画と学習プログラムの関係

について| 5.学習プログラムを立案する際の準備作業について| 6.社会教育施設の事業と

学習ニーズについて 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の準備としては、「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、テキスト各章

末のキーワードに留意しながら学習を進める。試験答案も箇条書きは避け、具体例を考える

と説明がしやすくなります。 
 

■成績評価の基準 提出された科目 終試験を 100%として評価します。 



授業コード S0517 （認定科目名：視聴覚教育メディア論） 

授業科目 視聴覚教育メディア論 単位 4.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S127 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育メディアの開発と活用 日本教育工学会監修 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

   学習者を中心においた教育はコミュニケーションであり、教育の歴史は、コミュニケー

ションの歴史でもあるといえる。学習の内容としては、|・  教育メディアとコミュニケーシ

ョンの関係、教育メディアの教育的意義や役割について概観する。|・  各種メディアの特性

と利用方法、教育メディア利用の効果等の関係について理解を深める。| 
 

■学習の要点 

テキストを理解するために、以下の６つの視点でまとめていくこと。||1 教育メディアの 2

つの定義を踏まえて、生涯教育の観点から、遠隔教育に注目し、教育メディアの意義につい

てまとめる（pp.23-27, 80-84）。||2 教育メディアの特徴と学習形態の志向について、3 つ

の時代区分ごとにまとめる。|時代区分は、(1) 〜1970 年代、(2) 1980〜1990 年代、(3) 2000

年代〜である。|ヒント：p.29「表 1-7 時代区分ごとの主な教育メディアと学習形態などの変

遷」をもとに、pp.27-30、pp.39-40、pp.45-47 を読み取ると整理しやすい。||3 学習者を中

心においた教育では、教育メディアはどのような位置づけでかかわるか。教育メディアの 5

つの役割を中心にまとめる。|ヒント：p.65「図 2-2 教育メディア 5 つの役割」をもとに、

pp.57-64 を読み取ると整理しやすい。||4 社会的構成主義の観点から、教育メディアの注目

点、教育方法の特徴、教育メディアの役割についてまとめる。|ヒント：p.93「表 2-4 教育メ

ディアの背景理論」をもとに、pp.89-94 を読み取る。指定したページは、社会構成主義以外

の主義も含む。しかし、全体を通して読むと、理解が深まる。||5 教育メディア系の書籍で、

なぜ、デールの「経験の円錐」が取り上げられるのか。デールの「経験の円錐」が教育メデ

ィアにどのような影響を与えたのか。教師の役割と関連してまとめる（p.6. p.57-59.)||6  教

育メディアの活用の普及にあたり、英国の例をとりあげ、どのような点が ICT 活用頻度にか

かわったのかをまとめる。|ヒント：4.1.2 実用化のための条件整備 pp.152-161. 特に p.158

「図 4-2 英国における教育の情報化に関する施策」をもとに、指定された範囲の文章を読

み取ると整理しやすい。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標：上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための６

つの視点に沿って、６つのテーマを理解・説明できる。|「学習の要点」にある６つの視点を

整理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。知識として、６つのポイントを体系化して

欲しい。| |成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、

構成（論理性）（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10）|「答案」作成上の留意点：

書式スタイルについては、下記の備考欄を良く読んでおくこと。 |**「合格させて欲しい」

などといった一文は決して書かないこと。このような場合は、採点の対象外となる。|  
 

■成績評価の基準 

問われている問題に適切に答えているか（20）、知識・理解ができているか（50）、文章の論

理的な構成（10）、書式のスタイル・オリジナリティ（20）|※問われている設題以外のこと

は述べないこと、要点を簡潔に述べること、などに心掛けてほしい。 



授業コード S0518 （認定科目名：臨床心理学） 

授業科目 臨床心理学 単位 4.0 

担当者 武藤 奈奈 
シラバスグルー

プ 
T0S152 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ライフサイクル（発達心理

学の基礎；１） 
平山諭ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 臨床心理学の学習は、人間の生きるありように関心を持つところから始まります。この科

目では、乳児期から老年期までの心の発達と、各時期に起こりやすい心の問題について概観

します。心の発達を学ぶことを通して、人が成長するとはどういうことか、成長過程でつま

ずくとはどういうことかについて理解を深めてもらいます。| この科目を通して、各自が辿

ってきた道筋を振り返るとともに、人の生きるありようを見つめるまなざしが養われること

を目指します。 
 

■学習の要点 

＜所定のテキストの活用法＞| １．各章ごとを再整理して、キーワードを十分に理解してお

こう。| ２．代表的な発達理論を押さえ、それらの理論間の違いを理解しよう。| ３．心の

発達が、身体面での発達と互いに絡み合って進んでいくさまを理解しよう。| ４．現代社会

が心の発達にどのような影響を及ぼしているかを考えてみよう。| ５．人の心の発達を見る

ためのさまざまな研究法を整理し、それぞれの研究法が持つ利点と|   問題点を考えてみ

よう。| ６．各章末にある参考文献も積極的に当たってみよう。 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に記した＜所定のテキストの活用法＞を参考にしてください。また各章末の

参考文献や以下の参考文献にも触れて理解を深めておくこと。テキストの理解をふまえた上

で、自分なりの視点や考えが持てるようになることが目標です。 
 

■成績評価の基準 

問題で要求されている内容をほぼ満たしている場合（先行研究の理解が十分である）７０点

以上、|上記に加えて、適切な自分なりの考察が加えられている場合８０点以上|その自分な

りの考察が非常に優れている場合に９０点以上で評価する。|内容を 低限満たしていると考

えられる場合は６０点以上とし、それに満たない場合は６０点未満とする。| 



授業コード S0519 （認定科目名：児童心理学） 

授業科目 児童心理学 単位 4.0 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童心理学〔改訂〕 杉田千鶴子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 人は一生涯にわたって、身体的・生理的だけでなく精神的・心理的に変化していくもので

ある。本稿では、人生の初期にあたる乳児期・幼児期・児童期に焦点を当て、認知・感情・

意図など心理的側面における発達変化や身体機能の成熟化の過程について丁寧に解説して

いく。特に、人の成長・発達の基盤となっている、生物学的・遺伝的要因と社会・文化的要

因の相互作用について具体的に理解を深めることを目的とする。 
 

■学習の要点 

 児童虐待・いじめ・学級崩壊など、今日マスコミを賑わしている社会的問題への処方箋を

テキストに求めるのは筋違いである。テキストには、子どもの様々な側面における発達のみ

ちすじが描かれているに過ぎない。しかし、子どもが健全に発達し自己の可能性を拡げてい

くためには、親をはじめ仲間や教師など他者とのかかわりがいかに重要なのかが論説されて

いる。それを念頭において、学習者それぞれの立場から「子ども理解」の手がかりを読みと

って頂きたい。| 理論的な説明の文章理解に終わるのでなく、それが意味するところを具体

的な事例に即して咀嚼する必要がある。用語の意味やキーワードを含んだ文章の暗記といっ

た機械的な学習ではなく、心理学の理論的説明と日常生活場面での人の行動・心理とを結び

つけて考えるよう努めてもらいたい。  
 

■学習の到達目標 

① 乳児期の知的発達と情緒的発達の様相を概観し、それに対する養育者との関わりの重要

性について認識を深める。 |② 幼児期の認知・ことば・感情の特質を的確に把握し、あそ

びの意義について考察する。|③ 児童期の認知・感情の特質を的確に把握し、自己発達・社

会性の発達過程について丁寧に理解する。|  
 

■成績評価の基準 

 【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論

述と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習

を丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怒

らないように。| 



授業コード S0520 （認定科目名：発達心理学） 

授業科目 発達心理学 単位 4.0 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S057 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

発達心理学（現代心理学入

門；２） 
無藤隆ほか編 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 ここでは生涯発達の観点から、人の一生涯にわたる心理的変化の過程を追う。人は誕生時

にはゼロの状態で、成人した時点で完成をみるという見方には限界がある。人の成長・発達

は生物学的・遺伝的要因や社会・文化的要因によって一方的に規定されているのでなく、そ

れらを個人がいかに受け止め、どのように意味づけるのかによってその影響のしかたは変わ

る。また、子どもであれおとなであれ、その時々の発達課題に直面し克服しようとしていく

ことによって、次の発達の可能性が拓かれていく。| 理論的な説明の文章理解に終わるので

なく、それが意味するところを具体的な事例に即して咀嚼する必要がある。用語の意味やキ

ーワードを含んだ文章の暗記といった機械的な学習ではなく、心理学の理論的説明と日常生

活場面での人の行動・心理とを結びつけて考える力を求めていく。  
 

■学習の要点 

 テキストでは、乳児から老年に至るまでの重要なライフ・イベントに則して、個人内部で

生じる心理的な年齢変化が説明されているとともに、現代社会における適応的な行動のあり

方が示唆されている。|学習者は、人間発達の過程を誕生から順にたどっていくのも良いし、

まずは関心のあるライフ・イベントに焦点を当てて学習を進めていくのも良いだろう。発達

心理学を学ぶことで、人間の成長・発達を促す発達課題に取り組むヒントを得てもらえば幸

いである。 
 

■学習の到達目標 

 本稿では以下のような発達観を得ることを到達目標とする。|① 人の成長・発達の過程

は、生物学的・遺伝的要因や社会・文化的要因のいずれか一方によって| 規定されていくの

ではなく、両者の相互作用によって展開していく|② 人が社会に適応していくためには、そ

の時々に直面する発達課題を克服していかねばならない。 | 日々の活動経験をいかに受け

止め、どのように意味づけるのかによって、次の発達の可能性が| 左右される。|  
 

■成績評価の基準 

 【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論

述と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習

を丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怠

らないに。 



授業コード S0521 （認定科目名：青年心理学） 

授業科目 青年心理学 単位 4.0 

担当者 藤居 尚子 
シラバスグルー

プ 
T0S165 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

エピソードでつかむ青年心

理学 
大野久 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

生涯を通しての変化や成長を考える「生涯発達」という視点から「青年期」を位置づけ、そ

の心理的発達の諸相を学びます。「青年期」は子どもから大人への移行期であり、身体的に

も精神的にも著しい変化が見られます。人間関係においても、それまでの親子関係や友人関

係とは随分変わってきます。変化と揺れのプロセスを経て、また様々な経験を通してアイデ

ンティティを形成していくことが「青年期」の課題となります。自分の通ってきた道筋を振

り返り、「青年期」の心理的特性を深く理解することを目指します。 
 

■学習の要点 

1.テキストを熟読し、整理しておこう。|2．テキストだけではなく、青年期に関する参考文

献も積極的にあたって学習しよう。|3．エリクソンの漸成発達理論を理解しよう。特に青年

期の主題についてはしっかりおさえておこう。|4．青年期の心理的特徴について、変わらな

いものと現代的特徴といえるものを整理しよう。|5．青年期の諸相が描かれている文芸作品

（小説・漫画・映画など）を必ず一点は読んで、青年期という観点から自分なりに考え、理

解を深めよう。（いくつかの作品は下記にあげています。テキストにも書いてあります。）|6．

辿ってきた自分自身の体験を振り返り、自分なりの理解を試み深めよう。| 
 

■学習の到達目標 

生涯発達という視点から青年期の心理的発達的特徴を学び、変化と揺れのプロセスを通し

て、アイデンティティを形成していくことを理解する。青年期の心について、深く考えるこ

とを期待する。 
 

■成績評価の基準 
・青年期の心理的発達的特徴がしっかりと理解でき、論理的に説明できていること。|・青年

期の心について、自分で深く考え、考察できていること。 



授業コード S0601 
（認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論と

方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容研究人間関係 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S133 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容人間関係 （新保育

ライブラリ；保育の内容・方

法を知る ） 

小田豊ほか編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育の

実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学び

を実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
 

■学習の要点 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。|具体的には、

以下の事項である。|・領域「人間関係」のねらい及び内容理解（幼稚園教育の基本を踏まえ

て）|・教師との信頼関係を基盤とした友達との関係構築の援助の在り方（個々への丁寧な関

わりと集団保育）|・自立心を育む援助の在り方（事例を通した 3～5 歳の育ちの姿に沿った

必要な援助と環境構成の理解）|・友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他の気

持ちに気付く援助の在り方（事例を通したいざこざと教師の援助の理解）|・自他の気持ちの

違いに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む援助の在り方（ロールプレイを通した友達

との葛藤、けんかの理解）|・きまりをめぐる幼児の葛藤と自己抑制に対する援助（幼児の社

会化におけるきまりの意味）|・ルールのある遊びと援助（ロールプレイを通した遊びを通し

た創造的きまりの意味）|・個と集団の育ちを考える（友達との関わりを促す援助の在り方）

|・協同的な遊びの中で育ち合う長期的な保育の展開（指導案作成、教材研究、情報機器の活

用を含めた保育構想）|・園行事を基盤とした人間関係の広がりを考える（指導案作成、教材

研究、情報機器の活用を含めた保育構想）|・学びの連続性、小学校以降の生活や学習で生か

される力を理解し実践的活動を考える（模擬保育を通した幼小の具体的な交流活動）|・3～

5 歳児の人間関係に着目した指導案作成と模擬保育・振り返り（「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」を観点に保育を評価）|・人間関係を視点とした地域の中の幼稚園の在り方（幼

児期に経験させたい地域の人との関わり）|・人間関係を視点としたインクルーシブ保育の在

り方（人間関係・価値観の多様性を受け入れる具体的な保育構想）|・領域「人間関係」をめ

ぐる現代的諸問題 
 

■学習の到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解できる。|２．

幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理

解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した教材研究や環境の

重要性を理解し、保育構想に活用することができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な

保育を想定した指導案を作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代

的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。 
 



■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S0605 （認定科目名：音楽概論Ⅱ） 

授業科目 音楽概論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 臼井 奈緒 
シラバスグルー

プ 
T0S105 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑥ 初等音楽科教育 
高見 仁志 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 幼児は生来、歌うことや音を鳴らして遊ぶことに興味をもっており、保育現場でもさまざ

まな音楽活動が盛んに行われている。音楽に対する愛好心や豊かな感性を育む幼児期の音楽

活動を支え、指導するためには、音楽の専門的知識や演奏技能の習得が必要とされる。| こ

こでは保育における音楽活動内容と指導法について概観する。また、音楽指導実践に必要な

音楽理論の知識とその活用法について学ぶ。| 
 

■学習の要点 

|1.幼稚園教育要領第 2 章「表現」のねらい及び内容についての理解を深めること。||2.主たる

音楽活動である歌唱・器楽・音楽づくり・鑑賞の内容と、指導上のポイント・留意点を理解

すること。||3.音楽活動を担う指導者として必要な音楽理論の基礎（読譜力・コード奏法・移

調等）を習得すること。||4.楽曲の魅力や特徴を幼児・児童にしっかり伝えるための教材研究

の重要性に気づき、指導実践に活かす方法を探求すること。| 
 

■学習の到達目標 

音楽理論の基礎的知識を習得し、読譜力と想像力をもとに教材と真摯に向き合い、音楽活動

をとおして幼児・児童の豊かな表現を促す指導方法の工夫ができるようになることを目指

す。 
 

■成績評価の基準 

・題意を正しく理解した上で解答されていることが重要である。 |・テキスト学習の成果を

必ず反映させること。テキスト学習の成果が見られない場合は不合格とする。|・箇条書きだ

けの場合も不合格とする。| 



授業コード S0607 （認定科目名：美術概論Ⅱ） 

授業科目 美術概論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 津田 由加子 
シラバスグルー

プ 
T0S047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容表現（乳幼児教育・

保育シリーズ ） 

鈴木みゆき・吉永早苗・志民

一成・島田由紀子 編著 
光生館  

幼稚園教育要領解説 平成

30 年 3 月 
文部科学省著 フレーベル館 [ISBN]9784577814475 

 
 

■授業の概要 

「表現」領域の目的は、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊

かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」ことである。それ故に、子どもたちに

は様々な経験が必要になり、保育者は日々の保育の中でいかに価値ある経験を積ませること

ができるかといった保育の質が求められているといえる。そのためには、子どもの生活経験

と保育を結びつけてどう教材化していくか、保育を構想していく力が必要となる。この教科

では、「表現」領域の基本的な理念の正しい理解と適切な実践力を身につけてもらいたい。 
 

■学習の要点 

「表現する楽しさを十分に味わわせる」ことに目的をおいた造形表現活動の設定を困難に考

える保育者は多い。これは幼稚園教育の目的や領域「表現」の目的が何かの理解が不足して

いることに起因する。そして活動後の評価も、活動の充実が見られないとの評定をすること

が多い。このような状況に陥らないようにするには幼稚園要領、保育所指針に示されている

幼児教育（保育）の基本を十分に理解することが望まれる。そして造形表現活動の特性につ

いて把握することである。| 〈要点〉|  (1) 幼児の造形的遊びの教育的意味についてまと

めておくこと|  (2) 幼児期の造形表現の指導のありかたについてまとめておくこと| 

(3) 幼稚園教育要領に示される領域「表現」のねらいと内容についてまとめておくこと| 

(4) 幼児の造形表現活動の充実のために必要と思われる保育のありかたについてまとめて| 

おくこと 
 

■学習の到達目標 

試験に臨む前にテキストを精読しておくこと。テキストを暗記するのではなく、要点を整理

して、理解するように努めること。この点がきちんと出来ずに答案作成を行うと、記憶に頼

った論旨不明の答案となる可能性が高い。|1．問題はテキストに即して出題する。|2．採点

は加点方式を基本とする。|3．出題の要点を正しく理解し、論理的に述べられていることが

重要である。論述の内容と論述の方法に  よって評価を行う。 
 

■成績評価の基準 科目 終試験で評価する 



授業コード S0609 （認定科目名：体育概論Ⅱ） 

授業科目 体育概論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 西村 誠 
シラバスグルー

プ 
T0S089 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

体育科・健康教育法［改訂

版］ 
山口孝治ほか編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 体育（健康）は身体そのものの学習（養護）指導であり、あわせて身体活動や諸活動を通

しての心のありようの学習指導でもある。この大切な学習指導を進めるためには、子どもの

心身の発育・発達の状況の十分な把握と子ども一人ひとりの実態をふまえた展開が重要であ

る。| また、健康の保持増進、コミュニケーション、レクリエーション等に不可欠なのが体

育（健康）の学習内容でもある。その基礎・基本を培う幼（保）・小学校期の体育（健康）の

学習体験は、一人ひとりの生涯スポーツのあり方に引き継がれる大切なものである。| その

ためこの時期には、体育（健康）に自発的、積極的に取り組んでいこうとする意欲をもたせ

るようにしたいものだ。その基本は、絶対に「体育（運動）ぎらい」を生みださないための

学習指導の創意と工夫が求められる。| そのためには、学習指導を展開するものとしての指

導（養護）のための資質の向上を常に心がける必要のあることを忘れてはならない。| なお、

小学校学習指導要領・幼稚園教育要領（指導書）・保育所保育指針を手もとにおかれ、その学

習と研究にしっかりと取り組んでください。 
 

■学習の要点 

 体育は代表的な応用科学の分野だといわれています。そのために多様な視点からの学習・

研究が求められます。学習・研究の要点として、次にあげた諸点を大切にしながら取り組ん

でください。|・幼稚園教育指導要領の「健康」領域の目標やその内容のねらいについて。|・

保育所保育指導の「健康」の内容及び０〜２才児の健康に係わる内容について。|・幼児に戸

外（自然環境の中や園庭等）での遊びに興味や関心を持たせるための方法やそのための留意

事項について。|・幼児が積極的に取り組むであろう遊びの種類とその展開の方法について。

|・幼児のいろいろな場所、場面での行動の仕方を理解し、安全に気をつけて行動するように

なるための指導上の留意点について。|・体育（運動）ぎらいを生みださない学習指導のあり

方の研究は大切です。|・体育実技（健康）を指導する者として、ぜひ身につけておきたい考

え方や資質とはどのようなことなのだろうか。自分自身の目指す方向についても考えをまと

めておきましょう。|・健康で安全な生活をおくるためには、日常の生活の中で基本的な習慣

や態度を身につけることが大切である。そのためには保育過程でどのようなことに留意すべ

きか。|・幼児期は一般的に種々な感染症にかかりやすい。それを防ぐには、幼児の一人ひと

りのどのような点に留意して観察する必要があるのでしょう。 
 

■学習の到達目標 
先ずはテキストでの十分な履修と本稿の科目の概要・学習の要点・リポート作成の留意点を

自分のものにされれば、問題に解答すべき点が見えてくると思う。  

 



■成績評価の基準 

評価は問題の意図している鍵（キー）を先ず把握しているかどうかを見る。そしてそのキー

を中心に据えた論述となっているかどうかを点検する。| この２つの点がしっかりとおさえ

られていれば上限を 70 点とし、あと理論の展開、例示、文体なども含めて加点する。 



授業コード S0610 （認定科目名：国語科概論/初等教育内容国語） 

授業科目 国語科概論 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい国語科指

導法 ５訂版 
柴田義松 編著 ほか 学文社  

書写指導のてびき|小

学校学習指導要領解

説〈平成２９年告示〉

国語編 

達富洋二|文部科学省

編著 

佛教大学|東洋館出版

社 
[ISBN]9784907177669|[ISBN]9784491034621 

 
 

■授業の概要 

「ことば」の教育は、学校（園）生活・家庭生活など全ての言語生活場面において行われて

います。この日々の言語生活の中で育まれる子どもたちの「ことば」を基盤とし、それらを

体系的・計画的に向上させることが国語科教育の使命です。そしてその学びは、子どもたち

のさらに豊かな言語生活の実現へと繋がるものであることが求められています。このような

国語科教育（国語教育）を実践する教師には、国語科教育やそれに関連する諸問題について

の深く・広い理解が必要不可欠であることは言うまでもないでしょう。 この科目は、初等

教育段階の国語科教育を中心に多面的な理解を深めるとともに、教師を目指すあなた自身の

能力の向上を目標とします。 
 

■学習の要点 

1）テキストを熟読し、小学校の国語科教育の目的・内容・方法について確実に理解しまし

ょう。||2）テキストを熟読し、国語科教育におけるそれぞれの領域の内容や指導の留意点に

ついて整理しましょう。||3）テキストを熟読し、「言語活動」や「主体的・対話的で深い学

び」など、これからの国語科教育に関連する重要なトピックについて理解を深めましょう。

||4）書写の実技学習については２つの意味があります。１つ目は児童に指導する教材として

の理解を深めること、2 つ目は本作品の作成を通して教師として求められる書字技能を向上

させることです。教師にはさまざまな場面で、整った文字を書く能力が求められます。特に

文字の習得期にある子どもたちにとって、教師の文字は日常もっとも日常的に目にするモデ

ルとなります。|どちらの点も重要ですのでしっかりと意識して練習を重ねてください。 
 

■学習の到達目標 小学校国語科の全体像とそれぞれの内容について理解し、説明することができる。| 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を適切に理解できているか（40％）|具体的な教材の特徴を理解し、その指導

の方向性について論じられているか（40％）|テキストの内容のみにとどまらず、自身の考え

や経験を踏まえて論じられているか（20％） 



授業コード S0616 （認定科目名：国語科教育法/初等国語教育法） 

授業科目 国語科教育法 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編① 初等国語科教育 

井上 雅彦 ・青砥 弘幸 

編著 
ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 国語編 
文部科学省 著 東洋館出版社 [ISBN]9784491034621 

 
 

■授業の概要 

本授業では国語授業者として求められる基本的な知識、技能を身に付ける。平成 29 年度版

学習指導要領の内容を中心に国語科の目標・内容・方法について理解を深めていくと同時に、

具体的な学習者を想定しながら、実際に指導案を作成し、模擬授業を行う。 
 

■学習の要点 

次の点を到達目標に学習を進めましょう。|１）小学校国語科教育の意義、学習指導要領（平

成 29 年度版）の構造と内容について理解する。|２）国語科の各分野・領域における目標・

内容・評価の観点について理解する。|３）国語科における児童の学習の実際や特性を理解し、

その実態や学習状況に応じた指導の工夫（言語活動の工夫、ICT の活用、評価の工夫など）

を指導に活かすことができるようにする。|４）対象とする児童の実態や学習状況・教材の特

性・指導要領の内容などを併せて、目的に応じた適切な教育活動、授業を構想し、学習指導

案を作成することができるようにする。| 
 

■学習の到達目標 実際にテキストや指導要領の内容を踏まえた授業を構想することができる。 

 

■成績評価の基準 

終試験については以下の 3 観点から総合的に判断します。|１．テキストや指導要領の内容

についての理解を感じられるか。（40％）|２．教材の特徴を踏まえ、適切に授業構想するこ

とができているか。（40％）|３．学んだことを踏まえて、自分なりに工夫した授業構想をす

ることができているか。（20％）|なお、指定されたテキストや指導要領領解説以外の資料か

らの転記が疑われるものについては、その時点で 0 点とします。 



授業コード S0617 （認定科目名：社会科教育法） 

授業科目 社会科教育法 単位 2.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S168 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編② 初等社会科教育 
中西仁・小林隆著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、社会科授業実践のあり方を具体的に学習

する。テキストでは、社会科の成立と変遷から平成 29 年版学習指導要領の性格を述べ、そ

の性格に基づいた授業づくりのあり方と各学年の具体的な授業を掲載している。さらに、授

業づくりや授業実施にあたっての留意点を解説している。 
 

■学習の要点 

①社会科の成立と変遷から、平成 29 年版学習指導要領の性格を深く理解すること。|②平成

29 年版学習指導要領に基づく具体的な学習指導案が作成できるようにすること。|③作成し

た学習指導案に基づき、授業の一部を表現できるようにすること。 
 

■学習の到達目標 

①社会科の成立と変遷から、平成 29 年版学習指導要領の性格を深く理解できている。|②平

成 29 年版学習指導要領に基づく具体的な学習指導案が作成できる。|③作成した学習指導案

に基づき、授業の一部を表現できる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」に基づきテキスト内容の理解が深まっているかを基準とする。 



授業コード S0618 （認定科目名：初等算数教育法） 

授業科目 算数科教育法 単位 2.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S169 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編③算数科教育 
原 清治 監修他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
算数教育に対する数学的背景・理論・指導法等の理解及び，それらを活かした教材研究を行

えるようになるための基礎的知識と基本的技能及びその考え方について考察する。 

 

■学習の要点 

算数科の目標について要点を把握する必要がある。また評価については，評価の時期（3 つ

の評価）と行為動詞の活用について理解しておく必要がある。|さらに，各領域とプログラミ

ング的思考について，今日的課題と指導の在り方について理解しておく必要がある。|テキス

トに基づいて学習を進めること。 
 

■学習の到達目標 

１．算数の目標，評価及び各領域の今日的課題とその指導法について説明できる。|２．児童

の発達段階や実態に応じた授業構成の基本的な考え方を理解し，それを授業設計に活かすこ

とができる。 
 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S0619 （認定科目名：生活科教育法） 

授業科目 生活科教育法 単位 2.0 

担当者 河内 晴彦 
シラバスグルー

プ 
T0S171 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑤ 生活科教育 
鎌倉 博 船越 勝 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

新学習指導要領における生活科の教科目標は、「具体的な活動や体験を通して、身近な生活

に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を、次の通

り育成することを目指す。」である。指導上の留意点は、以下 3 点である。|①具体的な活動

や体験を通すこと。|②身近な生活に関わる見方・考え方を生かすこと。|③自立し生活を豊か

にしていくこと。| 生活科は児童の発達段階を鑑み、平成元年版の登場以降この 3 点を教科

目標の根底に据えている。本科目では、生活科の本質と新学習指導要領における生活科の新

たな方向性について学習し、生活科の学習指導案を立案し、模擬授業をできる力を育成する。

|なお、担当は小学校で 36 年間教職生活を送ってきた者である。生活科の授業に即して指導

を行う。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領の方向性をもとに、生活科授業実施の留意点について考察すること。|２．

生活科の「教科目標」等の分析から、生活科の本質について考察すること。|３．生活科の「各

学年の目標及び内容」に基づいて、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、

社会及び自然に関わる活動に関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞ

れについて理解し、具体的な指導のあり方を考察すること。|４．生活科の「指導計画の作成

と内容の取扱い」に基づいて、2 年間を見通した年間指導計画作成と単元計画作成のポイン

トについて理解し、「主体的・対話的で深い学びの実現」を実現する指導のあり方を考察す

ること。|５．テキスト等に基づいて、生活科授業の実際について考察すること。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、次の通りである。|1.新学習指導要領における生活科の教科目標に基づい

て、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、社会及び自然に関わる活動に

関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞれについて理解し、具体的な

指導のあり方を述べることができる。|2.問題は、テキストに即して出題する。|3.「答案」の

記述は、必ず自分で章立てや段落をもうけて、分かりやすく記述する。 
 

■成績評価の基準 科目 終試験によって評価する（100 点満点）。60 点未満のものは不合格とする。 



授業コード S0620 （認定科目名：家庭科教育法／初等家庭教育法） 

授業科目 家庭科教育法 単位 2.0 

担当者 三沢 徳枝 
シラバスグルー

プ 
T0S083 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑧初等家庭科教育 
三沢徳枝、勝田映子他著 ミネルヴァ書房  

    

  
 

■授業の概要 

家庭科を学ぶ意義を理解し、小学校学習指導要領の家庭科における目標及び内容を把握す

る。さらに家庭科の背景となる家政学等との関係や家庭科を指導する知識と技術について学

び、中学校の技術・家庭科の内容と双方向の見通しを持って、小学校家庭科の指導者として

授業場面を想定した授業を構成し指導案を作成し評価する実践力を養う。なお、模擬授業は

テキストによる学習内容を踏まえて、自身が行った模擬授業を動画として撮影し、B-net を

通して送付されたものを指導する。 
 

■学習の要点 

１.小学校家庭科教育の意義と役割を理解する。|２.家庭科で育てる資質能力とバランスの取

れた指導方法や評価の方法、授業構成について理解し実践で活用できるようにする。|３.家

庭生活に関わりのある人、モノ、環境と関連づけて児童の学習活動の内容を考えられるよう

になる。|４.児童が基本的・基礎的な知識及び技能を活用し身近な生活課題を発見し、解決方

法を導き、家庭や地域で実践できるように、指導内容や指導方法を工夫・改善できるように

なる。  
 

■学習の到達目標 

1.小学校家庭科の教科の特性を理解し、社会の変化と実践研究の動向を踏まえて、児童の生

活を視野に入れた授業設計ができる。|2.指導上の留意点や学習評価の考え方を理解して、学

習指導案を作成できる。|3.授業改善の視点をもち、情報機器や教具を効果的に活用できる。 
 

■成績評価の基準 

試験では、問題の主旨を理解し、これまで学んだことを論理的に説明できているかを評価す

る。児童の生活をイメージし、家庭科の教科の特性や指導方法、評価について理解し、ICT や

教具の効果的な活用を考えて授業設計ができることを基準とする。文献資料をそのまま転記

したり、不適切あるいは不明瞭な箇所がある場合は合格点に満たないものとする。 



授業コード S0621 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード S0623 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード S0624 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード S0625 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード S0626 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード S0627 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣 ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった

国際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の

変化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、

日中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々

な問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑

する今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこ

とは、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史

的変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習

得することを目標とする。 
 

■学習の要点 

 テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にい

かに形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互

依存」について|4. 「安全保障」について 
 

■学習の到達目標 
 国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することが

できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか 



授業コード S0628 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード S0629 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード S0633 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード S0636 （認定科目名：代数学概論１・代数学概論２/代数学概論） 

授業科目 代数学概論 単位 4.0 

担当者 月岡 卓也 
シラバスグルー

プ 
T0S044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

線型代数学入門 丹後弘司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

比例，1 次関数，連立 1 次方程式などの話題を発展/拡張させたところにある線型代数学に

ついて，その基礎を学んでいきます．ベクトルの概念を理解し，行列の関わりについて学び

ます．また，直線や平面などの高等学校でも学んだ幾何学的対象について，線型代数学の観

点から議論していきます．また，行列演算に習熟し，連立 1 次方程式の理解を深めていきま

す．行列式とその性質を理解し，その幾何学的な応用についてまで理解を広げていきます．

線型代数学の核心部分である，線型独立/従属，基底や次元の概念を習得します．線型空間

の間の写像を学び，行列そのものの理解を深めていきます．行列の固有値，固有空間を学び，

さらに，その様々な応用について議論を展開していきます． 
 

■学習の要点 

筆記用具を必ず傍らに置いてテキストや参考文献などを読み進めてください．頭で理解して

いる事を実際に紙の上に起こしてみる作業は重要です．また，定理等の証明の勘どころをつ

かみながら，数学的思考を育んでもらいたいと思います．さらに，問などを手を動かして具

体的に解き確実な計算力を養う事も本学習の重要課題の一つです． 
 

■学習の到達目標 

・ ベクトル，行列の概念が理解でき，それらの代数的な計算が的確にできる．|・ 直線，平

面などの幾何学的対象を線型代数学の言葉で理解できる．|・ 連立 1 次方程式を行列の性質

を運用しながら解くことができる．|・ 行列式の性質を理解し，その代数的な評価や，幾何

学的な応用が理解できる． |・ 線型空間，線型写像について理解できる．|・ 線型独立/従

属，基底や次元の概念が理解でき，それらを様々な場面で運用できる．|・ 行列の対角化，

固有値，固有空間が理解できる．|・ 定理の証明等を通じて，数学的な思考力を獲得する． 
 

■成績評価の基準 学習の到達目標が達成されているかについて評価します． 



授業コード S0639 （認定科目名：幾何学概論１・幾何学概論２/幾何学概論） 

授業科目 幾何学概論 単位 4.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

理工基礎 演習 集合と位相 鈴木晋一 サイエンス社  

    

 
 

■授業の概要 

幾何学分野を学ぶために必要な、数学の基本ともなる集合・写像・論理についてから学習を

始めます。集合や写像は，すべての数学の基本であり，重要な役割を果たしていますが、高

校までの数学では詳しくは学んでいない事項が多くあります。| 幾何学は図形に関する分野

ですが、高校までのような初等的なユークリッド幾何を学習するのではなく、位相空間の入

門となる距離空間までを学習範囲とします。| 
 

■学習の要点 

数学記号を正確に用いることが理解への第一歩です。高校までで知っているつもりの数学用

語でも今一度しっかり定義を確認しましょう。|テキストをただ眺めるのではなく、自分で例

を考えながら読み進めましょう。テキストは位相空間にも言及していますが、この科目では

第 4 章の距離空間までを必読範囲とします。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標|・論理記号を用いて証明ができる。|・ユークリッド空間内の開集合・閉集

合・内部・外部・境界を理解する。|・簡単な距離空間の例を理解する。| 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。第 1 第 2 設題ともに、考え方の記述・数学記号の用い方も含め、全て

の問において概ね正答であることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理

的な記述・数学記号の用法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S0642 （認定科目名：解析学概論１・解析学概論２/解析学概論） 

授業科目 解析学概論 単位 4.0 

担当者 小坂 篤志 
シラバスグルー

プ 
T0S010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

追補版 解析学のための微

分積分入門 
長田尚・剣持信幸 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「１変数関数の微分積分」について学習を行う。微分積分は高度な数学における理論的背景、

現代科学の応用面における計算技術、という両面において非常に重要な基礎をなしている。

ここではその中でも、１変数実数値関数に対する微分積分の学習を行う。学習内容としては

高校数学における「数 II」「数 III」の延長にあたり、高校数学の内容を新たな観点から再定義

することから始め、 終的にはマクローリン展開や広義積分といった、より高度な概念の学

習を目指す。 
 

■学習の要点 

以下の内容を要点として学習を行うこと。|１．数列の収束・発散の定義・計算|２．級数の収

束・発散の定義・計算|３．関数の基礎概念と関数の極限の定義・計算|４．初等関数の定義と

その性質|５．微分の定義と各種微分公式|６．初等関数の微分法|７．テイラーの定理と関数

の級数展開|８．定積分の定義|９．原始関数と微積分学の基本定理|１０．置換積分・部分積

分|１１．初等関数の積分法|１２．広義積分の定義・計算|１３．積分法を用いた図形の面積・

曲線の長さの計算 
 

■学習の到達目標 ６割以上の正答により、合格とする。 

 

■成績評価の基準 リポート設題・試験共に解答の過程をある程度明示すること。 



授業コード S0645 （認定科目名：確率論１・確率論２/確率論） 

授業科目 確率論 単位 4.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明解演習 数理統計 小寺平治 共立出版  

     

 
 

■授業の概要 

確率の数学的な見方や考え方を養うと同時に，基本的な統計モデルや各種統計手法の基礎知

識の習得を目的とします。離散的確率と連続的確率について、基本用語とその計算方法およ

びその意味について学ます。また、推測統計で用いられる代表的な確率分布などの定義と，

その性質，統計的推測(推定・検定)の考え方や計算方法について学習します。 
 

■学習の要点 

テキストは演習に重きを置いているので、定義や考え方に疑問がある場合には参考文献を参

照してください。数学用語や記号は本によって定義が違うことがありますので、複数の文献

に当たる場合は必ず 初に定義を確認しましょう。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標|・確率の基本的な考え方を理解する。|・代表的な分布を知る。|・簡単な推

定・検定を行える。 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。第 1 第 2 設題ともに、考え方の記述・数学記号の用い方も含め全ての

問において概ね正答であることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理的

な記述・数学記号の用法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S0656 （認定科目名：国語科教育法/初等国語教育法） 

授業科目 初等国語教育法 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編① 初等国語科教育 

井上 雅彦 ・青砥 弘幸 

編著 
ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 国語編 
文部科学省 著 東洋館出版社 [ISBN]9784491034621 

 
 

■授業の概要 

本授業では国語授業者として求められる基本的な知識、技能を身に付ける。平成 29 年度版

学習指導要領の内容を中心に国語科の目標・内容・方法について理解を深めていくと同時に、

具体的な学習者を想定しながら、実際に指導案を作成し、模擬授業を行う。 
 

■学習の要点 

次の点を到達目標に学習を進めましょう。|１）小学校国語科教育の意義、学習指導要領（平

成 29 年度版）の構造と内容について理解する。|２）国語科の各分野・領域における目標・

内容・評価の観点について理解する。|３）国語科における児童の学習の実際や特性を理解し、

その実態や学習状況に応じた指導の工夫（言語活動の工夫、ICT の活用、評価の工夫など）

を指導に活かすことができるようにする。|４）対象とする児童の実態や学習状況・教材の特

性・指導要領の内容などを併せて、目的に応じた適切な教育活動、授業を構想し、学習指導

案を作成することができるようにする。| 
 

■学習の到達目標 実際にテキストや指導要領の内容を踏まえた授業を構想することができる。 

 

■成績評価の基準 

終試験については以下の 3 観点から総合的に判断します。|１．テキストや指導要領の内容

についての理解を感じられるか。（40％）|２．教材の特徴を踏まえ、適切に授業構想するこ

とができているか。（40％）|３．学んだことを踏まえて、自分なりに工夫した授業構想をす

ることができているか。（20％）|なお、指定されたテキストや指導要領領解説以外の資料か

らの転記が疑われるものについては、その時点で 0 点とします。 



授業コード S0657 （認定科目名：初等社会教育法） 

授業科目 初等社会教育法 単位 2.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編② 初等社会科教育 
中西仁・小林隆著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、社会科授業実践のあり方を具体的に学習

する。テキストでは、社会科の成立と変遷から平成 29 年版学習指導要領の性格を述べ、そ

の性格に基づいた授業づくりのあり方と各学年の具体的な授業を掲載している。さらに、授

業づくりや授業実施にあたっての留意点を解説している。 
 

■学習の要点 

①社会科の成立と変遷から、平成 29 年版学習指導要領の性格を深く理解すること。|②平成

29 年版学習指導要領に基づく具体的な学習指導案が作成できるようにすること。|③作成し

た学習指導案に基づき、授業の一部を表現できるようにすること。 
 

■学習の到達目標 

①社会科の成立と変遷から、平成 29 年版学習指導要領の性格を深く理解できている。|②平

成 29 年版学習指導要領に基づく具体的な学習指導案が作成できる。|③作成した学習指導案

に基づき、授業の一部を表現できる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」に基づきテキスト内容の理解が深まっているかを基準とする。 



授業コード S0658 （認定科目名：初等算数教育法） 

授業科目 初等算数教育法 単位 2.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編③算数科教育 
原 清治 監修他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
算数教育に対する数学的背景・理論・指導法等の理解及び，それらを活かした教材研究を行

えるようになるための基礎的知識と基本的技能及びその考え方について考察する。 

 

■学習の要点 

算数科の目標について要点を把握する必要がある。また評価については，評価の時期（3 つ

の評価）と行為動詞の活用について理解しておく必要がある。|さらに，各領域とプログラミ

ング的思考について，今日的課題と指導の在り方について理解しておく必要がある。|テキス

トに基づいて学習を進めること。 
 

■学習の到達目標 

１．算数の目標，評価及び各領域の今日的課題とその指導法について説明できる。|２．児童

の発達段階や実態に応じた授業構成の基本的な考え方を理解し，それを授業設計に活かすこ

とができる。 
 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S0659 （認定科目名：初等生活教育法） 

授業科目 初等生活教育法 単位 2.0 

担当者 河内 晴彦 
シラバスグルー

プ 
T0S114 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑤ 生活科教育 
鎌倉 博 船越 勝 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

新学習指導要領における生活科の教科目標は、「具体的な活動や体験を通して、身近な生活

に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を、次の通

り育成することを目指す。」である。指導上の留意点は、以下 3 点である。|①具体的な活動

や体験を通すこと。|②身近な生活に関わる見方・考え方を生かすこと。|③自立し生活を豊か

にしていくこと。| 生活科は児童の発達段階を鑑み、平成元年版の登場以降この 3 点を教科

目標の根底に据えている。本科目では、生活科の本質と新学習指導要領における生活科の新

たな方向性について学習し、生活科の学習指導案を立案し、模擬授業をできる力を育成する。

|なお、担当は小学校で 36 年間教職生活を送ってきた者である。生活科の授業に即して指導

を行う。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領の方向性をもとに、生活科授業実施の留意点について考察すること。|２．

生活科の「教科目標」等の分析から、生活科の本質について考察すること。|３．生活科の「各

学年の目標及び内容」に基づいて、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、

社会及び自然に関わる活動に関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞ

れについて理解し、具体的な指導のあり方を考察すること。|４．生活科の「指導計画の作成

と内容の取扱い」に基づいて、2 年間を見通した年間指導計画作成と単元計画作成のポイン

トについて理解し、「主体的・対話的で深い学びの実現」を実現する指導のあり方を考察す

ること。|５．テキスト等に基づいて、生活科授業の実際について考察すること。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、次の通りである。|1.新学習指導要領における生活科の教科目標に基づい

て、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、社会及び自然に関わる活動に

関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞれについて理解し、具体的な

指導のあり方を述べることができる。|2.問題は、テキストに即して出題する。|3.「答案」の

記述は、必ず自分で章立てや段落をもうけて、分かりやすく記述する。 
 

■成績評価の基準 科目 終試験によって評価する（100 点満点）。60 点未満のものは不合格とする。 



授業コード S0660 （認定科目名：家庭科教育法／初等家庭教育法） 

授業科目 初等家庭教育法 単位 2.0 

担当者 横山 和子 
シラバスグルー

プ 
T0S083 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑧初等家庭科教育 
三沢徳枝、勝田映子他著 ミネルヴァ書房  

    

  
 

■授業の概要 

家庭科を学ぶ意義を理解し、小学校学習指導要領の家庭科における目標及び内容を把握す

る。さらに家庭科の背景となる家政学等との関係や家庭科を指導する知識と技術について学

び、中学校の技術・家庭科の内容と双方向の見通しを持って、小学校家庭科の指導者として

授業場面を想定した授業を構成し指導案を作成し評価する実践力を養う。なお、模擬授業は

テキストによる学習内容を踏まえて、自身が行った模擬授業を動画として撮影し、B-net を

通して送付されたものを指導する。 
 

■学習の要点 

１.小学校家庭科教育の意義と役割を理解する。|２.家庭科で育てる資質能力とバランスの取

れた指導方法や評価の方法、授業構成について理解し実践で活用できるようにする。|３.家

庭生活に関わりのある人、モノ、環境と関連づけて児童の学習活動の内容を考えられるよう

になる。|４.児童が基本的・基礎的な知識及び技能を活用し身近な生活課題を発見し、解決方

法を導き、家庭や地域で実践できるように、指導内容や指導方法を工夫・改善できるように

なる。  
 

■学習の到達目標 

1.小学校家庭科の教科の特性を理解し、社会の変化と実践研究の動向を踏まえて、児童の生

活を視野に入れた授業設計ができる。|2.指導上の留意点や学習評価の考え方を理解して、学

習指導案を作成できる。|3.授業改善の視点をもち、情報機器や教具を効果的に活用できる。 
 

■成績評価の基準 

試験では、問題の主旨を理解し、これまで学んだことを論理的に説明できているかを評価す

る。児童の生活をイメージし、家庭科の教科の特性や指導方法、評価について理解し、ICT や

教具の効果的な活用を考えて授業設計ができることを基準とする。文献資料をそのまま転記

したり、不適切あるいは不明瞭な箇所がある場合は合格点に満たないものとする。 



授業コード S0661 （認定科目名：国語科概論/初等教育内容国語） 

授業科目 初等教育内容国語 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい国語科指

導法 ５訂版 
柴田義松 編著 ほか 学文社  

書写指導のてびき|小

学校学習指導要領解

説〈平成２９年告示〉

国語編 

達富洋二|文部科学省

編著 

佛教大学|東洋館出版

社 
[ISBN]9784907177669|[ISBN]9784491034621 

 
 

■授業の概要 

「ことば」の教育は、学校（園）生活・家庭生活など全ての言語生活場面において行われて

います。この日々の言語生活の中で育まれる子どもたちの「ことば」を基盤とし、それらを

体系的・計画的に向上させることが国語科教育の使命です。そしてその学びは、子どもたち

のさらに豊かな言語生活の実現へと繋がるものであることが求められています。このような

国語科教育（国語教育）を実践する教師には、国語科教育やそれに関連する諸問題について

の深く・広い理解が必要不可欠であることは言うまでもないでしょう。 この科目は、初等

教育段階の国語科教育を中心に多面的な理解を深めるとともに、教師を目指すあなた自身の

能力の向上を目標とします。 
 

■学習の要点 

1）テキストを熟読し、小学校の国語科教育の目的・内容・方法について確実に理解しまし

ょう。||2）テキストを熟読し、国語科教育におけるそれぞれの領域の内容や指導の留意点に

ついて整理しましょう。||3）テキストを熟読し、「言語活動」や「主体的・対話的で深い学

び」など、これからの国語科教育に関連する重要なトピックについて理解を深めましょう。

||4）書写の実技学習については２つの意味があります。１つ目は児童に指導する教材として

の理解を深めること、2 つ目は本作品の作成を通して教師として求められる書字技能を向上

させることです。教師にはさまざまな場面で、整った文字を書く能力が求められます。特に

文字の習得期にある子どもたちにとって、教師の文字は日常もっとも日常的に目にするモデ

ルとなります。|どちらの点も重要ですのでしっかりと意識して練習を重ねてください。 
 

■学習の到達目標 小学校国語科の全体像とそれぞれの内容について理解し、説明することができる。| 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を適切に理解できているか（40％）|具体的な教材の特徴を理解し、その指導

の方向性について論じられているか（40％）|テキストの内容のみにとどまらず、自身の考え

や経験を踏まえて論じられているか（20％） 



授業コード S0671 
（認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論と

方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「人間関係」 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S133 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容人間関係 （新保育

ライブラリ；保育の内容・方

法を知る ） 

小田豊ほか編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育の

実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学び

を実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
 

■学習の要点 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。|具体的には、

以下の事項である。|・領域「人間関係」のねらい及び内容理解（幼稚園教育の基本を踏まえ

て）|・教師との信頼関係を基盤とした友達との関係構築の援助の在り方（個々への丁寧な関

わりと集団保育）|・自立心を育む援助の在り方（事例を通した 3～5 歳の育ちの姿に沿った

必要な援助と環境構成の理解）|・友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他の気

持ちに気付く援助の在り方（事例を通したいざこざと教師の援助の理解）|・自他の気持ちの

違いに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む援助の在り方（ロールプレイを通した友達

との葛藤、けんかの理解）|・きまりをめぐる幼児の葛藤と自己抑制に対する援助（幼児の社

会化におけるきまりの意味）|・ルールのある遊びと援助（ロールプレイを通した遊びを通し

た創造的きまりの意味）|・個と集団の育ちを考える（友達との関わりを促す援助の在り方）

|・協同的な遊びの中で育ち合う長期的な保育の展開（指導案作成、教材研究、情報機器の活

用を含めた保育構想）|・園行事を基盤とした人間関係の広がりを考える（指導案作成、教材

研究、情報機器の活用を含めた保育構想）|・学びの連続性、小学校以降の生活や学習で生か

される力を理解し実践的活動を考える（模擬保育を通した幼小の具体的な交流活動）|・3～

5 歳児の人間関係に着目した指導案作成と模擬保育・振り返り（「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」を観点に保育を評価）|・人間関係を視点とした地域の中の幼稚園の在り方（幼

児期に経験させたい地域の人との関わり）|・人間関係を視点としたインクルーシブ保育の在

り方（人間関係・価値観の多様性を受け入れる具体的な保育構想）|・領域「人間関係」をめ

ぐる現代的諸問題 
 

■学習の到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解できる。|２．

幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理

解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した教材研究や環境の

重要性を理解し、保育構想に活用することができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な

保育を想定した指導案を作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代

的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。 
 



■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S0701 
（認定科目名：中等教科教育法社会１・中等教科教育法社

会２/教科教育法社会１/中等教科教育法社会Ⅰ） 

授業科目 教科教育法社会１ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 中学校新学習

指導要領の展開 社会編 
原田 智仁編 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。社会科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて社会科（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）ならではの思考・

判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社

会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論さ

せることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力の基礎」が

養われる。本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づいて中学校社会科の全体像をつか

むと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．中学校社会科の改訂のキーポイントについて理解を深める。|２．学習指導要領「第 1 目

標」のポイントについて理解を深める。|３．地理的分野の目標と学習指導の具体的あり方に

ついて理解を深める。|４．歴史的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深め

る。|５．公民的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導

要領「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これ

からの社会科学習指導をイメージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指

導案に基づき、模擬授業をおこなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 

学習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理

解し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位

置付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S0702 
（認定科目名：教科教育法数学１/中等教科教育法数学/中

等教科教育法数学１・中等教科教育法数学２） 

授業科目 教科教育法数学１ 単位 4.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学教育実践入門 黒田恭史編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

中学校・高等学校における生徒の学力が課題となっており，生徒の実態に応じた授業運営が

できる資質が教員に求められている。そこで，数学教育の課題を明らかにし，授業研究のあ

り方について考察する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し，数学教育で生徒に身につけさせたい能力とは何かを理解し，各領域内容

の特性を把握した上で学習指導案を作成する重要となる。また，生徒の学習欲を喚起するよ

うな授業の導入が重要である。テキストの各章末に示した参考文献等を活用して，更に深く

理解することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題はテキストの内容に即して出題をするので，要点をまとめて記述できるようにしておく

こと。また，その他の文献から問題に関連する内容について触れても良いが，それが大半を

占めるような記述とならないように注意すること。 
 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S0703 
（認定科目名：中等教科教育法社会１・中等教科教育法社

会２/教科教育法社会１/中等教科教育法社会Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法社会 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 中学校新学習

指導要領の展開 社会編 
原田 智仁編 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。社会科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて社会科（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）ならではの思考・

判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社

会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論さ

せることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力の基礎」が

養われる。本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づいて中学校社会科の全体像をつか

むと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．中学校社会科の改訂のキーポイントについて理解を深める。|２．学習指導要領「第 1 目

標」のポイントについて理解を深める。|３．地理的分野の目標と学習指導の具体的あり方に

ついて理解を深める。|４．歴史的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深め

る。|５．公民的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導

要領「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これ

からの社会科学習指導をイメージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指

導案に基づき、模擬授業をおこなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 

学習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理

解し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位

置付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S0705 
（認定科目名：教科教育法数学１/中等教科教育法数学/中

等教科教育法数学１・中等教科教育法数学２） 

授業科目 中等教科教育法数学 単位 4.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学教育実践入門 黒田恭史編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

中学校・高等学校における生徒の学力が課題となっており，生徒の実態に応じた授業運営が

できる資質が教員に求められている。そこで，数学教育の課題を明らかにし，授業研究のあ

り方について考察する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し，数学教育で生徒に身につけさせたい能力とは何かを理解し，各領域内容

の特性を把握した上で学習指導案を作成する重要となる。また，生徒の学習欲を喚起するよ

うな授業の導入が重要である。テキストの各章末に示した参考文献等を活用して，更に深く

理解することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題はテキストの内容に即して出題をするので，要点をまとめて記述できるようにしておく

こと。また，その他の文献から問題に関連する内容について触れても良いが，それが大半を

占めるような記述とならないように注意すること。 
 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S0749 （認定科目名：特別支援教育概論） 

授業科目 特別支援教育概論 単位 4.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S073 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑤ 特別支援教育 

原 幸一・堀家 由妃代 

編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目では、障害のある子どもに対する教育の変遷と現状を知るとともに、障害のある

子どもに対する教育理念や今日的課題についても学ぶことを目的とする。| 特に平成 19 年

度に特殊教育から特別支援教育へと法制度が変わり、さらに平成 24 年からはインクルーシ

ブ教育が目指されるようになったが、その背景には、障害のある児童生徒の教育をめぐる諸

情勢にどのような変化があったのかを理解し、特別支援教育に移行した意義を学ぶ。さらに

構築された理念の実現に向けての特別支援教育の在り方や基本的な考え方についても学習

していくものである。| 
 

■学習の要点 

 学習するにあたっては、指定テキストを熟読し、障害児教育の歴史的変遷や新たに特別支

援教育の対象となった障害のある児童生徒を含めて、対象児に対して用意される学びの場や

学びの内容などの特別支援教育に関する基本的な知識について、下記の５点を主に理解をす

ることを念頭に置くとよい。|①特殊教育から特別支援教育、そしてインクルーシブ教育への

パラダイムシフトとその意義について|②障害児の発達特性・障害特性と教育方法について|

③特別支援教育における教育課程について|④ノーマライゼーションやインクルーシブ教育

の理念について|⑤特別支援教育を担当する教師の専門性について| 
 

■学習の到達目標 

 科目 終試験の出題の意図から外れないように、注意すること。学習の要点に書かれた内

容を参考にして、テキストを中心に学んだ内容を記述すること。 | 評価のポイントは、出

題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学

習の要点」を踏まえていない場合には、自らの経験や自説をいくら述べても評価されない。

| 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において設題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。設題に

関わる知識を正しく理解し、設題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S0787 
（認定科目名：職業教育及び職業指導１・職業教育及び職

業指導２/職業教育及び職業指導） 

授業科目 職業教育及び職業指導 単位 4.0 

担当者 大森 弘子 
シラバスグルー

プ 
T0S109 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる生徒指導・キャ

リア教育 
小泉令三編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年の日本社会は、高等教育機関（大学・専門学校等も含む）への進学率が高い。この教育

期間の延長によって、「職業に従事して社会的に自立するのは遠い先のことである」と考え

る若者を増加させる傾向にある。また、産業構造の変化や雇用形態の多様化などを背景とし

て将来への不透明さが増加する傾向にあり、そのことが「ニート」を助長している面もある。

|本科目は職業の問題は人々の「在り方・生き方」と大きく関わっているという視点から、「職

業教育及び職業指導」について、基礎理論及びその実務について学校教育及び社会教育の両

視点から解説し、人間が「生きる力」を身に付け、社会人・職業人として自立していくこと

ができるように導くキャリア教育である。| 
 

■学習の要点 

「キャリア教育」の展開について理解し、職業の問題について、人の「在り方、生き方」の

視点で学習していただきたい。また、具体的に理解しておくべき内容を以下に挙げる。|１．

職業の語義と三要素について理解する。|２．職業指導の意味を理解する。|３．職業適性検査

の実施上の留意点を学習する。|４．職業選択の中で、特性・因子理論、構造（精神分析）理

論、職業的発達理論の内容を理解する。|５．進路選択における現代社会の課題を考察する。 
 

■学習の到達目標 
１．学校での職業教育について、職業選択の基本となる理論を学ぶ。|２．学校での職業教育

について、その実務を理解する。 

 

■成績評価の基準 

１．リポートは、定められた字数を有効に活用すること。テキストの丸写しや字数不足は、

不合格とする。職業の課題に関わる基本的事項を理解しているか、日本社会の産業構造の変

化を捉えることができいるかを点検する。|２．学校での職業指導について、そのどれだけ理

解しているかを点検する。また、リポートの論の展開が明確であるかどうかが成績評価のポ

イントとなる。| 



授業コード S0804 （認定科目名：保育原理） 

授業科目 保育原理 単位 4.0 

担当者 中西 さやか 
シラバスグルー

プ 
T0W101 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育原理 第 3 版（ 新保

育講座 1） 

森上史朗・小林紀子・若月芳

浩 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育の基本理念、思想と歴史、実践の原理を理解し、「保育と何か」について多面的に学ぶ。

また、子どもと保護者を取り巻く状況を踏まえた上て、保育に求められるものについて考察

する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、子どもについての捉え方、子どもの主体性・自発性を大切にする保育の

あり方、子ども観と保育実践の結びつき、保育者の専門性、保育所をめぐる現状と課題につ

いて幅広く理解を深めてほしい。単にテキストを覚えるのではなく、子どもや保育に関する

自らの見方や考え方が深まるよう意識すること。 
 

■学習の到達目標 
・保育の基本について学び、自らの保育観を醸成するための視点を養うこと。|・テキスト内

容を根拠として、保育の基本について論述ができること。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の評価基準は以下のとおりである。|・採点は加点方式とする。|・問題に合致し

ない答案は不合格とする。|・問題で問われている内容について、様々な面から解答されてい

ること（60 点）。|・解答が論理的に展開されていること（20 点）。|・自分自身の言葉を豊か

に用いて解答されていること（20 点）。  



授業コード S0806 （認定科目名：小児保健/子どもの保健Ⅰ） 

授業科目 小児保健 単位 4.0 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの保健〔改訂第 3 版〕 渡辺博 編著 中山書店  

    

 
 

■授業の概要 

保育士を目指す皆さんは、保育園や乳児院、そのほかの施設で子どもたちに接する際に、子

どもの成長発達の基本を知り、母子関係の意味を知り、さらに、子どもたちの障害や疾患に

ついて学ぶ、これらは子どもたちにとって求められる保育は何かを考える基礎になっていき

ます。とくに今日大きな問題として取り上げられる、子どもの貧困・虐待、発達障害、小児

医療をめぐる困難について、自分の考えをもつことは大変重要です。知識を増やすだけでな

く、自分自身でしっかり考えて判断できるように、本科目では自ら考える姿勢を重視したい

と思います。 
 

■学習の要点 

テキストから学ぶ内容に、自分自身で新聞の記事、インターネット情報、そしてできれば書

籍からのまとまった知識を加えて、自分で問題をどう考えるのか整理してみる、そうした取

り組み方を期待します。大学図書館のポータルサイトを利用して、フェイクではない正しい

情報を得てください。|乳幼児の集団生活に関わる立場にとって、事故の予防と救急蘇生の手

技およびワクチンで防げる病気と具体的な予防接種の中身（どういったワクチンをいつ接種

するのかなど）を知っていることは大変重要です。|それらの点を特に強調し、リポート設題

としました。 
 

■学習の到達目標 

・学習の進展と理解度を試験ではかり、その到達度に即して評価します。|・問題はテキスト

のみならず、調べてくれたことが活かせれる出題としています。|・問いに対し、解答するに

必要なキーワードを含んでいるか、出題要点を理解し、理論的に論述の展開とその深度がど

のようであるか、学習の状況が把握できるものとなっているか、などを総合的に評価します。 
 

■成績評価の基準 

内容が 新の情報にも続いて書かれているか（特にワクチン関係）は重要です。また、ネッ

トの情報の書き写しではなく自分の考えが論じられているかを、評価の上では重視します。

ネットのコピペが強く疑われ、そうした引用を明記されていないリポートや答案であると判

断した場合、合格点は与えません。 



授業コード S0821 （認定科目名：臨床教育学１・臨床教育学２/臨床教育学） 

授業科目 臨床教育学 単位 4.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床教育学補充資料 大西正倫 佛教大学通信教育部  

臨床教育学 和田修二ほか編 アカデミア出版会  

 
 

■授業の概要 

 この科目は、「指定保育士養成施設」としての本学教育学科が、保育士資格の「修業教科

目」として開設している、選択必修科目の一つである（つまり、必修科目ではない）。| 臨

床教育学とは何か。残念ながら、“これが臨床教育学だ”という“定番もの”は、未(いま)だ存在

しないと言ってよい。近年にわかに「臨床○○(学)」が大はやりになってきて、すでに「臨床」

という語のインフレが起こっている。「臨床教育学」も例外ではない。 初の提唱には必然

性があり、一定の主張・メッセージが込められていた。ところが、すぐにそのレッテルが独

(ひと)り歩きをし始めた。中身は旧来のままでレッテルを貼り替えただけの、流行に便乗(び

んじょう)したにすぎないお手軽なものまで登場している。「臨床(的)」という語の解釈や込

められた意味もさまざまである。| それだけに、何が「臨床(的)」ということなのかをきち

んとつかまえることが、 も肝要である。それは、従来それぞれ専門分野として分断されて

いた医療・看護・教育・福祉等の根底のところで共通する何かである。その意味で、学際的

(interdisciplinary)な分野だというふうにも言えるが、そもそも「臨床(的)」とは、取り扱う〈対

象〉や〈内容〉を示す概念ではなくて、物事への〈視角〉であり、〈スタンス〉なのである。

| この科目「臨床教育学」のねらいは、①教育・保育とは、本来、本質的に「臨床的」な〈実

践〉であることを理解すること、②具体的な教育・保育実践の個々の場面における〈臨床の

知〉としての〈実践知〉のありようを感得(かんとく)し、自分のものとすること、である。

これらがこの科目のアルファーでありオメガである。つまり、入り口であって、同時に、究

極の目標なのである。これを、実践家としての自己の成長につなげてほしい。| ただし、こ

の科目の履修においては、自分自身のこれまでのものの見方を打ち破り転換することを迫ら

れる場面に必ずぶつかることになる。生半可な覚悟では単位修得はおぼつかない。肝(きも)

に銘じてほしい。 
 

■学習の要点 

１.狭義の「臨床(的)」と区別して広義の「臨床(的)」の概念をつかみ、教育（保育を含む）・

医療（看護を含む）・福祉（介護を含む）のあいだの共通性と相違点を考察しよう。|２.〈発

達〉という観点は、子どもを客観的・一般的・法則的に理解する手助けとなるが、個として・

主体としての一人ひとりの子どもに肉迫するには、別の視点が必要である。それが〈臨床〉

という視角であることを理解しよう。|３.中村雄二郎のいう〈臨床の知〉をふまえて、保育実

践における〈実践の知〉の特質をつかもう。（補充資料：大西正倫「臨床保育学の基礎づけの

ために」を参照すること。）|４.子どもにとってリアルな世界、子どもの現に生きている世界

（「生活世界」）をそのままにつかむ方法論として、「現象学」ないし「解釈学的現象学」のも

のの見方を知ろう。|５.保育の場には家庭も含まれ、保育者には親も含まれる。親であるこ

と・親となることについて、その要諦(ようてい)（肝心かなめの点）を考えよう。（補充資料：

大西正倫「家庭の臨床教育人間学序説」を参照すること。）|６.教育（保育を含む）とカウン

セリング、教師（保育者を含む）とカウンセラー。その存在意義と役割における共通性と違



い、および連携のあり方を考え、教師・保育者に求められている「カウンセリング・マイン

ド」を自分のものにしよう。 

 

■学習の到達目標 

〔学習の要点〕に沿って学習することが、 も効果的で 善の試験対策となる。〔学習の要

点〕をふまえない解答は、合格とはならない。評価の観点としては、理解・認識・把握の、

的確さ・深さを問う。|試験当日は、まず、問題文をしっかり読み、求められているものは何

かを的確につかんだ上で、解答に取り掛かること。解答はたくさん書くほど点数がよくなる

というものではない。 
 

■成績評価の基準 自らの教育観、保育観が記されているかどうかを評価する。 



授業コード S0834 （認定科目名：肢体不自由児の心理・生理・病理） 

授業科目 肢体不自由児の心理・生理・病理 単位 2.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S092 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる肢体不自由教育 

やわらかアカデミズム・〈わ

かる〉シリーズ 

安藤隆男 編著 他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

肢体不自由児に関する心理学的情報と生理・病理的情報から、肢体不自由のある児童生徒の

心理・生理・病理についての基礎知識を学ぶ。また肢体不自由児に対する教育を行う上で考

慮すべき随伴障害についての知識も学ぶ。 
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、テキストを熟読し、肢体不自由に関する基礎知識や心理・

生理・病理的特性について、発達支援の視点から学んでほしい。また、脳性疾患に多く随伴

する障害や運動障害に関連する顕著な二次障害についても学んでもらいたい。 |① 肢体不

自由の定義と分類、原因、心理的特性等について理解し、あわせて脳性麻痺児に対す|る支援

方法について考えておくこと。  |② 中途障害の心理と障害受容について理解し、あわせ

てそれらの支援方法について考えておく|こと。 |③ 肢体不自由教育におけるアセスメン

トの意義と方法について理解し、あわせてその活用につ|いて考えておくこと。  |④ 脳

性麻痺の原因とその症状について理解し、その教育的対応について考えておくこと。  |⑤ 

てんかんの定義と分類について理解し、その教育的対応について考えておくこと。  |⑥ 

脳の機能局在の視点から心身の病理と症状について理解しておくこと。| 
 

■学習の到達目標 
① 肢体不自由児を指導する際に必要となる生理・病理に関する基礎知識を理解する。

|② 肢体不自由児を指導する際に必要となる心理に関する基礎知識を理解する。||| 

 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 | 



授業コード S0842 （認定科目名：重複障害・軽度発達障害児の指導法） 

授業科目 重複障害・軽度発達障害児の指導法 単位 2.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S094 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる発達障害 ： LD・

ADHD・高機能自閉症・アス

ペルガー症候群〔第 2 版〕 

小野次朗ほか編 ミネルヴァ書房  

エピソードで学ぶ 障碍の

重い子どもの理解と支援 
菅原伸康/渡邊照美 編著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623073115 

 
 

■授業の概要 

 重複障害児や軽度発達障害児の学び場と教育課程及び指導の実際から、それぞれの障害を

有する子どもに対する教育の現状と課題を理解し、双方の特別支援教育における指導方法の

基礎基本を学ぶ。あわせて、重複障害と軽度発達障害の基礎的概念についても学ぶ。||  
 

■学習の要点 

指定テキストを熟読し、重複障害児や軽度発達障害児に関する基礎知識を発達支援の視点か

ら学んでもらいたい。ヒトの行動を時間系列的に理解しながら、健康状態と家族関係などの

環境因子及び性格などの個人因子と関連づけたそれぞれの障害の概念を理解することを念

頭に置くとよい。その上で固有の障害に対して、用意されている制度や教育課程を活用し、

必要となる具体的な働きかけの方法、場面設定等の工夫や配慮などを具体的に考えていくこ

とが大切なこととなる。|① 発達障害や重複障害の概念について|② 重複障害児の理解

と指導・支援の基本について|③ 高機能自閉症・アスペルガー症候群の定義や基本

特性の理解と指導・支援のあり方について|④ 注意欠陥多動性障害（ADHD）の定義や

基本特性の理解と指導・支援のあり方について|⑤ 学習障害（LD）の定義や個々に異なる認

知特性の理解と指導・支援のあり方について | | 
 

■学習の到達目標 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重複障害児が就学

する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 重複障害児に対する各教科・

自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。|④ 軽度発達障害児が活用でき

る「通級による指導」の制度と教育課程について理解する。|⑤ 軽度発達障害児に

対する各教科等における指導法の基礎基本を理解する。| 
 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 



授業コード S0850 （認定科目名：小児保健/子どもの保健Ⅰ） 

授業科目 子どもの保健Ⅰ 単位 4.0 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの保健〔改訂第 3 版〕 渡辺博 編著 中山書店  

    

 
 

■授業の概要 

保育士を目指す皆さんは、保育園や乳児院、そのほかの施設で子どもたちに接する際に、子

どもの成長発達の基本を知り、母子関係の意味を知り、さらに、子どもたちの障害や疾患に

ついて学ぶ、これらは子どもたちにとって求められる保育は何かを考える基礎になっていき

ます。とくに今日大きな問題として取り上げられる、子どもの貧困・虐待、発達障害、小児

医療をめぐる困難について、自分の考えをもつことは大変重要です。知識を増やすだけでな

く、自分自身でしっかり考えて判断できるように、本科目では自ら考える姿勢を重視したい

と思います。 
 

■学習の要点 

テキストから学ぶ内容に、自分自身で新聞の記事、インターネット情報、そしてできれば書

籍からのまとまった知識を加えて、自分で問題をどう考えるのか整理してみる、そうした取

り組み方を期待します。大学図書館のポータルサイトを利用して、フェイクではない正しい

情報を得てください。|乳幼児の集団生活に関わる立場にとって、事故の予防と救急蘇生の手

技およびワクチンで防げる病気と具体的な予防接種の中身（どういったワクチンをいつ接種

するのかなど）を知っていることは大変重要です。|それらの点を特に強調し、リポート設題

としました。 
 

■学習の到達目標 

・学習の進展と理解度を試験ではかり、その到達度に即して評価します。|・問題はテキスト

のみならず、調べてくれたことが活かせれる出題としています。|・問いに対し、解答するに

必要なキーワードを含んでいるか、出題要点を理解し、理論的に論述の展開とその深度がど

のようであるか、学習の状況が把握できるものとなっているか、などを総合的に評価します。 
 

■成績評価の基準 

内容が 新の情報にも続いて書かれているか（特にワクチン関係）は重要です。また、ネッ

トの情報の書き写しではなく自分の考えが論じられているかを、評価の上では重視します。

ネットのコピペが強く疑われ、そうした引用を明記されていないリポートや答案であると判

断した場合、合格点は与えません。 



授業コード S2001 
（認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論と

方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容研究人間関係 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S133 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容人間関係 （新保育

ライブラリ；保育の内容・方

法を知る ） 

小田豊ほか編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育の

実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学び

を実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
 

■学習の要点 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。|具体的には、

以下の事項である。|・領域「人間関係」のねらい及び内容理解（幼稚園教育の基本を踏まえ

て）|・教師との信頼関係を基盤とした友達との関係構築の援助の在り方（個々への丁寧な関

わりと集団保育）|・自立心を育む援助の在り方（事例を通した 3～5 歳の育ちの姿に沿った

必要な援助と環境構成の理解）|・友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他の気

持ちに気付く援助の在り方（事例を通したいざこざと教師の援助の理解）|・自他の気持ちの

違いに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む援助の在り方（ロールプレイを通した友達

との葛藤、けんかの理解）|・きまりをめぐる幼児の葛藤と自己抑制に対する援助（幼児の社

会化におけるきまりの意味）|・ルールのある遊びと援助（ロールプレイを通した遊びを通し

た創造的きまりの意味）|・個と集団の育ちを考える（友達との関わりを促す援助の在り方）

|・協同的な遊びの中で育ち合う長期的な保育の展開（指導案作成、教材研究、情報機器の活

用を含めた保育構想）|・園行事を基盤とした人間関係の広がりを考える（指導案作成、教材

研究、情報機器の活用を含めた保育構想）|・学びの連続性、小学校以降の生活や学習で生か

される力を理解し実践的活動を考える（模擬保育を通した幼小の具体的な交流活動）|・3～

5 歳児の人間関係に着目した指導案作成と模擬保育・振り返り（「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」を観点に保育を評価）|・人間関係を視点とした地域の中の幼稚園の在り方（幼

児期に経験させたい地域の人との関わり）|・人間関係を視点としたインクルーシブ保育の在

り方（人間関係・価値観の多様性を受け入れる具体的な保育構想）|・領域「人間関係」をめ

ぐる現代的諸問題 
 

■学習の到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解できる。|２．

幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理

解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した教材研究や環境の

重要性を理解し、保育構想に活用することができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な

保育を想定した指導案を作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代

的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。 
 



■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S5101 （認定科目名：教育原論・教育原論２/教育原論） 

授業科目 教育原論 単位 4.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
 晃洋書房  

    

 
 

■授業の概要 

人に教えたことはないという人はいても、人から何も教わったことがないという人はいない

でしょう。ですから、誰でも教育について何かを語ることができます。実際、世の中には教

育に関する言説があふれています。しかし、それらはともすればごく個人的な体験に基づく

ものであったり、何らかの事件をとりあげた一時的なものであったりします。社会に出て家

庭や学校や地域あるいは職場で何らかの教育的役割を求められるとします。そのとき私的な

体験や断片的な知識しかなかったら、私たちは周囲の人々の理解や共感を得られるような行

動をとれないでしょう。教育について学ぶことは、単なる知的な満足にとどまらず、私たち

がより妥当な行動がとれるようになるという意義があるのです。私たちのあらゆる思考は言

語によって行われますが、広く深く学ぶことによって私たちの思考が本当に変われば、同時

に行動にも変化が現れるはずです。この授業では、とくに教育の歴史や思想に関する基礎的

な知識をとおして教育の基本的概念について学びます。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、章末の課題に取り組んでみましょう。分からない言葉や事項は、

インターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われている

ことに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の思想と歴史に関する基礎的な知識を学ぶことをとおして教育を成り立たせている

基礎的な要因とそれらの関係について知り、現代社会における教育課題についての理解を深

めることができる。|２．教育に関する素朴な思い込みを見直し、実際に教育的役割を果たす

ために必要な思考様式について考え、具体的な課題場面にどのように対処するかについて考

えることができる。|３．生涯にわたるキャリア形成に向けた自らの学修課題について考える

ことができる。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S5103 
（認定科目名：生涯学習概論１・生涯学習概論２/生涯学

習概論） 

授業科目 生涯学習概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S156 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 西岡正子 編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

生涯学習体系への移行が進む中、教育に関わる者としても、また一市民としても、生涯学習

の基本を知らずして、学び働くことは不可能といえる。本科目において、生涯学習の基礎理

念、基礎知識、国及び地域の実態及び実践の手法を学び、生涯学習社会を建設し、生涯学習

時代を生きる力を付けていただきたい。 
 

■学習の要点 

 テキストを精読し、下記の事項について理解を深めておくこと。 | 1.ユネスコにおける

生涯学習論の展開について| 2.学校式教育の特色について| 3.ハッチンスの学習社会論に

ついて| 4.学社融合による展開について| 5.人の成長に関する二つのモデルについて| 6.

学歴社会から学習社会への移行に関する機構改革について|| 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 

メモのような箇条書きや、テキストの丸写しは解答とみなさない。試験問題が求める学習の

要点を正しく理解し、その要点を中心にまとめること。問題によっては実態を調べ自分の意

見や考察を加えること。 



授業コード S5105 （認定科目名：教育史・教育史２/教育史） 

授業科目 教育史 単位 4.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S166 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の教育文化史を学ぶ 

時代・生活・学校 
山田恵吾 編著 ミネルヴァ書房  

しょうせつ 教育原論二〇

二 X 
相馬 伸一著 晃洋書房 [ISBN]9784771031722 

 
 

■授業の概要 

 歴史は、ともすれば過去の些末な事実の蓄積と思われがちです。ゆえに、初等中等教育で

は好き嫌いが大きく分かれる分野です。また、実践とは無縁ではあり得ない教育学において

は、過去を振り返ることにどんな意味があるかと思われがちです。しかし、人間が何らかの

挑戦を受け、それに応戦してきた記録である歴史は、意識するとしないのとにかかわらず、

私たちの生活や思考の前提となっています。ゆえに、歴史を学ぶことは、私たちの現在を読

み解き、未来を選択するための示唆を汲みだすために不可欠なのです。| ここでは、現代の

日本の教育が明治期に西洋の教育を受容するなかで大きく変容してきた点を重視し、西洋の

教育思想、その日本における受容、さらに第二次世界大戦後の展開について概観し、今日の

教育問題の歴史的な背景を理解し、今後の教育の在り方について考えてもらいたいと考えま

す。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、分からない言葉や事項は、インターネットなどを活用して調べま

しょう。指定テキストにあげられている参考文献や引用文献にまで学びを広げられれば、素

晴らしいです。 後に自分として理解した事実をどのように受けとめられるかを考えましょ

う。 
 

■学習の到達目標 

１．教育の歴史において重要な事項や人物・思想について、背景にある時代状況、それらに

関する具体的な歴史事実やその後への影響を、キーワードを踏まえて説明できる。|２．現代

の教育の特徴や問題点について、歴史事実を踏まえて考察できる。 |３．歴史を中心に中学

社会に関連する知識を拡大する。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、あなた自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S5107 （認定科目名：教育方法学・教育方法学２/教育方法学） 

授業科目 教育方法学 単位 4.0 

担当者 篠原 正典 
シラバスグルー

プ 
T0S023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる児童・生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と

技術を学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学

習づくりのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実

践するための、児童・生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。| 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ

ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。



（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

児童に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになる。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S5109 
（認定科目名：教育方法学（中・高）・教育方法学（中・高）

２/教育方法学（中・高）） 

授業科目 教育方法学（中・高） 単位 4.0 

担当者 堀出 雅人 
シラバスグルー

プ 
T0S146 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑩教育の方法と技術 
篠原正典著 荒木寿友著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

求められる生徒の資質・能力について理解し、これらを育成するための教育の方法と技術を

学ぶ。知識の理解と定着、知識を応用した発展的な学習を図る授業方法、主体的な学習づく

りのために知的好奇心を引き出す授業づくり、課題発見解決学習の学習プロセスを実践する

ための、生徒の発達の段階に応じた教育方法や柔軟な教育方法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

１．国内の全国学力・学習状況調査の結果から、主体的な学習や知識を応用した発展的な学

習を実践することの重要性，および資質・能力を育成するための発達の段階に応じた教育方

法や柔軟な教育方法の重要性を学ぶ。（第 1 章）|２．児童生徒の資質・能力を育む教育課程

や授業を実現していくために， 1. 新学習指導要領の捉え方，2. 主体的・対話的で深い学び

を支える学習理論，3. 深い学びを実現する授業の原則、4. カリキュラム・マネジメントに

ついて学習科学の視点から検討する。（第 2 章）|３．授業設計に役立つインストラクショナ

ルデザイン（ID）の考え方を学ぶ。ID は、授業設計の方法・理論・実践研究によって支えら

れた授業の基盤づくりのための技術であり、学習者を意識して、ID を用いて効果的、効率的

でかつ魅力的な授業づくりを学ぶ。（第 3 章）|４．学習環境をデザインするとは、学習者が

学ぶこと自体の楽しさに気づき、創造的な学びを探究できるプレイフル（情熱的）な場を準

備することである。学びを触発し、支援する環境構成要素や学習活動モデル、そして、学び

を活性化する指標を提案する。（第 4 章）|５．教師の力量向上および授業改善にとって，授

業研究は非常に大きな意味を持つ。授業研究の系譜を概観するとともに，科学的な分析に力

点をおく授業研究，アクション・リサーチ，校内授業研究，そして ICT を活用した新しい授

業研究を取り上げて検討する。（第５章）|６．授業を展開するにあたっては，教育技術（テ

クニック）が必要である。教育技術により授業の成否は大きく変わる。このような教育技術

は伝達可能なものであり、基礎的な教育技術について明らかにする。教師の力量形成のため

の視点を学ぶ。（第６章）|７．何かを考える上で「知識」は非常に重要である。「知識」とは

何かを認識し，知識の理解と定着を図る授業づくりを考える。また、単に解答，解き方を教

えるのではなく，間違いに気付かせる，疑問を考えさせる授業の重要性を学ぶ。〈第 7 章〉|

８．講義型授業の限界と学習者主体の授業づくりが必要な状況を理解し，それを実現するた

めに「何」を教えるより「なぜ，どうして」を考えさせる知的好奇心を引き出す授業づくり

と，課題発見解決型授業づくりについて学ぶ。（第 8 章）|９．新学習指導要領は，新しい概

念に基づく新たな学びではなく、基本的な授業設計の在り方を改めて問い直している。「対

話的な学び」に焦点を当て，その学びをどのように設計すればよいのかについて，事例を参

考にしながら考察する。（第 9 章）|10. 授業を教授・学習過程として捉え，授業を成立させ

るために必要な教材・教具について，特に ICT 活用において多く用いられるさまざまなメデ



ィア教材について例示し，これからの教師にとって必要な ICT 活用指導力について考える。

（第 10 章）|11．2020 年度より必修化される小学校プログラミング教育，また、タブレッ

ト端末を利用した教育実践，授業での ICT 活用の課題と展望として，教員研修やコミュニテ

ィ構築の現状，児童生徒のスキル向上の必要性，クラウド活用への展望について学ぶ。〈第

11 章〉|12．目標準拠評価において重要となる事項、また、現代社会で求められる資質・能

力を育成する上で，「使える」学力を評価し育成するパフォーマンス評価を学ぶ。これらを

意識することで，より人間的で創造的な営みとして評価を捉えなおしていくことを考える。

（第 12 章）| 
 

■学習の到達目標 

生徒に対して知識基盤社会で求められる知識・技能、思考力・判断力・表現力、課題発見解

決能力、そして学びに向かう力を育成するための教育の方法、教育の技術、情報機器および

教材の活用を実践できるようになるための基礎的な知識・技能を身に付ける。 
 

■成績評価の基準 終試験の 60 点以上を合格とする 



授業コード S5111 （認定科目名：教育心理学・教育心理学２/教育心理学） 

授業科目 教育心理学 単位 4.0 

担当者 橋本 憲尚 
シラバスグルー

プ 
T0S053 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編④ 教育心理学 
神藤貴昭・橋本憲尚著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、心理学の理論に基づいて認識

を深める。また、具体的な保育・学校教育場面を想定しながら、子どもの主体的な活動を支

援する保育者・教師の役割を明らかにしていく。  
 

■学習の要点 

 テキストは、従前から教育心理学において扱われてきた内容、近年の教育事情・動向を踏

まえた|新しい内容が含まれている。もちろん、それぞれの章に２つが混在しているが、第 3

章・第 4 章・第 6 章・第 8 章・第 9 章第 4 節は後者の部類に属する。特に、第 6 章・第 8

章は第 5 章・第 7 章の内容の理解を深めてから、熟読することを勧める。また、教育実践と

のかかわりでいうと、第 1 章・第 2 章・第 10 章・第 11 章は児童生徒理解や学級経営の基

礎となるものといえる。残りの章は学習指導（支援）にかかわる内容となっている。| テキ

スト学習にあたっては、まずは自分なりの興味・関心にしたがって章を選択して始めるとよ

い。さらに学習を深めていくためには、上記２点を念頭において、記述内容間の関連を考え

て頭のなかで整理しながら進めることが望まれる。なお、リポートや科目 終う試験への準

備に関しては、それぞれの留意点の項を十分に参照して取り組んでもらいたい。| 
 

■学習の到達目標 

 乳幼児期から青年期までの運動・認知・言語・社会性の領域についての特徴を把握し、子

どもの発達過程が外的・内的要因の相互作用のうちに展開していくことを理解する。そして、

こうした心理学の視点に基づく子ども理解が、具体的な保育・教育場面においてどのように

活かされるのかを把握する。また、子どもの学習過程についての理論を踏まえたうえで、発

達状況に応じた動機づけ・集団づくり・評価の在り方の工夫に見通しをもち、その働きかけ

により主体的な活動を支える教師の役割について認識を深める。 
 

■成績評価の基準 

 【リポート設題】 本科目においては、リポートの記述が「設題の留意点」をふまえた論

述と判定されない場合、科目 終試験の受験資格が与えられないことに注意。テキスト学習

を丁寧に行ない、設題の趣旨をしっかりとらえて論述工夫を試みること。| 【科目 終試験】 

本科目の 終試験の設題は、単にテキストの記述を機械的に暗記するだけでは論述できない

ものとなっている。受験にあたっての留意点をしっかり読んで、その記述に即した準備を怒

らないように。 



授業コード S5113 （認定科目名：教育社会学・教育社会学２/教育社会学） 

授業科目 教育社会学 単位 4.0 

担当者 原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0S060 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

比較教育社会学へのイマー

ジュ 

原清治・山内乾史・杉本均 

編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 高度に大衆化した現代の学校教育は、表面上は教育の機会を拡大し、社会の平等化を推進

しましたが、その反面で、いじめや不登校、学級崩壊などのさまざまな教育病理も生みだし

ています。また、 近では、子どもたちの学力が低下し、それが社会的問題を引き起こして

きているという指摘までなされています。| 教育社会学では、こうした現代の学校の諸相と

それを取りまく社会に視点を求め、その相互メカニズムを社会学的に明らかにしていくこと

を目的とします。 
 

■学習の要点 

 教育社会学においては、社会の変化が教育にどのように影響を及ぼすのか、あるいは、教

育の変化が社会にどのような影響を与えるのかといった視点からのアプローチが求められ

る学問領域です。特に、現代社会を特徴的に表すものに、「国際化社会」や「学歴社会」があ

げられ、教育との関連を問われた場合、それが大きな課題をかかえています。また、学校教

育の内面における構造的な矛盾も大きくクローズアップされてきており、とりわけいじめや

不登校が学校教育によって拡大されているという指摘も見過ごすわけにはいかないでしょ

う。こうした議論の上に立って、教育改革はもっぱら 近の流行言葉であり、わけても、社

会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てることは、2009 年の中

央教育審議会答申「教育振興基本計画について」の主たる柱のひとつともなっています。こ

のような視点からテキストを熟読していただき、理解を深めていただくことが本科目の目的

です。| １．日本型学歴社会とは何かを論じることは、これまでどうして学歴社会が続いて

きたのかを考えるとわかりやすいでしょう。教育改革でも標的にされてきているその学歴社

会はこれからどうなるのか、学歴社会はなくなるのかについて考えてみることが求められま

す。| ２．いじめ問題は 1980 年代より我が国の学校病理のひとつとして論じられ、現代に

おいてもその対応が求められるものと言ってよいでしょう。いじめ防止対策推進法の制定を

経ても、いじめを苦に命を落とす子どもたちは後を絶ちません。 近は子どもたちにも一般

的となったネットツールを用いたいじめも増えてきました。テキストを参考に、どうすれば

いじめを抑止することができるのか、考えることが求められます。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②問題は、テキストに即して出題します。したがって、解

答はテキスト学習の範疇で記述してください。|③採点は、加点方式を基本とします。問いに

対して、解答に必要だと思われるキーワードを含めてください。|④出題の要点を正しく理解

し、理論的に解答が述べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価

します。|⑤内容が主観的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿っ

て、客観的に記述してください。 
 



■成績評価の基準 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めてください。その学習の

進展と理解度を試験で問います。|②つぎの 2 つの視点から評価します。|  (１) 内容につ

いて理解しているか、用いているキーワードが適切であるか。|  (２) 文の展開が論理的

な構成になっているかどうか。 



授業コード S5115 （認定科目名：教育行政学・教育行政学２/教育行政学） 

授業科目 教育行政学 単位 4.0 

担当者 盛永 俊弘 
シラバスグルー

プ 
T0S084 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育行政学（改訂版） 子ど

も・若者の未来を拓く 
横井敏郎編 八千代出版  

    

 
 

■授業の概要 

法律などの形で示された理念や教育政策をいかに効果的に実現していくのか、それを考え、

具体化していくのが教育行政の役割です。近年、教育行政・制度は大きく変化しています。

本科目ではまず、これまでの改革の経緯も踏まえて、現在どういった形で教育行政・制度が

成立しているか、その全体像を、テキスト履修をとおして広く理解することを目指します。

そのうえで、現状の制度の課題を踏まえ、より効果的な行政・制度のあり方について、リポ

ート作成をとおして考察してもらいます。||| 
 

■学習の要点 

基本的には教科書の各章をまんべんなく学習してください。|特につぎの要点、キーワードに

ついては十分に学習するようにしてください。||1.【第 1 章】教育基本法の変化（共同統治モ

デル・成果管理モデル）|  ※巻末の教育基本法全文は一度よく読むようにしてください。

|2.【第 2 章】戦後の教育政策形成の流れ（勅令主義から法律主義へ、官邸主導）|3.【第 3 章】

戦後教育行政（改革）における 3 つの原則、教育委員会法と地教行法、2015 年度からの教

育委員会制度（特に変更点：教育長へ一本化、総合教育会議、大綱の策定など）|4.【第 4 章】

県費負担教職員（第 8 章にも説明あり）、義務教育費国庫負担金制度、総額裁量制|5.【第 5

章】 学習指導要領の法的拘束力、教科書採択の仕組み、広域採択制度、教科書の使用義務・

無償給与|6.【第 6 章】私教育と公教育、学校体系（複線型・分岐型・単線型）、学校の設置

者と種類（一条校など）、義務教育制度（就学義務、授業料の無償化、就学援助（第 11 章に

も説明あり）、学校設置義務）、不登校の定義、脱落型不登校、スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカー（第 9 章にも説明あり）|7.【第 7 章】学校組織のしくみ（校務分掌、

職員会議の法的位置づけ）、学校組織の特性（官僚制と疎結合）、コミュニティースクール（学

校運営協議会の法的権限含む）|8.【第 8 章】教職員の種類、新たな職階、服務義務、教職の

困難、専門家との連携（テキストには記載がないが「チームとしての学校」についても自分

で調べてみること）|9.【第 11 章】 保育所と幼稚園の制度上の違い、幼保一元化と認定こど

も園、子どもの虐待とその対応||| 
 

■学習の到達目標 ①教育行政・制度の概要を理解する|②教育行政・制度のあり方を見直す観点を持つ| 

 

■成績評価の基準 

①教育行政・制度に関わるキーワードの正確な理解ができている|（キーワードの説明はテキ

ストからそのまま抜き書きするのではなく、論述問題への解答となるように、自分の言葉で

まとめるようにしてください。）|②キーワードの正確な理解に基づいて、既存の教育行政・

制度についての自身の見解が、論理的に展開されている 



授業コード S5117 （認定科目名：教育哲学・教育哲学２/教育哲学） 

授業科目 教育哲学 単位 4.0 

担当者 相馬 伸一 
シラバスグルー

プ 
T0S030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ヨハネス・コメニウス 汎

知学の光 
相馬伸一 講談社選書メチエ  

    

 
 

■授業の概要 

 近代的な教育学を確立したとされるドイツの哲学者ヘルバルトは、教育学の目的は教育者

に教育を見る眼をもたらすことだと言いました。しかし、それは簡単なことではありません。

というのは、教育や学習は、どうしても国家の発展や個人の社会的成功といった目的を実現

するための手段と見なされがちだからです。とくに、近代的な国民国家が成立した 18 世紀

以降は、教育は国家との関係からとらえられてきました。この授業で、17 世紀チェコの思

想家コメニウスをとりあげるのは、近代に向かいつつあった混沌とした時代に、教育を手段

ではなく目的としてとらえ、そこから世界を見つめたのが彼だったからです。この科目では、

哲学・教育・言語・政治・宗教にわたるコメニウスの思想を学習し、現在の世界を教育的な

視点からとらえる方途を考えていきます。 
 

■学習の要点 

 指定テキストを精読し、章末の課題にとりくんでみましょう。分からない言葉や事項は、

インターネットなどを活用して調べましょう。 後に自分としてのテキストで言われている

ことに対して何が言えるかを考えましょう。 
 

■学習の到達目標 

１．コメニウスの思想を深く理解することをとおして、教育的な視点から世界の事象をとら

える思考様式について考えることができる。|２．教育について広く深く考えることのできる

リテラシーを高める。|３．世界史や倫理に関する知識を拡大する。| 
 

■成績評価の基準 
指定テキストの内容を理解できたかどうか（50 点）、関連文献をどれだけ参照したか（30

点）、自分自身の考察があるか（20 点）で評価します。 



授業コード S5409 （認定科目名：生涯教育論１・生涯教育論２/生涯教育論） 

授業科目 生涯教育論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S157 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 西岡正子 編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、生涯学習の理念、基礎理論、国際的な動き、日本の動向、地域の実態を

学ぶ。生涯学習体系への移行がどのように進められているか、自らの力で確認すると同時に、

今後、生涯学習社会建設に何が求められているかを考究していただきたい。 
 

■学習の要点 

テキストを精読し、下記の事項について理解を深めておくこと。|1．ユネスコの国際成人教

育会議で採択された「学習権宣言」および「ハンブルグ宣言」について|2．ポール・ラング

ランの生涯教育理念およびそれらが展開された際の日本の社会的背景について|3．人の生涯

に関するステージ理論およびイヴェント・トランジションを中心とする理論について|4．ロ

ーマクラブの生涯学習論について|5．学社融合について|6．集合学習と個人学習について 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 

メモのような箇条書きや、テキストの丸写しは解答とみなさない。問題が求める学習の要点

を正しく理解し、その要点を中心にまとめること。問題によっては実態を調べ自分の意見や

考察を加えること。 



授業コード S5420 
（認定科目名：社会教育計画１・社会教育計画２/社会教

育計画） 

授業科目 社会教育計画 単位 4.0 

担当者 内山 淳子 
シラバスグルー

プ 
T0S009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会教育計画の基礎 新版 鈴木眞理ほか 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

社会教育とは学校教育以外の組織的な教育活動をさし、生涯学習支援の中核に位置づくもの

である。社会教育は様々な学習課題に対応して組織される柔軟さを特徴としているため、地

域課題などの社会的課題や個人の学習ニーズを教育実践にまで導く「社会教育計画」が必要

になる。社会教育主事などの支援者として計画を立てる際には、生涯学習の理念や生涯学習

体系への移行の状況、さらに社会教育、学校教育、家庭教育など広い分野に渡る基礎知識が

求められる。また、その能力を付けるために、OJT による実践の中での切磋琢磨も重要であ

る。この科目で社会教育計画に関する基礎知識を学ぶことによって、現在の教育に対する幅

広い知識と深い洞察力を養うことが望まれる。 
 

■学習の要点 

テキストを精読する際、下記の事項について理解を深めておくこと。| 1.社会教育計画立案

の法的根拠と学習者の自発性・主体性に関して| 2.学社連携について| 3.学習プログラムの

策定主体と立案の原理について| 4.社会教育計画の年間事業計画と学習プログラムの関係

について| 5.学習プログラムを立案する際の準備作業について| 6.社会教育施設の事業と

学習ニーズについて 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の準備としては、「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、テキスト各章

末のキーワードに留意しながら学習を進める。試験答案も箇条書きは避け、具体例を考える

と説明がしやすくなります。 
 

■成績評価の基準 提出された科目 終試験を 100%として評価します。 



授業コード S5443 （認定科目名：社会教育経営論） 

授業科目 社会教育経営論 単位 4.0 

担当者 内山 淳子 
シラバスグルー

プ 
T0S178 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会教育計画の基礎 新版 鈴木眞理ほか 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

社会教育は「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育」（教育基本法

第 12 条）と規定されるように、少子高齢化や多文化共生、地方の過疎化等の地域課題は、

社会教育の中心課題である。そのため、計画に基づいた学習・教育を通して地域を活性化し

ていくことが求められている。本科目では、社会教育主事（社会教育士）として人々を支援

することを目的として、生涯学習と社会教育の関連、地域課題の把握、学習計画の立案、学

校教育との連携等を学び、人々の学習支援を行う知識を身につける。さらに、受講者各自の

地域課題を振り返る機会を設けて、習得内容を地域貢献に役立てる実践力を培う。 
 

■学習の要点 

テキストを精読する際、下記の事項について理解を深めておくこと。| 1.社会教育計画立案

の法的根拠と学習者の自発性・主体性に関して| 2.学社連携について| 3.学習プログラムの

策定主体と立案の原理について| 4.社会教育計画の年間事業計画と学習プログラムの関係

について| 5.学習プログラムを立案する際の準備作業について| 6.社会教育施設の事業と

学習ニーズについて 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の準備としては、「学習の要点」に書かれた学習目標に即して、テキスト各章

末のキーワードに留意しながら学習を進める。試験答案も箇条書きは避け、具体例を考える

と説明がしやすくなります。 
 

■成績評価の基準 提出された科目 終試験を 100%として評価します。 



授業コード S5501 
（認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論と

方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「人間関係」 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S133 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容人間関係 （新保育

ライブラリ；保育の内容・方

法を知る ） 

小田豊ほか編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育の

実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学び

を実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
 

■学習の要点 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。|具体的には、

以下の事項である。|・領域「人間関係」のねらい及び内容理解（幼稚園教育の基本を踏まえ

て）|・教師との信頼関係を基盤とした友達との関係構築の援助の在り方（個々への丁寧な関

わりと集団保育）|・自立心を育む援助の在り方（事例を通した 3～5 歳の育ちの姿に沿った

必要な援助と環境構成の理解）|・友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他の気

持ちに気付く援助の在り方（事例を通したいざこざと教師の援助の理解）|・自他の気持ちの

違いに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む援助の在り方（ロールプレイを通した友達

との葛藤、けんかの理解）|・きまりをめぐる幼児の葛藤と自己抑制に対する援助（幼児の社

会化におけるきまりの意味）|・ルールのある遊びと援助（ロールプレイを通した遊びを通し

た創造的きまりの意味）|・個と集団の育ちを考える（友達との関わりを促す援助の在り方）

|・協同的な遊びの中で育ち合う長期的な保育の展開（指導案作成、教材研究、情報機器の活

用を含めた保育構想）|・園行事を基盤とした人間関係の広がりを考える（指導案作成、教材

研究、情報機器の活用を含めた保育構想）|・学びの連続性、小学校以降の生活や学習で生か

される力を理解し実践的活動を考える（模擬保育を通した幼小の具体的な交流活動）|・3～

5 歳児の人間関係に着目した指導案作成と模擬保育・振り返り（「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」を観点に保育を評価）|・人間関係を視点とした地域の中の幼稚園の在り方（幼

児期に経験させたい地域の人との関わり）|・人間関係を視点としたインクルーシブ保育の在

り方（人間関係・価値観の多様性を受け入れる具体的な保育構想）|・領域「人間関係」をめ

ぐる現代的諸問題 
 

■学習の到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解できる。|２．

幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理

解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した教材研究や環境の

重要性を理解し、保育構想に活用することができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な

保育を想定した指導案を作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代

的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。 
 



■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S5509 
（認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論と

方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「人間関係」 単位 2.0 

担当者 佐藤 和順 
シラバスグルー

プ 
T0S133 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育内容人間関係 （新保育

ライブラリ；保育の内容・方

法を知る ） 

小田豊ほか編著 北大路書房  

    

 
 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育の

実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学び

を実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
 

■学習の要点 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。|具体的には、

以下の事項である。|・領域「人間関係」のねらい及び内容理解（幼稚園教育の基本を踏まえ

て）|・教師との信頼関係を基盤とした友達との関係構築の援助の在り方（個々への丁寧な関

わりと集団保育）|・自立心を育む援助の在り方（事例を通した 3～5 歳の育ちの姿に沿った

必要な援助と環境構成の理解）|・友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他の気

持ちに気付く援助の在り方（事例を通したいざこざと教師の援助の理解）|・自他の気持ちの

違いに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む援助の在り方（ロールプレイを通した友達

との葛藤、けんかの理解）|・きまりをめぐる幼児の葛藤と自己抑制に対する援助（幼児の社

会化におけるきまりの意味）|・ルールのある遊びと援助（ロールプレイを通した遊びを通し

た創造的きまりの意味）|・個と集団の育ちを考える（友達との関わりを促す援助の在り方）

|・協同的な遊びの中で育ち合う長期的な保育の展開（指導案作成、教材研究、情報機器の活

用を含めた保育構想）|・園行事を基盤とした人間関係の広がりを考える（指導案作成、教材

研究、情報機器の活用を含めた保育構想）|・学びの連続性、小学校以降の生活や学習で生か

される力を理解し実践的活動を考える（模擬保育を通した幼小の具体的な交流活動）|・3～

5 歳児の人間関係に着目した指導案作成と模擬保育・振り返り（「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」を観点に保育を評価）|・人間関係を視点とした地域の中の幼稚園の在り方（幼

児期に経験させたい地域の人との関わり）|・人間関係を視点としたインクルーシブ保育の在

り方（人間関係・価値観の多様性を受け入れる具体的な保育構想）|・領域「人間関係」をめ

ぐる現代的諸問題 
 

■学習の到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解できる。|２．

幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理

解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した教材研究や環境の

重要性を理解し、保育構想に活用することができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な

保育を想定した指導案を作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代

的課題や保育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。 
 



■成績評価の基準 本授業の到達目標に対する達成度を科目 終試験により判断する。  



授業コード S5524 （認定科目名：国語科概論/初等教育内容国語） 

授業科目 初等教育内容国語 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

あたらしい国語科指

導法 ５訂版 
柴田義松 編著 ほか 学文社  

書写指導のてびき|小

学校学習指導要領解

説〈平成２９年告示〉

国語編 

達富洋二|文部科学省

編著 

佛教大学|東洋館出版

社 
[ISBN]9784907177669|[ISBN]9784491034621 

 
 

■授業の概要 

「ことば」の教育は、学校（園）生活・家庭生活など全ての言語生活場面において行われて

います。この日々の言語生活の中で育まれる子どもたちの「ことば」を基盤とし、それらを

体系的・計画的に向上させることが国語科教育の使命です。そしてその学びは、子どもたち

のさらに豊かな言語生活の実現へと繋がるものであることが求められています。このような

国語科教育（国語教育）を実践する教師には、国語科教育やそれに関連する諸問題について

の深く・広い理解が必要不可欠であることは言うまでもないでしょう。 この科目は、初等

教育段階の国語科教育を中心に多面的な理解を深めるとともに、教師を目指すあなた自身の

能力の向上を目標とします。 
 

■学習の要点 

1）テキストを熟読し、小学校の国語科教育の目的・内容・方法について確実に理解しまし

ょう。||2）テキストを熟読し、国語科教育におけるそれぞれの領域の内容や指導の留意点に

ついて整理しましょう。||3）テキストを熟読し、「言語活動」や「主体的・対話的で深い学

び」など、これからの国語科教育に関連する重要なトピックについて理解を深めましょう。

||4）書写の実技学習については２つの意味があります。１つ目は児童に指導する教材として

の理解を深めること、2 つ目は本作品の作成を通して教師として求められる書字技能を向上

させることです。教師にはさまざまな場面で、整った文字を書く能力が求められます。特に

文字の習得期にある子どもたちにとって、教師の文字は日常もっとも日常的に目にするモデ

ルとなります。|どちらの点も重要ですのでしっかりと意識して練習を重ねてください。 
 

■学習の到達目標 小学校国語科の全体像とそれぞれの内容について理解し、説明することができる。| 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を適切に理解できているか（40％）|具体的な教材の特徴を理解し、その指導

の方向性について論じられているか（40％）|テキストの内容のみにとどまらず、自身の考え

や経験を踏まえて論じられているか（20％） 



授業コード S5531 （認定科目名：国語科教育法/初等国語教育法） 

授業科目 初等国語教育法 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編① 初等国語科教育 

井上 雅彦 ・青砥 弘幸 

編著 
ミネルヴァ書房  

小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 国語編 
文部科学省 著 東洋館出版社 [ISBN]9784491034621 

 
 

■授業の概要 

本授業では国語授業者として求められる基本的な知識、技能を身に付ける。平成 29 年度版

学習指導要領の内容を中心に国語科の目標・内容・方法について理解を深めていくと同時に、

具体的な学習者を想定しながら、実際に指導案を作成し、模擬授業を行う。 
 

■学習の要点 

次の点を到達目標に学習を進めましょう。|１）小学校国語科教育の意義、学習指導要領（平

成 29 年度版）の構造と内容について理解する。|２）国語科の各分野・領域における目標・

内容・評価の観点について理解する。|３）国語科における児童の学習の実際や特性を理解し、

その実態や学習状況に応じた指導の工夫（言語活動の工夫、ICT の活用、評価の工夫など）

を指導に活かすことができるようにする。|４）対象とする児童の実態や学習状況・教材の特

性・指導要領の内容などを併せて、目的に応じた適切な教育活動、授業を構想し、学習指導

案を作成することができるようにする。| 
 

■学習の到達目標 実際にテキストや指導要領の内容を踏まえた授業を構想することができる。 

 

■成績評価の基準 

終試験については以下の 3 観点から総合的に判断します。|１．テキストや指導要領の内容

についての理解を感じられるか。（40％）|２．教材の特徴を踏まえ、適切に授業構想するこ

とができているか。（40％）|３．学んだことを踏まえて、自分なりに工夫した授業構想をす

ることができているか。（20％）|なお、指定されたテキストや指導要領領解説以外の資料か

らの転記が疑われるものについては、その時点で 0 点とします。 



授業コード S5532 （認定科目名：初等社会教育法） 

授業科目 初等社会教育法 単位 2.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編② 初等社会科教育 
中西仁・小林隆著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づき、社会科授業実践のあり方を具体的に学習

する。テキストでは、社会科の成立と変遷から平成 29 年版学習指導要領の性格を述べ、そ

の性格に基づいた授業づくりのあり方と各学年の具体的な授業を掲載している。さらに、授

業づくりや授業実施にあたっての留意点を解説している。 
 

■学習の要点 

①社会科の成立と変遷から、平成 29 年版学習指導要領の性格を深く理解すること。|②平成

29 年版学習指導要領に基づく具体的な学習指導案が作成できるようにすること。|③作成し

た学習指導案に基づき、授業の一部を表現できるようにすること。 
 

■学習の到達目標 

①社会科の成立と変遷から、平成 29 年版学習指導要領の性格を深く理解できている。|②平

成 29 年版学習指導要領に基づく具体的な学習指導案が作成できる。|③作成した学習指導案

に基づき、授業の一部を表現できる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」に基づきテキスト内容の理解が深まっているかを基準とする。 



授業コード S5533 （認定科目名：初等算数教育法） 

授業科目 初等算数教育法 単位 2.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S051 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編③算数科教育 
原 清治 監修他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 
算数教育に対する数学的背景・理論・指導法等の理解及び，それらを活かした教材研究を行

えるようになるための基礎的知識と基本的技能及びその考え方について考察する。 

 

■学習の要点 

算数科の目標について要点を把握する必要がある。また評価については，評価の時期（3 つ

の評価）と行為動詞の活用について理解しておく必要がある。|さらに，各領域とプログラミ

ング的思考について，今日的課題と指導の在り方について理解しておく必要がある。|テキス

トに基づいて学習を進めること。 
 

■学習の到達目標 

１．算数の目標，評価及び各領域の今日的課題とその指導法について説明できる。|２．児童

の発達段階や実態に応じた授業構成の基本的な考え方を理解し，それを授業設計に活かすこ

とができる。 
 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S5534 （認定科目名：初等生活教育法） 

授業科目 初等生活教育法 単位 2.0 

担当者 河内 晴彦 
シラバスグルー

プ 
T0S114 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑤ 生活科教育 
鎌倉 博 船越 勝 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

新学習指導要領における生活科の教科目標は、「具体的な活動や体験を通して、身近な生活

に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力を、次の通

り育成することを目指す。」である。指導上の留意点は、以下 3 点である。|①具体的な活動

や体験を通すこと。|②身近な生活に関わる見方・考え方を生かすこと。|③自立し生活を豊か

にしていくこと。| 生活科は児童の発達段階を鑑み、平成元年版の登場以降この 3 点を教科

目標の根底に据えている。本科目では、生活科の本質と新学習指導要領における生活科の新

たな方向性について学習し、生活科の学習指導案を立案し、模擬授業をできる力を育成する。

|なお、担当は小学校で 36 年間教職生活を送ってきた者である。生活科の授業に即して指導

を行う。 
 

■学習の要点 

１．新学習指導要領の方向性をもとに、生活科授業実施の留意点について考察すること。|２．

生活科の「教科目標」等の分析から、生活科の本質について考察すること。|３．生活科の「各

学年の目標及び内容」に基づいて、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、

社会及び自然に関わる活動に関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞ

れについて理解し、具体的な指導のあり方を考察すること。|４．生活科の「指導計画の作成

と内容の取扱い」に基づいて、2 年間を見通した年間指導計画作成と単元計画作成のポイン

トについて理解し、「主体的・対話的で深い学びの実現」を実現する指導のあり方を考察す

ること。|５．テキスト等に基づいて、生活科授業の実際について考察すること。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、次の通りである。|1.新学習指導要領における生活科の教科目標に基づい

て、「学校、家庭及び地域の生活に関する内容」「身近な人々、社会及び自然に関わる活動に

関する内容」「自分自身の生活や成長に関する内容」のそれぞれについて理解し、具体的な

指導のあり方を述べることができる。|2.問題は、テキストに即して出題する。|3.「答案」の

記述は、必ず自分で章立てや段落をもうけて、分かりやすく記述する。 
 

■成績評価の基準 科目 終試験によって評価する（100 点満点）。60 点未満のものは不合格とする。 



授業コード S5535 （認定科目名：家庭科教育法／初等家庭教育法） 

授業科目 初等家庭教育法 単位 2.0 

担当者 横山 和子 
シラバスグルー

プ 
T0S083 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑧初等家庭科教育 
三沢徳枝、勝田映子他著 ミネルヴァ書房  

    

  
 

■授業の概要 

家庭科を学ぶ意義を理解し、小学校学習指導要領の家庭科における目標及び内容を把握す

る。さらに家庭科の背景となる家政学等との関係や家庭科を指導する知識と技術について学

び、中学校の技術・家庭科の内容と双方向の見通しを持って、小学校家庭科の指導者として

授業場面を想定した授業を構成し指導案を作成し評価する実践力を養う。なお、模擬授業は

テキストによる学習内容を踏まえて、自身が行った模擬授業を動画として撮影し、B-net を

通して送付されたものを指導する。 
 

■学習の要点 

１.小学校家庭科教育の意義と役割を理解する。|２.家庭科で育てる資質能力とバランスの取

れた指導方法や評価の方法、授業構成について理解し実践で活用できるようにする。|３.家

庭生活に関わりのある人、モノ、環境と関連づけて児童の学習活動の内容を考えられるよう

になる。|４.児童が基本的・基礎的な知識及び技能を活用し身近な生活課題を発見し、解決方

法を導き、家庭や地域で実践できるように、指導内容や指導方法を工夫・改善できるように

なる。  
 

■学習の到達目標 

1.小学校家庭科の教科の特性を理解し、社会の変化と実践研究の動向を踏まえて、児童の生

活を視野に入れた授業設計ができる。|2.指導上の留意点や学習評価の考え方を理解して、学

習指導案を作成できる。|3.授業改善の視点をもち、情報機器や教具を効果的に活用できる。 
 

■成績評価の基準 

試験では、問題の主旨を理解し、これまで学んだことを論理的に説明できているかを評価す

る。児童の生活をイメージし、家庭科の教科の特性や指導方法、評価について理解し、ICT や

教具の効果的な活用を考えて授業設計ができることを基準とする。文献資料をそのまま転記

したり、不適切あるいは不明瞭な箇所がある場合は合格点に満たないものとする。 



授業コード S5536 （認定科目名：初等外国語教育法） 

授業科目 初等外国語教育法 単位 2.0 

担当者 赤沢 真世 
シラバスグルー

プ 
T0S164 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編⑩ 初等外国語教育 
湯川笑子編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校に外国語教育が導入されるに至った経緯やその意義を学習し、英語コミュニケーショ

ン能力とは何か、またその育成のために効果的な指導法や必要とされる指導者の英語力につ

いて理解する。 
 

■学習の要点 

まず 初に、各章、各節に何が書いてあるかを把握し、そして自分なりにまとめてみる。次

にテキスト全体を通読し、外国語教育の理念やめざしているものを理解し、その上で自分自

身に必要な課題を把握したり、自分なりの見解を論じたりできる力が求められる。|小学校に

おける外国語の授業を実際に体験・見学した経験がない場合は、イメージを具体的に持つこ

とが難しいかもしれないので、小学校の公開授業や各研究会などに積極的に足を運ぶ姿勢も

ぜひ持っていただきたい。 
 

■学習の到達目標 
テキストをよく理解し、「学習の要点」に書かれている内容を意識して、各章の内容をまと

める。その上で英語の指導法・英語力に関する自分の課題や考察した内容について述べる。 

 

■成績評価の基準 

テキストに即し、知識を問う問題・体験（テキスト各単元の「学習の課題」など）に基づく

考察を問う問題を出題する。「出題の要点を正しく理解できているか」「論理的に記述できて

いるか」が評価の観点となる。 



授業コード S5537 （認定科目名：初等理科教育法Ⅱ） 

授業科目 初等理科教育法Ⅱ 単位 2.0 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0S071 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編④初等理科教育 

山下 芳樹 編著・平田 豊

誠 編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エネル

ギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点や方法

について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成し授業を

実施できるようにしていきます。 
 

■学習の要点 

 子どもが自然に働きかけて，自然から働きかえされるという相互作用によって，子どもは

自然からさまざまな情報を受け取って自然を認識していきます。そしてその過程で人間的成

長を遂げていくのです。教師はそのための援助・支援をする。この一連の過程が理科教育の

本質です。| まずテキスト学習を確実にしっかりと行ってください。通信教育はテキスト学

習が基本です。テキスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述

に目を通して，このテキストにはどういうことが書かれているかを学び，考えを深めてくだ

さい。| テキスト第 I 部では，理科教育に託された先人たちの思いをもとに学習指導要領の

読み解き方を学びます。第 II 部では，深い学びをさそう授業作りの手引きとして，エネルギ

ー，粒子，生命，地球という 4 つの領域において具体例をもとに授業を考えていきます。第

III 部では，学び続ける小学校教員としての研究のあり方や専門性について学んでいきます。

| そして，各章の 後にある学習の課題をはじめ，興味・関心のある部分と，リポートの設

題に関係する部分を重点的に学習するとともに，科目 終試験に向けて特に次の諸点を詳し

く読みとって，理解し考えてください。| １．「なぜ理科を学ぶのか」という問いに自分な

りの回答を考えてみる。科学の特徴，日常生活との関連，理科の見方・考え方，探求の過程

などに基づいて理科を指導する意義を考える。| ２．テキストおよび小学校学習指導要領解

説理科編をもとに，理科は何を教える教科かを考える。| ３．理科の教え方，学び方（指導

論・学習論）について考える。特に構成主義学習論を中心に学習を深める。| ４．授業づく

りにおいて，深い学びとなるような授業を考える。エネルギー，粒子，生命，地球の 4 領域

において具体例をもとに学習を深め，具体の単元を例に教材研究を行う。| ５．理科学習指

導案について学習を深め，任意の単元を取り上げ，学習指導案を書き，模擬授業を行い，そ

の様子を録画し，記録動画を用いた省察を行い，今後の課題を考える。その際，観察や実験

における安全指導にも留意すること。|６．理科における評価を次のキーフレーズをもとに考

える。・目標に準拠した評価と観点別学習状況の評価，・指導と評価の一体化，・新しい学習

評価の考え方。なお，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学

習評価及び指導要録の改善等について（通知）（30 文科初第 1845 号，平成 31 年 3 月 29

日）の本文をよく確認し，別紙 4 の「各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小

学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）【平成 31 年 4 月 4 日

付け 31 文科初第 13 号初等中等教育局長通知による一部修正（小学校理科）】」の理科の評



価の観点及びその趣旨をよく確認すること。 

 

■学習の到達目標 

小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自ら実践すること

ができる。|学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を行い，学習指導案を作成するこ

とができる。|１．理科という教科の意義・目標を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理

解する。|３．理科における学力と評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本

を身につけている。|５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 

 学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価します。| テキスト学習の成果

を判断します。テキスト学習の成果が認められない場合は不合格となります。| 剽窃・盗用

が疑われるもの，他と類似の内容となっているもの等，不正が疑われるものは合格とならな

い場合があります。| テキスト以外からの引用について，出典等が明記されていないものは

合格とならない場合があります。| 第 2 設題の動画の容量が 80MB を超えている場合には

添削対象外とすることがあります。| リポートにおいて，成績評価の基準やリポート学習の

留意点に記載されている項目を満たしていないリポートは添削対象外と判断することがあ

ります。 



授業コード S5545 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード S5561 （認定科目名：代数学概論１・代数学概論２/代数学概論） 

授業科目 代数学概論 単位 4.0 

担当者 月岡 卓也 
シラバスグルー

プ 
T0S044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

線型代数学入門 丹後弘司著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

比例，1 次関数，連立 1 次方程式などの話題を発展/拡張させたところにある線型代数学に

ついて，その基礎を学んでいきます．ベクトルの概念を理解し，行列の関わりについて学び

ます．また，直線や平面などの高等学校でも学んだ幾何学的対象について，線型代数学の観

点から議論していきます．また，行列演算に習熟し，連立 1 次方程式の理解を深めていきま

す．行列式とその性質を理解し，その幾何学的な応用についてまで理解を広げていきます．

線型代数学の核心部分である，線型独立/従属，基底や次元の概念を習得します．線型空間

の間の写像を学び，行列そのものの理解を深めていきます．行列の固有値，固有空間を学び，

さらに，その様々な応用について議論を展開していきます． 
 

■学習の要点 

筆記用具を必ず傍らに置いてテキストや参考文献などを読み進めてください．頭で理解して

いる事を実際に紙の上に起こしてみる作業は重要です．また，定理等の証明の勘どころをつ

かみながら，数学的思考を育んでもらいたいと思います．さらに，問などを手を動かして具

体的に解き確実な計算力を養う事も本学習の重要課題の一つです． 
 

■学習の到達目標 

・ ベクトル，行列の概念が理解でき，それらの代数的な計算が的確にできる．|・ 直線，平

面などの幾何学的対象を線型代数学の言葉で理解できる．|・ 連立 1 次方程式を行列の性質

を運用しながら解くことができる．|・ 行列式の性質を理解し，その代数的な評価や，幾何

学的な応用が理解できる． |・ 線型空間，線型写像について理解できる．|・ 線型独立/従

属，基底や次元の概念が理解でき，それらを様々な場面で運用できる．|・ 行列の対角化，

固有値，固有空間が理解できる．|・ 定理の証明等を通じて，数学的な思考力を獲得する． 
 

■成績評価の基準 学習の到達目標が達成されているかについて評価します． 



授業コード S5566 （認定科目名：幾何学概論１・幾何学概論２/幾何学概論） 

授業科目 幾何学概論 単位 4.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

理工基礎 演習 集合と位相 鈴木晋一 サイエンス社  

    

 
 

■授業の概要 

幾何学分野を学ぶために必要な、数学の基本ともなる集合・写像・論理についてから学習を

始めます。集合や写像は，すべての数学の基本であり，重要な役割を果たしていますが、高

校までの数学では詳しくは学んでいない事項が多くあります。| 幾何学は図形に関する分野

ですが、高校までのような初等的なユークリッド幾何を学習するのではなく、位相空間の入

門となる距離空間までを学習範囲とします。| 
 

■学習の要点 

数学記号を正確に用いることが理解への第一歩です。高校までで知っているつもりの数学用

語でも今一度しっかり定義を確認しましょう。|テキストをただ眺めるのではなく、自分で例

を考えながら読み進めましょう。テキストは位相空間にも言及していますが、この科目では

第 4 章の距離空間までを必読範囲とします。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標|・論理記号を用いて証明ができる。|・ユークリッド空間内の開集合・閉集

合・内部・外部・境界を理解する。|・簡単な距離空間の例を理解する。| 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。第 1 第 2 設題ともに、考え方の記述・数学記号の用い方も含め、全て

の問において概ね正答であることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理

的な記述・数学記号の用法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S5571 （認定科目名：解析学概論１・解析学概論２/解析学概論） 

授業科目 解析学概論 単位 4.0 

担当者 小坂 篤志 
シラバスグルー

プ 
T0S010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

追補版 解析学のための微

分積分入門 
長田尚・剣持信幸 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

「１変数関数の微分積分」について学習を行う。微分積分は高度な数学における理論的背景、

現代科学の応用面における計算技術、という両面において非常に重要な基礎をなしている。

ここではその中でも、１変数実数値関数に対する微分積分の学習を行う。学習内容としては

高校数学における「数 II」「数 III」の延長にあたり、高校数学の内容を新たな観点から再定義

することから始め、 終的にはマクローリン展開や広義積分といった、より高度な概念の学

習を目指す。 
 

■学習の要点 

以下の内容を要点として学習を行うこと。|１．数列の収束・発散の定義・計算|２．級数の収

束・発散の定義・計算|３．関数の基礎概念と関数の極限の定義・計算|４．初等関数の定義と

その性質|５．微分の定義と各種微分公式|６．初等関数の微分法|７．テイラーの定理と関数

の級数展開|８．定積分の定義|９．原始関数と微積分学の基本定理|１０．置換積分・部分積

分|１１．初等関数の積分法|１２．広義積分の定義・計算|１３．積分法を用いた図形の面積・

曲線の長さの計算 
 

■学習の到達目標 ６割以上の正答により、合格とする。 

 

■成績評価の基準 リポート設題・試験共に解答の過程をある程度明示すること。 



授業コード S5576 （認定科目名：確率論１・確率論２/確率論） 

授業科目 確率論 単位 4.0 

担当者 小林 雅子 
シラバスグルー

プ 
T0S021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

明解演習 数理統計 小寺平治 共立出版  

     

 
 

■授業の概要 

確率の数学的な見方や考え方を養うと同時に，基本的な統計モデルや各種統計手法の基礎知

識の習得を目的とします。離散的確率と連続的確率について、基本用語とその計算方法およ

びその意味について学ます。また、推測統計で用いられる代表的な確率分布などの定義と，

その性質，統計的推測(推定・検定)の考え方や計算方法について学習します。 
 

■学習の要点 

テキストは演習に重きを置いているので、定義や考え方に疑問がある場合には参考文献を参

照してください。数学用語や記号は本によって定義が違うことがありますので、複数の文献

に当たる場合は必ず 初に定義を確認しましょう。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標|・確率の基本的な考え方を理解する。|・代表的な分布を知る。|・簡単な推

定・検定を行える。 

 

■成績評価の基準 

・リポートについて。第 1 第 2 設題ともに、考え方の記述・数学記号の用い方も含め全ての

問において概ね正答であることをリポート受理の基準とする。|・ 終試験について。論理的

な記述・数学記号の用法も採点対象とし、60 点以上を合格とする。 



授業コード S5651 
（認定科目名：中等教科教育法社会１・中等教科教育法社

会２/教科教育法社会１/中等教科教育法社会Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法社会Ⅰ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 中学校新学習

指導要領の展開 社会編 
原田 智仁編 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。社会科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて社会科（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）ならではの思考・

判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社

会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論さ

せることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力の基礎」が

養われる。本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づいて中学校社会科の全体像をつか

むと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．中学校社会科の改訂のキーポイントについて理解を深める。|２．学習指導要領「第 1 目

標」のポイントについて理解を深める。|３．地理的分野の目標と学習指導の具体的あり方に

ついて理解を深める。|４．歴史的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深め

る。|５．公民的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導

要領「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これ

からの社会科学習指導をイメージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指

導案に基づき、模擬授業をおこなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 

学習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理

解し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位

置付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S5653 
（認定科目名：教科教育法社会２/ 中等教科教育法社会

３・ 中等教科教育法社会４） 

授業科目 中等教科教育法社会Ⅱ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中学校社会科教育 社会認識教育学会編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

「社会１」では、中学校社会科指導の表層について理解し、授業を構想した。本科目（「社会

２）」では、社会科教育をより深く理解するための学習を展開する。具体的には、「なぜ、社

会科を学習するのか」を核として、社会科教育の意義・社会科教育論や実践の歴史的変遷・

目標論や内容編成論・具体的な学習指導などについて学習をする。 
 

■学習の要点 

①社会科教育の意義と課題について、自身の考えを深める。|②社会科教育論や実践の歴史的

変遷を理解し、今後の社会科教育のあり方を考察する。|③社会科教育の目標論や内容編論に

ついて理解を深める。|④地理的分野の特質と実践について考えを深める。|⑤歴史的分野の

特質と実践について考えを深める。|⑥公民的分野の特質と実践について考えを深める。|⑦

社会科教育の評価について考えを深める。 
 

■学習の到達目標 

① 社会科教育の意義と課題について考察している。|② 社会科教育論や実践の歴史的変遷

を理解し、今後の社会科教育のあり方を考察している。|③ 社会科教育の目標論や内容編論

について理解している。|④ 地理的分野の特質を理解し、授業を構想することができる。|⑤ 

歴史的分野の特質を理解し、授業を構想することができる。|⑥ 公民的分野の特質を理解

し、授業を構想することができる。|⑦ 社会科教育の評価について考察している。  
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード S5656 
（認定科目名：教科教育法数学１/中等教科教育法数学/中

等教科教育法数学１・中等教科教育法数学２） 

授業科目 中等教科教育法数学Ⅰ 単位 4.0 

担当者 二澤 善紀 
シラバスグルー

プ 
T0S052 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学教育実践入門 黒田恭史編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

中学校・高等学校における生徒の学力が課題となっており，生徒の実態に応じた授業運営が

できる資質が教員に求められている。そこで，数学教育の課題を明らかにし，授業研究のあ

り方について考察する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し，数学教育で生徒に身につけさせたい能力とは何かを理解し，各領域内容

の特性を把握した上で学習指導案を作成する重要となる。また，生徒の学習欲を喚起するよ

うな授業の導入が重要である。テキストの各章末に示した参考文献等を活用して，更に深く

理解することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

問題はテキストの内容に即して出題をするので，要点をまとめて記述できるようにしておく

こと。また，その他の文献から問題に関連する内容について触れても良いが，それが大半を

占めるような記述とならないように注意すること。 
 

■成績評価の基準 
問われている内容について解答できているか。|解答の内容について，わかりやすく筋道立て

て説明がなされているか。|解答者の理解度が判断できる解答か。 



授業コード S5658 
（認定科目名：教科教育法数学２/ 中等教科教育法数学

３・ 中等教科教育法数学４） 

授業科目 中等教科教育法数学Ⅱ 単位 4.0 

担当者 月岡 卓也 
シラバスグルー

プ 
T0S046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学再入門 ―心に染みこ

む数学の考え方 
長岡亮介著 日本評論社  

    

 
 

■授業の概要 
高等学校までの数学科の内容について，学習指導要領解説をもとに，その全体像を把握する

ことを目的とします．また，大学で学ぶ数学との関わりについて理解していきます． 

 

■学習の要点 

代数学的，幾何学的、解析学的なアプローチから，「数学」という学問の総合的な理解を目

指します．また，身の周りに応用されている数学についても深く考える機会を持ち，数学の

汎用性と有効性を体得することを目的とします． 
 

■学習の到達目標 
・中学数学，高等学校数学の目的，内容，関連性について自身の言葉で明確に理解している．

|・代数的，幾何学的，解析学的な手法を正しく理解し，それらを適切に運用できる． 

 

■成績評価の基準 
リポート設題では，全ての問題に正解することを求め添削指導します．また，科目 終試験

では，数学の答案として体をなしているかについても評価します． 



授業コード S5672 （認定科目名：特別支援教育概論） 

授業科目 特別支援教育概論 単位 4.0 

担当者 堀家 由妃代 
シラバスグルー

プ 
T0S073 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教職

教育編⑤ 特別支援教育 

原 幸一・堀家 由妃代 

編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目では、障害のある子どもに対する教育の変遷と現状を知るとともに、障害のある

子どもに対する教育理念や今日的課題についても学ぶことを目的とする。| 特に平成 19 年

度に特殊教育から特別支援教育へと法制度が変わり、さらに平成 24 年からはインクルーシ

ブ教育が目指されるようになったが、その背景には、障害のある児童生徒の教育をめぐる諸

情勢にどのような変化があったのかを理解し、特別支援教育に移行した意義を学ぶ。さらに

構築された理念の実現に向けての特別支援教育の在り方や基本的な考え方についても学習

していくものである。| 
 

■学習の要点 

 学習するにあたっては、指定テキストを熟読し、障害児教育の歴史的変遷や新たに特別支

援教育の対象となった障害のある児童生徒を含めて、対象児に対して用意される学びの場や

学びの内容などの特別支援教育に関する基本的な知識について、下記の５点を主に理解をす

ることを念頭に置くとよい。|①特殊教育から特別支援教育、そしてインクルーシブ教育への

パラダイムシフトとその意義について|②障害児の発達特性・障害特性と教育方法について|

③特別支援教育における教育課程について|④ノーマライゼーションやインクルーシブ教育

の理念について|⑤特別支援教育を担当する教師の専門性について| 
 

■学習の到達目標 

 科目 終試験の出題の意図から外れないように、注意すること。学習の要点に書かれた内

容を参考にして、テキストを中心に学んだ内容を記述すること。 | 評価のポイントは、出

題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて正確に説明できているかにある。「学

習の要点」を踏まえていない場合には、自らの経験や自説をいくら述べても評価されない。

| 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験において設題を理解し、要点をおさえた的確な解答ができていること。設題に

関わる知識を正しく理解し、設題のポイントをおさえた解答ができているか等で総合的に判

断する。知識理解の不十分さだけでなく、誤字脱字や文章表現、論理の飛躍などについては

減点されることがある。 



授業コード S5675 （認定科目名：肢体不自由児の心理・生理・病理） 

授業科目 肢体不自由児の心理・生理・病理 単位 2.0 

担当者 松村 京子 
シラバスグルー

プ 
T0S092 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる肢体不自由教育 

やわらかアカデミズム・〈わ

かる〉シリーズ 

安藤隆男 編著 他 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

肢体不自由児に関する心理学的情報と生理・病理的情報から、肢体不自由のある児童生徒の

心理・生理・病理についての基礎知識を学ぶ。また肢体不自由児に対する教育を行う上で考

慮すべき随伴障害についての知識も学ぶ。 
 

■学習の要点 

本科目を学習するにあたっては、テキストを熟読し、肢体不自由に関する基礎知識や心理・

生理・病理的特性について、発達支援の視点から学んでほしい。また、脳性疾患に多く随伴

する障害や運動障害に関連する顕著な二次障害についても学んでもらいたい。 |① 肢体不

自由の定義と分類、原因、心理的特性等について理解し、あわせて脳性麻痺児に対す|る支援

方法について考えておくこと。  |② 中途障害の心理と障害受容について理解し、あわせ

てそれらの支援方法について考えておく|こと。 |③ 肢体不自由教育におけるアセスメン

トの意義と方法について理解し、あわせてその活用につ|いて考えておくこと。  |④ 脳

性麻痺の原因とその症状について理解し、その教育的対応について考えておくこと。  |⑤ 

てんかんの定義と分類について理解し、その教育的対応について考えておくこと。  |⑥ 

脳の機能局在の視点から心身の病理と症状について理解しておくこと。| 
 

■学習の到達目標 
① 肢体不自由児を指導する際に必要となる生理・病理に関する基礎知識を理解する。

|② 肢体不自由児を指導する際に必要となる心理に関する基礎知識を理解する。||| 

 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 | 



授業コード S5683 （認定科目名：重複障害・軽度発達障害児の指導法） 

授業科目 重複障害・軽度発達障害児の指導法 単位 2.0 

担当者 澤田 均 
シラバスグルー

プ 
T0S094 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる発達障害 ： LD・

ADHD・高機能自閉症・アス

ペルガー症候群〔第 2 版〕 

小野次朗ほか編 ミネルヴァ書房  

エピソードで学ぶ 障碍の

重い子どもの理解と支援 
菅原伸康/渡邊照美 編著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623073115 

 
 

■授業の概要 

 重複障害児や軽度発達障害児の学び場と教育課程及び指導の実際から、それぞれの障害を

有する子どもに対する教育の現状と課題を理解し、双方の特別支援教育における指導方法の

基礎基本を学ぶ。あわせて、重複障害と軽度発達障害の基礎的概念についても学ぶ。||  
 

■学習の要点 

指定テキストを熟読し、重複障害児や軽度発達障害児に関する基礎知識を発達支援の視点か

ら学んでもらいたい。ヒトの行動を時間系列的に理解しながら、健康状態と家族関係などの

環境因子及び性格などの個人因子と関連づけたそれぞれの障害の概念を理解することを念

頭に置くとよい。その上で固有の障害に対して、用意されている制度や教育課程を活用し、

必要となる具体的な働きかけの方法、場面設定等の工夫や配慮などを具体的に考えていくこ

とが大切なこととなる。|① 発達障害や重複障害の概念について|② 重複障害児の理解

と指導・支援の基本について|③ 高機能自閉症・アスペルガー症候群の定義や基本

特性の理解と指導・支援のあり方について|④ 注意欠陥多動性障害（ADHD）の定義や

基本特性の理解と指導・支援のあり方について|⑤ 学習障害（LD）の定義や個々に異なる認

知特性の理解と指導・支援のあり方について | | 
 

■学習の到達目標 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重複障害児が就学

する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 重複障害児に対する各教科・

自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。|④ 軽度発達障害児が活用でき

る「通級による指導」の制度と教育課程について理解する。|⑤ 軽度発達障害児に

対する各教科等における指導法の基礎基本を理解する。| 
 

■成績評価の基準 
出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できているかどうかが

評価の基準となる。 



授業コード S5748 
（認定科目名：職業教育及び職業指導１・職業教育及び職

業指導２/職業教育及び職業指導） 

授業科目 職業教育及び職業指導 単位 4.0 

担当者 大森 弘子 
シラバスグルー

プ 
T0S109 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる生徒指導・キャ

リア教育 
小泉令三編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

近年の日本社会は、高等教育機関（大学・専門学校等も含む）への進学率が高い。この教育

期間の延長によって、「職業に従事して社会的に自立するのは遠い先のことである」と考え

る若者を増加させる傾向にある。また、産業構造の変化や雇用形態の多様化などを背景とし

て将来への不透明さが増加する傾向にあり、そのことが「ニート」を助長している面もある。

|本科目は職業の問題は人々の「在り方・生き方」と大きく関わっているという視点から、「職

業教育及び職業指導」について、基礎理論及びその実務について学校教育及び社会教育の両

視点から解説し、人間が「生きる力」を身に付け、社会人・職業人として自立していくこと

ができるように導くキャリア教育である。| 
 

■学習の要点 

「キャリア教育」の展開について理解し、職業の問題について、人の「在り方、生き方」の

視点で学習していただきたい。また、具体的に理解しておくべき内容を以下に挙げる。|１．

職業の語義と三要素について理解する。|２．職業指導の意味を理解する。|３．職業適性検査

の実施上の留意点を学習する。|４．職業選択の中で、特性・因子理論、構造（精神分析）理

論、職業的発達理論の内容を理解する。|５．進路選択における現代社会の課題を考察する。 
 

■学習の到達目標 
１．学校での職業教育について、職業選択の基本となる理論を学ぶ。|２．学校での職業教育

について、その実務を理解する。 

 

■成績評価の基準 

１．リポートは、定められた字数を有効に活用すること。テキストの丸写しや字数不足は、

不合格とする。職業の課題に関わる基本的事項を理解しているか、日本社会の産業構造の変

化を捉えることができいるかを点検する。|２．学校での職業指導について、そのどれだけ理

解しているかを点検する。また、リポートの論の展開が明確であるかどうかが成績評価のポ

イントとなる。| 



授業コード S5756 （認定科目名：社会教育課題研究） 

授業科目 社会教育課題研究 単位 2.0 

担当者 浅田 瞳 
シラバスグルー

プ 
T0S179 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会教育の施設論 ―社会

教育の空間的展開を考える

― 

鈴木眞理・井上伸良・大木真

徳 編著 
学文社  

    

 
 

■授業の概要 

公民館･図書館・青少年教育施設をはじめとする社会教育施設は、私たちの身近な存在であ

りながらも、改めて学習することは少ないと思われます。本履修では、その役割や運営につ

いてテキストから学び、実際例にも関心をもって考察を深めてください。|この科目は、「社

会教育実習」において行われる「社会教育施設での業務実習」に関する基礎知識を習得する

機会にも位置付けられています。  
 

■学習の要点 

第 1 設題では、社会教育施設の概要と民間との連携などの今日的な課題について考えます。

学校教育とは異なる社会教育の特質、また社会状況の変化を考えながらテキストを読み進め

ましょう。|第 2 設題では、実際の社会教育施設（公民館、図書館、博物館、青少年教育施設、

男女共同参画センター、文化会館等）の活動について深く学びます。 
 

■学習の到達目標 

１．社会教育とはどのような教育かを説明できる。|２．国や地方自治体が設置する社会教育

施設の役割について説明できる。|３．社会教育施設の運営について、官民連携などの現代的

課題を説明できる。 
 

■成績評価の基準 

科目 終試験は、以下のような基準で採点します。|１．問題の要求にきちんと応えられてい

る。|２．記述がテキストの内容を踏まえている。|３．テキストで使われた専門用語を正確に

使用している。 |４．回答の記述字数が適当である。 



授業コード S5780 （認定科目名：臨床教育学１・臨床教育学２/臨床教育学） 

授業科目 臨床教育学 単位 4.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床教育学補充資料 大西正倫 佛教大学通信教育部  

臨床教育学 和田修二ほか編 アカデミア出版会  

 
 

■授業の概要 

 この科目は、「指定保育士養成施設」としての本学教育学科が、保育士資格の「修業教科

目」として開設している、選択必修科目の一つである（つまり、必修科目ではない）。| 臨

床教育学とは何か。残念ながら、“これが臨床教育学だ”という“定番もの”は、未(いま)だ存在

しないと言ってよい。近年にわかに「臨床○○(学)」が大はやりになってきて、すでに「臨床」

という語のインフレが起こっている。「臨床教育学」も例外ではない。 初の提唱には必然

性があり、一定の主張・メッセージが込められていた。ところが、すぐにそのレッテルが独

(ひと)り歩きをし始めた。中身は旧来のままでレッテルを貼り替えただけの、流行に便乗(び

んじょう)したにすぎないお手軽なものまで登場している。「臨床(的)」という語の解釈や込

められた意味もさまざまである。| それだけに、何が「臨床(的)」ということなのかをきち

んとつかまえることが、 も肝要である。それは、従来それぞれ専門分野として分断されて

いた医療・看護・教育・福祉等の根底のところで共通する何かである。その意味で、学際的

(interdisciplinary)な分野だというふうにも言えるが、そもそも「臨床(的)」とは、取り扱う〈対

象〉や〈内容〉を示す概念ではなくて、物事への〈視角〉であり、〈スタンス〉なのである。

| この科目「臨床教育学」のねらいは、①教育・保育とは、本来、本質的に「臨床的」な〈実

践〉であることを理解すること、②具体的な教育・保育実践の個々の場面における〈臨床の

知〉としての〈実践知〉のありようを感得(かんとく)し、自分のものとすること、である。

これらがこの科目のアルファーでありオメガである。つまり、入り口であって、同時に、究

極の目標なのである。これを、実践家としての自己の成長につなげてほしい。| ただし、こ

の科目の履修においては、自分自身のこれまでのものの見方を打ち破り転換することを迫ら

れる場面に必ずぶつかることになる。生半可な覚悟では単位修得はおぼつかない。肝(きも)

に銘じてほしい。 
 

■学習の要点 

１.狭義の「臨床(的)」と区別して広義の「臨床(的)」の概念をつかみ、教育（保育を含む）・

医療（看護を含む）・福祉（介護を含む）のあいだの共通性と相違点を考察しよう。|２.〈発

達〉という観点は、子どもを客観的・一般的・法則的に理解する手助けとなるが、個として・

主体としての一人ひとりの子どもに肉迫するには、別の視点が必要である。それが〈臨床〉

という視角であることを理解しよう。|３.中村雄二郎のいう〈臨床の知〉をふまえて、保育実

践における〈実践の知〉の特質をつかもう。（補充資料：大西正倫「臨床保育学の基礎づけの

ために」を参照すること。）|４.子どもにとってリアルな世界、子どもの現に生きている世界

（「生活世界」）をそのままにつかむ方法論として、「現象学」ないし「解釈学的現象学」のも

のの見方を知ろう。|５.保育の場には家庭も含まれ、保育者には親も含まれる。親であるこ

と・親となることについて、その要諦(ようてい)（肝心かなめの点）を考えよう。（補充資料：

大西正倫「家庭の臨床教育人間学序説」を参照すること。）|６.教育（保育を含む）とカウン

セリング、教師（保育者を含む）とカウンセラー。その存在意義と役割における共通性と違



い、および連携のあり方を考え、教師・保育者に求められている「カウンセリング・マイン

ド」を自分のものにしよう。 

 

■学習の到達目標 

〔学習の要点〕に沿って学習することが、 も効果的で 善の試験対策となる。〔学習の要

点〕をふまえない解答は、合格とはならない。評価の観点としては、理解・認識・把握の、

的確さ・深さを問う。|試験当日は、まず、問題文をしっかり読み、求められているものは何

かを的確につかんだ上で、解答に取り掛かること。解答はたくさん書くほど点数がよくなる

というものではない。 
 

■成績評価の基準 自らの教育観、保育観が記されているかどうかを評価する。 



授業コード S8105 （認定科目名：初等理科教育法Ⅱ） 

授業科目 理科教育法Ⅱ 単位 2.0 

担当者 平田 豊誠 
シラバスグルー

プ 
T0S170 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編④初等理科教育 

山下 芳樹 編著・平田 豊

誠 編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エネル

ギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点や方法

について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成し授業を

実施できるようにしていきます。 
 

■学習の要点 

 子どもが自然に働きかけて，自然から働きかえされるという相互作用によって，子どもは

自然からさまざまな情報を受け取って自然を認識していきます。そしてその過程で人間的成

長を遂げていくのです。教師はそのための援助・支援をする。この一連の過程が理科教育の

本質です。| まずテキスト学習を確実にしっかりと行ってください。通信教育はテキスト学

習が基本です。テキスト学習は「通学課程」の授業に相当します。テキストのすべての記述

に目を通して，このテキストにはどういうことが書かれているかを学び，考えを深めてくだ

さい。| テキスト第 I 部では，理科教育に託された先人たちの思いをもとに学習指導要領の

読み解き方を学びます。第 II 部では，深い学びをさそう授業作りの手引きとして，エネルギ

ー，粒子，生命，地球という 4 つの領域において具体例をもとに授業を考えていきます。第

III 部では，学び続ける小学校教員としての研究のあり方や専門性について学んでいきます。

| そして，各章の 後にある学習の課題をはじめ，興味・関心のある部分と，リポートの設

題に関係する部分を重点的に学習するとともに，科目 終試験に向けて特に次の諸点を詳し

く読みとって，理解し考えてください。| １．「なぜ理科を学ぶのか」という問いに自分な

りの回答を考えてみる。科学の特徴，日常生活との関連，理科の見方・考え方，探求の過程

などに基づいて理科を指導する意義を考える。| ２．テキストおよび小学校学習指導要領解

説理科編をもとに，理科は何を教える教科かを考える。| ３．理科の教え方，学び方（指導

論・学習論）について考える。特に構成主義学習論を中心に学習を深める。| ４．授業づく

りにおいて，深い学びとなるような授業を考える。エネルギー，粒子，生命，地球の 4 領域

において具体例をもとに学習を深め，具体の単元を例に教材研究を行う。| ５．理科学習指

導案について学習を深め，任意の単元を取り上げ，学習指導案を書き，模擬授業を行い，そ

の様子を録画し，記録動画を用いた省察を行い，今後の課題を考える。その際，観察や実験

における安全指導にも留意すること。|６．理科における評価を次のキーフレーズをもとに考

える。・目標に準拠した評価と観点別学習状況の評価，・指導と評価の一体化，・新しい学習

評価の考え方。なお，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学

習評価及び指導要録の改善等について（通知）（30 文科初第 1845 号，平成 31 年 3 月 29

日）の本文をよく確認し，別紙 4 の「各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小

学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）【平成 31 年 4 月 4 日

付け 31 文科初第 13 号初等中等教育局長通知による一部修正（小学校理科）】」の理科の評



価の観点及びその趣旨をよく確認すること。 

 

■学習の到達目標 

小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自ら実践すること

ができる。|学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を行い，学習指導案を作成するこ

とができる。|１．理科という教科の意義・目標を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理

解する。|３．理科における学力と評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本

を身につけている。|５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 

 学習の到達目標や学習の要点について問い，理解度を評価します。| テキスト学習の成果

を判断します。テキスト学習の成果が認められない場合は不合格となります。| 剽窃・盗用

が疑われるもの，他と類似の内容となっているもの等，不正が疑われるものは合格とならな

い場合があります。| テキスト以外からの引用について，出典等が明記されていないものは

合格とならない場合があります。| 第 2 設題の動画の容量が 80MB を超えている場合には

添削対象外とすることがあります。| リポートにおいて，成績評価の基準やリポート学習の

留意点に記載されている項目を満たしていないリポートは添削対象外と判断することがあ

ります。 



授業コード S8106 
（認定科目名：教科教育法数学２/ 中等教科教育法数学

３・ 中等教科教育法数学４） 

授業科目 教科教育法数学２ 単位 4.0 

担当者 月岡 卓也 
シラバスグルー

プ 
T0S046 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学再入門 ―心に染みこ

む数学の考え方 
長岡亮介著 日本評論社  

    

 
 

■授業の概要 
高等学校までの数学科の内容について，学習指導要領解説をもとに，その全体像を把握する

ことを目的とします．また，大学で学ぶ数学との関わりについて理解していきます． 

 

■学習の要点 

代数学的，幾何学的、解析学的なアプローチから，「数学」という学問の総合的な理解を目

指します．また，身の周りに応用されている数学についても深く考える機会を持ち，数学の

汎用性と有効性を体得することを目的とします． 
 

■学習の到達目標 
・中学数学，高等学校数学の目的，内容，関連性について自身の言葉で明確に理解している．

|・代数的，幾何学的，解析学的な手法を正しく理解し，それらを適切に運用できる． 

 

■成績評価の基準 
リポート設題では，全ての問題に正解することを求め添削指導します．また，科目 終試験

では，数学の答案として体をなしているかについても評価します． 

 



授業コード BC030 （認定科目名：仏教文化特殊研究Ⅰ） 

授業科目 仏教文化特殊研究Ⅰ 単位 2.0 

担当者 伊藤 真宏 
シラバスグルー

プ 
T0BD03 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教入門（角川選書 

537） 
末木文美士 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

    

 
 

■授業の概要 

本テキストは「入門」と冠しているが、近年の日本仏教史研究の成果を踏まえつつ、これか

らの研究のありようを示唆する興味深い学術書である。1975 年に黒田俊雄氏によって提唱

された顕密仏教論は、学界に大きな衝撃を与えたが、「正統対異端」という図式に対して、

「中心ー周縁論」が提示され、また「冥ー顕」論も議論を進展させる必要があろう。鎌倉新

仏教中心史観は、近代の学者が構築した虚像にすぎないことが明らかにされつつある現在、

もう一度、鎌倉仏教の果たした役割を検証する必要もあろう。日本の全時代を網羅する本テ

キストは、十分に活用すべきである。 
 

■学習の要点 

 各論稿を、まず丹念に熟読してほしい。ことば（学術用語を含む）については、各種辞（事）

典類をつねに傍らに置き、正確な意味を把握すること。次に、引用されている１次資料（原

典）および２次資料（諸先学の論著）に、できるかぎり当たってほしい。| 本書の方法・立

場・視点をつねに念頭におき、その独自性に注意を払ってほしい。そのうえで学習諸氏の自

身の考察を加え、本書の限界を突破してほしい。| 
 

■学習の到達目標 近年の日本仏教史研究の成果を把握し、今後の研究の方向性を見定めることが目標 

 

■成績評価の基準 
テキストを十分に熟読しているか、設題の要点を正しく把握し、 論理的に明快に記述して

いるか、それらを評価の基準とする 



授業コード BC050 （認定科目名：仏教文化特殊研究Ⅲ） 

授業科目 仏教文化特殊研究Ⅲ 単位 2.0 

担当者 松永 知海 
シラバスグルー

プ 
T0BD14 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

浄土の美術：極楽往生への

願いが生んだ救いの美 
内田啓一監修 東京美術  

浄土教の展開とその文化 成田俊治 佛教大学 9784907177218 

 
 

■授業の概要 

浄土教思想の興隆にしたがって、浄土教芸術が盛んとなり夥しい作品が伝存している。ここ

では、浄土教絵画のうち特に浄土図および来迎図を取り上げて、それらを育んだ背景を学ん

でほしい。 
 

■学習の要点 

作品を生んだ背景には、作者の時代や思想との関連を学んでほしい。時代を反映していたり、

時代を先取りしていたり、一つ一つの作品によってその濃淡はあるにしても、時代の流れの

中で考えてほしい。 
 

■学習の到達目標 
浄土図（変）の種類とその特徴を読みとっているか、又、源信の思想と来迎図像について具

体的に把握しているか、を評価の基準とする。 

 

■成績評価の基準 到達目標にてらして評価する。 



授業コード T0105 （認定科目名：社会調査論１・社会調査論２/社会調査論） 

授業科目 社会調査論 単位 4.0 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会調査へのアプロー

チ 論理と方法 
大谷信介ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 社会現象を把握するためには社会調査が不可欠です。とはいえ、どのような対象をどのよ

うな問題意識で調査するかによって、社会調査の方法はさまざまです。ここでは種々の調査

方法の特色と手順の概略を理解することが目的です。| この科目はテキスト履修科目ですか

ら、テキストを読むことが主な学習方法になります。しかし社会調査論の場合、ただ単にテ

キストを読むのではなく、自分で調査を実施するつもりになってテキストを読むことをおす

すめします。そうすることで初めて理解できる事柄が沢山あります。リポート設題の「１」

は、そのような趣旨のものとご理解ください。 
 

■学習の要点 

以下の６点に留意しつつ、テキスト・参考文献を読んでください。| １．調査によって検証

される仮説をどのように構成したらよいかについてまとめておくこと。| ２．様々なサンプ

リングの技法の概要とその特徴をまとめておくこと。| ３．調査票の構成や質問文の作り方

について学習すること。| ４．調査票調査の主な実施方法（面接、留置、郵送、集合、電話）

の特徴についてまとめておくこと。| ５．聞き取り調査の意義と実施上の注意点について学

習すること。| ６．参与観察の意義と実施上の注意点について学習すること。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は「学習の要点」の各項目について、テキスト・参考文献のポイントをおさ

えつつ、具体例をあげながら説明できることです。 

 

■成績評価の基準 

試験の採点は加点方式を基本とします。つまり、あるポイントがきちんと説明されていれば

何点、さらに別のあるポイントが説明されていれば何点、という具合に加点します。ピント

外れの事を大量に書いても得点にはなりません。具体例をあげながら、各ポイントを的確か

つ簡潔にまとめるようにしてください。また文章全体のまとまりや分かりやすさに応じて加

点・減点します。テキストや他の参考文献の丸写しは評価できませんので、ご注意ください。 



授業コード T0305 （認定科目名：社会学原論・社会学原論２/社会学原論） 

授業科目 社会学原論 単位 4.0 

担当者 大貫 挙学 
シラバスグルー

プ 
T0T004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会学原論（岩波テキスト

ブックス） 
宮島喬 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 「社会学」という学問は、近代社会の成立によって誕生したが、それは近代社会そのもの

を相対化する営みでもある。本科目の目的は、社会学の主要な学説・理論を確認するととも

に、社会学的な思考方法（＝社会学的なモノの見方）を習得することにある。 
 

■学習の要点 

・社会学が近代化とともに誕生したこと、現代社会において社会学の枠組みも問い直しを迫

られていることを理解する。|・社会構造と行為（あるいは客観と主観、マクロとミクロ）の

関係について考える。|・ジェンダー／階層／エスニシティなどの問題について、社会学がど

のようなアプローチをしてきたのかを把握する。 
 

■学習の到達目標 (1) 社会学の基本知識の習得|(2) 社会学的視点の獲得 

 

■成績評価の基準 

・上記の目標への到達度を評価する。つまり、テキストの内容理解と、それらについての自

分なりの捉え方が問われることになる。|・ 終試験の評価にあたっては、出題趣旨やテキス

トの内容をふまえているか、自分なりによく考えられているか、をとくに重視し、さらに論

理展開や文章表現・表記などを含めて、総合的に判断する。  



授業コード T0306 （認定科目名：社会学史１・社会学史２/社会学史） 

授業科目 社会学史 単位 4.0 

担当者 辰巳 伸知 
シラバスグルー

プ 
T0T015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

クロニクル社会学（有斐閣

アルマ） 
那須壽 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

社会学は、19 世紀前半フランスのオーギュスト・コントによってその名を与えられ、それ

以降さまざまな社会学者がさまざまな学説を提唱し、今日に至っている。社会学史は、その

ような社会学の歴史を扱う科目であるが、それは決して博物館に陳列されている過去の遺物

を懐古的に観賞するようなことをねらいにするのではない。社会学者たちは、彼らが生きた

時代の現実と知的に格闘してきた。主として時代的制約のゆえに、彼らが提唱した学説は、

そのままわれわれが現在直面している現実に適用することはできないかもしれない。しか

し、そういった制約ゆえの欠落や歪みにも関わらず、多くの社会学者が提唱した学説は、現

代社会に鋭く切りこんでいく手段を提供してくれるのである。欠落や歪みについて考察する

ことすら、われわれが生きる現代社会に対するセンスを研ぎすまさせてくれるであろう。社

会学史とは、すぐれものがいっぱいつまった「道具箱」なのである。 
 

■学習の要点 

１．戦後アメリカでパーソンズの理論が登場し、一定期間絶大な影響力をもったこと、およ

びその影響力がその後減退したことについて、他の学説やアメリカ社会のあり方と関わらせ

て考えてほしい。|２．『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』をはじめとするウ

ェーバーの宗教社会学では何を解明しようとされていたのか考えてほしい。|３．ハーバーマ

スのコミュニケーション概念は、単なるコミュニケーション論を展開するだけに用いられた

のではないことを理解してほしい。|４．「意味学派」として一括総称される反客観主義的立

場について、学説ごとに検討してほしい。|５．日常生活の対面的状況に特に留意したゴフマ

ンのユニークさについて学んでほしい。|６．「構造と主体的行為」というテーマに関して、

ギデンズはどう考えたかということについて学んでほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 この「社会学史」は、多くの社会学史とは異なって、比較的現在に近い社会学者や学説を

学ぶことを目指している。したがって、より古典的な社会学者や学説（たとえば、コントや

マルクス、デュルケム等）についての知識をある程度前提にしているところがあるので、そ

の点留意してほしい。| 科目 終試験に際しては、論述の一貫性を重視する。あまりに冗長

な論述は歓迎しない。試験問題に応じた要所をおさえた内容にしてほしい。また、あまりに

分量の少ない論述（500 字以下）には合格点を与えない。それなりに内容のある文章には、

ある程度の量が必要だからである。| リポートとは異なって、自分の意見や考えを書く必要

はない。また、テキストの内容にとどまっていたとしても、論述に一貫性があり要点をおさ

えておれば、90 点を上限に評価する。他の文献からの学習成果がうかがえれば、その内容

に応じて加点する。 
 



■成績評価の基準 設問との正確な対応。論述の一貫性。相応の分量。 



授業コード T0307 （認定科目名：家族社会学・家族社会学２/家族社会学） 

授業科目 家族社会学 単位 4.0 

担当者 松田 智子 
シラバスグルー

プ 
T0T019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

２１世紀家族へ：家族の戦

後体制の見かた・超えかた

〔第 4 版〕（有斐閣選書 １

６１３） 

落合恵美子著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 家族社会学は家族及び家族問題を研究する社会学の一分野である。研究者達は家族の歴

史、制度、構成、形態、機能、周期などについて多彩な研究を行なっている。特に近年では、

社会史や人口学的視点からアプローチする家族変動論に注目が集まっている。| 本科目では

「近代家族」（家族愛で結ばれ、プライバシーを重んじ、夫は稼ぎ手で妻は主婦として性別

分業を行い、子どもに対して強い愛情と教育関心を注ぐ家族）という概念をもとに、日本の

家族はどのように前近代型家族から近代家族へ、近代家族から脱近代家族へと変わりつつあ

るのか、歴史的、地域的な文脈を考慮にいれながら、日本の戦後の家族変動の実態とこれか

らのゆくえについて理解を深めてほしい。 
 

■学習の要点 

 まず、テキスト全体に目を通すことが求められる。次に以下のテーマについて論じられて

いる箇所を熟読し、内容をしっかりと理解する必要がある。| １．家事と主婦はいつどのよ

うにして誕生したかについて| ２．「二人っ子革命」について| ３．「人口学的世代」につい

て| ４．「近代家族」について| ５．ウーマンリブ運動について| ６．家族の双系化につい

て 
 

■学習の到達目標 

１．家族のあり方は絶対的なものではなく、時代や社会とともに変化していくことを学ぶ。

|２．現代日本の家族の原型である、「近代家族」の特徴について理解する。|３．戦後の日本

の家族体制の特徴について、①家事と専業主婦の誕生、③人口学的世代、③二人っ子革命、

④ウーマンリブ運動、⑤家族の双系化から理解する。 
 

■成績評価の基準 

＜リポート設題＞|①テキストを熟読し、「リポート学習の留意点」に沿ってわかりやすくま

とめられているか、②見出し、段落のつくり方などが適切か、③誤字・脱字がないか、④引

用文献が文中と文末に明記されているか等によって総合的に判断する。||＜科目 終試験＞|

問題の内容をしっかりと理解し、学習の要点に書かれている点を中心に適切に解答がなされ

ているかによって総合的に判断する。 



授業コード T0321 （認定科目名：アイデンティティ論） 

授業科目 アイデンティティ論 単位 4.0 

担当者 近藤 敏夫 
シラバスグルー

プ 
T0T013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自己と他者の社会学（有斐

閣アルマ） 
井上俊ほか編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

アイデンティティとは自己のあり方や自己についての感覚、つまり、自分がどんな人物であ

るのかというあり方や感覚のことです。このアイデンティティの自覚には、自己が他者と異

なっているという感覚がともないます。社会学ではアイデンティティを他者との社会関係に

位置づけて問題にしてきました。古典的な考え方では、アイデンティティはジェンダー、エ

スニシティ、居住地、学歴、職歴などの確固とした核をもち、比較的固定したもの、また一

貫したものであると考えられてきました。これに対して、現代ではアイデンティティがファ

ッションを通して示されたり、ヴァーチャルな他者との関係で形成されたりするようになり

ました。アイデンティティは流動的で変化しやすいものであると考えられるようになってい

ます。テキストでは社会学の理論に基づいて現代日本における自己や他者、アイデンティテ

ィの問題が様々な角度から考察されています。受講生は各人の経験を反省して、アイデンテ

ィティの意味について考えてください。 
 

■学習の要点 

（１）テキスト第１章を中心にして、自我の主体的側面と社会的側面の関連について要約し、

それに対する自分の考えをまとめてください。|（２）テキスト第３章を中心にして、ゴッフ

マンの劇場論について要約してください。その際、社会の成員が演劇のパフォーマー（役者）

やゲームの参加者に譬えられることの意義について考察してください。|（３）テキスト第５

章を中心にして、自己の同一性が獲得されるメカニズムについて要約してください。その際、

現在の自己と過去の自己との関係、自己を物語るときに用いるカテゴリーに留意してくださ

い。|（４）テキスト第 10 章を中心にして、模倣が自己形成に与える影響について要約して

ください。その際、現代日本ではヴァーチャルな他者に対する位置づけが変化してきたこと

に留意してください。|（５）テキスト第 11 章を中心にして、ファッションを通して「私ら

しさ」を表現することの意義と問題点を要約してください。その際、ファッションを媒介と

した自己と他者との相互理解のあり方に留意してください。|（６）テキスト第 13 章を中心

にして、「社会的アイデンティティ」が付与されるメカニズムについて要約してください。

その際、「異質な他者」との関わり方にみられる問題点に留意してください。 
 

■学習の到達目標 

科目 終試験の問題は「学習の要点」に準じて作成してあります。学習の６つの要点にした

がって、テキストの該当箇所を簡潔にまとめてください。自分の考えがある人は、テキスト

の考え方をまとめた後で書いてください。自分の考えだけしか書いてない場合は、テキスト

を理解していないものとみなし、合格点には達しません。 
 

■成績評価の基準 
テキストの要点がまとめられているかどうかを基本とします。また、テキストや参考文献を

基にして自分自身の考え方を答えた場合も、論旨が明解ならば合格点とします。 



授業コード T0322 （認定科目名：社会意識論） 

授業科目 社会意識論 単位 4.0 

担当者 長光 太志 
シラバスグルー

プ 
T0T017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代日本人の意識構造〔第

八版〕 
NHK 放送文化研究所 NHK 出版  

    

 
 

■授業の概要 

戦後、日本の社会が急激に変化するに伴って私たちの意識も大きく変わってきた。テキスト

では、1973 年以降５年ごとに行われた調査結果がまとめられている。結婚・家族、政治、

仕事・余暇、日常生活、生活目標などの領域における意識の変化を学ぶことを通して、社会

の変化と意識がどのように関連しているかを理解してほしい。|また、これを単に知識として

学ぶだけでなく、皆さん自身の意識と比較し、考えてほしい。| 
 

■学習の要点 

テキストをよく読み、次の点についてよく理解しておくこと。|１、結婚や家族に関する意識

の変化について。|２、政治に関する意識の変化について|３、ナショナリズム・宗教に関する

意識の変化について。|４、仕事・余暇に関する意識の変化について。|５、日常生活に関する

意識の変化について。|６、生き方・生活目標に関する意識の変化について。 
 

■学習の到達目標 
「学習の要点」を中心として、戦後日本における意識の変化およびそれと社会の変化の関連

を理解すること。 

 

■成績評価の基準 
(１)「学習の要点」が理解できているか。|(２) テキストの内容に即して論述できているか。

|(３)論旨の明確さ。また、誤字・脱字がないか。 



授業コード T0323 （認定科目名：現代文化論） 

授業科目 現代文化論 単位 4.0 

担当者 山本 奈生 
シラバスグルー

プ 
T0T023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代文化を学ぶ人のために 

全訂新版 
井上俊 世界思想社  

文化社会学：学習の手引 丸山哲央編 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

本科目では、現代社会における文化の諸相を知り、具体的な社会状況の中でどのような文化

現象が生じているのかを探求する。|これまで社会学においても文化という概念には複数の意

味が付与されてきた。昔日の意味における「文化」は人間精神を高めてくれる芸術や文学作

品という教養主義的な含意が強く込められていたが、近年では「ポピュラー文化」「メディ

ア文化」といったように、かつての教養主義的意味合いは薄れてきている。|グローバル化が

進展し、「文化」と呼ばれる諸領域が拡張する現代社会において、人間社会と文化の関係性

はどのように変貌しつつあるのだろうか。また、一般に言われるように文化はそれ自体が素

朴に良きものであり、例えば社会における権力や政治とはあまり関係のないものなのだろう

か。本科目は、こうした文化をめぐる諸状況を多面的な観点から考えていくものである。| 
 

■学習の要点 

 科目概要において述べたように、現代社会における文化の概念や文化現象は極めて多義的

なものである。まずは現代における文化現象がメディアや観光、あるいはファッションや音

楽といったそれぞれの分野に応じて、どのように展開されているのかに関心をもってほし

い。その上で、表面的に展開されているメディア上の言説や、流行現象の細部が、抽象的な

文化社会学の理論的観点からはどのように理解できるのかを考えていく必要がある。| ま

た、文化現象は社会の具体的な動向、経済変動や政治的な問題と密接な関係をもっている場

合が多い。例えばマイケル・ジャクソンの文化的表象は、アメリカにおける人種問題をめぐ

る経緯と切り離されてはありえないのである。| 例えば、以下のような点に留意してみてほ

しい。||・現代のグローバル化現象のもので、文化がいかに変容しつつあるのかについて考え

る。|・現実の都市空間の物理的な変化が、そこで生活し消費する人々にとってどのような価

値観の変化をもたらしたのか。|・「クール・ジャパン」や「大規模スポーツイベント」を、

単なる流行現象の一つとしてではなく、政治的・経済的な動向との関係性において理解する。

|・いわゆるポピュラー音楽を消費する人々は、どのような意味において当該流行現象を受容

しているのか、その多面性について考える。| 
 

■学習の到達目標 

テキストを十分に読解し、そして受講者が個別に関心をもつ文化現象と、具体的な社会状況

の変動との関係性について理解することが目標である。科目 終試験では、メディア文化や

ポピュラー文化、都市空間の変容など、いずれか一つの分野における知見を突き詰めて展開

することとなる。 
 

■成績評価の基準 

テキスト読解・テキスト内容要約に大きな誤りがないかどうかをまず確認します。|その上

で、より正確・丁寧な議論の展開を行えているかどうかが、主な評価基準です。|プラスアル

ファとして、自身で自由に調べてきた他の本・資料の内容に触れられれば|内容に応じて加点

が行われます。| 



授業コード T0324 （認定科目名：現代宗教論） 

授業科目 現代宗教論 単位 4.0 

担当者 大谷 栄一 
シラバスグルー

プ 
T0T001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教社会学を学ぶ人のため

に  
井上 順孝 編 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目では、宗教社会学の研究視点から、現代宗教の分析を行う。宗教社会学とは「宗

教と社会」の関係や宗教集団の社会的側面を調査・研究する学問である。宗教社会学の視点

を身につけるためには、テキストの第Ⅰ部にあるように、「宗教社会学の基礎理論」を学ぶ

ことが求められる。そのうえで、テキストの第Ⅱ部の「現代社会と宗教社会学」の学修を通

じて、現代宗教の特徴を把握してほしい。| 宗教社会学は何を問い、何を明らかにしてきた

のか、その学説史を学び、現代社会における宗教をめぐるさまざまな問題を理解し、分析す

ることが、本科目の目的である。| 
 

■学習の要点 

 本科目では、まず、「宗教社会学の基礎理論」として、宗教社会学の創始者であるフラン

スの社会学者エミール・デュルケム、ドイツの社会学者マックス・ウェーバー、ドイツの社

会学者ゲオルグ・ジンメルの宗教社会学説を学修する。| ついで、「現代社会と宗教社会学」

の問題として、近現代日本の「社会変動と宗教」の関係について学修する。| 具体的には、

第Ⅰ部の「第 1 章 宗教社会学の源流」と第Ⅱ部の「第 5 章 近代化と日本の宗教」をリポ

ートの範囲とする。|| 
 

■学習の到達目標 
１．宗教社会学の基本的な学説を把握すること。 |２．近代化による「社会変動と宗教」の

関係を理解すること。| 

 

■成績評価の基準 

１．テキストの内容を十分に理解していること（25％）。|２．テキストの概念を的確に理解

していること（25％）。|３．自分独自の意見や主張があること（25％）。|４．文章に論理的

な整合性・一貫性があること（25％）。| 



授業コード T0331 （認定科目名：共生の社会学） 

授業科目 共生の社会学 単位 4.0 

担当者 大束 貢生 
シラバスグルー

プ 
T0T002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

排除と差別の社会学 新版 好井裕明 編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

私たちの生活している社会には様々な不平等や抑圧があります。こうした中では、私たちは

無意識のうちに抑圧する側にいる可能性があります。一方私たちは自分が「抑圧されている」

と感じることも多々あります。いったい私たちは「誰かに傷つけられ誰かを傷つける」こと

をいつまで繰り返せばいいのでしょうか。この科目では様々な抑圧について学びながら、そ

の問題と私たち自身の問題がどのように関係しているのかについて考えていきたいと思い

ます。こうした中から、「弱いモノたちがさらに弱いものをたたく」という抑圧の起こる社

会学的要因について考えたいと思います。あなたとわたし、違いを認め合う方がよりよく生

きられることを一緒に考えてみませんか。「みんなちがって、みんないい。」のですから。 
 

■学習の要点 

 社会学での共生の問題は、「共生」という価値観、すなわち「互いの違いを積極的に認め

合って関係しながら生きる」という価値観は、「何故あるのか、いつからあるのか、今後ど

のようになっていくのか」が問題です。さまざまな場面での抑圧や差別の問題について、テ

キストや参考文献を読んでください。またこうした「共生」の価値観と前近代社会、近代社

会の価値観との関係に留意しておいてください。| １．排除・差別問題と当事者の問題につ

いて。| ２．学校と「ひきこもり」の問題について。| ３．ジェンダーと同性愛の問題につ

いて。| ４．近代社会と障害者の問題について。| ５．原発事故と「復興災害」の問題につ

いて。| ６．多文化共生と外国人の問題について。 
 

■学習の到達目標 
「あなた自身の個人的な悩みや問題」の抑圧性・被抑圧性と、あなた自身の問題でない問題

の抑圧性・被抑圧性が、どのように社会の中で関係しているのかについての理解が必要です。 

 

■成績評価の基準 抑圧性の議論と被抑圧性の議論の両方の議論の展開とその理解度によって採点を行います。 



授業コード T0332 （認定科目名：ジェンダー論） 

授業科目 ジェンダー論 単位 4.0 

担当者 大束 貢生 
シラバスグルー

プ 
T0T003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ジェンダーで学ぶ社会学 

全訂新版 
伊藤公雄・牟田和恵 編 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 

現代社会における女性と男性の差（ジェンダー）が私たちの人間関係にどのような影響を与

えているのかについて考えます。私たちが取り結ぶ人間関係の中では「女」と「男」は欠か

せない話題のようです。男の友情はすばらしいと思ったり、女は情けが深いと思ったり。「男

は女を好きになり、女は男を好きになる」と思い込んでいたり。でも、はたして根拠はある

のでしょうか。私たちのジェンダーに対する意識とジェンダーが社会に与えている影響を考

えていきたいと思います。 
 

■学習の要点 

 あなた自身がなぜ「女性／男性」であると考えているのかについて自問しながら学習して

ください。キーワードは、性別役割分業、異性愛主義、男性中心社会、女性嫌悪、同性愛嫌

悪です。| １．学ぶこと−学校の中のジェンダー| ２．外で働くこと−労働とジェンダー| 

３．家で働くこと−家事とジェンダー| ４．つながること−友人関係とジェンダー| ５．闘

うこと−軍隊とジェンダー| ６．愛すること−恋愛とジェンダー 
 

■学習の到達目標 
学習の要点に書かれたキーワード「性別役割分業、異性愛主義、男性中心社会、女性嫌悪、

同性愛嫌悪」を使用して、具体的な現象を説明できることです。| 

 

■成績評価の基準 
学習の要点に書かれた用語が理解できているかどうかを科目 終試験で測ります。またその

理解度によって成績評価を行います。| 



授業コード T0333 （認定科目名：臨床社会学） 

授業科目 臨床社会学 単位 4.0 

担当者 大貫 挙学 
シラバスグルー

プ 
T0T005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会病理学と臨床社会学： 

臨床と社会学的研究のブリ

ッジング（社会病理学講座；

4） 

畠中宗一ほか 学文社  

    

 
 

■授業の概要 

 「臨床社会学」とは、研究者自身が、様々な社会的現実の「現場」にかかわりながら、そ

こでの体験をふまえて社会学的研究を行うとともに、それらの社会学的知見を「現場」にフ

ィードバックさせていく営みである。| 本科目の目的は、臨床社会学の可能性を、具体的な

研究事例に即して理解することにある。併せて、臨床社会学の視点から、身の回りの「社会

的現実」を問い直してほしい。 
 

■学習の要点 

・他の学問分野（家族社会学、医療社会学、社会福祉学、臨床心理学等）と比較しながら、

「臨床社会学」の意義を理解する。|・臨床社会学の研究事例を通して、現代社会を自分なり

に問い直す視座を獲得する。 
 

■学習の到達目標 (1) 臨床社会学についての基本知識の習得|(2) 臨床社会学的視点の獲得 

 

■成績評価の基準 

・上記の目標への到達度を評価する。つまり、テキストの内容理解と、それらについての自

分なりの捉え方が問われることになる。|・ 終試験の評価にあたっては、出題趣旨やテキス

トの内容をふまえているか、自分なりによく考えられているか、をとくに重視し、さらに論

理展開や文章表現・表記などを含めて、総合的に判断する。   



授業コード T0334 （認定科目名：保健医療社会学） 

授業科目 保健医療社会学 単位 4.0 

担当者 宝月 理恵 
シラバスグルー

プ 
T0T012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

医療化のポリティクス（シ

リーズ社会問題研究の 前

線 1） 

森田洋司ほか編 学文社  

    

 
 

■授業の概要 
「医療化」とは何か、「医療化」の諸相、「医療化」の問題点と今後の展望などを主として、

われわれの身体をとりまく状況の変容から現代社会を捉えなおす。 

 

■学習の要点 「医療化」に関わる問題について、さまざまな事例から具体的に考えてください。 

 

■学習の到達目標 

【学習の到達目標】|テキストの学習を通じて、「医療」や「健康」をどう考えるのか、自分

の意見を明確にできるようになる。||【成績評価の基準および「答案」作成上の留意点】|・論

旨のあいまいなものは、大幅に減点します。|・誤字・脱字についても、その数に応じて減点

します。| 
 

■成績評価の基準 

レポートは、つぎの諸点を鑑み、総合的に評価します|・内容が設題に対応しているか|・学術

的なスタイルで書かれているか|・用語が正確に使用されているか|・論旨は明確か|・論拠が

適切に提示されているか 



授業コード T0341 （認定科目名：情報・メディアとコミュニケーション） 

授業科目 情報・メディアとコミュニケーション 単位 4.0 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャル・メディア論・改

訂版 つながりを再設計す

る 

藤代裕之編著 青弓社  

    

 
 

■授業の概要 

 近年におけるメディアの変化は著しく、特にソーシャルメディアの発展に代表される個人

からの情報発信は時にはマス・メディアの影響力を上回るほどになっている。このようなデ

ジタルコミュニケーションの発達はユーザー/消費者の利便性の向上をもたらした一方で、

情報洪水、炎上・誤報、ステルスマーケティングなどの新たな問題も引き起こしている。| 

「情報」「メディア」「コミュニケーション」のいずれも元来の意味はオンラインに限定され

たものではなく、長い期間をかけて進化してきたものである。ただし、インターネットの普

及に伴う「情報」「メディア」「コミュニケーション」の変化は、社会にも大きな影響を与え、

現在では「情報社会」と呼ばれるものの基盤となっている。| 本講義では、情報社会におけ

る主要構成概念である「情報」「メディア」「コミュニケーション」のそれぞれについて学習

することで、現在起こっているさまざまな事象への理解を深めることを意図している。 
 

■学習の要点 

 本講義指定のテキストでは、「情報」「メディア」「コミュニケーション」のそれぞれにつ

いて主要なトピックが章ごとにまとめられている。そのため、まずはテキストの内容を的確

に把握することが必要となる。テキストを読み進めていけば「情報」「メディア」「コミュニ

ケーション」の各分野が独立したものではなく、相互に依存した関係であることが理解でき

る。例えば、「コミュニケーション」の欲求が「メディア」の発達を促し、「情報」量の増大

が「コミュニケーション」の阻害要因となったことで、更なる「メディア」の発達を促すと

いった具合に、「情報」「メディア」「コミュニケーション」の関係性を捉えることができる

ようになる。言い換えれば、「コミュニケーション」の問題を考えるに当たっては、「情報」

と「メディア」の両方の視点が必要になるということであり、そうした点で各分野の基礎知

識を網羅することが「情報・メディアとコミュニケーション」という科目を考える上では重

要となる。| なお、各章には参考文献も記載されているため、必要に応じて活用して欲しい。 
 

■学習の到達目標 

 本講義では、「情報」「メディア」「コミュニケーション」に関連した各分野における基礎

知識を身につけるとともに、 新事例について把握することを目的としている。加えて、そ

れらの知識や事例を有機的に結び付け、自身の考えに応用可能となることが到達目標として

期待されている。 
 

■成績評価の基準 

 採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、

記載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような

内容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。また、受

講者自身の意見を記載することを重視しているため、エビデンスを示した上で意見を論理的

に記載できているような場合に高得点を与える。 



授業コード T0342 （認定科目名：情報社会論） 

授業科目 情報社会論 単位 4.0 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会情報論の展開 田崎篤郎ほか編 北樹出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、情報化の進展によって個人や社会システムにどのような変化が生じているのか

を理解することを目指す。そのために、「情報社会論の展開」「情報化の展開」「情報行動論

の展開」「社会情報論の展開」の４つの項目について検討する。「情報社会論の展開」では、

欧米の情報社会論の動向を紹介する。「情報化の展開」では、産業の情報化・地域の情報化・

家庭の情報化・マスメディアの情報化・広告とマーケティングの情報化について検討する。

「情報行動の展開」では、コミュニケーションと情報行動、情報化と情報行動について分析

する。「社会情報論の展開」では、コミュニケーション論から社会情報論へ、情報社会論か

ら社会情報論へというテーマについて検討する。 
 

■学習の要点 

情報社会の歴史は新しいが、日々変化している。このような情報社会を理解するための理論

も多数登場している。まず、それらの情報社会論の特徴と問題点を理解することが大切であ

る。情報化は産業の情報化から始まり、地域や家庭の情報化へと展開してきた。さらに、マ

スメディアやマーケティングや広告においても情報化は大きな影響を与えているが、そこで

は効率化や利便性などが求められている。一方では様々な問題も生まれており、情報化のプ

ラス面とマイナス面を理解することが求められる。また、情報化は現代人のコミュニケーシ

ョン行動にも大きな影響を与えており、そこで生まれた新しいコミュニケーション行動を理

解し今後の展望を考えることも求められる。そして、 後に新しい学問分野として登場して

いる社会情報論について理解することも重要である。| 特に、下記の項目について留意しな

がら学習を進めること。| (1) 情報社会論の展開とその特徴について。| (2) 地域と家庭の

情報化について。| (3) マスメディアとマーケティングの情報化について。| (4) 情報行動

について。 
 

■学習の到達目標 情報社会に関する包括的理解。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。  



授業コード T0343 （認定科目名：コンピュータ論） 

授業科目 コンピュータ論 単位 4.0 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

コンピュータと情報システ

ム[第 2 版] 
草薙信照著 サイエンス社  

    

 
 

■授業の概要 

今日のコンピュータは、「計算」を直接的に目的とはしない用途でますます利用されている。

コンピュータは計算する道具から、データ処理の道具、そして情報を引き出し、整理し、分

析した上でその結果を分かりやすく提示したり、情報を発信する道具、さらには日常生活の

あらゆる道具を制御する装置になりつつある。この科目の第１の目的は、何故コンピュータ

が計算機に留まらず今日のような展開ができたのかについて、歴史、コンピュータ・ハード

装置の構成とその仕組みを理解することを通じて学ぶことである。第２の目的は、このコン

ピュータ利用の現状と問題について理解することであるが、そのために、コンピュータ・ソ

フトウェアの種類と機能、コンピュータ利用システム、コンピュータプログラムを含めた知

的所有権とコンピュータ犯罪・セキュリティ、コンピュータがもたらした病理的現象などに

ついて理解を求める。 
 

■学習の要点 

 まずコンピュータの進化と共に進んでいる情報社会、高度情報化社会ということについ

て、社会的・歴史的に考えてほしい。1 章では簡単にしか触れられていないが、社会科学の

社会発展段階に関する諸説も参考になるだろう。コンピュータの登場から進化の歴史と基本

構造（２・３章）については、ノイマン型コンピュータの基本的特徴と、マイクロプロセッ

サと PC の登場・普及について検討すること。4・5 章ではアナログとデジタル、コードとフ

ォントということを考え、この展開として音声・映像などをコンピュータがどのように扱う

のか、その基本原理を理解してほしい。なお、論理演算、2 進・16 進演算についても、理解

しておくこと。| 6・7 章のソフトウェアに係るところでは、OS の役割・特徴、プログラミ

ングということを押さえ、次のコンピュータ利用システムを理解する基礎とすること。14〜

19 章からは、情報化社会が人々の暮らし・学び・働きに与えた影響と変化を考え、20〜

終章で、この情報化社会に対し、政治や法律、そしてわれわれがなすべき課題が何かを検討

してほしい。その際、教科書ではほとんど触れられていないが、この 5〜10 年の間に進んだ

情報ネットワーク化の進展の中でもたらされているものについても考えてほしい。 
 

■学習の到達目標 

科目の概要で示した第１・第２の目的にかかわる部分についての諸見解を理解した上で、自

分なりの評価軸が持てるようになることを目標としている。また、コンピュータのハードと

ソフトについては、コンピュータの発明以来めざましい発展をしてきており、その変遷を自

らが理解することが到達目標となる。 
 

■成績評価の基準 

リポート：設題に対して的確に、かつ詳細に述べ、論理的に矛盾がないかどうかが添削のポ

イントとなる。|科目 終試験：問題に対して、包括的に全体像をとらえているか。かつそれ

ぞれの項目がもれなく詳細に述べられているかが評価の基準となる。 



授業コード T0344 （認定科目名：メディア文化論） 

授業科目 メディア文化論 単位 4.0 

担当者 大場 吾郎 
シラバスグルー

プ 
T0T008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

メディア文化論 メディア

を学ぶ人のための 15 話 
吉見俊哉 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

本科目の狙いはメディアに関する歴史的かつ社会学的な展開やアプローチ、そして解釈につ

いて基礎的な知識を身につけると共に社会文化としてのメディアを体系的に考察すること

である。現代のデジタルメディア時代における様々なメディアと日常生活との関係性をどの

ように「メディア文化」として読み取ればいいのか、身近なメディアと文化の形をどのよう

に社会学として位置づけうるのか、過去から今に至るまでの変容はなぜ、そしてどのように

行われてきたのかなどなど、本科目ではこうした問いの答えを探ることを目指す。テキスト

では様々なメディアの具体的な事例をあげながら文化へのアプローチの方法と解釈につい

て説明されているので本テキスト履修を通して現在のメディア環境に応用できるように力

を身につけてもらいたい。 
 

■学習の要点 

まず、テキストの総論をしっかり読み取ることが重要である。そして、テキストのなかで事

例として取り上げられている様々なメディアを「文化」として捉えることとは何か、「メデ

ィア文化」のような考察のための方法論は何なのか、そして、結局こうした研究から分かっ

てきた成果は何かといった問題点の回答をしっかり理解してほしい。また、参考文献のリス

トも要チェックである。今年度は社会学の基礎的な専門用語を各自の日常メディア実践の中

で探し、適応することを目指すためのリポート設題を準備した。テキスト及び関連する参考

文献や論文もしっかり読み込みながら、専門用語や理論を理解することから始めよう。その

次のステップは、理解した内容を、自分の生活の中で応用してみることである。 
 

■学習の到達目標 マスメディアの発展と社会における影響を理解すること。 

 

■成績評価の基準 
テキストについて理解しているかどうか。また、箇条書きではなく、論理的な文章で書いて

いるかどうか。  



授業コード T0501 （認定科目名：社会心理学１・社会心理学２/社会心理学） 

授業科目 社会心理学 単位 4.0 

担当者 作田 誠一郎 
シラバスグルー

プ 
T0T014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

絶対役立つ社会心理学 日

常の中の「あるある」と「な

るほど」を探す 

藤田 哲也・監|村井 潤一

郎・編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

社会心理学は、社会学な視点と心理学な視点とをあわせもつ学問といえる。人間が社会的な

存在としての誕生し、その人びとが他者との関係のなかでどのような意思に基づいて行動す

るのか、また集団のなかでその行動にどのような変化や特徴が見られるのか。そのような問

題意識のもとに社会心理学の知見を用いつつ考えてみたい。本テキストを通じて、私たちが

社会集団のなかで誕生し、そのなかで社会化が促されながら生活していることを自覚しつ

つ、そのなかで形成される自己や社会的認知、コミュニケーションなどについて考察しなが

ら現代の社会現象を理解してもらいたい。したがって本科目の目的は、テキストから社会心

理学の基礎的な理論を学び、その分析視点を用いて現代社会を読み解く力を得ることが 終

的な到達点となる。   
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下のポイントを踏まえて学習してください。|1 自己と態度|2 対人

行動の仕組みと援助|3 社会的認知|4 対人コミュニケーション|5 社会環境と環境のもつ

意味|6 文化的な自己と機能  | 
 

■学習の到達目標 
社会心理学の基本的な知識の修得とともに、その知見に基づいた新たな発想や身近にある人

間関係を客観的に理解できる力を培うことが目標となる。   

 

■成績評価の基準 テキストの内容の理解度を中心に成績を評価します。 



授業コード T0502 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード T0503 （認定科目名：政治社会学） 

授業科目 政治社会学 単位 4.0 

担当者 上田 道明 
シラバスグルー

プ 
T0V003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

政治学をつかむ 苅部直ほか編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

「政治」とは何かという問いには様々な答えがあり得ます。例えば、政治に関するよく知ら

れた定義として、「社会に対する価値の権威的配分」（D. イーストン）というものがありま

す。|この場合、政治の機能とは、限りある資源や価値を何らかの強制力のもとに配分するこ

とを意味します。別の言い方をすれば、社会において、その構成員全てに関わるような決定

がなされるとき、政治という社会現象が生じると言えるでしょう。政治社会学では、我々の

社会的生活に多大な影響を及ぼす「政治」という営みを対象に、政治と社会の関係のあり方

を考察します。政治社会学に関連する文献をみると、政治に関わる主体に注目する場合には、

権力、投票行動、圧力団体などの概念が登場します。また、政策プロセスのあり方を論じる

場合には、官僚制、ネットワーク、リーダーシップなどの概念が用いられます。さらに、国

際社会における政治を考察する場合には、グローバリゼーション、地域主義、ナショナリズ

ムなどのキーワードが登場します。このような概念は、社会経済が急速に変動するなか、高

度化・複雑化しつつある政治という現象を理解するために必要不可欠な視角となります。こ

の科目では、テキストによる学習を通して、政治と社会の関係のあり方を見直すために必要

な概念や制度に関する理解を深めるとともに、現実の政治社会に対する論理的な思考を養う

ことを目標とします。| 
 

■学習の要点 

１．「政治」をめぐる議論にはどのようなものがあるのでしょうか。権力と自由、政治的多元

主義、国家と社会、「新しい市民社会」、現代社会における個人化、国家の役割などの論点を

手掛かりに学習していきましょう。||２．デモクラシーの歴史的な経緯と課題について学びま

しょう。デモクラシーの思想の系譜、デモクラシーの多様な側面と近年における変容、福祉

国家が直面する様々な課題、現代における非民主的体制、政治教育などの視点から考察しま

しょう。||３．現代日本の政治の現状と課題について、「55 年体制」の特徴、政策決定過程に

おける政治家と官僚の関係、自民党一党優位の時代における政治の問題点、近年における政

治改革と行政改革の取組み、民主党政権成立前後の動向などの論点を中心に学習しましょ

う。||４．政治参加の主要な形態である選挙について、有権者の投票行動、選挙制度の変化と

選挙結果の関係などの視点から考察しましょう。また、政治社会におけるマス・メディアの

影響力はどのように捉えられるのでしょうか。テレビ報道の態様、マス・メディアの実態に

注目しましょう。||５．国際政治の様々な問題について学びましょう。国際政治の歴史的な経

緯、ナショナリズムやテクノロジーが国際政治に及ぼした衝撃、国際社会におけるデモクラ

シーの役割、人道的介入の正当性などの論点から検討していきましょう。||６．グローバリゼ

ーションの諸側面、EU（欧州連合）と移民問題、戦争責任をめぐる歴史認識と政治との関わ

り、アジアにおける地域主義のゆくえ、政治課題として近年注目される環境とジェンダーの

問題などの視点から、「政治」の今後の課題と方向性を考察しましょう。| 
 



■学習の到達目標 
テキストを通じての学習の結果、概念や用語とともに、テキスト上の各トピックを正確に理

解の上、それらを筋道を立てて論じられるようになることを目指します。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験では、出題のポイントを的確に理解するとともに論理的な記述がなされている

かどうかという点を成績評価の基準としています。答案の作成にあたっては、出題の要点を

正しく把握するとともに、概念や用語を正確に理解し、筋道の通った表現ができているかど

うかという点にも留意してください。  



授業コード T0504 （認定科目名：情報通信ネットワーク論） 

授業科目 情報通信ネットワーク論 単位 4.0 

担当者 長尾 文孝 
シラバスグルー

プ 
T0T038 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

おうちで学べるネットワー

クのきほん 
Gene 翔泳社  

    

 
 

■授業の概要 

狼煙、伝書鳩、駅制等を経てきた情報通信の歴史は、年月を重ねながらコンピュータを介し

た情報通信ネットワークに変化してきている。現在ではユビキタス・ネットワーク（いつ、

どこにいても情報通信サービスを利用できる偏在的ネットワーク）の時代へと発展しつつあ

り、経済・社会インフラの一つとしてコンピュータネットワークが情報通信ネットワークの

主な役割を担うようになっている。したがって、現在の情報ネットワーク社会において、コ

ンピュータによる情報通信ネットワークは関わりを避けては生きてゆけないものとなって

いる。これゆえ、現在、情報通信ネットワークの仕組みを理解することは、急速に発展し続

ける情報ネットワーク社会に対応するために必要不可欠なものであると考えられる。加え

て、今後のコンピュータネットワーク社会に対する先見性を養うためにも重要なことである

と思われる。本科目は、コンピュータネットワークの基礎である LAN および WAN の接続方

式や TCP/IP に代表される通信プロトコル等、ハードとソフト両方からネットワークシステ

ムについて学習することによって、情報通信ネットワークの現在の状況および構築するため

の知識、さらにはその問題点を理解する事を目的とする。 
 

■学習の要点 

情報通信ネットワークは今やコンピュータがその役割のほとんどを果たしているといって

よい。したがって、現在の情報通信を理解するにはコンピュータネットワークの概観を捉え

ることが第一に必要である。コンピュータネットワークとは何か、LAN あるいは Internet の

仕組みを把握し、コンピュータネットワークシステムの歩んできた歴史を学習することによ

って、現在のネットワーク技術の全体像をとらえる。その上で、通信プロトコルの階層化と

各プロトコルの役割や利便性と問題点を学び、LAN やインターネットにおける情報をやり取

りする仕組みを詳細に理解すべきである。これに加えて、対応するハード（サーバ、ルータ、

ハブ等）による情報伝達の仕組みに関する知識を得ることによって、コンピュータネットワ

ークを利用する側、あるいは管理する側からの知識を学び、コンピュータネットワークの機

能と現在の情報通信ネットワークに対する理解を深めて欲しい。その上で、情報通信ネット

ワーク技術の向上と発展が社会にもたらしている利便性と問題点について、新たに思考して

欲しい。 
 

■学習の到達目標 

現在の情報通信ネットワークを支えている技術、主には、TCP/IP の各プロトコルについて

知識を習得することが第一の目標である。また、情報通信ネットワークの仕組みと便利さに

ついて実感すると同時に、過去では考えられなかったような問題が起きていることも、頭の

どこかに置いておけるように学習していただきたい。 
 



■成績評価の基準 

リポート：設題に対して詳細にかつ論理的に矛盾がない論述がされていることが、受理か否

かを決める基準である。|科目 終試験：問題に対して全てふれていて、欠落がない論述であ

ること。全てにわたって矛盾がない正確な論述であることが、主な評価基準である。 



授業コード T0506 （認定科目名：情報産業論） 

授業科目 情報産業論 単位 4.0 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アップル、アマゾン、グーグ

ルの競争戦略  
雨宮寛二 著 NTT 出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本講義では、情報産業の中でも近年支配的な地位を確立しつつある、アップル・アマゾン・

グーグルの 3 社について中心的に扱う。各社の競争戦略を比較しながら学習することで、情

報産業において重要となるコンセプトについて理解することを講義の目的とする。 
 

■学習の要点 

 アップル・アマゾン・グーグルの 3 社の競争戦略を理解するためには、情報産業に関する

基本的な知識とビジネスモデルの理解が必要となる。そのため、本講義指定のテキストを通

読したのちに、改めて 初から読み直してみることを勧めたい。また、不明なキーワードや

コンセプトがあれば、検索サイト等を通じて積極的に自分から調べてみてほしい。 
 

■学習の到達目標 

 アップル・アマゾン・グーグルの競争戦略について概要を理解しつつ、情報産業において

重要となるコンセプトがどのように反映されているかを説明できるようになることが到達

目標として期待されている。 
 

■成績評価の基準 

 採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、

記載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような

内容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。  



授業コード T0507 （認定科目名：集団・組織論） 

授業科目 集団・組織論 単位 4.0 

担当者 山本 奈生 
シラバスグルー

プ 
T0T024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

集団と組織の社会学 集合

的アイデンティティのダイ

ナミクス 

山田 真茂留・著 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目は、「集団・組織論」となっているが、ここではとくに、現代的な組織について学

習する。| 現代では人間にとって組織に関わらずに生活することはできない。組織への関与

と帰属が人生時間の多くを占めているだけではなく、生活の質にも大きく影響を与える。| 

そうした組織への関与と帰属を有意味にするために、現代組織の特質・特徴をよく理解して

おくことが必要である。| この科目では、現代組織の内部的な構造と過程、および外部的社

会環境と相互作用する組織の実態をとらえることを目的とする。 
 

■学習の要点 

 まず、組織の様々な性質に注目して、コミュニティやアソシエーション、社会的アイデン

ティティといった基礎的な用語を確認する。これらを含めて「準拠集団」や「ゲマインシャ

フト」などの概念は古典的な社会学の土台となる組織社会学の用語である。|つぎに、近代的

な組織の二面性や相互関係についてみていく。マックス・ヴェーバーの「官僚制論」をはじ

めとして、組織文化の「逆機能」や「感情労働」といった問題点から、「社会関係資本」など

より 近の議論を概観する。 
 

■学習の到達目標 

１．この科目の学習目標は、現代社会における組織の実態を理論的に理解することです。ま

ず、基本的な用語としてコミュニティや、官僚制、準拠集団などの概念を正確に理解してく

ださい。そして、逆機能、感情労働、ネットワーク、社会関係資本などをよく理解すること

が必要です。|２．現代の組織についてテキストでは多岐にわたって論じていますが、科目

終試験は、その全般にわたって問うことはできず、各論的な問題について理解を問うもので

すので、ご注意ください。ただ、各論といっても、細かい知識を求めるものではありません。

各論の骨格のところを理解していれば、十分に書けるはずです。|３．特に、主語と述語との

対応には気を配ってください。 
 

■成績評価の基準 

テキストの正確な読解が行われているかどうかをまず確認します。|その上で、プラスアルフ

ァとして自由に調べてきた他の文献への言及や|具体的な出来事への考察が含まれていれば、

より良い評価となります。 



授業コード T0508 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード T0509 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード T0510 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード T0511 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣 ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった

国際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の

変化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、

日中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々

な問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑

する今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこ

とは、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史

的変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習

得することを目標とする。 
 

■学習の要点 

 テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にい

かに形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互

依存」について|4. 「安全保障」について 
 

■学習の到達目標 
 国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することが

できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか 



授業コード T0512 （認定科目名：社会形成史） 

授業科目 社会形成史 単位 4.0 

担当者 野﨑 敏郎 
シラバスグルー

プ 
T0V009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本資本主義百年の歩み：

安政の開国から戦後改革ま

で 

大石嘉一郎著 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

 日本資本主義は、歴史上、特異な政治的社会的背景のもとに導入され、また発展を遂げま

した。テキストは、こうした日本資本主義の歩みをたどりながら、その発達のメカニズムや

特質や問題構造を解明し、またそこから今日の私たちの直面している経済問題への視座をも

提供しています。| 幕藩体制下の経済構造、幕末期におけるその変容、安政の開国が経済・

産業にもたらした甚大な影響、明治政権下の財政・経済課題、殖産興業政策の展開、自由民

権運動と明治憲法体制への移行、産業革命過程の進行、日本資本主義の国際経済との関係、

農業と地主制、第一次世界大戦とそれ以降における日本資本主義の変容過程、独占の進行と

労働問題、農村支配体制の問題、世界大恐慌にたいする対処策、農村経済の危機、日本資本

主義の構造変化、国家独占資本主義への移行とその戦時体制への帰結、第二次世界大戦下の

統制経済、戦後改革と経済の民主化が、主要なトピックです。 
 

■学習の要点 

 幕藩体制下の経済が、すでに諸矛盾を抱えており、安政の開国によってそこに多様な変動

要因が加わり、古い経済制度を保ちこたえることが不可能になったこと、封建的な諸制度か

ら近代的な諸制度への移行にさいして大きな困難と問題が生じたこと、国家財政の問題が大

規模な経済改革を必要としたこと、これによってさらに大きな経済的困難に直面した階層が

自由民権運動の支持基盤になったこと、産業革命過程の進行には多様な様相があること、ま

たその発展が国際経済下の競争によって大きな影響を被ること、第一次世界大戦によって日

本の経済が大きな改変過程を迎えること、それは農村の支配体制や政治にも大きな影響を与

えること、世界大恐慌への対応は、狭い意味における地域経済のみならず、社会経済関係全

般にわたる大改革を必要とすること、戦時体制は日本資本主義に過剰な負荷をかけ、経済体

制そのものの崩壊を招くこと、戦後改革は経済の民主化を重要な内容物として含むことが、

主要な論点です。| 近代への移行は、けっして自然の成り行きで進んでいったのではなく、

そこには非常に鋭い緊張・対立・競争関係があり、そのなかで、さまざまな政治闘争を交え

て、経済体制の変化が生じ、しかも日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦

という一連の戦争が、経済変動に決定的な意味をもっています。戦後においても、朝鮮戦争

を抜きにして日本資本主義の再建を語ることはできません。戦争の問題と経済の問題とを結

びつけて考えることも重要です。 
 

■学習の到達目標 
 テキストを読むことによって、日本資本主義の形成過程とその特質と問題性とを把握し、

大きな歴史の流れを読み取ることが到達目標です。 

 



■成績評価の基準 

 社会経済構造がどのような要因によってどのような変化を余儀なくされたか、またそれに

よって新しい社会がどのような特徴をもつようになったのかを明確に理解しているかどう

かを評価します。 



授業コード T0701 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード T0703 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード T0704 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード T0705 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード T0706 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード T0707 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 アジア史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード T0708 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード T0709 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード T0710 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史．下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史．上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで起こった仏教が中国に伝来して、中国人社会の中で、どのように変容し、或いは

適応し、さらに受容されていったかを中心に、中国における仏教の歴史的展開について学習

することが望ましい。|・インド、中国、日本と伝わった仏教の流れのなかの中国仏教史、す

なわち護法的な仏教史ではなく、中国の政治・社会・生活のなかで、仏教はどのような立場

にあり、展開してきたのかという、中国史という立場から見た仏教史を考えなければならな

い。よって西暦前後に中国に伝来したといわれる時代から、現代に至るまでの中国仏教の変

遷、また展開について、教理史的、教団史的に偏ることなく、歴史的に全般的に学習するこ

とである。 
 

■学習の要点 

１．後漢の仏教（仏教の伝来と受容）|２．三国時代の仏教（支謙と康僧会）|３．魏・晋の仏

教（仏図澄・道安・鳩摩羅什・廬山の慧遠）|４．南朝の仏教（梁の武帝の奉仏）|５．北朝の

仏教（北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏）|６．仏教芸術の展開（敦煌・龍門・雲崗の

三大石窟、石経）|７．隋の仏教（天台宗、三論宗、三階教）|８．唐の仏教（末法思想と浄土

教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難）|９．五代の仏教（後周の世宗の廃仏）|10．宋の仏

教（大蔵経の開版）|11．遼・金の仏教（異民族支配下の仏教）|12．明・清の仏教（居士仏

教）|13．現代の仏教| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 | 西暦前後に中国に伝来

した仏教が、どのようにして中国人社会に受け入れられ、現代に至るまでどのように展開し

ていったかを時代と人物を中心に、各時代の歴史的な流れを全般的におさえること。|| 
 

■成績評価の基準 
「学習の要点」にかかれた学習目標に即して、テキストによる学習をすすめること。その学

習の深度と理解度を試験で諮り、到達度によって成績評価をする。 



授業コード T0711 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード T0714 （認定科目名：情報制作） 

授業科目 情報制作 単位 4.0 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T030 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

メディアプロデュースの世

界（叢書現代の社会学とメ

ディア研究 第 6 巻） 

中橋雄・松本恭幸 編著 北樹出版  

    

 
 

■授業の概要 

従来、メディアプロデュースといえば、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどのマス媒体を前提

にしたものが多かったが、インターネットの普及等を背景にして、現代では個人によるメデ

ィアプロデュースが容易になってきた。こうしたなか、この科目では、メディアプロデュー

スのためのメディアリテラシーについて学ぶとともに、メディアごとの表現や手法につい

て、特に映像を事例に理解することを目標としている。 
 

■学習の要点 

情報制作を行う／指導するためには、メディアリテラシーやメディア表現に関する幅広い知

見が必要である。設題にとりかかる前に、テキスト全体を通読し、不明な点はテキストの参

考文献や実際の作品で確認することが望ましい。 
 

■学習の到達目標 

専門書の通読を通して、メディアリテラシーやドキュメンタリー映像の表現について、自分

なりに考えを整理し、具体例を交えて論じられるようになることが本講義の到達目標とな

る。 
 

■成績評価の基準 

採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、記

載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような内

容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。また、受講

者自身の意見を記載することを重視しているため、エビデンスを示した上で意見を論理的に

記載できているような場合に高得点を与える。  



授業コード T5105 （認定科目名：社会調査論１・社会調査論２/社会調査論） 

授業科目 社会調査論 単位 4.0 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会調査へのアプロー

チ 論理と方法 
大谷信介ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 社会現象を把握するためには社会調査が不可欠です。とはいえ、どのような対象をどのよ

うな問題意識で調査するかによって、社会調査の方法はさまざまです。ここでは種々の調査

方法の特色と手順の概略を理解することが目的です。| この科目はテキスト履修科目ですか

ら、テキストを読むことが主な学習方法になります。しかし社会調査論の場合、ただ単にテ

キストを読むのではなく、自分で調査を実施するつもりになってテキストを読むことをおす

すめします。そうすることで初めて理解できる事柄が沢山あります。リポート設題の「１」

は、そのような趣旨のものとご理解ください。 
 

■学習の要点 

以下の６点に留意しつつ、テキスト・参考文献を読んでください。| １．調査によって検証

される仮説をどのように構成したらよいかについてまとめておくこと。| ２．様々なサンプ

リングの技法の概要とその特徴をまとめておくこと。| ３．調査票の構成や質問文の作り方

について学習すること。| ４．調査票調査の主な実施方法（面接、留置、郵送、集合、電話）

の特徴についてまとめておくこと。| ５．聞き取り調査の意義と実施上の注意点について学

習すること。| ６．参与観察の意義と実施上の注意点について学習すること。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は「学習の要点」の各項目について、テキスト・参考文献のポイントをおさ

えつつ、具体例をあげながら説明できることです。 

 

■成績評価の基準 

試験の採点は加点方式を基本とします。つまり、あるポイントがきちんと説明されていれば

何点、さらに別のあるポイントが説明されていれば何点、という具合に加点します。ピント

外れの事を大量に書いても得点にはなりません。具体例をあげながら、各ポイントを的確か

つ簡潔にまとめるようにしてください。また文章全体のまとまりや分かりやすさに応じて加

点・減点します。テキストや他の参考文献の丸写しは評価できませんので、ご注意ください。 



授業コード T5205 （認定科目名：社会学原論・社会学原論２/社会学原論） 

授業科目 社会学原論 単位 4.0 

担当者 大貫 挙学 
シラバスグルー

プ 
T0T004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会学原論（岩波テキスト

ブックス） 
宮島喬 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 「社会学」という学問は、近代社会の成立によって誕生したが、それは近代社会そのもの

を相対化する営みでもある。本科目の目的は、社会学の主要な学説・理論を確認するととも

に、社会学的な思考方法（＝社会学的なモノの見方）を習得することにある。 
 

■学習の要点 

・社会学が近代化とともに誕生したこと、現代社会において社会学の枠組みも問い直しを迫

られていることを理解する。|・社会構造と行為（あるいは客観と主観、マクロとミクロ）の

関係について考える。|・ジェンダー／階層／エスニシティなどの問題について、社会学がど

のようなアプローチをしてきたのかを把握する。 
 

■学習の到達目標 (1) 社会学の基本知識の習得|(2) 社会学的視点の獲得 

 

■成績評価の基準 

・上記の目標への到達度を評価する。つまり、テキストの内容理解と、それらについての自

分なりの捉え方が問われることになる。|・ 終試験の評価にあたっては、出題趣旨やテキス

トの内容をふまえているか、自分なりによく考えられているか、をとくに重視し、さらに論

理展開や文章表現・表記などを含めて、総合的に判断する。  



授業コード T5207 （認定科目名：社会学史１・社会学史２/社会学史） 

授業科目 社会学史 単位 4.0 

担当者 辰巳 伸知 
シラバスグルー

プ 
T0T015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

クロニクル社会学（有斐閣

アルマ） 
那須壽 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

社会学は、19 世紀前半フランスのオーギュスト・コントによってその名を与えられ、それ

以降さまざまな社会学者がさまざまな学説を提唱し、今日に至っている。社会学史は、その

ような社会学の歴史を扱う科目であるが、それは決して博物館に陳列されている過去の遺物

を懐古的に観賞するようなことをねらいにするのではない。社会学者たちは、彼らが生きた

時代の現実と知的に格闘してきた。主として時代的制約のゆえに、彼らが提唱した学説は、

そのままわれわれが現在直面している現実に適用することはできないかもしれない。しか

し、そういった制約ゆえの欠落や歪みにも関わらず、多くの社会学者が提唱した学説は、現

代社会に鋭く切りこんでいく手段を提供してくれるのである。欠落や歪みについて考察する

ことすら、われわれが生きる現代社会に対するセンスを研ぎすまさせてくれるであろう。社

会学史とは、すぐれものがいっぱいつまった「道具箱」なのである。 
 

■学習の要点 

１．戦後アメリカでパーソンズの理論が登場し、一定期間絶大な影響力をもったこと、およ

びその影響力がその後減退したことについて、他の学説やアメリカ社会のあり方と関わらせ

て考えてほしい。|２．『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』をはじめとするウ

ェーバーの宗教社会学では何を解明しようとされていたのか考えてほしい。|３．ハーバーマ

スのコミュニケーション概念は、単なるコミュニケーション論を展開するだけに用いられた

のではないことを理解してほしい。|４．「意味学派」として一括総称される反客観主義的立

場について、学説ごとに検討してほしい。|５．日常生活の対面的状況に特に留意したゴフマ

ンのユニークさについて学んでほしい。|６．「構造と主体的行為」というテーマに関して、

ギデンズはどう考えたかということについて学んでほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 この「社会学史」は、多くの社会学史とは異なって、比較的現在に近い社会学者や学説を

学ぶことを目指している。したがって、より古典的な社会学者や学説（たとえば、コントや

マルクス、デュルケム等）についての知識をある程度前提にしているところがあるので、そ

の点留意してほしい。| 科目 終試験に際しては、論述の一貫性を重視する。あまりに冗長

な論述は歓迎しない。試験問題に応じた要所をおさえた内容にしてほしい。また、あまりに

分量の少ない論述（500 字以下）には合格点を与えない。それなりに内容のある文章には、

ある程度の量が必要だからである。| リポートとは異なって、自分の意見や考えを書く必要

はない。また、テキストの内容にとどまっていたとしても、論述に一貫性があり要点をおさ

えておれば、90 点を上限に評価する。他の文献からの学習成果がうかがえれば、その内容

に応じて加点する。 
 



■成績評価の基準 設問との正確な対応。論述の一貫性。相応の分量。 



授業コード T5209 （認定科目名：家族社会学・家族社会学２/家族社会学） 

授業科目 家族社会学 単位 4.0 

担当者 松田 智子 
シラバスグルー

プ 
T0T019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

２１世紀家族へ：家族の戦

後体制の見かた・超えかた

〔第 4 版〕（有斐閣選書 １

６１３） 

落合恵美子著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 家族社会学は家族及び家族問題を研究する社会学の一分野である。研究者達は家族の歴

史、制度、構成、形態、機能、周期などについて多彩な研究を行なっている。特に近年では、

社会史や人口学的視点からアプローチする家族変動論に注目が集まっている。| 本科目では

「近代家族」（家族愛で結ばれ、プライバシーを重んじ、夫は稼ぎ手で妻は主婦として性別

分業を行い、子どもに対して強い愛情と教育関心を注ぐ家族）という概念をもとに、日本の

家族はどのように前近代型家族から近代家族へ、近代家族から脱近代家族へと変わりつつあ

るのか、歴史的、地域的な文脈を考慮にいれながら、日本の戦後の家族変動の実態とこれか

らのゆくえについて理解を深めてほしい。 
 

■学習の要点 

 まず、テキスト全体に目を通すことが求められる。次に以下のテーマについて論じられて

いる箇所を熟読し、内容をしっかりと理解する必要がある。| １．家事と主婦はいつどのよ

うにして誕生したかについて| ２．「二人っ子革命」について| ３．「人口学的世代」につい

て| ４．「近代家族」について| ５．ウーマンリブ運動について| ６．家族の双系化につい

て 
 

■学習の到達目標 

１．家族のあり方は絶対的なものではなく、時代や社会とともに変化していくことを学ぶ。

|２．現代日本の家族の原型である、「近代家族」の特徴について理解する。|３．戦後の日本

の家族体制の特徴について、①家事と専業主婦の誕生、③人口学的世代、③二人っ子革命、

④ウーマンリブ運動、⑤家族の双系化から理解する。 
 

■成績評価の基準 

＜リポート設題＞|①テキストを熟読し、「リポート学習の留意点」に沿ってわかりやすくま

とめられているか、②見出し、段落のつくり方などが適切か、③誤字・脱字がないか、④引

用文献が文中と文末に明記されているか等によって総合的に判断する。||＜科目 終試験＞|

問題の内容をしっかりと理解し、学習の要点に書かれている点を中心に適切に解答がなされ

ているかによって総合的に判断する。 



授業コード T5411 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード T5503 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード T5505 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード T5507 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード T5533 
（認定科目名：T5533 基礎統計学１・T5534 基礎統計学

２） 

授業科目 基礎統計学 単位 4.0 

担当者 吉田 秀和 
シラバスグルー

プ 
T0T048 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

数学嫌いのための社会統計

学 第 2 版 
山口洋ほか編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

社会的および科学的事象を一般化するために有効な手段は、それら事象に関するデータ収集

と解析である。本科目においては、それらデータ収集および解析に関する知識を学ぶことに

よって、客観的にそれらの事象を一般化する、またはその事象に関してある判断を行う方法

を習得し、社会調査、科学調査等における基礎的知識を身につけるのが目的である。データ

収集およびデータ解析においては必然的に統計学の知識を要するため、数理統計学観点から

のアプローチに加えて、実際的な調査手法も念頭に置いて、データ収集、データ解析に関す

る知識及び技術を学習する。本科目ではまずデータ解析の基本となる記述統計学（第一部）

において量的および質的変量を統計学的に処理し、解釈する方法をまず学び、続いて推定統

計学（第二部）において母集団の標本データから母集団の推定、仮設検定、集団間の差の検

定、事象間の相関を検定する方法を学ぶ 
 

■学習の要点 

 本科目における学習の要点は以下のようになる。|1.統計学という学問は何かを学習する。

|2.データの収集方法を学習する。|3.主に量的データ群の整理方法を学習する。すなわち、第

1 にデータを視覚的に表す手法を学習する（様々なグラフ化）、第 2 にデータ群をある数値

で代表する手法を学習する（平均値や 大値、 小値等）、データ群全体の傾向を表す手法

を学習する（分散、標準偏差、尖度、歪度等）。|4.質的データ群に対する解釈手法を学習する

（比率や変化率等）。|5.異なる 2 変量の関係性の解釈について学習する（共分散および相関

係数）。|6.関係性と因果関係を学習する。|7.質的データの整理、加えてそれに基づいたクロス

集計を学習する。|8.各種白書の解釈およびそれらの活用方法について学習する。|9.母平均と

母比率の区間推定について学習する。（標本平均の分布により母平均の推定、ｔ分布による

母平均の推定、カイ二乗分布による母標準偏差の推定、標本比率による母比率の推定）|10.

正規母集団の母平均と母比率の検定について学習する。（帰無仮説と対立仮説、母平均によ

る仮説検定、母比率による仮説検定、母平均の差による検定、母比率の差による検定）|11.

クロス集計分析とカイ二乗検定について学習する。（独立性の検定） 
 

■学習の到達目標 

代表値等統計学的な数値を正確に算出できデータ解析において役立たせることができるよ

うになる事、さらに標本から母集団を予測するさまざまな手法を習得することが本科目の到

達目標である。 
 

■成績評価の基準 

リポート：正しい手法で分析し、論理的に考察できているかが、リポート添削のポイントで

ある。| 終試験：統計学的用語や数値、そして統計学的考えを理解しているかどうか（正し

い手法で、正しい演算を行っているか）、また統計学の理論をふまえた考察となっているか

を成績評価の採点基準とする。| 



授業コード TA111 （認定科目名：ソーシャル・マネジメント理論研究Ⅰ） 

授業科目 ソーシャル・マネジメント理論研究Ⅰ 単位 2.0 

担当者 水上 象吾 
シラバスグルー

プ 
T0TC32 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ・Ｓ 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

思考としてのランドスケー

プ 地上学への誘い―歩く

こと、見つけること、育てる

こと 

石川初著 ＬＩＸＩＬ出版  

    

 
 

■授業の概要 
ランドスケープの視点から都市や社会を捉え、まちづくりや環境政策について考える。対象

となる都市や社会について新たな補助線を引くことで、気づきにくい課題を発見する。 

 

■学習の要点 

①都市や社会の捉え方を理解する。|②一見無関係な視点を補助線として設定する。|③身近

な環境に新たな補助線を引き課題を捉える。|④身近な環境の課題を整理し、理論的な枠組み

で捉え直す。| 
 

■学習の到達目標 
①出題の要点を理解し、自ら考える力をつけること。|②自分の考えを示し、その考えの理由

について論理的に説明すること。| 

 

■成績評価の基準 
・レポートの内容に独創性やオリジナリティがあるか|・自身の主張がきちんとされているか

|・適切な資料を引用し議論がなされているか 



授業コード TA121 （認定科目名：ソーシャル・マネジメント理論研究Ⅱ） 

授業科目 ソーシャル・マネジメント理論研究Ⅱ 単位 2.0 

担当者 上田 道明 
シラバスグルー

プ 
T0TC19 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ・Ｓ 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

ソーシャル・ガバナンス：新

しい分権・市民社会の構図 
神野直彦ほか編 東洋経済新報社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、現代社会で進行している市民社会の変容・再編を、秩序や統治、政策などに

焦点を当てて理論的に検討しようとしています。テキストはソーシャル・ガバナンスについ

ての理論的課題や現状を概括的に整理したもの、ソーシャル・ガバナンス概念が求められる

時代や社会的背景を理解し、このような視点から日本の社会を分析することで明らかになる

こと、またこの概念の課題等について考えてください。 
 

■学習の要点 

ソーシャル・ガバナンス概念が求められる時代や社会的背景を理解したうえで、このような

視点から日本の社会を分析し、市民社会の現状とソーシャル・ガバナンスの可能性について

考えてください。 
 

■学習の到達目標 

ここでの到達目標は、ソーシャル・ガバナンス概念の有効性を、日本社会の現状との関連で

明らかにすることです。まずこの概念をよく理解すること、そして概念を用いて日本の社会

的現実、特に自治体経営等を分析してみましょう。| 
 

■成績評価の基準 

「科目 終試験の留意点」に記していますように、試験問題は、リポート設題をふまえた問

題となっているので、２つの設題を発展させて、まとめてください。「ソーシャル・ガバナ

ンス」の概念を用いて日本の現実分析にどこまで成功しているか、が評価基準です。力作を

期待しています。 



授業コード V0105 （認定科目名：社会調査論１・社会調査論２/社会調査論） 

授業科目 社会調査論 単位 4.0 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会調査へのアプロー

チ 論理と方法 
大谷信介ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 社会現象を把握するためには社会調査が不可欠です。とはいえ、どのような対象をどのよ

うな問題意識で調査するかによって、社会調査の方法はさまざまです。ここでは種々の調査

方法の特色と手順の概略を理解することが目的です。| この科目はテキスト履修科目ですか

ら、テキストを読むことが主な学習方法になります。しかし社会調査論の場合、ただ単にテ

キストを読むのではなく、自分で調査を実施するつもりになってテキストを読むことをおす

すめします。そうすることで初めて理解できる事柄が沢山あります。リポート設題の「１」

は、そのような趣旨のものとご理解ください。 
 

■学習の要点 

以下の６点に留意しつつ、テキスト・参考文献を読んでください。| １．調査によって検証

される仮説をどのように構成したらよいかについてまとめておくこと。| ２．様々なサンプ

リングの技法の概要とその特徴をまとめておくこと。| ３．調査票の構成や質問文の作り方

について学習すること。| ４．調査票調査の主な実施方法（面接、留置、郵送、集合、電話）

の特徴についてまとめておくこと。| ５．聞き取り調査の意義と実施上の注意点について学

習すること。| ６．参与観察の意義と実施上の注意点について学習すること。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は「学習の要点」の各項目について、テキスト・参考文献のポイントをおさ

えつつ、具体例をあげながら説明できることです。 

 

■成績評価の基準 

試験の採点は加点方式を基本とします。つまり、あるポイントがきちんと説明されていれば

何点、さらに別のあるポイントが説明されていれば何点、という具合に加点します。ピント

外れの事を大量に書いても得点にはなりません。具体例をあげながら、各ポイントを的確か

つ簡潔にまとめるようにしてください。また文章全体のまとまりや分かりやすさに応じて加

点・減点します。テキストや他の参考文献の丸写しは評価できませんので、ご注意ください。 



授業コード V0307 
（認定科目名：公共政策学概論・公共政策学特論/公共政

策学） 

授業科目 公共政策学 単位 4.0 

担当者 堀江 典子 
シラバスグルー

プ 
T0V007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生活者のための地域マネジ

メント入門 

朝日 ちさと 編 堀江 典

子 編 
昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 我々の社会は身近な地域の問題から地球規模の問題まで多種多様な問題を抱えています。

ここでは、社会問題を解決するための公共政策について考えます。第二次世界大戦後に政策

科学 Policy Sciences という名称で登場した公共政策 Public Policy は、公共的問題として課題

を認識し、どのように解決するかという方向性と具体的手段を追求してきました。複雑化し

ていく現代社会において公共政策の重要性は増大しており、さまざまな分野のさまざまなレ

ベルの課題を捉えてアプローチしていくことが求められています。公共政策は行政など公共

部門だけが担うものではなく、企業や NPO など民間部門、そして一人一人の生活者の担う役

割が増大しているのです。| 本科目では、公共政策を地域マネジメントとして捉え、よりよ

い社会のためのマネジメントについて考えます。 
 

■学習の要点 

 学習の基本になるのはテキストを丁寧に読むことです。このテキストでは、公共政策を地

域マネジメントとして捉えて枠組みを示し、考慮すべき価値、問題の捉え方と構造、可能な

手段、意思決定・実施・評価のアウトライン、生活者の関与のあり方などが順を追って説明

されています。理解するうえでは具体的な事例に当てはめて考えながら納得していくことが

有効です。 
 

■学習の到達目標 

テキストをよく理解できていることが到達目標です。|出題はテキストに即した内容ですの

で、解答もテキスト学習を踏まえて記述してください。|答案の作成に当たっては、何が求め

られているかを正確に理解して、論理的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

・出題の要点を正しく理解して、求められていることに対して解答できているか。|・必要な

キーワードが含まれているか。|・正確かつ論理的に記述できているか。|・記述量は適切か。

記述量が少なすぎる場合には減点の対象になりますが、関係のないことで記述量を増やして

も加点されません。| 



授業コード V0308 （認定科目名：環境と開発１・環境と開発２/環境と開発） 

授業科目 環境と開発 単位 4.0 

担当者 林 隆紀 
シラバスグルー

プ 
T0V010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

法学・経済学・自然科学から

考える環境問題 
青木淳一他 著 慶應義塾大学出版会  

「環境を守る」とはどうい

うことか 

尾関周二編、環境思想・教育

研究会編 
岩波書店 [ISBN]9784002709604 

 
 

■授業の概要 

人間が科学技術の力を借りて自然に働きかけ、さまざまな開発行為を加えることによって、

これまでの歴史上でも自然環境に種々の影響を与えてきた。さらにそれが今日にいたって、

地域の自然環境や都市環境の破壊をもたらし、同時に地球環境の安定的状態さえも変えるよ

うな事態を引き起こした。そのために今や、人類の持続的生存さえもが危うくなっている。

本科目では環境を読み解くため、法学、経済学、自然科学など、様々な学問分野を学習する

ことにより、環境問題のもつ多面的な視点を獲得することを目的とする。さらにそれらを統

合して、環境やエコロジーをめぐる哲学、倫理学的な思想について学び、自ら深く考えるこ

とを目指す。 
 

■学習の要点 
① 循環型社会の在り方|② 生物多様性概念の獲得|③ 地球温暖化問題の理解|④ 環境思想の

流れ|⑤ 自然と人間の共生について 

 

■学習の到達目標 

現代社会における環境問題に対する多角的な視点を獲得するために、複数の学問分野からの

考え方を学ぶ。またこれからの持続可能な社会形成を深く考えるため、環境概念の捉え方を

学ぶ。|試験においては、抽象的努力目標のみを羅列するのではなく、学習内容に基づいて、

具体的課題の指摘や分析、あるいは根拠の提示ができるようにすること。 
 

■成績評価の基準 

（１）テキスト内容の基本的理解ができていること|（２）問題に示された指示内容について

的確に解答できていること|（３） 終試験の記述にあたっては、テキストや問題を踏まえて

論述すること、かつその中に自分自身の意見が明示されていること 



授業コード V0321 （認定科目名：環境政策論） 

授業科目 環境政策論 単位 4.0 

担当者 水上 象吾 
シラバスグルー

プ 
T0V012 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然保護と利用のアンケー

ト調査―公園管理・野生動

物・観光のための社会調査

ハンドブック 

愛甲 哲也・庄子 康・栗山 

浩一 編 
築地書館  

    

 
 

■授業の概要 
自然保護と利用について、調査の方法、データ分析の仕方を学ぶ。また、自然の評価にかか

わる多様なアプローチの仕方を理解し、自然と人間との共存について考察する。| 

 

■学習の要点 

①自然環境に関する社会調査について理解する。|②アンケート調査の方法や分析方法を理解

する。|③多様な観点から自然を評価することの意義を考える。|④自然と人間との共存につ

いて特定の視点に立って考える。| 
 

■学習の到達目標 
①出題の要点を理解し、自ら考える力をつけること。|②自分の考えを示し、その考えの理由

について論理的に説明すること。| 

 

■成績評価の基準 
・内容に独創性やオリジナリティがあるか|・自身の主張がきちんとされているか|・適切な資

料を引用し議論がなされているか| 



授業コード V0322 （認定科目名：環境社会学） 

授業科目 環境社会学 単位 4.0 

担当者 湯川 宗紀 
シラバスグルー

プ 
T0V013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

環境社会学への招待：グロ

ーバルな展開 
満田久義 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 「環境」問題が声高に叫ばれて 30 年、その間環境に対する意識はかなり変化しました。

環境に対する意識の高まりから、日常化、きれい事への嫌悪、様々な感じ方があると思いま

す。| 本科目では、人間社会と自然環境との相互作用について研究する環境社会学の立場か

ら、|１．どうして環境社会学が生まれたのか、|２．いくつかの環境問題の事例研究、|３．環

境問題に対する限界と可能性、|に焦点をあてて詳しく学習していきます。 
 

■学習の要点 

 環境社会学とは、「自然環境と人間社会との相互関連を明らかにする社会学」と定義され

ています。まず、社会学とはなんなのか、社会学の基礎的な知識、学習が必要になります。

| また、今日の身近な環境問題から地球環境問題までを取り上げて、具体的に研究すること

が望まれます。|| なお、試験に際しては、以下の点に留意してとくに学習するとよいでしょ

う。| １．なぜ、どのようにして環境社会学は成立したのか、考察してみましょう（テキス

ト第１章参照）。| ２．その後環境社会学はどのように発展し、変化してきたのか考察して

みましょう（第２章参照）。| ３．経済のグローバリゼーション、消費が環境とどのように

関連するか考えてみましょう（第２・４章参照）。| ４．「持続可能な世界」の概念と誕生背

景について考えてみましょう（第２・４章参照）。| ５．都会から田園を目指した人々の価

値観、ネオ・ルーラリズムを理解し、田園志向の可能性を探ってみましょう（第５章参照）。

| ６．持続可能な発展戦略としてのエコツーリズムを、具体的事例を通して考えてみましょ

う（第６章参照）。 
 

■学習の到達目標 
テキストによる学習のみならず、新聞やテレビ報道にも関心をもち、資料・データ収集を行

い自ら考えられるようになる。 

 

■成績評価の基準 

 ① 学習の進度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。| ② 問題

は、テキストに即して出題する。| ③ 採点は、加点方式を基本とする。|  出題の要点を

正しく理解出来ているか、20 点|  テキストをしっかりまとめられているか、30 点|  そ

のとき重要なタームがきちんと含まれているか、20 点|  自分の考えが論理的に論じられ

ているか、30 点 



授業コード V0323 （認定科目名：コミュニティ論） 

授業科目 コミュニティ論 単位 4.0 

担当者 関谷 龍子 
シラバスグルー

プ 
T0V016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地域の社会学 森岡清志編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

地域社会学入門|東日本大震災などを受けてあらためて地域社会への関心が高まっています。

|この科目では、地域社会・地域社会学の基礎的な理解を得るための基礎的な理論を把握し、

あわせてそれらの知識を用いながら、現代の地域社会の課題や問題についての理解をはかり

ます。  
 

■学習の要点 

各章の、特に次の部分をよく理解しながら、学習を進めてください。||1，地域社会の変化、

現代における地域社会の役割（1・6 章）|2，「コミュニティ」という語の使われ方の変化（2

章）|3，「都市的生活様式」について（1・12 章）|4，個人・集団・ネットワークの捉え方（4

章）|5，育児と地域社会（7 章）|6，地域社会での商店街の役割（9 章）|7，都市の高齢者（10

章） 
 

■学習の到達目標 
地域社会学の基礎的な理論を把握できたか。|その知識を基に、現代の地域社会の課題や問題

についての理解がはかれたか。 

 

■成績評価の基準 
論旨の展開や構成をよく考えた解答になっているかどうか。|テキストに沿った説明だけでな

く、自分のオリジナルな説明や考察が含まれているかどうか。| 



授業コード V0324 （認定科目名：生活文化論） 

授業科目 生活文化論 単位 4.0 

担当者 松田 智子 
シラバスグルー

プ 
T0V001 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

21 世紀ライフスタイル革

命：生活文化を軸にした経

済・社会の創造 

坂東慧 勁草書房  

    

 
 

■授業の概要 

私たちは「人間らしい、豊かで文化的な生活の意味」や「それを実現するための可能性」に

ついて常に、一人の人間として模索する環境の中にあります。しかし、現実の世界では「効

率性」、「有効活用」といったことが大きな支配原理を占めています。しかし、はたしてこの

ことは、正しいのでしょうか。|「生活文化」のテーマはこうした身近な問題から日々の生活

を振り返り、また、家族、企業、協同組合、コミュニティア等から多角的・多面的に捉え、

客観的な検証を行い、確認しながら理解をすることです。|本科目ではテキストを手掛かりに

21 世紀の私たちの生活を実現していくために「消費生活」、「アイデンティティ」、「ライフ

スタイルとファッション」、「ソフト産業」、「時間・労働・余暇」、「宗教と宗教心」、「都市」

をキーワードに「生活文化」の問題点を考えます。 
 

■学習の要点 

「生活」とは私たちの日々の行為の無限の連続です。この点に注目し、まず、生活文化の意

味を正しく理解します。生活の変化によりどのような問題が発生し、その問題を解決したの

かを確認をしましょう。テキストはすべてを網羅していませんので、学習には以下の６つの

手順で行いましょう。関連する文献や白書、報告書、統計資料を参考にすると学習が進みや

すくなります。|①「生活文化」という言葉の概念を規定し、日常的に使用している「生活」

や「文化」と、どのように異なるかを確認しましょう。|②20 世紀に活発化したグローバル

化の影響をみながら、21 世紀に求められる民族のアイデンティティの意味を検討しましょ

う。|③「衣生活」をファッションの視点で整理してみましょう。また、機能に注目し、コミ

ュニケーションとしての媒体機能や都市社会の発展との関わりを確認しましょう。|④日本の

第二次世界大戦後の産業の成長、変遷を確認し、私たちの働き方や暮らしにどのような 影

響を与えたのか確認しましょう。|⑤社会・経済の発展の中で、顕在化する疎外を「信仰」の

視点から考えてみましょう。|⑥都市と生活文化の発展の関連を考え、産業の発展により人々

が都市部への移動と新しい生活文化の創造について検討しましょう。 
 

■学習の到達目標 
テキストを熟読することに加え、他の関連文献や白書、統計資料、新聞記事などにあたって、

「学習の要点」に書かれている項目のそれぞれについて理解を深める。 

 

■成績評価の基準 

＜リポート設題＞|①テキストを熟読し、「リポート学習の留意点」に沿ってわかりやすくま

とめられているか、②見出し、段落のつくり方などが適切か、③誤字・脱字がないか、④引

用文献が文中と文末に明記されているか等によって総合的に判断する。||＜科目 終試験＞|

問題の内容をしっかりと理解し、学習の要点に書かれている点を中心に適切に回答がなされ

ているかによって総合的に判断する。  



授業コード V0331 （認定科目名：自治体論） 

授業科目 自治体論 単位 4.0 

担当者 大藪 俊志 
シラバスグルー

プ 
T0V004 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地方自治入門 稲継裕昭著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 日本国憲法第 92 条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に

基づいて、法律でこれを定める」と地方自治の原則を定めています。一般に地方自治の本旨

には、国から独立した地方公共団体がその権限と責任において地域の行政を処理する団体自

治と、地方行政はその地域の住民の意志と責任に基づいて行われるという住民自治の二つの

要素が含まれるとされます。戦後の日本では、憲法で地方自治を制度的に保障することによ

り、自治の制度と内容の充実強化を図ってきました。| しかしながら現実の地方自治のあり

方をみると、従来から特に事務や財政の面において地方自治体の裁量の余地が狭いことなど

が指摘されてきました。そのため、中央集権的なシステムの改革が重要な政策課題に挙げら

れるようになり、近年の地方分権改革では機関委任事務制度の廃止、国の自治体に対する協

議・関与の一般的ルールの制定、必置規制の大幅緩和、国地方係争処理委員会の設置などが

実現しています。また、分権改革の潮流は、「地域のことは地域に住む住民が責任を持って

決めることのできる活気に満ちた地域社会」（内閣府）の構築を目指す地域主権改革の取組

みにもつながっています。この科目では、テキストによる学習を通して、地方自治体の仕組

み、組織、財政、政策過程、改革の動向など、自治体に関わる基本的な知識の習得を目指し

ます。| 
 

■学習の要点 

１．地方自治体の仕組みについて、議決機関（議会）、首長（都道府県知事・市町村長）、行

政委員会の機能と役割を調べてみましょう。||２．地方自治体の財政の仕組みはどのようにな

っているのでしょうか。地方財政の状況、地方財政の制度（地方交付税、国庫支出金、地方

税など）について学習しましょう。||３．地方公務員の制度について調べてみましょう。地方

公務員の数と種類、採用・異動・昇任の仕組み、人事と給与の制度はどのようになっている

のでしょうか。||４．地方自治体の組織にはどのようなものがあるのでしょうか。また、近年

における組織再編の動向にも注目しましょう。||５．近年の自治体改革の取組みについて、行

政評価、PFI（Private Finance Initiative）、指定管理者制度、地方独立行政法人などの改革手法

を調べてみましょう。||６．近年の自治体改革の背景にあるニュー・パブリック・マネジメン

ト（NPM）の概念、諸外国における展開、日本における NPM の受容について調べてみましょ

う。| 
 

■学習の到達目標 

１．中央地方関係、自治体の組織、財政、政策過程などに関する基本的な知識を習得し、的

確に説明できるようになる。|２．自治体における改革の背景、動向、市民参加の取組みなど

を学び、自治体が直面する様々な課題の解決に向けた方策を考察できるようになる。 
 

■成績評価の基準 
 科目 終試験では、出題のポイントを的確に理解しているかどうか、論理的な記述がなさ

れているかどうかという点を成績評価の基準としています。 



授業コード V0332 （認定科目名：政治社会学） 

授業科目 政治社会学 単位 4.0 

担当者 上田 道明 
シラバスグルー

プ 
T0V003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

政治学をつかむ 苅部直ほか編 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

「政治」とは何かという問いには様々な答えがあり得ます。例えば、政治に関するよく知ら

れた定義として、「社会に対する価値の権威的配分」（D. イーストン）というものがありま

す。|この場合、政治の機能とは、限りある資源や価値を何らかの強制力のもとに配分するこ

とを意味します。別の言い方をすれば、社会において、その構成員全てに関わるような決定

がなされるとき、政治という社会現象が生じると言えるでしょう。政治社会学では、我々の

社会的生活に多大な影響を及ぼす「政治」という営みを対象に、政治と社会の関係のあり方

を考察します。政治社会学に関連する文献をみると、政治に関わる主体に注目する場合には、

権力、投票行動、圧力団体などの概念が登場します。また、政策プロセスのあり方を論じる

場合には、官僚制、ネットワーク、リーダーシップなどの概念が用いられます。さらに、国

際社会における政治を考察する場合には、グローバリゼーション、地域主義、ナショナリズ

ムなどのキーワードが登場します。このような概念は、社会経済が急速に変動するなか、高

度化・複雑化しつつある政治という現象を理解するために必要不可欠な視角となります。こ

の科目では、テキストによる学習を通して、政治と社会の関係のあり方を見直すために必要

な概念や制度に関する理解を深めるとともに、現実の政治社会に対する論理的な思考を養う

ことを目標とします。| 
 

■学習の要点 

１．「政治」をめぐる議論にはどのようなものがあるのでしょうか。権力と自由、政治的多元

主義、国家と社会、「新しい市民社会」、現代社会における個人化、国家の役割などの論点を

手掛かりに学習していきましょう。||２．デモクラシーの歴史的な経緯と課題について学びま

しょう。デモクラシーの思想の系譜、デモクラシーの多様な側面と近年における変容、福祉

国家が直面する様々な課題、現代における非民主的体制、政治教育などの視点から考察しま

しょう。||３．現代日本の政治の現状と課題について、「55 年体制」の特徴、政策決定過程に

おける政治家と官僚の関係、自民党一党優位の時代における政治の問題点、近年における政

治改革と行政改革の取組み、民主党政権成立前後の動向などの論点を中心に学習しましょ

う。||４．政治参加の主要な形態である選挙について、有権者の投票行動、選挙制度の変化と

選挙結果の関係などの視点から考察しましょう。また、政治社会におけるマス・メディアの

影響力はどのように捉えられるのでしょうか。テレビ報道の態様、マス・メディアの実態に

注目しましょう。||５．国際政治の様々な問題について学びましょう。国際政治の歴史的な経

緯、ナショナリズムやテクノロジーが国際政治に及ぼした衝撃、国際社会におけるデモクラ

シーの役割、人道的介入の正当性などの論点から検討していきましょう。||６．グローバリゼ

ーションの諸側面、EU（欧州連合）と移民問題、戦争責任をめぐる歴史認識と政治との関わ

り、アジアにおける地域主義のゆくえ、政治課題として近年注目される環境とジェンダーの

問題などの視点から、「政治」の今後の課題と方向性を考察しましょう。| 
 



■学習の到達目標 
テキストを通じての学習の結果、概念や用語とともに、テキスト上の各トピックを正確に理

解の上、それらを筋道を立てて論じられるようになることを目指します。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験では、出題のポイントを的確に理解するとともに論理的な記述がなされている

かどうかという点を成績評価の基準としています。答案の作成にあたっては、出題の要点を

正しく把握するとともに、概念や用語を正確に理解し、筋道の通った表現ができているかど

うかという点にも留意してください。  



授業コード V0333 （認定科目名：地域計画論） 

授業科目 地域計画論 単位 4.0 

担当者 河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地域計画の社会学：市民参

加と分権化社会の構築をめ

ざして 

瀧本佳史編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、地域社会の身近な事例を通して、自らが住む自治体にいかに関わっていくかを

学修することをねらいとする。地域社会に関わるために、住民が主体的に知識と情報を集め

ることの大切さを考える。地域社会について も詳しく知りうる主体、地域社会に関われる

主体は、地域社会の構成員、ひとり一人の住民にほかならず、地域社会を計画する主体は、

地域社会で暮らし、地域社会に も詳しい主体であることが望ましい。したがって、地域社

会に生活する住民は、将来に向けてより良い地域社会を築いていくために、地域社会の問題

を発見して解決を模索する実践力とともに、地域計画を企図できる教養を身につけなければ

ならない。自らの生活の場である地域社会、コミュニティをより良い空間に改善できるか否

かは、そこに生活する個々の主体の肩にかかっている。本講義では、地域社会を見る目を養

い、人間としての主体的力量を発達させることを目標に掲げて取り組む。 
 

■学習の要点 

よりよい地域社会を計画するためには、どのように自治体を運営していくかという視点が肝

要である。分権化社会の構築を目指し、先進的な自治体では様々な取組が模索されている。

コスト意識の向上、行財政改革の推進、住民と行政との協働、情報の共有、住民参加などが

挙げられる。受講者は地域社会に関わることを常に想定することが不可欠である。以下の項

目に留意して学習することを推奨する。||１．地域計画への社会学的アプローチ|２．地域社

会の変容と地域的公共性の形成|３．地域社会の人材育成と社会化|４．公共事業と補助金の

政治過程|５．地域社会における NPO の役割|６．パートナーシップとワークショップ|７．多

様化する地域社会のメンバー 
 

■学習の到達目標 

学習の進度を試験によって評価する。|知識・理解の観点からは、戦後の国土計画・地域計画、

コミュニティ政策、まちづくりの系譜を広く理解すること。|思考・判断の観点からは、地域

社会の諸活動、NPO、人材育成が経済の基盤となり、先進事例を指摘できることが求められ

る。 
 

■成績評価の基準 
テキストの理解度を評価するが、履修者が関心のある問題について独自性のある議論を展開

する力量も問う。 



授業コード V0334 （認定科目名：地方財政論） 

授業科目 地方財政論 単位 4.0 

担当者 金 佑榮 
シラバスグルー

プ 
T0V014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の地方財政 神野直彦、小西砂千夫・著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

社会のいたるところで進行している「改革」も社会システムの大きな転換の一部です。そこ

でのキーワードは、グローバリゼーション、自由、分権化、地方などですが、地方の将来を

考えるときには、これらの言葉が意味する変化の大きな流れを理解しておく必要がありま

す。地方財政を取り巻く環境は極めて厳しく、展望を持ちにくい状況があるのも事実ですが、

こうした転換期には、一歩先の将来像を描くことができるかどうかが重要です。このテキス

トを読むことによって、地方財政の構造を全体的に概括すること、外国の例と比較しながら

地方財政制度の日本的特質を理解すること、地方財政（その反映である日本社会）の厳しい

局面だけでなく将来像について考えることをこの科目の目的とします。 
 

■学習の要点 

テキストを読むことによって、地方財政の仕組みや働きに関する基本的な理解がえられま

す。また、日本の地方財政制度の特徴を理解することも必要です。外国の制度をそのまま日

本に持ち込んできても同じ効果が得られるとは限りません。こうした「ねじれ」が生じる理

由を把握しておくことも重要なのです。さらに、地方財政制度のあり方を決定するのは 終

的には市民の選択ですが、それぞれの選択の基準になっている考え方が何かを理解すること

も必要です。これが、制度の正当性を主張する際の根拠になっているからです。 
 

■学習の到達目標 

1.日本の地方財政の構造を全体的に概括し、地方財政の仕組みや働きに関する基本的な理解

を得ること|2.地方財政制度の日本的特質を理解し、その反映としての日本社会の厳しい局面

や将来像について考えること|3.地方財政改革をめぐる錯綜した議論に関する理解を進める

こと|4.地方財政制度のあり方を決定する市民それぞれの選択の基準になっている考え方を

理解すること 
 

■成績評価の基準 終の成績は科目 終試験（100％）の点数で評価します。 



授業コード V0501 （認定科目名：生活環境論） 

授業科目 生活環境論 単位 4.0 

担当者 関谷 龍子 
シラバスグルー

プ 
T0V008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

環境社会学：生活者の立場

から考える 
鳥越皓之 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

 日本には、地球環境の悪化をはじめとする環境問題が多数存在する。しかしそれは単に「環

境」の問題ではなく、「人間」の問題である。社会関係、社会規範、社会構造など、人間の集

まりによって構成される「社会」というものの存在が深く関わっている。そこで、例えば“環

境悪化”ならその舞台をなしている「社会」の仕組みを明らかにすることが、環境問題を解決

する有力な方法の一つとなる。| この科目では、私たちの身の回りの生活の中から、人間（自

己・自分）と対象（環境）との関わりを考えることで、社会の仕組みや環境問題について学

ぶことを目的としている。 
 

■学習の要点 

 各章のポイントをつかみながら理解するのはもちろんだが、特に次の部分をよく踏まえな

がら学習してもらいたい。|１．人間居住域と自然域を指標にした地域空間の理解（第２章）

|２．コモンズの意味とその意義について（第３章）|３．「生活環境主義」の考え方（第５章）

|４．住民の共同占有権とはどういうものか（第６章）|５．「社会的ジレンマ論」について（第

７章）|６．「受益圏・受苦圏論」と「被害構造論」（第９・10 章）|７．新しいライフスタイ

ルとはどのようなものか（第８・10 章）|８．内発的発展論とコミュニティビジネスについ

て（第 14 章）|９．「生活知」の有効性について（第 15 章） 
 

■学習の到達目標 
 私たちの身の回りの生活の中から、人間（自己・自分）と対象（環境）との関わりを把握

することができたか。社会の仕組みや環境問題について理解できたか。  

 

■成績評価の基準 
 論旨の展開や構成をよく考えた解答になっているかどうか。|テキストに沿った説明だけで

なく、自分のオリジナルな説明や考察が含まれているかどうか。| 



授業コード V0502 （認定科目名：社会保障論） 

授業科目 社会保障論 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0V015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

はじめての社会保障 ―福

祉を学ぶ人へ〔第 17 版〕 
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 年金、医療保険など社会保障は、実は私たちにとって非常に身近なものである。| 年金の

財源問題など私たちにとって避けては通れない問題をいろいろと孕んでおり、ぜひ勉強して

おくべきものである。| 社会保障は、貧困の撲滅を目的として発展してきた。19 世紀末に

貧困原因の科学的発見によって、貧困原因を除去すれば貧困はなくなると考えられるように

なり、貧困原因の除去を目的とした様々な社会改良政策が登場することになる。当初考えら

れていた貧困原因の除去によっては貧困はなくならなかった。貧困原因の除去は社会保険制

度を中心に試みられたが、社会保険制度の限界によって貧困はなくならなかったのである。

したがって、貧困そのものを救済するために公的扶助制度が必要とされた。社会保障制度は、

この社会保険制度と公的扶助制度を基本として成り立っているが、社会保障の制度を支える

前提条件として、教育、住宅制度や失業対策、 低賃金制度と児童手当制度が考えられた。

国民の 低生活を保障する体系として社会保障制度を包括的に理解する必要がある。 
 

■学習の要点 

１．社会保障の理念と機能を理解する。|２．社会保障の体系を理解する。|３．日本の年金制

度を理解する。|４．日本の医療保険制度を理解する。|５．日本の介護保険制度を理解する。

|６．日本の公的扶助制度を理解する。|７．日本の社会保障制度の歩みを理解する。 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進展

と理解度を試験で測る。|・問題は、テキストに即して出題する。解答はテキスト学習の範囲

内で記述すればよい。 
 

■成績評価の基準 基本的なことを理解できているか否かを重視する。 



授業コード V0503 
（認定科目名：老人福祉論・老人福祉論２/老人福祉論Ⅰ

/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論 単位 4.0 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

今日の高齢者福祉の状況は、「介護問題」を中心に議論されている。しかし、「老人福祉」に

求めれる学問的追求は、本来の「人間らしい生き方」を社会が守ろうとする現代的な課題で

もある。そのことは、「介護問題」のみに着眼するのではなく広い意味での「福祉」の探究へ

とつながっていく。| また、「高齢期」に遭遇する生活状況や、社会が対峙していかなけれ

ばならない課題なども理解し、多角的な分析を行えるよう、広い視野をもつようにしていた

だきたい。| そのため、この科目では、まず老人福祉の基本を学ぶことを目的とし、老人福

祉の歴史的経緯や、「老い」についての理解、高齢期における生活課題、高齢者と人権など

を学びつつ、学習の要点に示している内容の理解を深めていってほしい。| 
 

■学習の要点 

(１) 人口高齢化の状況とその特徴| わが国の人口高齢化には、他の先進国には見られない

幾多の特徴がある。わが国の高齢化の進展状況とともに、その特徴を理解すること。|(２) 高

齢者の生活実態| 高齢者の生活状況を、健康・経済、家庭・住居、社会活動などの側面から

トータルに理解すること。|(３) 要介護高齢者の増加と介護問題| 高齢者の介護問題が生じ

た理由・社会的背景とともに、現代の高齢者の介護問題を理解すること。|(４) 高齢者福祉政

策の変遷| わが国の高齢者福祉の発展・変遷の歴史を理解するとともに、近年、めまぐるし

く変化している制度・政策の内容を理解すること。|(５) 高齢者福祉に関係する法律|  老

人福祉法、高齢者居住法、後期高齢者医療制度|(6) 高齢者社会対策基本法の理解 
 

■学習の到達目標 

(１) 試験問題はテキスト及び各省庁の 新動向なども含めた内容に基づき出題する。|(２) 

学習の要点に従い、テキストを熟読し学習を深めることが何よりも必要である。|(３) 出題

の要点を正しく理解し、解答されているかによって採点する。| 
 

■成績評価の基準 
基本的なキーワード（専門用語）を押さえながら、理念や高齢者福祉をとらえる支援など、

総合的に評価する。 



授業コード V0504 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード V0505 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード V0506 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード V0507 （認定科目名：社会心理学１・社会心理学２/社会心理学） 

授業科目 社会心理学 単位 4.0 

担当者 作田 誠一郎 
シラバスグルー

プ 
T0T014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

絶対役立つ社会心理学 日

常の中の「あるある」と「な

るほど」を探す 

藤田 哲也・監|村井 潤一

郎・編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

社会心理学は、社会学な視点と心理学な視点とをあわせもつ学問といえる。人間が社会的な

存在としての誕生し、その人びとが他者との関係のなかでどのような意思に基づいて行動す

るのか、また集団のなかでその行動にどのような変化や特徴が見られるのか。そのような問

題意識のもとに社会心理学の知見を用いつつ考えてみたい。本テキストを通じて、私たちが

社会集団のなかで誕生し、そのなかで社会化が促されながら生活していることを自覚しつ

つ、そのなかで形成される自己や社会的認知、コミュニケーションなどについて考察しなが

ら現代の社会現象を理解してもらいたい。したがって本科目の目的は、テキストから社会心

理学の基礎的な理論を学び、その分析視点を用いて現代社会を読み解く力を得ることが 終

的な到達点となる。   
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下のポイントを踏まえて学習してください。|1 自己と態度|2 対人

行動の仕組みと援助|3 社会的認知|4 対人コミュニケーション|5 社会環境と環境のもつ

意味|6 文化的な自己と機能  | 
 

■学習の到達目標 
社会心理学の基本的な知識の修得とともに、その知見に基づいた新たな発想や身近にある人

間関係を客観的に理解できる力を培うことが目標となる。   

 

■成績評価の基準 テキストの内容の理解度を中心に成績を評価します。 



授業コード V0508 （認定科目名：社会学史１・社会学史２/社会学史） 

授業科目 社会学史 単位 4.0 

担当者 辰巳 伸知 
シラバスグルー

プ 
T0T015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

クロニクル社会学（有斐閣

アルマ） 
那須壽 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

社会学は、19 世紀前半フランスのオーギュスト・コントによってその名を与えられ、それ

以降さまざまな社会学者がさまざまな学説を提唱し、今日に至っている。社会学史は、その

ような社会学の歴史を扱う科目であるが、それは決して博物館に陳列されている過去の遺物

を懐古的に観賞するようなことをねらいにするのではない。社会学者たちは、彼らが生きた

時代の現実と知的に格闘してきた。主として時代的制約のゆえに、彼らが提唱した学説は、

そのままわれわれが現在直面している現実に適用することはできないかもしれない。しか

し、そういった制約ゆえの欠落や歪みにも関わらず、多くの社会学者が提唱した学説は、現

代社会に鋭く切りこんでいく手段を提供してくれるのである。欠落や歪みについて考察する

ことすら、われわれが生きる現代社会に対するセンスを研ぎすまさせてくれるであろう。社

会学史とは、すぐれものがいっぱいつまった「道具箱」なのである。 
 

■学習の要点 

１．戦後アメリカでパーソンズの理論が登場し、一定期間絶大な影響力をもったこと、およ

びその影響力がその後減退したことについて、他の学説やアメリカ社会のあり方と関わらせ

て考えてほしい。|２．『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』をはじめとするウ

ェーバーの宗教社会学では何を解明しようとされていたのか考えてほしい。|３．ハーバーマ

スのコミュニケーション概念は、単なるコミュニケーション論を展開するだけに用いられた

のではないことを理解してほしい。|４．「意味学派」として一括総称される反客観主義的立

場について、学説ごとに検討してほしい。|５．日常生活の対面的状況に特に留意したゴフマ

ンのユニークさについて学んでほしい。|６．「構造と主体的行為」というテーマに関して、

ギデンズはどう考えたかということについて学んでほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 この「社会学史」は、多くの社会学史とは異なって、比較的現在に近い社会学者や学説を

学ぶことを目指している。したがって、より古典的な社会学者や学説（たとえば、コントや

マルクス、デュルケム等）についての知識をある程度前提にしているところがあるので、そ

の点留意してほしい。| 科目 終試験に際しては、論述の一貫性を重視する。あまりに冗長

な論述は歓迎しない。試験問題に応じた要所をおさえた内容にしてほしい。また、あまりに

分量の少ない論述（500 字以下）には合格点を与えない。それなりに内容のある文章には、

ある程度の量が必要だからである。| リポートとは異なって、自分の意見や考えを書く必要

はない。また、テキストの内容にとどまっていたとしても、論述に一貫性があり要点をおさ

えておれば、90 点を上限に評価する。他の文献からの学習成果がうかがえれば、その内容

に応じて加点する。 
 



■成績評価の基準 設問との正確な対応。論述の一貫性。相応の分量。 



授業コード V0509 （認定科目名：社会形成史） 

授業科目 社会形成史 単位 4.0 

担当者 野﨑 敏郎 
シラバスグルー

プ 
T0V009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本資本主義百年の歩み：

安政の開国から戦後改革ま

で 

大石嘉一郎著 東京大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

 日本資本主義は、歴史上、特異な政治的社会的背景のもとに導入され、また発展を遂げま

した。テキストは、こうした日本資本主義の歩みをたどりながら、その発達のメカニズムや

特質や問題構造を解明し、またそこから今日の私たちの直面している経済問題への視座をも

提供しています。| 幕藩体制下の経済構造、幕末期におけるその変容、安政の開国が経済・

産業にもたらした甚大な影響、明治政権下の財政・経済課題、殖産興業政策の展開、自由民

権運動と明治憲法体制への移行、産業革命過程の進行、日本資本主義の国際経済との関係、

農業と地主制、第一次世界大戦とそれ以降における日本資本主義の変容過程、独占の進行と

労働問題、農村支配体制の問題、世界大恐慌にたいする対処策、農村経済の危機、日本資本

主義の構造変化、国家独占資本主義への移行とその戦時体制への帰結、第二次世界大戦下の

統制経済、戦後改革と経済の民主化が、主要なトピックです。 
 

■学習の要点 

 幕藩体制下の経済が、すでに諸矛盾を抱えており、安政の開国によってそこに多様な変動

要因が加わり、古い経済制度を保ちこたえることが不可能になったこと、封建的な諸制度か

ら近代的な諸制度への移行にさいして大きな困難と問題が生じたこと、国家財政の問題が大

規模な経済改革を必要としたこと、これによってさらに大きな経済的困難に直面した階層が

自由民権運動の支持基盤になったこと、産業革命過程の進行には多様な様相があること、ま

たその発展が国際経済下の競争によって大きな影響を被ること、第一次世界大戦によって日

本の経済が大きな改変過程を迎えること、それは農村の支配体制や政治にも大きな影響を与

えること、世界大恐慌への対応は、狭い意味における地域経済のみならず、社会経済関係全

般にわたる大改革を必要とすること、戦時体制は日本資本主義に過剰な負荷をかけ、経済体

制そのものの崩壊を招くこと、戦後改革は経済の民主化を重要な内容物として含むことが、

主要な論点です。| 近代への移行は、けっして自然の成り行きで進んでいったのではなく、

そこには非常に鋭い緊張・対立・競争関係があり、そのなかで、さまざまな政治闘争を交え

て、経済体制の変化が生じ、しかも日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦

という一連の戦争が、経済変動に決定的な意味をもっています。戦後においても、朝鮮戦争

を抜きにして日本資本主義の再建を語ることはできません。戦争の問題と経済の問題とを結

びつけて考えることも重要です。 
 

■学習の到達目標 
 テキストを読むことによって、日本資本主義の形成過程とその特質と問題性とを把握し、

大きな歴史の流れを読み取ることが到達目標です。 

 



■成績評価の基準 

 社会経済構造がどのような要因によってどのような変化を余儀なくされたか、またそれに

よって新しい社会がどのような特徴をもつようになったのかを明確に理解しているかどう

かを評価します。 



授業コード V0510 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード V0511 （認定科目名：情報産業論） 

授業科目 情報産業論 単位 4.0 

担当者 谷本 和也 
シラバスグルー

プ 
T0T028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アップル、アマゾン、グーグ

ルの競争戦略  
雨宮寛二 著 NTT 出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本講義では、情報産業の中でも近年支配的な地位を確立しつつある、アップル・アマゾン・

グーグルの 3 社について中心的に扱う。各社の競争戦略を比較しながら学習することで、情

報産業において重要となるコンセプトについて理解することを講義の目的とする。 
 

■学習の要点 

 アップル・アマゾン・グーグルの 3 社の競争戦略を理解するためには、情報産業に関する

基本的な知識とビジネスモデルの理解が必要となる。そのため、本講義指定のテキストを通

読したのちに、改めて 初から読み直してみることを勧めたい。また、不明なキーワードや

コンセプトがあれば、検索サイト等を通じて積極的に自分から調べてみてほしい。 
 

■学習の到達目標 

 アップル・アマゾン・グーグルの競争戦略について概要を理解しつつ、情報産業において

重要となるコンセプトがどのように反映されているかを説明できるようになることが到達

目標として期待されている。 
 

■成績評価の基準 

 採点基準については、加点方式を基本とし、文字数等の制約は特には設けない。ただし、

記載内容の論理性がより重要であり、単にキーワードを羅列するようなケースや同じような

内容を繰り返して文字数を水増ししているようなケースは大幅な減点要因となる。  



授業コード V0512 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣 ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった

国際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の

変化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、

日中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々

な問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑

する今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこ

とは、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史

的変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習

得することを目標とする。 
 

■学習の要点 

 テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にい

かに形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互

依存」について|4. 「安全保障」について 
 

■学習の到達目標 
 国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することが

できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか 



授業コード V0701 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード V0703 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード V0704 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード V0705 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード V0706 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード V0707 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード V0708 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 アジア史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード V0709 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード V0710 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード V0711 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史．下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史．上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで起こった仏教が中国に伝来して、中国人社会の中で、どのように変容し、或いは

適応し、さらに受容されていったかを中心に、中国における仏教の歴史的展開について学習

することが望ましい。|・インド、中国、日本と伝わった仏教の流れのなかの中国仏教史、す

なわち護法的な仏教史ではなく、中国の政治・社会・生活のなかで、仏教はどのような立場

にあり、展開してきたのかという、中国史という立場から見た仏教史を考えなければならな

い。よって西暦前後に中国に伝来したといわれる時代から、現代に至るまでの中国仏教の変

遷、また展開について、教理史的、教団史的に偏ることなく、歴史的に全般的に学習するこ

とである。 
 

■学習の要点 

１．後漢の仏教（仏教の伝来と受容）|２．三国時代の仏教（支謙と康僧会）|３．魏・晋の仏

教（仏図澄・道安・鳩摩羅什・廬山の慧遠）|４．南朝の仏教（梁の武帝の奉仏）|５．北朝の

仏教（北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏）|６．仏教芸術の展開（敦煌・龍門・雲崗の

三大石窟、石経）|７．隋の仏教（天台宗、三論宗、三階教）|８．唐の仏教（末法思想と浄土

教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難）|９．五代の仏教（後周の世宗の廃仏）|10．宋の仏

教（大蔵経の開版）|11．遼・金の仏教（異民族支配下の仏教）|12．明・清の仏教（居士仏

教）|13．現代の仏教| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 | 西暦前後に中国に伝来

した仏教が、どのようにして中国人社会に受け入れられ、現代に至るまでどのように展開し

ていったかを時代と人物を中心に、各時代の歴史的な流れを全般的におさえること。|| 
 

■成績評価の基準 
「学習の要点」にかかれた学習目標に即して、テキストによる学習をすすめること。その学

習の深度と理解度を試験で諮り、到達度によって成績評価をする。 



授業コード V5105 （認定科目名：社会調査論１・社会調査論２/社会調査論） 

授業科目 社会調査論 単位 4.0 

担当者 山口 洋 
シラバスグルー

プ 
T0T020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会調査へのアプロー

チ 論理と方法 
大谷信介ほか編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

 社会現象を把握するためには社会調査が不可欠です。とはいえ、どのような対象をどのよ

うな問題意識で調査するかによって、社会調査の方法はさまざまです。ここでは種々の調査

方法の特色と手順の概略を理解することが目的です。| この科目はテキスト履修科目ですか

ら、テキストを読むことが主な学習方法になります。しかし社会調査論の場合、ただ単にテ

キストを読むのではなく、自分で調査を実施するつもりになってテキストを読むことをおす

すめします。そうすることで初めて理解できる事柄が沢山あります。リポート設題の「１」

は、そのような趣旨のものとご理解ください。 
 

■学習の要点 

以下の６点に留意しつつ、テキスト・参考文献を読んでください。| １．調査によって検証

される仮説をどのように構成したらよいかについてまとめておくこと。| ２．様々なサンプ

リングの技法の概要とその特徴をまとめておくこと。| ３．調査票の構成や質問文の作り方

について学習すること。| ４．調査票調査の主な実施方法（面接、留置、郵送、集合、電話）

の特徴についてまとめておくこと。| ５．聞き取り調査の意義と実施上の注意点について学

習すること。| ６．参与観察の意義と実施上の注意点について学習すること。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標は「学習の要点」の各項目について、テキスト・参考文献のポイントをおさ

えつつ、具体例をあげながら説明できることです。 

 

■成績評価の基準 

試験の採点は加点方式を基本とします。つまり、あるポイントがきちんと説明されていれば

何点、さらに別のあるポイントが説明されていれば何点、という具合に加点します。ピント

外れの事を大量に書いても得点にはなりません。具体例をあげながら、各ポイントを的確か

つ簡潔にまとめるようにしてください。また文章全体のまとまりや分かりやすさに応じて加

点・減点します。テキストや他の参考文献の丸写しは評価できませんので、ご注意ください。 



授業コード V5207 
（認定科目名：公共政策学概論・公共政策学特論/公共政

策学） 

授業科目 公共政策学 単位 4.0 

担当者 堀江 典子 
シラバスグルー

プ 
T0V007 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生活者のための地域マネジ

メント入門 

朝日 ちさと 編 堀江 典

子 編 
昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 我々の社会は身近な地域の問題から地球規模の問題まで多種多様な問題を抱えています。

ここでは、社会問題を解決するための公共政策について考えます。第二次世界大戦後に政策

科学 Policy Sciences という名称で登場した公共政策 Public Policy は、公共的問題として課題

を認識し、どのように解決するかという方向性と具体的手段を追求してきました。複雑化し

ていく現代社会において公共政策の重要性は増大しており、さまざまな分野のさまざまなレ

ベルの課題を捉えてアプローチしていくことが求められています。公共政策は行政など公共

部門だけが担うものではなく、企業や NPO など民間部門、そして一人一人の生活者の担う役

割が増大しているのです。| 本科目では、公共政策を地域マネジメントとして捉え、よりよ

い社会のためのマネジメントについて考えます。 
 

■学習の要点 

 学習の基本になるのはテキストを丁寧に読むことです。このテキストでは、公共政策を地

域マネジメントとして捉えて枠組みを示し、考慮すべき価値、問題の捉え方と構造、可能な

手段、意思決定・実施・評価のアウトライン、生活者の関与のあり方などが順を追って説明

されています。理解するうえでは具体的な事例に当てはめて考えながら納得していくことが

有効です。 
 

■学習の到達目標 

テキストをよく理解できていることが到達目標です。|出題はテキストに即した内容ですの

で、解答もテキスト学習を踏まえて記述してください。|答案の作成に当たっては、何が求め

られているかを正確に理解して、論理的に記述してください。 
 

■成績評価の基準 

・出題の要点を正しく理解して、求められていることに対して解答できているか。|・必要な

キーワードが含まれているか。|・正確かつ論理的に記述できているか。|・記述量は適切か。

記述量が少なすぎる場合には減点の対象になりますが、関係のないことで記述量を増やして

も加点されません。| 



授業コード V5209 （認定科目名：環境と開発１・環境と開発２/環境と開発） 

授業科目 環境と開発 単位 4.0 

担当者 林 隆紀 
シラバスグルー

プ 
T0V010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

法学・経済学・自然科学から

考える環境問題 
青木淳一他 著 慶應義塾大学出版会  

「環境を守る」とはどうい

うことか 

尾関周二編、環境思想・教育

研究会編 
岩波書店 [ISBN]9784002709604 

 
 

■授業の概要 

人間が科学技術の力を借りて自然に働きかけ、さまざまな開発行為を加えることによって、

これまでの歴史上でも自然環境に種々の影響を与えてきた。さらにそれが今日にいたって、

地域の自然環境や都市環境の破壊をもたらし、同時に地球環境の安定的状態さえも変えるよ

うな事態を引き起こした。そのために今や、人類の持続的生存さえもが危うくなっている。

本科目では環境を読み解くため、法学、経済学、自然科学など、様々な学問分野を学習する

ことにより、環境問題のもつ多面的な視点を獲得することを目的とする。さらにそれらを統

合して、環境やエコロジーをめぐる哲学、倫理学的な思想について学び、自ら深く考えるこ

とを目指す。 
 

■学習の要点 
① 循環型社会の在り方|② 生物多様性概念の獲得|③ 地球温暖化問題の理解|④ 環境思想の

流れ|⑤ 自然と人間の共生について 

 

■学習の到達目標 

現代社会における環境問題に対する多角的な視点を獲得するために、複数の学問分野からの

考え方を学ぶ。またこれからの持続可能な社会形成を深く考えるため、環境概念の捉え方を

学ぶ。|試験においては、抽象的努力目標のみを羅列するのではなく、学習内容に基づいて、

具体的課題の指摘や分析、あるいは根拠の提示ができるようにすること。 
 

■成績評価の基準 

（１）テキスト内容の基本的理解ができていること|（２）問題に示された指示内容について

的確に解答できていること|（３） 終試験の記述にあたっては、テキストや問題を踏まえて

論述すること、かつその中に自分自身の意見が明示されていること 



授業コード V5411 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード V5415 （認定科目名：社会心理学１・社会心理学２/社会心理学） 

授業科目 社会心理学 単位 4.0 

担当者 作田 誠一郎 
シラバスグルー

プ 
T0T014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

絶対役立つ社会心理学 日

常の中の「あるある」と「な

るほど」を探す 

藤田 哲也・監|村井 潤一

郎・編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

社会心理学は、社会学な視点と心理学な視点とをあわせもつ学問といえる。人間が社会的な

存在としての誕生し、その人びとが他者との関係のなかでどのような意思に基づいて行動す

るのか、また集団のなかでその行動にどのような変化や特徴が見られるのか。そのような問

題意識のもとに社会心理学の知見を用いつつ考えてみたい。本テキストを通じて、私たちが

社会集団のなかで誕生し、そのなかで社会化が促されながら生活していることを自覚しつ

つ、そのなかで形成される自己や社会的認知、コミュニケーションなどについて考察しなが

ら現代の社会現象を理解してもらいたい。したがって本科目の目的は、テキストから社会心

理学の基礎的な理論を学び、その分析視点を用いて現代社会を読み解く力を得ることが 終

的な到達点となる。   
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下のポイントを踏まえて学習してください。|1 自己と態度|2 対人

行動の仕組みと援助|3 社会的認知|4 対人コミュニケーション|5 社会環境と環境のもつ

意味|6 文化的な自己と機能  | 
 

■学習の到達目標 
社会心理学の基本的な知識の修得とともに、その知見に基づいた新たな発想や身近にある人

間関係を客観的に理解できる力を培うことが目標となる。   

 

■成績評価の基準 テキストの内容の理解度を中心に成績を評価します。 



授業コード V5417 （認定科目名：社会学史１・社会学史２/社会学史） 

授業科目 社会学史 単位 4.0 

担当者 辰巳 伸知 
シラバスグルー

プ 
T0T015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

クロニクル社会学（有斐閣

アルマ） 
那須壽 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

社会学は、19 世紀前半フランスのオーギュスト・コントによってその名を与えられ、それ

以降さまざまな社会学者がさまざまな学説を提唱し、今日に至っている。社会学史は、その

ような社会学の歴史を扱う科目であるが、それは決して博物館に陳列されている過去の遺物

を懐古的に観賞するようなことをねらいにするのではない。社会学者たちは、彼らが生きた

時代の現実と知的に格闘してきた。主として時代的制約のゆえに、彼らが提唱した学説は、

そのままわれわれが現在直面している現実に適用することはできないかもしれない。しか

し、そういった制約ゆえの欠落や歪みにも関わらず、多くの社会学者が提唱した学説は、現

代社会に鋭く切りこんでいく手段を提供してくれるのである。欠落や歪みについて考察する

ことすら、われわれが生きる現代社会に対するセンスを研ぎすまさせてくれるであろう。社

会学史とは、すぐれものがいっぱいつまった「道具箱」なのである。 
 

■学習の要点 

１．戦後アメリカでパーソンズの理論が登場し、一定期間絶大な影響力をもったこと、およ

びその影響力がその後減退したことについて、他の学説やアメリカ社会のあり方と関わらせ

て考えてほしい。|２．『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』をはじめとするウ

ェーバーの宗教社会学では何を解明しようとされていたのか考えてほしい。|３．ハーバーマ

スのコミュニケーション概念は、単なるコミュニケーション論を展開するだけに用いられた

のではないことを理解してほしい。|４．「意味学派」として一括総称される反客観主義的立

場について、学説ごとに検討してほしい。|５．日常生活の対面的状況に特に留意したゴフマ

ンのユニークさについて学んでほしい。|６．「構造と主体的行為」というテーマに関して、

ギデンズはどう考えたかということについて学んでほしい。| 
 

■学習の到達目標 

 この「社会学史」は、多くの社会学史とは異なって、比較的現在に近い社会学者や学説を

学ぶことを目指している。したがって、より古典的な社会学者や学説（たとえば、コントや

マルクス、デュルケム等）についての知識をある程度前提にしているところがあるので、そ

の点留意してほしい。| 科目 終試験に際しては、論述の一貫性を重視する。あまりに冗長

な論述は歓迎しない。試験問題に応じた要所をおさえた内容にしてほしい。また、あまりに

分量の少ない論述（500 字以下）には合格点を与えない。それなりに内容のある文章には、

ある程度の量が必要だからである。| リポートとは異なって、自分の意見や考えを書く必要

はない。また、テキストの内容にとどまっていたとしても、論述に一貫性があり要点をおさ

えておれば、90 点を上限に評価する。他の文献からの学習成果がうかがえれば、その内容

に応じて加点する。 
 



■成績評価の基準 設問との正確な対応。論述の一貫性。相応の分量。 



授業コード V5503 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード V5505 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード V5507 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード W0102 
（認定科目名：社会福祉原論・社会福祉原論２/社会福祉

原論） 

授業科目 社会福祉原論 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉原論 岡崎祐司編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、社会科学的視点から社会福祉の対象、目的、主体、社会的機能、分野などを理

解することに重点をおいています。社会福祉を歴史的産物としてとらえ、社会との関わりで

社会福祉の本質をとらえるということです。人権や発達が保障される社会をめざす人類の歩

みのなかで、社会福祉の政策・制度はどうあるべきか、社会福祉実践者はどのような働きや

役割を期待されているのかを考えることが大きなねらいです。そのため、テキストでは資本

主義論、国家論、社会問題論を重視しています。それをふまえて社会福祉の対象、主体、目

的などの基礎理論と社会福祉の歴史的歩みをつかんでいきます。さらに社会福祉システムの

トータルな理解と、社会福祉改革の論点を、その基礎・背景にある現代社会の矛盾と関わら

せて学びます。いわゆる制度・実践の解説本ではなく社会科学的方法論にもとづく社会福祉

理論を展開しているので、理解のためには繰り返し読む必要があるでしょう。社会福祉の

新動向解説のためのテキストではないので、それについては雑誌、インターネット等で各自

フォローをこころがけておいていただきたい。あくまで原理論科目として社会福祉の基礎理

論を深めます。 
 

■学習の要点 

（１）福祉の対象である生活問題を社会問題論の観点から考える。資本主義の矛盾と社会問

題の生成、社会問題と個人、社会問題と関わらせた社会福祉の対象設定などについて。|（２）

国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的な理念について考える。人権の思想とその歴史的

意義、人権保障と社会福祉の目的、社会福祉の権利性、発達保障について。|（３）社会福祉

サービスの供給原則のうち、「権利性」と「普遍性」について理解する。また、それらと社会

福祉の公的責任のあり方を関わらせて考察する。|（４）社会福祉サービスの供給原則のうち、

「総合性」と「地域性」について理解する。また、それらと社会福祉の公的責任のあり方を

関わらせて考察する。| 
 

■学習の到達目標 

１．学習の到達目標|（１）基本的なこととして、社会との関わり、社会問題との関わりで社

会福祉の基礎をつかめるようになること。|（２）国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的

な理念について、理解すること。とくに、人権保障との関わりからとらえるようになること。

|（３）生活問題を地域、家族、生活様式の変化の視点からとらえるようになること。|（４）

社会福祉の政策主体とはなにか、その役割と責任はどのようなものか、どのような社会的勢

力に影響されているのかについて理解できるようになること。|（５）「権利性」、「普遍性」、

「総合性」、「地域性」という社会福祉の供給原則と社会福祉の公的責任の重要性を理解でき

るようになること。| 
 



■成績評価の基準 
①情緒的ではなく論理的な文章が書かれている。|②学習の要点を踏まえて、テキストを学習

し理解できている。|③問いに対する答えになっている。|| 



授業コード W0103 （認定科目名：社会福祉史） 

授業科目 社会福祉史 単位 4.0 

担当者 小池 桂 
シラバスグルー

プ 
T0W024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本福祉史講義 池田敬正ほか 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、世界史の流れに関連させながら、日本の福祉のあゆみを古代から現代までたど

るものである。福祉は生活を通じた「さいわいの共有」を意味する言葉であるが、そこには、

生存の条件となる生活共同の視点が見出せる。福祉の歴史をひもとくことは、各時代の制約

をうけながら展開されてきた生活の共同の営みをたどることである。そうした福祉の営み

は、大きく三つの段階に分けることができる。第一段階は前近代で、共同体の規制や身分制

を前提とした政治的、宗教的救済や共同体内部の相互扶助（共済）が中心となる。第二段階

は近代で、抑圧的な共同体や身分制社会からの個々の人間の解放による自由が大きな意味を

もつ。地域の公共的救済や人間愛（博愛）にもとづく慈善事業が生まれる。第三段階の現代

社会では、個人の自由を前提とした社会福祉が成立する。特に、人類史の全過程を通じた福

祉の営みを学びながら、現代に社会福祉が成立する意義を理解することが大切である。 
 

■学習の要点 

福祉のあゆみを大きく三つの段階で理解することが必要である。歴史の苦手意識は、個別の

事象にとらわれすぎて、全体の流れを見失うことに原因がある。大きな流れをまず把握して、

個々の事象が示す特徴をふまえることが重要である。そののちに、わが国の福祉の三つの段

階の特徴を把握して、個別事象がその特徴とどう関連しているかを理解すること。テキスト

の序および１、２、３の各々のはじめの方の節（１−１、２−１・２、３−１・２）は、そう

した全体の流れを把握するために大切な箇所であるから、常に念頭に置きつつその他の内容

をとらえること。また、日本史の基礎知識が不可欠であるので、簡単な日本史の入門書など

を読んでおくことが望ましい。 
 

■学習の到達目標 
1．福祉の展開過程を通史的かつ段階的に把握することができる。|2．その中で個別的な事象

を位置づけることができる。 

 

■成績評価の基準 

1．試験問題は、テキストの各章のいずれかから出題するので、基本的にはテキストの理解

度が問われる。|2．テキストからそのまま引用せず、自分の言葉で記述することも重視する。

但し、歴史的展開をはずれた感想は認められず、不合格となるので注意すること。|3．解答

は 2,000 字以上でまとめること。 



授業コード W0104 
（認定科目名：社会福祉方法原論１・社会福祉方法原論２

/社会福祉方法原論） 

授業科目 社会福祉方法原論 単位 4.0 

担当者 眞砂 照美 
シラバスグルー

プ 
T0W083 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉方法原論の展開 植田章ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 介護保険制度や障害者総合支援法など社会保障・社会福祉分野における利用契約制度への

移行は、利用者・家族の暮らしに大きな影響をもたらしている。たとえば、「利用料負担」や

「介護認定」「支援区分認定」といった仕組みはサービス利用を大きく制限するものとなっ

ている。市場原理に基づく事業者間の競争は、利用者と福祉施設・事業所との信頼関係を崩

し、職員の専門性の発揮をも妨げ、同時に福祉施設・事業所の運営・経営もいっそう厳しい

状況に追い込んでいる。| こうした福祉現場の今に焦点を当て、社会福祉専門職の専門性と

は何か、利用者の立場に立った福祉実践・福祉労働をどのように発展させていくのか、あら

ためて方法・技術論の今日的な課題から学習を深める。 
 

■学習の要点 

１）社会福祉実践とケアマネジメントを支える理論と方法について|２）ケアにみる社会福祉

援助の思想と方法について|３）クライエントの生活を理解する意味と技法について|４）当

事者活動と社会福祉援助の連携について|５）社会福祉援助における社会福祉調査の意義とそ

の方法について|６）援助記録･実践に活かす記録とその方法について|７）ケアする人を支え

る方法について|８）社会福祉専門職の仕事の場と専門性の課題について 
 

■学習の到達目標 
 学習の到達目標：「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進

度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価を行う。|  

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：採点は、加点方式を基本とする。出題の要点を正しく理解し、論理的に解

答が述べられていること（60 点）。論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。| 

留意点：（１）テキストの丸写しや箇条書きでないこと。|     （２）リポート設題で

の学びが活かされていること。| 



授業コード W0336 （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4.0 

担当者 緒方 由紀 
シラバスグルー

プ 
T0W017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 I（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

4) 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版  

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 II（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

５） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版 [ISBN]9784805839478 

 
 

■授業の概要 

 かつて精神障害者は医療の対象として対処されてきた。現在障害者総合支援法、精神保健

福祉法等を中心に地域で生活するための施策やサービスが、国と地方自治体それぞれの役割

に応じて提供されている。| 本科目では、本人の主体性を重んじ、人としての尊厳や自尊心

を損なうことなく、自立を支援するための具体的な方法を学習するとともに、家族支援につ

いても検討する。| さらに、近年障害者本人もしくは家族による相互支援としての当事者活

動も活発になってきており、そうした動向にも関心を寄せ、グループ支援のあり方について、

またセルフヘルプ活動によって達成し得るもの、ピアサポートの意義とともに理解を深め

る。 
 

■学習の要点 

１．精神障害者の現状を把握する。|２．精神障害者とその家族への個別およびグル—プを用

いた支援方法を理解する。|３．場面に応じた援助のあり方および実践プログラムや具体的な

事業について理解する。|４．ケアマネジメントの実際を知る。|５．セルフヘルプグループの

意義およびピアサポートについて理解する。|６．チームアプローチと連携について理解す

る。 
 

■学習の到達目標 

 まず第一に精神障害者の生活上の困難について、病者としてだけではなく生活者として、

把握できていることが重要である。さらには、 新の具体的な関連法制度や施策・事業を理

解するとともに、援助者側の多様な役割を説明できるようになることが求められる。| 
 

■成績評価の基準 

 問題では何が問われているのか、どのような事柄を取り上げ論述していくべきなのかを正

確に読み解き、問題に沿って答案を作成してください。| さらに文章としてのまとまり、自

身の考察が客観的な根拠とともに示されているかどうか、全体をとおして論理的展開となっ

ているか、これらを踏まえ評価します。| 答案作成の上での基本的事項（分量、正しい日本

語、誤字脱字、正確な用語の理解など）が不足している場合は減点の対象となります。 



授業コード W0341 （認定科目名：仏教福祉論） 

授業科目 仏教福祉論 単位 4.0 

担当者 林 俊光 
シラバスグルー

プ 
T0W050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

仏教・共生・福祉 水谷幸正 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 現代社会は混迷の時代である。この時代に生きている人間は、何か心の支えがなければ生

きているという実感をもつことができない世の中となっている。このような中で、人間の心

に支えとなり生きているのが仏教であり、それを柱に考え実践されるのが仏教福祉である。

| この科目では、仏教の福祉概念を把握し、それが私達の生活とどのように関わっているの

かを理解する。 
 

■学習の要点 

 まず仏教・仏教福祉に興味関心を持つことがスタートである。仏教福祉の文献・資料は、

仏教や社会福祉とは比べものにならない程少ない。それらを探し出すこと自体もまた苦労と

なる場合がある。| まず興味関心を持つ。それがこの科目の学習の大前提である。そのうえ

で次のような点を中心に学習する。| ・仏教福祉の概念について| ・仏教福祉の実践概念に

ついて| ・仏教福祉実践の例を社会福祉施設に求め、その目標や具体的展開| ・地域社会に

おける仏教福祉の実践活動について| ・現代社会における仏教と共生について| 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。| 

 

■成績評価の基準 学習の進度と理解度を測り、その到達度に即して評価する。 



授業コード W0342 （認定科目名：家族福祉論１・家族福祉論２/家族福祉論） 

授業科目 家族福祉論 単位 4.0 

担当者 田中 智子 
シラバスグルー

プ 
T0W044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「子どもの貧困」を問い直

す―家族・ジェンダーの視点

から 

松本伊智朗編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

子どもや女性、障害者、高齢者、患者などが抱える問題は、同時に、かれらの家族が抱える

問題でもある。しかし、当事者に焦点化することで家族問題が後景に退いたり、あるいは世

帯を単一のものととらえることでその内部の問題が捨象されたりする。この問題解決には、

ジェンダー視点の導入が不可欠である。問題を抱える当事者とその家族は、当該家族の逸脱・

病理とみなされることによって、孤立化を深め、問題をより深刻化させている。それほどに

「家族」には、特定の固定化されたイメージがつきまとっている。「家族福祉」は、家族を歴

史的・社会的にとらえることによって、現実の家族の多様性を受け止め、家族に自己責任を

負わせない社会のありかたを展望するなかで、家族支援のあり方を検討することを課題とし

ている。 
 

■学習の要点 

家族福祉とは何か、について社会福祉の一分野正確に理解できるように、家族福祉について

の内外の理論を学習し理解を深めておこう。そのためには、現代の社会構造に規定された家

族の現状について理解を深めることが不可欠である。また、現代社会および現代家族の特質

を理解し、なぜ家族福祉が必要とされるのか、現代の家族福祉の政策や実践、法律や制度に

ついても学習しておこう。| １．現代社会と現代家族の特質について| ２．現代家族を理解

するうえでのジェンダー視点の意義について| ３．家族内部の問題を可視化する視点につい

て| ４．家族問題の表れについて| ５．家族支援のあり方について| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問題の意図を十分にくみ

とって論述すること。| 
 

■成績評価の基準 
テキストの内容を十分に理解できていること。そのうえで、独自の考察が展開できているこ

と。 



授業コード W0343 （認定科目名：児童福祉論・児童福祉論２/児童福祉論） 

授業科目 児童福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代児童家庭福祉論 服部次郎編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、現代社会における児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養

い、支援の展開に向けての基礎理論及び方策について学ぶ。少子化の進行、世帯構成や家族

機能の変化、地域社会の変容等、子どもの育つ環境の変容について理解し、児童と家庭への

支援のあり方について考察する。具体的には、歴史的な展開過程をふまえつつ、児童福祉の

基本的視点、思想及び理念を学ぶ。また、戦後に創設した児童福祉法の成立とその社会的意

義を確認し、児童の権利について理解を深めるとともに、今日の社会福祉全体の動向（制度

改革、地域・在宅福祉への転換、利用者主体、自立支援など）のなかで児童福祉の課題をと

らえる。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉の思想・理念、児童の権利|  

児童福祉の歴史的な変容をふまえ、児童の権利擁護に向けての歩みと、関連法規について学

ぶ。児童福祉における基本理念を理解する。|２．現代社会における子どもの生活ニーズとそ

の背景|   児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会状況について理解を深め、子どもの生

活上のニーズ、生活困難等を学ぶ。成長・発達する存在としての子どもの特性についても理

解する。|３．児童福祉の関係法規と実施体制|   児童福祉法制度の内容、実施体制について

学ぶ。法制度の改正とその背景についても理解を深める。担い手としての専門職の役割・機

能についても学ぶ。児童福祉における権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価について理

解する。|４．児童福祉の施策|   児童福祉に関する施策全般について学び、支援活動の実際

と絡めて課題を考察する。|５．児童福祉の支援活動における基本的視点と支援の実際|   さ

まざまな支援活動（相談支援、施設ケア等を含む）について、支援の基盤となる価値や倫理、

知識、技術・技能について学ぶ。事例から支援の実際を学び、課題を考察する。|６．関連領

域・職種との連携と子育ての社会化|   子どもが育つこと、子どもを育てることに関するソ

ーシャル・サポートについて考える。ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョ

ン、エンパワーメントなどの視点に学ぶ。子どもとその家庭を支援する機関・施設等の連携

のあり方について考察する。 
 

■学習の到達目標 

現代社会における児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養い、支援の展

開に向けての基礎理論及び方策について説明できる。少子化の進行、世帯構成や家族機能の

変化、地域社会の変容等、子どもの育つ環境の変容について理解し、児童と家庭への支援の

あり方について考察することができる。歴史的な児童福祉の展開過程をふまえ、児童福祉の

基本的視点、思想及び理念を学び、児童の権利擁護の視点から、今日の児童福祉をめぐる諸

課題について検討することができる。 
 



■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W0344 
（認定科目名：老人福祉論・老人福祉論２/老人福祉論Ⅰ

/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

今日の高齢者福祉の状況は、「介護問題」を中心に議論されている。しかし、「老人福祉」に

求めれる学問的追求は、本来の「人間らしい生き方」を社会が守ろうとする現代的な課題で

もある。そのことは、「介護問題」のみに着眼するのではなく広い意味での「福祉」の探究へ

とつながっていく。| また、「高齢期」に遭遇する生活状況や、社会が対峙していかなけれ

ばならない課題なども理解し、多角的な分析を行えるよう、広い視野をもつようにしていた

だきたい。| そのため、この科目では、まず老人福祉の基本を学ぶことを目的とし、老人福

祉の歴史的経緯や、「老い」についての理解、高齢期における生活課題、高齢者と人権など

を学びつつ、学習の要点に示している内容の理解を深めていってほしい。| 
 

■学習の要点 

(１) 人口高齢化の状況とその特徴| わが国の人口高齢化には、他の先進国には見られない

幾多の特徴がある。わが国の高齢化の進展状況とともに、その特徴を理解すること。|(２) 高

齢者の生活実態| 高齢者の生活状況を、健康・経済、家庭・住居、社会活動などの側面から

トータルに理解すること。|(３) 要介護高齢者の増加と介護問題| 高齢者の介護問題が生じ

た理由・社会的背景とともに、現代の高齢者の介護問題を理解すること。|(４) 高齢者福祉政

策の変遷| わが国の高齢者福祉の発展・変遷の歴史を理解するとともに、近年、めまぐるし

く変化している制度・政策の内容を理解すること。|(５) 高齢者福祉に関係する法律|  老

人福祉法、高齢者居住法、後期高齢者医療制度|(6) 高齢者社会対策基本法の理解 
 

■学習の到達目標 

(１) 試験問題はテキスト及び各省庁の 新動向なども含めた内容に基づき出題する。|(２) 

学習の要点に従い、テキストを熟読し学習を深めることが何よりも必要である。|(３) 出題

の要点を正しく理解し、解答されているかによって採点する。| 
 

■成績評価の基準 
基本的なキーワード（専門用語）を押さえながら、理念や高齢者福祉をとらえる支援など、

総合的に評価する。 



授業コード W0345 
（認定科目名：障害者福祉論・障害者福祉論２/障害者福

祉論Ⅰ） 

授業科目 障害者福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 鈴木 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W038 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を把握し、障害

者問題に関する構造的理解を深める。また、障害者問題の解決の指針を示す障害者福祉理念

について学習する。さらに、障害者の活動や参加の制約を克服するための実践的な方策を明

らかにするためにも、「障害」概念の構造的な把握についての理解を深める。以上の基礎知

識を習得したうえで、現在の障害者制度である障害者自立支援法（総合支援法）についての

現状と課題を把握する。更に、同法が障害当事者や家族の生活、あるいは障害福祉労働者の

行なう支援にどのような影響を与えているのかということを、事例等をもとに考察を深め

る。また、障害者やその家族の権利保障を目指して展開されてきた社会福祉実践についても

考察を深める。 
 

■学習の要点 

 テキスト・参考文献等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題を

どのようにとらえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）

との関連で把握し、障害者問題の現れを労働と生活を中心に学習する。|（２）障害者福祉の

基本的な理念であるノーマライゼーション、リハビリテーションについて学習する。また、

障害者の人権確立に向けた国際的な動向について、国連の提唱による「国際障害者年」とそ

れ以降の動き、（〜「障害者権利条約」）について学習する。|（３）わが国における障害者福

祉の歴史を概観し、特に戦後の各時期の特質について、対象−政策−運動の側面から理解す

る。|（４）障害とは何か、WHO の「国際生活機能分類」（ICF）によって理解し、障害の構造

的把握の意義と課題について理解する。|（５）わが国の障害福祉政策の展開を障害者運動と

の関わりにおいて理解する。|（６）障害者自立支援法（総合支援法）の内容と課題を、障害

者本人とその家族、福祉労働者との関連において理解する。|（７）現在展開されている障害

者福祉実践について、テキストに紹介されている事例も参考に現状と課題を理解する。| 
 

■学習の到達目標 
テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。 

 

■成績評価の基準 
問題についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。 



授業コード W0346 
（認定科目名：地域福祉論１・地域福祉論２/地域福祉論

Ⅰ） 

授業科目 地域福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W057 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉領域の地方分権化の動向とも関わって、地域福祉の展開に注目が集まっている。し

かしながら、既存の社会福祉概念と地域福祉概念の差異は必ずしも明確にされていないのが

現状である。また、実践レベルでは新しい動きが数多く見られるようになってきており、こ

の動向をふまえての検討が不可欠になっている。そこで、ここでは、これまでの地域をめぐ

る福祉課題を捉える視角を獲得するために、これまでの政策動向、歴史的経過、地域社会の

変遷をふまえつつ、地域福祉理念や基礎的概念の検討、地域福祉実践のシステム・方法等に

ついての学習を深めることを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について理解する。また、戦後のコミュニティ

の変化と生活の変化について理解する。|２．社会福祉政策の動向について理解する。その上

で、地域問題や生活問題の変化、地域福祉実践の発展方向について理解する。|３．生活問題

の現状とサービス供給主体の多様化について理解する。|４．地域福祉における主体・対象に

ついて理解する。また、地域福祉における計画のもつ意義について、その目的・方法・過程

について理解する。|５．地方分権の推進と地域における公私の役割について理解する。特に

社会福祉政策全般との関わりで地域福祉の現状を理解する。|６．地域福祉における関連諸領

域との関係について理解する。とりわけ、医療、保健、教育、労働等の福祉に密接に関わり

のある領域との関係についてより深く理解する。| 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード W0351 （認定科目名：児童福祉論Ⅱ/児童福祉論） 

授業科目 児童福祉論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童や家庭に対する支援と

児童・家庭福祉制度 第7版

（新・社会福祉士養成講座

15） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養い、支援の展開に

向けての基礎理論及び方策について学ぶことを目的とする。日々の生活のなかで、子どもの

成長・発達を支援する児童福祉の意義とは何か、また現代社会における児童福祉の課題とは

何かを考える。これまで展開されてきた児童福祉の歴史に学びつつ、少子化の進行、世帯構

成や家族機能の変化、地域社会の変容等、子どもの育つ社会環境の変化をおさえ、現代にお

ける子どもとその養育者への社会的支援について考察を深めたい。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉の思想・理念、児童の権利| 関

連法規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関

する基本的視角を得る。|２．現代社会における児童福祉ニーズとその背景| 児童の育つ生

活環境、児童を取り巻く社会状況について理解を深め、児童福祉ニーズを考察する。|３．児

童福祉の関係法規と実施体制| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解す

る。児童福祉サービスの体系と、利用に関する費用、財源、運営主体としての機関・施設、

非営利組織、その他関連する社会資源、専門職の役割・機能について学ぶ。また、児童福祉

における計画や運営、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童

福祉の施策| 母子保健、保育、健全育成、子育て支援、ひとり親家庭・要保護児童・障がい

のある児童等を対象とした支援、子ども家庭の貧困への対応、児童虐待防止などの児童福祉

施策全般について学び、支援の展開と絡めて課題を考察する。|５．児童福祉の支援活動にお

ける視点と原理・原則| 児童福祉の専門職として、支援の基盤となる価値や倫理、知識、技

術・技能について学ぶ。|６．児童福祉の担い手と子育ての社会化| 児童福祉の専門職による

支援にとどまらず、子どもが育つこと・子どもを育てることに関するソーシャル・サポート

やネットワークについて考える。ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョン、

エンパワーメントなどの視点に学ぶ。子育て支援の意義と課題、社会的養護のあり方、虐待

防止のための取組みなど具体的に関心のあるテーマで検討を深める。  
 

■学習の到達目標 

児童福祉の諸課題を考えるための基本的な視座を養い、支援の展開に向けての基礎理論、基

礎知識と方策を理解することを目指す。児童福祉の歴史的変遷を、社会的背景・社会問題と

の関連させながら理解を深め、子どもとその家庭の生・生活の困難や生活課題について考察

する力を涵養する。現代社会における子どもとその家庭への支援のあり方について検討でき

るようになる。 
 



■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W0352 （認定科目名：老人福祉論Ⅱ/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

高齢者福祉への社会的ニーズは、少子高齢化により更なる社会的サービスの需要が予測され

ている。その対応のため、介護保険制度が 2000 年より実施された。その制度の現状を理解

し、「介護の社会化」といった理念、および「選別主義」から「普遍主義」を希求した結果の

新しい制度であったことも認識していただきたい。また、今後のサービスの拡大と財源問題

および自己負担問題、保険料の設定など現状から変更を迫られる時期がくると考えられる。

その意味で、今後の制度設計と理念などをどのように融合させていけばよいか学習してほし

い。  
 

■学習の要点 

(1)深刻化する高齢者介護問題| 現代的な課題である、要介護高齢者の社会生活上の課題や、

その支援のためのサービスの充実がどのように変遷してきたのかを理解する。|(2)私的介護

から公的介護への変遷| 「介護の社会化」や「選別主義」から「普遍主義」への理念の転換。

そして、今後の財源問題や自己負担問題など制度が抱える課題についても学習してくださ

い。|(3)高齢者ケアサービスの発展| 我が国における、高齢者福祉サービスの変遷を理解し、

現状のサービス形態やサービス種類、および施設形態などの特徴について学習してくださ

い。|(4)介護保険制度と財源構成| 介護保険制度が市町村における、介護保険事業計画に基

づいて実施されていることの理解とともに、各市町村ごとの人口動態の変化、財源構成、利

用者負担などの理解|(5)認知症高齢者および認知症ケア| 認知症に関する、精神医学的な知

見と、認知症当事者の内的世界について学習を深めてください。また、認知症ケア実践とし

てさまざまな取り組みが行われているが、ケア提供者やまわりの人々はどのようなことを意

識（注意）して認知症の方々と接していけばよいのか学習してください。|(6)地域包括支援

センターと、地域包括ケアシステムの理解| 日常生活圏域への理解と、日本版コミュニテ

ィ・ケアへむけた地域包括支援システムへの現状と課題|(7)その他の高齢者福祉関連法につ

いて学習してください。| 成年後見制度、日常生活自立支援制度、高齢者居住法など、広く

学習してください。 
 

■学習の到達目標 

(１) 試験問題はテキスト及び各省庁の 新動向なども含めた内容に基づき出題する。|(２) 

学習の要点に従い、テキストを熟読し学習を深めることが何よりも必要である。|(３) 出題

の要点を正しく理解し、解答されているかによって採点する。| 
 

■成績評価の基準 
基本的なキーワード（専門用語）および、国家試験に対応できる基本的理解ができているこ

とを基準とする。 



授業コード W0353 （認定科目名：障害者福祉論Ⅱ/障害者福祉論） 

授業科目 障害者福祉論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 田中 智子 
シラバスグルー

プ 
T0W040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を前提とした障

害者問題の現れについて理解を深める。その上で、障害者問題の解決の指針を導きだすため

に、障害者福祉理念や障害概念、障害者福祉施策の変遷や、現在の障害者関連法等の基礎的

知識の習得を目的とする。その上で、社会福祉専門職として障害者問題をどのように把握す

るのか、またその問題に対し社会的支援をどのように介入させるのかということについて、

事例等をもとに理論と現実を切り結んで理解する視点を身につける。 
 

■学習の要点 

テキスト・参考文献等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題をど

のようにとらえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）と

の関連で把握し、現代における障害者・家族の貧困問題を引き起こす社会構造についての理

解を深める。|（２）障害者福祉の基本的な理念であるノーマライゼーション、現在の国際的

到達である障害者の権利条約についてその成立背景と内容を理解する。|（３）わが国におけ

る障害者福祉の歴史を概観し、特に戦後の各時期の特質について、対象−福祉政策−社会運動

という側面から理解する。|（４）障害とは何か、国際的到達である WHO の「国際生活機能

分類」（ICF）との比較において、わが国の障害規定の特徴と問題について理解する。|（５）

障害者総合福祉法の内容と課題を、障害者本人とその家族、福祉労働者の実際との関連にお

いて理解する。|（６）社会福祉実践の供給主体像について、公的責任との関連において理解

する。 
 

■学習の到達目標 

テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。「答案」

は箇条書きではなく論述すること。 
 

■成績評価の基準 
問題についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。  



授業コード W0354 （認定科目名：地域福祉論Ⅱ/地域福祉論） 

授業科目 地域福祉論Ⅱ 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W059 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 2000 年に「社会福祉事業法」から「社会福祉法」に名称改正され、新しい法体系の下で

社会福祉が運営されるようになった。社会福祉領域の地方分権化の動向とも関わって、「地

域における社会福祉」の展開に注目が集まっている。しかしながら、既存の社会福祉概念と

地域福祉概念の差異は必ずしも明確にされていないのが現状である。また、実践レベルでは

新しい動きが数多く見られるようになってきており、この動向をふまえての検討が不可欠に

なっている。|ここでは、これまでの政策動向、歴史的経過、地域社会の変遷をふまえつつ、

地域福祉理念や基礎的概念の検討、地域福祉実践のシステム・方法等についての学習を深め

ることを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の推進主体について、その取り扱う問題の特長をふまえて理解する。|２．社会

福祉政策の動向をふまえて、地域福祉問題の具体的内容、その解決方法について理解する。

|３．地域社会の変化、地域生活問題の現状と社会福祉サービス供給主体の多様化をふまえ

て、地域福祉の展開の可能性について検討する。|４．地域福祉計画の意義と課題について、

その目的・方法・過程の現状をふまえて理解する。|５．地域福祉の対象と主体の関係性につ

いて、日本におけるコミュニティの現状をふまえて、具体的に理解する。|６．地域福祉推進

における関連諸領域との連携の重要性と、その具体的方法について理解する。とりわけ、医

療、保健、教育、労働等の地域住民の生活に密接に関わりのある領域との関係についてより

深く理解する。| 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード W0355 （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4.0 

担当者 松岡 義明 
シラバスグルー

プ 
T0W086 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神疾患とその治療 第 2

版（新・精神保健福祉士養成

講座 1） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 精神医学とは人間の精神およびその障害を、生物学的・心理学的・社会的にとらえ、治療

ならびに研究する学問です。| 学習する内容は次のとおりです。| ①精神医学・医療の歴史

| ②脳および神経の基礎知識| ③精神障害の概念| ④診断法| ⑤代表的な精神疾患| ⑥

治療法| ⑦病院精神医療および地域精神医療| 福祉関係の業務に従事することを望む人に

とって、精神医学を系統的に学ぶことは必要不可欠です。広範な内容が含まれるので、興味

と関心を持って意欲的に学習してください。 
 

■学習の要点 

 まず科目の内容を全体的に学習してください。そのうえで、以下の内容をより詳しく学習

してください。| ①精神疾患の成因と分類| ②精神作用物質使用による精神および行動の

障害| ③統合失調症| ④気分障害| ⑤パーソナリティ障害 | ⑥精神科医療と法 
 

■学習の到達目標 
主な精神疾患の症状および治療を正しく知ることと、精神障害者への適切な支援の方法を理

解することが目標です。答案は、論理の筋道をきっちりたてて記してください。 

 

■成績評価の基準 

①問題のすべての側面に総合的かつ適切に対応してるか|（設問のすべてをカバーしており、

内容が設問に関連しており妥当かどうか）|②関連する諸問題を理解しているか|（諸要素を

適切かつ批判的思考に基づいて把握していることが具体的に示されているかどうか）|③参考

文献を読んだことがわかる形で示しているか|（テキスト及ぶ参考文献等の関連図書を十分に

読んだことが示されているかどうか）|④論理的に構成されているか|（論文を通じて思考が

論理的かつ整然とした順序で展開されているかどうか）|⑤論文として適切な構成、文法を適

切にしているか|（導入部と接続部が適切か・論文として読みやすいか・文章が文法的に正し

く接続が適切か・誤字脱字がなく改行や句読点の打ち方に配慮しているか・規定文字数を範

囲内か、等）|| 



授業コード W0356 （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4.0 

担当者 塩満 卓 
シラバスグルー

プ 
T0W067 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健の課題と支援 第

3 版（新・精神保健福祉士養

成講座 2） 

日本ソーシャルワーク教育

学校連盟編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

世界及び日本の精神保健の歴史を踏まえ、社会発展に伴う人々の精神保健問題の広がりと主

要な精神保健課題とその対策・限界について、学ぶ。➀精神保健の歴史を理解する。また、

②アディクション問題（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症）の課題、③家

族の精神保健の課題、④労働者の精神保健の課題、⑤学校現場における精神保健の課題、を

理解し、現行の対策とその限界について、考える。 
 

■学習の要点 

➀精神保健の歴史| 世界及び日本の精神保健活動の歴史的展開を理解する。|②アディクショ

ン問題| 依存症（アルコール、薬物依存、ギャンブル）とその支援について理解する。|③ 家

族の精神保健の課題| 結婚生活と周産期、子育てに関する精神保健課題とその支援について

理解する。|④労働者の精神保健の課題| 過労死、ブラック企業等の労働環境の劣化に伴う

精神保健課題とその支援について理解する。|⑤学校現場における精神保健の課題| 学校現

場における不登校、いじめ、教師の精神保健課題とその支援について理解する。 
 

■学習の到達目標 

➀世界及び日本の精神保健活動がどのように展開してきたかについて、説明することができ

る。|②依存症（アルコール、薬物、ギャンブル）の理解とその支援について、説明すること

ができる。|③結婚生活と周産期、子育てに関する精神保健の課題とその支援について、説明

することができる。|④過労死、ブラック企業等の労働環境の劣化に伴う、精神保健課題とそ

の支援について、説明することができる。|⑤学校現場における不登校、いじめの理解とその

支援について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。|期待値以上に達成できていれば、

100～90 点、十分に達成できていれば 89～80 点、ほぼ達成できていれば 79～70 点、もう

少し努力が必要な場合は 69～60 点、求める 低水準に達せず更なる努力が必要な場合は 59

～0 点とする。 



授業コード W0357 （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4.0 

担当者 髙木 健志 
シラバスグルー

プ 
T0W034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 I（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

4) 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版  

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 II（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

５） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版 [ISBN]9784805839478 

 
 

■授業の概要 

 この科目は、精神障害者にとって必要とされる地域生活、自立生活をめざした、リハビリ

テーションの理念と技術、価値などについて学ぶことを目的としている。| リハビリテーシ

ョンは元来「人間としての身分、名誉の回復」を意味するものである。時代によって職業的

リハビリテーション、医学的リハビリテーション、教育的リハビリテーションと次々にその

対象をひろげ、成果を上げていった。社会的リハビリテーション、地域リハビリテーション

とその目的は、ノーマライゼーション理念に通じる実践を必要としてきている。| 精神保健

福祉士は、その専門性の視点を生活者（人としてあたりまえの生活）、人権擁護、全体性の原

理などにおいている。リハビリテーションが、単に社会復帰訓練や生活技能訓練として当事

者のみに焦点がおかれることのないよう、社会福祉専門領域の「生活モデル」「当事者全体」

の軸の中で講義としていく。加えて医学、心理学、その他の専門性が培ってきた知識と技術

についても十分な理解が得られることをつけ加えておく。 
 

■学習の要点 

１．障害者リハビリテーションの理念と意義を理解する。|２．精神科リハビリテーションの

理念と意義を理解する。|３．精神科リハビリテーションの対象と精神保健福祉士の役割を確

立し、他の専門職等との連携のありかたについて理解する。|４．医療機関におけるリハビリ

テーション（作業療法、レクリエーション、集団精神療法、SST、家族教育プログラム、デ

イケア・ナイトケア等）について学び、理解する。ロールプレイ等も行なう。|５．精神保健

福祉士が、その専門性を生かしながら、各リハビリテーションにかかわる意味（事例検討）

を演習形式で発表、検討する。|６．地域生活支援、生活のしづらさと精神科リハビリテーシ

ョンの課題について考えていく。 
 

■学習の到達目標 

・あくまでもテキストや指定・関連文献を学ぶのであり、それを中心にして学んでほしい。

施設での経験や当事者の話だけで報告しないこと。|・成績評価はテキストに沿ったまとめが

出来ているか、問題の意味が把握できているか、答案としてのまとまりがあるかを考慮する。

|・作業療法士や臨床心理士とは専門性が異なるので、あくまでも精神保健福祉士の視点か

ら、記述するように心掛けること。 
 



■成績評価の基準 
評価としては、設題・問題に関するテキスト内容を理解しているか。また他の参考文献とと

もに論述考察ができているかによる。 



授業コード W0358 （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4.0 

担当者 松岡 義明 
シラバスグルー

プ 
T0W086 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神疾患とその治療 第 2

版（新・精神保健福祉士養成

講座 1） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 精神医学とは人間の精神およびその障害を、生物学的・心理学的・社会的にとらえ、治療

ならびに研究する学問です。| 学習する内容は次のとおりです。| ①精神医学・医療の歴史

| ②脳および神経の基礎知識| ③精神障害の概念| ④診断法| ⑤代表的な精神疾患| ⑥

治療法| ⑦病院精神医療および地域精神医療| 福祉関係の業務に従事することを望む人に

とって、精神医学を系統的に学ぶことは必要不可欠です。広範な内容が含まれるので、興味

と関心を持って意欲的に学習してください。 
 

■学習の要点 

 まず科目の内容を全体的に学習してください。そのうえで、以下の内容をより詳しく学習

してください。| ①精神疾患の成因と分類| ②精神作用物質使用による精神および行動の

障害| ③統合失調症| ④気分障害| ⑤パーソナリティ障害 | ⑥精神科医療と法 
 

■学習の到達目標 
主な精神疾患の症状および治療を正しく知ることと、精神障害者への適切な支援の方法を理

解することが目標です。答案は、論理の筋道をきっちりたてて記してください。 

 

■成績評価の基準 

①問題のすべての側面に総合的かつ適切に対応してるか|（設問のすべてをカバーしており、

内容が設問に関連しており妥当かどうか）|②関連する諸問題を理解しているか|（諸要素を

適切かつ批判的思考に基づいて把握していることが具体的に示されているかどうか）|③参考

文献を読んだことがわかる形で示しているか|（テキスト及ぶ参考文献等の関連図書を十分に

読んだことが示されているかどうか）|④論理的に構成されているか|（論文を通じて思考が

論理的かつ整然とした順序で展開されているかどうか）|⑤論文として適切な構成、文法を適

切にしているか|（導入部と接続部が適切か・論文として読みやすいか・文章が文法的に正し

く接続が適切か・誤字脱字がなく改行や句読点の打ち方に配慮しているか・規定文字数を範

囲内か、等）|| 



授業コード W0359 （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4.0 

担当者 塩満 卓 
シラバスグルー

プ 
T0W067 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健の課題と支援 第

3 版（新・精神保健福祉士養

成講座 2） 

日本ソーシャルワーク教育

学校連盟編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

世界及び日本の精神保健の歴史を踏まえ、社会発展に伴う人々の精神保健問題の広がりと主

要な精神保健課題とその対策・限界について、学ぶ。➀精神保健の歴史を理解する。また、

②アディクション問題（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症）の課題、③家

族の精神保健の課題、④労働者の精神保健の課題、⑤学校現場における精神保健の課題、を

理解し、現行の対策とその限界について、考える。 
 

■学習の要点 

➀精神保健の歴史| 世界及び日本の精神保健活動の歴史的展開を理解する。|②アディクショ

ン問題| 依存症（アルコール、薬物依存、ギャンブル）とその支援について理解する。|③ 家

族の精神保健の課題| 結婚生活と周産期、子育てに関する精神保健課題とその支援について

理解する。|④労働者の精神保健の課題| 過労死、ブラック企業等の労働環境の劣化に伴う

精神保健課題とその支援について理解する。|⑤学校現場における精神保健の課題| 学校現

場における不登校、いじめ、教師の精神保健課題とその支援について理解する。 
 

■学習の到達目標 

➀世界及び日本の精神保健活動がどのように展開してきたかについて、説明することができ

る。|②依存症（アルコール、薬物、ギャンブル）の理解とその支援について、説明すること

ができる。|③結婚生活と周産期、子育てに関する精神保健の課題とその支援について、説明

することができる。|④過労死、ブラック企業等の労働環境の劣化に伴う、精神保健課題とそ

の支援について、説明することができる。|⑤学校現場における不登校、いじめの理解とその

支援について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。|期待値以上に達成できていれば、

100～90 点、十分に達成できていれば 89～80 点、ほぼ達成できていれば 79～70 点、もう

少し努力が必要な場合は 69～60 点、求める 低水準に達せず更なる努力が必要な場合は 59

～0 点とする。 



授業コード W0360 （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4.0 

担当者 髙木 健志 
シラバスグルー

プ 
T0W034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 I（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

4) 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版  

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 II（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

５） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版 [ISBN]9784805839478 

 
 

■授業の概要 

 この科目は、精神障害者にとって必要とされる地域生活、自立生活をめざした、リハビリ

テーションの理念と技術、価値などについて学ぶことを目的としている。| リハビリテーシ

ョンは元来「人間としての身分、名誉の回復」を意味するものである。時代によって職業的

リハビリテーション、医学的リハビリテーション、教育的リハビリテーションと次々にその

対象をひろげ、成果を上げていった。社会的リハビリテーション、地域リハビリテーション

とその目的は、ノーマライゼーション理念に通じる実践を必要としてきている。| 精神保健

福祉士は、その専門性の視点を生活者（人としてあたりまえの生活）、人権擁護、全体性の原

理などにおいている。リハビリテーションが、単に社会復帰訓練や生活技能訓練として当事

者のみに焦点がおかれることのないよう、社会福祉専門領域の「生活モデル」「当事者全体」

の軸の中で講義としていく。加えて医学、心理学、その他の専門性が培ってきた知識と技術

についても十分な理解が得られることをつけ加えておく。 
 

■学習の要点 

１．障害者リハビリテーションの理念と意義を理解する。|２．精神科リハビリテーションの

理念と意義を理解する。|３．精神科リハビリテーションの対象と精神保健福祉士の役割を確

立し、他の専門職等との連携のありかたについて理解する。|４．医療機関におけるリハビリ

テーション（作業療法、レクリエーション、集団精神療法、SST、家族教育プログラム、デ

イケア・ナイトケア等）について学び、理解する。ロールプレイ等も行なう。|５．精神保健

福祉士が、その専門性を生かしながら、各リハビリテーションにかかわる意味（事例検討）

を演習形式で発表、検討する。|６．地域生活支援、生活のしづらさと精神科リハビリテーシ

ョンの課題について考えていく。 
 

■学習の到達目標 

・あくまでもテキストや指定・関連文献を学ぶのであり、それを中心にして学んでほしい。

施設での経験や当事者の話だけで報告しないこと。|・成績評価はテキストに沿ったまとめが

出来ているか、問題の意味が把握できているか、答案としてのまとまりがあるかを考慮する。

|・作業療法士や臨床心理士とは専門性が異なるので、あくまでも精神保健福祉士の視点か

ら、記述するように心掛けること。 
 



■成績評価の基準 
評価としては、設題・問題に関するテキスト内容を理解しているか。また他の参考文献とと

もに論述考察ができているかによる。 



授業コード W0501 （認定科目名：社会保障論） 

授業科目 社会保障論 単位 4.0 

担当者 横山 壽一 
シラバスグルー

プ 
T0W062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版社会保障論 里見賢治著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 社会保障制度はしばしば「自助の補完物」と見なされることが多いが、現代においては遙

かにそれを越えるものであり、少なくとも現代社会においては、「自助の前提条件」として

国民生活の不可欠な構成要素の一つとなりつつある。| この講義では、この現代的な現象を

政策論的な観点から理論的・制度論的に考察し、受講生が、社会保障制度の全体像と各個別

制度の基本的な仕組み・今後の課題などを理解・把握し、社会保障に関する理論的・政策的

な判断能力を獲得できることを目指す。なお、社会保障制度を構成する社会福祉各制度等に

ついては、本学では別に各種の授業科目が用意されているので、この講義で使用するテキス

トではそれらについては簡潔にふれるにとどめ、それらと重複しない社会保険各制度を中心

に詳述しているが、社会保障制度は社会保険に限定されるものではなく、社会福祉各制度等

を含む総合的生活保障制度の中核としてあることに、特に注意を喚起しておきたい。| 
 

■学習の要点 

１．現代の国民生活における社会保障の意義と機能について把握する。|２．社会保障制度の

概念と範囲、各制度の運営・財政方式等を理解する。|３．公的年金制度の概要と特徴、その

矛盾と問題点を理解し、改革の方向について考える。|４．医療保障制度の概要と特徴、その

現在の課題を理解し、改革の方向について考える。|５．公的介護保険制度の概要と特徴、そ

の現在の課題を理解し、改革の方向について考える。|６．社会保障の運営・財政方式につい

て、社会保険方式と公費負担方式<税方式> の異同を整理し、それぞれのメリット・デメリ

ットを考える。|７．自助・共助・公助それぞれの意味と含意する内容について理解し、社会

保障制度が「自助の補完物」ではなく「自助の前提条件」としてあるべき理由を考える。|８．

以上を踏まえて、少子・高齢社会と社会保障について考察を深め、なぜ社会保障の抑制では

なく充実が求められるか、考えを深める。| 
 

■学習の到達目標 

1.現代の国民生活における社会保障の意義と機能を理解できる。|2 社会保障制度の概念と範

囲、各制度の運営・財政方式を理解できる。|3.公的年金制度の概要と特徴、現行制度の問題

点と改革の方向を理解できる。|4.医療保険制度の概要と特徴、現行制度の問題点と改革の方

向を理解できる。|5.公的介護保険制度の概要と特徴、現行制度の問題点と改革の方向を理解

できる。|6.社会保障の運営・財政運営方式について社会保険方式と公費負担方式の違いと特

徴を理解できる。| 
 

■成績評価の基準 

▼上記の「学習の要点」にあげた各項目について、概ね８割程度理解・把握できていること

を学習の到達目標とする。各個別制度の仕組みを的確に理解するように努めること。|▼科目

終試験に際しては、過不足なく８割程度の記述ができた場合 100〜80 点をつけることと

し、とりわけ優秀な答案には 90 点以上を与える。なお、重要な論点は踏まえているものの

過不足がやや目立つ場合は 79 点〜70 点、過不足が目立つが大きな間違いなく問題に答えて

いる場合は 69 点〜60 点、とする。|▼制度について重大な勘違いをしていたり、問題に適切



に答えていない場合は不可とする。|▼評価は、制度の仕組みなどが十分に理解できているか

どうかがポイントになる。単なる時事評論やエッセーに終わっている内容は不可とする。 



授業コード W0502 （認定科目名：公的扶助論） 

授業科目 公的扶助論 単位 4.0 

担当者 加美 嘉史 
シラバスグルー

プ 
T0W088 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門貧困論 ―ささえあう・

たすけあう社会をつくるた

めに― 

金子充 明石書店  

    

 
 

■授業の概要 

１．貧困・低所得・生活困窮の理解|２．貧困の概念と定義|３．保守化する貧困観|４．スティ

グマ・不自由・不平等|５．公的扶助の思想・理念|６．貧困対策と福祉国家の統治|７．社会保

障のなかの公的扶助|８．生活保護の目的と原理|９．生活保護の内容・方法・水準|１０．生

活保護行政におけるケアとコントロール|１１．公的扶助の周辺|１２．市民・民間の支援と当

事者参加|１３．貧困対策の国際的動向と展望 
 

■学習の要点 

１．現代社会における公的扶助制度の理念と意義を理解する。|２．「貧困」とは何かについ

て理解する。|３．生活保護制度の仕組みと 近の動向を理解する。|４．生活保護及び関連分

野の組織・専門職及びその関連のあり方を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進展

と理解度を試験で測る。|・テキストに示された参考文献にもできる限り目を通すよう努める

こと。 
 

■成績評価の基準 ・「学習の要点」に書かれた項目についての学習の進展と理解度を試験で測る。| 



授業コード W0503 （認定科目名：国際福祉論） 

授業科目 国際福祉論 単位 4.0 

担当者 朴 光駿 
シラバスグルー

プ 
T0W048 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際福祉論 朴光駿 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 「国際福祉」という言葉は、「社会福祉分野の国際援助」と「社会福祉の国際比較」という

２つの意味で使われている。前者の場合、国際援助の主体が、主に国連を含む国際機構、個

別国家による政府開発援助（ODA）、国際（協力）NGO、国際ボランティアの４者になってい

ることから、その４者による国際援助活動という側面が強調され、それは学問的分析対象と

いうことよりは「援助実践」という性格が強い。その反面、後者は、２つ以上の国家のもつ

社会福祉体系を比較し、その類似性と差異を明らかにすること、あるいはある特定国家の社

会福祉の特徴についての理解を深めるということに焦点がおかれているもので、研究方法に

おいても研究内容においても、全く学問的分析の対象になっているものである。| この科目

は、「国際福祉論」のもつ以上の２つの側面を同時に学習することをその内容としている。

社会福祉の国際比較の領域においては、主に、日本、韓国、中国を中心とした東アジアをそ

の比較対象としている。| 
 

■学習の要点 

 学習の要点は、大きく分けて２点である。第一は、第三世界の国家が抱えている社会問題

（貧困と環境破壊、女性と児童の搾取労働など）が、もはや特定国家の国内問題ではなく、

国際的努力によってのみ解決できる国際問題になってきている経緯ないし背景を把握する

とともに、その解決のために行われているさまざまな国際的取り組みを理解することであ

る。第二の要点は、社会福祉の国際比較研究とは何か、比較研究の方法や長所は何かを理解

したうえ、実際に東アジアの社会福祉を比較してみることである。| テキストに基づいた学

習の要点は次の通りである。| (１) グローバリゼーションの意味と背景| (２) 国際社会福

祉とは何か| (３) 第三世界の貧困とその原因に対するグローバルな観点| (４) 国際社会

開発の背景と内容| (５) 社会福祉における国際比較研究の意義| (６) 社会福祉に影響を

及ぼす社会環境（社会文化、経済、市民社会の成熟度、人権状況など）を理解すること| (７) 

東アジアの価値と社会福祉への影響| (８) 東アジア高齢者福祉の特徴 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問題は、テキストに即し

て出題する。よって、解答はテキスト学習の範疇で記述すればよい。|③採点は、加点方式を

基本とする。|④出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。 
 

■成績評価の基準 
設題の趣旨についての理解度、テキストの内容の学習、論理性などを総合的に判断し評価す

る。 



授業コード W0504 （認定科目名：医療福祉論） 

授業科目 医療福祉論 単位 4.0 

担当者 黒岩 晴子 
シラバスグルー

プ 
T0W023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 人と社会に向き合う

医療ソーシャルワーク 
黒岩晴子編著 日本機関誌出版センター  

    

 
 

■授業の概要 

現代の医療福祉問題を理解するためには、健康を単なる個人責任の問題に留めず、その社会

的背景や医療福祉政策など幅広い視点で捉えることが重要である。健康の社会的決定要因

（SDH）の理解が特に重要である。さらに健康の定義についても、WHO の健康の定義のみで

捉えるのではなく、健康と病気の連続性に注目した新たな健康概念の理解が求められる。こ

のような基本的視点が人間の生老病死に関わって援助する医療ソーシャルワーカーには重

要である。そして社会福祉の理念、専門職としての機能と役割を理解すること、制度サービ

ス等の社会資源を活用することが求められている。本テキストを学ぶことによって必要な医

療保険制度や診療報酬制度、保健医療サービスについて理解する。また、医療現場では多様

な医療専門職とのチームワークが必要とされており、関係機関や関係者との連携や協働につ

いて理解し、専門職としての役割と機能を発揮する力をつける。昨今は社会保障が後退し国

民の経済的負担が増え続け、貧困の拡大によって医療を受けることができない人たちの深刻

な問題が引き起こされている。本テキストは多様な事例が紹介されているので、経済的な問

題、社会的排除や虐待などの権利侵害、認知症などの日常生活の支援が必要な人たちの事例

から学ぶ。そして人々が健康に生き生活する権利を擁護するソーシャルアクションの課題を

理解する。 
 

■学習の要点 

・疾病の背景に目を向け、健康の社会的決定要因（SDH）を理解する。|・診療報酬制度を含

めた医療保険制度の概要を理解する。|・医療保険の種別、被保険者、給付内容、保険診療と

自由診療、医療施設の種別等を理解する。|・医療ソーシャルワーカーの専門性と専門職とし

ての役割について具体的に理解する。|・対人援助専門職としての自己覚知の必要性を理解す

る。|・職員間のチームワーク、保健医療サービス関係機関、関係者との連携を理解する。|・

医療や健康問題を新しい健康概念と平和の観点から捉える。 
 

■学習の到達目標 

・患者や家族の抱えている困難を具体的に想像できること|・健康の社会的決定要因（SDH）

の考え方を理解すること|・新しい健康概念を理解すること|・社会保障制度、社会福祉サービ

スの等の社会資源を理解し改善点を考察できること|・「学習の要点」に書かれた学習目標に

即してテキスト学習をすすめること|・学習設題としている日頃のリポート設題に誠実に取り

組むこと 
 

■成績評価の基準 

・設題に添っているか|・出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられているか|・自

分の考えが述べられているか|・参考、引用文献を明示しているか|・誤字脱字がないか|・解

答以外の文言を入れていないか 



授業コード W0505 （認定科目名：リハビリテーション論） 

授業科目 リハビリテーション論 単位 4.0 

担当者 漆葉 成彦 
シラバスグルー

プ 
T0W013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

リハビリテーション概論 

―改訂３版 
上好昭孝・田島文博 編著 永井書店  

    

 
 

■授業の概要 

障害者に対する社会的偏見や政策の誤りなどから、人としての尊厳や権利が奪われ、傷つけ

られた歴史がある。近年、全人間的復権としてのリハビリテーションの理念が社会に受け入

れられつつあるが、理念の実現のためには、なお多くの課題が残されている。障害者のノー

マライゼーションの実現のために、社会福祉士、介護福祉士に期待されている役割は大きい。

医療、保健等、他の分野の専門職と連携をとりながら、その職務を担当しなければならない。

リハビリテーションの理念、総合体系、技法等について学習することが必要である。 
 

■学習の要点 

 学習の要点を以下に掲げる。|１．リハビリテーションの理念の歴史的変遷を理解すること

|２．障害の概念と分類について理解すること|３．障害の心理・社会的視点について理解する

こと|４．医学的リハビリテーションの概要と、関わる専門職種の役割について理解すること

|５．社会的リハビリテーションの概要と、社会福祉士の役割について理解すること|６．地域

リハビリテーションの概要と、社会資源についてりかいすること|７．リハビリテーションに

かかかわる医療・福祉制度について理解すること| 
 

■学習の到達目標 

学習の要点にあげた事項などにつき、十分に理解し、かつ他人にわかりやすく説明できるよ

うになることを到達目標とする。科目 終試験においては、問われている主題の言葉の定義

をまずきっちり述べてから論述を展開することが必要である。自分なりの考察も述べるこ

と。 
 

■成績評価の基準 
設問の意味を把握していること、設問に関する正確な知識をもっていること、設問に対して

自分自身の考えをのべられること、を基準として成績評価を行う。 



授業コード W0506 （認定科目名：精神保健） 

授業科目 精神保健 単位 4.0 

担当者 高橋 健太 
シラバスグルー

プ 
T0W080 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

改訂版精神保健入門 山内常博ほか 文化書房博文社  

    

 
 

■授業の概要 

 精神保健とは、人の「心の健康の維持」と「心の病気の予防」についての実践的学問です。

| その内容は以下の通りです。| ①精神保健とその歴史| ②精神的な問題と病理| ③子ど

もの心の問題| ④心理療法の理論| ⑤心の健康について| ⑥精神障がい者の生活問題| ⑦

精神障がい者への援助| 保育士をめざす学生は、子どもの心身の成長・発達についての知識

を持ち、子どもの心の健康に影響を与える要因を理解するのみならず、養育者の精神保健を

自らの問題としてとらえ、積極的に学習しなければなりません。 
 

■学習の要点 

 まず科目の概要を全体的に学習すること、その上で、以下の内容をより詳しく学習しまし

ょう。| ①子どもの心の健康について| ②子どもの心身症について| ③発達障がいについ

て| ④不登校について| ⑤子どもへの援助法について| ⑥家庭の役割について 
 

■学習の到達目標 

定型的な子どもの発達を理解すること、発達障がいを理解すること、障がいをもった子ども

への適切な関り方を理解すること、を目標とします。答案は、論理の筋道を立てて記してく

ださい。 
 

■成績評価の基準 
量的な観点（記述量）と質的な観点（内容）から評価します。質的な観点としては、論理的

な記述や分かりやすい表現が評価基準になります。 



授業コード W0512 （認定科目名：社会政策論） 

授業科目 社会政策論 単位 4.0 

担当者 岡﨑 祐司 
シラバスグルー

プ 
T0W015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会政策を学ぶ人のために

〔３訂〕 
玉井金吾ほか編 世界思想社  

    

 
 

■授業の概要 

 「労働力の保全・培養」政策としての社会政策がわが国で定立されて以来、社会政策の中

核的施策が労働力政策であったことは周知のことである。近年の少子・高齢化の進行により、

従来の社会政策の対象や方法に反省が迫られ、これまでの社会福祉や社会保障政策との関連

を視野に入れた新たな社会政策の構築が必要とされていることも確かであるといえよう。し

かし、社会政策にあって、労働力政策が軽視されてよいわけではない。今日の雇用の「流動

化」は、むしろ、従来の労働力政策としての社会政策の意義と限界が検証されつつ、新たな

「労働力」政策としての社会政策を生み出す客観的基盤となっていると言えるのではないで

あろうか。テキストは、生活問題対策を含めて社会政策を扱っており、複数の視点から社会

政策を学ぶことができる。丁寧に読んでほしい。 
 

■学習の要点 

 試験は論述ですので、論理的に構成し論理的な文章を書くようにしてほしい。リポートで

も試験でも言えることですが、「問われていること」に正面から答えていただきたいと思う。

無関係な叙述や個人的経験を書かれても、「評価」の対象にはなりません。個人の経験を書

くのが試験ではありません。また、事実を整理し、正確にことをつかむように心がけてほし

い。「思い込み」にならないように、注意してほしい。|１．労働基準政策の実効性を高める

には、どのような労働行政が求められるのか、労働者の視点から考える。|２．積極的労働市

場政策とはどのような考え方か、また労働者に「安全」と「保障」をもたらす t 労働市場政

策とはどのようなことか、考える。|３．国民の医療保障の観点から「国民皆保険」の意義と

現在の課題について考える。|４．「労働力の再生産＝生活過程」における家族責任が、なぜ

女性に過重な負担やキャリア形成の問題を背負わせることになるのか、その構造を考える。

|５．男女平等の観点から、ワーク・アンド・ライフ・バランスに関する企業の責任と課題、

労働者の意識と行動について、考える。|６．「個の自律」の観点から社会政策の課題を考え

る。 
 

■学習の到達目標 

１．日本の労働基準政策の歴史を説明し、それをふまえたうえで、現在の日本における労働

をめぐる諸問題のなかから一つをとりあげ、労働者の人権と生活を守る観点から政府がとる

べき対策とはなにか、について説明できる。|２．今日の住宅問題と住宅という財の特質をふ

まえ住宅政策のポイントを説明したうえで、高齢者、障がいのある人、子育て家族など対象

を特定し、望ましい住宅政策のありかたについて説明できる。|３．労働基準政策の実効性を

高めるには、どのような労働行政が求められるのか、労働者の視点から説明できる。|４．積

極的労働市場政策とはどのような考え方か、また労働者に「安全」と「保障」をもたらす労

働市場政策とはどのようなことか、説明できる。|５．国民の医療保障の観点から「国民皆保

険」の意義と現在の課題について、説明できる。|６．「労働力の再生産＝生活過程」におけ



る家族責任が、なぜ女性に過重な負担やキャリア形成の問題を背負わせることになるのか、

その構造を説明できる。|７．男女平等の観点から、ワーク・アンド・ライフ・バランスに関

する企業の責任と課題、労働者の意識と行動について、説明できる。|８．「個の自律」の観

点から社会政策の課題を、説明できる。 
 

■成績評価の基準 

①論理的構成になっており、論理的な文章で記述されているか。|②テキストの基本的内容を

理解しており、それをふまえて記述しているか。|（個人的な経験、思い込みの記述は減点）

|③テキストをふまえ、社会政策的な観点で自分の考えを述べているか。（自らの考えを全面

展開することを求めているわけではない。自らの考えを述べた部分が政策論的に展開されて

いるかどうかが重要であり、そのような場合は評価が高くなる）。|④各問題の内容に沿った

内容であるか（問題と関係ない場合は、内容とは関係なく減点となる）。 



授業コード W0513 （認定科目名：社会福祉行政論） 

授業科目 社会福祉行政論 単位 4.0 

担当者 日下部 雅喜 
シラバスグルー

プ 
T0W077 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉行財政と福祉計画 第

5 版（新・社会福祉士養成講

座 10） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

   わが国の社会福祉は、社会福祉基礎構造改革及びその後の一連の改革の中で大きく変化

し続けている。| 本科目では、社会福祉サービスを支える行財政システムについて、その背

景となる地方自治制度の変遷と社会福祉関係法の変化を踏まえながら理解する。福祉行政の

実施体制について学ぶとともに、地方自治、公的責任、ソーシャルアクションの役割につい

ても学ぶ。特に社会福祉従事者としてその実践の基盤となる制度・政策・財政についてしっ

かり考える力を身に着け、行政に無批判に追随するのでなく主権者として行動できる能力を

養うことが肝要である。||  また、本科目は、社会福祉士受験資格課程に関する省令で定め

られたシラバス内容に即して学習する。内容は、福祉行政の動向と福祉行政の実施体制（国

の役割、都道府県の役割、市町村の役割、国と地方との関係、福祉の財源、福祉行政の組織

及び団体の役割、福祉行政における専門職の役割）であり、社会福祉士国家試験の範囲とな

っている。| テキストは福祉行財政論と福祉計画論が一体となったものであるが、この科目

の該当する箇所を中心に学習していただきたい。| 試験は基礎知識を問うレベルである。ま

た、リポートに関しては、基礎知識を踏まえ受講者の問題意識を問うレベルのものであるが、

現状を単に説明するだけではなく、ソーシャルワーカーをめざすものとして、対象者の権利

保障とそれを実現するための諸課題を分析する考察が求められる。| 
 

■学習の要点 

1.社会福祉行財政の基本的な法制度・仕組みとその成り立ちと変遷についてまとめる。|2.地

方分権改革の動向と社会福祉における国と地方公共団体の関係についてまとめる。|4.社会福

祉基礎構造改革の内容とそれによるサービス利用方式の変化についてまとめる。|5.福祉サー

ビスの利用者負担の考え方及び低所得者対策についてまとめる。|6.社会福祉行政における相

談体制について、専門諸機関、専門職の役割についてまとめる。|| 
 

■学習の到達目標  福祉行政の実施体制及び福祉行財政の実際について理解し、説明できること。||| 

 

■成績評価の基準 
   学習の要点で示した内容について、基礎知識を理解し、出された問題に対して的確かつ

論理的な文章になっているかどうかで評価します。 



授業コード W0514 （認定科目名：社会福祉法制） 

授業科目 社会福祉法制 単位 4.0 

担当者 嶋田 佳広 
シラバスグルー

プ 
T0W035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会保障法 第 7 版（有斐

閣アルマ） 

加藤智章・菊池馨実・倉田聡

著 
有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

本科目名は「社会福祉」法制ですが、「社会福祉」は「社会保障」の一部であり、「社会保障」

全体のなかでの位置づけを理解する必要があります。|そこで、本科目では「社会保障」全体

を学習したうえで、公的扶助、社会保険、社会福祉サービスについて取り扱うことにします。

|これら各分野の法制度全般について学び、さらに、いくつかの法的論点を掘り下げて理解を

深めることを目的としています。 
 

■学習の要点 

・社会保障法を学ぶ場合、社会保障制度そのものについての知識が前提となります。各自、

参考文献等を活用して勉強してください。| また、社会保障の領域は、制度改正がよく行わ

れます。なるべく新しい文献や資料を使うようにしましょう。|・社会保障法は憲法、民法、

行政法、労働関係法等様々な法律分野と関連しています。それらの法分野についても自主的

に学習を進めてください。|・福祉サービス利用者の権利擁護の仕組みや、社会福祉基礎構造

改革、障害者自立支援法など、近年の福祉改革の流れをしっかり押さえてください。 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 |②冒頭で解答の方針を数

行で書いてから論述すること。箇条書きを避け、文章で論理を示すこと。 
 

■成績評価の基準 文章力および論理構成を評価基準とする。 



授業コード W0516 （認定科目名：心理学） 

授業科目 心理学 単位 4.0 

担当者 中妻 拓也 
シラバスグルー

プ 
T0W087 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

心理学理論と心理的支援

（新・社会福祉士養成講座

〔第 3 版〕；2） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 心理学は、人間と人間の行動に関しての多様な見方を提供してくれます。心理学を学ぶこ

とは、自分や他人、集団や社会についてのより深い理解の手助けとなることでしょう。ただ

現代の心理学は、統一された学問というよりはいくつかの分野が方法論を共有しつつ緩やか

に結合した状態にあります。| 本科目では、テキストを通して様々な分野の研究を概観して

いきます。そして心理学の各分野が人間と人間の行動に対して、どのようにアプローチして

いるかを理解してください。これらの学習を通して、現代の心理学が提供する人間観を学び

ます。 
 

■学習の要点 

 まず指定テキストを通読して、心理学の全体像を把握するとともに、使用されている用語

について慣れて、理解を深めてください。心理学で用いる専門用語の多くは、日常的な用語

と同じものですが、その意味する内容は日常の用語とは異なっています。その点に留意した

うえでテキスト全体を通読してきます。| さらに各章（特に第 1 章から第 8 章）で扱って

いる内容を日常の現象（自分の経験、日常で見聞きしたこと）を思い浮かべながら、理解し

ていきましょう。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標は、「学習の要点」に書いてある点に留意し、テキストの内容を理解し、日

常で活かせるようにすることです。学習の要点に従ってテキスト学習を進めてください。科

目 終試験では、学習の理解度を測り、理解度に応じて成績評価をします。| 問題はテキス

トに即して出題します。テキストの内容を理解しているかどうかを問うので、テキスト学習

を踏まえて解答してください。テキストの内容を無視した答案は不合格です。答案を作成す

る際には、単語の羅列ではなく、日本語として意味のある文章の形で論述することが必要で

す。第三者が読んで理解できるような、平易で・明快な文章を心がけてください。 
 

■成績評価の基準 

成績は、心理学的知見が正確に記述できているか、自分の考えを含めて表現できているか、

読み手が理解しやすいように工夫がされているか、を評価の基準とします。|また、引用の形

式が適切かなど、論述の形式についても、評価の基準とします。 



授業コード W0517 （認定科目名：社会学） 

授業科目 社会学 単位 4.0 

担当者 趙 没名 
シラバスグルー

プ 
T0W090 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会理論と社会システム

（新・社会福祉士養成講座

〔第 3 版〕；3） 

社会福祉士養成講座編集委

員会編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 他の社会科学、たとえば経済学・法律学・政治学などと異なり、社会学が取り扱う対象で

ある「社会」は、幅広い内容をもっている。ゆえに、はじめて社会学を学ぶ学生にとって、

とらえどころのない学問であるかもしれない。|| 「人は何を信じるのか？」、「家族や学校や

会社の役割は？」、「結婚は必要か？」、「専業主婦は職業か？」などといった身近な疑問から、

「ひきこもり・フリーター・ニート」、「少子・高齢化」、「貧困」、「地域格差」、「環境」とい

った社会問題までがその対象となる。しかし、その中で一貫しているのは、多様な関係や制

度の中で、人の振舞いや価値観がどのように形成されているか、といった視点である。|| 成

熟した社会は、ありとあらゆるものが多様化し流動化する。それにともなう家族の変化、コ

ミュニティの変化、産業社会の変化は避けることができない。これらに起因する社会問題へ

の対応が、社会福祉の基本ともなる。社会の変化・変動を客観的・社会科学的に把握してい

く道具のひとつが社会学である。|| 様々な領域における社会の変化を捉えることによって、

（歴史的）時代認識を深め、将来的な社会（人間）の存立の可能性について考えをめぐらし

たい。| 
 

■学習の要点 

 序章においては、近代社会の成立と社会学に課せられた課題について整理してください。

また、基本的な社会学者とその著者について記憶する必要があります。|| 第 1 章において

は、社会を社会システムとして捉える際に必要とされる社会学の概念をおさえてください。

さらに、現代社会において法の果たす役割を理解し、人々および企業の経済行動と社会シス

テムとはどのような関係にあるかを整理してください。そして、社会の変動（社会の変化）

の捉え方を理解したうえで、社会変動を起こす大きな要因である人口について整理してくだ

さい。|| 第 2 章においては、人々の具体的な生活の場として、地域と家族に焦点を当てて、

社会学的に分析する手法を理解し、「生活」を捉えるための概念を整理してください。|| 第

3 章においては、人々の行為と社会との関係や、日常的な行動パターンの背景にあるものに

注目する社会学的視座を整理してください。|| 第 4 章においては、社会学は、社会病理も

しくは社会問題に対して、社会全体への処方箋を提示し、その解決を目指そうとしている特

徴を有していることを理解してください。|| この履修ガイドに記した参考文献のみならず、

個別領域については〈脚注〉に記されている参考文献も読まれることをおすすめします。 
 

■学習の到達目標 社会学の基礎理論を用いて今日の社会現象を解釈し論理的に分析すること。| 

 



■成績評価の基準 

・社会学の専門用語の定義を正確に理解し適切に使用できる。30％||・妥当な量的、質的デ

ータを用いながら論述できる。20％||・論理的整合性のある文章構造 20％||・社会現象と社

会学理論の結合 30％|| 



授業コード W0701 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード W0703 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード W0704 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード W0705 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード W0706 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード W0707 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード W0708 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 アジア史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード W0709 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード W0710 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード W0711 （認定科目名：中国仏教史） 

授業科目 中国仏教史 単位 4.0 

担当者 稲岡 誓純 
シラバスグルー

プ 
T0B010 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国佛教史．下 山口修 佛教大学通信教育部  

中国佛教史．上 山口修 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

・インドで起こった仏教が中国に伝来して、中国人社会の中で、どのように変容し、或いは

適応し、さらに受容されていったかを中心に、中国における仏教の歴史的展開について学習

することが望ましい。|・インド、中国、日本と伝わった仏教の流れのなかの中国仏教史、す

なわち護法的な仏教史ではなく、中国の政治・社会・生活のなかで、仏教はどのような立場

にあり、展開してきたのかという、中国史という立場から見た仏教史を考えなければならな

い。よって西暦前後に中国に伝来したといわれる時代から、現代に至るまでの中国仏教の変

遷、また展開について、教理史的、教団史的に偏ることなく、歴史的に全般的に学習するこ

とである。 
 

■学習の要点 

１．後漢の仏教（仏教の伝来と受容）|２．三国時代の仏教（支謙と康僧会）|３．魏・晋の仏

教（仏図澄・道安・鳩摩羅什・廬山の慧遠）|４．南朝の仏教（梁の武帝の奉仏）|５．北朝の

仏教（北魏の太武帝の廃仏、北周の武帝の廃仏）|６．仏教芸術の展開（敦煌・龍門・雲崗の

三大石窟、石経）|７．隋の仏教（天台宗、三論宗、三階教）|８．唐の仏教（末法思想と浄土

教、華厳宗、法相宗、禅宗、会昌の法難）|９．五代の仏教（後周の世宗の廃仏）|10．宋の仏

教（大蔵経の開版）|11．遼・金の仏教（異民族支配下の仏教）|12．明・清の仏教（居士仏

教）|13．現代の仏教| 
 

■学習の到達目標 

 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。 | 西暦前後に中国に伝来

した仏教が、どのようにして中国人社会に受け入れられ、現代に至るまでどのように展開し

ていったかを時代と人物を中心に、各時代の歴史的な流れを全般的におさえること。|| 
 

■成績評価の基準 
「学習の要点」にかかれた学習目標に即して、テキストによる学習をすすめること。その学

習の深度と理解度を試験で諮り、到達度によって成績評価をする。 



授業コード W0712 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード W0713 （認定科目名：家族社会学・家族社会学２/家族社会学） 

授業科目 家族社会学 単位 4.0 

担当者 松田 智子 
シラバスグルー

プ 
T0T019 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

２１世紀家族へ：家族の戦

後体制の見かた・超えかた

〔第 4 版〕（有斐閣選書 １

６１３） 

落合恵美子著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 家族社会学は家族及び家族問題を研究する社会学の一分野である。研究者達は家族の歴

史、制度、構成、形態、機能、周期などについて多彩な研究を行なっている。特に近年では、

社会史や人口学的視点からアプローチする家族変動論に注目が集まっている。| 本科目では

「近代家族」（家族愛で結ばれ、プライバシーを重んじ、夫は稼ぎ手で妻は主婦として性別

分業を行い、子どもに対して強い愛情と教育関心を注ぐ家族）という概念をもとに、日本の

家族はどのように前近代型家族から近代家族へ、近代家族から脱近代家族へと変わりつつあ

るのか、歴史的、地域的な文脈を考慮にいれながら、日本の戦後の家族変動の実態とこれか

らのゆくえについて理解を深めてほしい。 
 

■学習の要点 

 まず、テキスト全体に目を通すことが求められる。次に以下のテーマについて論じられて

いる箇所を熟読し、内容をしっかりと理解する必要がある。| １．家事と主婦はいつどのよ

うにして誕生したかについて| ２．「二人っ子革命」について| ３．「人口学的世代」につい

て| ４．「近代家族」について| ５．ウーマンリブ運動について| ６．家族の双系化につい

て 
 

■学習の到達目標 

１．家族のあり方は絶対的なものではなく、時代や社会とともに変化していくことを学ぶ。

|２．現代日本の家族の原型である、「近代家族」の特徴について理解する。|３．戦後の日本

の家族体制の特徴について、①家事と専業主婦の誕生、③人口学的世代、③二人っ子革命、

④ウーマンリブ運動、⑤家族の双系化から理解する。 
 

■成績評価の基準 

＜リポート設題＞|①テキストを熟読し、「リポート学習の留意点」に沿ってわかりやすくま

とめられているか、②見出し、段落のつくり方などが適切か、③誤字・脱字がないか、④引

用文献が文中と文末に明記されているか等によって総合的に判断する。||＜科目 終試験＞|

問題の内容をしっかりと理解し、学習の要点に書かれている点を中心に適切に解答がなされ

ているかによって総合的に判断する。 



授業コード W0714 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード W0715 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード W0716 （認定科目名：社会心理学１・社会心理学２/社会心理学） 

授業科目 社会心理学 単位 4.0 

担当者 作田 誠一郎 
シラバスグルー

プ 
T0T014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

絶対役立つ社会心理学 日

常の中の「あるある」と「な

るほど」を探す 

藤田 哲也・監|村井 潤一

郎・編著 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

社会心理学は、社会学な視点と心理学な視点とをあわせもつ学問といえる。人間が社会的な

存在としての誕生し、その人びとが他者との関係のなかでどのような意思に基づいて行動す

るのか、また集団のなかでその行動にどのような変化や特徴が見られるのか。そのような問

題意識のもとに社会心理学の知見を用いつつ考えてみたい。本テキストを通じて、私たちが

社会集団のなかで誕生し、そのなかで社会化が促されながら生活していることを自覚しつ

つ、そのなかで形成される自己や社会的認知、コミュニケーションなどについて考察しなが

ら現代の社会現象を理解してもらいたい。したがって本科目の目的は、テキストから社会心

理学の基礎的な理論を学び、その分析視点を用いて現代社会を読み解く力を得ることが 終

的な到達点となる。   
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、以下のポイントを踏まえて学習してください。|1 自己と態度|2 対人

行動の仕組みと援助|3 社会的認知|4 対人コミュニケーション|5 社会環境と環境のもつ

意味|6 文化的な自己と機能  | 
 

■学習の到達目標 
社会心理学の基本的な知識の修得とともに、その知見に基づいた新たな発想や身近にある人

間関係を客観的に理解できる力を培うことが目標となる。   

 

■成績評価の基準 テキストの内容の理解度を中心に成績を評価します。 



授業コード W0725 （認定科目名：保育原理） 

授業科目 保育原理 単位 4.0 

担当者 中西 さやか 
シラバスグルー

プ 
T0W101 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

保育原理 第 3 版（ 新保

育講座 1） 

森上史朗・小林紀子・若月芳

浩 編 
ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

保育の基本理念、思想と歴史、実践の原理を理解し、「保育と何か」について多面的に学ぶ。

また、子どもと保護者を取り巻く状況を踏まえた上て、保育に求められるものについて考察

する。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し、子どもについての捉え方、子どもの主体性・自発性を大切にする保育の

あり方、子ども観と保育実践の結びつき、保育者の専門性、保育所をめぐる現状と課題につ

いて幅広く理解を深めてほしい。単にテキストを覚えるのではなく、子どもや保育に関する

自らの見方や考え方が深まるよう意識すること。 
 

■学習の到達目標 
・保育の基本について学び、自らの保育観を醸成するための視点を養うこと。|・テキスト内

容を根拠として、保育の基本について論述ができること。 

 

■成績評価の基準 

科目 終試験の評価基準は以下のとおりである。|・採点は加点方式とする。|・問題に合致し

ない答案は不合格とする。|・問題で問われている内容について、様々な面から解答されてい

ること（60 点）。|・解答が論理的に展開されていること（20 点）。|・自分自身の言葉を豊か

に用いて解答されていること（20 点）。  



授業コード W0730 （認定科目名：小児保健/子どもの保健Ⅰ） 

授業科目 小児保健 単位 4.0 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの保健〔改訂第 3 版〕 渡辺博 編著 中山書店  

    

 
 

■授業の概要 

保育士を目指す皆さんは、保育園や乳児院、そのほかの施設で子どもたちに接する際に、子

どもの成長発達の基本を知り、母子関係の意味を知り、さらに、子どもたちの障害や疾患に

ついて学ぶ、これらは子どもたちにとって求められる保育は何かを考える基礎になっていき

ます。とくに今日大きな問題として取り上げられる、子どもの貧困・虐待、発達障害、小児

医療をめぐる困難について、自分の考えをもつことは大変重要です。知識を増やすだけでな

く、自分自身でしっかり考えて判断できるように、本科目では自ら考える姿勢を重視したい

と思います。 
 

■学習の要点 

テキストから学ぶ内容に、自分自身で新聞の記事、インターネット情報、そしてできれば書

籍からのまとまった知識を加えて、自分で問題をどう考えるのか整理してみる、そうした取

り組み方を期待します。大学図書館のポータルサイトを利用して、フェイクではない正しい

情報を得てください。|乳幼児の集団生活に関わる立場にとって、事故の予防と救急蘇生の手

技およびワクチンで防げる病気と具体的な予防接種の中身（どういったワクチンをいつ接種

するのかなど）を知っていることは大変重要です。|それらの点を特に強調し、リポート設題

としました。 
 

■学習の到達目標 

・学習の進展と理解度を試験ではかり、その到達度に即して評価します。|・問題はテキスト

のみならず、調べてくれたことが活かせれる出題としています。|・問いに対し、解答するに

必要なキーワードを含んでいるか、出題要点を理解し、理論的に論述の展開とその深度がど

のようであるか、学習の状況が把握できるものとなっているか、などを総合的に評価します。 
 

■成績評価の基準 

内容が 新の情報にも続いて書かれているか（特にワクチン関係）は重要です。また、ネッ

トの情報の書き写しではなく自分の考えが論じられているかを、評価の上では重視します。

ネットのコピペが強く疑われ、そうした引用を明記されていないリポートや答案であると判

断した場合、合格点は与えません。 



授業コード W0751 （認定科目名：臨床教育学１・臨床教育学２/臨床教育学） 

授業科目 臨床教育学 単位 4.0 

担当者 髙橋 司 
シラバスグルー

プ 
T0S035 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

臨床教育学補充資料 大西正倫 佛教大学通信教育部  

臨床教育学 和田修二ほか編 アカデミア出版会  

 
 

■授業の概要 

 この科目は、「指定保育士養成施設」としての本学教育学科が、保育士資格の「修業教科

目」として開設している、選択必修科目の一つである（つまり、必修科目ではない）。| 臨

床教育学とは何か。残念ながら、“これが臨床教育学だ”という“定番もの”は、未(いま)だ存在

しないと言ってよい。近年にわかに「臨床○○(学)」が大はやりになってきて、すでに「臨床」

という語のインフレが起こっている。「臨床教育学」も例外ではない。 初の提唱には必然

性があり、一定の主張・メッセージが込められていた。ところが、すぐにそのレッテルが独

(ひと)り歩きをし始めた。中身は旧来のままでレッテルを貼り替えただけの、流行に便乗(び

んじょう)したにすぎないお手軽なものまで登場している。「臨床(的)」という語の解釈や込

められた意味もさまざまである。| それだけに、何が「臨床(的)」ということなのかをきち

んとつかまえることが、 も肝要である。それは、従来それぞれ専門分野として分断されて

いた医療・看護・教育・福祉等の根底のところで共通する何かである。その意味で、学際的

(interdisciplinary)な分野だというふうにも言えるが、そもそも「臨床(的)」とは、取り扱う〈対

象〉や〈内容〉を示す概念ではなくて、物事への〈視角〉であり、〈スタンス〉なのである。

| この科目「臨床教育学」のねらいは、①教育・保育とは、本来、本質的に「臨床的」な〈実

践〉であることを理解すること、②具体的な教育・保育実践の個々の場面における〈臨床の

知〉としての〈実践知〉のありようを感得(かんとく)し、自分のものとすること、である。

これらがこの科目のアルファーでありオメガである。つまり、入り口であって、同時に、究

極の目標なのである。これを、実践家としての自己の成長につなげてほしい。| ただし、こ

の科目の履修においては、自分自身のこれまでのものの見方を打ち破り転換することを迫ら

れる場面に必ずぶつかることになる。生半可な覚悟では単位修得はおぼつかない。肝(きも)

に銘じてほしい。 
 

■学習の要点 

１.狭義の「臨床(的)」と区別して広義の「臨床(的)」の概念をつかみ、教育（保育を含む）・

医療（看護を含む）・福祉（介護を含む）のあいだの共通性と相違点を考察しよう。|２.〈発

達〉という観点は、子どもを客観的・一般的・法則的に理解する手助けとなるが、個として・

主体としての一人ひとりの子どもに肉迫するには、別の視点が必要である。それが〈臨床〉

という視角であることを理解しよう。|３.中村雄二郎のいう〈臨床の知〉をふまえて、保育実

践における〈実践の知〉の特質をつかもう。（補充資料：大西正倫「臨床保育学の基礎づけの

ために」を参照すること。）|４.子どもにとってリアルな世界、子どもの現に生きている世界

（「生活世界」）をそのままにつかむ方法論として、「現象学」ないし「解釈学的現象学」のも

のの見方を知ろう。|５.保育の場には家庭も含まれ、保育者には親も含まれる。親であるこ

と・親となることについて、その要諦(ようてい)（肝心かなめの点）を考えよう。（補充資料：

大西正倫「家庭の臨床教育人間学序説」を参照すること。）|６.教育（保育を含む）とカウン

セリング、教師（保育者を含む）とカウンセラー。その存在意義と役割における共通性と違



い、および連携のあり方を考え、教師・保育者に求められている「カウンセリング・マイン

ド」を自分のものにしよう。 

 

■学習の到達目標 

〔学習の要点〕に沿って学習することが、 も効果的で 善の試験対策となる。〔学習の要

点〕をふまえない解答は、合格とはならない。評価の観点としては、理解・認識・把握の、

的確さ・深さを問う。|試験当日は、まず、問題文をしっかり読み、求められているものは何

かを的確につかんだ上で、解答に取り掛かること。解答はたくさん書くほど点数がよくなる

というものではない。 
 

■成績評価の基準 自らの教育観、保育観が記されているかどうかを評価する。 



授業コード W0758 （認定科目名：社会福祉原論/現代社会と福祉） 

授業科目 社会福祉原論 単位 4.0 

担当者 北垣 智基 
シラバスグルー

プ 
T0W071 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代社会と福祉 
児島亜紀子・伊藤文人・坂本

啓毅編著 
東山書房  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目は、社会福祉の基本的知識を学ぶとともに、社会福祉を捉える視角を身につける

ための科目である。| 社会福祉は歴史的産物であるため、その時々の社会状況に大きな影響

を受ける。しかしながら、法律が改正され、制度が変化するなかでこそ、社会福祉とは何で

あり、どのような理念のもとに展開されるべきであるのかについての基礎認識が求められ

る。そのためにも、私たちが生きる社会に社会福祉が存在する理由、その根底に関わる原理

や哲学、国内外における社会福祉の歴史的発展過程、今日における社会福祉政策・制度の内

容等について理解することに重点を置いて学習を進めてほしい。また、学習にあたってはテ

キストを熟読するとともに、参考文献にもできる限りあたり、用語・概念の意味を理解し、

考え、書き留めるという訓練を怠らないよう、丁寧に学習を進めてほしい。|  
 

■学習の要点 

１．社会福祉の原理について、関連する国内外の理論・思想をふまえて理解する。|２．社会

保障・社会福祉の政策・制度に関わる諸概念について理解する。|３．社会福祉における「ニ

ーズ」概念について、関連する国内外の議論をふまえて理解する。|４．社会福祉の歴史的あ

ゆみについて理解する。特にイギリスの歴史から学び、COS、セツルメント運動、貧困調査

活動の意義を理解する。|５．戦後(第二次世界大戦以後)の日本における地域社会・国民生活

の変化と社会福祉制度・政策の動向との関連性を理解する。|６．福祉国家体制の成立と変容

のプロセスについて、関連する歴史的動向や理論・思想と結びつけて理解する。|７．社会福

祉の供給過程におけるソーシャルワークの位置づけを理論的に把握したうえで、ソーシャル

ワークの在り方を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

１．国内外における社会福祉の原理と歴史を理解し、説明することができる。|２．社会福祉

政策・制度に関する基礎概念を理解し、説明することができる。|３．社会福祉の供給過程に

おけるソーシャルワークの位置付けとソーシャルワーク実践のあり方を理解し、説明するこ

とができる。|||  
 

■成績評価の基準 

 学習の要点に示されている内容を理解できているかどうかを確認する。試験問題をよく読

み、求められている内容を理解した上で解答を作成すること、また解答は問題に対する的確

な答えで作成することを求める。テキストに書かれている基礎的な内容のみならず、参考文

献等も参照し、理解を深められていると判断される場合は、記述内容に応じて高く評価する。

| なお、問題と無関係な答案を作成し、字数を埋めていたとしても評価の対象にはならな

い。解答の中で自分の考え等を展開することは自由であるが、解答と無関係な事柄（例えば、

ご自分の事情や単位修得・卒業への思いなど）について記載することは厳に慎んでいただき

たい。また、記述内容が各自でまとめられたものではなく、テキストや参考文献をコピー＆

ペーストしただけのものと認められる場合は、不合格とする。 



授業コード W0760 （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4.0 

担当者 後藤 至功 
シラバスグルー

プ 
T0W026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 II 

第 3 版（新・社会福祉士養

成講座 8） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、これまで学んできた理論と現場実践をつなげていくための準備段階の学習とし

て位置づけられる。実習の事前学習として、また社会福祉専門職として必要な実践力の基礎

を身につけることを目的としている。援助技術に関する一般原則や方法論を、社会福祉援助

が必要な人々の生活支援において、また地域福祉の基盤整備と開発にかかわって、どのよう

な展開・実践していくのか、事例検討などを通して具体的に学ぶとともに、ソーシャルワー

クの体系についての理解を深める。また、援助関係において「援助資源」たるソーシャルワ

ーカー自身について、そのあり方、価値観、人間観についての理解を深める。社会福祉援助

技術論で学ぶ理論を基盤として学ぶため、本科目のテキストとともに、社会福祉援助技術論

のテキストや文献も活用して学ぶことを前提とする。 
 

■学習の要点 

１．社会福祉専門職に必要不可欠な対人援助における視点や方法、原則についての理解を深

める。|２．ソーシャルワーク実践の場面およびその過程を想定し具体的に理解する。|３．総

合的かつ包括的な援助技術および地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な援助について、

事例研究の意味や目的、方法を理解した上で、事例等を活用して理解を深め、ソーシャルワ

ーク実践過程の枠組みや体系、ソーシャルワークワーカーの専門性の評価について理解す

る。|４．ソーシャルワーク実践の定義に基づいてソーシャルワーカーの専門性の評価につい

て理解する。|５．対人援助における価値と倫理の重要性について、理解を深める。|６．併修

のスクーリングにおける少人数でのディスカッションやロールプレイ等を活用した実技指

導と連動して学びが深められるよう、基本的技法を理解し、実践できるようにする。| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進める。また、現場実践にお

ける具体的な援助視点および方法を理解するとともに、リポートについては、論点が伝わる

よう、起承転結や序論、本論、結論などリポートの構成を考え、論理性のあるリポートを作

成できる力が備わること。| 
 

■成績評価の基準 

・テキスト内容の理解ができているか|・自分の考えを論理的に展開できているか|・誤字・脱

字、文意、段落の付け方、私見と引用との区別、引用・参考文献や注の記載などの不備がな

いか。 



授業コード W0771 （認定科目名：社会福祉原論/現代社会と福祉） 

授業科目 現代社会と福祉 単位 4.0 

担当者 北垣 智基 
シラバスグルー

プ 
T0W071 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代社会と福祉 
児島亜紀子・伊藤文人・坂本

啓毅編著 
東山書房  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目は、社会福祉の基本的知識を学ぶとともに、社会福祉を捉える視角を身につける

ための科目である。| 社会福祉は歴史的産物であるため、その時々の社会状況に大きな影響

を受ける。しかしながら、法律が改正され、制度が変化するなかでこそ、社会福祉とは何で

あり、どのような理念のもとに展開されるべきであるのかについての基礎認識が求められ

る。そのためにも、私たちが生きる社会に社会福祉が存在する理由、その根底に関わる原理

や哲学、国内外における社会福祉の歴史的発展過程、今日における社会福祉政策・制度の内

容等について理解することに重点を置いて学習を進めてほしい。また、学習にあたってはテ

キストを熟読するとともに、参考文献にもできる限りあたり、用語・概念の意味を理解し、

考え、書き留めるという訓練を怠らないよう、丁寧に学習を進めてほしい。|  
 

■学習の要点 

１．社会福祉の原理について、関連する国内外の理論・思想をふまえて理解する。|２．社会

保障・社会福祉の政策・制度に関わる諸概念について理解する。|３．社会福祉における「ニ

ーズ」概念について、関連する国内外の議論をふまえて理解する。|４．社会福祉の歴史的あ

ゆみについて理解する。特にイギリスの歴史から学び、COS、セツルメント運動、貧困調査

活動の意義を理解する。|５．戦後(第二次世界大戦以後)の日本における地域社会・国民生活

の変化と社会福祉制度・政策の動向との関連性を理解する。|６．福祉国家体制の成立と変容

のプロセスについて、関連する歴史的動向や理論・思想と結びつけて理解する。|７．社会福

祉の供給過程におけるソーシャルワークの位置づけを理論的に把握したうえで、ソーシャル

ワークの在り方を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

１．国内外における社会福祉の原理と歴史を理解し、説明することができる。|２．社会福祉

政策・制度に関する基礎概念を理解し、説明することができる。|３．社会福祉の供給過程に

おけるソーシャルワークの位置付けとソーシャルワーク実践のあり方を理解し、説明するこ

とができる。|||  
 

■成績評価の基準 

 学習の要点に示されている内容を理解できているかどうかを確認する。試験問題をよく読

み、求められている内容を理解した上で解答を作成すること、また解答は問題に対する的確

な答えで作成することを求める。テキストに書かれている基礎的な内容のみならず、参考文

献等も参照し、理解を深められていると判断される場合は、記述内容に応じて高く評価する。

| なお、問題と無関係な答案を作成し、字数を埋めていたとしても評価の対象にはならな

い。解答の中で自分の考え等を展開することは自由であるが、解答と無関係な事柄（例えば、

ご自分の事情や単位修得・卒業への思いなど）について記載することは厳に慎んでいただき

たい。また、記述内容が各自でまとめられたものではなく、テキストや参考文献をコピー＆

ペーストしただけのものと認められる場合は、不合格とする。 



授業コード W0773 （認定科目名：相談援助の基盤と専門職） 

授業科目 相談援助の基盤と専門職 単位 4.0 

担当者 西村 伸 
シラバスグルー

プ 
T0W081 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の基盤と専門職

（新・社会福祉士養成講座

〔第 3 版〕；６） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

相談援助の基盤と専門職：

社会福祉援助実践の展開 
植田章著 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

ソーシャルワーカーが専門職として確立され、日本では 1987 年に国家資格としての社会福

祉士や精神保健福祉士が設けられた。少子高齢化や経済・社会環境が急速に変化する中で、

介護保険制度に象徴される社会福祉基礎構造改革の登場は、戦後のわが国の社会保障・社会

福祉制度の仕組み、理念を大きく変更するものであった。こうした下で人々の直面する生活

問題の多様化と複雑化に伴って、地域等のさまざまな分野においてソーシャルワーク実践が

求められてきている。この科目では、人々の直面する生活問題、福祉課題を解決・緩和する

ことを目的にして、地域を基盤として展開されるソーシャルワークの理論と実際について学

習する。 
 

■学習の要点 

１.現代社会と地域生活との関わりにおいて社会福祉士の意義と役割について理解する。|２.

ソーシャルワークの形成過程を辿りながら、それぞれの時期に登場したソーシャルワーク理

論と多様な実践モデルについて理解する。|３.ソーシャルワークの定義と構成要素について

理解する。|４.ソーシャルワーク実践を支える基盤としての、価値、権利擁護、自己決定、自

立支援ノーマライゼーション、社会的包摂等について理解する。|５.地域を基盤としたソー

シャルワークの意義と基本的視点及び専門的機能について理解する。|６.ソーシャルワーク

にかかる専門職の成立条件と専門職の範囲について理解する。| | 
 

■学習の到達目標 

ソーシャルワークの歴史や社会福祉士が成立してきた背景を理解できるようになる。ソーシ

ャルワークの定義からソーシャルワーク実践を支える理念や価値を説明できるようになる。

今求められているソーシャルワーク実践について述べられるようになる。 
 

■成績評価の基準 

 出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられていること（60 点）。論述の展開と

その進度により 40 点を上限に配点する。「科目 終試験受験に当たっての留意点」で記載し

ている（１）～（５）も踏まえて評価する。 



授業コード W0774 （認定科目名：社会福祉援助技術Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術Ⅰ 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子・眞砂 照美 
シラバスグルー

プ 
T0W084 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 I（新・

社会福祉士養成講座〔第 3

版〕；7） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 世界や日本のソーシャルワーク実践や研究の成果から、多様な方法・技術が理論化し発展

してきている。また、利用者・家族の生活問題の多様化と複雑化に伴い、専門職としてのソ

ーシャルワーカーの実践の場も広がり、援助方法も多様化している。| この科目では、ソー

シャルワークの様々な理論に学びながら、具体的なソーシャルワークの展開過程とその方法

を理解し、今日の国民が抱える生活問題の解決・緩和のために、社会福祉士がソーシャルワ

ーカーとしていかに対応していくのか、学習を深める。|| 
 

■学習の要点 

1. ソーシャルワークとは何か、その定義や枠組みを踏まえながら、ソーシャルワークの構造

や機能、人と環境の交互作用、援助関係について理解を深める。|2. 相談援助の一連の展開

過程を理解する。|3. アウトリーチ、契約、アセスメント、介入、記録、交渉の意義や目的を

学び、具体的な方法を理解する。|4. モニタリング・再アセスメント・効果測定・評価の技術

（技法）について、その内容と意義を理解し、実際の方法を学ぶ。|5. ソーシャルワークにお

いて重要な基礎となる面接について、その特性を学びながら、具体的な面接の展開過程や、

面接で用いられるコミュニケーション技術（技法）、様々な面接形態を理解する。|6.相談援

助における援助関係の意義、援助関係の形成プロセスに影響する要因、援助構造との関係、

援助関係の質と自己覚知、援助関係と実践領域について理解する。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標:「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度と

理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。|| 

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準:採点は、加点方式を基本とする。出題の要点を正しく理解し、論理的に解答

が述べられていること（60 点）。論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|留

意点:（１）テキストの丸写しや箇条書きではないこと。|（２）リポート設題での学びが活か

されていること。| 



授業コード W0775 （認定科目名：社会福祉援助技術Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術Ⅱ 単位 4.0 

担当者 三馬 哲彦 
シラバスグルー

プ 
T0W076 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 II 

第 3 版（新・社会福祉士養

成講座 8） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 国際的なソーシャルワーク研究の成果から、ケースマネジメント（ケアマネジメント）・

ネットワーキング等の多様な方法・技術が理論化され、わが国においても介護保険制度や障

害者自立支援法といった支援の場で活用されてきている。そして、利用者・家族の生活問題

の多様化と複雑化に伴い、専門職としてのソーシャルワーカーの実践の方法も多様化してき

た。| この科目では、ソーシャルワークの対象概念や範囲を学びながら、社会資源の活用や

開発、多様な実践モデルとアプローチ等を理解し、今日の国民が抱える生活問題の解決・緩

和のために、社会福祉士がソーシャルワーカーとしていかに対応していくのか、援助の方法

と実際について学習を深める。| 
 

■学習の要点 

1. ソーシャルワークの対象について、人とその環境を一つの統一体として把握するシステ

ム理論を踏まえ、個人、家族、集団、地域といった視点から、その概念を理解する。|2. ケー

スマネジメント（ケアマネジメント）目的、展開過程、特徴について理解する。|3. グループ

を活用したソーシャルワークについて、集団の意味や、援助の展開過程を理解する。また、

自助グループの意味や、自助グループの組織化や連携についても理解を深める。|4. 他の専

門職や地域住民との連携の重要性と、ソーシャルワークにおけるコーディネート及びネット

ワーキングの目的、方法について学ぶ。|5. 社会資源の種類や特徴を学び、その活用の意義

や目的及び社会資源開発の意義について理解する。|6. ソーシャルワークの様々な実践モデ

ル及びアプローチの種類と特徴、及び活用の意義を理解する。|7. スーパービジョン、コン

サルテーション、ケースカンファレンスの内容と意義、実際の方法について理解する。|| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標:「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度と

理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。|| 

 

■成績評価の基準 

出題の趣旨・要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていることを基本とし、論述の

展開とその深度により配点する。一冊の文献からの引用でなく、数冊の文献を学習したうえ

で考察を深めまとめるようにすること。|留意点:（１）テキストや文献からのそのままの引用

ではないこと（２）箇条書ではなく、論理的に記述していること。（３）リポート設題での学

びが活かされていること。|| 



授業コード W0776 （認定科目名：地域福祉論Ⅱ/地域福祉論） 

授業科目 地域福祉論 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W059 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 2000 年に「社会福祉事業法」から「社会福祉法」に名称改正され、新しい法体系の下で

社会福祉が運営されるようになった。社会福祉領域の地方分権化の動向とも関わって、「地

域における社会福祉」の展開に注目が集まっている。しかしながら、既存の社会福祉概念と

地域福祉概念の差異は必ずしも明確にされていないのが現状である。また、実践レベルでは

新しい動きが数多く見られるようになってきており、この動向をふまえての検討が不可欠に

なっている。|ここでは、これまでの政策動向、歴史的経過、地域社会の変遷をふまえつつ、

地域福祉理念や基礎的概念の検討、地域福祉実践のシステム・方法等についての学習を深め

ることを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の推進主体について、その取り扱う問題の特長をふまえて理解する。|２．社会

福祉政策の動向をふまえて、地域福祉問題の具体的内容、その解決方法について理解する。

|３．地域社会の変化、地域生活問題の現状と社会福祉サービス供給主体の多様化をふまえ

て、地域福祉の展開の可能性について検討する。|４．地域福祉計画の意義と課題について、

その目的・方法・過程の現状をふまえて理解する。|５．地域福祉の対象と主体の関係性につ

いて、日本におけるコミュニティの現状をふまえて、具体的に理解する。|６．地域福祉推進

における関連諸領域との連携の重要性と、その具体的方法について理解する。とりわけ、医

療、保健、教育、労働等の地域住民の生活に密接に関わりのある領域との関係についてより

深く理解する。| 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード W0778 （認定科目名：老人福祉論Ⅱ/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論 単位 4.0 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

高齢者福祉への社会的ニーズは、少子高齢化により更なる社会的サービスの需要が予測され

ている。その対応のため、介護保険制度が 2000 年より実施された。その制度の現状を理解

し、「介護の社会化」といった理念、および「選別主義」から「普遍主義」を希求した結果の

新しい制度であったことも認識していただきたい。また、今後のサービスの拡大と財源問題

および自己負担問題、保険料の設定など現状から変更を迫られる時期がくると考えられる。

その意味で、今後の制度設計と理念などをどのように融合させていけばよいか学習してほし

い。  
 

■学習の要点 

(1)深刻化する高齢者介護問題| 現代的な課題である、要介護高齢者の社会生活上の課題や、

その支援のためのサービスの充実がどのように変遷してきたのかを理解する。|(2)私的介護

から公的介護への変遷| 「介護の社会化」や「選別主義」から「普遍主義」への理念の転換。

そして、今後の財源問題や自己負担問題など制度が抱える課題についても学習してくださ

い。|(3)高齢者ケアサービスの発展| 我が国における、高齢者福祉サービスの変遷を理解し、

現状のサービス形態やサービス種類、および施設形態などの特徴について学習してくださ

い。|(4)介護保険制度と財源構成| 介護保険制度が市町村における、介護保険事業計画に基

づいて実施されていることの理解とともに、各市町村ごとの人口動態の変化、財源構成、利

用者負担などの理解|(5)認知症高齢者および認知症ケア| 認知症に関する、精神医学的な知

見と、認知症当事者の内的世界について学習を深めてください。また、認知症ケア実践とし

てさまざまな取り組みが行われているが、ケア提供者やまわりの人々はどのようなことを意

識（注意）して認知症の方々と接していけばよいのか学習してください。|(6)地域包括支援

センターと、地域包括ケアシステムの理解| 日常生活圏域への理解と、日本版コミュニテ

ィ・ケアへむけた地域包括支援システムへの現状と課題|(7)その他の高齢者福祉関連法につ

いて学習してください。| 成年後見制度、日常生活自立支援制度、高齢者居住法など、広く

学習してください。 
 

■学習の到達目標 

(１) 試験問題はテキスト及び各省庁の 新動向なども含めた内容に基づき出題する。|(２) 

学習の要点に従い、テキストを熟読し学習を深めることが何よりも必要である。|(３) 出題

の要点を正しく理解し、解答されているかによって採点する。| 
 

■成績評価の基準 
基本的なキーワード（専門用語）および、国家試験に対応できる基本的理解ができているこ

とを基準とする。 



授業コード W0780 （認定科目名：障害者福祉論Ⅱ/障害者福祉論） 

授業科目 障害者福祉論 単位 4.0 

担当者 田中 智子 
シラバスグルー

プ 
T0W040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を前提とした障

害者問題の現れについて理解を深める。その上で、障害者問題の解決の指針を導きだすため

に、障害者福祉理念や障害概念、障害者福祉施策の変遷や、現在の障害者関連法等の基礎的

知識の習得を目的とする。その上で、社会福祉専門職として障害者問題をどのように把握す

るのか、またその問題に対し社会的支援をどのように介入させるのかということについて、

事例等をもとに理論と現実を切り結んで理解する視点を身につける。 
 

■学習の要点 

テキスト・参考文献等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題をど

のようにとらえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）と

の関連で把握し、現代における障害者・家族の貧困問題を引き起こす社会構造についての理

解を深める。|（２）障害者福祉の基本的な理念であるノーマライゼーション、現在の国際的

到達である障害者の権利条約についてその成立背景と内容を理解する。|（３）わが国におけ

る障害者福祉の歴史を概観し、特に戦後の各時期の特質について、対象−福祉政策−社会運動

という側面から理解する。|（４）障害とは何か、国際的到達である WHO の「国際生活機能

分類」（ICF）との比較において、わが国の障害規定の特徴と問題について理解する。|（５）

障害者総合福祉法の内容と課題を、障害者本人とその家族、福祉労働者の実際との関連にお

いて理解する。|（６）社会福祉実践の供給主体像について、公的責任との関連において理解

する。 
 

■学習の到達目標 

テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。「答案」

は箇条書きではなく論述すること。 
 

■成績評価の基準 
問題についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。  



授業コード W0781 （認定科目名：児童福祉論Ⅱ/児童福祉論） 

授業科目 児童福祉論 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童や家庭に対する支援と

児童・家庭福祉制度 第7版

（新・社会福祉士養成講座

15） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養い、支援の展開に

向けての基礎理論及び方策について学ぶことを目的とする。日々の生活のなかで、子どもの

成長・発達を支援する児童福祉の意義とは何か、また現代社会における児童福祉の課題とは

何かを考える。これまで展開されてきた児童福祉の歴史に学びつつ、少子化の進行、世帯構

成や家族機能の変化、地域社会の変容等、子どもの育つ社会環境の変化をおさえ、現代にお

ける子どもとその養育者への社会的支援について考察を深めたい。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉の思想・理念、児童の権利| 関

連法規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関

する基本的視角を得る。|２．現代社会における児童福祉ニーズとその背景| 児童の育つ生

活環境、児童を取り巻く社会状況について理解を深め、児童福祉ニーズを考察する。|３．児

童福祉の関係法規と実施体制| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解す

る。児童福祉サービスの体系と、利用に関する費用、財源、運営主体としての機関・施設、

非営利組織、その他関連する社会資源、専門職の役割・機能について学ぶ。また、児童福祉

における計画や運営、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童

福祉の施策| 母子保健、保育、健全育成、子育て支援、ひとり親家庭・要保護児童・障がい

のある児童等を対象とした支援、子ども家庭の貧困への対応、児童虐待防止などの児童福祉

施策全般について学び、支援の展開と絡めて課題を考察する。|５．児童福祉の支援活動にお

ける視点と原理・原則| 児童福祉の専門職として、支援の基盤となる価値や倫理、知識、技

術・技能について学ぶ。|６．児童福祉の担い手と子育ての社会化| 児童福祉の専門職による

支援にとどまらず、子どもが育つこと・子どもを育てることに関するソーシャル・サポート

やネットワークについて考える。ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョン、

エンパワーメントなどの視点に学ぶ。子育て支援の意義と課題、社会的養護のあり方、虐待

防止のための取組みなど具体的に関心のあるテーマで検討を深める。  
 

■学習の到達目標 

児童福祉の諸課題を考えるための基本的な視座を養い、支援の展開に向けての基礎理論、基

礎知識と方策を理解することを目指す。児童福祉の歴史的変遷を、社会的背景・社会問題と

の関連させながら理解を深め、子どもとその家庭の生・生活の困難や生活課題について考察

する力を涵養する。現代社会における子どもとその家庭への支援のあり方について検討でき

るようになる。 
 



■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W0783 （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4.0 

担当者 池本 薫規 
シラバスグルー

プ 
T0W002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉士相談援助演習 

第 2 版 

日本社会福祉士養成校協会 

監修 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、相談援助技術の理論と実践を結びつける重要な科目として位置づけられる。履修

にあたっては、とりわけ社会福祉援助技術論、社会福祉士実習（事前・事後学習を含む）と

関連づけて学ぶ必要がある。ソーシャルワークの理論や技法が実践現場でどのように展開さ

れているのか、ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる対人援助の基本的な視点や

方法・原則とは何かといった相談援助技術の基本について考察し、理解を深める。 
 

■学習の要点 

ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる対人援助の基本的な視点や方法・原則につ

いて考察し、理解を深める。||・ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる自己覚知・

他者理解、価値・倫理の重要性について理解する|・コミュニケーションの本質と基本的技法、

とくに非言語コミュニケーションについて理解する|・相談援助における面接の目的と特性、

基盤について理解する|・基本的な面接（応答）技法とそれらがクライエントに与える影響に

ついて理解する|・相談援助における面接の展開過程について理解する|・相談援助における

記録の意義と重要性について理解する 
 

■学習の到達目標 

・ソーシャルワーカー（社会福祉士）の自己覚知・他者理解、価値・倫理の意義や重要性に

ついて説明できる|・コミュニケーションの本質と基本的技法、とくに非言語コミュニケーシ

ョンの意味と有用性について説明できる|・相談援助における面接の目的と特性、基盤につい

て説明できる|・基本的な面接（応答）技法とそれらがクライエントに与える影響について説

明できる|・相談援助における面接の展開過程について説明できる|・相談援助における記録

の意義と重要性について説明できる 
 

■成績評価の基準 

・「学習の到達目標」の項目の理解度・到達度を評価する|・自分の意見・考察内容が記述さ

れていること|・出題の要点を正しく理解し、要点に沿って論理的に記述されていること

（1600 字程度とする） 



授業コード W0784 （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4.0 

担当者 後藤 至功 
シラバスグルー

プ 
T0W026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 II 

第 3 版（新・社会福祉士養

成講座 8） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、これまで学んできた理論と現場実践をつなげていくための準備段階の学習とし

て位置づけられる。実習の事前学習として、また社会福祉専門職として必要な実践力の基礎

を身につけることを目的としている。援助技術に関する一般原則や方法論を、社会福祉援助

が必要な人々の生活支援において、また地域福祉の基盤整備と開発にかかわって、どのよう

な展開・実践していくのか、事例検討などを通して具体的に学ぶとともに、ソーシャルワー

クの体系についての理解を深める。また、援助関係において「援助資源」たるソーシャルワ

ーカー自身について、そのあり方、価値観、人間観についての理解を深める。社会福祉援助

技術論で学ぶ理論を基盤として学ぶため、本科目のテキストとともに、社会福祉援助技術論

のテキストや文献も活用して学ぶことを前提とする。 
 

■学習の要点 

１．社会福祉専門職に必要不可欠な対人援助における視点や方法、原則についての理解を深

める。|２．ソーシャルワーク実践の場面およびその過程を想定し具体的に理解する。|３．総

合的かつ包括的な援助技術および地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な援助について、

事例研究の意味や目的、方法を理解した上で、事例等を活用して理解を深め、ソーシャルワ

ーク実践過程の枠組みや体系、ソーシャルワークワーカーの専門性の評価について理解す

る。|４．ソーシャルワーク実践の定義に基づいてソーシャルワーカーの専門性の評価につい

て理解する。|５．対人援助における価値と倫理の重要性について、理解を深める。|６．併修

のスクーリングにおける少人数でのディスカッションやロールプレイ等を活用した実技指

導と連動して学びが深められるよう、基本的技法を理解し、実践できるようにする。| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進める。また、現場実践にお

ける具体的な援助視点および方法を理解するとともに、リポートについては、論点が伝わる

よう、起承転結や序論、本論、結論などリポートの構成を考え、論理性のあるリポートを作

成できる力が備わること。| 
 

■成績評価の基準 

・テキスト内容の理解ができているか|・自分の考えを論理的に展開できているか|・誤字・脱

字、文意、段落の付け方、私見と引用との区別、引用・参考文献や注の記載などの不備がな

いか。 



授業コード W0786 （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4.0 

担当者 金田 喜弘 
シラバスグルー

プ 
T0W022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉実習：社会福祉現

場と共に歩む社会福祉士を

目指して 

佛教大学社会福祉実習研究

会編 
佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目のねらいは社会福祉援助技術現場実習に臨むにあたり、その前提として必要とされ

る援助者としての姿勢、社会福祉援助の専門的知識、援助技術および実習領域の基礎知識を

深めることを目的とする。実習とは、人と人とが直接関わる実践の場であることを念頭に置

き、それが何を意味するのかを考え臨まなければならない。学習過程において、自らの行う

実習の意義を考え、目的を明確にし実習のテーマおよび課題を主体的に設定することが求め

られる。 
 

■学習の要点 

 社会福祉の実践はヒューマンサービスであるということを念頭に置き、以下の諸点につい

て考え、自らの実習に対する目的や課題を明確にできるよう学習を進めることを求める。| 

１．現場実習において求められる実習生としての姿勢について理解すること。| ２．ソーシ

ャルワーカーの職業倫理について理解すること（社会福祉士の倫理綱領を参照）。| ３．現

場実習の指定施設についてその概要や根拠となる法律、また 低基準等を理解すると同時

に、そこで働く専門職の専門性について理解すること。| ４．実習生として現場実習におい

て留意すべき事柄について理解すること。| ５．実践の場において関わるさまざまな専門職

種について理解し、その連携の意義を考えること。| ６．実習における記録の意義について

理解すること。| 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を試験で測る。またその達成度に即して成績評価する。なお、答案は論旨を明確に記

述すること。 
 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即したテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測り、その到達度に即して成績評価する。（1600 字程度）|・問いに対して、

解答するに必要なキーワードが含まれているかどうかを評価する。|・問いを正しく理解し、

要点を押さえ、論理的に解答が述べられているかどうかを評価する。 



授業コード W0806 （認定科目名：小児保健/子どもの保健Ⅰ） 

授業科目 子どもの保健Ⅰ 単位 4.0 

担当者 武内 一 
シラバスグルー

プ 
T0W041 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

子どもの保健〔改訂第 3 版〕 渡辺博 編著 中山書店  

    

 
 

■授業の概要 

保育士を目指す皆さんは、保育園や乳児院、そのほかの施設で子どもたちに接する際に、子

どもの成長発達の基本を知り、母子関係の意味を知り、さらに、子どもたちの障害や疾患に

ついて学ぶ、これらは子どもたちにとって求められる保育は何かを考える基礎になっていき

ます。とくに今日大きな問題として取り上げられる、子どもの貧困・虐待、発達障害、小児

医療をめぐる困難について、自分の考えをもつことは大変重要です。知識を増やすだけでな

く、自分自身でしっかり考えて判断できるように、本科目では自ら考える姿勢を重視したい

と思います。 
 

■学習の要点 

テキストから学ぶ内容に、自分自身で新聞の記事、インターネット情報、そしてできれば書

籍からのまとまった知識を加えて、自分で問題をどう考えるのか整理してみる、そうした取

り組み方を期待します。大学図書館のポータルサイトを利用して、フェイクではない正しい

情報を得てください。|乳幼児の集団生活に関わる立場にとって、事故の予防と救急蘇生の手

技およびワクチンで防げる病気と具体的な予防接種の中身（どういったワクチンをいつ接種

するのかなど）を知っていることは大変重要です。|それらの点を特に強調し、リポート設題

としました。 
 

■学習の到達目標 

・学習の進展と理解度を試験ではかり、その到達度に即して評価します。|・問題はテキスト

のみならず、調べてくれたことが活かせれる出題としています。|・問いに対し、解答するに

必要なキーワードを含んでいるか、出題要点を理解し、理論的に論述の展開とその深度がど

のようであるか、学習の状況が把握できるものとなっているか、などを総合的に評価します。 
 

■成績評価の基準 

内容が 新の情報にも続いて書かれているか（特にワクチン関係）は重要です。また、ネッ

トの情報の書き写しではなく自分の考えが論じられているかを、評価の上では重視します。

ネットのコピペが強く疑われ、そうした引用を明記されていないリポートや答案であると判

断した場合、合格点は与えません。 



授業コード W0853 （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4.0 

担当者 緒方 由紀 
シラバスグルー

プ 
T0W017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 I（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

4) 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版  

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 II（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

５） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版 [ISBN]9784805839478 

 
 

■授業の概要 

 かつて精神障害者は医療の対象として対処されてきた。現在障害者総合支援法、精神保健

福祉法等を中心に地域で生活するための施策やサービスが、国と地方自治体それぞれの役割

に応じて提供されている。| 本科目では、本人の主体性を重んじ、人としての尊厳や自尊心

を損なうことなく、自立を支援するための具体的な方法を学習するとともに、家族支援につ

いても検討する。| さらに、近年障害者本人もしくは家族による相互支援としての当事者活

動も活発になってきており、そうした動向にも関心を寄せ、グループ支援のあり方について、

またセルフヘルプ活動によって達成し得るもの、ピアサポートの意義とともに理解を深め

る。 
 

■学習の要点 

１．精神障害者の現状を把握する。|２．精神障害者とその家族への個別およびグル—プを用

いた支援方法を理解する。|３．場面に応じた援助のあり方および実践プログラムや具体的な

事業について理解する。|４．ケアマネジメントの実際を知る。|５．セルフヘルプグループの

意義およびピアサポートについて理解する。|６．チームアプローチと連携について理解す

る。 
 

■学習の到達目標 

 まず第一に精神障害者の生活上の困難について、病者としてだけではなく生活者として、

把握できていることが重要である。さらには、 新の具体的な関連法制度や施策・事業を理

解するとともに、援助者側の多様な役割を説明できるようになることが求められる。| 
 

■成績評価の基準 

 問題では何が問われているのか、どのような事柄を取り上げ論述していくべきなのかを正

確に読み解き、問題に沿って答案を作成してください。| さらに文章としてのまとまり、自

身の考察が客観的な根拠とともに示されているかどうか、全体をとおして論理的展開となっ

ているか、これらを踏まえ評価します。| 答案作成の上での基本的事項（分量、正しい日本

語、誤字脱字、正確な用語の理解など）が不足している場合は減点の対象となります。 



授業コード W5102 
（認定科目名：社会福祉原論・社会福祉原論２/社会福祉

原論） 

授業科目 社会福祉原論 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W055 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉原論 岡崎祐司編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目は、社会科学的視点から社会福祉の対象、目的、主体、社会的機能、分野などを理

解することに重点をおいています。社会福祉を歴史的産物としてとらえ、社会との関わりで

社会福祉の本質をとらえるということです。人権や発達が保障される社会をめざす人類の歩

みのなかで、社会福祉の政策・制度はどうあるべきか、社会福祉実践者はどのような働きや

役割を期待されているのかを考えることが大きなねらいです。そのため、テキストでは資本

主義論、国家論、社会問題論を重視しています。それをふまえて社会福祉の対象、主体、目

的などの基礎理論と社会福祉の歴史的歩みをつかんでいきます。さらに社会福祉システムの

トータルな理解と、社会福祉改革の論点を、その基礎・背景にある現代社会の矛盾と関わら

せて学びます。いわゆる制度・実践の解説本ではなく社会科学的方法論にもとづく社会福祉

理論を展開しているので、理解のためには繰り返し読む必要があるでしょう。社会福祉の

新動向解説のためのテキストではないので、それについては雑誌、インターネット等で各自

フォローをこころがけておいていただきたい。あくまで原理論科目として社会福祉の基礎理

論を深めます。 
 

■学習の要点 

（１）福祉の対象である生活問題を社会問題論の観点から考える。資本主義の矛盾と社会問

題の生成、社会問題と個人、社会問題と関わらせた社会福祉の対象設定などについて。|（２）

国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的な理念について考える。人権の思想とその歴史的

意義、人権保障と社会福祉の目的、社会福祉の権利性、発達保障について。|（３）社会福祉

サービスの供給原則のうち、「権利性」と「普遍性」について理解する。また、それらと社会

福祉の公的責任のあり方を関わらせて考察する。|（４）社会福祉サービスの供給原則のうち、

「総合性」と「地域性」について理解する。また、それらと社会福祉の公的責任のあり方を

関わらせて考察する。| 
 

■学習の到達目標 

１．学習の到達目標|（１）基本的なこととして、社会との関わり、社会問題との関わりで社

会福祉の基礎をつかめるようになること。|（２）国民の側からみた社会福祉の目的と基礎的

な理念について、理解すること。とくに、人権保障との関わりからとらえるようになること。

|（３）生活問題を地域、家族、生活様式の変化の視点からとらえるようになること。|（４）

社会福祉の政策主体とはなにか、その役割と責任はどのようなものか、どのような社会的勢

力に影響されているのかについて理解できるようになること。|（５）「権利性」、「普遍性」、

「総合性」、「地域性」という社会福祉の供給原則と社会福祉の公的責任の重要性を理解でき

るようになること。| 
 



■成績評価の基準 
①情緒的ではなく論理的な文章が書かれている。|②学習の要点を踏まえて、テキストを学習

し理解できている。|③問いに対する答えになっている。|| 



授業コード W5106 
（認定科目名：社会福祉方法原論１・社会福祉方法原論２

/社会福祉方法原論） 

授業科目 社会福祉方法原論 単位 4.0 

担当者 眞砂 照美 
シラバスグルー

プ 
T0W083 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉方法原論の展開 植田章ほか 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 介護保険制度や障害者総合支援法など社会保障・社会福祉分野における利用契約制度への

移行は、利用者・家族の暮らしに大きな影響をもたらしている。たとえば、「利用料負担」や

「介護認定」「支援区分認定」といった仕組みはサービス利用を大きく制限するものとなっ

ている。市場原理に基づく事業者間の競争は、利用者と福祉施設・事業所との信頼関係を崩

し、職員の専門性の発揮をも妨げ、同時に福祉施設・事業所の運営・経営もいっそう厳しい

状況に追い込んでいる。| こうした福祉現場の今に焦点を当て、社会福祉専門職の専門性と

は何か、利用者の立場に立った福祉実践・福祉労働をどのように発展させていくのか、あら

ためて方法・技術論の今日的な課題から学習を深める。 
 

■学習の要点 

１）社会福祉実践とケアマネジメントを支える理論と方法について|２）ケアにみる社会福祉

援助の思想と方法について|３）クライエントの生活を理解する意味と技法について|４）当

事者活動と社会福祉援助の連携について|５）社会福祉援助における社会福祉調査の意義とそ

の方法について|６）援助記録･実践に活かす記録とその方法について|７）ケアする人を支え

る方法について|８）社会福祉専門職の仕事の場と専門性の課題について 
 

■学習の到達目標 
 学習の到達目標：「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進

度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価を行う。|  

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準：採点は、加点方式を基本とする。出題の要点を正しく理解し、論理的に解

答が述べられていること（60 点）。論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。| 

留意点：（１）テキストの丸写しや箇条書きでないこと。|     （２）リポート設題で

の学びが活かされていること。| 



授業コード W5236 （認定科目名：家族福祉論１・家族福祉論２/家族福祉論） 

授業科目 家族福祉論 単位 4.0 

担当者 田中 智子 
シラバスグルー

プ 
T0W044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

「子どもの貧困」を問い直

す―家族・ジェンダーの視点

から 

松本伊智朗編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

子どもや女性、障害者、高齢者、患者などが抱える問題は、同時に、かれらの家族が抱える

問題でもある。しかし、当事者に焦点化することで家族問題が後景に退いたり、あるいは世

帯を単一のものととらえることでその内部の問題が捨象されたりする。この問題解決には、

ジェンダー視点の導入が不可欠である。問題を抱える当事者とその家族は、当該家族の逸脱・

病理とみなされることによって、孤立化を深め、問題をより深刻化させている。それほどに

「家族」には、特定の固定化されたイメージがつきまとっている。「家族福祉」は、家族を歴

史的・社会的にとらえることによって、現実の家族の多様性を受け止め、家族に自己責任を

負わせない社会のありかたを展望するなかで、家族支援のあり方を検討することを課題とし

ている。 
 

■学習の要点 

家族福祉とは何か、について社会福祉の一分野正確に理解できるように、家族福祉について

の内外の理論を学習し理解を深めておこう。そのためには、現代の社会構造に規定された家

族の現状について理解を深めることが不可欠である。また、現代社会および現代家族の特質

を理解し、なぜ家族福祉が必要とされるのか、現代の家族福祉の政策や実践、法律や制度に

ついても学習しておこう。| １．現代社会と現代家族の特質について| ２．現代家族を理解

するうえでのジェンダー視点の意義について| ３．家族内部の問題を可視化する視点につい

て| ４．家族問題の表れについて| ５．家族支援のあり方について| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②問題の意図を十分にくみ

とって論述すること。| 
 

■成績評価の基準 
テキストの内容を十分に理解できていること。そのうえで、独自の考察が展開できているこ

と。 



授業コード W5238 （認定科目名：児童福祉論・児童福祉論２/児童福祉論） 

授業科目 児童福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代児童家庭福祉論 服部次郎編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、現代社会における児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養

い、支援の展開に向けての基礎理論及び方策について学ぶ。少子化の進行、世帯構成や家族

機能の変化、地域社会の変容等、子どもの育つ環境の変容について理解し、児童と家庭への

支援のあり方について考察する。具体的には、歴史的な展開過程をふまえつつ、児童福祉の

基本的視点、思想及び理念を学ぶ。また、戦後に創設した児童福祉法の成立とその社会的意

義を確認し、児童の権利について理解を深めるとともに、今日の社会福祉全体の動向（制度

改革、地域・在宅福祉への転換、利用者主体、自立支援など）のなかで児童福祉の課題をと

らえる。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉の思想・理念、児童の権利|  

児童福祉の歴史的な変容をふまえ、児童の権利擁護に向けての歩みと、関連法規について学

ぶ。児童福祉における基本理念を理解する。|２．現代社会における子どもの生活ニーズとそ

の背景|   児童の育つ生活環境、児童を取り巻く社会状況について理解を深め、子どもの生

活上のニーズ、生活困難等を学ぶ。成長・発達する存在としての子どもの特性についても理

解する。|３．児童福祉の関係法規と実施体制|   児童福祉法制度の内容、実施体制について

学ぶ。法制度の改正とその背景についても理解を深める。担い手としての専門職の役割・機

能についても学ぶ。児童福祉における権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価について理

解する。|４．児童福祉の施策|   児童福祉に関する施策全般について学び、支援活動の実際

と絡めて課題を考察する。|５．児童福祉の支援活動における基本的視点と支援の実際|   さ

まざまな支援活動（相談支援、施設ケア等を含む）について、支援の基盤となる価値や倫理、

知識、技術・技能について学ぶ。事例から支援の実際を学び、課題を考察する。|６．関連領

域・職種との連携と子育ての社会化|   子どもが育つこと、子どもを育てることに関するソ

ーシャル・サポートについて考える。ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョ

ン、エンパワーメントなどの視点に学ぶ。子どもとその家庭を支援する機関・施設等の連携

のあり方について考察する。 
 

■学習の到達目標 

現代社会における児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養い、支援の展

開に向けての基礎理論及び方策について説明できる。少子化の進行、世帯構成や家族機能の

変化、地域社会の変容等、子どもの育つ環境の変容について理解し、児童と家庭への支援の

あり方について考察することができる。歴史的な児童福祉の展開過程をふまえ、児童福祉の

基本的視点、思想及び理念を学び、児童の権利擁護の視点から、今日の児童福祉をめぐる諸

課題について検討することができる。 
 



■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W5240 
（認定科目名：老人福祉論・老人福祉論２/老人福祉論Ⅰ

/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

今日の高齢者福祉の状況は、「介護問題」を中心に議論されている。しかし、「老人福祉」に

求めれる学問的追求は、本来の「人間らしい生き方」を社会が守ろうとする現代的な課題で

もある。そのことは、「介護問題」のみに着眼するのではなく広い意味での「福祉」の探究へ

とつながっていく。| また、「高齢期」に遭遇する生活状況や、社会が対峙していかなけれ

ばならない課題なども理解し、多角的な分析を行えるよう、広い視野をもつようにしていた

だきたい。| そのため、この科目では、まず老人福祉の基本を学ぶことを目的とし、老人福

祉の歴史的経緯や、「老い」についての理解、高齢期における生活課題、高齢者と人権など

を学びつつ、学習の要点に示している内容の理解を深めていってほしい。| 
 

■学習の要点 

(１) 人口高齢化の状況とその特徴| わが国の人口高齢化には、他の先進国には見られない

幾多の特徴がある。わが国の高齢化の進展状況とともに、その特徴を理解すること。|(２) 高

齢者の生活実態| 高齢者の生活状況を、健康・経済、家庭・住居、社会活動などの側面から

トータルに理解すること。|(３) 要介護高齢者の増加と介護問題| 高齢者の介護問題が生じ

た理由・社会的背景とともに、現代の高齢者の介護問題を理解すること。|(４) 高齢者福祉政

策の変遷| わが国の高齢者福祉の発展・変遷の歴史を理解するとともに、近年、めまぐるし

く変化している制度・政策の内容を理解すること。|(５) 高齢者福祉に関係する法律|  老

人福祉法、高齢者居住法、後期高齢者医療制度|(6) 高齢者社会対策基本法の理解 
 

■学習の到達目標 

(１) 試験問題はテキスト及び各省庁の 新動向なども含めた内容に基づき出題する。|(２) 

学習の要点に従い、テキストを熟読し学習を深めることが何よりも必要である。|(３) 出題

の要点を正しく理解し、解答されているかによって採点する。| 
 

■成績評価の基準 
基本的なキーワード（専門用語）を押さえながら、理念や高齢者福祉をとらえる支援など、

総合的に評価する。 



授業コード W5242 
（認定科目名：障害者福祉論・障害者福祉論２/障害者福

祉論Ⅰ） 

授業科目 障害者福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 鈴木 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W038 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を把握し、障害

者問題に関する構造的理解を深める。また、障害者問題の解決の指針を示す障害者福祉理念

について学習する。さらに、障害者の活動や参加の制約を克服するための実践的な方策を明

らかにするためにも、「障害」概念の構造的な把握についての理解を深める。以上の基礎知

識を習得したうえで、現在の障害者制度である障害者自立支援法（総合支援法）についての

現状と課題を把握する。更に、同法が障害当事者や家族の生活、あるいは障害福祉労働者の

行なう支援にどのような影響を与えているのかということを、事例等をもとに考察を深め

る。また、障害者やその家族の権利保障を目指して展開されてきた社会福祉実践についても

考察を深める。 
 

■学習の要点 

 テキスト・参考文献等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題を

どのようにとらえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）

との関連で把握し、障害者問題の現れを労働と生活を中心に学習する。|（２）障害者福祉の

基本的な理念であるノーマライゼーション、リハビリテーションについて学習する。また、

障害者の人権確立に向けた国際的な動向について、国連の提唱による「国際障害者年」とそ

れ以降の動き、（〜「障害者権利条約」）について学習する。|（３）わが国における障害者福

祉の歴史を概観し、特に戦後の各時期の特質について、対象−政策−運動の側面から理解す

る。|（４）障害とは何か、WHO の「国際生活機能分類」（ICF）によって理解し、障害の構造

的把握の意義と課題について理解する。|（５）わが国の障害福祉政策の展開を障害者運動と

の関わりにおいて理解する。|（６）障害者自立支援法（総合支援法）の内容と課題を、障害

者本人とその家族、福祉労働者との関連において理解する。|（７）現在展開されている障害

者福祉実践について、テキストに紹介されている事例も参考に現状と課題を理解する。| 
 

■学習の到達目標 
テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。 

 

■成績評価の基準 
問題についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。 



授業コード W5244 
（認定科目名：地域福祉論１・地域福祉論２/地域福祉論

Ⅰ） 

授業科目 地域福祉論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W057 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

社会福祉領域の地方分権化の動向とも関わって、地域福祉の展開に注目が集まっている。し

かしながら、既存の社会福祉概念と地域福祉概念の差異は必ずしも明確にされていないのが

現状である。また、実践レベルでは新しい動きが数多く見られるようになってきており、こ

の動向をふまえての検討が不可欠になっている。そこで、ここでは、これまでの地域をめぐ

る福祉課題を捉える視角を獲得するために、これまでの政策動向、歴史的経過、地域社会の

変遷をふまえつつ、地域福祉理念や基礎的概念の検討、地域福祉実践のシステム・方法等に

ついての学習を深めることを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について理解する。また、戦後のコミュニティ

の変化と生活の変化について理解する。|２．社会福祉政策の動向について理解する。その上

で、地域問題や生活問題の変化、地域福祉実践の発展方向について理解する。|３．生活問題

の現状とサービス供給主体の多様化について理解する。|４．地域福祉における主体・対象に

ついて理解する。また、地域福祉における計画のもつ意義について、その目的・方法・過程

について理解する。|５．地方分権の推進と地域における公私の役割について理解する。特に

社会福祉政策全般との関わりで地域福祉の現状を理解する。|６．地域福祉における関連諸領

域との関係について理解する。とりわけ、医療、保健、教育、労働等の福祉に密接に関わり

のある領域との関係についてより深く理解する。| 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード W5503 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード W5505 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード W5507 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード W5509 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード W5537 
（認定科目名：W5537 社会福祉援助技術論１・W5538 社

会福祉援助技術論２） 

授業科目 社会福祉援助技術論Ⅰ 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子・眞砂 照美 
シラバスグルー

プ 
T0W091 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・社会福祉士養成課程対

応 ソーシャルワーカー教

育シリーズ 2 ソーシャル

ワークの理論と方法 1 

相澤譲治監・津田耕一編 みらい  

    

 
 

■授業の概要 

 世界や日本のソーシャルワーク実践や研究の成果から、多様な方法・技術が理論化し発展

してきている。また、利用者・家族の生活問題の多様化と複雑化に伴い、専門職としてのソ

ーシャルワーカーの実践の場も広がり、援助方法も多様化している。| この科目では、ソー

シャルワークの様々な理論に学びながら、具体的なソーシャルワークの展開過程とその方法

を理解し、今日の国民が抱える生活問題の解決・緩和のために、社会福祉士がソーシャルワ

ーカーとしていかに対応していくのか、学習を深める。|| 
 

■学習の要点 

1. ソーシャルワークとは何か、その定義や枠組みを踏まえながら、ソーシャルワークの構造

や機能、人と環境の交互作用、対象と範囲、援助関係について理解を深める。|2. ケース発

見、情報収集、アセスメント、援助計画の立案、実際の援助の実施、モニタリングや再評価、

効果測定、予防を含めた相談援助（ソーシャルワーク）の一連の展開過程を理解する。|3. ソ

ーシャルワークの展開過程で用いられる、アウトリーチ、契約、アセスメント、介入、記録、

交渉といった様々な技術（技法）の意義や目的を学び、具体的な活用方法を理解する。|4. ア

セスメントの意味と方法、ジェノグラムとエコマップなどについて理解する。|5. ソーシャ

ルワークにおいて重要な基礎となる面接について、その特性を学びながら、具体的な面接の

展開過程や、面接で用いられるコミュニケーション技術（技法）、様々な面接形態を理解す

る。|6.ソーシャルワークにおける生活理解、生活へのシステム思考と生態学的視座、生活支

援のエコシステムなど、ソーシャルワークの理論について理解する。|7.ソーシャルワークの

実践モデルと実践アプローチについて理解する。| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標:「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度と

理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。|| 

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準:採点は、加点方式を基本とする。出題の要点を正しく理解し、論理的に解答

が述べられていること（60 点）。論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|留

意点:（１）テキストの丸写しや箇条書きではないこと。|（２）リポート設題での学びが活か

されていること。|| 



授業コード W5602 （認定科目名：社会福祉原論/現代社会と福祉） 

授業科目 現代社会と福祉 単位 4.0 

担当者 北垣 智基 
シラバスグルー

プ 
T0W071 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代社会と福祉 
児島亜紀子・伊藤文人・坂本

啓毅編著 
東山書房  

    

 
 

■授業の概要 

 この科目は、社会福祉の基本的知識を学ぶとともに、社会福祉を捉える視角を身につける

ための科目である。| 社会福祉は歴史的産物であるため、その時々の社会状況に大きな影響

を受ける。しかしながら、法律が改正され、制度が変化するなかでこそ、社会福祉とは何で

あり、どのような理念のもとに展開されるべきであるのかについての基礎認識が求められ

る。そのためにも、私たちが生きる社会に社会福祉が存在する理由、その根底に関わる原理

や哲学、国内外における社会福祉の歴史的発展過程、今日における社会福祉政策・制度の内

容等について理解することに重点を置いて学習を進めてほしい。また、学習にあたってはテ

キストを熟読するとともに、参考文献にもできる限りあたり、用語・概念の意味を理解し、

考え、書き留めるという訓練を怠らないよう、丁寧に学習を進めてほしい。|  
 

■学習の要点 

１．社会福祉の原理について、関連する国内外の理論・思想をふまえて理解する。|２．社会

保障・社会福祉の政策・制度に関わる諸概念について理解する。|３．社会福祉における「ニ

ーズ」概念について、関連する国内外の議論をふまえて理解する。|４．社会福祉の歴史的あ

ゆみについて理解する。特にイギリスの歴史から学び、COS、セツルメント運動、貧困調査

活動の意義を理解する。|５．戦後(第二次世界大戦以後)の日本における地域社会・国民生活

の変化と社会福祉制度・政策の動向との関連性を理解する。|６．福祉国家体制の成立と変容

のプロセスについて、関連する歴史的動向や理論・思想と結びつけて理解する。|７．社会福

祉の供給過程におけるソーシャルワークの位置づけを理論的に把握したうえで、ソーシャル

ワークの在り方を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

１．国内外における社会福祉の原理と歴史を理解し、説明することができる。|２．社会福祉

政策・制度に関する基礎概念を理解し、説明することができる。|３．社会福祉の供給過程に

おけるソーシャルワークの位置付けとソーシャルワーク実践のあり方を理解し、説明するこ

とができる。|||  
 

■成績評価の基準 

 学習の要点に示されている内容を理解できているかどうかを確認する。試験問題をよく読

み、求められている内容を理解した上で解答を作成すること、また解答は問題に対する的確

な答えで作成することを求める。テキストに書かれている基礎的な内容のみならず、参考文

献等も参照し、理解を深められていると判断される場合は、記述内容に応じて高く評価する。

| なお、問題と無関係な答案を作成し、字数を埋めていたとしても評価の対象にはならな

い。解答の中で自分の考え等を展開することは自由であるが、解答と無関係な事柄（例えば、

ご自分の事情や単位修得・卒業への思いなど）について記載することは厳に慎んでいただき

たい。また、記述内容が各自でまとめられたものではなく、テキストや参考文献をコピー＆

ペーストしただけのものと認められる場合は、不合格とする。 



授業コード W5604 （認定科目名：相談援助の基盤と専門職） 

授業科目 相談援助の基盤と専門職 単位 4.0 

担当者 西村 伸 
シラバスグルー

プ 
T0W081 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の基盤と専門職

（新・社会福祉士養成講座

〔第 3 版〕；６） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

相談援助の基盤と専門職：

社会福祉援助実践の展開 
植田章著 佛教大学通信教育部  

 
 

■授業の概要 

ソーシャルワーカーが専門職として確立され、日本では 1987 年に国家資格としての社会福

祉士や精神保健福祉士が設けられた。少子高齢化や経済・社会環境が急速に変化する中で、

介護保険制度に象徴される社会福祉基礎構造改革の登場は、戦後のわが国の社会保障・社会

福祉制度の仕組み、理念を大きく変更するものであった。こうした下で人々の直面する生活

問題の多様化と複雑化に伴って、地域等のさまざまな分野においてソーシャルワーク実践が

求められてきている。この科目では、人々の直面する生活問題、福祉課題を解決・緩和する

ことを目的にして、地域を基盤として展開されるソーシャルワークの理論と実際について学

習する。 
 

■学習の要点 

１.現代社会と地域生活との関わりにおいて社会福祉士の意義と役割について理解する。|２.

ソーシャルワークの形成過程を辿りながら、それぞれの時期に登場したソーシャルワーク理

論と多様な実践モデルについて理解する。|３.ソーシャルワークの定義と構成要素について

理解する。|４.ソーシャルワーク実践を支える基盤としての、価値、権利擁護、自己決定、自

立支援ノーマライゼーション、社会的包摂等について理解する。|５.地域を基盤としたソー

シャルワークの意義と基本的視点及び専門的機能について理解する。|６.ソーシャルワーク

にかかる専門職の成立条件と専門職の範囲について理解する。| | 
 

■学習の到達目標 

ソーシャルワークの歴史や社会福祉士が成立してきた背景を理解できるようになる。ソーシ

ャルワークの定義からソーシャルワーク実践を支える理念や価値を説明できるようになる。

今求められているソーシャルワーク実践について述べられるようになる。 
 

■成績評価の基準 

 出題の要点を正しく理解し、論理的に解答が述べられていること（60 点）。論述の展開と

その進度により 40 点を上限に配点する。「科目 終試験受験に当たっての留意点」で記載し

ている（１）～（５）も踏まえて評価する。 



授業コード W5605 （認定科目名：社会福祉援助技術Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術Ⅰ 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子・眞砂 照美 
シラバスグルー

プ 
T0W084 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 I（新・

社会福祉士養成講座〔第 3

版〕；7） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 世界や日本のソーシャルワーク実践や研究の成果から、多様な方法・技術が理論化し発展

してきている。また、利用者・家族の生活問題の多様化と複雑化に伴い、専門職としてのソ

ーシャルワーカーの実践の場も広がり、援助方法も多様化している。| この科目では、ソー

シャルワークの様々な理論に学びながら、具体的なソーシャルワークの展開過程とその方法

を理解し、今日の国民が抱える生活問題の解決・緩和のために、社会福祉士がソーシャルワ

ーカーとしていかに対応していくのか、学習を深める。|| 
 

■学習の要点 

1. ソーシャルワークとは何か、その定義や枠組みを踏まえながら、ソーシャルワークの構造

や機能、人と環境の交互作用、援助関係について理解を深める。|2. 相談援助の一連の展開

過程を理解する。|3. アウトリーチ、契約、アセスメント、介入、記録、交渉の意義や目的を

学び、具体的な方法を理解する。|4. モニタリング・再アセスメント・効果測定・評価の技術

（技法）について、その内容と意義を理解し、実際の方法を学ぶ。|5. ソーシャルワークにお

いて重要な基礎となる面接について、その特性を学びながら、具体的な面接の展開過程や、

面接で用いられるコミュニケーション技術（技法）、様々な面接形態を理解する。|6.相談援

助における援助関係の意義、援助関係の形成プロセスに影響する要因、援助構造との関係、

援助関係の質と自己覚知、援助関係と実践領域について理解する。 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標:「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度と

理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。|| 

 

■成績評価の基準 

成績評価の基準:採点は、加点方式を基本とする。出題の要点を正しく理解し、論理的に解答

が述べられていること（60 点）。論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。|留

意点:（１）テキストの丸写しや箇条書きではないこと。|（２）リポート設題での学びが活か

されていること。| 



授業コード W5606 （認定科目名：社会福祉援助技術Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術Ⅱ 単位 4.0 

担当者 三馬 哲彦 
シラバスグルー

プ 
T0W076 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 II 

第 3 版（新・社会福祉士養

成講座 8） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 国際的なソーシャルワーク研究の成果から、ケースマネジメント（ケアマネジメント）・

ネットワーキング等の多様な方法・技術が理論化され、わが国においても介護保険制度や障

害者自立支援法といった支援の場で活用されてきている。そして、利用者・家族の生活問題

の多様化と複雑化に伴い、専門職としてのソーシャルワーカーの実践の方法も多様化してき

た。| この科目では、ソーシャルワークの対象概念や範囲を学びながら、社会資源の活用や

開発、多様な実践モデルとアプローチ等を理解し、今日の国民が抱える生活問題の解決・緩

和のために、社会福祉士がソーシャルワーカーとしていかに対応していくのか、援助の方法

と実際について学習を深める。| 
 

■学習の要点 

1. ソーシャルワークの対象について、人とその環境を一つの統一体として把握するシステ

ム理論を踏まえ、個人、家族、集団、地域といった視点から、その概念を理解する。|2. ケー

スマネジメント（ケアマネジメント）目的、展開過程、特徴について理解する。|3. グループ

を活用したソーシャルワークについて、集団の意味や、援助の展開過程を理解する。また、

自助グループの意味や、自助グループの組織化や連携についても理解を深める。|4. 他の専

門職や地域住民との連携の重要性と、ソーシャルワークにおけるコーディネート及びネット

ワーキングの目的、方法について学ぶ。|5. 社会資源の種類や特徴を学び、その活用の意義

や目的及び社会資源開発の意義について理解する。|6. ソーシャルワークの様々な実践モデ

ル及びアプローチの種類と特徴、及び活用の意義を理解する。|7. スーパービジョン、コン

サルテーション、ケースカンファレンスの内容と意義、実際の方法について理解する。|| 
 

■学習の到達目標 
学習の到達目標:「学習の要点」に記した学習目標に即してテキスト学習を進め、その進度と

理解度を試験で測る。また、その到達度に即して成績評価を行う。|| 

 

■成績評価の基準 

出題の趣旨・要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていることを基本とし、論述の

展開とその深度により配点する。一冊の文献からの引用でなく、数冊の文献を学習したうえ

で考察を深めまとめるようにすること。|留意点:（１）テキストや文献からのそのままの引用

ではないこと（２）箇条書ではなく、論理的に記述していること。（３）リポート設題での学

びが活かされていること。|| 



授業コード W5607 （認定科目名：地域福祉論Ⅱ/地域福祉論） 

授業科目 地域福祉論 単位 4.0 

担当者 藤松 素子 
シラバスグルー

プ 
T0W059 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

現代地域福祉論 藤松素子編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 2000 年に「社会福祉事業法」から「社会福祉法」に名称改正され、新しい法体系の下で

社会福祉が運営されるようになった。社会福祉領域の地方分権化の動向とも関わって、「地

域における社会福祉」の展開に注目が集まっている。しかしながら、既存の社会福祉概念と

地域福祉概念の差異は必ずしも明確にされていないのが現状である。また、実践レベルでは

新しい動きが数多く見られるようになってきており、この動向をふまえての検討が不可欠に

なっている。|ここでは、これまでの政策動向、歴史的経過、地域社会の変遷をふまえつつ、

地域福祉理念や基礎的概念の検討、地域福祉実践のシステム・方法等についての学習を深め

ることを目的とする。 
 

■学習の要点 

１．地域福祉の推進主体について、その取り扱う問題の特長をふまえて理解する。|２．社会

福祉政策の動向をふまえて、地域福祉問題の具体的内容、その解決方法について理解する。

|３．地域社会の変化、地域生活問題の現状と社会福祉サービス供給主体の多様化をふまえ

て、地域福祉の展開の可能性について検討する。|４．地域福祉計画の意義と課題について、

その目的・方法・過程の現状をふまえて理解する。|５．地域福祉の対象と主体の関係性につ

いて、日本におけるコミュニティの現状をふまえて、具体的に理解する。|６．地域福祉推進

における関連諸領域との連携の重要性と、その具体的方法について理解する。とりわけ、医

療、保健、教育、労働等の地域住民の生活に密接に関わりのある領域との関係についてより

深く理解する。| 
 

■学習の到達目標 

①地域福祉の基本的理念、概念、構成要件について的確に指摘できる。|②第二次世界大戦後

の日本におけるコミュニティの変化と生活の変化について述べることができる。|③地域問題

や生活問題の変化、地域福祉実践の発展過程との関係性について指摘できる。|④地域福祉に

おける主体・対象とは何かについて的確に指摘できる。|⑤地方分権の推進と公私の役割の関

係について説明できる。|⑥地域福祉における関連諸領域との関係について説明できる。|⑦

①～⑥について、具体的な問題にひきつけて自己の見解を述べることができる。 
 

■成績評価の基準 

①学習の要点に示されている基礎的な内容を理解できている。|②試験問題をよく読み、そこ

で要求されている内容を理解した上で、解答を作成できている。|③解答は問題に対する的確

な答えで作成できている。解答の中で自分の考え等を展開することは自由ですが、解答と無

関係な事柄が述べられている場合は減点の対象となります。|④情緒的ではなく、論理的に展

開できている。 



授業コード W5611 （認定科目名：社会保障論） 

授業科目 社会保障論 単位 4.0 

担当者 横山 壽一 
シラバスグルー

プ 
T0W062 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版社会保障論 里見賢治著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 社会保障制度はしばしば「自助の補完物」と見なされることが多いが、現代においては遙

かにそれを越えるものであり、少なくとも現代社会においては、「自助の前提条件」として

国民生活の不可欠な構成要素の一つとなりつつある。| この講義では、この現代的な現象を

政策論的な観点から理論的・制度論的に考察し、受講生が、社会保障制度の全体像と各個別

制度の基本的な仕組み・今後の課題などを理解・把握し、社会保障に関する理論的・政策的

な判断能力を獲得できることを目指す。なお、社会保障制度を構成する社会福祉各制度等に

ついては、本学では別に各種の授業科目が用意されているので、この講義で使用するテキス

トではそれらについては簡潔にふれるにとどめ、それらと重複しない社会保険各制度を中心

に詳述しているが、社会保障制度は社会保険に限定されるものではなく、社会福祉各制度等

を含む総合的生活保障制度の中核としてあることに、特に注意を喚起しておきたい。| 
 

■学習の要点 

１．現代の国民生活における社会保障の意義と機能について把握する。|２．社会保障制度の

概念と範囲、各制度の運営・財政方式等を理解する。|３．公的年金制度の概要と特徴、その

矛盾と問題点を理解し、改革の方向について考える。|４．医療保障制度の概要と特徴、その

現在の課題を理解し、改革の方向について考える。|５．公的介護保険制度の概要と特徴、そ

の現在の課題を理解し、改革の方向について考える。|６．社会保障の運営・財政方式につい

て、社会保険方式と公費負担方式<税方式> の異同を整理し、それぞれのメリット・デメリ

ットを考える。|７．自助・共助・公助それぞれの意味と含意する内容について理解し、社会

保障制度が「自助の補完物」ではなく「自助の前提条件」としてあるべき理由を考える。|８．

以上を踏まえて、少子・高齢社会と社会保障について考察を深め、なぜ社会保障の抑制では

なく充実が求められるか、考えを深める。| 
 

■学習の到達目標 

1.現代の国民生活における社会保障の意義と機能を理解できる。|2 社会保障制度の概念と範

囲、各制度の運営・財政方式を理解できる。|3.公的年金制度の概要と特徴、現行制度の問題

点と改革の方向を理解できる。|4.医療保険制度の概要と特徴、現行制度の問題点と改革の方

向を理解できる。|5.公的介護保険制度の概要と特徴、現行制度の問題点と改革の方向を理解

できる。|6.社会保障の運営・財政運営方式について社会保険方式と公費負担方式の違いと特

徴を理解できる。| 
 

■成績評価の基準 

▼上記の「学習の要点」にあげた各項目について、概ね８割程度理解・把握できていること

を学習の到達目標とする。各個別制度の仕組みを的確に理解するように努めること。|▼科目

終試験に際しては、過不足なく８割程度の記述ができた場合 100〜80 点をつけることと

し、とりわけ優秀な答案には 90 点以上を与える。なお、重要な論点は踏まえているものの

過不足がやや目立つ場合は 79 点〜70 点、過不足が目立つが大きな間違いなく問題に答えて

いる場合は 69 点〜60 点、とする。|▼制度について重大な勘違いをしていたり、問題に適切



に答えていない場合は不可とする。|▼評価は、制度の仕組みなどが十分に理解できているか

どうかがポイントになる。単なる時事評論やエッセーに終わっている内容は不可とする。 



授業コード W5613 （認定科目名：老人福祉論Ⅱ/老人福祉論） 

授業科目 老人福祉論 単位 4.0 

担当者 坂本 勉 
シラバスグルー

プ 
T0W029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版高齢者福祉論 永和良之助編 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

高齢者福祉への社会的ニーズは、少子高齢化により更なる社会的サービスの需要が予測され

ている。その対応のため、介護保険制度が 2000 年より実施された。その制度の現状を理解

し、「介護の社会化」といった理念、および「選別主義」から「普遍主義」を希求した結果の

新しい制度であったことも認識していただきたい。また、今後のサービスの拡大と財源問題

および自己負担問題、保険料の設定など現状から変更を迫られる時期がくると考えられる。

その意味で、今後の制度設計と理念などをどのように融合させていけばよいか学習してほし

い。  
 

■学習の要点 

(1)深刻化する高齢者介護問題| 現代的な課題である、要介護高齢者の社会生活上の課題や、

その支援のためのサービスの充実がどのように変遷してきたのかを理解する。|(2)私的介護

から公的介護への変遷| 「介護の社会化」や「選別主義」から「普遍主義」への理念の転換。

そして、今後の財源問題や自己負担問題など制度が抱える課題についても学習してくださ

い。|(3)高齢者ケアサービスの発展| 我が国における、高齢者福祉サービスの変遷を理解し、

現状のサービス形態やサービス種類、および施設形態などの特徴について学習してくださ

い。|(4)介護保険制度と財源構成| 介護保険制度が市町村における、介護保険事業計画に基

づいて実施されていることの理解とともに、各市町村ごとの人口動態の変化、財源構成、利

用者負担などの理解|(5)認知症高齢者および認知症ケア| 認知症に関する、精神医学的な知

見と、認知症当事者の内的世界について学習を深めてください。また、認知症ケア実践とし

てさまざまな取り組みが行われているが、ケア提供者やまわりの人々はどのようなことを意

識（注意）して認知症の方々と接していけばよいのか学習してください。|(6)地域包括支援

センターと、地域包括ケアシステムの理解| 日常生活圏域への理解と、日本版コミュニテ

ィ・ケアへむけた地域包括支援システムへの現状と課題|(7)その他の高齢者福祉関連法につ

いて学習してください。| 成年後見制度、日常生活自立支援制度、高齢者居住法など、広く

学習してください。 
 

■学習の到達目標 

(１) 試験問題はテキスト及び各省庁の 新動向なども含めた内容に基づき出題する。|(２) 

学習の要点に従い、テキストを熟読し学習を深めることが何よりも必要である。|(３) 出題

の要点を正しく理解し、解答されているかによって採点する。| 
 

■成績評価の基準 
基本的なキーワード（専門用語）および、国家試験に対応できる基本的理解ができているこ

とを基準とする。 



授業コード W5615 （認定科目名：障害者福祉論Ⅱ/障害者福祉論） 

授業科目 障害者福祉論 単位 4.0 

担当者 田中 智子 
シラバスグルー

プ 
T0W040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・現代障害者福祉論 
鈴木勉・田中智子編著、塩見

洋介他著 
法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

障害者の労働と生活の実態とこれを規定する社会的条件（経済メカニズム）を前提とした障

害者問題の現れについて理解を深める。その上で、障害者問題の解決の指針を導きだすため

に、障害者福祉理念や障害概念、障害者福祉施策の変遷や、現在の障害者関連法等の基礎的

知識の習得を目的とする。その上で、社会福祉専門職として障害者問題をどのように把握す

るのか、またその問題に対し社会的支援をどのように介入させるのかということについて、

事例等をもとに理論と現実を切り結んで理解する視点を身につける。 
 

■学習の要点 

テキスト・参考文献等に学び、次の項目について学習を深めること。|（１）障害者問題をど

のようにとらえるべきか、その社会の経済メカニズム（生産とそのための労働のあり方）と

の関連で把握し、現代における障害者・家族の貧困問題を引き起こす社会構造についての理

解を深める。|（２）障害者福祉の基本的な理念であるノーマライゼーション、現在の国際的

到達である障害者の権利条約についてその成立背景と内容を理解する。|（３）わが国におけ

る障害者福祉の歴史を概観し、特に戦後の各時期の特質について、対象−福祉政策−社会運動

という側面から理解する。|（４）障害とは何か、国際的到達である WHO の「国際生活機能

分類」（ICF）との比較において、わが国の障害規定の特徴と問題について理解する。|（５）

障害者総合福祉法の内容と課題を、障害者本人とその家族、福祉労働者の実際との関連にお

いて理解する。|（６）社会福祉実践の供給主体像について、公的責任との関連において理解

する。 
 

■学習の到達目標 

テキストの学習課題に取り組むこと。成績評価の基準は、テキストの理解度に置かれるが、

その上で、独自の説得的な意見が記述される場合、高い評価を得ることができる。「答案」

は箇条書きではなく論述すること。 
 

■成績評価の基準 
問題についての基礎的な理解度が問われるが、独自の見解が説得的に述べられていれば、よ

り高い得点になる。  



授業コード W5616 （認定科目名：児童福祉論Ⅱ/児童福祉論） 

授業科目 児童福祉論 単位 4.0 

担当者 伊部 恭子 
シラバスグルー

プ 
T0W011 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

児童や家庭に対する支援と

児童・家庭福祉制度 第7版

（新・社会福祉士養成講座

15） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目では、児童福祉(子ども家庭福祉）の諸課題を考えるための視座を養い、支援の展開に

向けての基礎理論及び方策について学ぶことを目的とする。日々の生活のなかで、子どもの

成長・発達を支援する児童福祉の意義とは何か、また現代社会における児童福祉の課題とは

何かを考える。これまで展開されてきた児童福祉の歴史に学びつつ、少子化の進行、世帯構

成や家族機能の変化、地域社会の変容等、子どもの育つ社会環境の変化をおさえ、現代にお

ける子どもとその養育者への社会的支援について考察を深めたい。 
 

■学習の要点 

テキスト、参考文献、その他の文献・資料等を読み、広い見地から深く学ぶ姿勢を大切にす

ること。その際、以下の点を踏まえておきたい。|１．児童福祉の思想・理念、児童の権利| 関

連法規の内容を踏まえ、児童福祉の歴史的展開にみる児童観の変遷と、児童の権利擁護に関

する基本的視角を得る。|２．現代社会における児童福祉ニーズとその背景| 児童の育つ生

活環境、児童を取り巻く社会状況について理解を深め、児童福祉ニーズを考察する。|３．児

童福祉の関係法規と実施体制| 児童福祉法制度の仕組みと内容、実施体制について理解す

る。児童福祉サービスの体系と、利用に関する費用、財源、運営主体としての機関・施設、

非営利組織、その他関連する社会資源、専門職の役割・機能について学ぶ。また、児童福祉

における計画や運営、権利擁護の仕組みと第三者評価・自己評価についても学ぶ。|４．児童

福祉の施策| 母子保健、保育、健全育成、子育て支援、ひとり親家庭・要保護児童・障がい

のある児童等を対象とした支援、子ども家庭の貧困への対応、児童虐待防止などの児童福祉

施策全般について学び、支援の展開と絡めて課題を考察する。|５．児童福祉の支援活動にお

ける視点と原理・原則| 児童福祉の専門職として、支援の基盤となる価値や倫理、知識、技

術・技能について学ぶ。|６．児童福祉の担い手と子育ての社会化| 児童福祉の専門職による

支援にとどまらず、子どもが育つこと・子どもを育てることに関するソーシャル・サポート

やネットワークについて考える。ノーマライゼーションやソーシャル・インクルージョン、

エンパワーメントなどの視点に学ぶ。子育て支援の意義と課題、社会的養護のあり方、虐待

防止のための取組みなど具体的に関心のあるテーマで検討を深める。  
 

■学習の到達目標 

児童福祉の諸課題を考えるための基本的な視座を養い、支援の展開に向けての基礎理論、基

礎知識と方策を理解することを目指す。児童福祉の歴史的変遷を、社会的背景・社会問題と

の関連させながら理解を深め、子どもとその家庭の生・生活の困難や生活課題について考察

する力を涵養する。現代社会における子どもとその家庭への支援のあり方について検討でき

るようになる。 
 



■成績評価の基準 

出題の主旨を理解し、論述が過不足なく記載されていること、シラバスの学習の要点をおさ

えていること、引用したり参考とした文献を必ず記載すること。以上をもって評価する(100

点）。 



授業コード W5617 （認定科目名：公的扶助論） 

授業科目 公的扶助論 単位 4.0 

担当者 加美 嘉史 
シラバスグルー

プ 
T0W088 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

入門貧困論 ―ささえあう・

たすけあう社会をつくるた

めに― 

金子充 明石書店  

    

 
 

■授業の概要 

１．貧困・低所得・生活困窮の理解|２．貧困の概念と定義|３．保守化する貧困観|４．スティ

グマ・不自由・不平等|５．公的扶助の思想・理念|６．貧困対策と福祉国家の統治|７．社会保

障のなかの公的扶助|８．生活保護の目的と原理|９．生活保護の内容・方法・水準|１０．生

活保護行政におけるケアとコントロール|１１．公的扶助の周辺|１２．市民・民間の支援と当

事者参加|１３．貧困対策の国際的動向と展望 
 

■学習の要点 

１．現代社会における公的扶助制度の理念と意義を理解する。|２．「貧困」とは何かについ

て理解する。|３．生活保護制度の仕組みと 近の動向を理解する。|４．生活保護及び関連分

野の組織・専門職及びその関連のあり方を理解する。| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進展

と理解度を試験で測る。|・テキストに示された参考文献にもできる限り目を通すよう努める

こと。 
 

■成績評価の基準 ・「学習の要点」に書かれた項目についての学習の進展と理解度を試験で測る。| 



授業コード W5620 （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4.0 

担当者 池本 薫規 
シラバスグルー

プ 
T0W002 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉士相談援助演習 

第 2 版 

日本社会福祉士養成校協会 

監修 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

本科目は、相談援助技術の理論と実践を結びつける重要な科目として位置づけられる。履修

にあたっては、とりわけ社会福祉援助技術論、社会福祉士実習（事前・事後学習を含む）と

関連づけて学ぶ必要がある。ソーシャルワークの理論や技法が実践現場でどのように展開さ

れているのか、ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる対人援助の基本的な視点や

方法・原則とは何かといった相談援助技術の基本について考察し、理解を深める。 
 

■学習の要点 

ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる対人援助の基本的な視点や方法・原則につ

いて考察し、理解を深める。||・ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる自己覚知・

他者理解、価値・倫理の重要性について理解する|・コミュニケーションの本質と基本的技法、

とくに非言語コミュニケーションについて理解する|・相談援助における面接の目的と特性、

基盤について理解する|・基本的な面接（応答）技法とそれらがクライエントに与える影響に

ついて理解する|・相談援助における面接の展開過程について理解する|・相談援助における

記録の意義と重要性について理解する 
 

■学習の到達目標 

・ソーシャルワーカー（社会福祉士）の自己覚知・他者理解、価値・倫理の意義や重要性に

ついて説明できる|・コミュニケーションの本質と基本的技法、とくに非言語コミュニケーシ

ョンの意味と有用性について説明できる|・相談援助における面接の目的と特性、基盤につい

て説明できる|・基本的な面接（応答）技法とそれらがクライエントに与える影響について説

明できる|・相談援助における面接の展開過程について説明できる|・相談援助における記録

の意義と重要性について説明できる 
 

■成績評価の基準 

・「学習の到達目標」の項目の理解度・到達度を評価する|・自分の意見・考察内容が記述さ

れていること|・出題の要点を正しく理解し、要点に沿って論理的に記述されていること

（1600 字程度とする） 



授業コード W5621 （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4.0 

担当者 後藤 至功 
シラバスグルー

プ 
T0W026 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

相談援助の理論と方法 II 

第 3 版（新・社会福祉士養

成講座 8） 

社会福祉士養成講座編集委

員会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、これまで学んできた理論と現場実践をつなげていくための準備段階の学習とし

て位置づけられる。実習の事前学習として、また社会福祉専門職として必要な実践力の基礎

を身につけることを目的としている。援助技術に関する一般原則や方法論を、社会福祉援助

が必要な人々の生活支援において、また地域福祉の基盤整備と開発にかかわって、どのよう

な展開・実践していくのか、事例検討などを通して具体的に学ぶとともに、ソーシャルワー

クの体系についての理解を深める。また、援助関係において「援助資源」たるソーシャルワ

ーカー自身について、そのあり方、価値観、人間観についての理解を深める。社会福祉援助

技術論で学ぶ理論を基盤として学ぶため、本科目のテキストとともに、社会福祉援助技術論

のテキストや文献も活用して学ぶことを前提とする。 
 

■学習の要点 

１．社会福祉専門職に必要不可欠な対人援助における視点や方法、原則についての理解を深

める。|２．ソーシャルワーク実践の場面およびその過程を想定し具体的に理解する。|３．総

合的かつ包括的な援助技術および地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な援助について、

事例研究の意味や目的、方法を理解した上で、事例等を活用して理解を深め、ソーシャルワ

ーク実践過程の枠組みや体系、ソーシャルワークワーカーの専門性の評価について理解す

る。|４．ソーシャルワーク実践の定義に基づいてソーシャルワーカーの専門性の評価につい

て理解する。|５．対人援助における価値と倫理の重要性について、理解を深める。|６．併修

のスクーリングにおける少人数でのディスカッションやロールプレイ等を活用した実技指

導と連動して学びが深められるよう、基本的技法を理解し、実践できるようにする。| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進める。また、現場実践にお

ける具体的な援助視点および方法を理解するとともに、リポートについては、論点が伝わる

よう、起承転結や序論、本論、結論などリポートの構成を考え、論理性のあるリポートを作

成できる力が備わること。| 
 

■成績評価の基準 

・テキスト内容の理解ができているか|・自分の考えを論理的に展開できているか|・誤字・脱

字、文意、段落の付け方、私見と引用との区別、引用・参考文献や注の記載などの不備がな

いか。 



授業コード W5623 （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4.0 

担当者 金田 喜弘 
シラバスグルー

プ 
T0W022 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

社会福祉実習：社会福祉現

場と共に歩む社会福祉士を

目指して 

佛教大学社会福祉実習研究

会編 
佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

この科目のねらいは社会福祉援助技術現場実習に臨むにあたり、その前提として必要とされ

る援助者としての姿勢、社会福祉援助の専門的知識、援助技術および実習領域の基礎知識を

深めることを目的とする。実習とは、人と人とが直接関わる実践の場であることを念頭に置

き、それが何を意味するのかを考え臨まなければならない。学習過程において、自らの行う

実習の意義を考え、目的を明確にし実習のテーマおよび課題を主体的に設定することが求め

られる。 
 

■学習の要点 

 社会福祉の実践はヒューマンサービスであるということを念頭に置き、以下の諸点につい

て考え、自らの実習に対する目的や課題を明確にできるよう学習を進めることを求める。| 

１．現場実習において求められる実習生としての姿勢について理解すること。| ２．ソーシ

ャルワーカーの職業倫理について理解すること（社会福祉士の倫理綱領を参照）。| ３．現

場実習の指定施設についてその概要や根拠となる法律、また 低基準等を理解すると同時

に、そこで働く専門職の専門性について理解すること。| ４．実習生として現場実習におい

て留意すべき事柄について理解すること。| ５．実践の場において関わるさまざまな専門職

種について理解し、その連携の意義を考えること。| ６．実習における記録の意義について

理解すること。| 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進度と

理解度を試験で測る。またその達成度に即して成績評価する。なお、答案は論旨を明確に記

述すること。 
 

■成績評価の基準 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即したテキスト学習を進めること。その学習の進度

と理解度を試験で測り、その到達度に即して成績評価する。（1600 字程度）|・問いに対して、

解答するに必要なキーワードが含まれているかどうかを評価する。|・問いを正しく理解し、

要点を押さえ、論理的に解答が述べられているかどうかを評価する。 



授業コード W5651 （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4.0 

担当者 松岡 義明 
シラバスグルー

プ 
T0W086 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神疾患とその治療 第 2

版（新・精神保健福祉士養成

講座 1） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

 精神医学とは人間の精神およびその障害を、生物学的・心理学的・社会的にとらえ、治療

ならびに研究する学問です。| 学習する内容は次のとおりです。| ①精神医学・医療の歴史

| ②脳および神経の基礎知識| ③精神障害の概念| ④診断法| ⑤代表的な精神疾患| ⑥

治療法| ⑦病院精神医療および地域精神医療| 福祉関係の業務に従事することを望む人に

とって、精神医学を系統的に学ぶことは必要不可欠です。広範な内容が含まれるので、興味

と関心を持って意欲的に学習してください。 
 

■学習の要点 

 まず科目の内容を全体的に学習してください。そのうえで、以下の内容をより詳しく学習

してください。| ①精神疾患の成因と分類| ②精神作用物質使用による精神および行動の

障害| ③統合失調症| ④気分障害| ⑤パーソナリティ障害 | ⑥精神科医療と法 
 

■学習の到達目標 
主な精神疾患の症状および治療を正しく知ることと、精神障害者への適切な支援の方法を理

解することが目標です。答案は、論理の筋道をきっちりたてて記してください。 

 

■成績評価の基準 

①問題のすべての側面に総合的かつ適切に対応してるか|（設問のすべてをカバーしており、

内容が設問に関連しており妥当かどうか）|②関連する諸問題を理解しているか|（諸要素を

適切かつ批判的思考に基づいて把握していることが具体的に示されているかどうか）|③参考

文献を読んだことがわかる形で示しているか|（テキスト及ぶ参考文献等の関連図書を十分に

読んだことが示されているかどうか）|④論理的に構成されているか|（論文を通じて思考が

論理的かつ整然とした順序で展開されているかどうか）|⑤論文として適切な構成、文法を適

切にしているか|（導入部と接続部が適切か・論文として読みやすいか・文章が文法的に正し

く接続が適切か・誤字脱字がなく改行や句読点の打ち方に配慮しているか・規定文字数を範

囲内か、等）|| 



授業コード W5652 （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4.0 

担当者 塩満 卓 
シラバスグルー

プ 
T0W067 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健の課題と支援 第

3 版（新・精神保健福祉士養

成講座 2） 

日本ソーシャルワーク教育

学校連盟編 
中央法規出版  

    

 
 

■授業の概要 

世界及び日本の精神保健の歴史を踏まえ、社会発展に伴う人々の精神保健問題の広がりと主

要な精神保健課題とその対策・限界について、学ぶ。➀精神保健の歴史を理解する。また、

②アディクション問題（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症）の課題、③家

族の精神保健の課題、④労働者の精神保健の課題、⑤学校現場における精神保健の課題、を

理解し、現行の対策とその限界について、考える。 
 

■学習の要点 

➀精神保健の歴史| 世界及び日本の精神保健活動の歴史的展開を理解する。|②アディクショ

ン問題| 依存症（アルコール、薬物依存、ギャンブル）とその支援について理解する。|③ 家

族の精神保健の課題| 結婚生活と周産期、子育てに関する精神保健課題とその支援について

理解する。|④労働者の精神保健の課題| 過労死、ブラック企業等の労働環境の劣化に伴う

精神保健課題とその支援について理解する。|⑤学校現場における精神保健の課題| 学校現

場における不登校、いじめ、教師の精神保健課題とその支援について理解する。 
 

■学習の到達目標 

➀世界及び日本の精神保健活動がどのように展開してきたかについて、説明することができ

る。|②依存症（アルコール、薬物、ギャンブル）の理解とその支援について、説明すること

ができる。|③結婚生活と周産期、子育てに関する精神保健の課題とその支援について、説明

することができる。|④過労死、ブラック企業等の労働環境の劣化に伴う、精神保健課題とそ

の支援について、説明することができる。|⑤学校現場における不登校、いじめの理解とその

支援について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。|期待値以上に達成できていれば、

100～90 点、十分に達成できていれば 89～80 点、ほぼ達成できていれば 79～70 点、もう

少し努力が必要な場合は 69～60 点、求める 低水準に達せず更なる努力が必要な場合は 59

～0 点とする。 



授業コード W5655 （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4.0 

担当者 髙木 健志 
シラバスグルー

プ 
T0W034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 I（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

4) 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版  

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 II（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

５） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版 [ISBN]9784805839478 

 
 

■授業の概要 

 この科目は、精神障害者にとって必要とされる地域生活、自立生活をめざした、リハビリ

テーションの理念と技術、価値などについて学ぶことを目的としている。| リハビリテーシ

ョンは元来「人間としての身分、名誉の回復」を意味するものである。時代によって職業的

リハビリテーション、医学的リハビリテーション、教育的リハビリテーションと次々にその

対象をひろげ、成果を上げていった。社会的リハビリテーション、地域リハビリテーション

とその目的は、ノーマライゼーション理念に通じる実践を必要としてきている。| 精神保健

福祉士は、その専門性の視点を生活者（人としてあたりまえの生活）、人権擁護、全体性の原

理などにおいている。リハビリテーションが、単に社会復帰訓練や生活技能訓練として当事

者のみに焦点がおかれることのないよう、社会福祉専門領域の「生活モデル」「当事者全体」

の軸の中で講義としていく。加えて医学、心理学、その他の専門性が培ってきた知識と技術

についても十分な理解が得られることをつけ加えておく。 
 

■学習の要点 

１．障害者リハビリテーションの理念と意義を理解する。|２．精神科リハビリテーションの

理念と意義を理解する。|３．精神科リハビリテーションの対象と精神保健福祉士の役割を確

立し、他の専門職等との連携のありかたについて理解する。|４．医療機関におけるリハビリ

テーション（作業療法、レクリエーション、集団精神療法、SST、家族教育プログラム、デ

イケア・ナイトケア等）について学び、理解する。ロールプレイ等も行なう。|５．精神保健

福祉士が、その専門性を生かしながら、各リハビリテーションにかかわる意味（事例検討）

を演習形式で発表、検討する。|６．地域生活支援、生活のしづらさと精神科リハビリテーシ

ョンの課題について考えていく。 
 

■学習の到達目標 

・あくまでもテキストや指定・関連文献を学ぶのであり、それを中心にして学んでほしい。

施設での経験や当事者の話だけで報告しないこと。|・成績評価はテキストに沿ったまとめが

出来ているか、問題の意味が把握できているか、答案としてのまとまりがあるかを考慮する。

|・作業療法士や臨床心理士とは専門性が異なるので、あくまでも精神保健福祉士の視点か

ら、記述するように心掛けること。 
 



■成績評価の基準 
評価としては、設題・問題に関するテキスト内容を理解しているか。また他の参考文献とと

もに論述考察ができているかによる。 



授業コード W5656 （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4.0 

担当者 緒方 由紀 
シラバスグルー

プ 
T0W017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 I（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

4) 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版  

精神保健福祉の理論と相談

援助の展開 II（新・精神保健

福祉士養成講座〔第 2 版〕；

５） 

日本精神保健福祉士養成校

協会 
中央法規出版 [ISBN]9784805839478 

 
 

■授業の概要 

 かつて精神障害者は医療の対象として対処されてきた。現在障害者総合支援法、精神保健

福祉法等を中心に地域で生活するための施策やサービスが、国と地方自治体それぞれの役割

に応じて提供されている。| 本科目では、本人の主体性を重んじ、人としての尊厳や自尊心

を損なうことなく、自立を支援するための具体的な方法を学習するとともに、家族支援につ

いても検討する。| さらに、近年障害者本人もしくは家族による相互支援としての当事者活

動も活発になってきており、そうした動向にも関心を寄せ、グループ支援のあり方について、

またセルフヘルプ活動によって達成し得るもの、ピアサポートの意義とともに理解を深め

る。 
 

■学習の要点 

１．精神障害者の現状を把握する。|２．精神障害者とその家族への個別およびグル—プを用

いた支援方法を理解する。|３．場面に応じた援助のあり方および実践プログラムや具体的な

事業について理解する。|４．ケアマネジメントの実際を知る。|５．セルフヘルプグループの

意義およびピアサポートについて理解する。|６．チームアプローチと連携について理解す

る。 
 

■学習の到達目標 

 まず第一に精神障害者の生活上の困難について、病者としてだけではなく生活者として、

把握できていることが重要である。さらには、 新の具体的な関連法制度や施策・事業を理

解するとともに、援助者側の多様な役割を説明できるようになることが求められる。| 
 

■成績評価の基準 

 問題では何が問われているのか、どのような事柄を取り上げ論述していくべきなのかを正

確に読み解き、問題に沿って答案を作成してください。| さらに文章としてのまとまり、自

身の考察が客観的な根拠とともに示されているかどうか、全体をとおして論理的展開となっ

ているか、これらを踏まえ評価します。| 答案作成の上での基本的事項（分量、正しい日本

語、誤字脱字、正確な用語の理解など）が不足している場合は減点の対象となります。 



授業コード X0101 （認定科目名：民俗学） 

授業科目 民俗学 単位 4.0 

担当者 八木 透 
シラバスグルー

プ 
T0X028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ：現代を知

るために 
八木透編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

民俗学は、現代社会の中に横たわる諸問題に目を据え、身近な日常生活を題材として、フィ

ールドワークという手法を 大限に生かしながら、私たちの暮らしの表裏に見え隠れするさ

まざまな事象の持つ意味を読み解いてゆく、とても魅力溢れる学問である。||本テキストは、

第 1 章の総論を除いては、現代において民俗学が関わりを持つべきだと思われる諸課題につ

いて、あえて恣意的にテーマを設定した。そのほとんどが近年になって民俗学の研究対象と

されるようになった、どちらかといえば新しい研究テーマである。また 10 編の論考の間に

「コラム」として 9 編の小テーマを挟み込んでいる。コラムの内容も、また現代社会を考え

る上で示唆的なテーマに厳選したつもりである。そして全体を熟読していただくことによ

り、現代社会について考えるための、民俗学のあらましを学んでいただけるものと思う。 | 

| 
 

■学習の要点 

リポート設題では、 近の民俗学の研究対象の中から、いくつかの課題を受講生諸君が自由

に選択できるようにしている。また、民俗学の学史的動向に関する設題では、民俗学そのも

のが歩んできた道程についての学習を第一義とする。学問は時代の流れとともに常に進化す

るものであり、それは民俗学とて例外ではない。柳田國男をはじめとする多くの研究者によ

って提示された研究方法とその成否をめぐる議論、そして新たに着目された研究分野など、

民俗学の研究動向について学び、生活文化への研究視角の変遷についての知識を深めてもら

うことを希望したい。|| ・柳田國男存命中の「調査」と「研究」の乖離の実態についてまと

めること。| ・柳田國男の差別問題や被差別民へのまなざしの特徴と問題点についてまとめ

ること。| ・現在において無宗教葬や家族葬が増えてきた背景についてまとめること。| ・

民俗社会において「いのち」はどのように保護されてきたかについてまとめること。| ・従

来の民俗学で考えられていた「家」が次第に変質しつつある理由についてまとめること。| ・

生業研究における環境民俗学の可能性についてまとめること。| 
 

■学習の到達目標 

文章は箇条書きによる記述は避け、あくまでも論述形式でまとめること。また漢字表記には

正確さを求める。論点がうまく整理されているかどうか、また要点が正確に盛り込まれてい

るかどうかが評価の基準となる。 
 

■成績評価の基準 
問題に対する適切な解答が論述されているかどうか。さらに具体的な事例に基づいて論述さ

れているかどうか。 



授業コード X0102 （認定科目名：考古学） 

授業科目 考古学 単位 4.0 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる考古学 松藤和人・門田誠一編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

考古学の目的や資料と方法を把握し、その後、時代や事象に対する考古学的な知見によって

歴史を構築し、叙述していく方法を修得していくことを目的としています。これによって大

学における考古学の学修をめざしています 
 

■学習の要点 

考古学は人間が地中に残した物資資料や大地に刻んだ生活の痕跡によって歴史を叙述する

ために、国や地域を越えた広がりをもつ研究分野となってきています。不明な専門用語や未

知の地名などがあった場合は、各種の歴史事典、考古学事典および日本地図や世界地図でこ

まめに調べてみることを勧めます。 
 

■学習の到達目標 

考古学資料は地域や時代についての具体的な情報から歴史叙述を構築することが特色です。

そのため遺跡・遺構・遺物などを根拠として、論理的な記述ができるようになることが目的

です。 
 

■成績評価の基準 

考古資料は、地域や時代についての明瞭な記述がないと歴史資料とはなりません。 近、い

つ・どこで・なにが・どうして・どのような意味があるのか、という基本的事項が欠けてい

る解答が多く、これは歴史叙述としては基本的要件を満たしていません。基本事項の理解と

記述に努めてください。  



授業コード X0103 （認定科目名：地理学） 

授業科目 地理学 単位 4.0 

担当者 鈴木 亜香音 
シラバスグルー

プ 
T0X045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

地理学概論 第 2 版（地理学

基礎シリーズ 1） 

上野和彦・椿真智子・中村康

子 編 
朝倉書店  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地表面で生じる様々な現象（出来事）と地域との関係を理解しようとする学問です。

現象には必ず位置（場所）が存在し、かつ、単独ではなく複数の現象との関係のもと地域に

分布（地理的分布）しています。地域のスケールは世界・日本・都道府県など様々ですが、

2 つとして同じ場所はなく、現象には必ず地域差（地域的差異）が現れます。そこで、この

授業では位置や分布をキーワードとして地理学の基本を学びます。 
 

■学習の要点 
① 地理学における基本的用語（概念）の意味を理解する。|② 基本的用語（概念）を通し

て地域について理解する。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて理解する。 

 

■学習の到達目標 
① 地理学における基本的用語（概念）を正しく説明できる。|② 基本的用語（概念）を用

いて地域について説明できる。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて説明できる。 

 

■成績評価の基準 

〔科目 終試験における成績評価の基準〕|① 問題の主旨を正確に理解していること。|② 

学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。|③ 記述が論理的に構成されているこ

と。|④ 自ら作成したオリジナルの論述であること（なお、これに該当しないと判断した場

合は不合格とする）。|⑤ テキストの丸写し、テキストの再構成のみの論述は不合格とする。 



授業コード X0104 （認定科目名：歴史地理学） 

授業科目 歴史地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

歴史地理学 桑原公徳 他編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 私たちの身の回りで起きている出来事・現象には、必ず時間と位置あるいは場所がある。

また、それらは、単独ではなく、必ず他の出来事や現象と関わりながら起きている。このこ

とは過去に起きた出来事・現象も同じである。歴史地理学は、過去に起きた出来事・現象を

その場所において他の出来事や現象と関係づけて、場所のもつ意味や特性、場所（地域）の

仕組みを考える学問分野である。この授業では、京都を中心にいくつかの出来事（現象）を

取り上げ、複数の出来事（現象）を関係づけて空間的な視点からそれらの意味を考えていく

ことに重点を置き、講義していく。 
 

■学習の要点 

1．景観復原の直接的方法と間接的方法について、その方法の特色と使用する諸資（史）料、

２つの方法の用い方や関連性を、具体例を通じて理解する。|2．弥生時代〜古墳時代の集落

遺跡の立地環境を調べ、その変化と社会経済的背景を考える。|3．わが国の古代都城（宮都）

のプランについて、その計画性や特色を、図を用いて整理し、理解する。|4．中世における

集落形態の変化を整理し、城館集落の分布・形態・機能を具体例を用いてまとめる。|5．近

世城下町について都市の内部構造上の特色をまとめ、城下町における商工業機能の配置や地

域的役割を整理するとともに、他の近世都市との機能的共通点や相違点を考える。|6．近代

以降における私鉄路線網の形成過程を図にして整理し、私鉄路線の伸長にともなってどのよ

うな地域開発が進んだかをまとめ、地域開発に対する私鉄の役割を理解する。 
 

■学習の到達目標 

①出来事・現象を含む、歴史地理学的な基本用語を正しく使うことができる。|②複数の出来

事（現象）間にある関係を見出し、その関係を説明できる。|③ある出来事（現象）を他の出

来事（現象）と関係づけながら説明できる。| 
 

■成績評価の基準 

【リポート添削・評価の基準および留意点】|①リポート課題の主旨を正確に理解し、それに

適った内容になっていること。|②リポートの文章構成が論理的に組み立てられているか。|

③自ら作成したオリジナルのリポートであること。これに該当しないと判断した場合は添削

対象外とする。||【リポート作成上の留意点】|①リポートの形式（「はじめに」から開始し、

本論に章番号・タイトルをつけて論理構成を示し、 後に|「おわりに」で全体をまとめるこ

と）にしたがって記述すること。|②参照した文献・資料を必ず記載すること。また、文献の

参照部分には（著者名または筆者名、発行年）|の形式で、参照したことを明示すること。|③

必要な資料を 1 ファイルにまとめ必ず添付すること。| 



授業コード X0105 （認定科目名：芸術文化１・芸術文化２/芸術文化） 

授業科目 芸術文化 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0X049 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魏晋南北朝 ：融合する文明

（図説中国文明史；5） 
稲畑耕一郎監修 創元社  

    

 
 

■授業の概要 

日本の仏教美術の源流である中国の仏教美術の歴史について、とくに日本の飛鳥・奈良美術

との関係が深い魏晋南北朝時代に焦点をあてて学ぶ。インド発祥の仏教が中国に伝わり、ど

のような形で受容され、信仰されていったのか。中国在来の思想宗教との関わりの中で、ど

のようにして「中国の」仏教美術が形づくられていったのか。皇帝などの世俗権力は、仏教

に対してどのようなリアクションをとったのか。地域や時代によって、どのような特徴や変

化が見られるのか。広大で地理的多様性に富んだ空間を舞台として、漢民族と異民族とが入

り乱れて形作ってきた複雑な歴史のうねりのなかで生み出されてきた中国仏教美術につい

て考察する。 
 

■学習の要点 

魏晋南北朝時代の仏教美術を理解するには、背景となる歴史や地理的な知識を欠くことがで

きない。中国は歴史上、異民族が国を建てるということが頻繁に起きており、中国仏教美術

が大きく発展した魏晋南北朝時代もまた、中国北方において五胡十六国と呼ばれる異民族支

配による国が相次いで分立割拠し、南朝の諸王朝と対峙した時代であった。この動乱期は、

一方で仏教が篤く信奉され、壮麗な仏教美術が生み出された時代でもあった。美術作品は単

独で存在しているものではなく、その背後には必ずやそれを生み出した人、時代、場所があ

ることを忘れてはならない。とりわけ魏晋南北朝時代の仏教美術は、地理的な観点や歴史的

背景を抜きにしては理解しがたい。これらの要点に注意を払いつつ、中国仏教美術のダイナ

ミズムを味わってほしい。 
 

■学習の到達目標 

次の３点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）学習の要点を正しく理解し、論理

的に記述することができる。|２）中国の歴史や地理を理解したうえで、仏教美術の作例を説

明することができる。|３）中国仏教美術の論点について理解し、根拠を挙げて説明すること

ができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標３点に加え、答案作成に関わる次の３点を加味して、総合的に評価

する。|４）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえた論述ができる。|６）事実を正しく把握し、文章化できる。 



授業コード X0106 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード X0107 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード X0108 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本の歴史 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード X0111 （認定科目名：日本文化史） 

授業科目 日本文化史 単位 4.0 

担当者 工藤 美和子 
シラバスグルー

プ 
T0X040 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本文化をよむ ５つのキ

ーワード（岩波新書 新赤版

1675） 

藤田正勝 岩波書店  

    

 
 

■授業の概要 

 現代社会は、これまで自文化と異文化との交流においては、往々にして他国との文化の比

較を通し、自国の文化の独創性や優秀性を強く主張する傾向にあった。しかし、文化の多様

性への理解が求められる現代では、他文化との交流・理解を通して、実は自国の文化や社会

のあり方を問い直すきっかけになることが指摘されている。| そこで本科目では、今一度、

「日本文化とは何か」について理解を深める。 
 

■学習の要点 
①文化の多様性への理解。|②時代や身分階層による文化の変遷。|③自国の文化の長所と問

題点を公平にみる視点。| 

 

■学習の到達目標 
・指定テキストの読解度ならびに「科目の概要」「学習の要点」に記した事がらを踏まえた

内容であるかを重視する。 

 

■成績評価の基準 ・ テキストの習熟度。|・科目 終試験の課題にそっているかを重視する。 



授業コード X0112 （認定科目名：東北アジア史） 

授業科目 東北アジア史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q024 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東アジア国際政治史 川島真 編 名古屋大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

 東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解することを目的とする。これまで、日本史、

朝鮮史、中国史は、それぞれ別々に「一国史」の枠組みの中で理解されてきた。しかし実際

には、三つの国家の歴史がばらばらに存在してきたわけではなく、古代以来それぞれの地域

の歴史が有機的なつながりをもちながら展開してきた。また現在もそのような緊密な関係が

続いており、「東アジア共同体」「東北アジア共同の家」構想に象徴されるように、今後もこ

の地域はいっそう強く結びついていくことが予想される。東北アジア史を学ぶことは、この

三つの地域をより深いところで理解することでもある。| この科目では、東北アジアの近現

代の歴史を学習する。東北アジアの諸地域が近代という時代をどのようにむかえ現代まで進

んできたのかを歴史として理解することが必要である。とりわけ日本が朝鮮半島や中国の

人々に対して植民地支配と侵略を行った歴史事実を直視することが重要だろう。そのこと

が、朝鮮半島や中国の人々とこれまで以上に友好関係を築いていくことにつながるからであ

る。| 東北アジア史を学ぶことによって、朝鮮半島や中国大陸に暮らす人々とともに生きて

いくための知識や知恵が得られることを願う。|| 
 

■学習の要点 

 東北アジアの近現代史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほし

い。テキストを読み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについても

っと深く知りたいと思うようになれば、この「東北アジア史」の学習は成功である。特に、

以下の点に留意しながら学習を進めてもらいたい。|１．開港と近代化…資本主義化を進めた

欧米列強のアジアへの圧力に対して、日本・朝鮮・中国の 3 国はどのように対応したのか。

その中で日本はなぜ東北アジアに勢力を膨張させようとしたのか。それは東北アジアにどの

ような葛藤を引き起こしたのか。また、三つの地域で起った近代化への動きはどのように展

開されたのか。|２．日本の膨張と朝鮮・中国の抵抗…日清戦争、日露戦争の結果、日本は台

湾、朝鮮を植民地支配したが、それはどのようなものだったのか。第一次世界大戦前後にお

ける中国問題をめぐる日本と国際社会の動向はどのようなものだったのか。日本の植民地支

配、侵略に対して、朝鮮人や中国人はどのように対応したのか。また、そうした中でも進行

していった産業化や民衆の生活はどのようなものだったのか。|３．侵略戦争と民衆の被害…

日本が、満州事変、日中戦争、アジア太平洋戦争と１５年にわたって行った侵略戦争はどの

ようなものだったのか。日本の軍国主義はどこから生まれたのか。日本国民は侵略戦争の体

制に動員されたのか。それに対する朝鮮人や中国人はどのように抵抗したのか。被害はどの

ようなものだったのか。また、戦時体制化における民衆の生活はどのようなものだったのか。

人類史的な視点から考える必要がある。|４．第二次大戦後の東アジア…東北アジアの三つの

地域は、１９４５年８月１５日から始まる「戦後」をどのように迎え、どのような国をつく

ったのだろうか。日本の「過去の清算」はどうなったのだろうか。また、三つの地域は、ど

のような関係を結んでいったのだろうか。 



 

■学習の到達目標 
・東北アジア（日本・朝鮮・中国）の歴史を理解すること|・文献や資料を適切に調査し、そ

の内容を理解して、文章でしっかりと叙述できること 

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード X0113 
（認定科目名：芸術文化研究法１・芸術文化研究法２/芸

術文化研究法） 

授業科目 芸術文化研究法 単位 4.0 

担当者 安藤 佳香 
シラバスグルー

プ 
T0X006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

初版 古寺巡礼（ちくま学

芸文庫） 
和辻哲郎著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 仏像の「芸術」としての在りようを捉え、その表現や印象を言葉で説明するための観点・

方法を学ぶ。古典的名著、和辻哲郎の『古寺巡礼』を読み、仏像を芸術文化の所産として観

た和辻の視点、叙述、語彙を手掛かりに、芸術研究（芸術文化研究）のスキル習得を目指す。 
 

■学習の要点 

 「芸術」に関する研究では作品の鑑賞／観察が糸口となり、それに基づく内容が研究の動

機や材料ともなる。加えて作品の表現や印象を、自身の記録、あるいは他者への伝達のため

に、視覚で捉えた内容を言葉に置きかえる必要がある。その際、前提として次の点をおさえ

ておきたい。| 「芸術」は感性に訴える事象である。したがって、芸術性に結びつく事柄――

美しさ、巧さ、雰囲気など（作風を示す要素）には少なからず主観が関与する。この点、他

の研究分野と異なる特殊な事情がある（なお面数・臂数・印相など形式にあたる要素は客観

的に把握される）。| また信仰対象としての意義とは別に、「芸術」として、ときに批評的な

言及を伴う。それらを研究に反映させるためには、深い鑑賞、丁寧な観察に基づく的確な言

葉が求められ、これを重ねることで、説得性や共通理解につながる。 
 

■学習の到達目標 
・芸術研究（芸術文化研究）の視点から仏像を捉えることができるようになる|・仏像の表現

や印象を自らの言葉で説明できるようになる 

 

■成績評価の基準 
・用語や基礎情報が正確に扱われていること|・作品の特徴を的確に捉えそれに相応しい言葉

で記述されていること|・要点を押えたうえで目から鱗が落ちるような叙述に期待 



授業コード X0501 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード X0502 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード X0503 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋の歴史 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード X0504 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学概論 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード X0505 （認定科目名：哲学概論） 

授業科目 哲学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B027 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

流れとよどみ-哲学断章 大森 荘蔵  著 産業図書  

    

 
 

■授業の概要 

大森荘蔵は近代日本でもっとも明晰に、独創的な思索を表現した。『流れとよどみ』はその

哲学への案内であり、議論は独自でありながら、古典的な骨格を備えている。この著作は二

十一篇の断章から成るが、ここでは「心身問題、その一答案」「音がする」「心の中」「過去は

消えず、去りゆくのみ」、「記憶について」「幻滅論法」の、六篇を取り上げる。|大森は哲学

者になる前、素粒子論の物理学者であり、その議論には、科学者としての基礎訓練がうかが

える。たとえば、議論は科学から話題をとることが多く、古典的な哲学の議論はここで、現

代的、かつ具体的な表現を得ることになる。また大森は、主観と客観、言い換えれば、私と

世界という日常の区別を前提しない。このことは、現代の物理学が、日常的な主観と客観の

区別に依らないことと呼応している。この私と世界の新たな関係の探求が、大森哲学の一つ

の主題である。『流れとよどみ』を読むとき、このことを絶えず念頭にしておくことが大切

である。  
 

■学習の要点 

『流れとよどみ』全体をまず、通読すること。ここで選ばれた六篇は、日常的な話題、平易

な文章でありながら、みな、現代哲学の主要な主題と関係する。現代の哲学について、おお

よその内容を知っていることが、大森の理解を助ける。大森に影響を与えた哲学者は、まず、

ベルクソンであり、このことは心身問題や過去論に顕著である。ベルクソンについて、その

議論を把握しておくことは、現代哲学の一つの傾向を知る手引きとなり、大森の理解を助け

る。ベルクソンについては多くの翻訳や概説書があるので、いくつかに目を通してみること。

そして、現代科学の概説書なども役に立つので、手にしてみること。|大森哲学はその議論の

新しさにもかかわらず、伝統的な哲学にしっかりと根ざしていて、その意味で、哲学史の教

科書として大変すぐれている。ベルクソンだけでなく、カントやヒューム、そしてアリスト

テレスなど、西洋を代表する哲学の議論を、大森の表現を通して、身近に感じることができ

る。|西洋哲学史にも視野を広げながら、『流れとよどみ』の世界を探索していただきたい。 
 

■学習の到達目標 

大森荘蔵の議論を通じて、哲学一般の議論の仕方、その歴史を把握することが目標である。

大森の古典的な骨格は、長い西洋哲学史の一面を簡潔に要約しているともいえ、大森によっ

てたとえば、近代哲学の雄、カントの問題をつかむこともできる。哲学がこれほど具体的に

表現されることはまれである。抽象的な議論によって哲学は、いつも日常の経験を語ってい

たことを、ここで納得することを目標としたい。 
 

■成績評価の基準 

テキストをどれだけ正確に理解しているかが、成績評価の基準となる。テキスト内容をでき

るだけ詳しく答案に反映させることがまず、求められる。哲学では言葉を大切にするので答

案でも語の意味や使い方に対して丁寧であることが評価される。  | 



授業コード X0506 （認定科目名：倫理学概論） 

授業科目 倫理学概論 単位 4.0 

担当者 田山 令史 
シラバスグルー

プ 
T0B028 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

倫理学概論 小笠原秀実 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 倫理という言葉の語源は ethos（エートス）です。それは、例えば小鳥が夕刻に巣に帰る

ような在り方という意味も持っています。倫理学は、人間だれもが、安息できる巣において

生活できることを、ついには示すのです。さまざまな文化・文明の中で培われてきた考え方

が、倫理学説として形成されています。| ここではおもに、西洋で培われた倫理学説を学び

ます。キリスト教との関わりも注意しながら、テキストを読み進めてください。そして、倫

理学でも厳しい論理性を持つ議論を忍耐強く追ってください。 
 

■学習の要点 

 テキストを始めから終りまでよく読むこと。 テキストの中に参考文献が紹介されていま

すので、それを購入して自らが考えながら読むことをくり返してください。| くり返しと同

時に設題へのアプローチの仕方が自然に生じてきます。このレベルにおいて、リポートへと

向ってください。| また、テキストを読むのは、 低限のことであり、プラトン『ソクラテ

スの弁明』、アウグスチィヌス『告白』、カント『実践理性批判』、D.ヒューム『人性論』（い

ずれも、岩波文庫）の内の１冊は、必ず読むこと。| 以下に留意しながら学習せよ。|１．ソ

クラテスにおける「汝自身を知れ」とはどういうことか。| ２．アウグスチィヌスの「告白」

の主題は何か。| ３．英国経験論のとらえる倫理の特徴はいかなるものか。| ４．カントの

「定言命令(命法)」とは何か。| ５．良心の罪という観点から、道徳と宗教について|   6.  

エピクロスの倫理学と快楽の関係 
 

■学習の到達目標 

「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。テキストは広範な

主題をカバーしているが、そこを貫くキリスト教、そして我という問題を明確に把握するこ

と。 
 

■成績評価の基準 
テキストの議論を、テキストのままの文章でなく、自分なりの言葉で表現し、要約できるこ

と。 



授業コード X0507 （認定科目名：インド哲学/印度哲学概論） 

授業科目 インド哲学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド哲学史 金倉 圓照 平楽寺書店  

印度哲学概論：学習の手引

き 
田中 典彦 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

 本学にはインド哲学を専攻するコースは開かれてはいない。したがってどこまでも仏教を

理解する為のものとなるであろう。仏教を思想として捉えていこうとする場合にも、一宗教

として捉えていこうとする場合にも、それがインドという地球上の地域の、ある時代に生ま

れてきたということは事実である。つまり仏教もまた「時代の子」であり「地域の子」であ

ることには間違いはない。| したがって、仏教の根底を理解する為には、それが現われてき

た時代を中心に背景となった思想とその流れを知っておく必要がある。また、仏教は成立後

も長くこの国にとどまって歴史的に展開してゆくのであるが、その間に、仏教以外の思想も

また展開し、多くの思想、宗教の派が形成され、発展してきたわけである。それらの学派に

は仏教の発展と極めて重要な関わりを持っているものもある。あるいは論難の相手として、

あるいは包括の関係として互いに関わり合いながら展開してきたのである。ついにはヒンド

ゥー教に至っては仏教はその宗教の一派であるとされるまでになっている。| ますます国際

化が進み、地球人としての自己を形成していくには、先ずもって、それらの国や地域の文化

を理解することが基本的なこととして求められるであろう。| 以上のような視点からインド

の思想を通観し、その歴史的展開を理解することが当科目の目指すところである。 
 

■学習の要点 

・インド文化の曙：アーリヤ人のインド侵入と遊牧生活から定住生活への生活様式の変化が

思考や価値観に変化をもたらすこととなった。やがて BC1000 年頃までに、インド 古の文

献、リグ・ヴェーダが編まれ、インドの思想の萠芽を見ることとなった。自然崇拝、多神教

的な生き方から、唯一なるものを求め、一神教的な宗教へと移行する。このことをよく理解

していくことが重要である。ヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッドへと思想の展開を理

解すること。特に、どの時代、どの思想についても世界観・人間観・人生観・知識・行為・

解脱等がキーワードとなる。|・紀元前５・６世紀のインドは思想の転換期であるといってよ

い。自由思想家達が出現し百花繚乱である。それらをよく理解すること。仏教もまたこの時

代に生まれたのである。|・仏教の成立の頃から、後にインド六派哲学と呼ばれる各派につな

がる思想もまた芽をふく。そしてそれぞれに体系的な思想へと発展していったのである。六

派哲学について、上記のキーワードに沿って要約してみることが重要である。|・現代のイン

ドも、歴史的に培われてきた思想的・宗教的文化の延長上にある。これらを理解することも

また必要となろう。| 
 

■学習の到達目標 

 あらかじめ与えられてある設題に対して自分用のリポートを作成するつもりで学習する

ことを勧めたい。テキスト等を読んでいるだけでは良い試験答案を作成することができな

い。この場合にもテキストのみによるのではなく他の種々の参考文献をも用いること。参考

文献に関しては、参考文献が種々の論文等を註釈などとして紹介していることがあるから、



それによって次々と調べること。|  １ 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキ

スト学習を進めること。その学習の|    進度と理解度を試験で測る。またその到達度に

即して成績評価する。|  ２ 問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキス

ト学習の範疇で記述すれ|    ばよい。|  ３ 採点は、加点方式を基本とする。問いに

対して、解答するに必要なキーワードがすべ|    て適切に用いられていれば 50 点とす

る。|  ４ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開

とその|    深度により 40 点を上限に配点する。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード X0508 （認定科目名：東洋文化史１・東洋文化史２/東洋文化史） 

授業科目 東洋文化史 単位 4.0 

担当者 西川 利文 
シラバスグルー

プ 
T0Q013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋文化史 山口修 佛教大学通信教育部  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目で扱う「東洋」の範囲は、地域的にきわめて広く、また時代的にも長い時間にわた

っている（テキストの１「東洋と東洋文化」を参照）。従って、その内容をすべて理解するに

は、かなりの困難が予想される。ただし各章が、地域別・時代別に配列されているので、例

えば地域に注目して、該当する章を系統的にたどれば、その地域の文化的変遷が理解できる

ようになっている。学習の要点・リポート設題も、その点に留意して設定されているので、

これらの点に留意しながら学習すれば、テキストのかなりの部分が理解できる。| なお学習

の際には、各文化の歴史的背景に注意すること。いずれの文化も、歴史の流れの中で形成さ

れるものだからである。ある文化が、どの地域でいつ頃、どのような歴史的背景によって誕

生したのかを理解すること。そうすれば、東洋という空間の地域的広がりや多様性、それに

伴う文化的特色の多様性が見えてくる。 
 

■学習の要点 

 リポート設題については別に設定されているので、ここではそれを除く地域や時代の文化

について、学習課題を設定しておく（括弧内の数字は、関連するテキストの各章を示す）。| 

第１に、オリエント文化について、その形成からヘレニズム文化への展開までを理解する

（２）。第２に、仏教文化の発展するマウリヤ朝とクシャーナ朝の文化を比較検討する（10・

11）。第３に、仏教文化の繁栄によって新たな中国文化の展開が見られる六朝文化について、

多角的に検討する（12）。第４に、イスラム教の形成と発展およびそれに伴う文化的展開を

理解する（18）。第５に、独特の仏教文化が開花するチベットの文化について、その形成・

発展を整理する（23 下）。第６に、ムガル帝国の盛衰とその文化的特色を理解する（25）。| 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標として、①「東洋」の枠組みを的確に理解し説明できる、②東アジア諸地域

の文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、③東アジア以外のアジア諸地域の

文化的特色を歴史的背景を踏まえて的確に説明できる、を掲げておく。 
 

■成績評価の基準 

各問題をどの程度理解しているかによって評価する(100 点満点)。問題について、到達目標

に基づいてその基本事項が答えられていることを合格の 低ライン(60 点)とし、基本事項の

理解度に応じて 60～69 点とし、不十分ながら問題の本質について言及できていれば 70～

79 点、十分に本質をとらえられていれば 80～89 点、独自の視点が提示できていれば 90～

100 点として評価する。  



授業コード X0510 （認定科目名：日本思想史） 

授業科目 日本思想史 単位 4.0 

担当者 今堀 太逸 
シラバスグルー

プ 
T0Q003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概説日本思想史 佐藤弘夫 編集委員代表 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

本科目においては、日本の古代から現代にいたる日本思想の歴史を学ぶ。日本の思想の特徴

としては、伝統的な思想を保持しようとする傾向、海外思想を取り入れることによりその後

進性を克服しようとする努力、新旧両思想の反発と融合による二重構造の形成といったこと

が指摘できる。日本の思想や文化、その歴史や伝統を学ぶことは、民族の歴史や伝統を再検

討・再認識することでもあり、また、思想や文化の新しい進路を探ることにつながる。 
 

■学習の要点 

 テキストは古代から現代までの通史である。第１章 「日本の誕生」〜第２５章「国民と

市民の相克」からなるが、 初に目次を参考に、各章の特色を把握すること。試験問題は、

各時代において基礎的に重要と思われる事項や思想について出題している。テキストは通史

また概説書として編纂されたものであるので、参考文献を手がかりに、より一層の考察を深

めてほしい。| １．奈良時代の仏教と寺院| ２．摂関政治と国風文化| ３．平安時代の仮

名文学と物語文学| ４．中世の文芸と芸能の思想| ５．近世の町人の思想・農民の思想| ６．

大正デモクラシーの思想| 
 

■学習の到達目標 

・「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。|・問題はテキス

トに即して出題する。出題意図、問題内容、何を書くか、結論はどうするか、じっくり考え

て解答すること。|・誤字脱字、文体の不統一、不自然な表現や意味不明な表現がはなはだし

い場合は不合格とする。|・採点は加点方式を基本とする。問いに対して解答するに必要なキ

ーワードがすべて含まれていれば 60 点とする。|・出題の要点を正しく理解していて、表現

が的確であり、主張の要旨が明快であれば高く評価する。 
 

■成績評価の基準 
出題の要点が正しく理解できていること。表現が的確であること。主張の要旨が明確である

こと、等を評価の基準とする。 



授業コード X0511 （認定科目名：宗教文化） 

授業科目 宗教文化 単位 4.0 

担当者 小野田 俊蔵 
シラバスグルー

プ 
T0X009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

木：民衆生活の日本史 林屋辰三郎編 思文閣出版  

日本文化の歴史 尾藤正英著 岩波新書 [ISBN]9784004306689 

 
 

■授業の概要 

 芸術文化が対象とする領域は建築・彫刻・絵画・工芸の諸領域を含む仏教美術や神道美術

などの造形作品の研究から、舞台芸術や口承芸能・茶道などの研究まで実に幅広い。| 本科

目では、その中の造形作品、日本美術史の彫刻・絵画領域の中核を形成する仏教美術・神道

美術を素材として、その研究法を学習する。日本のみならずアジアに数多く遺された作例か

ら、それに示された美意識を感受し、その奥にある思想を読み解く力の獲得を目指す。また、

アジアの宗教特に仏教が生み出した文化の諸相とその背景にある仏教思想を理解する。 
 

■学習の要点 

 テキスト『木：民衆生活の日本史』においては、インドに始まり、中央アジア・中国・朝

鮮半島などを通って日本に及んだ仏教美術は、仏教思想を堅持しながら、一方において各々

の民族思想やその造形と習合することによって、各地に確かな根を張った。インドにおける

蓮華の思想、中国の「氣」の思想、そして日本の霊木に対する思想はその代表的なものであ

る。仏教美術を宗教美術として立体的に理解するためには、これら民族思想の参入による具

体相の把握が不可欠である。そして規範（図像）に基づく仏像と主として僧侶の祈りの中で

生まれた「感得仏」を仏像の２つの世界として理解することが大切である。それは同時に、

仏教美術研究の新しい視点の獲得ともなるだろう。とりわけ日本においては木で仏像を造る

ことが極めて多かった。その源流にはインド以来の白檀崇拝があるが、それとともに日本独

自の霊木に対する思想との交錯がうかがえる。仏教と民族思想との習合現象の中で木彫仏を

捉え直してみよう。特に重要なのは以下の二点である。| １.「図像仏」と「感得仏」の概念

を理解すること。| ２．一躯の仏像をよく観察するだけでなく、他の類似作例と比較するこ

とで、それぞれの特色を的確に文章化できるよう努めること。|  テキスト『日本文化の歴

史』においては、仏教にも様々な哲学や思想があるが、それらの仏教思想の違いによって文

化として表出されたときにも異なりがあるので、文化現象だけではなくその奥に隠れた思想

の違いを理解するようにする必要がある。 
 

■学習の到達目標 

 美術史研究の基本中の基本である、作例を深く鑑賞し、そこから発せられるメッセージを

読み解く感性を養ってもらいたい。そのためには複数の作例を比較し、それぞれの特色を言

葉で浮かび上がらせていくことが重要である。その結果、9 世紀以前の日本の木彫のあり方

を、アジア的視野の中で理解することを目標とする。また、様々な文化の背景に思想や世界

観があり、その思想や哲学とそれらの文化がどのように結びついているのかの概要が掴める

ようにすることを目標とする。|  
 

■成績評価の基準 

あくまで自分の言葉で語ることを心掛けてください。自分の第一印象を大切にしながら、作

者が何を表現したかったのかを言葉を使って語ることが必要です。あらゆる観点を駆使しな

がら語ってください。 



授業コード X0512 
（認定科目名：中国思想史１・中国思想史２/中国思想の

歴史Ⅰ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅰ 単位 4.0 

担当者 岡本 洋之介 
シラバスグルー

プ 
T0N014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 上（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 
中国の昔の思想を題材に、自分の見解を自分の言葉で述べてください。|テキストの他、原典・

専門書をできるだけ多く読んでください。 

 

■学習の要点 

テキスト・原典・専門書を読み、興味を持った点や疑問点をリポートの主題とし、自分の見

解を自分の言葉で述べること。その際、見解の根拠を原典から提示すること。|自分の見解を

持つには何が必要かを知ってください。 
 

■学習の到達目標 
中国古典思想の概略を把握し、その中の何かしらについて自分の見解を持つ。|自分の見解を

論述文で書く。 

 

■成績評価の基準 

テーマについて、自身の見解を論述文で示せているか否か。|原典を読んだことが明らかな内

容を示せているか否か。|そのためにはある程度の文章量が必要だということは、試験に臨む

までに課題を通じて学んでいるはずです。|なお、文章の意味が理解できない答案、箇条書き

の答案、出題内容と無関係なことを書いた答案、解答に際して不正があったと岡本が判断し

た答案は評価対象としません。| 



授業コード X0513 
（認定科目名：中国思想史３・中国思想史４/中国思想の

歴史Ⅱ） 

授業科目 中国思想の歴史Ⅱ 単位 4.0 

担当者 中尾 弥継 
シラバスグルー

プ 
T0N016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国思想史 下（レグルス

文庫） 
森三樹三郎 第三文明社  

    

 
 

■授業の概要 

 漢代から清代にいたるまでの中国の思想史の流れを、中国において生成発展した儒教や道

教と、外来思想である佛教思想との交流を機軸に深める。各時代の代表的な思想の特徴や思

想家の生き方、その時代の政治や社会情勢との関わりについて特に留意して学習する。漢代

以降、中国の思想は儒教を軸に進展してきたが、同時に道教や佛教もまた人々に大きな影響

を及ぼしてきた。ことに六朝時代から唐代において中国佛教の発展はめざましく、儒教や道

教にも大きな影響をあたえた。宋代以降、儒教が変貌をとげ、中国の中心的思想としての位

置を取り戻したが、道教や佛教もそのあり方を変えて社会に浸透していった。| 一般に中国

哲学の歴史を論ずるとき、佛教思想を除いたかたちで叙述されることが多いが、テキストは

佛教思想と儒教や道教など中国固有の思想との交流を機軸に中国思想を解明している。本科

目はこのテキストを用いて漢代以降の思想史を通観する。 
 

■学習の要点 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会状況との関連に留

意し理解することにつとめるように。| 漢代においては儒教を中心とした思想界の流れや、

国家との関わりと経学の成立について理解を深めるように。六朝時代においては道教や佛教

の興隆について、唐代においては仏教を中心に儒・仏・道三教相互の関連に留意して思想の

流れを理解するように。宋代以降、儒教が復興するが、道教や仏教とも無関係ではなく、相

互に影響しあって思想を形成していったことに留意して学習するように。清代の思想におい

ては、考証学の発展を軸に考えるように。 
 

■学習の到達目標 

 各時代の思想の特徴と代表的思想家について、歴史の流れや政治・社会との関わりについ

て理解すること。| 問題に対して、過不足なく記述することにつとめるように。思想内容や

歴史的事実については誤りのないように気をつけること。 
 

■成績評価の基準  学習した内容を生かして、どれだけ具体的な記述がなされているかを基準とします。 



授業コード X0701 （認定科目名：日本仏教史） 

授業科目 日本仏教史 単位 4.0 

担当者 坪井 剛 
シラバスグルー

プ 
T0B017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本仏教史：思想史として

のアプローチ 
末木文美士 新潮社  

    

 
 

■授業の概要 

 仏教は６世紀に大陸から日本に伝来して以降、現在にいたるまで日本社会に大きな影響力

を持ち続けている。ただ、その歴史的展開においては、国家や社会状況から影響を受けつつ、

日本独自のものへと変容してきている。本科目のテキストである末木文美士『日本仏教史―

思想史としてのアプローチ』は、古代から近代までの長い時間の中で、日本における仏教発

展の具体的な経緯を明らかにすることを試みている。本書を基礎として学習を進めることに

より、各時代における日本仏教の特色と現在に残る痕跡を理解することが出来るだろう。| 

本科目では、日本仏教の発展・展開を通史的にたどることを通して、日本仏教独自の特徴を

把握することを目標とする。 
 

■学習の要点 

テキストの各章・各節の内容を読み、以下の点を中心に読み取ること。|第Ⅰ章 聖徳太子と

南都の教学|・日本への仏教伝来の過程、及び聖徳太子の思想・信仰について|・奈良時代の仏

教における「宗」概念と南都六宗の由来、発展について|・中国と日本における『法華経』解

釈とその受容について|第Ⅱ章 密教と円教|・ 澄と空海の事跡と思想について|・平安時代

における天台宗・真言宗の成立と発展について|第Ⅲ章 末法と浄土|・末法思想の流布と浄

土教の特色（特に源信『往生要集』の内容）について|・平安時代に見える浄土教以外の信仰

の特色について|・仏教思想としての本覚思想の位置付けと発展、及び日本の文化・思想への

影響について|第Ⅳ章 鎌倉仏教の諸相|・近代以降の鎌倉新仏教への評価と鎌倉仏教観の転

換について|・鎌倉仏教の時期的展開と室町仏教への展望について|第Ⅴ章 近世仏教の思想

|・近世仏教の形成過程とその評価について|・排仏論の思想的特徴と仏教者による対応につ

いて|・仏教による死者供養の歴史的経緯と葬式仏教の思想的根拠について|第Ⅵ章 神と仏

|・本地垂迹概念の特徴と、日本における神仏習合の形態について|・神道理論の形成と修験道

の歴史・思想について|終章 日本仏教への一視角|・日本仏教がどのように研究されてきた

かについて  
 

■学習の到達目標 

・日本における仏教が歴史的にどういった変容を経て、現在の姿に至っているのか、説明で

きるようになる。|・日本仏教史研究に用いられる多くの専門用語の意味を理解し、それらの

用語を適切に用いることができるようになる。 
 

■成績評価の基準 

・テキストの内容を正確に理解し、各時代における仏教の特徴について、整理して理解する

ことができているか。|・テキストの内容に対して、自らの意見を持つことが出来ているか。

|・専門用語の意味を正確に理解し、自らの文章の中に取り込むことが出来ているか。 



授業コード X0702 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 東洋の歴史 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード X0703 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード X0704 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード X0705 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード X0706 （認定科目名：国際政治学） 

授業科目 国際政治学 単位 4.0 

担当者 原田 徹 
シラバスグルー

プ 
T0T045 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

国際政治学をつかむ 新版 村田晃嗣 ほか著 有斐閣  

    

 
 

■授業の概要 

 国際政治学は、国際的な政治現象について学ぶ学問である。第一次世界大戦後に始まった

国際政治学は、第二次世界大戦や冷戦、そして冷戦終了後から現在に至るまでの国際環境の

変化とともに、常に発展を遂げてきた。そして、今日においても、TPP などの経済問題や、

日中、日韓の歴史問題、世界で起こるテロ事件など、日本や世界をとりまく国際政治は様々

な問題に直面している。| このように、国際政治に携わるアクターが多様化し、問題が複雑

する今日の国際政治を考えるうえで、まず、国際政治学の基礎をしっかりと押さえておくこ

とは、不可欠である。そこで本科目では、国家間の政治力学に重点を置き、国際政治の歴史

的変遷と、国際政治の基本的な理論について学ぶことで、国際政治を考える基礎的知識を習

得することを目標とする。 
 

■学習の要点 

 テキストを熟読し、以下の点について詳しく検討すること。|1. 「国際秩序」が歴史的にい

かに形成されたのか、そして変遷してきたのかについて|2. 「勢力均衡」について|3. 「相互

依存」について|4. 「安全保障」について 
 

■学習の到達目標 
 国際政治学の基礎的な知識を習得し、それらを応用して現在の国際政治を理解することが

できるようになる。 

 

■成績評価の基準 
テキストの内容に沿ったものとなっているか、論理的な構成となっているか、キーワードと

なる専門用語、具体的な事例などに言及できているか 



授業コード X0707 （認定科目名：社会学概論） 

授業科目 社会学概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0T043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

よくわかる社会学〔第２版〕

(やわらかアカデミズム) 
宇都宮京子編 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

この社会学概論という科目は社会学の基本的事項およびさまざまな領域を扱う科目である。

そういった科目の性格を満たすために 40 名以上の執筆者によって編まれたテキストを使用

する。テキストでは社会学の重要な基本的知識はもちろん、さまざまな社会学の視点から社

会的な事象にアプローチされている。個別的・具体的にその事象をとらえるのではなくて、

むしろ比較論的、類型論的に、かつその事象をとりまく社会にまで視点を広げて問題を把握

することが重要である。その問題把握の方法の一つとして、またその問題整理の方法の一つ

として社会学を学ぶ。これがこの科目を学ぶ基本的な意義である。 
 

■学習の要点 

 このテキストは、社会学の理論と現実の社会における事象を扱っている。社会学という視

点から見た現実の社会が描かれているので、常識的理解とは異なることがみえてくる教材で

ある。関心のある箇所は、学習者によってさまざまであろうが、次のことを要点としてあげ

ておく。| １．自我の形成と他者とのコミュニケーションとの関連について把握すること。

| ２．日本社会の世代間移動（1995 年 SSM 調査男性）の諸特徴について把握すること。| 

３．現代家族の機能および現代の日本社会の家族が抱える諸問題について把握すること。| 

４．量的調査と質的調査のそれぞれの特徴を把握すること。| ５．多文化社会の障壁となる

認知構造について把握すること。| ６．日本社会の差別現象について把握すること。 
 

■学習の到達目標 学習の到達目標は、日常の社会的現実を社会学の視点から分析できることにある。|  

 

■成績評価の基準 
科目 終試験における成績評価の基準は、社会学の基本概念の理解、現実への社会学的アプ

ローチなどがどの程度できているかによる。 



授業コード X0708 （認定科目名：経済学概論） 

授業科目 経済学概論 単位 4.0 

担当者 藤井 透・河内 良彰 
シラバスグルー

プ 
T0V005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・世界経済学入門（岩波新

書新赤版 1482） 
西川潤 岩波書店  

日本財政転換の指針（岩波

新書新赤版 1403) 
井出栄策 岩波書店 [ISBN]9784004314035 

 
 

■授業の概要 

 グローバル経済化の進展、少子・高齢社会の急激な進行のなかで、これまで安定的と思わ

れてきた日本社会・経済の制度、システム等あらゆるものが根幹を揺るがされ変容しつつあ

る。このような激動の中で、わたしたちはどのような新しい時代を作り出していかねばなら

ないのか。| バブル崩壊以降、日本では「構造改革」の名の下に、大企業・大銀行に対して

は、その国際競争力強化のため、巨額の公金を投入し、法人税の減税をはかる一方、勤労者

と弱者に対しては、社会福祉の「有償化」・「市場化」・手当て削減をはかり、消費税増税をす

すめてきた。この結果、増税による税収増が、減税によって相殺され、巨額の「財政赤字」

が生み出されることになった。また、種々の「規制緩和」の一環として、企業の使い勝手の

良い雇用方法を法制化することによって、正規雇用の縮小、派遣・請負・有期雇用・パート・

アルバイトなど不正規雇用の増大を生み出し、その結果、多くの「ワーキングプア」ととも

に勤労者の全般的所得低下・生活の不安定と社会的格差構造をつくり出してきた。このよう

な事態を変えなければならない。世界に目を向けると、1980 年代以降の新自由主義の結果

としての多国籍企業とマネー経済の世界的跳梁によって、世界経済が大きな危機に直面して

いる。そして南北問題は、より複雑で深刻な問題となりつつある。| その方策をどこに見出

すべきか。それを見出すためには、従来の「土建国家」から「公正な社会」をめざすグラン

ドデザインが描かれる必要があろう。当科目は、その課題を、わが国について、あたらしい

税制とそれにもとづく「尊厳と信頼の社会」の構築、世界経済についてはあたらしい市民社

会の構築を目指す方法を学習することを通して果たそうとするものである。  
 

■学習の要点 

  テキストを良く理解すること、つまり、テキストの内容がよく飲み込め、理解出来るまで

繰り返し読むことである。そのことによって、テキストでの用語の使われ方や論理について

理解が深まるであろう。その過程でより深く知りたいことや難しい専門用語などについて

は、参考文献、辞書などを利用することである。| とくに「ユニバーサリズム」「土建国家」

「非正規雇用」「債務問題」「所得格差」といったキーワードについては、テキストを中心に

その内容を良く理解するよう勉強してもらいたい。| また、リポートでも試験でも言えるこ

とだが、大事なことは、「問われていること」に正面から答えることであるから、リポート

の設題を念頭において、その問題意識を持って学習することを薦める。  
 

■学習の到達目標 

テキストを良く勉強していて、その理解の上に立って「問題」に正面から的確に答えている

か、これが「答案」評価の 大のポイントとなる。リポートの設題に答える場合に学習しな

ければならないことが科目 終試験の問題になるのだから、リポート作成の際の勉強が大切

になる。当然のこととして、的外れな叙述や個人的な経験を書いても「評価」の対象にはな



らない。 

 

■成績評価の基準 
テキストの筆者が使用している用語の含意や論理を十分、理解しているかが評価の基準であ

る。 



授業コード X0710 
（認定科目名：生涯学習概論１・生涯学習概論２/生涯学

習概論） 

授業科目 生涯学習概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S156 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 西岡正子 編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

生涯学習体系への移行が進む中、教育に関わる者としても、また一市民としても、生涯学習

の基本を知らずして、学び働くことは不可能といえる。本科目において、生涯学習の基礎理

念、基礎知識、国及び地域の実態及び実践の手法を学び、生涯学習社会を建設し、生涯学習

時代を生きる力を付けていただきたい。 
 

■学習の要点 

 テキストを精読し、下記の事項について理解を深めておくこと。 | 1.ユネスコにおける

生涯学習論の展開について| 2.学校式教育の特色について| 3.ハッチンスの学習社会論に

ついて| 4.学社融合による展開について| 5.人の成長に関する二つのモデルについて| 6.

学歴社会から学習社会への移行に関する機構改革について|| 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 

メモのような箇条書きや、テキストの丸写しは解答とみなさない。試験問題が求める学習の

要点を正しく理解し、その要点を中心にまとめること。問題によっては実態を調べ自分の意

見や考察を加えること。 



授業コード X0711 （認定科目名：博物館学） 

授業科目 博物館学 単位 4.0 

担当者 門田 誠一 
シラバスグルー

プ 
T0X018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新時代の博物館学 
全国大学博物館学講座協議

会西日本部会編 
芙蓉書房  

    

 
 

■授業の概要 
博物館について、歴史、種類、機能、目的などの基本的な論点を整理し、理解を深めながら、

現代そして将来において求められるべき博物館のあり方を考える。 

 

■学習の要点 

 科目 終試験の各問題はそれぞれテキスト『新時代の博物館学』で、各章を構成する節に

含まれる項目として整理されています。問題はそのような項を確実に学習すれば解答できる

ように作成してありますので、対象となる項を熟読して、試験に備えてください。 
 

■学習の到達目標 

どの問題についても、テキストを読み、その論旨や要件を具体的かつ明瞭にまとめることが、

解答を書くためのもっとも大切な点です。ですから、特にそれぞれを説明する際に必須とな

る用語を欠かさないように記述してください。 
 

■成績評価の基準 
テキストで使われている専門用語や概念などが正しく把握されているかが評価の基準とな

ります。 



授業コード X0717 （認定科目名：視聴覚教育メディア論） 

授業科目 視聴覚教育メディア論 単位 4.0 

担当者 松戸 宏予 
シラバスグルー

プ 
T0S127 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育メディアの開発と活用 日本教育工学会監修 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

   学習者を中心においた教育はコミュニケーションであり、教育の歴史は、コミュニケー

ションの歴史でもあるといえる。学習の内容としては、|・  教育メディアとコミュニケーシ

ョンの関係、教育メディアの教育的意義や役割について概観する。|・  各種メディアの特性

と利用方法、教育メディア利用の効果等の関係について理解を深める。| 
 

■学習の要点 

テキストを理解するために、以下の６つの視点でまとめていくこと。||1 教育メディアの 2

つの定義を踏まえて、生涯教育の観点から、遠隔教育に注目し、教育メディアの意義につい

てまとめる（pp.23-27, 80-84）。||2 教育メディアの特徴と学習形態の志向について、3 つ

の時代区分ごとにまとめる。|時代区分は、(1) 〜1970 年代、(2) 1980〜1990 年代、(3) 2000

年代〜である。|ヒント：p.29「表 1-7 時代区分ごとの主な教育メディアと学習形態などの変

遷」をもとに、pp.27-30、pp.39-40、pp.45-47 を読み取ると整理しやすい。||3 学習者を中

心においた教育では、教育メディアはどのような位置づけでかかわるか。教育メディアの 5

つの役割を中心にまとめる。|ヒント：p.65「図 2-2 教育メディア 5 つの役割」をもとに、

pp.57-64 を読み取ると整理しやすい。||4 社会的構成主義の観点から、教育メディアの注目

点、教育方法の特徴、教育メディアの役割についてまとめる。|ヒント：p.93「表 2-4 教育メ

ディアの背景理論」をもとに、pp.89-94 を読み取る。指定したページは、社会構成主義以外

の主義も含む。しかし、全体を通して読むと、理解が深まる。||5 教育メディア系の書籍で、

なぜ、デールの「経験の円錐」が取り上げられるのか。デールの「経験の円錐」が教育メデ

ィアにどのような影響を与えたのか。教師の役割と関連してまとめる（p.6. p.57-59.)||6  教

育メディアの活用の普及にあたり、英国の例をとりあげ、どのような点が ICT 活用頻度にか

かわったのかをまとめる。|ヒント：4.1.2 実用化のための条件整備 pp.152-161. 特に p.158

「図 4-2 英国における教育の情報化に関する施策」をもとに、指定された範囲の文章を読

み取ると整理しやすい。 
 

■学習の到達目標 

学習の到達目標：上記の「学習の要点」に記してあるように、テキストを理解するための６

つの視点に沿って、６つのテーマを理解・説明できる。|「学習の要点」にある６つの視点を

整理したうえで、科目 終試験に臨んで欲しい。知識として、６つのポイントを体系化して

欲しい。| |成績評価の基準：問題に沿った解答（20）、知識として理解しているか（50）、

構成（論理性）（10）、書式スタイル（10）、オリジナリティ（10）|「答案」作成上の留意点：

書式スタイルについては、下記の備考欄を良く読んでおくこと。 |**「合格させて欲しい」

などといった一文は決して書かないこと。このような場合は、採点の対象外となる。|  
 

■成績評価の基準 

問われている問題に適切に答えているか（20）、知識・理解ができているか（50）、文章の論

理的な構成（10）、書式のスタイル・オリジナリティ（20）|※問われている設題以外のこと

は述べないこと、要点を簡潔に述べること、などに心掛けてほしい。 



授業コード X0720 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード X0721 （認定科目名：仏教文化） 

授業科目 仏教文化 単位 4.0 

担当者 善 裕昭 
シラバスグルー

プ 
T0B021 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の仏教 第２期第３巻 

日本仏教の文献ガイド 
日本仏教研究会 編 法蔵館  

    

 
 

■授業の概要 

日本人にとって仏教とは何か。仏教は日本の文化の展開にどのような役割を果たしたのか。

仏教文化は、仏教を軸とした日本の文化現象を学ぶ学問である。そのため、対象範囲は広く、

歴史・思想史・文学史・美術史領域との関わりの中で理解しなければならず、読むべき文献

は多様である。学びはじめのころは、どこから手をつけてよいかとまどうことさえある。| 

そこでこの科目では、仏教文化を学ぶための具体的な文献について、初心者にもわかりやす

く解説した『日本仏教の文献ガイド』に基づいて学んでいく。このテキストには多くの文献

が取り上げられ、各文献の概要、近年の研究動向、参考文献、基本テキストが示される。こ

のテキストを通して、自分の関心の方向性を明確にして欲しい。また各自で研究書・論文に

あたり、理解を深めてもらいたい。 
 

■学習の要点 

テキスト『日本仏教の文献ガイド』は、仏教文化を学びはじめるものにとって好個の書物で

ある。これによって、日本仏教を理解するための文献を知るとともに、仏教文化という学問

の広さと奥行を理解してほしい。| １．テキストの各項を十分に読み理解すること。| ２．

仏教文化の対象は広いので、多様な文献を扱うことになる。仏教思想史、浄土教思想史、仏

教文学、仏教説話、などがある。これらを扱う上での様々な問題点を理解しながら、仏教文

化という学問の性質を理解すること。 
 

■学習の到達目標 

仏教を学ぶ上で関心に即した文献が何であり、その内容や特色、歴史的背景がどのようなも

のかを理解すること。テキストやその他の参考書から問題点や近年の研究動向を把握するこ

と。漢文・古文の読解力を養うこと。| 
 

■成績評価の基準 
取り上げた文献の内容の理解度や問題点や研究動向をよく捉えたかどうか、自分の意見を積

極的に述べているかなどが評価の基準となる。| 



授業コード X0722 （認定科目名：西洋文化史） 

授業科目 西洋文化史 単位 4.0 

担当者 竹中 徹 
シラバスグルー

プ 
T0Q029 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魔女・怪物・天変地異 ―近

代的精神はどこから生まれ

たか 

黒川正剛著 筑摩書房  

図説 魔女狩り 黒川正剛著 河出書房新社 [ISBN]9784309761619 

 
 

■授業の概要 

 中世末から近世にかけてのヨーロッパ世界では、「魔女狩りの激化」と「驚異の大増殖」

という二つの出来事が同時代現象として噴出した。それは中世から近代へと移り変わる過渡

期であり、中世的な考え方と近代的な考え方がせめぎあう時期であった。この授業では「魔

女狩り」と「驚異」の歴史を考察することを通して、西洋における近代的精神がどのように

生まれてきたのか理解することを目指す。 
 

■学習の要点 

 二つのテキストは、社会背景について相互に補完しあう内容となっている。まずは両方の

テキストを通読し、「驚異」と「魔女／魔術」に対する人々の認識の変容について、全体像を

把握してもらいたい。そのうえで以下の要点あるいは各自が興味を持ったテーマについて学

習し、各章ごとに扱われている内容の理解を深め、テキスト著者の主張を考察してもらいた

い。その際、下記の参考文献やテキスト巻末に挙げられている参考文献なども活用すると良

いだろう。|１．近世以前のヨーロッパの人々の、「驚異」に対する認識と「好奇心」に関す

る考え方について、後世への影響も踏まえつつまとめる。|２．大航海時代の幕開けが、ヨー

ロッパ人の「驚異」に対する認識と「知的好奇心」に与えた影響について、地図・植物誌・

動物誌などにおける発展・変容を踏まえつつまとめる。|３．16 世紀ヨーロッパにおける、

新大陸をはじめとする異境由来の「驚異」についての認識と、「好奇心」に関する見解につい

て、アンドレ・テヴェやアンブロワーズ・パレの著述を中心にまとめる。|４．宗教改革前後

の時代のヨーロッパ社会における、怪物・驚異を「世界の終末」や「神の怒り」として認識

する傾向について、各地のさまざまな例を踏まえつつ整理する。|５．近世を通して緩やかに

進行した、「驚異の自然化」と「好奇心の近代化（名誉回復）」について、パレなどの萌芽的

な動きと、中世的考え方を維持しようとする立場を対照させつつまとめる。|６．中世末以降

の魔女狩りに影響を与えた、古代・中世における「魔女」と「悪魔崇拝」のイメージの形成

について、異端や異端審問の制度化の影響も踏まえつつまとめる。|７．近世における魔女狩

りの激化について、宗教改革および近世国家の中央集権化との関連の有無を、男性優位の近

世的価値観の進展（家父長制や性の規律化）についても踏まえつつ整理する。|８．魔女狩り

激化の時代とその終焉以降において、「魔女」と「魔術／驚異」そして「好奇心」についての

認識はどのように変化したか、例を挙げつつ整理する。 
 

■学習の到達目標 

 「魔女／魔術」および「驚異」に対するヨーロッパの人々の認識の変容について学び、そ

れを通して西洋の近代的精神とは何か、近代化とは何かということについて総合的な理解を

得ること。 
 



■成績評価の基準 

 成績評価の中心となるのはテキスト内容の理解度であるが、独自の参考文献調査による意

見や考察があれば評価する（ただし、問題と関係のない「単なる感想」は認めない）。| 出

題の要点と意図を正しく理解し、構成をよく考えて論理的に記述すること。 



授業コード X0723 （認定科目名：考古学研究） 

授業科目 考古学研究 単位 4.0 

担当者 葛野 常満 
シラバスグルー

プ 
T0X039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

大学の日本史 1.古代 －教

養から考える歴史へ－ 
佐藤信編 山川出版社  

    

 
 

■授業の概要 

 考古学は人類の歴史を遺跡の状況や発掘調査成果から得られた情報などを調査・研究し明

らかにする学問です。| この科目では、日本の古代都市を代表する「都城跡」の構造や成立

過程を調査・研究し、律令国家として体裁をどのように整えていったのかを考えることを目

的としています。また、各地域に所在する「各自の地域の遺跡」を調査し、各地域の歴史・

文化を明らかにしようとするものです。| すなわち、発掘調査成果や出土資料など考古資料

を用いて、日本列島の歴史を広い視野から見つめ直し歴史学の調査・研究方法を学習するこ

とを目的とします。| そのためには、各遺跡の概要をリポートするだけでなく、そこから、

疑問点や研究テーマを導き出して研究してください。| 
 

■学習の要点 

 日本の古代史研究は、日本各地でおこなわれている発掘調査成果や出土資料の研究により

めざましく進展しています。古代日本が律令国家として体裁を整える中で、大陸の政治や文

化、宗教などを積極的に取り入れ遷都します。遷都の代表する施策として都城を整備します。

都城制は飛鳥の諸宮にはじまり大津宮などを経て藤原京、平城京、長岡京、平安京に条坊制

を整える大都市を形成します。この首都機能の移転を繰り返し成熟していくという、都城の

形成課程や構造を、遺構や出土遺物、文字資料を調査・研究してから古代日本の歴史的展開

などを学習します。| 一方、現在日本列島には旧石器時代から近代にいたるまで約 38 万ヶ

所の遺跡が確認されています。これまで全国各地でおこなわれてきた発掘調査は学術的に大

きな成果を上げるとともに、各地域の歴史・文化を明らかにし、地域の特色を示しています。

| そこで、各地域に実情を証明する遺跡について、各自の居住する地域（都道府県単位）で、

注目される遺跡を取り上げ、遺跡の遺構や遺物を調査し、さらに、遺跡の立地や歴史的環境

にも視野を広げ、各自の居住する地域における歴史を研究します。| 
 

■学習の到達目標 

①「学習の要点」等にあるようにテキスト学習を進め、設題の理解度を試験で測り、その到

達度に即して評価する。|②問題はリポート設題に関係したものを出題する。|③採点は加点

方式を基本とする。解答に必要な項目、歴史用語、遺跡名が含まれていれば 50 点とする。|

④出題の要点を正しく理解し、解答が論理的に展開してあれば 40 点を上限に配点する。|⑤

解答は、「400 字」以上あれば、10 点を加える。 
 

■成績評価の基準 
  試験に関係する遺跡について、検出(発見)された遺構名や遺物名を具体的に記述するとよ

い。 



授業コード X0724 （認定科目名：民俗学研究） 

授業科目 民俗学研究 単位 4.0 

担当者 大野 啓 
シラバスグルー

プ 
T0X032 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新・民俗学を学ぶ：現代を知

るために 
八木透編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

現在、民俗学は新たな方向性を模索している段階である。従来、民俗学は伝統的とされてい

る文化（社会）的な要素を再構成することによって民俗誌を構築したり、議論を構築したり

していたのである。しかし、これでは研究者の恣意によって伝統的な文化（社会）が創造さ

れてしまう危険性をともなっていたのである。したがって、具体的な事実を積み上げていく

という民俗学の基本的な姿勢に立ち返って文化（社会）を検討することが必要となっている

のである。そこで、履修生はテキストの中でどのように事例が構築されているかについて検

討していき、自らが文化（社会）に対してどのような視座を有しているのかについて考えて

いくことが必要である。 
 

■学習の要点 

 学習に際しては、テキストの各論がどのように事例を構築しているのかについて注意する

こと。具体的な事例をどのような枠組みで研究史上に位置付けているのかについて留意しな

がらテキストを読み込むことが必要である。当然、テキストの巻末に上げられている参考文

献一覧のなかの論文に目を通すことが求められる。なお、本科目と民俗学は同じテキストを

使用しているが、本科目の履修生は、民俗学において必要な知識を得たことを前提とする。

さらに、以下の点についての学習を行なうこと。| ・村落のあり方がどのように生業と関係

しているのかについて| ・仏教民俗が村落社会の中にどのように包含されているのかについ

て| ・宮座の儀礼で顕在化する親と子の役割を踏まえ、宮座がどのような原理で運営されて

いるのかについて| ・現在の墓制研究が,どのような問題をはらんでいるのかについて| ・

婚姻の諸類型を踏まえたうえで、それぞれの類型がどのような社会で顕在化するのかについ

て|   
 

■学習の到達目標 

・問題と無関係な解答は評価の対象外とする。|・ 低限でもテキストの内容を把握したうえ

で、解答をすること。|・可能であれば、これまでの学史の展開を踏まえたうえで、自らの考

えを述べること。| 
 

■成績評価の基準 

民俗学の基本的な知識や考え方を理解した上で、解答していること。|問題に対して、テキス

トの論や内容を踏まえた上で、論理的に解答していること。|上記の条件を満たしたうえで、

受講生自らの考えを論理的に述べることが望ましい。 



授業コード X0725 （認定科目名：古文書学１・古文書学２/古文書学） 

授業科目 古文書学 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古文書学入門〔新版〕 佐藤進一 法政大学出版局  

    

 
 

■授業の概要 

 個人や組織・機関が命令や依頼、許可などを実施する際に発せられる文書（公文書、書状、

書簡など）、いわゆる「古文書」は、宛先・差出の人物や組織の政治的・社会的な関係が反映

されているだけでなく、その目的に即して一定の書式にしたがって記されることが多い。こ

うした書式は、人や組織が変化するに伴い変化するが、逆に文書の書式の変化に着目すれば、

文書の発給・差出に関わる歴史的な事実を解き明かす手がかりとなる。本科目ではそうした

「古文書学」に関する基礎的な知識の習得を目的とし、様式の具体的な内容、様式の変遷、

その背景を検討することが学習の中心となる。| 文書の様式についての理解を深め、それぞ

れの様式の用途について考えると共に、そうした様式がどのような背景で成立し、どのよう

に変化していくのか、また後の様式とはどのような点で異なっているのか、その理由は何か

といった点について学習する。 
 

■学習の要点 

 古文書学の目的は、単なる文書様式の学習ではない。様式の背景にある時代的社会的な特

徴と様式の関係を考えるのであるから、単に様式だけでなく、様式同士がどのような関係に

あるのか、またその理由などについても考える必要がある。| 実際の学習にあたっては、

個々の様式を十分に理解した上で、様式成立の背景や前後の様式との関わりを意識しながら

学習を進めてほしい。| ・古文書とは何か。また古文書学研究と歴史学研究の関わりについ

て| ・古文書における奉書と直状の特徴と違いについて| ・中世の起請文の様式とその変

遷について| ・鎌倉時代の武家様文書の特色について| ・次の古文書用語および様式につ

いて|  １：花押 ２：右筆 ３：院宣 ４：奉書 ５：外題安堵| ・次の古文書用語およ

び様式について|  １：綸旨 ２：案文 ３：女房奉書 ４：端裏書 ５：軍忠状| 
 

■学習の到達目標 

用語に関する単なる理解ではなく、古文書学の基本的な考え方を理解する様努めること。そ

の上で以下の諸点について理解したい。|１：古文書学の基本的な考え方が理解できている。

|2：古文書の基本的なターム（用語）について理解できている。|３：古文書が社会関係や政

治状況を反映していることを理解している。| 
 

■成績評価の基準 
1：古文書学の目的や基本的な方法、考え方についての理解|２：古文書学の基本的なターム

（用語）についての理解|3：文書様式についての理解 



授業コード X5103 （認定科目名：X5103 地理学１・X5104 地理学２） 

授業科目 地理学 単位 4.0 

担当者 鈴木 亜香音 
シラバスグルー

プ 
T0X050 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文化地理学ガイダンス-あ

たりまえを読み解く三段活

用 

中川正・森正人・神田孝治 

著 
ナカニシヤ出版  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地表面で生じる様々な現象（出来事）と地域との関係を理解しようとする学問です。

現象には必ず位置（場所）が存在し、かつ、単独ではなく複数の現象との関係のもと地域に

分布（地理的分布）しています。地域のスケールは世界・日本・都道府県など様々ですが、

2 つとして同じ場所はなく、現象には必ず地域差（地域的差異）が現れます。そこで、この

授業では位置や分布をキーワードとして地理学の基本を学びます。 
 

■学習の要点 
① 地理学における基本的用語（概念）の意味を理解する。|② 基本的用語（概念）を通し

て地域について理解する。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて理解する。 

 

■学習の到達目標 
① 地理学における基本的用語（概念）を正しく説明できる。|② 基本的用語（概念）を用

いて地域について説明できる。|③ 複数の地理的事象と地域とを関連づけて説明できる。 

 

■成績評価の基準 

〔科目 終試験における成績評価の基準〕|① 問題の主旨を正確に理解していること。|② 

学習の到達目標①～③を踏まえた論述であること。|③ 記述が論理的に構成されているこ

と。|④ 自ら作成したオリジナルの論述であること（なお、これに該当しないと判断した場

合は不合格とする）。|⑤ テキストの丸写し、テキストの再構成のみの論述は不合格とする。 



授業コード X5106 （認定科目名：芸術文化１・芸術文化２/芸術文化） 

授業科目 芸術文化 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0X049 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

魏晋南北朝 ：融合する文明

（図説中国文明史；5） 
稲畑耕一郎監修 創元社  

    

 
 

■授業の概要 

日本の仏教美術の源流である中国の仏教美術の歴史について、とくに日本の飛鳥・奈良美術

との関係が深い魏晋南北朝時代に焦点をあてて学ぶ。インド発祥の仏教が中国に伝わり、ど

のような形で受容され、信仰されていったのか。中国在来の思想宗教との関わりの中で、ど

のようにして「中国の」仏教美術が形づくられていったのか。皇帝などの世俗権力は、仏教

に対してどのようなリアクションをとったのか。地域や時代によって、どのような特徴や変

化が見られるのか。広大で地理的多様性に富んだ空間を舞台として、漢民族と異民族とが入

り乱れて形作ってきた複雑な歴史のうねりのなかで生み出されてきた中国仏教美術につい

て考察する。 
 

■学習の要点 

魏晋南北朝時代の仏教美術を理解するには、背景となる歴史や地理的な知識を欠くことがで

きない。中国は歴史上、異民族が国を建てるということが頻繁に起きており、中国仏教美術

が大きく発展した魏晋南北朝時代もまた、中国北方において五胡十六国と呼ばれる異民族支

配による国が相次いで分立割拠し、南朝の諸王朝と対峙した時代であった。この動乱期は、

一方で仏教が篤く信奉され、壮麗な仏教美術が生み出された時代でもあった。美術作品は単

独で存在しているものではなく、その背後には必ずやそれを生み出した人、時代、場所があ

ることを忘れてはならない。とりわけ魏晋南北朝時代の仏教美術は、地理的な観点や歴史的

背景を抜きにしては理解しがたい。これらの要点に注意を払いつつ、中国仏教美術のダイナ

ミズムを味わってほしい。 
 

■学習の到達目標 

次の３点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）学習の要点を正しく理解し、論理

的に記述することができる。|２）中国の歴史や地理を理解したうえで、仏教美術の作例を説

明することができる。|３）中国仏教美術の論点について理解し、根拠を挙げて説明すること

ができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標３点に加え、答案作成に関わる次の３点を加味して、総合的に評価

する。|４）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえた論述ができる。|６）事実を正しく把握し、文章化できる。 



授業コード X5108 （認定科目名：文化人類学１・文化人類学２/文化人類学） 

授業科目 文化人類学 単位 4.0 

担当者 鈴木 文子 
シラバスグルー

プ 
T0X013 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新版 文化人類学のレッス

ン：フィールドからの出発 
梅屋潔・シンジルト共編 学陽書房  

    

 
 

■授業の概要 

  文化人類学の入門テキストです。文化人類学は、異文化理解の学問として知られています。

長期の滞在型あるいは密着型のフィールドワークで得た資料をもとに、ホリスティック

（holistic：全体論的）な視点から文化と人間の関係、文化とはどのような脈絡の中から生ま

れてくるものなのかを考える学問です。歴史的にはその研究対象は、非産業化社会（未開の

社会）・異文化社会を対象としていましたが、近現代の都市社会も含め、文化そのものを考

察の対象としています。また、異文化とは決して外国のことではありません。自文化と異な

る他者であり、ひいては、そのような他者に驚き、違和感をもつ自らの文化を考えることで

もあります。家族・親族、結婚の意味、性とは何か、宗教・儀礼、経済、民族・国家など、

人間をとりまくあらゆることが対象となります。人類学で扱われる代表的な主題を、具体的

な生活の脈絡のなかから、その意味を考えます。 
 

■学習の要点 

 テキストの各章では、独立した文化人類学のトピックが扱われています。テキストを読み

込んで、各章のトピックとその研究動向、視点を把握してください。また、Key Word、Column

欄も注意し、理解が難しい用語、専門用語などは、文化人類学事典、下記およびテキスト文

末参考文献、推薦図書などで調べてください。以下の点にも留意してください。|１．「Lesson

１」のフィールドワークの歴史や各時代の特徴、「自然（生態系）と文化の関係（Lesson4）

を理解するとともに、文化の概念がどのように変遷してきたかを把握し、説明できるように

してください。|2．「Lesson2」を参考に、人類学の特徴的方法論、記述でもある民族誌（エ

スノグラフィー）についても理解してください。また、B.K.マリノフスキー以降のフィール

ドワークがどのように変化しているのか、J．クリフォードなどによる民族誌批判,E.W.サイ

ードの『オリエンタリズム』、ポストコロニアルなど、用語や人物も調べ、今日的問題をおさ

えてください。「民族誌の現在」という意味も理解しておいてください。|3．ジェンダー、第

3 の性、セクシャリティ、民俗生殖理論などの「性」をめぐる多様な概念があることを理解

するとともに、理論の歴史も抑えてください。人類学調査からわかってきた、西洋的特徴は

何か、本質主義、構築主義といった用語も調べてください。（Lesson5）|4．家族、親族とは

何か、「血のつながり」とは何か。関連する概念を押さえながら、G.P.マードックの核家族論

に対して、世界の多様な家族・親族の関係があることから、何がいえるのかを説明できるよ

うにしてください。また、現代の生殖技術の発達のなかで鮮明になってきた「近代家族」の

特徴とは何かについても考えてください。「近代家族」は、専門用語です。調べてみてくださ

い。（Lesson6） |5．人種、民族の概念に対する近年の考え方を国民国家の成立と民族、民

族意識とはどのように生成されるものなのか等、把握してください。（Lesoon7） |6．儀礼

と人々の認識との関係を理解してください。ファン・ヘネップの「通過儀礼」、V.ターナーの

理論も抑えてください。また、儀礼に対する近年の人類学の視点についても注意してださい。



（Lesson8､9） |7．「宗教」を人類学では、どのように考えてきたか、その歴史と変遷を把

握してください。|呪術と近代医療が考える病の相違についても留意し、現代からみた宗教、

呪術現象,宗教的実践とはどのような意味かを理解してください。（Lesson9）|8．石貨、ポト

ラッチ、クラなどの内容を理解し、象徴的交換と市場経済との相違を把握してください。贈

与交換、互酬性などの意味を文化人類学事典などで調べてください。（Lesson10）|9.グロー

バル化と人類学的課題についてまとめてください。（Lesson11）| 
 

■学習の到達目標 

 ① 「学習の要点」にある学習の視点をもとに、テキストの各章のトピックの重要な点につ

いて説明できるようになる。|②文化人類学の基本的知見を理解するとともに、文化概念の変

遷と今日の考え方を理解する。|| 
 

■成績評価の基準 

① 終試験では、テキストの専門用語を使いこなし、具体的な事例を提示しながら論じた方

が高い評価がされます。|②各章のトピックを適切に理解しているかが評価の対象となりま

す。 



授業コード X5110 （認定科目名：地誌学１・地誌学２/地誌学） 

授業科目 地誌学 単位 4.0 

担当者 網島 聖 
シラバスグルー

プ 
T0X003 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

図説 世界の地誌〔改訂版〕 辰巳勝・辰巳眞知子著 古今書院  

    

 
 

■授業の概要 

地理学は地誌学と系統地理学（自然地理学および人文地理学）の２分野から構成されている。

地誌学は具体的な地域に関する地理的記載をおこない、総合的な地域の理解を目標とする地

域科学であるといえる。その内容は、地域の自然環境、歴史、国や都市・地方の発達過程と

人口の変化、産業や社会の特色を明らかにし、住民や国民がどのような課題をかかえ、それ

にどう対処しようとしているかを考えることにある。地域がどのような性質を持っているか

は、その特徴を作り出す要素を見出し、他の地域と比較しつつその相違点や共通点を発見し、

その発生要因を考えることが重要である。この科目では、地誌学を学ぶために世界のさまざ

まな地域、国の歴史、自然環境、人口の民族構成、産業構造の特色などを学習し、それらの

共通点と相違点を要約し、それが生じた原因を考察していく。加えて、各地域、各国が日本

と政治・経済・社会的にどのような関係をもっているかも過去・現在・未来の時間のなかで

も考えていただきたい。  
 

■学習の要点 

１）中学・高校で使用した地図帳を常に開き、位置や地名などを地図上で確認する習慣を身

につけること。|２）世界のさまざまな地域について、地理的位置、歴史と開発過程、環境の

特色、人口と民族、農業と工業、商業、都市と都市問題などのテーマごとに、一章ずつノー

トを作成して確実に整理すること。|３）世界のさまざまな地域、国における人種・民族の問

題に注目した学習を行うこと。|４）世界のさまざまな地域、国における開発の歴史と地域間

の経済格差に注目した学習を行うこと。|５）世界のさまざまな地域、国の共通点と相違点を

まとめること。これらの地域や国々が直面する問題を理解し、また、日本との関係および今

後あるべき国際関係についても考察すること。 
 

■学習の到達目標 

①世界のさまざまな地域や国について、基本的な地誌的情報を正しく理解している。|②世界

のさまざまな地域や国における人種・民族に関する問題とその背景について説明することが

できる。|③世界のさまざまな地域や国における経済開発とその結果出現した経済格差の問題

について、歴史的背景を踏まえて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 

①問題が問う要点について、その定義を正しく示せていること。|②対象となる地域の基本的

な地誌的情報について正しく理解していること。|③問題が問う対象地域で発生した歴史的経

緯を正しく説明できていること。 



授業コード X5112 
（認定科目名：日本史概論・日本史特論/日本の歴史/日本

史） 

授業科目 日本史概論 単位 4.0 

担当者 貝 英幸 
シラバスグルー

プ 
T0Q008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

概論日本歴史 佐々木潤之介ほか編 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、日本史についての基本的な知識を習得するだけでなく、過去を「歴史的に考え

る」方法を学ぶことを目的としている。| 歴史学は、歴史上の出来事や人物の事跡を、単に

羅列するものでもなく、ましてやそれを暗記するものでもない。複数の出来事がどのように

関連しあっているのか、出来事の背景としてどういったことが考えられるのか、またそれら

の中で何が重要なのかを客観的に判断することが重要である。| そのためにも、今につなが

る日本の歴史がどのような変遷を経ているのか、各時代を大きな流れで把握すると共に、各

時代における個々の事象がどのように関連しているのかを考えて欲しい。また、歴史の変遷

を考えようとすると、いきおい政治の変化を中心に考えがちだが、歴史を知ることは政治の

流れを知ることとイコールではない。経済や社会、文化など、さらにはそれら分野の関連な

ど、その時代における社会のありようを考えることが重要である。歴史学的な視点で社会を

見る目を養うよう心がけて欲しい。 
 

■学習の要点 

 本科目で も重要なのは、個々の歴史事象だけにとらわれるのではなく、歴史を流れの中

で把握することである。そのためにもある歴史事象や出来事がどのような背景であったの

か、またその原因は何かといったことを基礎に、複数の歴史事象同士がどう関連するのかに

ついて、与えられたテーマに沿って考えることが重要である。そして、そうした学習を通じ

て日本の歴史全体への知識を深めてほしい。| したがって、本科目で要求されているのは、

歴史事象の年代や関係する人物などについての暗記ではなく、多くの歴史事象を歴史の変遷

がわかる形で的確に記述することにある。そのためには設題に応じて、自らがいくつかのポ

イントを考え、そのポイントを中心に学習を進めていくことが重要である。| ・奈良時代の

政治について| ・古代社会と信仰（仏教、神道など）について| ・執権政治の展開について

| ・中世から近世の農民生活について| ・鎖国から開国への政治過程について| ・民権運

動と政党政治の関係について 
 

■学習の到達目標 

人物についての叙述や事実の羅列とならぬように注意し、問題のポイントがわかるよう記述

すること。細かな年代などを逐一暗記するよりも、大まかな流れを把握し、指標となる出来

事や中心的な人物やその動向に注意しながら論ずることが重要である。 
 

■成績評価の基準 
設題に対する概括的な理解（40％）|設題を理解する上でポイントとなる重要な事項（50％）

|全体のバランス（10％）|以上の３点で評価します。 



授業コード X5118 
（認定科目名：芸術文化研究法１・芸術文化研究法２/芸

術文化研究法） 

授業科目 芸術文化研究法 単位 4.0 

担当者 安藤 佳香 
シラバスグルー

プ 
T0X006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

初版 古寺巡礼（ちくま学

芸文庫） 
和辻哲郎著 筑摩書房  

    

 
 

■授業の概要 

 仏像の「芸術」としての在りようを捉え、その表現や印象を言葉で説明するための観点・

方法を学ぶ。古典的名著、和辻哲郎の『古寺巡礼』を読み、仏像を芸術文化の所産として観

た和辻の視点、叙述、語彙を手掛かりに、芸術研究（芸術文化研究）のスキル習得を目指す。 
 

■学習の要点 

 「芸術」に関する研究では作品の鑑賞／観察が糸口となり、それに基づく内容が研究の動

機や材料ともなる。加えて作品の表現や印象を、自身の記録、あるいは他者への伝達のため

に、視覚で捉えた内容を言葉に置きかえる必要がある。その際、前提として次の点をおさえ

ておきたい。| 「芸術」は感性に訴える事象である。したがって、芸術性に結びつく事柄――

美しさ、巧さ、雰囲気など（作風を示す要素）には少なからず主観が関与する。この点、他

の研究分野と異なる特殊な事情がある（なお面数・臂数・印相など形式にあたる要素は客観

的に把握される）。| また信仰対象としての意義とは別に、「芸術」として、ときに批評的な

言及を伴う。それらを研究に反映させるためには、深い鑑賞、丁寧な観察に基づく的確な言

葉が求められ、これを重ねることで、説得性や共通理解につながる。 
 

■学習の到達目標 
・芸術研究（芸術文化研究）の視点から仏像を捉えることができるようになる|・仏像の表現

や印象を自らの言葉で説明できるようになる 

 

■成績評価の基準 
・用語や基礎情報が正確に扱われていること|・作品の特徴を的確に捉えそれに相応しい言葉

で記述されていること|・要点を押えたうえで目から鱗が落ちるような叙述に期待 



授業コード X5401 （認定科目名：仏教美術/仏教美術１・仏教美術２） 

授業科目 仏教美術 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B056 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古代国家と仏教美術 奈良・

平安時代（天皇の美術史 1） 

増記隆介・皿井舞・佐々木守

俊著 
吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

仏教美術の研究には、作品の精査と史料の分析とが欠かせない。本科目では古代王権の確立

から鎌倉時代にかけての仏教美術を、為政者である天皇の側から探ったテキストを用いて、

仏教美術史の研究手法を学ぶ。 
 

■学習の要点 

増記 隆介・皿井 舞『古代国家と仏教美術: 奈良・平安時代』をテキストとして、日本の上

代から中世の仏教美術を対象に、作品そのものから様式や図像などのさまざまな情報を読み

取る。さらに関連する史料を用いて、仏教美術の作品がどのような社会的・宗教的背景で制

作されたのかといった、機能論にも直結する作品の内面をも探っていく。仏教美術研究の方

法論や問題の所在に留意しながら、テキストを熟読されたい。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）日本の仏教美術の思想的背景につ

いて正しく理解し、論理的に記述することができる。|２）先行研究を探し、論旨を理解し、

自分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の４点を加味して、総合的に評価

する。|３）課題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|５）答案としての書式を守っている。

|６）引用と自身の言葉との書き分けができる。 



授業コード X5403 （認定科目名：朝鮮史１・朝鮮史２/朝鮮史） 

授業科目 朝鮮史 単位 4.0 

担当者 李 昇燁 
シラバスグルー

プ 
T0Q023 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

朝鮮の歴史：先史から現代 田中俊明編 昭和堂  

    

 
 

■授業の概要 

 朝鮮の歴史を具体的に理解することを目的とする。朝鮮という地域は、日本列島にもっと

も近い隣の地域として、古くから日本列島の歴史と密接なつながりをもってきた。そして現

在もそのような緊密な関係が続いており、未来においてもそうあり続けるものと思われる。

朝鮮史を学ぶことは、朝鮮という地域をより深いところで理解することでもあり、また日本

の私たち自身をみつめることでもある。朝鮮史を勉強してみよう。| 朝鮮史を勉強していく

上で第一に重要なのは、朝鮮という地域内部から朝鮮独自の歴史・社会・文化がつくられて

きたという視点から朝鮮史をとらえることである。一方、朝鮮は、日本列島や中国大陸を始

めとする東アジアの諸地域と活発な交流を行い、相互に影響を与えあってきた。そのような

周辺諸地域との交流という視点から朝鮮史をとらえることが二つ目に重要な視点である。こ

のように朝鮮内部への視点と外部との交流という視点の相互作用の中で朝鮮史を把握する

ことが必要となる。| 近年、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国への様々な関心が高まって

いる。朝鮮史を理解することによって、それらの関心がより深く、より豊かなものになるこ

とを願う。 
 

■学習の要点 

 朝鮮史の流れを把握し、それぞれの時代の具体的イメージを持ってほしい。テキストを読

み終えた後、 も興味深い事柄が目の前に浮かび上がり、それについてもっと深く知りたい

と思うようになれば、この「朝鮮史」の学習は成功である。以下、学習の要点を列挙してお

く。| １．朝鮮の古代国家はどのように形成されたのか、また、以後どのように展開し、新

羅による朝鮮統一にいたるのか。中国大陸や日本列島との関係、三国の攻防に留意しながら

まとめる。| ２．高麗の国家と社会、朝鮮王朝の支配体制はどのような特質を持ち、どのよ

うに変化していくのか。特に両班といわれる支配層の思想的背景はどのようなものであった

のか。| ３．朝鮮王朝と室町〜江戸時代の日本との間にどのような交流が行われたのか。倭

冦、日朝貿易、朝鮮通信使を中心にまとめる。| ４．前近代から近代への移行がどのように

始まるのか。開国前夜までの朝鮮王朝後期の政治・経済・文化を、特に租税・軍政改革と商

業政策の転換、実学の台頭についてまとめる。| ５．近代はどのように始まったのか。開国

から韓国併合までの、朝鮮王朝支配体制の動揺、ウエスタンインパクト、日本の朝鮮侵略、

中国や欧米列強の対応についてまとめる。また、東アジア三国の近代化の過程を比較する。

| ６．植民地期朝鮮の政治・経済・社会・文化についてまとめる。特に、日本の植民地支配

政策と民族解放運動、民衆の抵抗について。| ７．植民地支配からの「解放」と分断国家の

成立についてまとめる。朝鮮の人々にとって「解放」とは何だったのか、またなぜ分断国家

が樹立されることになったのか、その後の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の歴史を簡単

にまとめる。| 
 



■学習の到達目標 
・朝鮮の歴史を具体的に理解すること|・文献や資料を適切に調査し、検討・理解した内容を

文章でしっかりと叙述できること  

 

■成績評価の基準 
・採点は加点方式を基本とする。問いに対して、答案に必要なキーワードがすべて含まれて

いれば 60 点とする。|・論述の展開とその深度により 40 点を上限に配点する。 



授業コード X5405 
（認定科目名：西洋の歴史/西洋の歴史１・西洋の歴史２

/西洋史概論/西洋史） 

授業科目 西洋史概論 単位 4.0 

担当者 江川 温・水田 大紀 
シラバスグルー

プ 
T0Q005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

超約 ヨーロッパの歴史 
ジョン・ハースト・著|福井 

憲彦・監|倉嶋 雅人・訳 
東京書籍  

茶の世界史 ―緑茶の文化

の紅茶の社会 
角山栄著 中央公論新書 [ISBN]9784121805966 

 
 

■授業の概要 
 本科目では、西洋史、特にヨーロッパの歴史を、政治・文化・宗教・他地域との繋がりな

どの観点から概観する。  

 

■学習の要点 

学習の要点は以下のとおりである。|| 世界史的視点から歴史を理解するために、受講者は本

科目を通じて、|（1）ヨーロッパの歴史の流れを概観的に把握する。|（2）ヨーロッパの歴史

に関する基礎的知識を理解する。|（3）ヨーロッパの歴史がその他の地域と相互に影響し合

いながら展開してきたことを理解する。 
 

■学習の到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① ヨーロッパの歴史を概略的に説明することができる。

|② ヨーロッパ史に関するキーワードをあげ、それについて解説することができる。|③ ヨ

ーロッパと他の地域との歴史的つながりについて、具体例を挙げて説明することができる。 
 

■成績評価の基準 学習の成果は「学習の到達目標」の各項目に照らして、試験で評価する。 



授業コード X5407 
（認定科目名：神話・伝承学１・神話・伝承学２/神話・

伝承学/神話・伝承学概論） 

授業科目 神話・伝承学概論 単位 4.0 

担当者 村田 真一 
シラバスグルー

プ 
T0X047 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

古事記はいかに読まれてき

たか 
斎藤英喜著 吉川弘文館  

    

 
 

■授業の概要 

 現在、『古事記』は日本神話を研究するために欠かすことのできない重要なテキストとし

て知られており、いわゆる「日本神話」を代表する書物と見ることができます。そうした評

価は、江戸時代の国学者、本居宣長の『古事記伝』によって広く受け入れられるものになり

ました。実際のところ、歴史的には日本の起源や神々の世界を語る書物として『日本書紀』

が長らく正統的な地位を占めていました。| しかし、では『古事記』は近世の本居宣長より

前にはほとんど読まれず重要視もされていなかったのか、というと、そうではありません。

『日本書紀』への注釈や神道説の創造など、日本の神話をめぐる歴史や言説の中で『古事記』

は大きな役割を果たすものだったのです。| 本テキストでは、近年目覚ましい成果を挙げた

といえる〈中世日本紀〉や〈中世神話〉の議論を受けて、「歴史において創造される神話」と

いう観点から、『古事記』とその神話がどのように読まれてきたのかを明らかにしています。

| 中でも、宣長の『古事記伝』を中心とした神話をめぐる営為を近世という時代や社会の状

況に応じた〈近世神話〉の創造として位置づけ、その意義を『古事記』がいかに読まれてき

たのか、という日本の神話への歴史的な問い掛けにおいて論じています。それは、良くも悪

くも、近代との関係おいて価値づけられてきた宣長について、近世固有な神話世界を創造し

ていくという新しい評価を、中世以前の神話の注釈学との関係を探ることで導き出していま

す。| この授業では、以上のような本テキストの主題それ自体への知見を深めつつ、歴史の

中で「神話がどのように読まれてきたのか」また、現在の学問として「神話をどのように読

むべきなのか」という問題意識や研究方法、すなわち本テキストの神話分析の考え方を学ん

でください。 
 

■学習の要点 

 テキストの内容は、本居宣長の〈近世神話〉を中心としていますが、全体としては古代か

ら近世にいたるまで、多岐にわたっています。| 第一章と第二章では、宣長と『古事記伝』

における『古事記』の読み方への分析、〈近世神話〉の研究方法としての意義を理解してく

ださい。| 第三章～第五章では、それぞれ伊勢神道、「日本紀の家」卜部氏と吉田神道、日

本紀講における神話註釈の在り方と、その中での『古事記』の意義が論じられています。各

章における具体的な内容を踏まえ、『古事記』神話がどのように読まれてきたのか、という

ことについての理解を深めてください。| テキストの構成は、時代としては近世から古代へ

向かって遡るものとなっています。構成を把握した上で、神話の注釈と『古事記』の意義づ

けがどのように変化したのかを歴史の展開として理解してください。| テキストの各章につ

いて、単に知識として内容を学ぶだけではなく、神話・伝承学という研究、〈近世神話〉や

〈中世神話〉という方法の考え方の特徴を意識するようにしてください。| 科目 終試験で

は、テキストの全体から選ばれたテーマが出題されます。試験を受ける前に、テキスト各章



の理解を深めておいてください。 

 

■学習の到達目標 

１．テキストの内容を踏まえると共に、そこから導かれて他の文献や資料を読み進め、理解

を深める、という学習方法を身につけてください。|２．リポート作成は、卒業論文を書くた

めの基礎と考えてください。他人が読んで納得のいく、論理的な文章を書けるようになるこ

とが大切です。|３．神話・伝承学という大きな視野を意識しつつ、近世神話という分析方法

を理解し、研究として神話を歴史的に位置づけ、そのことを説明できるようになることが具

体的な目標です。 
 

■成績評価の基準 

１．科目 終試験では、テキストの内容、およびリポートの作成で学んだことを活せている

かが評価の基準です。|２．テキスト内容や知識だけではなく、試験の答案として学術的・論

理的な文章を書くことも評価の基準とします。|３．テキスト内容がきちんと踏まえられてい

ることが前提ですが、他の文献や資料から学習したかどうか、その内容を適切に理解できて

いるかどうかも評価の対象となります。|【採点評価の割合の目安】|神話・伝承学および近世

神話という研究方法への理解：30％|設問に関する適切で具体的な知識：50％|論述として相

応しい論理展開と文章表現：20％||※ただし、答案全体が論述としての体裁を満たしていな

い場合には、ほかの評価項目で合格点に達していたとしても不合格とします（具体的には、

例えば、問題設定や結論が記されていない、主張のみで根拠が示されていない記述が連続す

る、多くの部分が箇条書きである、などの答案は不合格となります） 



授業コード X5411 （認定科目名：インド哲学/印度哲学概論） 

授業科目 インド哲学 単位 4.0 

担当者 細田 典明 
シラバスグルー

プ 
T0B039 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

インド哲学史 金倉 圓照 平楽寺書店  

印度哲学概論：学習の手引

き 
田中 典彦 佛教大学  

 
 

■授業の概要 

 本学にはインド哲学を専攻するコースは開かれてはいない。したがってどこまでも仏教を

理解する為のものとなるであろう。仏教を思想として捉えていこうとする場合にも、一宗教

として捉えていこうとする場合にも、それがインドという地球上の地域の、ある時代に生ま

れてきたということは事実である。つまり仏教もまた「時代の子」であり「地域の子」であ

ることには間違いはない。| したがって、仏教の根底を理解する為には、それが現われてき

た時代を中心に背景となった思想とその流れを知っておく必要がある。また、仏教は成立後

も長くこの国にとどまって歴史的に展開してゆくのであるが、その間に、仏教以外の思想も

また展開し、多くの思想、宗教の派が形成され、発展してきたわけである。それらの学派に

は仏教の発展と極めて重要な関わりを持っているものもある。あるいは論難の相手として、

あるいは包括の関係として互いに関わり合いながら展開してきたのである。ついにはヒンド

ゥー教に至っては仏教はその宗教の一派であるとされるまでになっている。| ますます国際

化が進み、地球人としての自己を形成していくには、先ずもって、それらの国や地域の文化

を理解することが基本的なこととして求められるであろう。| 以上のような視点からインド

の思想を通観し、その歴史的展開を理解することが当科目の目指すところである。 
 

■学習の要点 

・インド文化の曙：アーリヤ人のインド侵入と遊牧生活から定住生活への生活様式の変化が

思考や価値観に変化をもたらすこととなった。やがて BC1000 年頃までに、インド 古の文

献、リグ・ヴェーダが編まれ、インドの思想の萠芽を見ることとなった。自然崇拝、多神教

的な生き方から、唯一なるものを求め、一神教的な宗教へと移行する。このことをよく理解

していくことが重要である。ヴェーダ、ブラーフマナ、ウパニシャッドへと思想の展開を理

解すること。特に、どの時代、どの思想についても世界観・人間観・人生観・知識・行為・

解脱等がキーワードとなる。|・紀元前５・６世紀のインドは思想の転換期であるといってよ

い。自由思想家達が出現し百花繚乱である。それらをよく理解すること。仏教もまたこの時

代に生まれたのである。|・仏教の成立の頃から、後にインド六派哲学と呼ばれる各派につな

がる思想もまた芽をふく。そしてそれぞれに体系的な思想へと発展していったのである。六

派哲学について、上記のキーワードに沿って要約してみることが重要である。|・現代のイン

ドも、歴史的に培われてきた思想的・宗教的文化の延長上にある。これらを理解することも

また必要となろう。| 
 

■学習の到達目標 

 あらかじめ与えられてある設題に対して自分用のリポートを作成するつもりで学習する

ことを勧めたい。テキスト等を読んでいるだけでは良い試験答案を作成することができな

い。この場合にもテキストのみによるのではなく他の種々の参考文献をも用いること。参考

文献に関しては、参考文献が種々の論文等を註釈などとして紹介していることがあるから、



それによって次々と調べること。|  １ 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキ

スト学習を進めること。その学習の|    進度と理解度を試験で測る。またその到達度に

即して成績評価する。|  ２ 問題は、テキストに即して出題する。よって、解答はテキス

ト学習の範疇で記述すれ|    ばよい。|  ３ 採点は、加点方式を基本とする。問いに

対して、解答するに必要なキーワードがすべ|    て適切に用いられていれば 50 点とす

る。|  ４ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開

とその|    深度により 40 点を上限に配点する。 
 

■成績評価の基準 自分の言葉でどれだけ論理的に論述がなされているかを判断する。  



授業コード X5503 
（認定科目名：東洋史概論・東洋史特論/東洋の歴史/アジ

ア史） 

授業科目 東洋史概論 単位 4.0 

担当者 山崎 覚士 
シラバスグルー

プ 
T0Q020 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

東洋史概説 岩見宏ほか編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

歴史という学問は、過去の事実を単に知るだけのものではなく、現在の社会を理解するのに

必要な社会全体の発展を学ぶためのものである。もちろん史実についての正確かつ充分な知

識が要求されるが、個々ばらばらの史実が歴史の流れのなかでどのような意味をもって存在

したかを考え、またそれが現代の諸問題の理解に役立つものでなければ、個々の史実を本当

に理解したことにはならない。本科目のテキストはこの点をふまえ、中国史を中心に政治・

経済・社会・文化および周辺諸民族に関する基礎的な知識を分かりやすく、系統的に学習で

きるよう、配慮したものである。 
 

■学習の要点 

 次のようなテーマに基づいてテキストを精読しておくこと。| １．王朝末期に起こった民

衆反乱を取り上げ、その原因・経過・結果はもちろんのこと、決起した民衆とその組織の実

体、その反乱の時代的特質等を整理する。| ２．各時代の文化の特徴についてまとめる。| 

３．各時代の王朝交替が起こった政治的・経済的・社会的な背景について整理すること。| 

４．漢民族と異民族の対抗を軸に中国史を整理する。| ５．列強の侵略と民衆の抵抗を軸に

中国近代史を整理する。| ６．国民党と共産党を軸に 1919 年以降の中国史を整理する。 
 

■学習の到達目標 

歴史の学習の到達目標は、さまざまな歴史事象を歴史の流れの一部分としてではなく、全体

的な歴史の流れの中で把握することにある。したがって各試験問題を解くにあたり、そうし

た観点に立って論述することが肝要となる。何はともあれ、解答を急がずに、まずポイント

を箇条書きに整理してから、答案の作成に入るようにする。 
 

■成績評価の基準 

成績評価の基準は、解答の字数の多さにあるのではなく、問われている事項、例えば特徴・

原因・結果・役割・相違・具体的事例等が、明確に正確に（誤字なく）指摘されているか、

である。 



授業コード X5505 （認定科目名：人文地理学１・人文地理学２/人文地理学） 

授業科目 人文地理学 単位 4.0 

担当者 渡邊 秀一 
シラバスグルー

プ 
T0X036 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

人文地理学への招待 竹中克行 編著 ミネルヴァ書房  

    

 
 

■授業の概要 

人文地理学は、日本・世界の各地域で展開されている人間の諸活動を地理学的な視点・方法

で考察する地理学の一分野である。この授業では、私たちが生活している現在の日本・世界

の諸地域とそこに住む人々の社会、生活や生産活動の特徴を地理学的に理解するために必要

な基礎的内容を、高等学校における地理教育の内容を念頭に置きながら、「分布（集中ある

いは集積・分散、立地）、移動あるいは伝播、地域」に焦点を当てて学んでいく。  
 

■学習の要点 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）を理解する。| ② 地理的事象間の相互関係を理解

する。| ③ 複数の地理的事象を関係づけから、地域の特徴を理解する。| 

 

■学習の到達目標 
 ① 人文地理学の基本的用語（概念）の意味を説明できる。| ② 地理的事象を適切な概

念を使って説明できる。| ③ 地域の特徴を複数の地理的事象を関係づけて説明できる。| 

 

■成績評価の基準 

 ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 学習の到達目標①～③を踏まえた論述

であること。| ③ 記述が論理的に構成されていること。| ④ 自ら作成したオリジナル

の論述であること（なお、これに該当しないと判断した場合は|   不合格とする）| 



授業コード X5507 （認定科目名：自然地理学１・自然地理学２/自然地理学） 

授業科目 自然地理学 単位 4.0 

担当者 大邑 潤三 
シラバスグルー

プ 
T0X034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

自然地理学〔第 6 版〕 地球

環境の過去・現在・未来 
松原彰子著 慶應義塾大学出版会  

    

 
 

■授業の概要 

自然地理学は、主として人間の生活の場である地表を対象とするもので、研究対象としては、

人間生活と関係する環境としての自然の諸性質を、地域という空間的広がりに観点をおいて

研究するものである。ここで学習する自然地理学は、人間生活を取り巻く自然、即ち自然環

境を扱う科目として設置されている。|新たに高校教育に導入される地理総合では、地球規模

の自然システムの理解、防災と持続可能社会に関する知識、地図と地理情報システム（GIS）

の活用、などを教えることが求められている。本授業では、地球規模の環境問題から身近で

発生する各種自然災害、人間活動による自然環境の改変などを学ぶことを通じて、自然地理

学の知識を習得することをねらいとする。またレポートに使用するデータや、自身の調査結

果を地図にまとめる作業を通して、地図や地理情報システム（GIS）に触れ、地域を空間的に

とらえる能力や技術を身につける。 
 

■学習の要点 

地球および地域の自然環境・災害に関する問題を把握することは、21 世紀を生きる我々に

とって重要な課題である。特に日本列島は自然災害が多く発生する地域であり、環境や災害

の問題を身近なものとして考える必要がある。そのためには指定テキストを読んで理解する

だけでなく、より詳しい文献や、 新の報道などから情報を収集し、理解を深めることが必

要である。また特定の地域について考える場合は自治体図書館の利用や、フィールドワーク

にもとづく考察が必要である。|１．地球環境変遷の歴史および第四紀の気候変化を把握した

うえで、気候変化に関わる諸要因についてそのメカニズムを理解し、説明できるようにする

こと。|２．古気候や古環境、および旧海水準などの古地理の復元方法、各種年代測定の方法

について理解し、そのしくみを説明できるようにすること。|３．地球規模の各種環境問題に

ついて理解し、それに対する 新の取り組みなどについて報道などから自分で情報収集をお

こなうこと。また持続可能な社会を実現するためにはどのようにすべきか意見を持つこと。

|４．プレートテクトニクスや地殻変動と関連づけて地震や火山の活動を理解し、それに伴っ

て発生する様々な自然現象と被害について地形などをからめて深く知っておくこと。|５．日

本の沖積平野にみられる代表的な地形の特徴や形成要因などについて理解し、それに基づい

てそれぞれの地形における土地利用のされ方や災害リスクについて考え、自分で調べるこ

と。|６．現在自分の住む地域の自然環境や開発のあり方に関心を持ち、自治体の作成してい

るハザードマップなどを閲覧して、地域の災害リスクとその対策を考えておくこと。 
 

■学習の到達目標 

人間生活を取り巻く自然についてそのメカニズムを正しく理解したうえで、自然災害への対

策や社会のあり方について考察できるようになる。調査や学習の結果を図表などにまとめ、

わかりやすく表現する技能を身につける。 
 



■成績評価の基準 
設問の内容および学習の到達目標を正しく理解し、論理的に一貫性をもった正しい解答が述

べられているかどうかにより評価する。 



授業コード X5509 （認定科目名：法律学概論１・法律学概論２/法律学概論） 

授業科目 法律学概論 単位 4.0 

担当者 宮村 教平 
シラバスグルー

プ 
T0S150 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高校から大学への法学〔第 2

版〕 
君塚正臣・編 法律文化社  

    

 
 

■授業の概要 

この科目では、法律が自身の生活や社会に深く関わっていることを実感するとともに、法律

学の基本概念や考え方を習得してもらうことを目指す。教科書を熟読したうえで、そこから

他の資料や文献にもあたって主体的に学びを進めていって欲しい。 
 

■学習の要点 

１．近代民法の原則|２．現代の家族問題（夫婦同氏の原則、再婚禁止期間）|３．消費者契約・

労働契約と契約自由の原則|４．罪刑法定主義|５．犯罪の成立要件|６．不法行為|７．生存権

と社会保障|８．労働基本権の保障内容| 
 

■学習の到達目標 
①法律学の基本概念を理解する|②現代社会における法的問題について関心を持ち、主体的に

考察するとともに、論理的思考力、文章記述力を養う。| 

 

■成績評価の基準 

問題文で問われていることについて過不足なく回答しているか、出題の趣旨を正確に理解し

ているかが問われる。|同時に、文章としての形式が整った、日本語として適切な文章が書け

ているかも評価項目となる。| 



授業コード X5521 
（認定科目名：生涯学習概論１・生涯学習概論２/生涯学

習概論） 

授業科目 生涯学習概論 単位 4.0 

担当者 山本 桂子 
シラバスグルー

プ 
T0S156 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

生涯学習概論 西岡正子 編著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

生涯学習体系への移行が進む中、教育に関わる者としても、また一市民としても、生涯学習

の基本を知らずして、学び働くことは不可能といえる。本科目において、生涯学習の基礎理

念、基礎知識、国及び地域の実態及び実践の手法を学び、生涯学習社会を建設し、生涯学習

時代を生きる力を付けていただきたい。 
 

■学習の要点 

 テキストを精読し、下記の事項について理解を深めておくこと。 | 1.ユネスコにおける

生涯学習論の展開について| 2.学校式教育の特色について| 3.ハッチンスの学習社会論に

ついて| 4.学社融合による展開について| 5.人の成長に関する二つのモデルについて| 6.

学歴社会から学習社会への移行に関する機構改革について|| 
 

■学習の到達目標 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進め、理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 

メモのような箇条書きや、テキストの丸写しは解答とみなさない。試験問題が求める学習の

要点を正しく理解し、その要点を中心にまとめること。問題によっては実態を調べ自分の意

見や考察を加えること。 



授業コード X5535 （認定科目名：美術史/美術史１・美術史２） 

授業科目 美術史 単位 4.0 

担当者 大西 磨希子 
シラバスグルー

プ 
T0B058 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本美術史 歴史編 山下裕二・高木輝 監 美術出版社  

    

 
 

■授業の概要 

テキストを通して日本美術史の全体的な流れや、代表的作品や作家、各種の流派や主要な技

法など、基本的知識を養う。そのうえで、各人の必要や関心に応じて、参考文献にも目を通

したり、時には寺社仏閣や展覧会などに足を運ぶことによって、知識を体験に結び付けなが

ら身に着けることを目指す。とくに、各人が興味を持った作品について深く調べることによ

り、概説ではうかがい難い学問的議論の方法論や、卒業論文の作成に必要となる先行研究の

検索や読解、さらに批判といった能力を養うことを目指す。 
 

■学習の要点 

テキストを熟読し歴史の流れを把握するだけでなく、必ず関連する他の文献も活用しながら

学習してほしい。例えば以下のような要点をノートに整理しながら進めていくと理解の助け

となろう。|・作品が生まれた背景は何か。いかなる歴史的背景をもっていたのか、いかなる

意識のもとで育まれたのか。|・中国大陸や朝鮮半島からもたらされた様式・技術・技法が、

いかに取り入れていったのか。|・美術を担う社会階層や地域差はどうであったか。|・造形的

特徴や技法にはどのようなものがあり、どう変遷していったのか。|・各時代の様式、流派な

どにおける代表的人物は誰であるか。代表的作品にはどのようなものがあるか。 
 

■学習の到達目標 

次の２点を、本科目における学習の到達目標とする。|１）自身が選んだ作品について正しく

理解し、論理的に記述することができる。|２）取り上げた学術論文の正確に読解し、かつ自

分の言葉でまとめることができる。|| 
 

■成績評価の基準 

成績は、上記の到達目標２点に加え、答案作成に関わる次の５点を加味して、総合的に評価

する。|３）問題を正しく理解し、求められた内容に的確に答えることができる。|４）各時代

の代表的人物や代表的作例、様式的特徴などを具体的に記述することができる。|５）キーワ

ードや要点を押さえ、論理的に記述することができる。|６）答案としての書式を守っている。

|７）論文の一部を引用した文章と自身の文章との書き分けができる。 



授業コード Z1112 （認定科目名：教育行政学） 

授業科目 教育行政学 単位 4.0 

担当者 盛永 俊弘 
シラバスグルー

プ 
T0S085 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育行政学（改訂版） 子ど

も・若者の未来を拓く 
横井敏郎編 八千代出版  

    

 
 

■授業の概要 

法律などの形で示された理念や教育政策をいかに効果的に実現していくのか、それを考え、

具体化していくのが教育行政の役割です。近年、教育行政・制度は大きく変化しています。

本科目ではまず、これまでの改革の経緯も踏まえて、現在どういった形で教育行政・制度が

成立しているか、その全体像を、テキスト履修をとおして広く理解することを目指します。

そのうえで、現状の制度の課題を踏まえ、より効果的な行政・制度のあり方について、リポ

ート作成をとおして考察してもらいます。||| 
 

■学習の要点 

基本的には教科書の各章をまんべんなく学習してください。|特につぎの要点、キーワードに

ついては十分に学習するようにしてください。||1.【第 1 章】教育基本法の変化（共同統治モ

デル・成果管理モデル）|  ※巻末の教育基本法全文は一度よく読むようにしてください。

|2.【第 2 章】戦後の教育政策形成の流れ（勅令主義から法律主義へ、官邸主導）|3.【第 3 章】

戦後教育行政（改革）における 3 つの原則、教育委員会法と地教行法、2015 年度からの教

育委員会制度（特に変更点：教育長へ一本化、総合教育会議、大綱の策定など）|4.【第 4 章】

県費負担教職員（第 8 章にも説明あり）、義務教育費国庫負担金制度、総額裁量制|5.【第 5

章】 学習指導要領の法的拘束力、教科書採択の仕組み、広域採択制度、教科書の使用義務・

無償給与|6.【第 6 章】私教育と公教育、学校体系（複線型・分岐型・単線型）、学校の設置

者と種類（一条校など）、義務教育制度（就学義務、授業料の無償化、就学援助（第 11 章に

も説明あり）、学校設置義務）、不登校の定義、脱落型不登校、スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカー（第 9 章にも説明あり）|7.【第 7 章】学校組織のしくみ（校務分掌、

職員会議の法的位置づけ）、学校組織の特性（官僚制と疎結合）、コミュニティースクール（学

校運営協議会の法的権限含む）|8.【第 8 章】教職員の種類、新たな職階、服務義務、教職の

困難、専門家との連携（テキストには記載がないが「チームとしての学校」についても自分

で調べてみること）|9.【第 11 章】 保育所と幼稚園の制度上の違い、幼保一元化と認定こど

も園、子どもの虐待とその対応||| 
 

■学習の到達目標 ①教育行政・制度の概要を理解する|②教育行政・制度のあり方を見直す観点を持つ| 

 

■成績評価の基準 

①教育行政・制度に関わるキーワードの正確な理解ができている|（キーワードの説明はテキ

ストからそのまま抜き書きするのではなく、論述課題への解答となるように、自分の言葉で

まとめるようにしてください。）|②キーワードの正確な理解に基づいて、既存の教育行政・

制度についての自身の見解が、論理的に展開されている 



授業コード Z1301 （認定科目名：教科教育法宗教１） 

授業科目 教科教育法宗教１ 単位 4.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教と学校|仏教と教育 
（宗教と学校）橘木俊詔著|

（仏教と教育）竹内明著 

（宗教と学校）河出書房新

社|（仏教と教育）佛教大学通

信教育部 

 

仏教読本 浄土宗仏教読本改訂委員会 浄土宗  

 
 

■授業の概要 
前半では私学宗教科担当教師に必要な法的知識、教学的知識、宗教科教師の信仰、日本仏教

における本覚思想の功罪などを学習する。後半は学習指導案を作成し、模擬授業を行う。 

 

■学習の要点 

学習の重点テーマは以下の様である。|(１) 日本国憲法第 20 条、教育基本法第 9 条。|(２) 

(１) をふまえて「信教の自由」。学校・教師、児童・生徒、親の立場。|(３) 仏教における心

の問題。|(４) 日本本覚仏教と法然浄土教。|(５) 宗教科の教師自身の信仰。|(６)学習した知

識をもとに学習指導案を作成し、それをもとに模擬授業を行う。|各自、テキスト・参考書等

により、ノートに本テーマをまとめておくこと。 
 

■学習の到達目標 〔学習の要点〕を参考にすること。 

 

■成績評価の基準 仏教の教学が理解されたうえで、答案作成者の明確な評論意見を述べること。 



授業コード Z1302 （認定科目名：教科教育法宗教２） 

授業科目 教科教育法宗教２ 単位 4.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教科教育法 管井大果 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 
仏教系私立学校における宗教教育、宗教科授業を展開するための基礎力養成をねらいとす

る。 

 

■学習の要点 

学習の中心テーマは以下の様である。|(１) 日本国憲法第 20 条とその周辺。|(２) 宗教教育

の諸形態（テキスト前半「(上)」p.42 以下）。|(３) 仏教教育とは何か。|(４) 仏教の基礎知識。

縁起、中道、八正道、四諦。|(５) 宗教科教師論（テキスト後半「(下)」p.78 以下）。|(６) 指

導法|各自、参考書等により、上記テーマに関することがらをノートにまとめておくこと。 
 

■学習の到達目標 〔学習の要点〕を参考にすること。 

 

■成績評価の基準 
仏教の教学が理解された上で私立・公立における宗教教育の問題を理解し、答案作成者の明

確な評論意見を述べること。 



授業コード Z1303 
（認定科目名：中等教科教育法社会１・中等教科教育法社

会２/教科教育法社会１/中等教科教育法社会Ⅰ） 

授業科目 教科教育法社会１ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 中学校新学習

指導要領の展開 社会編 
原田 智仁編 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。社会科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて社会科（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）ならではの思考・

判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社

会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論さ

せることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力の基礎」が

養われる。本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づいて中学校社会科の全体像をつか

むと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．中学校社会科の改訂のキーポイントについて理解を深める。|２．学習指導要領「第 1 目

標」のポイントについて理解を深める。|３．地理的分野の目標と学習指導の具体的あり方に

ついて理解を深める。|４．歴史的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深め

る。|５．公民的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導

要領「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これ

からの社会科学習指導をイメージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指

導案に基づき、模擬授業をおこなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 

学習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理

解し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位

置付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード Z1304 
（認定科目名：教科教育法社会２/ 中等教科教育法社会

３・ 中等教科教育法社会４） 

授業科目 教科教育法社会２ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中学校社会科教育 社会認識教育学会編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

「社会１」では、中学校社会科指導の表層について理解し、授業を構想した。本科目（「社会

２）」では、社会科教育をより深く理解するための学習を展開する。具体的には、「なぜ、社

会科を学習するのか」を核として、社会科教育の意義・社会科教育論や実践の歴史的変遷・

目標論や内容編成論・具体的な学習指導などについて学習をする。 
 

■学習の要点 

①社会科教育の意義と課題について、自身の考えを深める。|②社会科教育論や実践の歴史的

変遷を理解し、今後の社会科教育のあり方を考察する。|③社会科教育の目標論や内容編論に

ついて理解を深める。|④地理的分野の特質と実践について考えを深める。|⑤歴史的分野の

特質と実践について考えを深める。|⑥公民的分野の特質と実践について考えを深める。|⑦

社会科教育の評価について考えを深める。 
 

■学習の到達目標 

① 社会科教育の意義と課題について考察している。|② 社会科教育論や実践の歴史的変遷

を理解し、今後の社会科教育のあり方を考察している。|③ 社会科教育の目標論や内容編論

について理解している。|④ 地理的分野の特質を理解し、授業を構想することができる。|⑤ 

歴史的分野の特質を理解し、授業を構想することができる。|⑥ 公民的分野の特質を理解

し、授業を構想することができる。|⑦ 社会科教育の評価について考察している。  
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード Z1305 
（認定科目名：教科教育法地理歴史/中等教科教育法社会・

地理歴史） 

授業科目 教科教育法地理歴史 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説 地理歴

史編 

文部科学省 東洋館出版社  

    

 
 

■授業の概要 

地理歴史科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。地理歴史科では、「社

会的な見方・考え方」を働かせて地理歴史科（地理総合・地理探究・歴史総合・日本史探究・

世界史探究）ならではの思考・判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切

である。言い換えれば、ある社会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを

諸資料に基づいて考え議論させることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民と

しての資質・能力」が養われる。本科目では、平成 30 年版学習指導要領に基づいて地理歴

史科の全体像をつかむと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。| 
 

■学習の要点 

１．地理歴史科の改訂の趣旨及び要点について理解を深める。|２．地理歴史科の目標と科目

編成について理解を深める。|３．「地理総合」の目標と学習指導の具体的あり方について理

解を深める。|４．「地理探究」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|５．

「歴史総合」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．「日本史探究」

の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|７．「世界史探究」の目標と学習

指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導要領「第 3 指導計画の作成と内

容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これからの地理歴史科授業をイメージ

し、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指導案に基づき、模擬授業をおこな

う。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における地理歴史科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 学

習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理解

し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位置

付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキスト、平成 30 年版学習指導要領の理解に基づいて評価する。 



授業コード Z1306 
（認定科目名：教科教育法公民/中等教科教育法社会・公

民） 

授業科目 教科教育法公民 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説 公民編 
文部科学省 東京書籍  

シティズンシップ教育のす

すめ―市民を育てる社会科・

公民科授業論 

杉浦真理・著 法律文化社 [ISBN]9784589034984 

 
 

■授業の概要 

公民科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。公民科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて公民科（公共・倫理・政治経済）ならではの思考・判断・表現を体

験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社会的事象に対し

て「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論させることにより、

生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力」が養われる。本科目では、平

成 30 年版学習指導要領に基づいて公民科の全体像をつかむと同時に、具体的な授業を構想

し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．公民科の改訂の趣旨及び要点について理解を深める。|２．公民科の目標と科目編成につ

いて理解を深める。|３．「公共」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|

４．「倫理」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|５．「政治経済」の目

標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導要領「第 3 指導計画の

作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これからの公民科授業をイメ

ージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指導案に基づき、模擬授業をお

こなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における公民科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 学習内

容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理解し、

教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位置付け

を考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学習指

導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキスト、平成 30 年版学習指導要領の理解に基づいて評価する。 



授業コード Z1307 
（認定科目名：教科教育法国語１/中等教科教育法国語１

/中等教科教育法国語Ⅰ） 

授業科目 教科教育法国語１ 単位 4.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新たな時代の学びを

創る 中学校・高等学

校国語科教育研究 

全国大学国語教育学

会編 
東洋館出版社  

高等学校学習指導要

領解説〈平成 30 年告

示〉国語編||中学校学

習指導要領解説〈平成

29 年告示〉国語編 

文部科学省編著||文部

科学省編著 

東洋館出版社||東洋館

出版社 
[ISBN]9784491036403||[ISBN]9784491034706 

 
 

■授業の概要 

社会の変化や種々の学力調査の結果などを受け、国語科教育観や国語科学力観は大きく変化

している。また、全ての教科において「主体的・対話的で深い学び」が目指される中、生徒

の国語力の向上に関する中核的な役割を果たす場として、国語科教育の重要性が改めて指摘

されている。このような点から、これから国語科教員を目指すものには、中等段階における

国語科教育の位置づけや内容についてのより深い理解と、適切な学力の獲得を保証するよう

な授業実践力が強く求められる。|そこで、本科目における到達目標を以下の通り設定する。

|（1）中等教育段階の国語科教育の動向や現状、内容について理解することができる。|（2）

（1）の理解を踏まえて、実際に国語科授業を構想・実践することができる。 
 

■学習の要点 

まずは中学校国語科、高等学校国語科の全体像を正しく理解することが必要です。それぞれ

がどのような領域・事項、科目からなっているのかについて確認しましょう。その後、それ

ぞれの領域・事項、科目の概説や目標・内容について整理していきましょう。その際に、実

際の教材や言語活動と重ねながら理解を深めることが実践力の獲得へとつながります。テキ

ストに掲載された教材や指導例をはじめ、その他の資料（教科書など）なども確認しながら、

テキストに示された内容についてより具体的にイメージしながら理解していきましょう。ま

た、現在は新学習指導要領への移行期間となっています。新学習指導要領（H２９，３０）

についての理解はもちろんですが、現行の学習指導要領（Ｈ２０，２２）についての理解を

してください。 
 

■学習の到達目標 新学習指導要領に基づいた、国語科教育の実際について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
テキストや指導要領の内容についての理解を感じられるか（60％）|単なるテキストの理解に

とどまらず自分なりにその指導について考えを深めることができているか（40％） 



授業コード Z1308 （認定科目名：教科教育法国語２/中等教科教育法国語Ⅱ） 

授業科目 教科教育法国語２ 単位 4.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アクティブ・ラーニングを

位置づけた中学校国語科の

授業プラン 

吉川芳則編著 明治図書  

中学校学習指導要領解説

〈平成 29 年告示〉国語編 
文部科学省編著 東洋館出版社 [ISBN]9784491034706 

 
 

■授業の概要 

 現在、中等国語科教育は大きな転換期にある。新学習指導要領への移行、高大接続改革な

どの大きな教育改革の中で、国語科教育についてもこれまでの教師主導で教材理解に主眼を

置くような授業からの脱却、生徒が主体となって課題を解決する中で社会の中で生きて働く

ような国語科学力の育成を目指す授業の創造などが求められている。しかし、一方で、教育

現場にはこれまでの国語科授業観が根強く残っていることも事実である。これからの国語科

教育を担っていく若い教員には、まさに今求められている国語科教育の在り方についての深

い理解とそれを実践する授業力を持ち、教育現場に新しい風を送っていくことが求められて

いる。||以上を踏まえて、本科目においては，今日の中等国語科教育の現状とそこで求められ

る指導の実際について理解することを目的としている。  
 

■学習の要点 

本科目では、特に中学校国語科に焦点をあて、新学習指導要領（平成 29 年版）に示される

国語科のあり方についての理解を深める。学習指導要領の内容がどの様に改定されたのか、

それによってこれからの国語科授業はどう変わるのか等について適切に理解を深めてくだ

さい。||| 
 

■学習の到達目標 
新学習指導要領（平成 29 年版）に基づいたこれからの中等国語科教育について、具体的な

教材（活動）を例に挙げながら説明することができる。 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を適切に理解しているか（40％）|テキストの内容を踏まえた具体的な授業イ

メージをもつことができているか（40％）|自分の考えや経験を適切に交えて論述することが

できているか（20％） 



授業コード Z1309 （認定科目名：教科教育法書道/中等教科教育法書道） 

授業科目 教科教育法書道 単位 4.0 

担当者 加藤 達 
シラバスグルー

プ 
T0M018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科教育法書道〔第 3 版〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の国際化、科学技術の発展、環境問題への関心の高まり、少子高齢社会の到来など 21

世紀を生きる人材の急務により、学校教育の在り方として、自ら学び、自ら考える力などの

「生きる力」の育成を基本とした教育課程の情操教育をめざす書道科の改善が図られ、学校

５日制導入に適応する教科内容となった。| 教科教育法書道は義務教育の基礎の上に立っ

て、書道学習の 低限必要となる知識や技能の発達をめざし、幅広く学んだりする仕組を整

えた教科である。| 特に生涯教育の立場に立って、理想とする芸術教育活動を充実発展させ

るため、個性の尊重や自己実現を夢みて、創造力向上のために「Ａ表現」「Ｂ鑑賞」の二領域

を緊密な学習の展開として重視し、芸術の幅広い活動を通して、感性や豊かな情操を養うこ

とを強調した教科・科目である。 
 

■学習の要点 

芸術科書道においては、次のような点について学習の適切な効果を図ること。|１．高等学校

学習指導要領に示された書道 I、II、III の目標（性格）内容についてＡ表現の主な指導事項を

把握し、系統性を重視してその発展性を検討すること。|２．Ｂ鑑賞の主な指導事項に精通し

て、表現領域との表裏を検討すること。|３．書道各科目に示された「内容の取扱い」を理解

して、効果的な指導法を工夫し検討すること。|４．書写教育、書道教育の相違と関連性を重

視し、毛筆・硬筆の特色とその用途による展開点を把握し、個性の伸展に期す指導法を検討

すること。|５．理解事項である書論・書道史に精通すること。中国・日本の関連を図りなが

ら現代を踏まえて、書の本質を検討すること。|６．評価の観点とその方法を理解し、作品の

鑑別に当たって適切な評価を行い、指導助言の個別化を検討すること。| 
 

■学習の到達目標 
１．試験問題を熟読して、その要旨を理解すること。|２．自己の考察を明確にまとめること。

|３．出題の要旨を加味し追及すること。| 

 

■成績評価の基準 内容が十分理解していること。記述が明瞭であること。 



授業コード Z1310 
（認定科目名：教科教育法中国語１/中等教科教育法中国

語１/中等教科教育法中国語Ⅰ） 

授業科目 教科教育法中国語１ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

やさしくくわしい中国語文

法の基礎 改訂新版 
守屋宏則・李軼倫 著  東方書店  

    

 
 

■授業の概要 文法を体系的に理解し、教授する力を養成する。 

 

■学習の要点 テキスト「はじめに」及び「目次」を参照。 

 

■学習の到達目標 
文法の基礎をよく理解すること。科目 終試験は、問題をすべてテキストに即して出題する

ので、テキストの例文について文法説明ができるように準備してください。 

 

■成績評価の基準 ピンインが正確かどうか、文法事項が理解しているかどうかを評価基準とします。 



授業コード Z1311 
（認定科目名：教科教育法中国語２/中等教科教育法中国

語Ⅱ） 

授業科目 教科教育法中国語２ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国語の教え方・学び方 

中国語科教育法概説（日本

大学文理学部叢書 ３） 

輿水優 日本大学文理学部  

    

 
 

■授業の概要 
テキスト pp.ⅰ〜ⅱ「はじめに」及び pp.109〜110「日本における中国語学習指導要領」部分

を参照。 

 

■学習の要点 

1．中国語とはどんな言語か|2．日本人と中国語|3．日本の中国語教育|4．中国の外国人向け

中国語教育|5．中国語を学ぶために|6．発音の学習内容|7．文法の学習内容|8．語彙の学習内

容|9．基本技能の習得と評価| 
 

■学習の到達目標 

中国語教育に参考となる幅広い視点を身につけること。科目 終試験には中国語の基礎知識

を問う設題を含む。科目 終試験の成績評価は、テキストに即した基礎知識の理解度によっ

て評価する。「答案」には具体例を挙げることを求める。 
 

■成績評価の基準 基本事項が理解できているかどうかを評価基準とします。 



授業コード Z1312 
（認定科目名：教科教育法英語１/中等教科教育法英語１

/中等教科教育法英語Ⅰ） 

授業科目 教科教育法英語１ 単位 4.0 

担当者 松本 真治・池田 あゆみ 
シラバスグルー

プ 
T0P015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい英語科授業の実践改

訂版 グローバル時代の人

材育成をめざして 

石田雅近・小泉仁 著 金星堂  

    

 
 

■授業の概要 

１）英語教育の目的、現状、指導事例の紹介といった講義を中心に、中学校・高等学校英語

科教員としての資質の基礎を養成する。また、講義だけではなく、学んだ指導方法等をもと

にして効果的な授業のあり方を考え、それを模擬授業という形で実践へとつなげていく。現

在では目標言語である英語を使って授業をすることが求められており、英語力と指導力の融

合もはかりたい。|２）実践から理論（英語教育の目的、学習指導要領、第二言語習得論、5

技能の指導理論）の理解へとつなげる。また、英語を使った授業展開に必要な英語表現や、

文法指導の基礎となる英文法知識についても確認する。理論と英語力という二つの側面か

ら、中学校・高等学校英語科教員としての資質を養成する。英語科教員に要求されている

CEFR B2 レベルの総合的な英語力の習得を目指すためにも、TOEIC 500 点以上のスコアをレ

ベルに応じて評価に加える。|※模擬授業はテキストによる学習内容を踏まえ、自身が行った

模擬授業を動画として撮影し、B-net にて提出させ指導を行う。 
 

■学習の要点 

１）まずはテキスト全体に目を通し、全体像を捉え、その有機的なつながりを把握した上で、

個々のパートを深く理解することが必要である。リポートや作成や試験勉強のために、当該

の箇所だけを読む学生が見られるが、そのような学生のリポートや答案は概して焦点がずれ

ていることが多い。学習は基本的にテキストの範囲内で十分であるが、どうしても理解でき

ない時は、他の英語教育関連の参考書にあたってみることで理解が得られることも多い。|

２）テキストのうち、以下の項目に関しては重点的に理解しておくこと。①英語指導法の変

遷、②英語の習得過程と指導との関係、③指導と評価の一体化、④音声と文字の指導、⑤文

法指導、⑥語彙の指導、辞書の指導、⑦英語を使った授業展開。|３）平成 29 年および 30 年

に学習指導要領が改訂となったが、どのように「外国語科」の目標は改訂されたのかを理解

しておくこと。学習指導要領については、文部科学省のホームページで確認することができ

る。|４）英語でオーラル・イントロダクションおよびテキスト理解のための発問ができるよ

うにしておくこと。|５）生徒ための英文エッセイのサンプルが書けるようにしておくこと。 
 

■学習の到達目標 

１）本講義で紹介された学校英語教育、第二言語習得論、英語教授法に関する内容や用語を

簡潔に説明することができる。|２）効果的な言語活動を取り入れた学習指導案を作成し、学

習効果をあげる授業を実践することができる。|３）小学生・中学生・高校生を対象にした英

語の授業で、発話の 70％以上を英語ですることができる。|４）生徒の発話または英作文が、

文法的に正しい英語であるのか、そうでないのかを判断することができる。||| 
 



■成績評価の基準 
１）解答に必要なキーワードとその説明を含めること。|２）英語を使った授業の展開につい

ては、オリジナル性が求められる。剽窃および盗用厳禁。 



授業コード Z1313 （認定科目名：教科教育法英語２/中等教科教育法英語Ⅱ） 

授業科目 教科教育法英語２ 単位 4.0 

担当者 松本 真治・池田 あゆみ 
シラバスグルー

プ 
T0P016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英語教育：実践から理論へ

〔改訂増補版〕 
米山朝二 松柏社  

    

 
 

■授業の概要 

１）「中等教科教育法英語Ⅰ」で学んだことに基づき、学習指導要領、教科用図書、目標設

定・指導計画について理解を深めた上で、中学校・英語科および小学校高学年・英語科にお

ける授業実践を中心に展開し、授業実践力と省察力を養成する。模擬授業を経験することで、

授業力を身につけてもらいたい。|２）各受講生の授業実践を振り返り、学習指導要領、第二

言語習得論、英語教授法理論といった理論的側面から検討しなおすことで、さらに学習効果

の高い授業実践ができるようになることを目指す。また、５技能の指導のみならず、音声指

導、異文化理解からのアプローチ、ICT の活用、生徒の特性・習熟度への対応についても検

討する。|※模擬授業はテキストによる学習内容を踏まえ、自身が行った模擬授業を動画とし

て撮影し、B-net にて提出させ指導を行う。| 
 

■学習の要点 

１）まずはテキスト全体に目を通し、全体像を捉え、その有機的なつながりを把握した上で、

個々のパートを深く理解することが必要である。リポートや作成や試験勉強のために、当該

の箇所だけを読む学生が見られるが、そのような学生のリポートや答案は概して焦点がずれ

ていることが多い。学習は基本的にテキストの範囲内で十分であるが、どうしても理解でき

ない時は、他の英語教育関連の参考書にあたってみることで理解が得られることも多い。|

２）テキストのうち、以下の項目に関しては重点的に理解しておくこと。①Listening 指導、

②Speaking 指導、③Reading 指導、④Writing 指導、⑤評価、⑥言語とその指導、⑦第２言語

習得理論（習慣形成理論、普遍文法、Input Hypothesis、認知理論、Interaction Hypothesis、コ

ネクショニズム、CALP、BICS）、⑧学習者、⑨英語教授法（Grammar-translation Method、The 

Oral Method、Total Physical Response、The Oral Approach、Communicative Language Teaching、

Task-Based Instruction）、⑩英語教師、⑪教授メディア、⑫英語を使った授業の展開。|３）

中学生に対し、「新教材の導入」を英語で行うことができるようにすること。|４）平成 29 年

告示の学習指導要領における、小学校と中学校の「外国語科」の目標について理解しておく

こと。学習指導要領については、文部科学省のホームページで確認することができる。|| 
 

■学習の到達目標 

【中学校英語科：発展】|１）小学校・中学校学習指導要領英語科における目標・内容につい

て簡潔に説明することができる。|２）小学生・中学生を対象にして、学習効果の上がる授業、

英語を使用した授業を計画し、それを実践することができる。|３）自身の授業実践を客観的

に省察し、改善へと結びつけることができる。|４）理論的に裏付けられた、学習効果の高い

授業を実践することができる。|５）効果的な生徒の音声指導をすることができる。|６）異文

化理解を取り入れた英語の授業を展開することができる。|７）ICT を活用した授業展開を設

計することができ、また実践することができる。|８）画一的な指導だけではなく、生徒の特

性・習熟度を踏まえた個別的な指導ができる。||| 
 



■成績評価の基準 

１）解答に必要なキーワードとその説明を含めること。|２）英語を使った授業の展開につい

ては、オリジナル性が求められる。剽窃および盗用厳禁。|３）文法事項の導入においては、

文法説明よりもコミュニケーション活動を重視すること。 



授業コード Z1316 （認定科目名：教科教育法情報・中等教科教育法情報） 

授業科目 教科教育法情報 単位 4.0 

担当者 浅田 瞳・原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0T034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報科教育法〔第 2 版〕 
岡本敏雄・高橋参吉・西野和

典編著 
丸善出版  

高等学校学習指導要領解説

情報編 
文部科学省編著 開隆堂 [ISBN]9784304021633 

 
 

■授業の概要 

高等学校共通教科情報科では、情報社会を主体的に生きるために必要な情報活用能力（情報

活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度）の育成が求められている。

この授業では、新学習指導要領の共通教科情報科（情報 I）の内容との関連も含めて、情報科

の意義、教育目標と内容、授業設計と授業計画、学習指導案の作成などについて学ぶ。また、

現行学習指導要領の「社会と情報」「情報の科学」に関する分野の学習内容について、学習

指導案の作成や模擬授業を通して、具体的な授業方法についても学ぶともに、情報科教員と

して必要な知識・技能および実践的な能力を身につける。 
 

■学習の要点 

１．学習指導要領解説編を読んで、情報教育の変遷、情報科の意義と目標、共通教科と専門

教科の位置づけについて、まとめてみよう。|２．テキストを参考にしながら、共通教科情報

科（社会と情報、情報の科学）の各項目において、取りあげる内容と主な学習活動について、

まとめてみよう。|３．テキストや検定教科書を参考にして、以下の項目について、授業の展

開例と学習指導の具体例について、考えてみよう。|(a)メディアと情報、情報のディジタル化

|(b)情報モラル、情報と法制度、個人情報、著作権|(c)ネッワーク、情報セキュリティ|(d)情報

デザイン、コンテンツ、情報の表現・発信|(e)アルゴリズム、プログラミング、モデル化とシ

ミュレーション、データベース|４．テキストを参考にして、共通教科情報科における授業設

計、学習指導の方法と学習評価について、考えてみよう。また、授業設計において、情報機

器および教材の活用についても考えてみよう。|５．テキストや検定教科書を参考にして、学

習指導案（社会と情報、情報の科学）や教材作成を通して、学習評価や授業改善についても、

考えてみよう。|６．現行学習指導要領の共通教科情報科の科目（社会と情報、情報の科学）

と新学習指導要領の共通教科情報科の科目（情報 I）の「内容とその取扱い」の違いについて

まとめてみよう。 
 

■学習の到達目標 

高等学校情報科の意義、教育目標および科目概要について説明できる。|高等学校情報科の科

目内容および指導上の留意点について説明できる。|高等学校情報科の学習指導に対する方法

および評価について説明できる。|共通教科情報科の科目について、授業設計、情報機器およ

び教材の活用ができる。|共通教科情報科の授業設計に基づく、学習指導案が作成できる。|学

習指導案に基づき模擬授業を実施し、授業改善について考えることができる。 
 

■成績評価の基準 

以下の点に留意して記述すること。|１）論述問題の科目（社会と情報、もしくは、情報の科

学）の指定された大項目について、目標を簡潔に記述すること。|２）指定された項目に対す

る、ポイントとなる具体的な学習内容を記述すること。|３）２）で記述した学習内容に対す

る指導上の留意点を記述すること。 



授業コード Z1317 （認定科目名：教科教育法福祉/中等教科教育法福祉） 

授業科目 教科教育法福祉 単位 4.0 

担当者 守野 美佐子 
シラバスグルー

プ 
T0W085 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校新学習指導要領の

展開.福祉科編〔平成２１年

版〕 

保住芳美編著 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、平成 21 年に改訂された高等学校学習指導要領と平成 29 年度末に改訂された

学習指導要領に基づき、「福祉」の教科について学習する。平成 29 年度末に改訂された学習

指導要領については、インターネットの文科省の情報を確認ください。| 現在、わが国の少

子高齢化は深刻な問題であり、社会全体での対応が考えられるようになった。そのため、広

く国民に日本の福祉のあり方についての理解を促し、特に今後変革を担う次世代に、福祉の

分野で専門的に活躍する人材を育成することが求められている。| そこで、高校生の段階

で、わが国の福祉のあり方についての理解を深め、将来の福祉の分野での職業と結びつけた

専門性のある学習をするために、平成 11 年に、高等学校に教科「福祉」が新設された。職

業と結びつく教科として、また、全ての高校生に学ばせたい教科として、「福祉」という教

科について考えていくことを、本科目の目的とする。 
 

■学習の要点 

  本科目で学習していただきたいことの要点は、次のとおりである。次の①〜⑨の項目に

ついて、単元の構成と目標を十分に理解する。| ①「社会福祉基礎」社会福祉とはどういう

ものか。| ②「介護福祉基礎」介護の意義とその内容。| ③「コミュニケーション技術」コ

ミュニケーションに関する基礎的知識と技術。| ④「生活支援技術」自立を尊重した生活支

援とは。| ⑤「介護過程」介護過程の展開。| ⑥「介護総合演習」介護演習や事例研究など

総合的学習と学習の深化をはかる。| ⑦「介護実習」施設等の現場実習を含む体験的学習。

| ⑧「こころとからだの理解」自立生活支援のためのこころとからだの理解。| ⑨「福祉情

報処理」福祉サービスにおけるコンピューターの活用。| 上記①〜⑨の福祉に関する各項目

について、高等学校で指導する方法を工夫する。| その際、高校生という、生徒の学習意欲

や能力を考慮しながら、限られた時間、空間、環境の中でもっとも生徒の学習効果が上がる

教育方法を考えていくことを、常に念頭においていただきたい。将来を担う高校生が、未来

を見据えて、積極的に活き活きと学習できる教科となるような指導案が作成できることを目

指していただきたい。| 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領の内容が理解できる。|② 福祉という教科を構成する 9 科目の内容が理解

できる。|③ 3 年間の学習指導計画の必要性を理解し、3 年間の指導計画がたてられる。|④

福祉という教科の指導にあたっての自身の指導観を持つことができる。|⑤ 学習のまとまり

（単元または題材）ごとに指導計画が立てられ、学習指導案が書けるようになる。|⑥ 生徒

の学習動機を引き出し、主体的学習がとりいれられるような授業を工夫できるようになる。 
 



■成績評価の基準 

① 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進

度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②  採点は、加点方式を

基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点と

する。|③ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開と

その深度により 40 点を上限に配点する。|④解答は、1200 字以上に及んでいることを充た

せば 10 点を加える。| 



授業コード Z2121 
（認定科目名：中等教科教育法社会１・中等教科教育法社

会２/教科教育法社会１/中等教科教育法社会Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法社会１ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 中学校新学習

指導要領の展開 社会編 
原田 智仁編 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。社会科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて社会科（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）ならではの思考・

判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社

会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論さ

せることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力の基礎」が

養われる。本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づいて中学校社会科の全体像をつか

むと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．中学校社会科の改訂のキーポイントについて理解を深める。|２．学習指導要領「第 1 目

標」のポイントについて理解を深める。|３．地理的分野の目標と学習指導の具体的あり方に

ついて理解を深める。|４．歴史的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深め

る。|５．公民的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導

要領「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これ

からの社会科学習指導をイメージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指

導案に基づき、模擬授業をおこなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 

学習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理

解し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位

置付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード Z2125 
（認定科目名：教科教育法地理歴史/中等教科教育法社会・

地理歴史） 

授業科目 中等教科教育法社会・地理歴史 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説 地理歴

史編 

文部科学省 東洋館出版社  

    

 
 

■授業の概要 

地理歴史科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。地理歴史科では、「社

会的な見方・考え方」を働かせて地理歴史科（地理総合・地理探究・歴史総合・日本史探究・

世界史探究）ならではの思考・判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切

である。言い換えれば、ある社会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを

諸資料に基づいて考え議論させることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民と

しての資質・能力」が養われる。本科目では、平成 30 年版学習指導要領に基づいて地理歴

史科の全体像をつかむと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。| 
 

■学習の要点 

１．地理歴史科の改訂の趣旨及び要点について理解を深める。|２．地理歴史科の目標と科目

編成について理解を深める。|３．「地理総合」の目標と学習指導の具体的あり方について理

解を深める。|４．「地理探究」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|５．

「歴史総合」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．「日本史探究」

の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|７．「世界史探究」の目標と学習

指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導要領「第 3 指導計画の作成と内

容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これからの地理歴史科授業をイメージ

し、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指導案に基づき、模擬授業をおこな

う。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における地理歴史科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 学

習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理解

し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位置

付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキスト、平成 30 年版学習指導要領の理解に基づいて評価する。 



授業コード Z2127 
（認定科目名：教科教育法公民/中等教科教育法社会・公

民） 

授業科目 中等教科教育法社会・公民 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説 公民編 
文部科学省 東京書籍  

シティズンシップ教育のす

すめ―市民を育てる社会科・

公民科授業論 

杉浦真理・著 法律文化社 [ISBN]9784589034984 

 
 

■授業の概要 

公民科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。公民科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて公民科（公共・倫理・政治経済）ならではの思考・判断・表現を体

験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社会的事象に対し

て「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論させることにより、

生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力」が養われる。本科目では、平

成 30 年版学習指導要領に基づいて公民科の全体像をつかむと同時に、具体的な授業を構想

し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．公民科の改訂の趣旨及び要点について理解を深める。|２．公民科の目標と科目編成につ

いて理解を深める。|３．「公共」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|

４．「倫理」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|５．「政治経済」の目

標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導要領「第 3 指導計画の

作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これからの公民科授業をイメ

ージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指導案に基づき、模擬授業をお

こなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における公民科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 学習内

容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理解し、

教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位置付け

を考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学習指

導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキスト、平成 30 年版学習指導要領の理解に基づいて評価する。 



授業コード Z2129 
（認定科目名：教科教育法国語１/中等教科教育法国語１

/中等教科教育法国語Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法国語１ 単位 4.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新たな時代の学びを

創る 中学校・高等学

校国語科教育研究 

全国大学国語教育学

会編 
東洋館出版社  

高等学校学習指導要

領解説〈平成 30 年告

示〉国語編||中学校学

習指導要領解説〈平成

29 年告示〉国語編 

文部科学省編著||文部

科学省編著 

東洋館出版社||東洋館

出版社 
[ISBN]9784491036403||[ISBN]9784491034706 

 
 

■授業の概要 

社会の変化や種々の学力調査の結果などを受け、国語科教育観や国語科学力観は大きく変化

している。また、全ての教科において「主体的・対話的で深い学び」が目指される中、生徒

の国語力の向上に関する中核的な役割を果たす場として、国語科教育の重要性が改めて指摘

されている。このような点から、これから国語科教員を目指すものには、中等段階における

国語科教育の位置づけや内容についてのより深い理解と、適切な学力の獲得を保証するよう

な授業実践力が強く求められる。|そこで、本科目における到達目標を以下の通り設定する。

|（1）中等教育段階の国語科教育の動向や現状、内容について理解することができる。|（2）

（1）の理解を踏まえて、実際に国語科授業を構想・実践することができる。 
 

■学習の要点 

まずは中学校国語科、高等学校国語科の全体像を正しく理解することが必要です。それぞれ

がどのような領域・事項、科目からなっているのかについて確認しましょう。その後、それ

ぞれの領域・事項、科目の概説や目標・内容について整理していきましょう。その際に、実

際の教材や言語活動と重ねながら理解を深めることが実践力の獲得へとつながります。テキ

ストに掲載された教材や指導例をはじめ、その他の資料（教科書など）なども確認しながら、

テキストに示された内容についてより具体的にイメージしながら理解していきましょう。ま

た、現在は新学習指導要領への移行期間となっています。新学習指導要領（H２９，３０）

についての理解はもちろんですが、現行の学習指導要領（Ｈ２０，２２）についての理解を

してください。 
 

■学習の到達目標 新学習指導要領に基づいた、国語科教育の実際について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
テキストや指導要領の内容についての理解を感じられるか（60％）|単なるテキストの理解に

とどまらず自分なりにその指導について考えを深めることができているか（40％） 



授業コード Z2133 （認定科目名：教科教育法書道/中等教科教育法書道） 

授業科目 中等教科教育法書道 単位 4.0 

担当者 加藤 達 
シラバスグルー

プ 
T0M018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科教育法書道〔第 3 版〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の国際化、科学技術の発展、環境問題への関心の高まり、少子高齢社会の到来など 21

世紀を生きる人材の急務により、学校教育の在り方として、自ら学び、自ら考える力などの

「生きる力」の育成を基本とした教育課程の情操教育をめざす書道科の改善が図られ、学校

５日制導入に適応する教科内容となった。| 教科教育法書道は義務教育の基礎の上に立っ

て、書道学習の 低限必要となる知識や技能の発達をめざし、幅広く学んだりする仕組を整

えた教科である。| 特に生涯教育の立場に立って、理想とする芸術教育活動を充実発展させ

るため、個性の尊重や自己実現を夢みて、創造力向上のために「Ａ表現」「Ｂ鑑賞」の二領域

を緊密な学習の展開として重視し、芸術の幅広い活動を通して、感性や豊かな情操を養うこ

とを強調した教科・科目である。 
 

■学習の要点 

芸術科書道においては、次のような点について学習の適切な効果を図ること。|１．高等学校

学習指導要領に示された書道 I、II、III の目標（性格）内容についてＡ表現の主な指導事項を

把握し、系統性を重視してその発展性を検討すること。|２．Ｂ鑑賞の主な指導事項に精通し

て、表現領域との表裏を検討すること。|３．書道各科目に示された「内容の取扱い」を理解

して、効果的な指導法を工夫し検討すること。|４．書写教育、書道教育の相違と関連性を重

視し、毛筆・硬筆の特色とその用途による展開点を把握し、個性の伸展に期す指導法を検討

すること。|５．理解事項である書論・書道史に精通すること。中国・日本の関連を図りなが

ら現代を踏まえて、書の本質を検討すること。|６．評価の観点とその方法を理解し、作品の

鑑別に当たって適切な評価を行い、指導助言の個別化を検討すること。| 
 

■学習の到達目標 
１．試験問題を熟読して、その要旨を理解すること。|２．自己の考察を明確にまとめること。

|３．出題の要旨を加味し追及すること。| 

 

■成績評価の基準 内容が十分理解していること。記述が明瞭であること。 



授業コード Z2135 （認定科目名：教科教育法宗教１） 

授業科目 中等教科教育法宗教１ 単位 4.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教と学校|仏教と教育 
（宗教と学校）橘木俊詔著|

（仏教と教育）竹内明著 

（宗教と学校）河出書房新

社|（仏教と教育）佛教大学通

信教育部 

 

仏教読本 浄土宗仏教読本改訂委員会 浄土宗  

 
 

■授業の概要 
前半では私学宗教科担当教師に必要な法的知識、教学的知識、宗教科教師の信仰、日本仏教

における本覚思想の功罪などを学習する。後半は学習指導案を作成し、模擬授業を行う。 

 

■学習の要点 

学習の重点テーマは以下の様である。|(１) 日本国憲法第 20 条、教育基本法第 9 条。|(２) 

(１) をふまえて「信教の自由」。学校・教師、児童・生徒、親の立場。|(３) 仏教における心

の問題。|(４) 日本本覚仏教と法然浄土教。|(５) 宗教科の教師自身の信仰。|(６)学習した知

識をもとに学習指導案を作成し、それをもとに模擬授業を行う。|各自、テキスト・参考書等

により、ノートに本テーマをまとめておくこと。 
 

■学習の到達目標 〔学習の要点〕を参考にすること。 

 

■成績評価の基準 仏教の教学が理解されたうえで、答案作成者の明確な評論意見を述べること。 



授業コード Z2139 
（認定科目名：教科教育法中国語１/中等教科教育法中国

語１/中等教科教育法中国語Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法中国語１ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

やさしくくわしい中国語文

法の基礎 改訂新版 
守屋宏則・李軼倫 著  東方書店  

    

 
 

■授業の概要 文法を体系的に理解し、教授する力を養成する。 

 

■学習の要点 テキスト「はじめに」及び「目次」を参照。 

 

■学習の到達目標 
文法の基礎をよく理解すること。科目 終試験は、問題をすべてテキストに即して出題する

ので、テキストの例文について文法説明ができるように準備してください。 

 

■成績評価の基準 ピンインが正確かどうか、文法事項が理解しているかどうかを評価基準とします。 



授業コード Z2143 
（認定科目名：教科教育法英語１/中等教科教育法英語１

/中等教科教育法英語Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法英語１ 単位 4.0 

担当者 松本 真治・池田 あゆみ 
シラバスグルー

プ 
T0P015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい英語科授業の実践改

訂版 グローバル時代の人

材育成をめざして 

石田雅近・小泉仁 著 金星堂  

    

 
 

■授業の概要 

１）英語教育の目的、現状、指導事例の紹介といった講義を中心に、中学校・高等学校英語

科教員としての資質の基礎を養成する。また、講義だけではなく、学んだ指導方法等をもと

にして効果的な授業のあり方を考え、それを模擬授業という形で実践へとつなげていく。現

在では目標言語である英語を使って授業をすることが求められており、英語力と指導力の融

合もはかりたい。|２）実践から理論（英語教育の目的、学習指導要領、第二言語習得論、5

技能の指導理論）の理解へとつなげる。また、英語を使った授業展開に必要な英語表現や、

文法指導の基礎となる英文法知識についても確認する。理論と英語力という二つの側面か

ら、中学校・高等学校英語科教員としての資質を養成する。英語科教員に要求されている

CEFR B2 レベルの総合的な英語力の習得を目指すためにも、TOEIC 500 点以上のスコアをレ

ベルに応じて評価に加える。|※模擬授業はテキストによる学習内容を踏まえ、自身が行った

模擬授業を動画として撮影し、B-net にて提出させ指導を行う。 
 

■学習の要点 

１）まずはテキスト全体に目を通し、全体像を捉え、その有機的なつながりを把握した上で、

個々のパートを深く理解することが必要である。リポートや作成や試験勉強のために、当該

の箇所だけを読む学生が見られるが、そのような学生のリポートや答案は概して焦点がずれ

ていることが多い。学習は基本的にテキストの範囲内で十分であるが、どうしても理解でき

ない時は、他の英語教育関連の参考書にあたってみることで理解が得られることも多い。|

２）テキストのうち、以下の項目に関しては重点的に理解しておくこと。①英語指導法の変

遷、②英語の習得過程と指導との関係、③指導と評価の一体化、④音声と文字の指導、⑤文

法指導、⑥語彙の指導、辞書の指導、⑦英語を使った授業展開。|３）平成 29 年および 30 年

に学習指導要領が改訂となったが、どのように「外国語科」の目標は改訂されたのかを理解

しておくこと。学習指導要領については、文部科学省のホームページで確認することができ

る。|４）英語でオーラル・イントロダクションおよびテキスト理解のための発問ができるよ

うにしておくこと。|５）生徒ための英文エッセイのサンプルが書けるようにしておくこと。 
 

■学習の到達目標 

１）本講義で紹介された学校英語教育、第二言語習得論、英語教授法に関する内容や用語を

簡潔に説明することができる。|２）効果的な言語活動を取り入れた学習指導案を作成し、学

習効果をあげる授業を実践することができる。|３）小学生・中学生・高校生を対象にした英

語の授業で、発話の 70％以上を英語ですることができる。|４）生徒の発話または英作文が、

文法的に正しい英語であるのか、そうでないのかを判断することができる。||| 
 



■成績評価の基準 
１）解答に必要なキーワードとその説明を含めること。|２）英語を使った授業の展開につい

ては、オリジナル性が求められる。剽窃および盗用厳禁。 



授業コード Z2147 （認定科目名：教科教育法情報・中等教科教育法情報） 

授業科目 中等教科教育法情報 単位 4.0 

担当者 浅田 瞳・原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0T034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報科教育法〔第 2 版〕 
岡本敏雄・高橋参吉・西野和

典編著 
丸善出版  

高等学校学習指導要領解説

情報編 
文部科学省編著 開隆堂 [ISBN]9784304021633 

 
 

■授業の概要 

高等学校共通教科情報科では、情報社会を主体的に生きるために必要な情報活用能力（情報

活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度）の育成が求められている。

この授業では、新学習指導要領の共通教科情報科（情報 I）の内容との関連も含めて、情報科

の意義、教育目標と内容、授業設計と授業計画、学習指導案の作成などについて学ぶ。また、

現行学習指導要領の「社会と情報」「情報の科学」に関する分野の学習内容について、学習

指導案の作成や模擬授業を通して、具体的な授業方法についても学ぶともに、情報科教員と

して必要な知識・技能および実践的な能力を身につける。 
 

■学習の要点 

１．学習指導要領解説編を読んで、情報教育の変遷、情報科の意義と目標、共通教科と専門

教科の位置づけについて、まとめてみよう。|２．テキストを参考にしながら、共通教科情報

科（社会と情報、情報の科学）の各項目において、取りあげる内容と主な学習活動について、

まとめてみよう。|３．テキストや検定教科書を参考にして、以下の項目について、授業の展

開例と学習指導の具体例について、考えてみよう。|(a)メディアと情報、情報のディジタル化

|(b)情報モラル、情報と法制度、個人情報、著作権|(c)ネッワーク、情報セキュリティ|(d)情報

デザイン、コンテンツ、情報の表現・発信|(e)アルゴリズム、プログラミング、モデル化とシ

ミュレーション、データベース|４．テキストを参考にして、共通教科情報科における授業設

計、学習指導の方法と学習評価について、考えてみよう。また、授業設計において、情報機

器および教材の活用についても考えてみよう。|５．テキストや検定教科書を参考にして、学

習指導案（社会と情報、情報の科学）や教材作成を通して、学習評価や授業改善についても、

考えてみよう。|６．現行学習指導要領の共通教科情報科の科目（社会と情報、情報の科学）

と新学習指導要領の共通教科情報科の科目（情報 I）の「内容とその取扱い」の違いについて

まとめてみよう。 
 

■学習の到達目標 

高等学校情報科の意義、教育目標および科目概要について説明できる。|高等学校情報科の科

目内容および指導上の留意点について説明できる。|高等学校情報科の学習指導に対する方法

および評価について説明できる。|共通教科情報科の科目について、授業設計、情報機器およ

び教材の活用ができる。|共通教科情報科の授業設計に基づく、学習指導案が作成できる。|学

習指導案に基づき模擬授業を実施し、授業改善について考えることができる。 
 

■成績評価の基準 

以下の点に留意して記述すること。|１）論述問題の科目（社会と情報、もしくは、情報の科

学）の指定された大項目について、目標を簡潔に記述すること。|２）指定された項目に対す

る、ポイントとなる具体的な学習内容を記述すること。|３）２）で記述した学習内容に対す

る指導上の留意点を記述すること。 



授業コード Z2149 （認定科目名：教科教育法福祉/中等教科教育法福祉） 

授業科目 中等教科教育法福祉 単位 4.0 

担当者 守野 美佐子 
シラバスグルー

プ 
T0W085 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校新学習指導要領の

展開.福祉科編〔平成２１年

版〕 

保住芳美編著 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、平成 21 年に改訂された高等学校学習指導要領と平成 29 年度末に改訂された

学習指導要領に基づき、「福祉」の教科について学習する。平成 29 年度末に改訂された学習

指導要領については、インターネットの文科省の情報を確認ください。| 現在、わが国の少

子高齢化は深刻な問題であり、社会全体での対応が考えられるようになった。そのため、広

く国民に日本の福祉のあり方についての理解を促し、特に今後変革を担う次世代に、福祉の

分野で専門的に活躍する人材を育成することが求められている。| そこで、高校生の段階

で、わが国の福祉のあり方についての理解を深め、将来の福祉の分野での職業と結びつけた

専門性のある学習をするために、平成 11 年に、高等学校に教科「福祉」が新設された。職

業と結びつく教科として、また、全ての高校生に学ばせたい教科として、「福祉」という教

科について考えていくことを、本科目の目的とする。 
 

■学習の要点 

  本科目で学習していただきたいことの要点は、次のとおりである。次の①〜⑨の項目に

ついて、単元の構成と目標を十分に理解する。| ①「社会福祉基礎」社会福祉とはどういう

ものか。| ②「介護福祉基礎」介護の意義とその内容。| ③「コミュニケーション技術」コ

ミュニケーションに関する基礎的知識と技術。| ④「生活支援技術」自立を尊重した生活支

援とは。| ⑤「介護過程」介護過程の展開。| ⑥「介護総合演習」介護演習や事例研究など

総合的学習と学習の深化をはかる。| ⑦「介護実習」施設等の現場実習を含む体験的学習。

| ⑧「こころとからだの理解」自立生活支援のためのこころとからだの理解。| ⑨「福祉情

報処理」福祉サービスにおけるコンピューターの活用。| 上記①〜⑨の福祉に関する各項目

について、高等学校で指導する方法を工夫する。| その際、高校生という、生徒の学習意欲

や能力を考慮しながら、限られた時間、空間、環境の中でもっとも生徒の学習効果が上がる

教育方法を考えていくことを、常に念頭においていただきたい。将来を担う高校生が、未来

を見据えて、積極的に活き活きと学習できる教科となるような指導案が作成できることを目

指していただきたい。| 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領の内容が理解できる。|② 福祉という教科を構成する 9 科目の内容が理解

できる。|③ 3 年間の学習指導計画の必要性を理解し、3 年間の指導計画がたてられる。|④

福祉という教科の指導にあたっての自身の指導観を持つことができる。|⑤ 学習のまとまり

（単元または題材）ごとに指導計画が立てられ、学習指導案が書けるようになる。|⑥ 生徒

の学習動機を引き出し、主体的学習がとりいれられるような授業を工夫できるようになる。 
 



■成績評価の基準 

① 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進

度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②  採点は、加点方式を

基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点と

する。|③ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開と

その深度により 40 点を上限に配点する。|④解答は、1200 字以上に及んでいることを充た

せば 10 点を加える。| 



授業コード Z5141 （認定科目名：教育行政学） 

授業科目 教育行政学 単位 4.0 

担当者 盛永 俊弘 
シラバスグルー

プ 
T0S085 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教育行政学（改訂版） 子ど

も・若者の未来を拓く 
横井敏郎編 八千代出版  

    

 
 

■授業の概要 

法律などの形で示された理念や教育政策をいかに効果的に実現していくのか、それを考え、

具体化していくのが教育行政の役割です。近年、教育行政・制度は大きく変化しています。

本科目ではまず、これまでの改革の経緯も踏まえて、現在どういった形で教育行政・制度が

成立しているか、その全体像を、テキスト履修をとおして広く理解することを目指します。

そのうえで、現状の制度の課題を踏まえ、より効果的な行政・制度のあり方について、リポ

ート作成をとおして考察してもらいます。||| 
 

■学習の要点 

基本的には教科書の各章をまんべんなく学習してください。|特につぎの要点、キーワードに

ついては十分に学習するようにしてください。||1.【第 1 章】教育基本法の変化（共同統治モ

デル・成果管理モデル）|  ※巻末の教育基本法全文は一度よく読むようにしてください。

|2.【第 2 章】戦後の教育政策形成の流れ（勅令主義から法律主義へ、官邸主導）|3.【第 3 章】

戦後教育行政（改革）における 3 つの原則、教育委員会法と地教行法、2015 年度からの教

育委員会制度（特に変更点：教育長へ一本化、総合教育会議、大綱の策定など）|4.【第 4 章】

県費負担教職員（第 8 章にも説明あり）、義務教育費国庫負担金制度、総額裁量制|5.【第 5

章】 学習指導要領の法的拘束力、教科書採択の仕組み、広域採択制度、教科書の使用義務・

無償給与|6.【第 6 章】私教育と公教育、学校体系（複線型・分岐型・単線型）、学校の設置

者と種類（一条校など）、義務教育制度（就学義務、授業料の無償化、就学援助（第 11 章に

も説明あり）、学校設置義務）、不登校の定義、脱落型不登校、スクールカウンセラーとスク

ールソーシャルワーカー（第 9 章にも説明あり）|7.【第 7 章】学校組織のしくみ（校務分掌、

職員会議の法的位置づけ）、学校組織の特性（官僚制と疎結合）、コミュニティースクール（学

校運営協議会の法的権限含む）|8.【第 8 章】教職員の種類、新たな職階、服務義務、教職の

困難、専門家との連携（テキストには記載がないが「チームとしての学校」についても自分

で調べてみること）|9.【第 11 章】 保育所と幼稚園の制度上の違い、幼保一元化と認定こど

も園、子どもの虐待とその対応||| 
 

■学習の到達目標 ①教育行政・制度の概要を理解する|②教育行政・制度のあり方を見直す観点を持つ| 

 

■成績評価の基準 

①教育行政・制度に関わるキーワードの正確な理解ができている|（キーワードの説明はテキ

ストからそのまま抜き書きするのではなく、論述課題への解答となるように、自分の言葉で

まとめるようにしてください。）|②キーワードの正確な理解に基づいて、既存の教育行政・

制度についての自身の見解が、論理的に展開されている 



授業コード Z5151 
（認定科目名：中等教科教育法社会１・中等教科教育法社

会２/教科教育法社会１/中等教科教育法社会Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法社会Ⅰ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S014 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

平成 29 年版 中学校新学習

指導要領の展開 社会編 
原田 智仁編 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

社会科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。社会科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて社会科（地理的分野・歴史的分野・公民的分野）ならではの思考・

判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社

会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論さ

せることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力の基礎」が

養われる。本科目では、平成 29 年版学習指導要領に基づいて中学校社会科の全体像をつか

むと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．中学校社会科の改訂のキーポイントについて理解を深める。|２．学習指導要領「第 1 目

標」のポイントについて理解を深める。|３．地理的分野の目標と学習指導の具体的あり方に

ついて理解を深める。|４．歴史的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深め

る。|５．公民的分野の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導

要領「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これ

からの社会科学習指導をイメージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指

導案に基づき、模擬授業をおこなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における中学校社会科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 

学習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理

解し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位

置付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード Z5153 
（認定科目名：教科教育法社会２/ 中等教科教育法社会

３・ 中等教科教育法社会４） 

授業科目 中等教科教育法社会Ⅱ 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中学校社会科教育 社会認識教育学会編 学術図書出版社  

    

 
 

■授業の概要 

「社会１」では、中学校社会科指導の表層について理解し、授業を構想した。本科目（「社会

２）」では、社会科教育をより深く理解するための学習を展開する。具体的には、「なぜ、社

会科を学習するのか」を核として、社会科教育の意義・社会科教育論や実践の歴史的変遷・

目標論や内容編成論・具体的な学習指導などについて学習をする。 
 

■学習の要点 

①社会科教育の意義と課題について、自身の考えを深める。|②社会科教育論や実践の歴史的

変遷を理解し、今後の社会科教育のあり方を考察する。|③社会科教育の目標論や内容編論に

ついて理解を深める。|④地理的分野の特質と実践について考えを深める。|⑤歴史的分野の

特質と実践について考えを深める。|⑥公民的分野の特質と実践について考えを深める。|⑦

社会科教育の評価について考えを深める。 
 

■学習の到達目標 

① 社会科教育の意義と課題について考察している。|② 社会科教育論や実践の歴史的変遷

を理解し、今後の社会科教育のあり方を考察している。|③ 社会科教育の目標論や内容編論

について理解している。|④ 地理的分野の特質を理解し、授業を構想することができる。|⑤ 

歴史的分野の特質を理解し、授業を構想することができる。|⑥ 公民的分野の特質を理解

し、授業を構想することができる。|⑦ 社会科教育の評価について考察している。  
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキストの理解に基づいて評価する。 



授業コード Z5156 
（認定科目名：教科教育法地理歴史/中等教科教育法社会・

地理歴史） 

授業科目 中等教科教育法社会・地理歴史 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説 地理歴

史編 

文部科学省 東洋館出版社  

    

 
 

■授業の概要 

地理歴史科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。地理歴史科では、「社

会的な見方・考え方」を働かせて地理歴史科（地理総合・地理探究・歴史総合・日本史探究・

世界史探究）ならではの思考・判断・表現を体験させ、概念や技能を習得させることが大切

である。言い換えれば、ある社会的事象に対して「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを

諸資料に基づいて考え議論させることにより、生徒達の社会認識形成は促進され、「公民と

しての資質・能力」が養われる。本科目では、平成 30 年版学習指導要領に基づいて地理歴

史科の全体像をつかむと同時に、具体的な授業を構想し模擬授業をおこなうこととする。| 
 

■学習の要点 

１．地理歴史科の改訂の趣旨及び要点について理解を深める。|２．地理歴史科の目標と科目

編成について理解を深める。|３．「地理総合」の目標と学習指導の具体的あり方について理

解を深める。|４．「地理探究」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|５．

「歴史総合」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．「日本史探究」

の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|７．「世界史探究」の目標と学習

指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導要領「第 3 指導計画の作成と内

容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これからの地理歴史科授業をイメージ

し、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指導案に基づき、模擬授業をおこな

う。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における地理歴史科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 学

習内容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理解

し、教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位置

付けを考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学

習指導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキスト、平成 30 年版学習指導要領の理解に基づいて評価する。 



授業コード Z5158 
（認定科目名：教科教育法公民/中等教科教育法社会・公

民） 

授業科目 中等教科教育法社会・公民 単位 4.0 

担当者 小林 隆 
シラバスグルー

プ 
T0S017 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校学習指導要領（平

成 30 年告示）解説 公民編 
文部科学省 東京書籍  

シティズンシップ教育のす

すめ―市民を育てる社会科・

公民科授業論 

杉浦真理・著 法律文化社 [ISBN]9784589034984 

 
 

■授業の概要 

公民科は、一般的なイメージにあるような「暗記科目」ではない。公民科では、「社会的な見

方・考え方」を働かせて公民科（公共・倫理・政治経済）ならではの思考・判断・表現を体

験させ、概念や技能を習得させることが大切である。言い換えれば、ある社会的事象に対し

て「なぜ」なのか、「どうすれば」良いのかを諸資料に基づいて考え議論させることにより、

生徒達の社会認識形成は促進され、「公民としての資質・能力」が養われる。本科目では、平

成 30 年版学習指導要領に基づいて公民科の全体像をつかむと同時に、具体的な授業を構想

し模擬授業をおこなうこととする。 
 

■学習の要点 

１．公民科の改訂の趣旨及び要点について理解を深める。|２．公民科の目標と科目編成につ

いて理解を深める。|３．「公共」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|

４．「倫理」の目標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|５．「政治経済」の目

標と学習指導の具体的あり方について理解を深める。|６．学習指導要領「第 3 指導計画の

作成と内容の取扱い」のポイントについて理解を深める。|７．これからの公民科授業をイメ

ージし、具体的な学習指導案を作成する。|８．具体的な学習指導案に基づき、模擬授業をお

こなう。 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領における公民科の目標・内容並びに全体構造を理解している。|② 学習内

容について、指導上の留意点を理解している。|③ 背景となる学問領域との関係を理解し、

教材研究に活用することができる。|④ 発展的な学習内容を探求し、学習指導への位置付け

を考察することができる。|⑤ 具体的な学習指導案を作成することができる。|⑥ 学習指

導案に基づき、模擬授業を実施することができる。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」とテキスト、平成 30 年版学習指導要領の理解に基づいて評価する。 



授業コード Z5161 （認定科目名：教科教育法宗教１） 

授業科目 中等教科教育法宗教Ⅰ 単位 4.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B043 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教と学校|仏教と教育 
（宗教と学校）橘木俊詔著|

（仏教と教育）竹内明著 

（宗教と学校）河出書房新

社|（仏教と教育）佛教大学通

信教育部 

 

仏教読本 浄土宗仏教読本改訂委員会 浄土宗  

 
 

■授業の概要 
前半では私学宗教科担当教師に必要な法的知識、教学的知識、宗教科教師の信仰、日本仏教

における本覚思想の功罪などを学習する。後半は学習指導案を作成し、模擬授業を行う。 

 

■学習の要点 

学習の重点テーマは以下の様である。|(１) 日本国憲法第 20 条、教育基本法第 9 条。|(２) 

(１) をふまえて「信教の自由」。学校・教師、児童・生徒、親の立場。|(３) 仏教における心

の問題。|(４) 日本本覚仏教と法然浄土教。|(５) 宗教科の教師自身の信仰。|(６)学習した知

識をもとに学習指導案を作成し、それをもとに模擬授業を行う。|各自、テキスト・参考書等

により、ノートに本テーマをまとめておくこと。 
 

■学習の到達目標 〔学習の要点〕を参考にすること。 

 

■成績評価の基準 仏教の教学が理解されたうえで、答案作成者の明確な評論意見を述べること。 



授業コード Z5163 （認定科目名：教科教育法宗教２） 

授業科目 中等教科教育法宗教Ⅱ 単位 4.0 

担当者 南 宏信 
シラバスグルー

プ 
T0B044 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

宗教科教育法 管井大果 著 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 
仏教系私立学校における宗教教育、宗教科授業を展開するための基礎力養成をねらいとす

る。 

 

■学習の要点 

学習の中心テーマは以下の様である。|(１) 日本国憲法第 20 条とその周辺。|(２) 宗教教育

の諸形態（テキスト前半「(上)」p.42 以下）。|(３) 仏教教育とは何か。|(４) 仏教の基礎知識。

縁起、中道、八正道、四諦。|(５) 宗教科教師論（テキスト後半「(下)」p.78 以下）。|(６) 指

導法|各自、参考書等により、上記テーマに関することがらをノートにまとめておくこと。 
 

■学習の到達目標 〔学習の要点〕を参考にすること。 

 

■成績評価の基準 
仏教の教学が理解された上で私立・公立における宗教教育の問題を理解し、答案作成者の明

確な評論意見を述べること。 



授業コード Z5171 
（認定科目名：教科教育法国語１/中等教科教育法国語１

/中等教科教育法国語Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法国語Ⅰ 単位 4.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S005 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新たな時代の学びを

創る 中学校・高等学

校国語科教育研究 

全国大学国語教育学

会編 
東洋館出版社  

高等学校学習指導要

領解説〈平成 30 年告

示〉国語編||中学校学

習指導要領解説〈平成

29 年告示〉国語編 

文部科学省編著||文部

科学省編著 

東洋館出版社||東洋館

出版社 
[ISBN]9784491036403||[ISBN]9784491034706 

 
 

■授業の概要 

社会の変化や種々の学力調査の結果などを受け、国語科教育観や国語科学力観は大きく変化

している。また、全ての教科において「主体的・対話的で深い学び」が目指される中、生徒

の国語力の向上に関する中核的な役割を果たす場として、国語科教育の重要性が改めて指摘

されている。このような点から、これから国語科教員を目指すものには、中等段階における

国語科教育の位置づけや内容についてのより深い理解と、適切な学力の獲得を保証するよう

な授業実践力が強く求められる。|そこで、本科目における到達目標を以下の通り設定する。

|（1）中等教育段階の国語科教育の動向や現状、内容について理解することができる。|（2）

（1）の理解を踏まえて、実際に国語科授業を構想・実践することができる。 
 

■学習の要点 

まずは中学校国語科、高等学校国語科の全体像を正しく理解することが必要です。それぞれ

がどのような領域・事項、科目からなっているのかについて確認しましょう。その後、それ

ぞれの領域・事項、科目の概説や目標・内容について整理していきましょう。その際に、実

際の教材や言語活動と重ねながら理解を深めることが実践力の獲得へとつながります。テキ

ストに掲載された教材や指導例をはじめ、その他の資料（教科書など）なども確認しながら、

テキストに示された内容についてより具体的にイメージしながら理解していきましょう。ま

た、現在は新学習指導要領への移行期間となっています。新学習指導要領（H２９，３０）

についての理解はもちろんですが、現行の学習指導要領（Ｈ２０，２２）についての理解を

してください。 
 

■学習の到達目標 新学習指導要領に基づいた、国語科教育の実際について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 
テキストや指導要領の内容についての理解を感じられるか（60％）|単なるテキストの理解に

とどまらず自分なりにその指導について考えを深めることができているか（40％） 



授業コード Z5173 （認定科目名：教科教育法国語２/中等教科教育法国語Ⅱ） 

授業科目 中等教科教育法国語Ⅱ 単位 4.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0S006 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

アクティブ・ラーニングを

位置づけた中学校国語科の

授業プラン 

吉川芳則編著 明治図書  

中学校学習指導要領解説

〈平成 29 年告示〉国語編 
文部科学省編著 東洋館出版社 [ISBN]9784491034706 

 
 

■授業の概要 

 現在、中等国語科教育は大きな転換期にある。新学習指導要領への移行、高大接続改革な

どの大きな教育改革の中で、国語科教育についてもこれまでの教師主導で教材理解に主眼を

置くような授業からの脱却、生徒が主体となって課題を解決する中で社会の中で生きて働く

ような国語科学力の育成を目指す授業の創造などが求められている。しかし、一方で、教育

現場にはこれまでの国語科授業観が根強く残っていることも事実である。これからの国語科

教育を担っていく若い教員には、まさに今求められている国語科教育の在り方についての深

い理解とそれを実践する授業力を持ち、教育現場に新しい風を送っていくことが求められて

いる。||以上を踏まえて、本科目においては，今日の中等国語科教育の現状とそこで求められ

る指導の実際について理解することを目的としている。  
 

■学習の要点 

本科目では、特に中学校国語科に焦点をあて、新学習指導要領（平成 29 年版）に示される

国語科のあり方についての理解を深める。学習指導要領の内容がどの様に改定されたのか、

それによってこれからの国語科授業はどう変わるのか等について適切に理解を深めてくだ

さい。||| 
 

■学習の到達目標 
新学習指導要領（平成 29 年版）に基づいたこれからの中等国語科教育について、具体的な

教材（活動）を例に挙げながら説明することができる。 

 

■成績評価の基準 

テキストの内容を適切に理解しているか（40％）|テキストの内容を踏まえた具体的な授業イ

メージをもつことができているか（40％）|自分の考えや経験を適切に交えて論述することが

できているか（20％） 



授業コード Z5176 （認定科目名：教科教育法書道/中等教科教育法書道） 

授業科目 中等教科教育法書道 単位 4.0 

担当者 加藤 達 
シラバスグルー

プ 
T0M018 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

教科教育法書道〔第 3 版〕 加藤達成編 佛教大学  

    

 
 

■授業の概要 

 今日の国際化、科学技術の発展、環境問題への関心の高まり、少子高齢社会の到来など 21

世紀を生きる人材の急務により、学校教育の在り方として、自ら学び、自ら考える力などの

「生きる力」の育成を基本とした教育課程の情操教育をめざす書道科の改善が図られ、学校

５日制導入に適応する教科内容となった。| 教科教育法書道は義務教育の基礎の上に立っ

て、書道学習の 低限必要となる知識や技能の発達をめざし、幅広く学んだりする仕組を整

えた教科である。| 特に生涯教育の立場に立って、理想とする芸術教育活動を充実発展させ

るため、個性の尊重や自己実現を夢みて、創造力向上のために「Ａ表現」「Ｂ鑑賞」の二領域

を緊密な学習の展開として重視し、芸術の幅広い活動を通して、感性や豊かな情操を養うこ

とを強調した教科・科目である。 
 

■学習の要点 

芸術科書道においては、次のような点について学習の適切な効果を図ること。|１．高等学校

学習指導要領に示された書道 I、II、III の目標（性格）内容についてＡ表現の主な指導事項を

把握し、系統性を重視してその発展性を検討すること。|２．Ｂ鑑賞の主な指導事項に精通し

て、表現領域との表裏を検討すること。|３．書道各科目に示された「内容の取扱い」を理解

して、効果的な指導法を工夫し検討すること。|４．書写教育、書道教育の相違と関連性を重

視し、毛筆・硬筆の特色とその用途による展開点を把握し、個性の伸展に期す指導法を検討

すること。|５．理解事項である書論・書道史に精通すること。中国・日本の関連を図りなが

ら現代を踏まえて、書の本質を検討すること。|６．評価の観点とその方法を理解し、作品の

鑑別に当たって適切な評価を行い、指導助言の個別化を検討すること。| 
 

■学習の到達目標 
１．試験問題を熟読して、その要旨を理解すること。|２．自己の考察を明確にまとめること。

|３．出題の要旨を加味し追及すること。| 

 

■成績評価の基準 内容が十分理解していること。記述が明瞭であること。 



授業コード Z5181 
（認定科目名：教科教育法中国語１/中等教科教育法中国

語１/中等教科教育法中国語Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法中国語Ⅰ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N008 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

やさしくくわしい中国語文

法の基礎 改訂新版 
守屋宏則・李軼倫 著  東方書店  

    

 
 

■授業の概要 文法を体系的に理解し、教授する力を養成する。 

 

■学習の要点 テキスト「はじめに」及び「目次」を参照。 

 

■学習の到達目標 
文法の基礎をよく理解すること。科目 終試験は、問題をすべてテキストに即して出題する

ので、テキストの例文について文法説明ができるように準備してください。 

 

■成績評価の基準 ピンインが正確かどうか、文法事項が理解しているかどうかを評価基準とします。 



授業コード Z5183 
（認定科目名：教科教育法中国語２/中等教科教育法中国

語Ⅱ） 

授業科目 中等教科教育法中国語Ⅱ 単位 4.0 

担当者 辻田 正雄 
シラバスグルー

プ 
T0N009 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

中国語の教え方・学び方 

中国語科教育法概説（日本

大学文理学部叢書 ３） 

輿水優 日本大学文理学部  

    

 
 

■授業の概要 
テキスト pp.ⅰ〜ⅱ「はじめに」及び pp.109〜110「日本における中国語学習指導要領」部分

を参照。 

 

■学習の要点 

1．中国語とはどんな言語か|2．日本人と中国語|3．日本の中国語教育|4．中国の外国人向け

中国語教育|5．中国語を学ぶために|6．発音の学習内容|7．文法の学習内容|8．語彙の学習内

容|9．基本技能の習得と評価| 
 

■学習の到達目標 

中国語教育に参考となる幅広い視点を身につけること。科目 終試験には中国語の基礎知識

を問う設題を含む。科目 終試験の成績評価は、テキストに即した基礎知識の理解度によっ

て評価する。「答案」には具体例を挙げることを求める。 
 

■成績評価の基準 基本事項が理解できているかどうかを評価基準とします。 



授業コード Z5186 
（認定科目名：教科教育法英語１/中等教科教育法英語１

/中等教科教育法英語Ⅰ） 

授業科目 中等教科教育法英語Ⅰ 単位 4.0 

担当者 松本 真治・池田 あゆみ 
シラバスグルー

プ 
T0P015 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい英語科授業の実践改

訂版 グローバル時代の人

材育成をめざして 

石田雅近・小泉仁 著 金星堂  

    

 
 

■授業の概要 

１）英語教育の目的、現状、指導事例の紹介といった講義を中心に、中学校・高等学校英語

科教員としての資質の基礎を養成する。また、講義だけではなく、学んだ指導方法等をもと

にして効果的な授業のあり方を考え、それを模擬授業という形で実践へとつなげていく。現

在では目標言語である英語を使って授業をすることが求められており、英語力と指導力の融

合もはかりたい。|２）実践から理論（英語教育の目的、学習指導要領、第二言語習得論、5

技能の指導理論）の理解へとつなげる。また、英語を使った授業展開に必要な英語表現や、

文法指導の基礎となる英文法知識についても確認する。理論と英語力という二つの側面か

ら、中学校・高等学校英語科教員としての資質を養成する。英語科教員に要求されている

CEFR B2 レベルの総合的な英語力の習得を目指すためにも、TOEIC 500 点以上のスコアをレ

ベルに応じて評価に加える。|※模擬授業はテキストによる学習内容を踏まえ、自身が行った

模擬授業を動画として撮影し、B-net にて提出させ指導を行う。 
 

■学習の要点 

１）まずはテキスト全体に目を通し、全体像を捉え、その有機的なつながりを把握した上で、

個々のパートを深く理解することが必要である。リポートや作成や試験勉強のために、当該

の箇所だけを読む学生が見られるが、そのような学生のリポートや答案は概して焦点がずれ

ていることが多い。学習は基本的にテキストの範囲内で十分であるが、どうしても理解でき

ない時は、他の英語教育関連の参考書にあたってみることで理解が得られることも多い。|

２）テキストのうち、以下の項目に関しては重点的に理解しておくこと。①英語指導法の変

遷、②英語の習得過程と指導との関係、③指導と評価の一体化、④音声と文字の指導、⑤文

法指導、⑥語彙の指導、辞書の指導、⑦英語を使った授業展開。|３）平成 29 年および 30 年

に学習指導要領が改訂となったが、どのように「外国語科」の目標は改訂されたのかを理解

しておくこと。学習指導要領については、文部科学省のホームページで確認することができ

る。|４）英語でオーラル・イントロダクションおよびテキスト理解のための発問ができるよ

うにしておくこと。|５）生徒ための英文エッセイのサンプルが書けるようにしておくこと。 
 

■学習の到達目標 

１）本講義で紹介された学校英語教育、第二言語習得論、英語教授法に関する内容や用語を

簡潔に説明することができる。|２）効果的な言語活動を取り入れた学習指導案を作成し、学

習効果をあげる授業を実践することができる。|３）小学生・中学生・高校生を対象にした英

語の授業で、発話の 70％以上を英語ですることができる。|４）生徒の発話または英作文が、

文法的に正しい英語であるのか、そうでないのかを判断することができる。||| 
 



■成績評価の基準 
１）解答に必要なキーワードとその説明を含めること。|２）英語を使った授業の展開につい

ては、オリジナル性が求められる。剽窃および盗用厳禁。 



授業コード Z5188 （認定科目名：教科教育法英語２/中等教科教育法英語Ⅱ） 

授業科目 中等教科教育法英語Ⅱ 単位 4.0 

担当者 松本 真治・池田 あゆみ 
シラバスグルー

プ 
T0P016 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

英語教育：実践から理論へ

〔改訂増補版〕 
米山朝二 松柏社  

    

 
 

■授業の概要 

１）「中等教科教育法英語Ⅰ」で学んだことに基づき、学習指導要領、教科用図書、目標設

定・指導計画について理解を深めた上で、中学校・英語科および小学校高学年・英語科にお

ける授業実践を中心に展開し、授業実践力と省察力を養成する。模擬授業を経験することで、

授業力を身につけてもらいたい。|２）各受講生の授業実践を振り返り、学習指導要領、第二

言語習得論、英語教授法理論といった理論的側面から検討しなおすことで、さらに学習効果

の高い授業実践ができるようになることを目指す。また、５技能の指導のみならず、音声指

導、異文化理解からのアプローチ、ICT の活用、生徒の特性・習熟度への対応についても検

討する。|※模擬授業はテキストによる学習内容を踏まえ、自身が行った模擬授業を動画とし

て撮影し、B-net にて提出させ指導を行う。| 
 

■学習の要点 

１）まずはテキスト全体に目を通し、全体像を捉え、その有機的なつながりを把握した上で、

個々のパートを深く理解することが必要である。リポートや作成や試験勉強のために、当該

の箇所だけを読む学生が見られるが、そのような学生のリポートや答案は概して焦点がずれ

ていることが多い。学習は基本的にテキストの範囲内で十分であるが、どうしても理解でき

ない時は、他の英語教育関連の参考書にあたってみることで理解が得られることも多い。|

２）テキストのうち、以下の項目に関しては重点的に理解しておくこと。①Listening 指導、

②Speaking 指導、③Reading 指導、④Writing 指導、⑤評価、⑥言語とその指導、⑦第２言語

習得理論（習慣形成理論、普遍文法、Input Hypothesis、認知理論、Interaction Hypothesis、コ

ネクショニズム、CALP、BICS）、⑧学習者、⑨英語教授法（Grammar-translation Method、The 

Oral Method、Total Physical Response、The Oral Approach、Communicative Language Teaching、

Task-Based Instruction）、⑩英語教師、⑪教授メディア、⑫英語を使った授業の展開。|３）

中学生に対し、「新教材の導入」を英語で行うことができるようにすること。|４）平成 29 年

告示の学習指導要領における、小学校と中学校の「外国語科」の目標について理解しておく

こと。学習指導要領については、文部科学省のホームページで確認することができる。|| 
 

■学習の到達目標 

【中学校英語科：発展】|１）小学校・中学校学習指導要領英語科における目標・内容につい

て簡潔に説明することができる。|２）小学生・中学生を対象にして、学習効果の上がる授業、

英語を使用した授業を計画し、それを実践することができる。|３）自身の授業実践を客観的

に省察し、改善へと結びつけることができる。|４）理論的に裏付けられた、学習効果の高い

授業を実践することができる。|５）効果的な生徒の音声指導をすることができる。|６）異文

化理解を取り入れた英語の授業を展開することができる。|７）ICT を活用した授業展開を設

計することができ、また実践することができる。|８）画一的な指導だけではなく、生徒の特

性・習熟度を踏まえた個別的な指導ができる。||| 
 



■成績評価の基準 

１）解答に必要なキーワードとその説明を含めること。|２）英語を使った授業の展開につい

ては、オリジナル性が求められる。剽窃および盗用厳禁。|３）文法事項の導入においては、

文法説明よりもコミュニケーション活動を重視すること。 



授業コード Z5191 （認定科目名：教科教育法情報・中等教科教育法情報） 

授業科目 中等教科教育法情報 単位 4.0 

担当者 浅田 瞳・原 清治 
シラバスグルー

プ 
T0T034 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

情報科教育法〔第 2 版〕 
岡本敏雄・高橋参吉・西野和

典編著 
丸善出版  

高等学校学習指導要領解説

情報編 
文部科学省編著 開隆堂 [ISBN]9784304021633 

 
 

■授業の概要 

高等学校共通教科情報科では、情報社会を主体的に生きるために必要な情報活用能力（情報

活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度）の育成が求められている。

この授業では、新学習指導要領の共通教科情報科（情報 I）の内容との関連も含めて、情報科

の意義、教育目標と内容、授業設計と授業計画、学習指導案の作成などについて学ぶ。また、

現行学習指導要領の「社会と情報」「情報の科学」に関する分野の学習内容について、学習

指導案の作成や模擬授業を通して、具体的な授業方法についても学ぶともに、情報科教員と

して必要な知識・技能および実践的な能力を身につける。 
 

■学習の要点 

１．学習指導要領解説編を読んで、情報教育の変遷、情報科の意義と目標、共通教科と専門

教科の位置づけについて、まとめてみよう。|２．テキストを参考にしながら、共通教科情報

科（社会と情報、情報の科学）の各項目において、取りあげる内容と主な学習活動について、

まとめてみよう。|３．テキストや検定教科書を参考にして、以下の項目について、授業の展

開例と学習指導の具体例について、考えてみよう。|(a)メディアと情報、情報のディジタル化

|(b)情報モラル、情報と法制度、個人情報、著作権|(c)ネッワーク、情報セキュリティ|(d)情報

デザイン、コンテンツ、情報の表現・発信|(e)アルゴリズム、プログラミング、モデル化とシ

ミュレーション、データベース|４．テキストを参考にして、共通教科情報科における授業設

計、学習指導の方法と学習評価について、考えてみよう。また、授業設計において、情報機

器および教材の活用についても考えてみよう。|５．テキストや検定教科書を参考にして、学

習指導案（社会と情報、情報の科学）や教材作成を通して、学習評価や授業改善についても、

考えてみよう。|６．現行学習指導要領の共通教科情報科の科目（社会と情報、情報の科学）

と新学習指導要領の共通教科情報科の科目（情報 I）の「内容とその取扱い」の違いについて

まとめてみよう。 
 

■学習の到達目標 

高等学校情報科の意義、教育目標および科目概要について説明できる。|高等学校情報科の科

目内容および指導上の留意点について説明できる。|高等学校情報科の学習指導に対する方法

および評価について説明できる。|共通教科情報科の科目について、授業設計、情報機器およ

び教材の活用ができる。|共通教科情報科の授業設計に基づく、学習指導案が作成できる。|学

習指導案に基づき模擬授業を実施し、授業改善について考えることができる。 
 

■成績評価の基準 

以下の点に留意して記述すること。|１）論述問題の科目（社会と情報、もしくは、情報の科

学）の指定された大項目について、目標を簡潔に記述すること。|２）指定された項目に対す

る、ポイントとなる具体的な学習内容を記述すること。|３）２）で記述した学習内容に対す

る指導上の留意点を記述すること。 



授業コード Z5196 （認定科目名：教科教育法福祉/中等教科教育法福祉） 

授業科目 中等教科教育法福祉 単位 4.0 

担当者 守野 美佐子 
シラバスグルー

プ 
T0W085 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

高等学校新学習指導要領の

展開.福祉科編〔平成２１年

版〕 

保住芳美編著 明治図書出版  

    

 
 

■授業の概要 

 本科目は、平成 21 年に改訂された高等学校学習指導要領と平成 29 年度末に改訂された

学習指導要領に基づき、「福祉」の教科について学習する。平成 29 年度末に改訂された学習

指導要領については、インターネットの文科省の情報を確認ください。| 現在、わが国の少

子高齢化は深刻な問題であり、社会全体での対応が考えられるようになった。そのため、広

く国民に日本の福祉のあり方についての理解を促し、特に今後変革を担う次世代に、福祉の

分野で専門的に活躍する人材を育成することが求められている。| そこで、高校生の段階

で、わが国の福祉のあり方についての理解を深め、将来の福祉の分野での職業と結びつけた

専門性のある学習をするために、平成 11 年に、高等学校に教科「福祉」が新設された。職

業と結びつく教科として、また、全ての高校生に学ばせたい教科として、「福祉」という教

科について考えていくことを、本科目の目的とする。 
 

■学習の要点 

  本科目で学習していただきたいことの要点は、次のとおりである。次の①〜⑨の項目に

ついて、単元の構成と目標を十分に理解する。| ①「社会福祉基礎」社会福祉とはどういう

ものか。| ②「介護福祉基礎」介護の意義とその内容。| ③「コミュニケーション技術」コ

ミュニケーションに関する基礎的知識と技術。| ④「生活支援技術」自立を尊重した生活支

援とは。| ⑤「介護過程」介護過程の展開。| ⑥「介護総合演習」介護演習や事例研究など

総合的学習と学習の深化をはかる。| ⑦「介護実習」施設等の現場実習を含む体験的学習。

| ⑧「こころとからだの理解」自立生活支援のためのこころとからだの理解。| ⑨「福祉情

報処理」福祉サービスにおけるコンピューターの活用。| 上記①〜⑨の福祉に関する各項目

について、高等学校で指導する方法を工夫する。| その際、高校生という、生徒の学習意欲

や能力を考慮しながら、限られた時間、空間、環境の中でもっとも生徒の学習効果が上がる

教育方法を考えていくことを、常に念頭においていただきたい。将来を担う高校生が、未来

を見据えて、積極的に活き活きと学習できる教科となるような指導案が作成できることを目

指していただきたい。| 
 

■学習の到達目標 

① 学習指導要領の内容が理解できる。|② 福祉という教科を構成する 9 科目の内容が理解

できる。|③ 3 年間の学習指導計画の必要性を理解し、3 年間の指導計画がたてられる。|④

福祉という教科の指導にあたっての自身の指導観を持つことができる。|⑤ 学習のまとまり

（単元または題材）ごとに指導計画が立てられ、学習指導案が書けるようになる。|⑥ 生徒

の学習動機を引き出し、主体的学習がとりいれられるような授業を工夫できるようになる。 
 



■成績評価の基準 

① 「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めること。その学習の進

度と理解度を試験で測る。またその到達度に即して成績評価する。|②  採点は、加点方式を

基本とする。問いに対して、解答するに必要なキーワードがすべて含まれていれば 50 点と

する。|③ 出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述べられていること。論述の展開と

その深度により 40 点を上限に配点する。|④解答は、1200 字以上に及んでいることを充た

せば 10 点を加える。| 



授業コード ZN101 （認定科目名：初等国語教育法） 

授業科目 初等国語教育法 単位 2.0 

担当者 青砥 弘幸 
シラバスグルー

プ 
T0ZN01 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

新しい教職教育講座 教科

教育編① 初等国語科教育 
井上雅彦・青砥弘幸編著 ミネルヴァ書房  

書写指導のてびき 達富洋二 佛教大学 [ISBN]9784907177669 

 
 

■授業の概要 

 本授業では国語授業者として求められる基本的な知識、技能を身に付ける。平成 29 年度

版学習指導要領の内容を中心に国語科の目標・内容・方法について理解を深めていくと同時

に、具体的な学習者を想定しながら、実際に授業を構想することができる力を身に付ける。 
 

■学習の要点 

 次の点を到達目標に学習を進めましょう。|１）小学校国語科教育の意義、学習指導要領（平

成 29 年度版）の構造と内容について理解する。|２）国語科の各分野・領域における目標・

内容・評価の観点について理解する。|３）国語科における児童の学習の実際や特性を理解し、

その実態や学習状況に応じた指導の工夫（言語活動の工夫、ICT の活用、評価の工夫など）

を指導に活かすことができるようにする。|４）対象とする児童の実態や学習状況・教材の特

性・指導要領の内容などを併せて、目的に応じた適切な教育活動、授業を構想し、学習指導

案を作成することができるようにする。| 
 

■学習の到達目標 
 実際の教科書教材を用いて、テキストや指導要領の内容を踏まえた授業を構想することが

できる。 

 

■成績評価の基準 

 終試験については以下の 3 観点から総合的に判断します。|１．テキストや指導要領の内

容についての理解を感じられるか。（40％）|２．教材の特徴を踏まえ、適切に授業構想する

ことができているか。（40％）|３．学んだことを踏まえて、自分なりに工夫した授業構想を

することができているか。（20％）|なお、指定されたテキストや指導要領領解説以外の資料

からの転記が疑われるものについては、その時点で 0 点とします。 



授業コード ZN122 
（認定科目名：生徒指導・進路指導と教育相談の理論及び

方法） 

授業科目 生徒指導・進路指導と教育相談の理論及び方法 単位 2.0 

担当者 原 清治・渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0ZN10 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会編 ミネルヴァ書房  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑫教育相談 
春日井敏之・渡邉照美編著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081950 

 
 

■授業の概要 

【生徒指導・進路指導】|今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）の

もつ比重は大きいといえます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こ

っているさまざまな問題や、児童・生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する

方法が求められています。とりわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」

「暴力行為」などの問題は、 近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象

であるといえるでしょう。 | 教育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育

観」をもつべきなのかという理論に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように

理解し、それらに対処するのかまでを実践的に把握していきたいと思います。 | 小学校の

教員の特性と在り方について考えるにあたり、学校教育法第 17 条、第 18 条ならびに学校

教育法施行規則、さらには小学校学習指導要領総則に目を通し、小学校教育の基本と特性に

ついて理解を深めることが重要となります。|【教育相談】|近年児童・生徒の成長・発達上の

問題として、いわゆる不登校、いじめ、非行、発達障害など特別な支援の必要な問題が多発

している。また、仲間との関わり方がよくわからなくて、対人不安を抱いたり、感情を爆発

させたりなどする児童・生徒も増えていると言われている。このような子どもたちの心情を

よく理解し、主として個別に適切な指導・援助を行い、彼等の健やかな成長・発達を支援す

る「教育相談」は、学校カウンセリングとも言われる。これからの学校では、すべての学級

担任教師が教科指導とともに教育相談活動もしくは教育相談的な指導を実践することを求

められているので、しっかり学習していただきたい。| 
 

■学習の要点 

【生徒指導・進路指導】|小学校教育は、上記の法令などに示すところに従い、各学校におい

て地域の実態や児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程編成に基づい

て、初等普通教育として調和のとれた人間の育成を図ることを目的としています。変化の激

しい社会に主体的に対応できる力の育成、心豊かで社会性に富み、国際社会に生きていくこ

とのできる日本人の育成、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実によっ

て、自己教育力の育成を図る、などを重要な教育課題としています。 | 教育課題の解決に

あたって、小学校においては、学級担任が指導を行うことを原則としています。したがって、

学級の児童たちが教育課題としている点にどれほど到達できるかは、学級担任の熱意と指導

力にかかっているといえるでしょう。ここに、小学校教育及び小学校教員の特性をみること

ができるのです。しかも、小学校教育は、未来をたくましく、人間性豊かに生きていくため

の基盤づくりとなるため、小学校教員の責任は、他の校種の教員にもまして大きいといえま



す。強い使命感をもって、日々の教育推進に当たることが求められるのです。 | 昨今では、

全国各地の教育現場で「学級崩壊」なる現象がみられ、現場教員を悩ませています。それは

小学校高学年段階にとどまらず、低学年においても「小１プロブレム」という現象がみられ

るようになってきていることからも明らかです。中央教育審議会答申に記載されているよう

に、「小１プロブレム」等の教育課題解決に向けて、教員一人ひとりが一致協力し、果敢に取

り組まなければならないのです。 | 小学校教育の基本や教員の特性を十分念頭において、

中央教育審議会が指摘する「人間力」を身につけた児童の育成に努力を傾注しなければなり

ません。学習にあたり、特に以下の項目に留意してください。 |１．教科外教育とは何かに

ついてまとめ、その構造と課題について述べてください。 |２．生徒指導の原理とは何かに

ついてまとめ、その意義と内容について説明できるようにしてください。 |３．教育相談と

は何かについてまとめ、その際のカウンセリングの理論と技法について説明できるようにし

てください。 |４．不登校の児童が自分のクラスにいた場合、どのような点に注意して指導

するのか、その背景となる理論と具体的な指導方法を説明できるようにしてください。 |

５．いじめの構造とその特質についてまとめ、具体的な指導方法を説明できるようにしてく

ださい。 |６．学級崩壊はどのような背景から生じるものかについて理論的にまとめ、その

対応と予防策について説明できるようにしてください。|【教育相談】|以下の点を中心に、小

学生の発達を理解した上で、小学校における教育相談について学んでください。|１．教育相

談の歴史を踏まえた上で、今日の教育相談における教員とスクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカー等との連携の必要性・重要性について説明できるようにしてください

（主にテキスト第 1 章、第 3 章、第 5 章、第 12 章）。|２．発達段階を理解した上で、現在

の小学生を取り巻く社会状況について説明できるようにしてください（主にテキスト第 2

章）。|３．教育相談と生徒指導の関係について説明できるようにしてください（主にテキス

ト第 4 章）。|４．教育相談の多様なアプローチ方法について説明できるようにしてください

（主にテキスト第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章、第 10 章）。|５．保護者との向き合い方

について説明できるようにしてください（主にテキスト第 11 章、第 13 章）。| 
 

■学習の到達目標 

【生徒指導・進路指導】|「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めて

ください。その学習の進展と理解度を試験で問います。 |【教育相談】|教育相談について説

明ができる。|小学生の発達段階を理解し、学校教育において発生しやすい課題について対応

できる。 
 

■成績評価の基準 

【生徒指導・進路指導】|採点は、加点方式を基本とします。問いに対して、解答に必要だと

思われるキーワードを含めてください。 |・出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述

べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価します。|・内容が主観

的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿って、客観的に記述してく

ださい。 |【教育相談】|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項

をとらえて正確に説明できているかにある。テキストの理論や内容を踏まえず、自らの経験

や自説のみを述べたものは評価されない。 



授業コード ZN123 
（認定科目名：生徒指導・進路指導と教育相談の理論及び

方法（中・高）） 

授業科目 生徒指導・進路指導と教育相談の理論及び方法(中高) 単位 2.0 

担当者 原 清治・渡邉 照美 
シラバスグルー

プ 
T0ZN11 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

これからの教師と学校のた

めの教科外教育の理論と実

践 Q&A 

教職問題研究会編 ミネルヴァ書房  

新しい教職教育講座 教職

教育編⑫教育相談 
春日井敏之・渡邉照美編著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623081950 

 
 

■授業の概要 

【生徒指導・進路指導】|今日の学校教育では、教科指導と同じだけ教育指導（生徒指導）の

もつ比重は大きいといえます。こうした教科外指導を適切におこなうためには、学校で起こ

っているさまざまな問題や、生徒の変化を現象的に分析し、それを理解し、対処する方法が

求められています。とりわけ、「いじめ」「自殺」「不登校」「学級崩壊」「学力低下」「暴力行

為」などの問題は、 近の学校を取りまくテーマとして避けることのできない事象であると

いえるでしょう。 | 教育指導では、教師としての教科外指導にどのような「教育観」をも

つべきなのかという理論に発して、さまざまな現代的な教育病理現象をどのように理解し、

それらに対処するのかまでを実践的に把握していきたいと思います。 | 中学校の教員の特

性と在り方について考えるにあたり、学校教育法ならびに学校教育法施行規則、さらには中

学校学習指導要領総則に目を通し、中学校教育の基本と特性について理解を深めることが重

要となります。|【教育相談】|近年、生徒の成長・発達上の問題として、いわゆる不登校、い

じめ、非行などのようなさまざまな不適応行動が多発しています。また、仲間との関わり方

がよくわからず、対人不安を抱いたり、感情を爆発させたりなどする生徒も増えていると言

われています。このような子どもたちの心情をよく理解し、主として個別に適切な指導・援

助を行い、彼等の健やかな成長・発達を支援する「教育相談」は、学校カウンセリングとも

言われます。現在の学校では、すべての教員が教科指導とともに教育相談活動もしくは教育

相談的な指導を実践することを求められていますので、しっかり学習することを望みます。

| 
 

■学習の要点 

【生徒指導・進路指導】|中学校教育は、上記の法令などに示すところに従い、各学校におい

て地域の実態や生徒の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程編成に基づい

て、中等普通教育として調和のとれた人間の育成を図ることを目的としています。変化の激

しい社会に主体的に対応できる力の育成、心豊かで社会性に富み、国際社会に生きていくこ

とのできる日本人の育成、基礎・基本の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実によっ

て、自己教育力の育成を図る、などを重要な教育課題としています。 | 教育課題の解決に

あたって、中学校においては、学級担任が指導を行うことを原則としています。したがって、

学級の生徒たちが教育課題としている点にどれほど到達できるかは、学級担任の熱意と指導

力にかかっているといえるでしょう。ここに、中学校教育及び中学校教員の特性をみること

ができるのです。しかも、中学校教育は、未来をたくましく、人間性豊かに生きていくため

の基盤づくりとなるため、中学校教員の責任は、他の校種の教員にもまして大きいといえま



す。強い使命感をもって、日々の教育推進に当たることが求められるのです。 | 中学校教

育の基本や教員の特性を十分念頭において、中央教育審議会が指摘する「人間力」を身につ

けた児童の育成に努力を傾注しなければなりません。学習にあたり、特に以下の項目に留意

してください。 |１．教科外教育とは何かについてまとめ、その構造と課題について述べて

ください。 |２．生徒指導の原理とは何かについてまとめ、その意義と内容について説明で

きるようにしてください。 |３．教育相談とは何かについてまとめ、その際のカウンセリン

グの理論と技法について説明できるようにしてください。 |４．不登校の児童が自分のクラ

スにいた場合、どのような点に注意して指導するのか、その背景となる理論と具体的な指導

方法を説明できるようにしてください。 |５．いじめの構造とその特質についてまとめ、具

体的な指導方法を説明できるようにしてください。 |６．学級崩壊はどのような背景から生

じるものかについて理論的にまとめ、その対応と予防策について説明できるようにしてくだ

さい。|【教育相談】|以下の点を中心に、中学校の発達を理解した上での教育相談について学

んでください。|１．一般的なカウンセリングの意義・理論・方法について。 |２．教育相談

における発達援助的カウンセリングの意義と方法について。 |３．中学校時代における「発

達課題」達成の援助と学校カウンセリング、生徒指導と学校カウンセリングそれぞれの関連

について。 |４．スクールカウンセラーの役割や活動内容について。 |５．不登校など、子

どもたちのひきこもり傾向の原因と対応について。 |６．いじめなど、子どもたちの人間関

係の問題への対応について。| 
 

■学習の到達目標 

【生徒指導・進路指導】|「学習の要点」に書かれた学習目標に即してテキスト学習を進めて

ください。その学習の進展と理解度を試験で問います。 |【教育相談】|教育相談について説

明ができる。|中学生の発達段階を理解し、学校教育において発生しやすい課題について対応

できる。 
 

■成績評価の基準 

【生徒指導・進路指導】|採点は、加点方式を基本とします。問いに対して、解答に必要だと

思われるキーワードを含めてください。 |・出題の要点を正しく理解し、理論的に解答が述

べられていることが望ましいです。論述の展開とその深度により評価します。|・内容が主観

的過ぎるものは不合格とします。できるだけテキストの記述に沿って、客観的に記述してく

ださい。 |【教育相談】|評価のポイントは、出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項

をとらえて正確に説明できているかにある。テキストの理論や内容を踏まえず、自らの経験

や自説のみを述べたものは評価されない。 



授業コード ZN214 （認定科目名：重複・発達障害教育総論） 

授業科目 重複・発達障害教育総論 単位 2.0 

担当者 吉川 明守・菅原 伸康 
シラバスグルー

プ 
T0ZN17 

開講年度 2020 履修方法 T 設題数 2 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

障碍のある子どものための

教育と保育 3 エピソード

で学ぶ 障碍の重い子ども

の理解と支援  

菅原伸康・渡邊照美 編著 ミネルヴァ書房  

障碍のある子どものための

教育と保育 1  エピソード

でみる障碍の理解と支援 

菅原伸康 著 ミネルヴァ書房 [ISBN]9784623062782 

 
 

■授業の概要 

【重複障害】|重複障害に関する心理学的情報と生理・病理的情報から、重複障害を有する児

童生徒の心理・生理・病理についての基礎を学ぶ。また、重複障害児が活用できる教育課程、

特別支援学校特有の指導領域である自立活動及び個別の指導計画に基づく指導の在り方な

どについて学修するものである。あわせて、重複障害の基礎的概念についても学ぶ。|【発達

障害】|発達障害者支援法で定義する発達障害、すなわち自閉症スペクトラム（広汎性発達障

害）、ADHD、LD のそれぞれの特性（概念・心理・生理・病理）について学習し、特性に応じ

た指導法について学習する。また、情緒障害も取り上げ、心理学的アプローチや指導・支援

の基本を学習する。 
 

■学習の要点 

【重複障害】|指定テキストを熟読し、重複障害児に関する基礎知識を発達支援の視点から学

んでもらい|たい。ヒトの行動を時間系列的に理解しながら、健康状態と家族関係などの環境

因子及び性格などの個人因子と関連づけた障害の概念を理解することを念頭におくとよい。

その上で固有の障害に対して、用意されている制度や教育課程を活用し、必要となる具体的

な働きかけの方法、場面設定等の工夫や配慮などを具体的に考えていくことが大切なことと

なる。|【発達障害】|・発達障害・情緒障害に関する基礎的な知識を身につけることができる。

|・発達障害に関して、LD・ADHD・自閉症スペクトラムの各々の定義を説明することができ

る。|・発達障害のうち 1 つを取り上げ、特性に応じた指導法について具体例を交え説明する

ことが|できる。 
 

■学習の到達目標 

【重複障害】|・重複障害の特性（概念・心理・生理・病理）を理解する。|・重複障害児が就

学する特別支援学校等の教育課程について理解する。|・重複障害児に対する各教科・自立活

動等における指導法の基礎・基本を理解する。|【発達障害】|・発達障害児の心理、生理、病

理に関する基本的な内容を理解し、その知識が教育の中で具体的にどのように役立つか思考

する力を身につけること。 
 

■成績評価の基準 

【重複障害】|出題の主旨を適切に理解し、キーワードや事項をとらえて的確に説明できてい

るかどうかが評価の基準となる。|【発達障害】|問題の意味を理解し、解答として必要な事項

を的確に整理し、その内容を論旨の展開に活かし、完結した文章として表現できているかを

成績評価の基準とする。 



 



授業コード TA650 （認定科目名：ソーシャル・マネジメント特講Ⅰ） 

授業科目 ソーシャル・マネジメント特講Ⅰ 単位 4.0 

担当者 野﨑 敏郎 
シラバスグルー

プ 
T0TC22 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ 設題数 4 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

日本の地方自治その歴史と

未来〔増補版〕 
宮本憲一著 自治体研究社  

    

 
 

■授業の概要 

 近現代日本の地方自治は、その形成・確立当初から、多くの問題を抱えていました。その

歩みはたいへん複雑で、その全体を見通すことは困難です。| テキストは、近現代日本の地

方自治の歩みを、可能なかぎりわかりやすく展開しており、また地方行政や地方政治の実状

を具体的にしめしています。| たとえば自由民権運動の自治要求、委任事務の問題、財政構

造の問題性、上意下達構造、内務省支配の矛盾、地方自治制の運営上の困難、両税委譲運動、

昭和恐慌下の地域構造再編、などは、近代日本の体制問題を如実にしめしています。戦後、

GHQ による改革指導と地方自治法は、そうした諸問題の打開をめざしたものですが、そこに

もまた大きな問題がありました。| 近現代地方自治の諸問題は、今日のわれわれの抱えてい

る地域問題に直結しており、いわば、明治期の構造問題が、かたちを変えて今日的問題へと

つながっているとも言えます。こうした観点から、近現代地方自治の問題を学修してほしい

と思います。 
 

■学習の要点 

 本科目では、直接設題にかかわるのは、テキストの第 2 章「近代地方自治制の展開」、第

3 章「強行・戦争と地方行財政−明治地方自治制の崩壊−」、第 4 章「戦後地方自治の展開」

です。もちろん他の叙述も重要ですので、必要におうじて参照してください。| 第一に、維

新変革と地方自治とをめぐる諸問題と、明治地方自治制の基本性格について、しっかり学ん

でください。地方自治制が、驚くほど複雑な政情を背景として成立し、そのため大きな問題

を抱えこむことになったことが重要です。| 第二に、都市化の進行と大正デモクラシー期の

地域社会の状況について学んでください。大正デモクラシーは、日本の地方自治にたいして

大きな影響を及ぼしているので、その改革方向をつかむことは重要です。また傑出した都市

行政官の活動も、そうした時代背景を抜きにしてはありえなかったでしょう。| 第三に、昭

和恐慌・戦争政策と地方行財政・地域経済について学んでください。昭和恐慌は、日本のあ

らゆる地方に大きな打撃を与えましたが、同時に地域経済の不均等発展も顕著でした。| 第

四に、戦後における地方自治の確立とその限界について学んでください。戦後改革の柱のひ

とつが地方自治の確立であったことは明らかですが、そこには最初から大きな限界がありま

した。また、地域住民運動や革新自治体の成立は、戦後の新しい動きですが、そこにも限界

がありました。 
 

■学習の到達目標 

 到達目標は、第一に、近代地方自治の問題構造を把握すること、第二に、戦後改革によっ

てその問題がどのように解決されようとしていたのかを把握すること、第三に、それにもか

かわらず戦後社会に積み残された諸問題が、今日の地方自治にどのような影響を及ぼしてい

るかを把握することです。| したがって、成績評価も、以上の三点に即しておこないます。 
 



■成績評価の基準 

以下の三点を評価基準とします。|1. テキストに書かれている事実関係を正確に理解してい

るか。|2. テキストに提示されている地方自治をめぐる大きな困難や問題点を把握している

か。|3. 地方自治をめぐる困難や問題点について、自分で筋道を立てて考察しているか。 



授業コード TA660 （認定科目名：ソーシャル・マネジメント特講Ⅱ） 

授業科目 ソーシャル・マネジメント特講Ⅱ 単位 4.0 

担当者 辰巳 伸知 
シラバスグルー

プ 
T0TC10 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ 設題数 4 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

福祉資本主義の三つの世界 Ｇ.エスピン.アンデルセン ミネルヴァ書房  

ポスト工業経済の社会的基

礎 
Ｇ.エスピン.アンデルセン 桜井書店 9784921190002 

 
 

■授業の概要 

戦後の多くの先進資本主義国で採用された「福祉国家」政策は、1970 年代のオイルショッ

クなどを契機に、見直しが進んだ。とりわけ、米、英とわが国では、（それぞれの国によって

多少の時期のずれはあるが）1980 年代以降、新自由主義的経済政策が進められた。しかし

ながら、この時期以降、これらの国の経済政策が世界の主流となったかどうかについては疑

問がある。北欧を中心とした独自の福祉国家政策が、曲折はあったものの、維持されてきた

からである。本科目では、世界的に影響力のあるエスピン・アンデルセンの福祉国家論を学

び、わが国をはじめとした多くの先進資本主義国が、今後、どのような福祉国家の未来像を

描けるかどうかを考えてみたい。 
 

■学習の要点 

エスピン・アンデルセンの主著を正確に学び、かれの福祉国家論、ポスト工業社会論などか

ら、今後の福祉国家論の論点を理解する。かれの福祉国家論の分類が説得的なものかどうか、

わが国に対するかれの評価が、わたしたちに今後の見通しを示唆してくれるものになってい

るか、などの点にとくに、注目して学習されたい。 
 

■学習の到達目標 

①テキスト学習を進めた結果、その学習の理解度がどの程度、進んでいるのかという点を試

験で測る。また、その到達度に即して成績評価をする。|②問題は、テキストに即して出題す

る。よって、解答も、テキスト学習の内容を前提にして書いていただきたい。|③採点に関し

て、基本的な立場を③〜④で述べる。 当該問題とは無関係な答案は、当然のことながら不

合格とする。|④問題に「過不足なく」答えているかどうかに、着目する。|⑤出題の要点を正

しく理解し、理論的に解答が述べられていることを重視していただきたい。|⑥解答の「内容」

を伴ってのことではあるが、段落、句読点の打ち方、引用の仕方など、文章の基本をふまえ

た解答にしていただきたい。 
 

■成績評価の基準 「学習の到達目標」を基準とする。 



授業コード TA670 （認定科目名：ソーシャル・マネジメント特講Ⅲ） 

授業科目 ソーシャル・マネジメント特講Ⅲ 単位 4.0 

担当者 藤井 透 
シラバスグルー

プ 
T0TC28 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ 設題数 4 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

競争と公平感：市場経済の

本当のメリット 
大竹文雄著 中央公論新社  

日本はなぜ世界で認められ

ないのか：「国際感覚」のズ

レを読み解く 

柴山哲也著 平凡社 9784582856361 

 
 

■授業の概要 

日本は資本主義の国の中で、例外的に市場経済に対する拒否反応が強い。市場競争のメリッ

ト・デメリットは何か。また競争には結果がつきものだが、いかなるときに不公平だと感じ

るのか。身近な事例から市場経済の本質を理解し、より豊かで公平な社会をつくるためのヒ

ントを探る。２冊目からは、外の世界に目を閉ざして自己中心にふるまう日本人の姿を通じ

て、国際感覚のズレを考える。 
 

■学習の要点 

私たち日本人は経済や金融に関する知識に乏しい。最低限の金融知識や計算能力がないと、

人生で大きな損をしてしまうことがある。経済的な意思決定の際には、経済学的な思考方法

という正しい物差しを用いないといけない。要因を設定してシュミレーションする経験はソ

ーシャル・マネジメントにとっても学ぶ点が多い。日本人は広く世界の視点から日本を見る

ことが少ない。これらを学びましょう。 
 

■学習の到達目標 学習の深度と理解度を試験で測り、 その到達度により成績評価する。 

 

■成績評価の基準 
テキストを通して、市場経済の仕組みや「国際感覚」の特徴をきちんと把握されているかを、

評価の基準とします。 



授業コード TA680 （認定科目名：ソーシャル・マネジメント特講Ⅳ） 

授業科目 ソーシャル・マネジメント特講Ⅳ 単位 4.0 

担当者 林 隆紀 
シラバスグルー

プ 
T0TC25 

開講年度 2020 履修方法 Ｔ 設題数 4 
 

■テキスト 

書名 著者 出版社 ISBN 

文系人のためのエネルギー

入門―考エネルギー社会の

ススメ 

小池康郎著 勁草書房  

    

 
 

■授業の概要 

過去 100 年で科学技術は多くの不可能を可能に変え、人類の社会的発展を大きく支えてき

た。その一方で特に経済的発展への貢献を優先してきたため、地球温暖化、化学物質汚染、

資源枯渇など様々な弊害が顕在化させてきたのも事実である。この点で、科学技術がもたら

す脅威は今や地球規模となってきている。しかしこの解決に向けて、再び科学技術への期待

は高まっている。本科目ではその科学技術についての課題と将来性を学ぶことを目的とす

る。特に「エネルギー」に関するテーマを中心に、われわれの未来のあるべきライフスタイ

ルを模索しながら検討してもらいたい。 
 

■学習の要点 

（１）エネルギーの概念について科学的知識を土台として正しく認識する。|（２）エネルギ

ーの種類と特性を正しく理解する。|（３）我が国の地域性とそれに基づくエネルギー政策の

在り方について検討する。|（４）「社会におけるエネルギーの役割とは何か」という視点で

現代社会の抱える課題や限界を考察する。|（５）自然枯渇、環境汚染など、すでに緊迫して

いる地球の現状において、「自然エネルギー」の普及度や可能性について検討する。 
 

■学習の到達目標 

 現代社会におけるエネルギーの課題を正しく認識するために、まずエネルギーという概念

の自然科学的知識を整理し、理解する。また今後の社会における望ましいエネルギーの使い

方、およびそのためのわれわれのライフスタイルの在り方を考え直すきっかけづくりを目標

とする。|試験においては、抽象的努力目標のみを羅列するのではなく、学習内容に基づいて、

具体的課題の指摘や分析、あるいは提言が表現できるようにすること。 
 

■成績評価の基準 

（１）テキスト内容の基本的理解ができていること|（２）設題に示された指示内容について

的確に解答できていること|（３）最終試験の記述にあたっては、テキストや設題を踏まえて

論述すること、かつその中に自分自身の意見が明示されていること 
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