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■NH101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH101／キリスト教学共同演習 １ 

(Faculty/Student Joint Seminar in Christian Doctrines 1) 

担当者名 

（Instructor） 

梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専攻所属教員と院生の参加による，研究発表とそれを巡る質疑応答を通して，各研究課題における研究上の視野拡大と相互理

解の深化を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加する院生が各自の研究テーマについて行う研究発表を基本とする。各研究発表について，全参加者による質疑応答と議論

が行われ，テーマの展開と深化がはかられる。それを受けて発表者各自が調査・研究を進展させ，各自課題の修正と発展内容を

盛り込んだうえで，最終的に論文にまとめ上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス１  

2. 研究発表 1 

3. 研究発表 2 

4. 研究発表 3 

5. 研究発表 4 

6. 研究発表 5 

7. 研究発表 6 

8. 研究発表 7 

9. 研究発表 8 

10. 研究発表 9 

11. 研究発表 10 

12. 研究発表 11 

13. 研究発表 12 

14. まとめ（レポート提出） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定の期間内に発表用資料を助手まで提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表と議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期・秋学期連続して履修することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 2 - 

■NH102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH102／キリスト教学共同演習 ２ 

(Faculty/Student Joint Seminar in Christian Doctrines 2) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専攻所属教員と院生の参加による、研究発表とそれを巡る議論を通して、研究課題や問題を共有し、研究上の視野拡大と理解

の深化を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加する院生が、各自の研究テーマについて行う研究発表を基本とする。各研究発表について、指導教員によるコメントを経た

上で、全参加者による質疑応答と議論が行われ、テーマの展開と深化がはかられる。それを受けて発表者各自が調査・研究を進

展させ、探求課題の修正と進展を盛り込んだうえで、最終的に論文にまとめ上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 研究発表と質疑応答、討議 

3. 研究発表と質疑応答、討議 

4. 研究発表と質疑応答、討議 

5. 研究発表と質疑応答、討議 

6. 研究発表と質疑応答、討議 

7. 研究発表と質疑応答、討議 

8. 研究発表と質疑応答、討議 

9. 研究発表と質疑応答、討議 

10. 研究発表と質疑応答、討議 

11. 研究発表と質疑応答、討議 

12. 研究発表と質疑応答、討議 

13. 研究発表と質疑応答、討議 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定の期間内に発表用資料を助手まで提出のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表と議論への参加(60%)/最終提出論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期・秋学期連続しての履修が望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■NH201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH201／アングリカニズム・エキュメニズム研究 

(Studies in Anglicanism and Ecumenism) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アングリカニズムの特質と可能性 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アングリカニズム（聖公会神学）及びエキュメニズムの基本軸をめぐって，主要な論点を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ローマ・カトリック神学やルター，カルヴァン等に代表されるプロテスタント神学と異なり，16 世紀英国宗教改革以降に形成された

アングリカニズム（聖公会神学）は，十分に紹介されてきたとは言いがたい。しかしながら，VIA MEDIAをキーワードとするアング

リカニズムは，実際には，混迷する現代社会に対しても，大きな神学的影響を与える可能性を有していると言える。 

本講座では，アングリカニズムを論じるテキストを読み解きつつ，講義及び，受講者の発表，討議を通して，主要な論点を明らか

にしていきたい。また，授業を通して，エキュメニズムには深く言及されることになる。場合によっては，エキュメニズムを主題とす

るテキストを通して，アングリカニズムについて議論することもありうる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アングリカニズム概説① 

3. アングリカニズム概説② 

4. アングリカニズム概説③ 

5. テキスト講読① 

6. テキスト講読② 

7. テキスト講読③ 

8. テキスト講読④ 

9. テキスト講読⑤ 

10. テキスト講読⑥ 

11. テキスト講読⑦ 

12. テキスト講読⑧ 

13. テキスト講読⑨ 

14. 総括討議・他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的なキリスト教史、神学の獲得に努めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(100%) 

平常点、出席と貢献度で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業初回に受講者に案内する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH202／キリスト教倫理学研究 

(Studies in Christian Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「スピリチュアル・ペイン」をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、医療やパストラル・ケアの現場で関心が高まっている「スピリチュアル・ペイン」をとりあげ、その実情に迫ると共に、「ペイ

ン」の意味について考究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床の現場やパストラル・ケアの現場、またキリスト教倫理学の領域で注目され始めている「スピリチュアル・ペイン」について、そ

の具体的様相を把握・検討する。本年度は特に、「ペイン」の意味に焦点を合わせる予定であるが、参加者の関心や開講時の社

会状況も勘案の上、柔軟に対応したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 動機の確認・問いの共有・テーマの選定 

3. 試行と考究 1 参加者による発表と討議 

4. 試行と考究 2 参加者による発表と討議 

5. 試行と考究 3 参加者による発表と討議 

6. 試行と考究 4 参加者による発表と討議 

7. 中間ふりかえり 問題の整理 

8. 試行と考究 5 参加者による発表と討議 

9. 試行と考究 6 参加者による発表と討議 

10. 試行と考究 7 参加者による発表と討議 

11. 試行と考究 8 参加者による発表と討議 

12. 試行と考究 9 参加者による発表と討議 

13. 総括 1  

14. 総括 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自が、自身の参加動機を事前に自問し、明確化しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/討議への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回授業時に相談の上で決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH204／古代イスラエル研究 

(Studies in Ancient Israel) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書時代の宗教と物質文化 

担当者名 

（Instructor） 
市川 裕(ICHIKAWA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラエルで出土した考古学資料と文献研究とを融合して、モノと観念の人間文化への感覚を磨く。2016, 2017 年夏に、日本の

考古学隊がイスラエルのガリラヤ地方でシナゴーグを発掘したことから、専門外の人たちにも広く関心をもって問いを広げてもらう

ことを願っている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

エルサレムのイスラエル博物館所蔵の諸資料や各地の遺跡を題材にして、キリスト教成立の時代のユダヤ文化を考察し、様々

なアイデアを出し合って、宗教状況への理解を深めたい。日常生活にかかわる事柄では、いけにえ、食事、食器、沐浴、安息日、

穢れ、仕事などを具体的に想像して、ヘブライ語聖書テキストや口伝の教え（ミシュナ）の該当箇所を学習していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体の概説 

2. エルサレム神殿（１） 

3. エルサレム神殿（２） 

4. エルサレム神殿（３） 

5. エルサレム神殿（４） 

6. 死海写本（１） 

7. 死海写本（２） 

8. 死海写本（３） 

9. 死海写本（４） 

10. シナゴーグ（１） 

11. シナゴーグ（２） 

12. シナゴーグ（３） 

13. シナゴーグ（４） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には、関心に従って担当を決め、授業中に発表する機会を設けるため、そのための予習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(10%)/プレゼンテーション(40%)/講義中の議論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献表は授業時に配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■NH205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH205／原始キリスト教研究 

(Studies in Early Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「ガラテヤの信徒への手紙」釈義 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 忍(YOSHIDA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ガラテヤの信徒への手紙」を原典テクストから釈義することで、釈義の基本を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表者は、注解書や論文等を参考にしつつ担当箇所の訳および釈義を作成し、それを発表する。その後、参加者全員による検

討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 4 章 12-20 節（1） 

3. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 4 章 12-20 節（2） 

4. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 4 章 21-5 章 1 節（1） 

5. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 4 章 21-5 章 1 節（2） 

6. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 4 章 21-5 章 1 節（3） 

7. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 5 章 2-12 節（1） 

8. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 5 章 2-12 節（2） 

9. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 5 章 13-26 節（1） 

10. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 5 章 13-26 節（2） 

11. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 5 章 13-26 節（3） 

12. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 6 章 1-10 節（1） 

13. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 6 章 1-10 節（2） 

14. 釈義：ガラテヤの信徒への手紙 6 章 11-18 節 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表を担当する者は他の参加者が担当する注解書全てに目を通し、また、必要であれば他の注解書および論文等を参考にしつ

つ、担当箇所の飜訳および釈義を行い、レジュメを作成する。また、参加者全員分のコピーも作成し、発表時に配布する。 

他の参加者は各自、担当する注解書を読んで来る。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(60%)/授業への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nestle/Aland. 2012. Novum Testamentum Graece (28. rev. Aufl.). Deutsche Bibelgesellschaft 

 

参考文献（Readings） 

1. A. A. Das. 2014. Galatians (Concordia Commentary). Concordia Publishing House 

2. D. J. Moo. 2013. Galatians (BECNT). Baker Academic 

3. M. C. de Boer. 2011. Galatians (NTL). Westminster John Knox Press 

4. T. R. Schreiner. 2010. Galatians (ZECNT 9). Zondervan 

5. W. Eckey. 2010. Der Galaterbrief. Neukirchener Theologie 

6. D. Galington. 2007. An Exposition of Galatians. Wipf and Stock Publishers 

7. F. Vouga. 1998. An die Galater (HNT 10). Mohr Siebeck 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH206／キリスト教史研究 

(Studies in History of Christianity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東方キリスト教研究 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 英海(TAKAHASHI HIDEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教についての理解を深めるために、東方キリスト教諸教会の歴史、文化等について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教は東地中海沿岸に起源を有する宗教である。キリスト教を理解するには西欧のキリスト教だけではなく中東地域やギリ

シア語圏で展開したキリスト教の世界を知る必要がある。この授業ではおもに中東やそれ以東の地域で展開した東方キリスト教

諸教会の歴史、文化等について概観した上で、履修者の興味を勘案して選んだギリシア語、アラビア語、シリア語などのキリスト

教文献（原文もしくは翻訳）の講読を行う。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 東方キリスト教諸教会の概要  

2. 東方キリスト教諸教会の歴史１ 

3. 東方キリスト教諸教会の歴史２   

4. 東方キリスト教諸教会の文化 

5. シリア語典礼キリスト教のインド、中央アジア、中国への伝播  

6. 東方キリスト教文献講読（１） 

7. 東方キリスト教文献講読（２） 

8. 東方キリスト教文献講読（３） 

9. 東方キリスト教文献講読（４） 

10. 東方キリスト教文献講読（５） 

11. 東方キリスト教文献講読（６） 

12. 東方キリスト教文献講読（７） 

13. 東方キリスト教文献講読（８） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH207／キリスト教美術研究 

(Studies in Christian Arts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初期キリスト教美術の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋におけるキリスト美術のはじまりについて，ユダヤ教やイスラームといった他の宗教美術との相互関係や，当時の文化，社

会など多様な視点から理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋世界における 2 世紀～8 世紀のキリスト教美術を中心にとりあげる。古代ローマの異教の神々，ユダヤ教，イスラームなど，

現存する他の宗教美術との密接な関わりのなかでキリスト教美術がどのように誕生し，発展してきたのかを作例と共に学び，広

い視点でそれらを再解釈することを目指す。各受講生には，関連テキストを課題として割り当て，それについての発表を課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入:ローマ世界とキリスト教美術のはじまり 

2. 初期キリスト教美術にみる異教の伝統 

3. 初期キリスト教とユダヤ教の美術 ドゥラ・エウロポスを例に 

4. 初期キリスト教とユダヤ教の美術 シナゴーグとキリスト教会堂の装飾 

5. 初期キリスト教とユダヤ教の美術 6 世紀の『ウィーン創世記』挿絵装飾 

6. テキスト発表１ 

7. テキスト発表２ 

8. テキスト発表３ 

9. 初期イスラームとキリスト教美術 

10. 中世キリスト教美術にみるイスラームの影響 

11. 中世キリスト教美術に見る反ユダヤ主義 

12. テキスト発表４ 

13. テキスト発表５ 

14. テキスト発表６ まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に初期キリスト美術に関する概説書を読み、基本的な知識をつけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(30%)/授業中に行う小レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. K. Weitzmann, H.L. Kessler. 1990. The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art (Dumbarton Oaks Studies, 28). 

Dumbarton Oaks Research Library and Collection (ISBN:0884021823) 

2. J. Spier, H. L. Kessler. 2009. Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. Yale University Press (ISBN:0300149344) 

3. ed. by H. C. Evans. 2012. Byzantium and Islam: Age of Transition (METROPOLITAN MUSEUM OF ART). Yale University Press 

(ISBN:0300179502) 

4. K. クラウスベルク（加藤哲弘訳）、2000、『ウィーン創世記』絵で読む聖書の物語、三元社 (ISBN:4883030504) 

その他、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH208／比較宗教研究 

(Studies in Comparative Religion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教のことば、宗教研究のことば 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 浩(KUBOTA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教のことばを分析することばとはどのようなものであり、またそのことばは宗教のことばといかなる関係にあり得るのだろうか。

宗教的テクストや現象を分析的に論じる言語についての反省を通じて、宗教的テクストや現象を取り扱うための理論的視座を獲

得する。 

今後の「宗教学」の展開の可能性を問う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教研究は１９世紀中葉以降、宗教現象を「学問的」に論じるための概念装置を産み出してきた。それは、対象とする宗教の当事

者が用いる諸概念を援用しつつ、それを一般概念化するベクトルと、そうした一般概念が宗教の現場で使用されることにより、宗

教の自己形成を促すベクトルの双方の性格を持ち得る。本授業では、宗教に関するこうした二つの「ことば」の関係について考え

ていくために、文献（主に邦語文献。英語文献も用いる）の講読・発表・議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―イーミックなことばとエティックなことば 

2. 講読・議論①宗教のことばと宗教研究のことばの相関 

3. 講読・議論②宗教のことばと宗教研究のことばの相関（続き） 

4. 講読・議論③宗教のことばと宗教研究のことばの相関（続き） 

5. 講読・議論④「信仰」か「信念」か？ 

6. 講読・議論⑤「信仰」か「信念」か？（続き） 

7. 講読・議論⑥「信仰」か「信念」か？（続き） 

8. 講読・議論⑦「経験」、「体験」、「変性意識状態」 

9. 講読・議論⑧「経験」、「体験」、「変性意識状態」（続き） 

10. 講読・議論⑨「経験」、「体験」、「変性意識状態」（続き） 

11. 講読・議論⑩「神」、「究極的実在」、「超越」 

12. 講読・議論⑪「神」、「究極的実在」、「超越」（続き） 

13. 講読・議論⑫「神」、「究極的実在」、「超越」（続き） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テクスト箇所の入念な下調べ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表(60%)/議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マーク・C・テイラー （奥山倫明監訳）、2008、『宗教学必須用語 22』、刀水書房 

2. Mark C. Taylor (ed.). 1998. Critical Terms for Religious Studies. University of Chicago Press 

講読文献のコピーは初回授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Eric J. Sharpe. 1986. Comparative Religion. A History, 2nd. ed.. Duckworth 

2. Jaques Waardenburg (ed.). 1974. Classical Approaches to the Study of Religion, vol. 1. Mouton 

3. John Hinnells (ed.). 2009. The Routledge Companion to the Study of Religion 2nd ed.. Routledge 

4. Willi Braun et. al. (eds.). 2000. Guide to the Study of Religion. Continuum 

その他、授業時に適宜紹介される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回に発表担当回を決定する。内容的に、秋学期の「宗教史・宗教学演習」へと繋がっている。 
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注意事項（Notice） 
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■NH209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH209／アジア・キリスト教研究 

(Studies in Christianity in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「アジア・キリスト教研究」再考 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでの「アジア・キリスト教研究」を見つめ、その将来を探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代における「アジア・キリスト教研究」の領域定義、主な研究対象と方法を代表的な事典、論文集、個別論文などを基盤に整

理・分析し、今まで研究者が取り入れたアプローチの共通点、特徴、そして無視されてきた「盲点」を尋ねる。その上、「アジア・キ

リスト教研究」とその他の研究領域および学問分野との関連性を再確認しながら、これからの「アジア・キリスト教研究」の可能性

を探求する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：テーマへの導入・課題設定・役割分担 

2. 研究発表・討論 

3. 研究発表・討論 

4. 研究発表・討論 

5. 研究発表・討論 

6. 研究発表・討論 

7. 研究発表・討論 

8. 研究発表・討論 

9. ゲストスピーカー 

10. 研究発表・討論 

11. 研究発表・討論 

12. 研究発表・討論 

13. 研究発表・討論 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、議論への参加状況(40%)/複数回の発表(60%) 

単位取得には 80％以上の出席が必要｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

初回時に指示する｡ 

 

参考文献（Readings） 

最初の授業にて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH210／フィールドスタディ１ 

(Field Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
非暴力と平和の思想と実践 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実社会の課題に対して自らが具体的な役割と責任を担うため、非暴力と平和をめぐる理論と実践を実際の事例から学ぶ。  

 

授業の内容（Course Contents） 

ガルトゥングの平和理論を学び、平和づくりと非暴力を実践する先人そして現在の実践者による､ 国内外における取組みを考察

する。 それらが今日の私たちが暮らす社会や国際情勢にどのような意味を持つのか､ 私たちとの関わりを考える｡ 学生はそれ

ぞれの関心に基づいて課題を選び、発題する。授業の他に､学期期間中に 1 回は､平和・非暴力に関連するＮＧＯなど外部団体

主催の会合・講演会に参加する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション   

2. 平和とは？ 暴力とは？ 

3. ガルトゥングの平和理論（１） 

4. ガルトゥングの平和理論（２） 

5. 日本に住む私たちの平和課題（１） 

6. 日本に住む私たちの平和課題（２） 

7. メディアと平和 

8. 非暴力と平和の思想と実践事例 （１） 

9. 非暴力と平和の思想と実践事例 （２） 

10. アジアの草の根の実践から学ぶ 

11. 院生の関心あるテーマ・内容に取り組む（１） 

12. 院生の関心あるテーマ・内容に取り組む（２） 

13. 院生の関心あるテーマ・内容に取り組む（３） 

14. 全体振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度(60%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてその都度紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヨハン・ガルトゥング、2017、『日本人のための平和論』、ダイヤモンド社 

2. 君島東彦 編、2009、『平和学を学ぶ人のために』、世界思想社 

3. 大橋正明 他編著、2017、『非戦・対話・ＮＧＯ』、新評論 

4. ヨハン・ガルトゥング、2006、『ガルトゥングの平和理論』、法律文化社 

他、必要に応じてその都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH211／フィールドスタディ２ 

(Field Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パウロ・フレイレの教育思想とファシリテーターの実践 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実社会に起こっている問題に向き合い、課題に対して具体的な役割を担うために必要な、ファシリテーターとしての理念と実践

を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

パウロ・フレイレの教育思想について学び、教育を切り口に世界の課題を考察する。 自らの経験の振り返りや実践事例研究、実

践現場への訪問やグループワークなどを通して、それらの課題に向き合うファシリテーターの基本理念を考察する。 授業の他に

学期期間中に 1 回は、テーマに関連したＮＧＯなど外部団体主催のプログラムに参加する。後半は、学生それぞれの関心に基づ

いて、具体的な課題を選びファシリテーターの役割を実践し、自己のファシリテーターとしての資質を高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育を入り口に世界を視る  

3. パウロ・フレイレの教育思想と方法論（１） 

4. パウロ・フレイレの教育思想と方法論（２） 

5. パウロ・フレイレの教育思想と方法論（３） 

6. アジアの国々における実践事例 

7. 日本における実践事例: 夜間中学について事前学習 

8. 日本における実践事例: 夜間中学訪問 

9. ファシリテーターの基本理念・原則 

ファシリテーターとしての自分：  グループワーク（１） 

10. ファシリテーターとしての自分：  グループワーク（２） 

11. 院生の関心のあるテーマでファシリテーター実践（１） 

12. 院生によるファシリテーター実践（２） 

13. 院生によるファシリテーター実践（３） 

14. 全体振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度(60%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. パウロ・フレイレ/三砂ちづる訳、2018、『新訳 被抑圧者のための教育学』、亜紀書房 

2. パウロ・フレイレ/里見実訳、2006、『希望の教育学』、太郎次郎社 

3. 里見実、2010、『パウロ・フレイレ「被抑圧者の教育学」を読む』、太郎次郎社エディタス 

4. 大沢敏郎、2003、『生きなおす、ことば』、太郎次郎社エディタス 

必要に応じてその都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

期間中に、夜間中学他テーマに関連する場所を授業時間外で訪問する予定である。 日時は参加者と相談して決める。 
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注意事項（Notice） 
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■NH212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH212／キリスト教音楽研究１ 

(Studies in Christian Music 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ・プロテスタント教会音楽の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

M.ルターに始まるドイツ・プロテスタント教会音楽の歴史を、代表的な作曲家とその作品に触れながら概観し、時代を経ても保た

れる精神、神とのかかわり方について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に演習形式で進める。受講生は各回のテーマからいくつかを選択し、討論の前提として必要と思われる事項について資料

を作成し、口頭発表を行う。授業の中では演奏例を聴きながら作品の内容、様式の変遷、あるいは内在する不変の要素などにつ

いて討論し、ドイツ・プロテスタント教会と音楽のかかわりについて理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序章：ルター以前のドイツ音楽 

2. ルターと音楽 

3. コラールの発展 

4. M.プレトーリウス 

5. H.シュッツ１：モテット 

6. H.シュッツ２：コンチェルト 

7. 北ドイツの作曲家達 

8. 中部ドイツの作曲家達 

9. G.P.テレマン 

10. J.S.バッハ１：カンタータ 

11. J.S.バッハ２：受難曲 

12. F.メンデルスゾーン 

13. J.ブラームス 

14. 20 世紀の作曲家達 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容の理解を容易にするためには、事前にドイツとドイツ音楽についてある程度の予備知識を得ておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表とその準備(50%)/授業、討論への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH213／キリスト教音楽研究２ 

(Studies in Christian Music 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
礼拝とオルガン音楽 

担当者名 

（Instructor） 
藤森 いづみ(FUJIMORI IZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

礼拝・典礼の中で用いられるオルガン音楽のレパートリーを概観し、礼拝・典礼を担う適切な音楽を探る。 

オルガニストのみならず、教職者、聖歌隊指揮者、隊員、会衆、礼拝に係わる者各々の立場より理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．オルガン音楽の様式ごとに主な作曲家の代表作品について以下のポイントより理解を深める。 

 ・楽曲分析 

 ・背景となっている礼拝・典礼の様式、神学と音楽についての思想 

 ・作品を生み出すところとなった楽器の様式 

２．立教大学チャペルの礼拝、異なる宗派の複数の教会の礼拝に可能な限り出席し、オルガニストの実践課題について考察す

る。 （賛美歌奏楽、聖歌隊伴奏における諸問題も含めて） 

３．教会暦、礼拝の機会（主日礼拝、聖餐式、夕べの礼拝、結婚式、葬儀など）に適切なレパートリー・リストを作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オルガン音楽・楽器の起源とその発展 

2. 17～18 世紀ドイツ ① 

3. 17～18 世紀ドイツ ② 

4. J. S. Bach コラール前奏曲 ①  

5. J. S. Bach コラール前奏曲 ②  

6. J. S. Bach コラール前奏曲以外の自由作品 

7. 18～19 世紀ドイツ 

8. 19～20 世紀ドイツ 

9. 16～18 世紀イタリア、16 世紀スペイン 

10. 17～18 世紀フランス 

11. 19～20 世紀フランス 

12. 17～18 世紀イギリス  

13. 19～20 世紀イギリス  

14. 19～20 世紀アメリカ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各受講生の研究課題に対して随時指示される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション（20％ x 2回）(40%)/レポート（20％ x 2 通）(40%)/レパートリー・リスト(10%)/礼拝報告(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各回授業時に紹介される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH301／神学思想演習１ 

(Seminar in Theological Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代神学の基本的論点と課題 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代神学をめぐって，主要な論点を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講座では，現代神学を論じるテキストを読み解きつつ，講義及び，受講者の発表，討議を通して，主要な論点を明らかにしてい

きたい。現代社会のコンテキストと神学の往還関係をテーマにする諸神学，ことにラテンアメリカの解放の神学，女性神学，韓国

の民衆神学，エキュニメカル神学などを概観した上で，テーマを絞り込みながら議論を進めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 概説① 

3. 概説② 

4. 概説③ 

5. テキスト講読① 

6. テキスト講読② 

7. テキスト講読③ 

8. テキスト講読④ 

9. テキスト講読⑤ 

10. テキスト講読⑥ 

11. テキスト講読⑦ 

12. テキスト講読⑧ 

13. テキスト講読⑨ 

14. 総括討議・他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的なキリスト教史、神学の獲得に努めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・演習への貢献度・発表(100%) 

平常点、出席と貢献度で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業初回に受講者に案内する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH302／神学思想演習２ 

(Seminar in Theological Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考究:「大地の神学」 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本における神学の試みから、「大地の神学」をとりあげ、その構えと内実を検討するとともに、今後の神学の方向性と可能

性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本における神学的試みのひとつである「大地の神学」をとりあげ、詳細にテキストを読み解きながら検討する予定。親和性

が高い「無の神学」との相互内在にも留意したい。テキストは、小野寺功『大地の神学』を想定している。尚、テーマ、テキストとも、

参加者の研究主題や関心、また社会状況等に応じて、柔軟に対応する。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 問いの共有 

3. 文献読解と考究 

4. 文献読解と考究 

5. 文献読解と考究 

6. 問題整理 

7. 文献読解と考究 

8. 文献読解と考究 

9. 文献読解と考究 

10. 文献読解と考究 

11. 文献読解と考究 

12. 文献読解と考究 

13. 問題整理と考究 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを熟読し、問いを整理した上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/文献読解への参加(40%)/討議への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回の授業時に、参加者と相談の上で決定する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH303／キリスト教思想史演習 

(Seminar in History of Christian Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ギリシア教父における三一神論を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 

寒野 康太(KANNO KOTA) 2018 年 6 月 14 日付変更（理由：担当者変更のため） 

【修正前】土橋 茂樹(TSUCHIHASHI SHIGEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ギリシア教父たちが三一神論を形成していくまでの過程を、主だった教父のテクストの読解を通して辿り直し、そこに含まれる

様々な神学的および哲学的問題をできる限り明晰に理解することを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記の目的を達成すべく、主だったギリシア教父たちの思想を明確に示すテクスト箇所を、講読・読解・解説・質疑および討議とい

う多様な手段をとりながら順次読み進めていきます。原典は基本的にはギリシア語文献（時にラテン語文献も含む）ですが、古典

語の習得を前提とはせず、演習ではすべて英語訳を使用します。もちろん、古代ギリシア語やラテン語ができる受講生は原典で

読んでくださってかまいません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ギリシア教父における三位一体論史の概観、演習の進め方の説明など 

2. テクスト講読１：ユダヤ教徒フィロンと護教家ユスティノス 

3. 上記テクストの読解・解説 

4. 質疑および共同討議 

5. テクスト講読２：オリゲネス 

6. 上記テクストの読解・解説 

7. 質疑および共同討議 

8. テクスト読解３：アタナシオス 

9. 上記テクストの読解・解説 

10. 質疑および共同討議 

11. テクスト読解４：ニュッサのグレゴリオス 

12. 上記テクストの読解・解説 

13. 質疑および共同討議 

14. 総まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読する箇所のテクストは、前の週にコピーして配布するので、必ず予習し、各自訳読しておくこと。講読の週には、受講生に訳

読してもらいます。さらに読解用として配布するプリントを予め熟読し、読解・解説の内容に関しては、提示された課題に即したショ

ート・レポートを翌週に提出してもらいます。各自のショート・レポートの内容が共同討議の素材となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/訳読や質疑・討議での精度と積極性(30%)/ショート・レポート４回分(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

読解するテクスト箇所は、その都度コピーを配布します（共通テクストとしては英訳を使用しますが、希望に応じてギリシア語原典

も配布します）。底本とする文献や参考文献に関しては、その都度、演習中に書誌情報を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH311／聖書学演習（旧約）１ 

(Seminar in Biblical Studies (Hebrew Bible) 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

申命記史研究 

Deuteronomistic History Studies 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

列王記の記述を原語で批判的に読みながら、申命記史研究の実際について学ぶ。 

To learn the way in which studies on Deuteronomistic History are conducted through critical reading of the Book of Kings in 

Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

列王記上 10 章以降のヘブライ語テキストを、特に編集史・伝承史的観点から批判的に読み進める。授業は受講者の予習に基づ

く発表とそれについての全員による議論とで構成される。ヘブライ語で聖書を読めること、英・独語の注解書や学術書・論文を読

めることが受講のための必要条件である。 

We critically read the First Book of Kings (from Chapter 10) in Hebrew from the viewpoints of redaction history and tradition 

history. Class consists of participants' well-prepared presentations on the text and discussions on the presentations. 

Participants are expected to read biblical Hebrew as well as bible commentaries and scholarly works in English and German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 列王記上１０章（１）(First Book of Kings 10[1]) 

2. 列王記上１０章（２）(First Book of Kings 10[2]) 

3. 列王記上１０章（３）(First Book of Kings 10[3]) 

4. 列王記上１０章（４）(First Book of Kings 10[4]) 

5. 列王記上１０章（５）(First Book of Kings 10[5]) 

6. 列王記上１１章（１）(First Book of Kings 11[1]) 

7. 列王記上１１章（２）(First Book of Kings 11[2]) 

8. 列王記上１１章（３）(First Book of Kings 11[3]) 

9. 列王記上１１章（４）(First Book of Kings 11[4]) 

10. 列王記上１１章（５）(First Book of Kings 11[5]) 

11. 列王記上１１章（６）(First Book of Kings 11[6]) 

12. 列王記上１１章（７）(First Book of Kings 11[7]) 

13. 列王記上１１章（８）(First Book of Kings 11[8]) 

14. 列王記上１１章（９）(First Book of Kings 11[9]) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者には辞書・文法書・コンコーダンス、注解書を用いて次回読むテキストの徹底的な予習をすることが義務づけられる。 

Before every class, participants are required to prepare the text thoroughly using dictionaries, grammar books, concordances 

and commentaries. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bible Society. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Amer Bible   Society (ISBN:3438052229) 

Biblica Hebraica は毎回持参のこと。 

Participants are expected to bring Biblia Hebraica to  every class. 

 

参考文献（Readings） 

1. T. C. レーマー、2008、『申命記史書―旧約聖書の歴史書の成立』、日本基督教団出版局 (ISBN:4818406708) 

2. E. ヴュルトワイン、2013、『ＡＴＤ旧約聖書註解８ 列王記上』、ＡＴＤ・ＮＴＤ聖書註解刊行会 (ISBN:978-4-901434-07-2) 

3. J. A. Montgomery. 1951. A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings. T&T Clark (ISBN:0567050068) 

4. J. Gray. 1971. I and II Kings: A Commentary (2nd Revised ed.). Westminster John Knox (ISBN:0664208983) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では日本語と英語を公用語とする（履修者の言語的背景に鑑みて決定する）。 

The course will be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 
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■NH312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH312／聖書学演習（旧約）２ 

(Seminar in Biblical Studies (Hebrew Bible) 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

申命記史研究 

Deuteronomistic History Studies 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

列王記の記述を原語で批判的に読みながら、申命記史研究の実際について学ぶ。 

To learn the way in which studies on Deuteronomistic History are conducted through critical reading of the Book of Kings in 

Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

列王記上 12 章以降のヘブライ語テキストを、特に編集史・伝承史的観点から批判的に読み進める。授業は受講者の予習に基づ

く発表とそれについての全員による議論とで構成される。ヘブライ語で聖書を読めること、英・独語の注解書や学術書・論文を読

めることが受講のための必要条件である。 

We critically read the First Book of Kings (from Chapter 12) in Hebrew from the viewpoints of redaction history and tradition 

history. Class consists of participants' well-prepared presentations on the text and discussions on the presentations. 

Participants are expected to read biblical Hebrew as well as bible commentaries and scholarly works in English and German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 列王記上１２章（１）(First Book of Kings 12[1]) 

2. 列王記上１２章（２）(First Book of Kings 12[2]) 

3. 列王記上１２章（３）(First Book of Kings 12[3]) 

4. 列王記上１２章（４）(First Book of Kings 12[4]) 

5. 列王記上１２章（５）(First Book of Kings 12[5]) 

6. 列王記上１２章（６）(First Book of Kings 12[6]) 

7. 列王記上１２章（７）(First Book of Kings 12[7]) 

8. 列王記上１３章（１）(First Book of Kings 13[1]) 

9. 列王記上１３章（２）(First Book of Kings 13[2]) 

10. 列王記上１３章（３）(First Book of Kings 13[3]) 

11. 列王記上１３章（４）(First Book of Kings 13[4]) 

12. 列王記上１３章（５）(First Book of Kings 13[5]) 

13. 列王記上１３章（６）(First Book of Kings 13[6]) 

14. 列王記上１３章（７）(First Book of Kings 13[7]) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者には辞書・文法書・コンコーダンス、注解書を用いて次回読むテキストの徹底的な予習をすることが義務づけられる。 

Before every class, participants are required to prepare the text thoroughly using dictionaries, grammar books, concordances 

and commentaries. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bible Society. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Amer Bible   Society (ISBN:9783438052223) 

Biblica Hebraica は毎回持参のこと。 

Participants are expected to bring Biblia Hebraica to  every class. 

 

2018 年 8 月 29 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 

【変更以前の記載内容】 

Bible Society Biblia Hebraica Stuttgartensia Amer Bible   Society (1997) 3438052229 

 

参考文献（Readings） 
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1. T. C. レーマー、2008、『申命記史書―旧約聖書の歴史書の成立』、日本基督教団出版局 (ISBN:4818406708) 

2. E. ヴュルトワイン、2013、『ＡＴＤ旧約聖書註解８ 列王記上』、ＡＴＤ・ＮＴＤ聖書註解刊行会 (ISBN:978-4-901434-07-2) 

3. J. A. Montgomery. 1951. A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings. T&T Clark (ISBN:0567050068) 

4. J. Gray. 1971. I and II Kings: A Commentary (2nd Revised ed.). Westminster John Knox (ISBN:0664208983) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では日本語と英語を公用語とする（履修者の言語的背景に鑑みて決定する）。 

The course will be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 
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■NH313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH313／聖書学演習（新約）１ 

(Seminar in Biblical Studies (New Testament) 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

G. Theißen/P. von Gemünden, Der Römerbrief. Rechenschaft eines Reformators, 

Vandenhoeck & Ruprecht 2016 講読 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代におけるローマ書解釈の総合的叙述を講読する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前学期（2017 年秋学期）に引き続き、ローマ書の原典釈義が 2017 年春学期に終了したのを受けて、最新の総合的叙述を講読

することで、これまでの共同釈義の成果を批判的に検証する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分担決め 

2. 講読 

3. 講読 

4. 講読 

5. 講読 

6. 講読 

7. 講読 

8. 講読 

9. 講読 

10. 講読 

11. 講読 

12. 講読 

13. 講読 

14. 講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習と復習。その他の二次文献の読解。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および発表と討論への参加度(100%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gerd Theißen, Petra von Gemünden. 2016. Der Römerbrief : Rechenschaft eines Reformators. Vandenhoeck & Ruprecht 

(ISBN:9783525510131) 

 

参考文献（Readings） 

1. J. Becker. 1998. Paulus : der Apostel der Völker, 3. Aufl.. Mohr Siebeck (ISBN:3161468465) 

2. J.D.G. Dunn. 2001. The theology of Paul the Apostle. W.B. Eerdmans (ISBN:0567085988) 

3. U. Schnelle. 2014. Paulus : Leben und Denken. De Gruyter (ISBN:9783110301571) 

4. M. Wolter. 2011. Paulus : ein Grundriss seiner Theologie. Neukirchener Theologie (ISBN:3788724897) 

5. N.T. Wright. 2013. Paul and the faithfulness of God. SPCK (ISBN:9780281055548) 

6. K.P. Donfried. 1911. The Romans debate. Clark (ISBN:0567095827) 

7. J. Frey. 2013. Die Theologie des Paulus in der Diskussion : Reflexionen im Anschluss an Michael Wolters Grundriss. 

Neukirchener Verlagsgesellschaft (ISBN:3788727055) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 26 - 

■NH314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH314／聖書学演習（新約）２ 

(Seminar in Biblical Studies (New Testament) 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『第一コリントス書簡』の釈義 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『第一コリントス書簡』を原典テキスト（古代ギリシア語）で読み、釈義的に検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は、各自が担当する現代語による注解書を読んでくる。発表者は、すべての注解書と、その他自由に参照する二次文献を

踏まえつつ原典テキストを検討し、独自の釈義を発表する。その後、共同で討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分担決め 

2. 釈義 

3. 釈義 

4. 釈義 

5. 釈義 

6. 釈義 

7. 釈義 

8. 釈義 

9. 釈義 

10. 釈義 

11. 釈義 

12. 釈義 

13. 釈義 

14. 釈義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は担当する注解書の該当部分を予習してくる。 

発表者は、すべての注解書（その他）を参照し、原典の翻訳と釈義のレジュメを準備し、履修者分コピーして、演習時に配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(50%)/出席および共同討議への参加度(50%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nestle/Aland. 2012. Novum Testamentum Graece: 28th Revised Ed. of the Greek New Testament, Standard Edition . 
Deutsche      Bibelgesellschaft (ISBN:3438051400) 

 

参考文献（Readings） 

1. H. Merklein. 1992-. Der erste Brief an die Korinther, Bd I-II. Echter Verlag (3579005111 (v. 1) ;ISBN: 357900512X (v. 2)) 

2. D. E. Garland. 2003. 1 Corinthians. Baker Academic (ISBN:9780801026300) 

3. B. J. Malina / J. J. Pilch. 2006. Social-science commentary on the Letters of Paul. Fortress (ISBN:0800636406) 

4. James D. G. Dunn. 1995. 1 Corinthians. Sheffield Academic Press (ISBN:1850757429) 

5. G. T. Montague. 2011. First Corinthians. Baker Academic (ISBN:9780801036323) 

6. Ph. Perkins. 2012. First Corinthians. Baker Academic (ISBN:9780801033902) 

7. L. Schottroff. 2013. Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth. W. Kohlhammer (ISBN:9783170169791) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NH315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH315／宗教史・宗教学演習 

(Seminar in History and Study of Religions) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教研究の基礎概念 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 浩(KUBOTA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教研究が記述と分析のために援用する基本概念がもつ問題点を理解し、宗教研究のことばの限界と可能性を問う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教研究が援用してきた記述や分析のための概念は、研究対象自身に由来する概念が抽象化されたものもあるが、同時に隣接

諸学問や学問一般で構築されてきた諸概念が援用されたり、それらが宗教研究の内部で独自の意味を帯びるようになってきたも

のもある。本授業では、宗教研究において自明性を獲得していると思われるいくつかの基本概念に着目し、英語文献（ドイツ語文

献の英訳）の講読・発表・議論を通し、わたしたちの研究のことばの再考を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―宗教を研究する際にわたしたちはどのような概念を用いているのか？ 

2. 講読・議論①「意味」の意味 

3. 講読・議論②「意味」の意味（続き） 

4. 講読・議論③「意味」の意味（続き） 

5. 講読・議論④「意味」の意味（まとめ） 

6. 講読・議論⑤「受容」とは何か？ 

7. 講読・議論⑥「受容」とは何か？（続き） 

8. 講読・議論⑦「受容」とは何か？（続き） 

9. 講読・議論⑧「受容」とは何か？（まとめ） 

10. 講読・議論⑨「学問」と宗教研究の「学問性」 

11. 講読・議論⑩「学問」と宗教研究の「学問性」（続き） 

12. 講読・議論⑪「学問」と宗教研究の「学問性」（続き） 

13. 講読・議論⑫「学問」と宗教研究の「学問性」（まとめ） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テクスト箇所の入念な下調べ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表(60%)/議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読文献のコピーは初回授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Eric J. Sharpe. 1986. Comparative Religion. A History, 2nd. ed.. Duckworth 

2. Jaques Waardenburg (ed.). 1974. Classical Approaches to the Study of Religion, vol. 1. Mouton 

3. John Hinnells (ed.). 2009. The Routledge Companion to the Study of Religion 2nd ed.. Routledge 

4. Willi Braun et. al. (eds.). 2000. Guide to the Study of Religion. Continuum 

5. Christoph Auffarth et. al. (eds.). 2005. Metzler Lexikon Religion 4 vols.. Metzler 

6. Kocku von Stuckrad et. al. (eds.). 2006. The Brill Dictionary of Religion 4 vols.. Brill 

その他、授業時に適宜紹介される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回に発表担当回を決定する。内容的に、春学期の「比較宗教研究」と連動している。 

 

注意事項（Notice） 
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■NH321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH321／キリスト教文化論演習１ 

(Seminar in Christian Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ローマ教皇と美術 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ローマ教皇ゆかりのキリスト教美術が果たした役割を多面的に再解釈することをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世ヨーロッパのローマ教皇を中心とする芸術活動に光をあて，それらがどのように誕生し発展してきたのかという歴史的変遷を

理解し，その造形的特徴を具体例とともに考察する。各受講生には，それぞれ関連する個別テーマが与えられ，それについての

発表を課題として課す。受講生の関心領域に合わせて，シラバスに若干の変更が生じる場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに コンスタンティヌス帝前後のキリスト教美術 

2. 最初期の教会堂装飾 

3. 新たなローマ教会の古典主義 

4. 大教皇グレゴリウスの時代 

5. ビザンティン帝国の属州としてのローマ教会（６～8 世紀） 

6. カロリング朝時代の刷新 

7. オットー朝時代の展開 

8. 教会改革期の美術 

9. 課題発表１とディスカッション 

10. 課題発表２とディスカッション 

11. 課題発表３とディスカッション 

12. 課題発表４とディスカッション 

13. 課題発表５とディスカッション 

14. まとめ レポート提出  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下にあげた参考文献を事前に読み，基本的な知識をつけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(30%)/発表内容(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. リチャード・クラウトハイマー/中山典夫訳、2013、『ローマ―ある都市の肖像 312～1308 年―』、中央公論美術出版 

(ISBN:9784805507131) 

その他、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH322／キリスト教文化論演習２ 

(Seminar in Christian Culture 2) 

担当者名 

（Instructor） 

寒野 康太(KANNO KOTA) 2018 年 7 月 5 日付変更（理由：担当者変更のため） 

【変更前】香山 洋人(KAYAMA HIROTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

日本語、テキストには

英語のものを含む 

(Japanese, included 

English Text) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】現代社会は必ずしも神を信じなくても生活できるという生活様態を人に保障していると言っていいかもしれない。このよう

な社会のなか、神を考える事は可能なのかをテキストの読解を通じて探究する。演習をとおして、文化とキリスト教とのかかわり，

あるいは、キリスト教の「神」についての言説の再検討という基礎神学的な側面を履修者が考察し続けられるようにするのが目的

である。 

【変更前】人間の現実への責任ある応答としての神学のあり方について、韓国の「民衆神学」、特に安炳茂（アン・ビョンム）を題材

に検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】神学者のものも、そうでないものも含まれるが、西欧の現代社会で書かれたテキストを読解する。履修者はプリントの読

解(和訳、英訳)を通していわゆる世俗化された社会における神についての言説とはなにか、その可能性の条件と性質は何かを考

え発表する事が求められる。 

【変更前】「民衆神学」の創設者の一人である安炳茂を中心に、時代状況が個人の信仰や思想に与える影響について学びなが

ら、「いま・ここ」におけるキリスト教思想と神学について考えたい。履修者は安炳茂の評伝を分担発表し、必要に応じて民衆神学

や他の状況神学の諸文献を検討して討論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】オリエンテーション、文献の紹介 

【変更前】オリエンテーション、文献の紹介 

2. 【変更後】現代の社会のなかで、どのように「神」について捉えられているか。一般的な見解を洗いだす。 

【変更前】「状況神学」とは何か 

3. 【変更後】発表と討議 

【変更前】「民衆神学」の登場と展開 

4. 【変更後】発表と討議 

【変更前】日本における「民衆神学」の受容 

5. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

6. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

7. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

8. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

9. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

10. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

11. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

12. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

13. 【変更後】発表と討議 

【変更前】発表と討論 

14. 【変更後】発表と討議 

【変更前】まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】自分の発表のときは、必ず自分で指定文献以外のものを調査する事、それ以外のときは指定文献を読んでくる事。 
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【変更前】履修者は発表担当の箇所に限らず課題文献を精読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加、指定文献の読み(30%)/討議のときの質問(10%)/自分の発表(30%) 

【変更前】平常点 100％（最終レポート(Final Report)(40%) 、授業への参加態度(30%) 、授業中に行う発表(30%) ） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. テリー イーグルトン、2015、『宗教とは何か』、青土社 

2. チャールズ テイラー、2009、『今日の宗教の諸相』、岩波書店 

【変更前】金南一 『評伝、城門の外でイエスを語る』 かんよう出版社 2016 ISBN 4906902618 

 

参考文献（Readings） 

【変更後】 

ジョン・ロビンソン の Honest to God, エドワード・スキレベークスの著作、ジャン リュック マリオンの現象学の諸論(フランス語で

はなく英語訳のもので)、等の他の指定文献は授業内で紹介し、プリントを配布する。 

【変更前】授業内で紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH324／アジア・キリスト教演習 

(Seminar in Christianity in Asia) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアにおける社会主義とキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀以降のアジアに対する社会主義とキリスト教の影響を確認し、両者の統合を目指した運動および思想の分析を通して両

者の親和性について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋人に「社会主義的」と言われてきたアジアの近代以降の発展に注目して、様々な社会主義と様々なキリスト教との歴史的お

よび思想的接点を追って、両者について主張されてきた親和・疎外を考察する。そのために日本を含めたいくつかの国での事例

を参考に時代背景、とりわけ政治と経済の基本的条件の影響を検討する。アジアには、社会主義的体制も資本主義的体制も存

在するので、それぞれの体制における社会主義とキリスト教の接触を比較し、アジアにおけるキリスト教にとっての「ポスト社会主

義」の意義を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：テーマへの導入・課題設定・役割分担 

2. 研究発表・討論 

3. 研究発表・討論 

4. 研究発表・討論 

5. 研究発表・討論 

6. 研究発表・討論 

7. 研究発表・討論 

8. 研究発表・討論 

9. 研究発表・討論 

10. ゲストスピーカー 

11. 研究発表・討論 

12. 研究発表・討論 

13. 研究発表・討論 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習・研究発表の準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、討論への参加状況(40%)/複数回の発表(60%) 

単位取得には 80％以上の出席が必要｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

初回時に指示する｡ 

 

参考文献（Readings） 

最初の授業にて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH331／宗教教育演習 

(Seminar in Religious Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

主に西洋におけるスピリチュアリティ(霊性)と教育との関わり、宗教教育思想について探

る。 

担当者名 

（Instructor） 
菱刈 晃夫(HISHIKARI TERUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スピリチュアリティ(霊性)と教育との関わり、宗教教育思想について歴史的かつ理論的な理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に西洋におけるスピリチュアリティ(霊性)と教育との関わり、宗教教育思想について、テキストや資料を手がかりに歴史的かつ

理論的な観点から明らかにする。代表的な思想家の宗教教育論を中心にして理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スピリチュアリティの位置づけ 

2. 基礎づけ主義の宗教教育思想(1)―プラトンからオリゲネスまで― 

3. 基礎づけ主義の宗教教育思想(2)―ニュッサのグレゴリウスからサン・ヴィクトルのフーゴ―まで― 

4. エックハルト 

5. タウラー 

6. ルター(1) 

7. ルター(2) 

8. メランヒトン(1) 

9. メランヒトン(2) 

10. メランヒトン(3) 

11. 17 世紀の宗教教育思想 

12. ベーメ 

13. フランケから近代まで 

14. 東洋における宗教教育思想 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

(予習)指定されたテキスト箇所を読んで要点をつかみ、疑問点や確認したい点についてノートにメモしておく。  

(復習)授業内容について整理し、まとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 菱刈晃夫、2005、『近代教育思想の源流』、成文堂 

 

参考文献（Readings） 

1. 菱刈晃夫、2013、『習慣の教育学』、知泉書館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH332／フィールドワーク演習１ 

(Seminar in Field Work 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

健康と暮らしを切り口に世界を視る 世界の動向と私たちの課題 Analyzing the World 

through People's Health and Life.   Global Trends and Our Issues 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな視野を持って自らの取り組みや働きについての意義や位置を捉えなおすため､ 健康と暮らしを切り口に世界の動

向や課題について分析し、理解を深める。 To understand and analyze the current global trends and issues of health and 

development, in order to reflect and explore own roles and responsibilities from global view point.  

 

授業の内容（Course Contents） 

地球規模､ 特にアジア地域における人々の健康と暮らしを取り巻く状況と課題について考察し、具体的な取り組み事例から学

ぶ｡ それらの課題が､ どのように日本に暮らす私たちの身近な課題と結びついているかを探る｡  学生はそれぞれの関心に基

づいて課題を選び、学期中に１回は授業の他に課題に関連したＮＧＯなど外部団体のプログラムに参加する｡ We study global 

trends and issues related to people's health and lives, especially in Asia, by analyzing concrete cases, and explore how those 

issues are related to our issues in Japan. Students are to participate in study programs of NGOs during the semester on their 

interested issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション Orientation 

2. 経済のグローバル化と健康と暮らしをとりまく私たちの課題 Economic Globalization Trends and Issues related to Our 

Health and Life  

3. 健康を入り口に 問題分析(1) Health Problem Analysis (1) 

4. 健康をめぐるグローバルな状況と課題  Global Health Trends and Issues 

5. グローバル貿易が人々の健康と暮らしに及ぼす影響  Trade and Impact on People’s Health and Life 

6. 持続的開発目標 Sustainable Development Goals 

7. 貧困とは、豊かさとは、開発とは  What is Poverty, Ａｆｆｌｕｅｎｃｅ, Development? 

8. 健康を入り口に 問題分析(２) Health Problem Analysis ２) 

9. 分析から解決の方策を考える  From Analysis to Problem Solving Action  

10. 人権としての健康と開発アプローチ Rights-Based Approach     Universal Health Coverage  

11. 健康と暮らしを守る取り組み事例(1）People’s Efforts Case Study(1) 

12. 健康と暮らしを守る取り組み事例(2) People’s Efforts Case Study(2) 

13. 国際協力のあり方 Development Partnership and Approach 

14. 全体のふりかえりとまとめ Reflection & Consolidation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 Will instruct in the class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加態度 Participation and attitudes in the class(60%) 

３／４以上の出席を必要とする。 More than 3/4 of attendance is required. 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてその都度紹介する。 Will introduce as needed. 

 

参考文献（Readings） 

1. 西あい/湯本浩之、2017、『グローバル時代の「開発」を考える』、明石書店 

2. マイケル・マーモット/栗林寛幸監訳、2017、『健康格差 不平等な世界への挑戦』、日本評論社 

3. SDGs 市民社会ネットワーク、2017、『そうだったのか。SDGs』、SDGs 市民社会ネットワーク 

他、必要に応じてその都度紹介する。 Will introduce as needed. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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この授業内容は､フィールドワーク演習２のカンボジア訪問研修の基礎にもなる｡ 合わせての履修が望ましい。授業では英語も用

いられるが、随時日本語で補う｡ This course will serve as a base for the Cambodia visit in Field Work 2.  The course will be 

held in English with occasional translation in Japanese.  

 

注意事項（Notice） 
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■NH333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH333／フィールドワーク演習２ 

(Seminar in Field Work 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

カンボジアの人々の村づくりと平和への取り組みから学ぶ Learning from Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ

ｎｔ and Peacebuilding Efforts by People in Cambodia 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
隔週開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジアの草の根の人々が直面する課題と村づくりと平和への取組みについて、カンボジアを事例に現場訪問を通して学ぶ。Learn 

development and peacebuilding issues and efforts by the  grassroot people in Asia, from concrete cases in Cambodia through 

field visit. 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前にカンボジアの歴史と社会背景について理解を深め、各学生が課題を持って現場訪問をする。現地では、村人や NGO、教

会関係者らとの対話、ホームステイなどを通して、人々の取り組み・生き方から学ぶ。帰国後は、各自が学んだことをまとめ、共

有・発表する。 Before the visit, students study historical and social background of Cambodia and identify own issues to explore 

in the visit.  During the visit, students will have dialogue with villagers, NGOs, church members and others, have home stay, and 

learn from their experiences. After the visit, students are to consolidate and share their learnings.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション Orientation  

2. カンボジアの歴史 History of Cambodia 

3. カンボジアの社会と課題 Cambodian Society and Issues 

4. 訪問地域・受入れ先概要、カンボジアのキリスト教概要  Host Area and Organization Overview, Overview of  Christianity 

in Cambodia 

5. 訪問地域・受入れ先概要, 村づくり・平和づくり事例  Host Area and Organization Overview,  Case Study of Development 

and  Peacebuilding Efforts  

6. 各自の課題の深めと共有 Deepening Own Issues and Sharing 

7. 参与観察とインフォーマルインタビューのコツ   Tips for Participatory Observation and Ｉnformal Interview 

8. 日本の経験共有、現地での発信準備:   Preparation of Sharing Issues in Japan  

9. 日本の経験共有、現地での発信準備,  渡航前旅行手続きなど確認  Preparation of Sharing Issues in Japan ,  Travel 

Preparation Check  

10. カンボジア訪問 9 月 6 日(木)～9 月１5 日(土)  （予定：  変更の可能性もある）   Cambodia Field Visit Period:  Sept.6 

(Thu)-Sept.15 (Sat)  (Plan:  May be changed according to the situation.) 

11. カンボジア訪問からの振り返り・学びのまとめ Reflection of Experiences and Consolidation of Learning from Cambodia 

Visit  

12. カンボジア訪問報告準備 Preparation for Sharing Experiences and Learnings from Cambodia   Visit  

13. カンボジア訪問報告準備 Preparation for Sharing Experiences and Learnings from Cambodia   Visit  

14. カンボジア訪問報告発表 Ｒｅｐｏｒｔ Presentation on Cambodia Visit  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。Will instruct in the class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Report(40%)/Participation and attitudes in the class and field visit(60%) 

３／４以上の出席を必要とする。 More than 3/4 of attendance is required. 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてその都度紹介する。Will introduce as needed.   

 

参考文献（Readings） 

1. 織部恒雄・石井米雄編、1996、『もっと知りたいカンボジア』、弘文堂 

2. 上田広美・岡田知子編著、2012、『カンボジアを知るための 62 章』、明石書店 

必要に応じてその都度紹介する。 Will introduce as needed.  
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期のフィールドワーク演習１やフィールドスタディ１の授業内容は、フィールドワーク演習２のカンボジア訪問の基礎にもなる

ので、合わせての履修が望ましい。 カンボジア訪問中は主に英語が共通語として使われるので、基礎的な英会話能力が求めら

れる。 諸般の事情によりカンボジア渡航が困難になった場合は、国内フィールドワーク等に切り替えることもありえる。 Field 

Work 1 and Field Study 1 will serve as a base for the Cambodia visit in Field Work 2.  Common communication language during 

the field visit will be English.   Field visit site may be changed under the unavoidable situation, and replaced by field work inside 

Japan.     

 

注意事項（Notice） 
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■NH334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH334／サーヴィスラーニング１ 

(Service Learning 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学問領域と実社会をつなぐ 1 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自発的な思想と奉仕の精神に基づき、一定期間、国内外で奉仕活動を行い、それを通して現実世界での「働き人」としての資質

を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サーヴィス・ラーニングは、学問領域と実社会をつなぎ、学問的知識が実社会で具体的に役割を担うことを通して、学生本人と受

け入れ先団体双方が学び合い、強められること（互恵性、Reciprocity）を目指した教育プログラムである。「役割・責任を担うこと

が人を育てる」（Position makes a person capable）との考え方に立ち、国内外の現場で一定期間具体的な役割・責任を担って奉

仕活動を行う。 

具体的には、１）サーヴィス・ラーニングの意味・内容・方法についてのオリエンテーション、 ２）学生自身の関心と課題に基づい

て国内外のフィールド・受入れ先を一箇所選定して「計画書」を作成、３）受入先団体の確認が取れた後に奉仕活動を実施、４）奉

仕活動終了後に「報告書」を作成し、学びの共有・還元を兼ねて受け入れ団体と共に振り返り、５）これからの働き人としての新た

な出発点を創る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

2. 奉仕活動先選定と「サーヴィス・ラーニング計画書」作成（１） *講義はなく個別相談 

3. 奉仕活動先選定と「サーヴィス・ラーニング計画書」作成（２） *講義はなく個別相談 

4. 奉仕活動先(受入団体)決定  *講義はなく個別相談 

5. サーヴィス・ラーニング実施 

6. サーヴィス・ラーニング実施 

7. サーヴィス・ラーニング実施 

8. サーヴィス・ラーニング実施 

9. サーヴィス・ラーニング実施 （中間・経過報告と話し合い） 

10. サーヴィス・ラーニング実施  

11. サーヴィス・ラーニング実施 

12. サーヴィス・ラーニング実施 

13. サーヴィス・ラーニング実施 

14. 最終報告発表と話し合い 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に、行なってみたい活動や、希望する奉仕活動先（受入団体）に関する情報を収集しておくことが望ましい。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業態度、サーヴィス・ラーニング実施態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回オリエンテーションに参加できない場合は、必ず事前に担当教員へその旨知らせること。  

個別相談の回数や日時は、随時相談の上決める。  

大学授業休暇中に奉仕活動を行うこと、海外で行うことも可能である。 早めに担当教員に相談すること。  
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注意事項（Notice） 
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■NH335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH335／サーヴィスラーニング２ 

(Service Learning 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学問領域と実社会をつなぐ ２ 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自発的な思想と奉仕の精神に基づき、一定期間、国内外で奉仕活動を行い、それを通して現実世界での「働き人」としての資質

を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サーヴィス・ラーニングは、学問領域と実社会をつなぎ、学問的知識が実社会で具体的に役割を担うことを通して、学生本人と受

け入れ先団体双方が学び合い、強められること（互恵性、Reciprocity）を目指した教育プログラムである。「役割・責任を担うこと

が人を育てる」（Position makes a person capable）との考え方に立ち、国内外の現場で一定期間具体的な役割・責任を担って奉

仕活動を行う。 

具体的には、１）サーヴィス・ラーニングの意味・内容・方法についてのオリエンテーション、 ２）学生自身の関心と課題に基づい

て国内外のフィールド・受入れ先を一箇所選定して「計画書」を作成、３）受入先団体の確認が取れた後に奉仕活動を実施、４）奉

仕活動終了後に「報告書」を作成し、学びの共有・還元を兼ねて受け入れ団体と共に振り返り、５）これからの働き人としての新た

な出発点を創る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション  

2. 奉仕活動先選定と「サーヴィス・ラーニング計画書」作成（１） *講義はなく個別相談 

3. 奉仕活動先選定と「サーヴィス・ラーニング計画書」作成（２） *講義はなく個別相談 

4. 奉仕活動先(受入団体)決定  *講義はなく個別相談 

5. サーヴィス・ラーニング実施 

6. サーヴィス・ラーニング実施 

7. サーヴィス・ラーニング実施 

8. サーヴィス・ラーニング実施 

9. サーヴィス・ラーニング実施 （中間・経過報告と話し合い） 

10. サーヴィス・ラーニング実施  

11. サーヴィス・ラーニング実施 

12. サーヴィス・ラーニング実施 

13. サーヴィス・ラーニング実施 

14. 最終報告発表と話し合い 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に、行なってみたい活動や、希望する奉仕活動先（受入団体）に関する情報を収集しておくことが望ましい。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業態度、サーヴィス・ラーニング実施態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回オリエンテーションに参加できない場合は、必ず事前に担当教員へその旨知らせること。  

個別相談の回数や日時は、随時相談の上決める。  

大学授業休暇中に奉仕活動を行うこと、海外で行うことも可能である。早めに担当教員に相談すること。  
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注意事項（Notice） 
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■NH341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH341／オルガン演奏法１ 

(Organ Lessons 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝におけるオルガン奏楽法 

担当者名 

（Instructor） 
崎山 裕子(SAKIYAMA YUUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教会での奏楽経験者を対象とし、国や時代、教派によって様々に異なるオルガンの演奏法を学び、教会音楽奉仕者に必要不可

欠な知識と技術を習得する。オルガン演奏や奏楽の初心者は受講の対象としない。「オルガン演奏法１」と「オルガン演奏法２」の

両方を受講すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

3 人を上限とするグループレッスンを原則とし、互いの演奏を聴き合うことで、客観的かつ的確な聴力を養う。オルガンの楽曲の

みならず、聖歌やチャント、詩編の伴奏法を学び、言葉と音楽の関係性について考察する。楽曲や楽器によって異なる演奏法を

習得し、適切な音を選ぶ技術を養う。上級者は、奏楽に必要な編曲法や即興法を課題とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：所属する教派の礼拝に相応しい課題の設定。 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終実技試験（実技テスト、レポート） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

選択した楽曲について調べ、練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、必要な楽譜を紹介し、使用する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、必要な資料や文献、書籍を紹介し、使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH342／オルガン演奏法２ 

(Organ Lessons 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝におけるオルガン奏楽法 

担当者名 

（Instructor） 
崎山 裕子(SAKIYAMA YUUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教会での奏楽経験者を対象とし、国や時代、教派によって様々に異なるオルガンの演奏法を学び、教会音楽奉仕者に必要不可

欠な知識と技術を習得する。「オルガン演奏法１」の受講生のみを対象とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「オルガン演奏法１」に引き続き、3 人を上限とするグループレッスンを原則とし、互いの演奏を聴き合うことで、客観的かつ的確な

聴力を養う。オルガンの楽曲のみならず、聖歌やチャント、詩編の伴奏法を学び、言葉と音楽の関係性について考察する。楽曲

や楽器によって異なる演奏法を習得し、適切な音を選ぶ技術を養う。上級者は、奏楽に必要な編曲法や即興法を課題とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：所属する教派の礼拝に相応しい課題の設定。「オルガン演奏法１」で不足した技術習得の向上を目標とする。 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終実技試験（実技テスト、レポート） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

選択した楽曲について調べ、練習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、必要な楽譜を紹介し、使用する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、必要な資料や文献、書籍を紹介し、使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH343／合唱・聖歌隊指導法１ 

(Choral Conducting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

礼拝等における音楽の役割をより豊かにするため、合唱指導の際に必要な知識、技術の基礎を習得することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にグループレッスンの形をとって実習するが、必要に応じて個別の指導も加える。賛美歌やコラール等を題材に、発声、発

音、歌唱法、指揮法の基礎を学ぶ。取り上げた作品についてレポートし、また、受講生同士で模擬練習、指導を体験して、それら

に対する意見交換をを行う中でより良い指導の道を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合唱における声 － 発声の基礎 

2. 音程と声の響き 

3. 発音 － 母音、無声子音と有声子音 

4. 楽譜を読む 

5. 単旋律を歌う 

6. 複旋律を歌う 

7. ハーモニーの感覚 － 基本的な和音 

8. ハーモニーの感覚 － 響きを楽しむ  

9. リズムの感覚 － 2 拍子と 3 拍子 

10. リズムの感覚 － 拍をそろえる、ズレを楽しむ 

11. 指揮法の基礎 － 構えと基本的な動き 

12. 指揮法の基礎 － 曲の始め方、終わり方 

13. 指揮法の基礎 － アウフタクトの意識 

14. 受講生によるプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業で学んだ事についてしっかりと復習することが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(30%)/授業内容の達成度チェック(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

楽譜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の性格上、授業計画の順序が入れ替わる可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■NH344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH344／合唱・聖歌隊指導法２ 

(Choral Conducting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実践力をつける 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

合唱・聖歌隊指導法 1で学んだことを踏まえて、より実践的な指導法について実習し、音楽的な表現力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にグループレッスンの形をとって実習するが、必要に応じて個別の指導も加える。簡単な聖歌やモテットを題材に、音楽的

な表現について考え、受講生同士での模擬練習、指導を通して総合的な指導のあり方を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストの表現 － 言葉を音にどう乗せるか 

2. 日本語のテキストを歌う場合の注意点 

3. 内容の理解と表現の方法 － フレーズの意識 

4. 内容の理解と表現の方法 － 音色の変化 

5. 指揮法の基礎 － 音楽の表情を振り分ける 

6. 指揮法の基礎 － 各声部への指示の出し方 

7. 指揮法の基礎 － 曲中での速度変化 

8. 総合的な練習 － 曲の選択 

9. 総合的な練習 － 練習計画 

10. 総合的な練習 － 現状の判断と改善の方法 

11. 総合的な練習 － 音楽的メッセージの共有 

12. 総合的な練習 － 音を合わせる 

13. 総合的な練習 － 心を合わせる 

14. 受講生によるプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業で学んだ事についてしっかりと復習することが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/授業内容の達成度チェック(30%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

楽譜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH345／声楽基礎演習 

(Studies in Vocal Technics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
楽器としての身体 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の体を精密な楽器としてとらえ、声の可能性について考える。そして、賛美歌や宗教的合唱曲を歌うにあたっての発声、発

音、歌唱法について、その基礎的な事柄を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にはグループレッスンの形をとるが、随時個別のヴォイストレーニングを織り込み、受講生が自らの問題点に気づき、その

解決策を探る手助けを行う。発声、発音について一定の基礎が出来た時点で課題曲に取り組み、それを習得することで、実際の

演奏に必要な表現力を身につけることを目指す。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発声のしくみ 

2. 呼吸 － 声を支えるとは 

3. 柔らかな舌 － のどを開ける 

4. 声の響き － 楽器としての身体 

5. 声区 － 高い声、低い声 

6. 母音 － 均等な響きをめざす 

7. 子音 － 有声音と無声音 

8. 母音と子音との結合 

9. 日本語の発音 

10. 歌詞と音楽との関係 

11. フレージング － 意味のまとまりで歌う 

12. 感情表現の試み 

13. 「うたう」とは何か？ 

14. 受講生によるプレゼンテーション － 歌うことと聴くこと 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業で学んだ事についてしっかりと復習することが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/授業内容の達成度チェック(30%)/プレゼンテーション(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

楽譜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の性格上、授業計画の順序が入れ替わる可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■NH346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH346／会衆賛美論演習１ 

(Seminar in Congregational Song 1) 

担当者名 

（Instructor） 
藤森 いづみ(FUJIMORI IZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.礼拝・典礼に用いられる音楽の中で、会衆の歌う歌（賛美歌、詩編歌、カンティクル）を歌詞と音楽の両面から考察する。 

2.礼拝・典礼における会衆歌、会衆歌唱の今日的課題を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1.今日の賛美歌集に収められている個々の曲について、以下のポイントをふまえた履修生による研究発表、ディスカッションを行

う。 

・成立背景、及び成立後の異なる教派における受容史 

・歌詞の聖書的テーマ、神学的背景 

・教会暦の中での用法 

・日本語訳詞の問題点―原詩と比較して 

・歌詞と曲の関連 

・旋律の音楽的特徴（リズム、楽曲構成など）  

・歌唱の実際 

・礼拝の中の他の音楽（聖歌隊奉唱歌、オルガン奏楽曲）との関連 

2..賛美歌史より今日的課題につながる諸問題（誰が、何を、どのように歌う？ 神学、礼拝学との関わり、音楽の質等）を探り、考

察する。 

3.今日の教会の礼拝（立教大学チャペル、異なる宗派の複数の教会の礼拝）に可能な限り出席し、その礼拝における会衆歌の機

能、会衆歌唱について授業時に報告する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論・研究方法 

2. 初期教会におけるギリシャ語賛美歌・ラテン語賛美歌 

3. ドイツの宗教改革と賛美歌（コラール）①  

4. ドイツの宗教改革と賛美歌（コラール）② 

5. ドイツの宗教改革と賛美歌（コラール）③ 

6. カルヴァン主義と詩編歌 

7. イングランドの宗教改革と詩編歌・賛美歌 

8. ウェスレー兄弟とその時代の賛美歌 

9. オックスフォード運動とヴィクトリア朝時代の賛美歌 

10. アメリカ開拓期の詩編歌・賛美歌 

11. アメリカ復興運動と福音唱歌・スピリチュアル  

12. 現代（20 世紀以降）の賛美歌①（Hymn Explosion） 

13. 現代（20 世紀以降）の賛美歌②（テゼー共同体・アイオナ共同体の歌、ほか） 

14. 世界のエキュメニカルな賛美歌・日本人作詞家、作曲家による賛美歌 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修生の研究課題に対して随時指示される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション（20％ｘ2 回）(40%)/レポート（20％ｘ2 通）(40%)/礼拝報告(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に参考文献リストが配布される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NH347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH347／会衆賛美論演習２ 

(Seminar in Congregational Song 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Music of judgment, comfort and hope: a survey of the Requiem from the middle ages to 

the 21st century 

担当者名 

（Instructor） 
ドーソン，Ｗ．(DAWSON WILLIAM JAMES) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な時代と作曲家によるレクイエムの作曲法の理解と考察 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世以降、レクイエム（死者のためのミサ曲）は、葬送のミサで歌うために作曲された。レクイエムは、その音楽と言葉によって死

者の魂の安息を祈り、残された者たちへの慰めと、天国における平安への望みを表現している。この授業では、中世から 21 世紀

までに作曲されたレクイエムを学び、様々な音楽的スタイルやテキストを比較する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：レクイエムの目的と歌詞 

2. 中世のレクイエム 

3. ルネッサンス期のレクイエム No. 1 (Johannes Ockeghem) 

4. ルネッサンス期のレクイエム No. 2 (Tomas Luis de Victoria) 

5. バロック期のレクイエム No. 1 (Heinrich Ignaz Franz von Biber) 

6. バロック期のレクイエム No. 2 (Johann Sebastian Bach) 

7. 古典派のレクイエム (Wolfgang Amadeus Mozart) 

8. ロマン派のレクイエム No. 1 (Johannes Brahms) 

9. 学生によるプレゼンテーション 1 

10. ロマン派のレクイエム No. 2 (Gabriel Fauré) 

11. 20 世紀のレクイエム No. 1 (Benjamin Britten) 

12. 20 世紀のレクイエム No. 2 (John Rutter) 

13. 21 世紀のレクイエム 

14. 学生によるプレゼンテーション 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題となる書籍の読書、CD の試聴、立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊のレクイエム奉唱会への参加 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(1%)/最終レポート(Final Report)(30%)/プレゼンテーション 1(30%)/リアクションペーパー(20%)/授業での討論

の参加(19%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Robertson, Alec. 1967. Requiem: music of mourning and consolation. Cassell 

2. Chase, Robert. 2003. Dies irae: a guide to requiem music. Scarecrow Press (ISBN:0810846640) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NH348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH348／教会音楽史演習１ 

(Seminar in Church Music 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ローマ・カトリック教会音楽史：ミサと聖歌 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前半では、カトリック教会音楽の成立と発展を、各時代のミサ曲を主な題材として考察する。後半は、聖歌に付いて、いくつかのジ

ャンルから代表的なものを選んで学び、典礼音楽への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に講義形式。授業では、楽譜などの資料を用いながら楽曲の解説を行い、さらに時代的な背景や音楽様式の変遷にも言及す

る。受講生は、予め提示されたテーマの中から各々の関心に従って選択し、十分な準備を経て口頭発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 聖書の中の音楽、初代キリスト教会の音楽 

2. グレゴリオ聖歌の成立と発展 

3. ミサ曲１：ミサの構造、中世のミサ 

4. ミサ曲２：ルネサンス期 １ 

5. ミサ曲３：ルネサンス期 ２ 

6. ミサ曲４：バロック期 １ 

7. ミサ曲５：バロック期 ２ 

8. ミサ曲６：古典派 

9. ミサ曲７：ロマン派以降 

10. ミサ曲８：レクイエム（死者のためのミサ曲） 

11. 聖歌１：教会暦のあらましと聖務日課の音楽  

12. 聖歌２：受難節 

13. 聖歌３：聖体の賛歌・聖霊の賛歌 

14. 聖歌４：聖母への賛歌 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講に先立って、あるいは受講中に、音楽史、特に声楽史について関心を持ち、入門書、参考書を紐解き、また実際の演奏にも

触れる機会を積極的に作ることを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表とその準備(50%)/授業、討論への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個々の授業内容については、受講生の人数などにより、多少の変更を加えることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■NH349 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NH349／教会音楽史演習２ 

(Seminar in Church Music 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
G. F. ヘンデル：《メサイア》をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

G.F.ヘンデルの《メサイア》は、彼の創作の頂点を形成する作品であり、後世の作曲家たちに多大な影響を与えたばかりでなく、

古今の宗教的声楽曲の中で、現在でも最も頻繁に演奏される傑作である。しかし、この作品をめぐっては、成立の背景、教義との

関係、ヘンデルの置かれた社会的状況、実際の上演などに関して探るべき問題点も多い。本演習ではいくつかの視点を設定して

多角的に考察し、《メサイア》という作品に付いて理解を深めていきたいと考えている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に演習形式で進める。受講生は各回に示されたテーマからいくつかを選択し、討論の前提として必要と思われる事項につ

いて資料を作成し、口頭発表を行う。授業の中では、まず《メサイア》誕生の前提について考察した後、演奏例を聴きながら楽曲

の分析、テキストの解釈などについて討論し、作品に込められたヘンデルの音楽的メッセージへの接近を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ヘンデル《メサイア》をめぐる諸問題 

2. 「オラトリオ」の誕生と発展 

3. ヘンデルの「オラトリオ」創作 

4. 《メサイア》の構造と中心的主題 

5. テキストの問題 

6. 異稿の問題 

7. 上演の問題 

8. 楽曲分析１：Ｎｒ．１～Ｎｒ．１１ 

9. 楽曲分析２：Ｎｒ．１２～Ｎｒ．１８ 

10. 楽曲分析３：Ｎｒ．１９～Ｎｒ．２９ 

11. 楽曲分析４：Ｎｒ．３０～Ｎｒ．３９ 

12. 楽曲分析５：Ｎｒ．４０～Ｎｒ．４７ 

13. 《メサイア》の受容 

14. 《メサイア》上演の今日的意義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容の理解を容易にするためには、事前にヘンデルとその作品に付いてある程度の予備知識を得ておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表とその準備(50%)/授業、討論への参加度(30%)/出席および受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考楽譜として、ベーレンライター版《メサイア》を用いる。受講生はスタディ・スコアを手元に置いて受講することが望ましい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH111／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 65 - 

■TH157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH161／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH210／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH211／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
星野 宏美(HOSHINO HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
大島 博(OSHIMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH260／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
宇井 志緒利(UI SHIORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TH261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TH261／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


