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授業の目標（Course Objectives） 

本コースでは、宗教を中心に日本の思想史を学ぶとともに、多種多様な宗教信仰と実践が日本文化の形成過程や歴史的変貌に

おいて果たした役割を考えていく。 

日本の諸宗教に関する基礎知識を取得し、宗教関連の諸問題を様々な視点から考える態度・能力を身に付けることが本コース

の到達目標である。 

 

In this course, by studying the history of Japanese religious thought, we examine the role that various religious beliefs and 

practices played in the formation of Japanese culture. The main goal of this course is acquiring basic knowledge of Japanese 

religions, but we also attempt to develop the custom and ability to think about social and cultural issues from different 

viewpoints, which is very important for critical thinking and nurturing an atmosphere of understanding and respect for different 

worldviews and value systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースの授業では歴史をたどりながら日本における宗教（神道、仏教、道教、儒教、キリスト教、新宗教など）について学んでい

く。 

 

This course looks at the historical development of religious thought in Japan by examining various religions, such as Shinto, 

Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回 コース紹介。有史以前の日本列島における宗教。 

Course introduction. Religion in prehistoric Japan. 

2. 第 2 回 神道（一） 

Shinto (I)  

3. 第 3 回 神道（二） 

Shinto (II)  

4. 第 4 回 神道（三） 

Shinto (III) 

5. 第 5 回 日本の仏教（一） 

Japanese Buddhism (I) 

6. 第 6 回 日本の仏教（二） 

Japanese Buddhism (II) 

7. 第 7 回 日本の仏教（三） 

Japanese Buddhism (III) 

8. 第 8 回  道教と日本の文化 （一） 

Taoism and Japanese culture. I 

9. 第 9 回  レポート試験に関する指導。 

Guidelines for writing the term-end paper. 

10. 第 10 回  道教と日本の文化 （二） 

Taoism and Japanese culture II 

11. 第 11 回 日本における儒教思想（一） 

Confucian thought in Japan (I) 

12. 第 12 回 日本における儒教思想（二） 

Confucian thought in Japan (II) 

13. 第 13 回 日本におけるキリスト教 

Christianity in Japan 

14. 第 14 回 現代日本人の宗教性 

The religiosity of the contemporary Japanese 



 

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

本コースの履修者は、期末レポートの執筆のため、日本の宗教を題材とした書籍を一冊読まなければならない（具体的なテーマ

は自由）。 

Students taking this class will be required to read one book on Japanese religions of their own choosing, for the purpose of 

writing the term-end paper. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業への取り組み(20%) 

Term-end paper 80%, Classroom attitude 20% 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にプリントを配る。 

Handouts will be distributed in each lesson. 

 

参考文献（Readings） 

授業毎に指示する。 

Relevant reading material will be introduced in each lesson. 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


