
 

 

首都圏大学における大学院委託科目等履修生制度 

（宗教学専攻および宗教学専門科目を開講する専攻） 

 

 

 

 

2018（平成 30）年度 履修要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

國學院大学大学院（文学研究科 神道学・宗教学専攻） 

 

創価大学大学院（文学研究科 社会学専攻） 

 

大正大学大学院（文学研究科 宗教学専攻） 

 

東洋英和女学院大学大学院（人間科学研究科 人間科学専攻・修士課程） 

 

駒澤大学大学院（人文科学研究科 仏教学専攻） 

 

聖心女子大学大学院（文学研究科 社会文化学専攻） 

 

立教大学大学院（キリスト教学研究科 キリスト教学専攻） 
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平成 30年度募集要項 

國學院大學大学院（文学研究科 神道学・宗教学専攻） 
   〒150－8440 東京都渋谷区東 4－10－28  Tel：03－5466－0142 

 

１．受付 

受付期間  （前期・通年）平成 30 年 4 月 3 日（火）～ 4月 7日（土） 正午 

      （ 後 期 ）平成 30年 9月 14日（金）～ 9月 21日（金） 正午 

受付場所  大学院事務課（渋谷キャンパス若木タワー5F） 
 

２．提出書類 

委託特別聴講生願、履修届、写真台紙、カラー写真 2枚（3 cm×3 cm） 
 

３．履修料・登録料等 

聴講手数料：通年科目 2,000円・半期科目 1,000円  
 

４．開講科目 
 

開 講 科 目 担当教員 開講学期 曜日・時限 

神道史研究Ⅰ （演習） 岡田 莊司 通年 月曜・4限 

神道史研究Ⅱ （演習） 阪本 是丸 通年 木曜・5限 

神道古典研究 （演習） 武田 秀章 通年 火曜・4限 

神道思想史研究 A （講義） 岡田 莊司 前期 月曜・3限 

神道思想史研究 B （講義） 岡田 莊司 後期 月曜・3限 

宗教学研究Ⅱ （演習） 石井 研士 通年 水曜・5限 

宗教社会学研究 （演習） 井上 順孝 通年 水曜・5限 

宗教哲学研究 A （講義） 鈴木 正崇 前期 水曜・4限 

宗教哲学研究 B （講義） 鈴木 正崇 後期 水曜・4限 

仏教研究 A （講義） 岡野 浩二 前期 月曜・6限 

仏教研究 B （講義） 岡野 浩二 後期 月曜・6限 

キリスト教研究 A （講義） 山中  弘 前期 金曜・6限 

キリスト教研究 B （講義） 山中  弘 後期 金曜・6限 
 

５．大学院学年暦 
 

04月 2日(月) 入学式 ※通常授業日（祝日） 

  07月 16日（月） 

    9月 24日（月） 

  10月 8日（月） 

   11月 23日（金） 

  12月 24日（月） 

 

※休校日（平日） 

  5月 1日（火） 

  5月 2日（水） 

  01月 19日（土） 

 

＊その他、大学行事による休講等

については、適宜告知します。 

04月 7日(土) 
授業開始 

履修登録締切 

07月 28日(金) 前期授業終了 

07月 29日(土)～08月 3日(金) 補講・集中講義 

07月 29日(土)～09月 20日(木) 夏季休暇 

09月 21日(金) 後期授業開始 

12月 24日(月・祝) 年内授業終了 

12月 28日(金)～01月 04日(金) 冬期休暇 

01月 05日(土) 授業再開 

01月 24日(木) 後期授業終了 

01月 22日(火)～01月 29日(火) 補講・集中講義 

 



創価大学大学院（文学研究科社会学専攻） 

〒１９２－８５７７ 東京都八王子市丹木町１－２３６ 

 

 

（１）受付 

以下の期間内に、履修申請書（本協定共通。必要事項等を記載済のもの）を提出して下さい。 

 

受付期間  春学期：４月５日（木）～４月１１日（水） 

      秋学期：９月１４日（金）～９月２０日（木） 

提出場所  学事部学事第２課大学院係（中央教育棟１階） 

連 絡 先  電話：０４２－６９１－９４２３  ＦＡＸ：０４２－６９１－８２３２ 

      担当：学事第２課大学院係／木村（masanori@soka.ac.jp） 

注意事項  ① 本学学生の履修者がいない場合は、不開講になりますので予めご了承下さい。 

      ② 履修を希望する場合は、申請前に一度ご連絡下さい。 

 

 

 

（２）提出書類 

上記（１）受付後、正式に履修が許可された場合に、学生カードの作成・提出、登録料の納付

等の手続きをしていただきます。詳細については、履修が許可された後、あらためて大学院

係より連絡させていただきます。 

 

 

 

（３）登録料 

１科目：２，０００円 

 

 

 

（４）開講科目（科目名・担当教員名・開講期・教室） 

比較文化特論Ⅰ  井上大介教授  春学期  AW1019（井上研究室） 

比較文化特論Ⅱ  井上大介教授  秋学期  AW1019（井上研究室） 

※博士前期課程の科目です。 

※時間割は３月下旬に決まります。大学院係に直接お問い合わせ下さい。 

 

 

 

（５）学事歴（平成２９年度。予定） 

４月 ５日（木）          春学期授業開始 

７月２０日（金）          春学期授業終了 

９月１４日（金）          秋学期授業開始 

１２月２２日（土）～１月 ６日（日） 冬季休業 

 １月１６日（水）          秋学期授業終了 

 

 

 
 

mailto:masanori@soka.ac.jp


大正大学大学院（文学研究科 宗教学専攻） 
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1  TEL：03-3918-7311(代表) 

 

１．受付 

出願書類は自大学で受け取り、受付期間内に提出してください。受講可否の決定後、5 月上旬に本人と 

派遣校宛に通知します。なお、出願者は科目担当教員の許可を得て、当該年度授業開始日より受講可否決定

日までの間、暫定的に当該科目を受講することができます。 

・受 付 期 間  4 月 4 日（水）～4 月 10 日（火） 

・受 付 場 所  教務部教務課  TEL：03-5394-3018（直通） 

・窓口取扱時間    平   日     9：00～18：30 

          土 曜 日    10：00～16：30 

日曜・祝日    取扱いなし   

※ 開講学期が秋学期の科目についても上記期間内で受付をしてください。 

２．提出書類 

委託特別聴講生願、写真 2 枚（3 ヶ月以内に撮影したもの、3cm×3cm、裏面に氏名を記入）、 

科目等特別履修生推薦書 

３．履修料・登録料など   履修料：1 単位 750 円 

４．開講科目 

科目名 担当教員 開講学期 曜日 時限 

MD 比較思想史特論 A 司馬 春英 春 火 5 

MD 宗教哲学特論 B 高橋 秀裕 春 火 6 

M 宗教学基礎論Ａ 寺田 喜朗 春 水 6 

MD 宗教学特論 E 春本 秀雄 春 水 7 

MD 宗教学特論 A 村上 興匡 春 木 6 

MD 宗教史特論 A 村上 興匡 春 木 5 

MD 宗教思想史特論 弓山 達也 春 金 1 

MD 宗教哲学特論 C 星川 啓慈 秋 火 3 

MD 比較思想史特論 B 司馬 春英 秋 火 5 

M 宗教社会学特論 寺田 喜朗 秋 水 6 

MD 宗教哲学特論 D 春本 秀雄 秋 水 7 

MD 宗教学特論 D 弓山 達也 秋 金 1 

MD 宗教学特論 C 平藤 喜久子 集中講義※ 

M 宗教心理学特論 松島 公望 集中講義※ 

※集中講義の聴講をご希望の方は、大正大学ポータルサイト(T-Po)でご確認ください。 

※本学大学院の履修者が少ない授業科目は開講中止になる場合があります。 

※履修期間内あるいは直前に担当講師・曜日・時限が変更になる場合があります。 

※本学のシラバスはポータルサイト(https://t-po.tais.ac.jp)のゲストユーザーから閲覧できます。 

 

2018 年度 年間行事日程【予定】 

日程（春学期） 学事・履修日程  日程（秋学期） 学事・履修日程 

4 月 2 日(月) 入学式  9 月 22 日(土) 秋学期授業開始 

4 月 9 日(月) 春学期授業開始  10 月 8 日(月)体育の日 開講日 

4月 30日(月）～5月 5日(土) 休講日  10 月 13 日(土)入試 休講 

7 月 16 日(月)海の日 開講日  11 月 23 日(金)勤労感謝の日 開講日 

7 月 28 日(土) 春学期授業最終日  12 月 25 日(火)～1 月 4 日(金) 冬期休業期間 

7 月 30 日(月)～9 月 21 日(金) 夏期休業期間  1 月 28 日(月) 秋学期授業最終日 

9 月 1 日(土)～9 月 21 日(金) 集中講義期間  3 月 15 日(金) 学位授与式 

※ 全学休講：10 月 30 日(火)～5 日(月)、1 月 19 日(土)～20 日(日) 

  休講・その他の授業に関する連絡は、大正大学ポータルサイト(T-Po)で行います。 



2018年度募集要項  －首都圏大学における大学院委託科目等履修生制度－ 

 

東洋英和女学院大学大学院 【男女共学】 

人間科学研究科・人間科学専攻(宗教学関連分野） 

〒106-8507 東京都港区六本木 5-14-40  TEL: 03(3583)4031 

１．受付 

  履修希望者は、必要書類を受付期間内に直接提出してください〔郵送も可(消印有効)〕。履修希望者は

授業担当教員の許可を得て、履修が許可される迄の間暫定的に当該科目を受講することができます。

なお、最初に来校される際には、必ず事前に大学院事務室へ連絡を入れてください。 

・受付期間     〔前期科目〕4 月 9 日(月)～4 月 14 日(土) 

          〔後期科目〕9 月 17 日(月)～9 月 22 日(土) 

・受付場所      大学院事務室〔大学院棟 3 階〕 

 

２．提出書類 

履修申請書、写真 2 枚（縦 3×横 2.5cm、うち１枚は申請書に貼付） 

※大学院事務室へ申請書類を提出する際(郵送で申請する場合、授業出席の為に最初に来校する際)、所属校の学生証

を持参してください。こちらでコピーをします。 

 

３．登録料  (１科目)1,000 円 

 

４．履修申請の結果 

  提出された履修申請については、本大学院人間科学研究科委員会においてその可否について協議し、

その結果を履修申請者及び所属校宛に文書にて通知します。 

  履修が許可された者は、速やかに本大学院事務室にて登録料を納付してください。 

  なお、本大学院正規生の履修者がいない科目については閉講となります。 

 

５．開講科目  

<科目名> <担当者> <課程> <開講期> <曜日・時限> 

イスラムの社会と文化 鎌田 繁 修士 前期 水曜·6 時限〔18 時 30 分～20 時 00 分〕 

日本宗教史特論 黒川知文 修士 前期 金曜･6 時限〔18 時 30 分～20 時 00 分〕 

宗教民俗学Ⅱ 渡辺和子 修士 前期 土曜･4 時限〔14 時 40 分～16 時 10 分〕 

キリスト教思想特論 伊勢田奈緒 修士 前期 土曜･5 時限〔16 時 20 分～17 時 50 分〕 

神話学Ⅰ 古川のり子 修士 後期 木曜･6 時限〔18 時 30 分～20 時 00 分〕 

 

                    2018年度東洋英和女学院大学大学院学事暦 

〔前期〕 〔後期〕 

 4 月 9 日(月) 前期授業開始  

7 月 7 日(土) 休講(入学試験の為) 

7 月 21 日(土) 前期授業終了 

7 月 23 日（月）、24 日(火)、25 日（水）、26 日(木）、 

27（金）、28（土）、30（月）、31（火） 補講日 

8 月 1 日(水) 夏季休業期間〔～9 月 14 日(金)〕 

9 月 17 日(月) 後期授業開始 

12 月 26 日(水) 冬季休業期間〔～1 月 3 日(木)〕 

1 月 7 日(月) 授業開始 

1 月 12 日(土) 後期授業終了 

1 月 10 日(木)、11 日(金)、15 日(火)、16 日（水）、 

17 日(木)、18 日（金）、19（土）、21（月） 補講日 

1 月 22 日(火)  春季休業期間〔～3 月 31 日(日)〕 

 



駒澤大学大学院（人文科学研究科仏教学専攻） 

〒154-8525 東京都世田谷区駒沢１－２３－１ 

 

１．受付 

出願書類は所属大学から受け取ってください。履修を希望する授業の第１ 

回目に出席し、授業担当教員から出願書類に受講承認を受けてください。 

・受付期間  ４月１４日（土）～４月１８日（水） 

・受付時間  平 日 ９：００～１８：００  

土曜日 ９：００～１２：００ 

・受付場所  教務部教務課 教務２係（教務部⑤番窓口） 

・連  絡  TEL：03-3418-9116 

 

２．提出書類 

・出願書類 

・写真１枚（カラー：３か月以内に撮影したもの 縦４㎝×横３㎝） 

※ 裏面に氏名を記入して提出 

 

３．履修料・登録料など    履修料：１科目 3,000円 

  

４．開講科目 

科目名・学習方法 担当者 課程 期間 曜日・時限 教場 

宗教人類学特講（講義） 矢野 秀武 修士 通年 
  

宗教民俗学特講（講義） 池上 良正 修士 通年   

※ 詳細な開講曜日・時限・教場が入った要項は、３月下旬のシラバス送付に 

あわせて通知します。 

 

【参 考】 平成３０年度大学院学年暦 

４月 ６日（金）        新入生オリエンテーション 

４月 ９日（月）        入学式 

４月１１日（水）        前期授業開始 

４月１４日（土）～１８日（水） 特別聴講（科目等特別履修生）願書受付         

７月２４日（火）        前期授業最終日 

８月 １日（水）～       夏季休業 

９月１５日（土） 

９月１７日（月）        後期授業開始 

１１月１９日（月）        単位レポート課題発表 

１２月２６日（水）～       冬季休業 

１月 ５日（土） 

１月７日（月）～１２日（土）  単位レポート受付 

１月１２日（土）        後期授業最終日 

３月２２日（金）・２３日（土）  修了式 



聖心女子大学大学院 

〒150-8938 東京都渋谷区広尾４－３－１ 

１．受付   ・期  間：平成３０年４月４日（水）～４月１３日（金） 

 （平日）９：００～１７：００ 

・場  所：学務事務部教務課（３号館２階） 

・電話番号：03-3407-5811（代表） 

２．提出書類 

①委託聴講生願（所定用紙） 

②写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

※書類提出時に所属大学大学院学生証を提示して下さい 

３．履修料・登録料等 

履修料：通年科目 2,000円、半期科目 1,000円 

４．開講科目 

▼平成３０年度開講科目 

科目ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 開講科目 担当者 期 曜日・時限 

 未定    

※本学のシラバス・履修要覧等は３月２６日（月）に公式サイト上で公開いたします。 

 

【参考】 平成３０年度 大学院学年暦 

《前期》 

授業開始   ４月 ９日(月) 

祝日授業実施  ７月１６日(海の日)〔月曜開講科目〕 

授業及び試験  ７月２３日(月)～７月２８日(土) 

補講日     ７月３０日(月)、７月３１日(月)、８月 １日(火)～８月 ４日(土) 

授業終了   ８月 ４日(土) 

 

《後期》 

授業開始   ９月１７日(月・祝) 

祝日授業実施  ９月１７日(敬老の日)〔月曜開講科目〕 

         ９月２４日(秋分の日振替休日)〔月曜開講科目〕 

      １０月 ８日(体育の日)〔月曜開講科目〕 

      １１月２３日(勤労感謝の日)〔金曜開講科目〕 

土曜午後授業実施１０月２７日(土曜開講科目) 

授業再開   １月 ７日(月) 

授業及び試験  １月１５日(火)～１月２１日(月) 

補講日     １月 ８日(火)～１月１０日(木)、 

       １月２２日(火)～１月２６日(土)、２８（月） 

授業終了   １月２８日(月) 

 

《休暇・休講》 

創立記念週間   ５月 １日(火)・ ５月 ２日(水) 

夏期休暇    ８月 ５日(日)～ ９月１６日(日) 

聖心祭関係   １０月１９日(金)～１０月２２日(月) 

冬期休暇  １２月２３日(日)～ １月 ６日(日) 



立教大学大学院キリスト教学研究科キリスト教学専攻 

池袋キャンパス 〒171-8501 豊島区西池袋 3-34-1  

 

１．受付 

・申込期間：【春学期科目】４月 3日(火)～18 日(水)【秋学期科目】9 月１2 日(水)～27 日(木)         

・提出場所：教務事務センター（池袋キャンパス タッカーホール１階） 

２．提出書類 

・委託特別聴講生願（首都圏宗教単位互換協定）（教務事務センターで配布），写真 1 枚（縦 4cm×横 3cm、裏面に氏名

記入） 

３．履修料・登録料など 

 １科目２単位 1,000 円 

４．開講科目（教室についてはタッカーホール前のキリスト教学研究科掲示板または本学ホームページの日課表で確認し

てください。） 

科目コード 科目名 担当教員 開講学期 曜日・時限  

NH201 アングリカニズム・エキュメニズム研究 西原廉太 春学期 火・１  

NH202 キリスト教倫理学研究 梅澤弓子 春学期 金・4  

休講 現代神学思想研究     

NH204 古代イスラエル研究 市川裕 秋学期 金・2  

NH205 原始キリスト教研究 吉田忍 春学期 月・3  

NH206 キリスト教史研究 高橋英海 秋学期 金・3  

NH207 キリスト教美術研究 加藤磨珠枝 春学期 火・2  

NH208 比較宗教研究 久保田浩 春学期 月・5  

NH209 アジア・キリスト教研究 Sonntag, M 春学期 月・4  

NH210 フィールドスタディ 1 宇井志緒利 春学期 木・4  

NH211 フィールドスタディ 2 宇井志緒利 秋学期 火・4  

NH212 キリスト教音楽研究 1 大島博 春学期 金・1  

NH213 キリスト教音楽研究 2 藤森いづみ 秋学期 木・2  

NH301 神学思想演習 1 西原廉太 秋学期 火・1  

NH302 神学思想演習 2 梅澤弓子 秋学期 金・4  

NH303 キリスト教思想史演習 土橋茂樹 春学期 水・4  

NH311 聖書学演習（旧約）1 長谷川修一 春学期 木・5  

NH312 聖書学演習（旧約）2 長谷川修一 秋学期 木・4  

NH313 聖書学演習（新約）1 廣石望 春学期 火・5  

NH314 聖書学演習（新約）2 廣石望 秋学期 火・5  

NH315 宗教史・宗教学演習 久保田浩 秋学期 月・5  

NH321 

NH322 

キリスト教文化論演習 1 

キリスト教文化論演習 2 

加藤磨珠枝 

香山洋人 

秋学期 

秋学期 

火・2 

水・5 

 

NH324 アジア・キリスト教演習 Sonntag, M 秋学期 月・4  

NH331 

NH332      

宗教教育演習 

フィールドワーク演習 1 

菱刈晃夫 

宇井志緒利 

秋学期 

春学期 

木・5 

木・3 

 

NH333 フィールドワーク演習 2 宇井志緒利 通年 火・3  

NH334 サーヴィスラーニング 1 宇井志緒利 春学期 水・5  

NH335 サーヴィスラーニング 2 宇井志緒利 秋学期 木・3  

NH341 オルガン演奏法 1 崎山裕子 春学期 水・4  

NH342 オルガン演奏法 2 崎山裕子 秋学期 水・4  

NH343 合唱・聖歌隊指導法 1 大島博 春学期 水・3  

NH344 合唱・聖歌隊指導法 2 大島博 秋学期 水・3  

NH345 声楽基礎演習 大島博 秋学期 水・1  

NH346 会衆賛美論演習 1 藤森いづみ 春学期 木・2  

NH347 会衆賛美論演習 2 Dawson, W.J. 秋学期 木・1  

NH348 教会音楽史演習 1 大島博 春学期 水・1  

NH349 教会音楽史演習 2 大島博 秋学期 金・1  

      

      

＊１時限 9：00～10：30 ２時限 10:45～12:15 ３時限 13:15～14:50 ４時限 15:00～16:30 ５時限 16:40～18:10 ６時限

18:20～19:50  

  



【参考】2018 年度大学院学年暦 

ガイダンス ４月 2 日(土)～10 日(月) 授業休講日 11 月 18 日(土)   

大学院入学式 ４月 5 日(木) 授業休講日 12 月 11 日(火)  

春学期授業開始 ４月 11 日(水) 試験方法発表 12 月 12 日(水)  

春学期委託聴講生登録締切 ４月 18 日（水） 冬季休業 12 月 24 日(月) 

～2018 年１月５日(土) 

 

授業日 ４月 30 日（祝土） 秋学期授業終了 １月 23 日（水）  

授業休講日 5 月２日(水) 秋学期末・学年末試験 1 月 24 日(木)～2 月 4 日(月)  

授業日 5 月４日（金休） 卒業礼拝 3 月 23 日（土）  

授業日 5 月５日（金祝） 大学院学位授与式 3 月 25 日（月）  

補講日 5 月 12 日・6月 2 日・6 月 30 日    

試験方法発表 ７月 2 日(月)    

授業日 ７月 16 日(月祝) ◎取扱課室 教務事務センター 

（タッカーホール 1 階） 

 

春学期授業終了 ７月 19 日(木)  TEL：03(3985)2222  

春学期末試験 ７月 20 日(金)～７月 31 日(火)  学部事務１課 (ロイドホール 5 階)  

夏季休業 ８月１日(水)～９月 19 日(水)  TEL：03(3985)3392  

秋学期授業開始 

研究科秋季入試 

９月 20 日(木) 

９月 22 日(土)（予定） 

 

休講その他学生に対する諸連絡

は、８号館１階掲示板（インフォメー

ションボード）および、タッカーホー

ル前のキリスト教学研究科掲示板

で行います。 

図書館は聴講生証を呈示し

て利用してください。 

 

 

授業日 ９月 24 日（月祝）   

秋学期委託聴講生登録締切 

授業休講日 

９月 27 日(木) 

10 月 4 日（木） 

◎休講その他  

授業日 10 月 8 日（月祝）   

授業休講日 10 月 24 日（水） 

 

 

補講日 10 月 20 日・11月 24 日・ 

12 月 15 日 

 

秋季臨時休業 11 月 1 日(木)～11 月 6 日(火) 

授業休講日 11 月 28 日（水） 

   

  
  

 

   

   

 


