
佛教大学 出張講義担当者一覧＜2022年度＞ 

 ※2022.5現在 

仏教学部 

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

仏教学科 市川 定敬 反抗期の理論武装としての仏教 月 

稲岡 誓純 中国仏教を学ぶ―日本仏教の源流は中国仏教― 金 

大西 磨希子 シルクロードの仏教美術 月 

加藤 弘孝 中国仏教史のなかの女性たち 月 

齋藤 蒙光 仏教の神話的世界観 春学期：火・木の午前 

秋学期：火（14時まで） 

曽和 義宏 ナンマイダ（南無阿弥陀仏）って何？ 木 

坪井 剛 絵巻に描かれた日本仏教 木（14時まで） 

細田 典明 インド思想と仏教 春学期：月 

秋学期：月・火 

松田 和信 考える仏教 金 

南 宏信 往生の奇瑞と空飛ぶ円盤 木・金 

三好 俊徳 「仏教と文学」、「仏教と神道」 春学期：月（午前中） 

秋学期：月 

  

 

文学部  

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

日本文学科 調整中 ※決定次第掲出いたします。 

中国学科 鵜飼 光昌 孔子と論語 月（午前中） 

黄 當時 中国語入門、中国学科で学べること 月 

楊 韜 近現代日中文化交流の歴史を辿る 月 

李 冬木 魯迅と日本 火 

英米学科 稲永 知世 日常生活の言語使用における意味の伝達と解釈のメカニズム 金 

William Fennell 「Effective Strategies for Listening to Conversations in 

English」 

月 

橘高 眞一郎 英語名詞構文の読み方 火 

清川 祥恵 19世紀の英文学から視る社会の姿 金 

Henry Foster 異文化コミュニケーション 月（午前中）・水（午後） 

メドロック皆尾麻弥 英詩の入り口 月 

持留 浩二 効果的な英語プレゼンテーションの方法 月 

 

 

 

 

 

 

 



歴史学部 

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

歴史学科 麓 慎一 ・日本史 

・東洋史 

・西洋史 

※希望される講義内容、日程等により調整いたします。 

応相談 

山崎 覚士 

歴史文化学科 網島 聖 ・考古学 

・地理学 

・芸術文化 

・民俗学 

・文化人類学 

※希望される講義内容、日程等により調整いたします。 

応相談 

堀 大介 

 

 

教育学部 

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

教育学科 青砥 弘幸 教育学部で学ぶということ・なぜ国語を学ぶのか 春学期：月・金 

秋学期：火・金 

赤沢 真世 英語の楽しさを伝えよう ―小学校英語の魅力― 春学期：月・木 

秋学期：月・火 

小林 隆 「教育」って何だろう？ 月・木 

相馬 伸一 学ぶとはどういうことか、教育とは何か、教育と歴史 火・木 

高見 仁志 先生をめざすみなさんへ ―教師の仕事とやりがい― 春学期：月・木 

秋学期：月・金 

月岡 卓也 数学の魅力 木 

二澤 善紀 算数・数学は面白い：授業つくりの視点 金 

波多野 達二 図画工作を通して豊かに生きる 木 

平田 豊誠 科学の方法 金 

松戸 宏予 学校図書館活用術：知りたい情報を探すには？ 木 

松村 京子 子どもの発達と教育、視線と学習 秋学期：月・金 

山内 乾史 教育学部では何ができるのでしょうか？ 春学期：金 

秋学期：火 

幼児教育学科 青木 好子 子どもの元気と身体活動 

子どもの身体が危ない!? 

春学期：木 

秋学期：火 

芦田 風馬 粘土を扱った造形体験 

造形表現と教育 

春学期：水・木 

秋学期：木 

臼井 奈緒 のぞいてみよう！幼児の“表現”の世界 春学期：月・水 

秋学期：月・木 

大塚 良一 コミュニケーションと相談支援 秋学期：火 

柏 まり 幼児期の教育・保育の魅力 木・金 

小林 みどり 子どもとことば～絵本はじめの一歩～ 秋学期：木 

佐藤 和順 保育者を目指す皆さんへ ―今どきの子ども― 月 



臨床心理学科 荒井 真太郎 心理発達の諸側面 月 

藤岡 勲 よりよい生活に役立つ心理学 月 

松瀬 喜治 カウンセリングと傾聴 金 

 

社会学部 

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

現代社会学科 

 

大谷 栄一 宗教社会学 

現代宗教論 

近現代仏教史 

現代京都の伝統文化 

月 

長光 太志 「近代とは何か?その特徴を憲法をもとに考える」 

「社会調査とは何か?量的調査と質的調査の違いを説明し、社会

学でどのように利用されているのかを説明する」 

月・木（午前中） 

公共政策学科 安藤 潤 経済学入門 

京都の観光経済 

社会と経済 

月・金 

大藪 俊志 行政の仕組み 水 

若林 靖永 地域と中小企業 春学期：火・木 

秋学期：火 

  

  



社会福祉学部 

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

社会福祉学科 

 

井上 洋平 「子どもの理屈で世界をのぞく」 

「一人ひとりの違いが尊重される保育」 

春学期：7月の木 

小池 桂 社会福祉の歴史に関すること 金 

孔 栄鍾 「障害者問題と障害者福祉」等にかかわる内容 春学期：月・水 

坂本 勉 社会福祉士になるには。その仕事と専門性 月・金 

（実習開始期間中を除く） 

塩満 卓 「思春期におけるメンタルヘルスの課題と対応」 

「若年層から始まる薬物・アルコール・ギャンブル依存症の進行

と回復のプロセス」 

春学期：金 

秋学期：月 

武内 一 コロナ禍にある子どもたちと家族の様子 月・金（ともに第１第３に限る） 

長瀬 正子 コロナ下における子どもの権利 私の気持ちと子どもの権利 春学期：月・木（午後） 

秋学期：月 

長友 薫輝 「働く前に知っておきたい労働のこと、社会保障のこと」 

「社会保障について考えよう～公的年金や公的医療保険など

～」 

「わたしたちの生活と社会保障～生きる上でのリスクに備えて安

心を～」 

木・金 

 

村上 武敏 社会福祉の仕事・社会福祉とは何か 金（午後）2限授業時を除く 

水（午後）2・3限授業時を除く 

山本 耕平 若者の生活危機やひきこもり 応相談 

 

保健医療技術学部 

学科名 教員名 担当可能な内容（分野）、講義テーマ等 担当可能曜日 

理学療法学科 ※学科所属教員 ・理学療法について 

※希望される講義内容、日程等により調整いたします。 

応相談 

作業療法学科 ※学科所属教員 ・作業療法について 

※希望される講義内容、日程等により調整いたします。 

応相談 

看護学科 阿部 あかね こころの病とケア 応相談 

阿部 慈美 認知症について知って、考えよう 

鬼頭 泰子 入院中の子どもへの関わりについて 

末安 民生 大人になるということ-愛着と甘え- 

早瀬 麻子 赤ちゃんの神秘 

利木 佐起子 感染しないためにできること 

 

■担当・お問い合わせ先 ： 佛教大学入学部 
 


