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2017 年度 創価教育研究所 活動報告
今年度の研究所の主な活動は以下のとおりである。

１．研究教育活動
①学部授業講義「創価教育論」（前期：月曜日４コマ・後期：月曜日３コマ）
勘坂 純市（オブザーバー）、神立 孝一、伊藤 貴雄、牛田 伸一、富岡 比呂子、坂口 貴弘
②通信教育部講義「創価教育論」（夏期、秋期、地方スクーリング）
勘坂 純市（オブザーバー）、中山 雅司、牛田 伸一、
富岡 比呂子、
坂口 貴弘、
岩木 勇作（非常勤）
③創価大学教育学会連続講義〔2017 年５月 28 日〕
塩原 将行「創価教育の源流―その誕生と基底にあるもの―」
④創価女子短期大学

教養講座 I〔2017 年６月 21 日〕

富岡 比呂子「『地球市民』教育への一考察―コロンビア大学講演に学ぶ―」
⑤創価大学教職大学院・教育学部主催

中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義

〔2017 年６月 27 日〕
富岡 比呂子「創価教育思想と平和」
⑥ 2017 夏季大学講座〔2017 年８月 26 日〕
神立 孝一「創価教育学会史序説（２）─牧口常三郎と犬養毅─」
⑦ 2017 夏季大学講座〔2017 年８月 27 日〕
勘坂 純市「池田大作・ペッチェイ対談『21 世紀への警鐘』を読む」
⑧ 2017 夏季大学講座〔2017 年８月 27 日〕
中山 雅司「核廃絶と人間の安全保障─原水爆禁止宣言 60 年にあたって─」
⑨「厚田ふるさと平和・文学賞」実行委員会主催 「第１回子母澤寛文学賞」｢愛猿記賞｣ 記念
シンポジウム

パネルディスカッション〔2017 年８月 27 日〕

塩原 将行「厚田が生んだ作家・子母澤寛の魅力」のパネラーに参加
⑩東洋哲学研究所「文明論研究会」〔2017 年９月 25 日〕
蝶名林 亮「『二十一世紀への対話』における尊厳概念」
⑪モスクワ大学主催国際学術会議「グローバリスティクス 2017」
〔2017 年９月 25 日～ 28 日〕
分科会「グローバリゼーションと教育」、及び円卓会議「グローバルな普遍的価値」
中山 雅司 「ノンフォーマル教育とその効果について」
〔2017 年９月 26 日〕
⑫創価高等学校「『二十一世紀への対話』に学ぶ」
〔2017 年 11 月 14 日〕
蝶名林 亮

第１部第１章３節「精神と肉体の関係」について

⑬創価高等学校「『二十一世紀への対話』に学ぶ」
〔2018 年１月 23 日〕
勘坂 純市

第１部第１章４節「深層心理の探求」について

― 155 ―

2017 年度 創価教育研究所 活動報告

⑭フィリピン・イースト大学池田大作思想シンポジウム〔2018 年２月 24 日〕
「第１回

平和と持続可能な発展のための池田国際シンポジウム」講演

勘坂 純市「To Fight for, Cooperate with and Respect Ordinary People: Why did Daisaku
Ikeda found Soka University and esteem José Rizal?」

２．講演会
①北 政巳（創価大学経済学部特命教授、元国際部長）
〔2017 年６月 26 日〕
「草創の創価大学を語る―創価大学の国際交流の歴史―」
②吉田 悦志（明治大学副学長）〔2017 年 11 月 23 日〕
「作家・子母澤寛誕生の風土―幕府軍敗残兵３人と厚田村―」
③坂本 辰朗（創価大学教育学部教授）〔2017 年 12 月 11 日〕
「大学史の中の創価大学」

３．研究会
①蝶名林 亮（研究所所員、文学部講師）
「『価値論』における一階理論の検討」〔2017 年 12 月 13 日〕

４．出版
①紀要『創価教育』第 11 号〔2018 年３月 16 日〕
②『創立者の語らい』第１巻～第７巻のデジタル配信（在学生に無料提供）
〔2017 年９月 13 日
より毎月１巻刊行〕

５．資料提供等
①第三文明社発刊の『評伝 牧口常三郎─創価教育の源流・第一部』
への資料提供
（６月 30 日発刊）
②明治大学大学史資料センター主催「子母沢寛展」への資料提供（2018 年２月 21 日～３月 15 日、
明治大学中央図書館１F ギャラリー）

６．研究所訪問者
①エリック・キムラ・ミツオ（アメリカ創価大学 図書館）
〔2017 年 10 月５日〕
②丁田 隆（韓国 ･ 昌原大学

人文大学日語日文学科 客員教授）
〔2017 年 10 月５日〕

③スペイン・アルカラ大学〔2017 年 11 月 22 日〕
アメリア・カロンヘ・ガルシア教授

教育学部学部長

アレハンドロ・イボラ教授

教育学局長

アナ・ベレン・ガルシア・バレラ教授

教育学部副学部長

アナ・ラミロ・ニエト

職員
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④明治大学〔2017 年 11 月 23 日〕
吉田 悦志

明治大学副学長

村松 玄太

同大学史資料センター

⑤有本 昌弘（東北大学教育学部 教授）〔2018 年１月５日〕
⑥韓国・慶熙大学〔2018 年２月 20 日〕
河暎愛

趙永植・池田大作研究会会長

金民雄

慶熙大学未来文明院教授

丁福喆

趙永植・池田大作研究会広報委員長

呉永達

同研究会出版委員長

夫伯

同研究会国際関係委員長

７．年史編纂
①『創価大学 50 年の歴史』の第１章、第４章、第８章の執筆を行った。
②年史編纂に伴う、インタビューを 41 件行った。
③年史編纂のための資料調査（1960 年１月から 1991 年３月まで）を実施した。

８．システム構築
・「創価大学年譜データベース」システムを構築した。

９．人事
・文学部蝶名林亮講師が所員となった。〔2017 年４月１日附人事〕

10．ホームページ更新
・大学ホームページリニューアルに伴い、研究所ページのリニューアルを行った。
・所員追加に伴い、所員紹介ページを更新し、全所員を大学教員一覧にリンクした。
・研究所の活動報告を研究所「概要ページ」に追加した。
（全 16 年分）
・｢創大名所マップ｣ を GOOGLE マップに登録し由来を紹介した。
（像 10 件、碑 27 件）
・講演会、研究会、紀要、ニュース等の更新を行った。
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