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  スピリチュアルケアはホスピス運動を歴史的背景として生まれてきたもので、人が死を迎える最後

の瞬間までその生を全うすることができるようにケアすることを目的としています。しかし、このよ

うなケアはホスピスにだけ必要なのではありません。生老病死にまつわるあらゆる現象が思い通りに

ならない苦しみをもたらし、この苦に対処するための智恵が求められています。現代的ホスピス運動

や緩和ケアの展開とともにスピリチュアルケアの重要性が注目されるようになった理由がそこにあり

ます。

  高野山大学密教実践センターでは、スピリチュアルケアを苦しみの渦中にある人々に寄り添い、共

感的に見守る環境を提供することであると幅広く捉え、仏教・密教の教えを背景として自他の「いの

ちの営み」ために自己を活かすことのできる智慧と技を身につけることを目標としています。

（人間学科心理ケアコース・別科スピリチュアルケアコース・臨床宗教教養講座

のスピリチュアルケア師資格に関する業務及び教育課程を統合）

組織の目的、ミッション・ステートメント 等

文学部密教学科スピリチュアルケア領域として存続
高野山大学別科スピリチュアルケアコース開設

高野山大学大学院臨床宗教教養講座開設

高野山大学大学院臨床宗教教養講座閉講
高野山大学文学部人間学科心理ケアコース開設

高野山大学密教実践センター開設

組織所在地

大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル7階

設立年

高野山大学文学部スピリチュアルケア学科開設

スピリチュアルケア学科学生募集停止

組織名(英文) Koyasan University Socially Engaged Mikkyo Center

代表者氏名
森崎 雅好

事務担当者氏名
高野山大学難波サテライト教室内 高野山大学密教実践センター事務局

日本スピリチュアルケア学会

人材養成プログラム認定

１． 基礎データ

組織名(和文) 高野山大学密教実践センター
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1 人間学演習Ⅰ〔臨床心理学演習〕

Morisaki　Masayoshi 人間学演習Ⅱ〔臨床心理学演習〕

2 コミュニケーション演習Ⅰ

Hashimoto Kunihiko コミュニケーション演習Ⅱ

3 臨床心理学面接演習Ⅰ
Yamazoe　Tadashi 臨床心理学面接演習Ⅱ

4 スピリチュアルケア演習Ⅰ

Okouchi Daihaku スピリチュアルケア演習Ⅱ

5 人間学演習Ⅰ〔臨床心理学演習〕

人間学演習Ⅱ〔臨床心理学演習〕

就任年

性別（年齢）

1 森崎　雅好 人間学特殊ゼミⅠ〔悲嘆学〕

Morisaki　Masayoshi 人間学特殊ゼミⅡ〔自殺学〕

2 心理学Ⅰ

心理学Ⅱ

3 スピリチュアルケア概論
Kubodera　Toshiyuki

4 臨床心理学面接演習Ⅲ

5 密教瞑想

6 山本　佳世子 死生観
Yamamoto Kayoko

7 岡田　英作 仏教学特殊講義
Okada Eisaku 仏教学講読演習

8 やまだ　ようこ もの語り心理学
Yamada　Youko

9 臨床心理学面接演習Ⅰ
Yamazoe　Tadashi 臨床心理学面接演習Ⅱ

10 心理検査法演習Ⅰ

心理検査法演習Ⅱ

11 真言密教特殊講義

真言密教講読演習

北川　真寛
2015年

Kitagawa Shinkan

2014年

2017年

2014年

山添　正
2014年

木下　忠恭
2017年

Kinoshita Tadayasu

窪寺　俊之
2014年

山本　和美
2018年

Yamamoto Kazumi

佐藤　隆彦
2014年

Satou　Ryugen

氏　名
主担当科目（２科目まで）

NAME

2008年

上野　和久
2016年

Ueno Kazuhisa

大河内　大博
2014年

上野　和久
2016年

Ueno Kazuhisa

２） 講義科目等 担当者

森崎　雅好
2008年

橋本 久仁彦
2014年

山添　正
2014年

２． 教育担当者一覧
（必要な場合は、記入欄の行数、ページ数を増やしてご記入下さい）

１） グループワーク、スーパーヴィジョン、演習 等担当者
氏　名

就任年 主担当科目（２科目まで）
NAME
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12 心理学Ⅰ

心理学Ⅱ

13 発達心理学

家族心理学

14 空海の思想入門

真言密教講読演習

15 社会心理学

16 宗教学入門

人間学専門講義

時間

思想・宗教・伝統・文化

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

36 時間

22.5
22.5
22.5
22.5 家族心理学

22.5 学校心理学

22.5 カウンセリング論

22.5 社会心理学

22.5 心理学Ⅰ

22.5 心理学Ⅱ

心理検査法Ⅰ

心理検査法Ⅱ

発達心理学

空海の思想入門

もの語り心理学

死生観

心理・力動・援助 個人の成長に関わる個人因子と環境因子への理解、対人関係における社会学的心理学
的メカニズムの理解、援助関係における「権力」構造の理解のための教育。社会構築、言
語と解釈、非指示的療法、傾聴、パターナリズム、自立・自律、投影、転移・逆転移等の基
本概念の教育。

仏教学特殊講義C（仏教思想における心）

仏教学購読演習C（こころとは何か）

仏教学特殊ゼミⅠD（宗教学入門）・人間学専門講義（宗教学入門）

仏教学特殊ゼミⅡD（世俗主義と宗教）・人間学専門講義（世俗主義と宗教）

真言密教特殊講義G（高野山の宗教文化Ⅰ）

真言密教購読演習H（真言密教の儀礼Ⅰ）

３． 人材養成教育領域 充当表

科目名 他団体から借入科目の場合は提供団体名
＜基礎領域＞

日本を中心としつつ、広く人類の思想・宗教・伝統・文化に関する基礎的な知識を持つと
同時に、その中におけるケア提供者自身を基盤づけているスピリチュアリティの位置づけ
と特徴についての深い理解に繋がる教育。特に、ケアの基礎となる、共同体と個人との関
係について、その変遷や潜在的可能性への洞察力を養う教育。

36 時間

松下　歩睦
2017年

Mastushita Ayumu

小田　龍哉
2021年

Oda Tatsuya

小林　奈緒美
2020年

Kobayashi Noomi

櫻木　潤
2017年

Sakuragi Zyunn

佐々木　聡
2021年

Gomyou Satoshi
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24 時間

22.5

22.5

22.5

24 時間

22.5

22.5

22.5

22.5

60/120 時間

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

120/240 時間

60

60

22.5

22.5

22.5

22.5

6

3

3 事例検討

研究発表会

個人研修

聖地巡礼Ⅱ

臨床実習Ⅲ（宗教間対話実習）

継続教育
臨床活動を行う援助者を継続的にサポートし専門性を維持するための教育

スピリチュリティの涵養
援助者各自のスピリチュアリティを育成する教育

密教瞑想

聖地巡礼Ⅰ

臨床実習Ⅰ

臨床実習Ⅱ

<専門領域Ｃ>　※参考記載

スピリチュアルケア演習Ⅰ

スピリチュアルケア演習Ⅱ

コミュニケーション演習Ⅰ

コミュニケーション演習Ⅱ

臨床実習 スピリチュアルケアが求められる医療・福祉・教育・産業その他の、臨床
現場におけるチームケアに参加する。

臨床スーパーヴィジョン スピリチュアルニーズを理解しケアする臨床力を、個人スーパービジョンョンならびにグ
ループスーパービジョンをとおして育成する教育

臨床心理学面接演習Ⅰ

臨床心理学面接演習Ⅱ

人間学演習Ⅰ（臨床心理学演習）

人間学演習Ⅱ（臨床心理学演習）

福祉心理学

<専門領域Ｂ>

グループワーク 心理およびスピリチュアリティの次元でおこる、自己および他者の内的力動と対人的力動
を体験的に理解し、効果的にケアを提供できる能力を養う教育

スピリチュアルケア論
援助者・対象者間のスピリチュアリティの力動に基づく、ケアの体系的教育

人間学特殊ゼミⅠ（悲嘆学）・人間学特殊講義（悲嘆学）

人間学特殊ゼミⅡ（自殺学）・人間学特殊講義（自殺学）

人間学特殊講義（深層心理）

臨床心理学面接演習Ⅳ

スピリチュアルケア概論

<専門領域Ａ>

スピリチュアリティ論
思想・宗教・伝統・文化の歴史性・多様性に基づく、スピリチュアリティの体系的教育

臨床心理学面接演習Ⅲ
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基礎科目/領域名 本学での授業科目名 単位 学期 曜日・時間 担当者名

心理学ⅠＢ 2 前期 月6 上野　和久

心理学ⅡＢ 2 後期 月6 上野　和久

企画科目（心理統計学）
人間学専門講義（心理統計学）

2 前期 金6 五明　優介

企画科目（心理測定法）
人間学専門講義（心理測定法）

2 後期 金6 五明　優介

企画科目（心理学基礎実験演習Ⅰ）
人間学専門講義（心理学基礎実験演習Ⅰ）

2 前期 金7 五明　優介

企画科目（心理学基礎実験演習Ⅱ）
人間学専門講義（心理学基礎実験演習Ⅱ）

2 後期 金7 五明　優介

12

選択科目/領域名 本学での授業科目名 単位 学期 曜日・時間 担当者名

企画科目（発達心理学Ｂ）
人間学専門講義（発達心理学Ｂ）

2 前期 月７ 小林奈緒美

企画科目（学校心理学）
人間学専門講義（学校心理学）

2 集中 8/27～8/29 佐々木　聡

企画科目（カウンセリング論Ｂ）
人間学専門講義（カウンセリング論Ｂ）

2 後期 土１週 佐々木　聡

企画科目（臨床心理学面接演習ⅠＢ）
人間学専門講義（臨床心理学面接演習ⅠＢ）

2 前期 土２週 山添　正

企画科目（臨床心理学面接演習ⅡＢ）
人間学専門講義（臨床心理学面接演習ⅡＢ）

2 後期 土２週 山添　正

企画科目（深層心理学）
人間学専門講義（深層心理学）

2 後期 火６ 森崎　雅好

企画科目（福祉心理学）
人間学専門講義（福祉心理学）

2 後期 水７ 森崎・上野

企画科目（心理検査法演習Ⅰ）
人間学専門講義（心理検査法演習I）

2 前期 水６ 木下　忠恭

企画科目（心理検査法演習Ⅱ）
人間学専門講義（心理検査法演習Ⅱ）

2 後期 水６ 木下　忠恭

企画科目（社会心理学）
人間学専門講義（社会心理学）

2 後期 土１週 松下　歩睦

企画科目（家族心理学）
人間学専門講義（家族心理学）

2 後期 月７ 小林奈緒美

22

その他関連科目 本学での授業科目名 単位 学期 曜日・時間 担当者名

企画科目（臨床心理学面接演習Ⅲ）
人間学専門講義（臨床心理学面接演習Ⅲ）

2 前期 土３週 山本　和美

i:心理学関連科目
企画科目（臨床心理学面接演習Ⅳ）
人間学専門講義（臨床心理学面接演習Ⅳ）

2 後期 土３週
森崎　雅好
上野　和久

※人間学特殊ゼミⅠＥ（悲嘆学） 2 前期 火６ 森崎　雅好

※人間学演習ⅠＣ（臨床心理学演習） 4 通年 火６ 森崎・上野

10

44

※色付きはスピリチュアルケア師資格科目と共通の科目

※赤字は必修科目（修了要件）

指定領域合計36単位以上必須

※基礎科目は初年度での履修を推奨する

f:教育心理学
・発達心理学

（2科目4単位必須）

g:臨床心理学
・人格心理学

（4科目8単位以上を
選択）

h:社会心理学
・産業心理学

（2科目4単位必須）

選択科目：3領域合計8科目16単位以上必須

その他関連科目

a.心理学概論
（2科目4単位必須）

b.心理学研究法
（2科目4単位必須）

c.心理学実験
（2科目4単位必須）

基礎科目：3領域合計6科目12単位必須

　　　表2 　2021年度心理ケアコース・認定心理士資格対応表



基礎領域 本学心理ケアコースでの授業科目名 充当時間数 単位 学期 曜日・時間 担当者名 備考

仏教学特殊講義C（仏教思想における心） 22.5 2 前期 月４ 岡田　英作

仏教学講読演習C（こころとは何か） 22.5 2 後期 月４ 岡田　英作

人間学特殊ゼミID（宗教学入門）
人間学専門講義（宗教学入門）

22.5 2 前期 木７ 小田　龍哉

人間学特殊ゼミⅡD（世俗主義と宗教）
人間学特殊講義（世俗主義と宗教）

22.5 2 後期 木７ 小田　龍哉

真言密教特殊講義G（高野山の宗教文化Ⅰ） 22.5 2 前期 水６ 北川　真寛

真言密教講読演習H（真言密教の儀礼Ⅰ） 22.5 2 後期 水６ 北川　真寛

空海の思想入門B 22.5 2 前期 水３ 櫻木　潤

もの語り心理学 22.5 2 集中 9/10～9/12 やまだ　ようこ

死生観B 22.5 2 集中 9/3～9/5 山本　佳世子

36 18

心理検査法演習Ⅰ 22.5 2 前期 水６ 木下　忠恭

心理検査法演習Ⅱ 22.5 2 後期 水６ 木下　忠恭

深層心理学 22.5 2 後期 火６ 森崎　雅好

発達心理学B 22.5 2 前期 月７ 小林　奈緒美

家族心理学 22.5 2 後期 月７ 小林　奈緒美

学校心理学 22.5 2 前期 8/27～8/29 佐々木　聡

カウンセリング論B 22.5 2 前期 土1週 佐々木　聡

社会心理学 22.5 2 後期 土１週 松下　歩睦

心理学ⅠB 22.5 2 前期 月６ 上野　和久

心理学ⅡB 22.5 2 後期 月６ 上野　和久

36 16

専門領域Ａ 本学心理ケアコースでの授業科目名 充当時間数 単位 学期 曜日・時間 担当者名 備考

臨床心理学面接演習Ⅲ 22.5 2 前期 土3週 山本和美

臨床心理学面接演習Ⅳ 22.5 2 後期 土3週
森崎　雅好
上野　和久

スピリチュアルケア概論 22.5 2 集中 8/6～8/8 窪寺　俊之

24 6

人間学特殊ゼミⅠＥ（悲嘆学）
人間学特殊講義（悲嘆学）

22.5 2 前期 火６ 火：森崎　雅好

福祉心理学 22.5 2 後期 水７ 森崎　雅好

24 4

専門領域Ｂ 本学での授業科目名 充当時間数 単位 学期 曜日・時間 担当者名 備考

臨床心理学面接演習ⅠＢ 22.5 2 前期 土２週 山添　正

臨床心理学面接演習ⅡＢ 22.5 2 後期 土２週 山添　正

人間学演習Ⅰ（臨床心理学演習）Ｃ 10 4 通年 火７ 火：森崎、上野 ３年次に受講のこと

人間学演習Ⅱ（臨床心理学演習）Ｃ 10 4 通年 火７ 火：森崎、上野 ４年次に受講のこと

 スピリチュアルケア演習Ⅰ 22.5 2 前期 木６ 大河内　大博

 スピリチュアルケア演習Ⅱ 22.5 2 後期 木６ 大河内　大博

コミュニケーション演習Ⅰ・Ⅱ 45 4 集中
Ⅰ：9/17～9/19
Ⅱ：1/28～1/30

橋本　久仁彦

60/120 20

臨床実習Ⅰ ― 2 通年 森崎　雅好 ３年次に受講のこと

臨床実習Ⅱ ― 2 通年 森崎　雅好 ４年次に受講のこと

※臨床実習Ⅰ（ピープルハウス和泉実習参加1回につき） 8 ― 随時 日程は掲示する 森崎　雅好 ３年次に受講のこと

※臨床実習Ⅱ（ピープルハウス和泉実習参加１回につき） 8 ― 随時 日程は掲示する 森崎　雅好 ４年次に受講のこと

※指導を受けたあと、各自、実習先を探して実習を行う

４×2

120/240 4

専門領域Ｃ 本学での授業科目名 充当時間数 単位 学期 曜日・時間 担当者名 備考

聖地巡礼Ⅰ 22.5 2 通年 随時 森崎　雅好 ３年次に受講のこと

聖地巡礼Ⅱ 22.5 2 通年 随時 森崎　雅好 ４年次に受講のこと

企画科目（密教瞑想） 22.5 2 集中 2/4～2/6 佐藤　隆彦

臨床実習Ⅲ（宗教間対話実習） 22.5 2 通年 日程は掲示する 森崎　雅好
※白浜・伊勢、両回参
加で２単位

45 8

※色付きは認定心理士資格科目と共通の科目

※赤字は必修科目（修了要件）

資格申請に必要な時間数

　　　　　表1　2021年度心理ケアコース・スピリチュアルケア師資格対応表

２．心理・力動・援助
（36時間）

（2科目以上必須）

資格申請に必要な時間数

資格申請に必要な時間数

１．スピリチュアリティ
論（24時間）

（2科目以上必須）

１．思想・宗教・伝統・
文化

（36時間）
（2科目以上必須）

本学より資格申請する際に必要な時間数

※専門領域Cの臨床実習Ⅲへの参加も実習時間として算入を認める

資格申請に必要な時間数

１．スピリチュアリティ
の涵養

（認定：6時間）
（専門：12時間）

本学では
2科目必須

３．臨床実習

ピープルハウス和泉の
実習参加

（資格申請には在籍中1回
以上参加必須）

個人実習との合計時間
（認定：120時間）
（専門：240時間）

資格申請に必要な時間数

２．スピリチュアルケア論
（24時間）

（2科目以上必須）

※白浜・伊勢、各回４時間

資格申請に必要な時間数

１．グループワーク
２．臨床スーパーヴィ

ジョン
（認定：60時間）
（専門：120時間）


