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Ise-Japan Study Program 2020 Report 

First of all, I would like to express my gratitude to the Kogakkan University for giving me this 

valuable opportunity to participate in the Ise-Japan Study Program, 2020. The main objective 

of this program is to spread Ise and Shinto all over the world. Earlier, I had only read about 

Japanese culture, history, customs, Shinto etc. in the books, but through this program I was 

able to understand Japanese culture, Shinto and Ise's history and traditions deeply. Apart from 

this, we also got to learn a lot from each other twelve participants who came from different 

countries and we became very good friends. 

This three-week program was very fruitful. Under this program, I got to learn more and more 

about Shinto religion and its traditions, Ise Jingu, history of the Ise city, language etc. According 

to the time table we had our classes. Classes were very intensive and interesting. In the 

morning class there were lectures about Shinto, history, traditions, language, Shinto 

ceremonies and many other things. Teachers used to give lectures in very simple and 

understandable language. Their behaviour was very supportive. 

Every day, after noon we used to go for study trip (kengaku). It was very enlightening to go to 

see the subject in the afternoons which lecture on the subject in the morning class. Such as- 

Ise Jingu Naiku and Geku, Saiku Historical Museum, Japanese traditional sweets (Sakura, 

Uguitsu and Sakuramochi) the experience of learning to make, Ise Shima National Park, Asama 

Yama, Kawasaki, Kawasaki Commercial Museum, Onshi Maruoka Sodayu's Residence, 

Kyoto's Yasaka Jinja and Iwashimizuhachimanagu Jinja, Kasuga Taisha Shrine etc. The 

experience of Isevashikan (Ise japanese paper mill) located in Ise, was also very special. Most 

notably, seeing Futami Okitama Jinja in Futami and experiencing the sado is one of the 

memorable moments that I will not forget in my lifetime. The most important thing about this 

program is that we also got an opportunity to see that part of Jingu where the common people 

cannot go. 

For me this study program was a rare opportunity to learn about Ise and Japan. I 

wholeheartedly thank all the teachers, staff, students-volunteers of Kogakkan University who 

help and guide us all the time, and I am very thankful to the coordinator of the program 

Mr.Tamada, who took great care of us for these three weeks. This study program has been an 

unforgettable experience for me. I learned a lot from this study program. I will share the 

experiences and knowledge gained in this wonderful study program with my friends, family 

and my University's students. 

Thank you so much! 

 

 



ラヒ·アヴィナシュ（インド） 

 

2020年「伊勢」と日本スタディプログラム 最終リポート 

まず、2020年「伊勢」と日本スタディプログラムに参加する貴重な機会を与えてくださった

皇學館大学に感謝します。このプログラムの主な目的は、世界中に伊勢と神道のすばらしさを

広めることです。以前、私は日本の文化、歴史、習慣、神道などについて本でしか読んだこと

がありませんでしたが、このプログラムを通して、日本の文化、神道、伊勢の歴史と伝統を深

く理解することができました。更に、異なる国から来た 12人の参加者たちから互いに多くのこ

とを学ぶことができ、良い友人関係を築くことができました。 

この 3週間のプログラムは非常に有益でした。このプログラムを元に、私は神道宗教とその

伝統、伊勢神宮、伊勢市の歴史、言語などについてさらに学ぶことを決意しました。授業は非

常に集約的で興味深いものでした。午前の授業では、神道、歴史、伝統、言語、神道の儀式、

その他多くのことについての講義がありました。先生方は簡単で理解しやすい言語で講義をし

てくださり、とても協力的でした。 

ほぼ毎日、午後から見学に出かけました。午前中の授業で講義を受けた後、午後実際に見学

に出ることは非常に有意義でした。伊勢神宮内宮•外宮、斎宮歴史博物館、日本の伝統的な菓子

（うぐいす、さくらもち）の作り方の体験、伊勢志摩国立公園、浅熊山、河崎、伊勢河崎商人

館、旧御師丸岡宗大夫邸、京都にある八坂神社と岩清水八幡宮、春日大社などを訪れまし

た。伊勢にある伊勢和紙館（大豊和紙）での体験も非常に良いものでした。また、二見興玉神

社（夫婦岩）と茶道体験は、私が一生忘れられない思い出深い最高の瞬間の一つとなりまし

た。このプログラムで最も貴重なことは、庶民が行けない神宮や神社の一部をみられたことで

す。 

私にとって、このプログラムは伊勢と日本について学ぶ貴重な機会となりました。いつも私

たちを助け、案内してくれた皇學館大学の先生方、スタッフ、学生ボランティアの皆さんに心

から感謝します。この 3週間お世話になったプログラムのコーディネーター、玉田様にはとて

も感謝しています。このプログラムは私にとって忘れられない経験です。このプログラムから

多くのことを学びました。この素晴らしいプログラムで頂いた経験と知識を、友人、家族、大

学の学生達と共有します。 

どうもありがとうございました！ 

以上 

http://www.isekawasaki.jp/img/e-kawasaki.pdf
http://www.isekawasaki.jp/img/e-kawasaki.pdf

