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大学認証評価
東京神学大学は2012
（平成24）
年度の
公益財団法人大学基準協会の大学認定
評価を受審し、同協会の定める大学基
準に適合していると認定されました。

東京神学大学
〒181-0015 東京都三鷹市大沢 3-10-30
TEL: 0422-32-4185 FAX: 0422-33-0667
E-mail: tuts@tuts.ac.jp

URL http: //www.tuts.ac.jp/

東京神学大学では毎年11月・２月・3月に入学試験を行います。
学生募集要項の請求やお問い合わせは、教務課入試係まで。
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キリストの復活の
証人として

「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは
力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、
ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに
至るまで、わたしの証人となる。
」
学長

大住雄一

( 使徒言行録１章８節）

伝道は、聖霊が降って、上からの力によってなされるも
のです。それにはきちんとした順序があります。エルサ
レム（聖書の世界の中心）から始めて、ユダヤとサマリ
アの全土、そして地の果て（当時の中心都市ローマ）に
至るまで。壮大な神の見通しがあるのです。
伝道とは、イエス・キリストの証人になることです。
とくにそれは、イエス・キリストの復活の証言をするの
です（使徒言行録1章22節、2章32節）。
イエス・キリストは、復活なさった。ありえない話で
しょうか。しかし、そのキリスト復活の証は、今日まで
語り続けられ、人々を活かし続けています。東京神学大
学も、キリストの復活がなければ、あり得なかったので
す。日本で一番小さい大学は、その存続自体、奇跡的な
ことですが、二千年間語り続けられ、世界を動かしてき
た奇跡の上に立っています。この奇跡を証しするために
私たちは立てられ、召されています。奇跡の上に立てら
れ、そこに教える教師も学ぶ学生も、奇跡を証しするた
めに一生をかけている。こんな不思議な大学が存在し、
確かに立ち続けています。
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ここで学ぶためには、キリストの復活の証人になると
いう明確な召命が必要です。召命が与えられ、召命に
よって学業が支えられている。そのことも奇跡的なこと
です。この奇跡を共に見て、共に体験し、共に驚き、共

Policies

東京神学大学 神学部神学科
3 つのポリシー
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DP

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

本学部では、所定の単位を修得し、以下のような基準を満たしている
学生に学士（神学）の学位を授与します。

1.   伝道者となる最終的な学びと訓練の場としての博士課程前期課程（修士課程）に進学
しうる確固とした召命感を身に付けている。

CP

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

本学部のカリキュラムは、キリスト教信仰および聖書についての
初歩的な知識の修得、並びに諸学問分野の最新の知識および
現代語（英語およびドイツ語）の修得から始まります。
この基礎を踏まえて旧約聖書神学・新約聖書神学・組織神学・歴史神学・
実践神学の各分野における基礎的な知識を徹底的に学びます。最終学

AP

に喜ぶ、そういう仲間を求めています。

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
本学は以下のような能力・意欲等をもつ
学生を求めます。

1. 召命を確信し現代人の問いに答える福音を語る伝道者をめざす者
2. 神学の学びを志す者

年では希望の専門分野における卒業論文を作成し、主体的な学習態度

3. 神に仕え、隣人に仕える積極的な姿勢を有する者

3. 伝道者となる上での最低限の神学の知識および語学力を身に付けている。

を身に付けます。

4. 幅広い知識と豊かな教養を身に付け、コミュニケーション能力を

4. 諸学問分野における最新の知識を、キリスト教信仰の視点から理解し、身に付けている。

これらの学習と教会実習の経験を通じて、本学が目標とする博士課程

5. 教会実習の経験を通し、伝道者が現実に直面する諸課題・諸要求を理解している。

前期課程（修士課程）に進学するための十分な準備をします。

2. 神学の学びの意義を主体的に把握している。

高めたいと願う者
5. 基礎学力を有し、論理的思考ができる者
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東京神学大学とは

東京神学大学は、成立の歴史、神学教育プログラム、与えられている使命（ミッション）
等、多くの面で「ユニークさ」に満ちている大学です。その一端を紹介しましょう。

教会による、教会のための大学としての東京神学大学
東京神学大学は、その創立の歴史からもはっきり分かるように、日本のプロテ
スタント諸教会が生み出してきた良き神学教育の伝統を引き継ぐ大学です。そ
ういう意味で、本学は教会によって設立された大学であり、現在も実際に教会
によって支えられ成り立っている学校です。具体的に言えば、本学の神学生が

合同神学校（ユニオン・セミナリー）としての東京神学大学
1870年代に設立された最初期のプロテスタント教会は、「公会」という名称を
用いつつ、超教派的教会をつくろうとする志向を持っていました。本学の合同
神学校としての特色は、この超教派主義的志向にルーツがあると言えます。し
かし実現までには時間がかかりました。その後、第二次世界大戦の戦時体制下
にあって30を超える教派が合流し、1941年に日本基督教団が創立されます。
それに伴い、関係諸神学教育機関も合同していきます。多くの神学教育の伝統
を吸収しながら、1943年には日本東部神学校、日本西部神学校、日本女子神
学校が生まれ、それらが合同した日本基督教神学専門学校時代を経て、1949
年に新制大学として東京神学大学が誕生します。そういう意味で、東京神学
大学は日本のプロテスタント諸教会が総力を挙げて育んだ最上の伝統を受け継
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必要とする経費のうち、およそ半分は全国各地にある諸教会およびそこに属す
る信徒の方々からの献金によっています。本学の特質を良く理解してくださる
諸教会が、全国各地に後援会を組織して、祈りと献金によって支えてくださっ
ているのです。それゆえ東京神学大学の使命は、まずそのような諸教会のため
に奉仕する神学教育、神学研究をし、教会の牧会者を送り出すことです。

キリスト教学校の伝道への協力
教育は人間を人間として形成するための働きかけです。人間が人間となるために
は造り主であり救い主である神を知ることがどうしても必要です。ですから、まこ
との教育がなされるためにキリスト教教育が果たす使命は大きいのです。キリス
ト教学校が日本の学校教育の中で大きな位置を占めていることは神の祝福です。

ぐ、合同神学校なのです。ちなみに、東京神学大学の英語名は、Tokyo Union

多くのキリスト教学校は学校礼拝をささげ、聖書科の授業を行います。それら

（合同）Theological Seminaryとなります。

を中心としたキリスト教教育の担い手となるのが宗教主任（チャプレン）
、聖書
科教師です。宗教主任、聖書科教師はひとつの教科（聖書科）の教員であるこ
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伝道者を養成する大学としての東京神学大学

1
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進め、生徒と教職員全体の牧会にあたるのが望ましい形であると言えましょう。
東京神学大学は教職課程を備えていますので、教育職員免許状（宗教）が取

東京神学大学は、日本では数少ないキリスト教神学専門の単科大学です。本学

得できますが、教職課程の学びも神学教育の一環として行い、全国のキリスト

は教会によって建てられ、支えられてきた学校ですから、主として諸教会に仕

教学校に伝道者を送り出しています。

える牧師・伝道者を、さらにキリスト教学校、その他キリスト教関係の施設（病
院等）に仕える牧師・伝道者を育成することを使命としてきました。キリスト教
の牧師・伝道者として十分に整えられるためには、充実した学びが必要と考え、
東京神学大学では、学部から大学院の修士課程（博士課程前期課程）までの一

神学研修志望とは

貫した神学教育プログラムを提供しています。このため、ほとんどの学生が、

東京神学大学は、伝道者・献身者の養成を第一の目的とし、そのための神学の

学部１年から入学した場合は、学部４年間と大学院２年間の計６年間、学部３
年に編入学した場合は、学部２年間と大学院２年間の計４年間かけて神学を学
びます。さらに博士の学位を取得することのできるプログラム（博士課程後期
課程）もあります。

神学教育とは
「敬虔と学問」という言葉があります。
「信仰と理性」
「祈りと神学」と言い換え
てもいいでしょう。神を畏れ、神を礼拝することがすべての土台です。しかしそ
れは必ず、神をもっと深く知り、神の恵みをもっと深く味わおうとする絶えざる
探求へと至ります。それによって、もっと高らかに神をほめたたえることになり
ます。このようにして、敬虔と学問とは深く結びついているのです。
東京神学大学は大学であるのにまさって神学校なのであって、ここでの学び
においては、まさしく敬虔と学問の両者が求められます。生きておられる神を喜
びたたえることなしに神学を学ぶことは、自分を高慢にするだけのまことに虚し
い営みです。神学的な反省なしに教会に仕えようとするなら、たちまち間違え、
異端的になることさえあるでしょう。敬虔が養われることと学問が磨かれること
とが結びついて初めて、健全な神学教育が行われることになります。
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とにとどまらず、学校を働き場とする牧師・伝道者として、学校での伝道を推し

研鑽と教育に励んでいます。しかし、近年の教会の実情と必要に応えて、
「教会
の信徒として教会によく仕え、また社会に貢献したい」という志を有する方につ
いても「神学研修志望」として神学部神学科への若干名の入学者を受け入れる
ことになりました。できれば、そのような方々の中から、さらに将来、伝道献身
を志す方が起こされることを願っています。

信仰と理性

敬虔
学問
と

祈りと神学

開かれた学び

——

公開夜間神学講座

信徒のために開講されている夜間の神学講座です。すでに70年の歴史を有し、こ
れまでの受講生は1000名を超えています。毎週月曜日と金曜日の夜6時から8時
に銀座教会・福音センターの会議室で行われます。講師陣は東京神学大学で教鞭
を執る教師たち。聖書学、教義学、歴史神学、実践神学、キリスト教教育、美術等、
多方面にわたる講義を2年間かけて受講します。科目受講生や聴講生のコースも
あります。神学を学びたい方ならどなたでも受講することができます。
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東京神学大学の歩み
東京神学大学がどのような大学であるかを知るには、その歩みを
振り返ってみることが必要です。ルーツをさかのぼっていくと、
日本伝道の始まりにまで行きつきます。その後の歩みの中では、
実に多彩な神学者たちが活躍してきました。

東京神学大学の歴史

校は青山学院神学部となりました。ここに聖学院神学校も

左近義慈 （さこん

せいご）

日本でのプロテスタント伝道は1859年に始まりました。宣

加わっています。バプテスト系では、西南学院神学科と関

教師たちが横浜や長崎に来て、伝道を始めたのです。最初

東学院神学部が合同して日本バプテスト神学校が生まれま

の教会は1872年に横浜に設立された「日本基督公会」とさ

した。1941年に諸教派が合同して日本基督教団が誕生し

れています。それに先立つ1863年、J. C. ヘボンはヘボン

た後、1943年にはすでに挙げた神学校を初めとして8つの

塾を開いています。宣教師たちは教会と並んで学校をも建

神学校が合同して日本東部神学校が設立されました。同じ

てました。1873年にS. R. ブラウンが設立したブラウン塾

ように関西学院神学部を中心として3つの神学校によって

は明確に伝道者養成を目指した学校でした。宣教師たちは

日本西部神学校が、また青山学院神学部女子部、共立女子

日本人伝道者の養成を目指して、次々と神学校を産み出し

神学校等4つの神学校によって日本女子神学校が生まれま
した。このようにしてほとんどの神学校が合同しましたが、

年ドルー大学神学部を首席で卒業。1935～36年にエルサレムのアメ

部を卒業後、内務省官吏の途に進み、次に教育者として第四高等学校

ていったのです。

リカ東洋研究所に学び、聖書考古学の世界的権威W.A.オールブライ

（金沢）
、第三高等学校（京都）の教師となった。しかし、福音伝道者と

東京神学大学は英語の名称に「UNION（合同）
」という

そこに加わらなかった神学校もありました。さらに翌1944

ト教授に師事した。37年に帰国し、以後1975年に東京神学大学を定

しての召しを受け、新約聖書、初期キリスト教史の研究に没頭すること

言葉が入っているように、合同神学校です。東京神学大学

年、東部、西部の神学校は合併して、日本基督教神学専門

のルーツとなった神学校の名前をすべて挙げることはとて

学校となり、日本女子神学校も日本基督教女子神学専門学

もできません。改革長老系では、上に挙げたブラウン塾は

校と改称しました。戦後、1948年に日本基督教女子神学専

明治学院神学部や東京神学社となり、メソジスト系の神学

門学校は閉校し、その流れを受け継ぐ一方、8つの神学校

をも務めた。さらに、日本オリエント学会の創立以来の会員であり、

が教派単位での教団離脱や学校復興等によって離れていく

1984年刊行の『聖書考古学大事典』の監修者としても知られる。

ユ ニ オ ン

ことになりました。こうした経緯で、日本基督教神学専門
学校は1949年、新制大学の東京神学大学となったのです。
このように、ほぼすべての主だった教派にわたる神学校
の合同によって東京神学大学が形作られてきたことになり
ます。本学の神学は、公同教会の伝統に根ざし、宗教改革
の福音的信仰を堅持し、福音的公同教会の形成に仕えよう
とするものです。歴代の教員たちもさまざまな教派的伝統
の中で育てられつつ、合同教会である日本基督教団の伝道

第1期生と教授たち

略歴
1906年にニューヨークで生まれる。父は聖書学者の左近
義弼。ドルー大学神学部卒業後に、エルサレム・アメリカ東洋研
究所で聖書考古学者オールブライトに師事する。1937年青山学院
神学部教授、1943年日本基督教神学専門学校（現在の東京神学大
学）教授。旧約聖書学、聖書考古学、聖書語学を教えた。1975年
東京神学大学教授を退職して名誉教授となる。1990年逝去。

略歴
1889年岡山に生まれる。東京帝国大学を卒業後、短い
内務省官吏生活を経たのち、第四高等学校、第三高等学校の教員
となり、さらに京都帝国大学の講師（キリスト教学）を務める。
1942年室町教会牧師に就任。敗戦後、信濃町教会牧師に着任。
1955年東京神学大学の新約学教授に就任。定年後、東北学院大学
でも教えた。信濃町教会名誉牧師。1982年逝去。

聖書考古学の草分け

スケールの大きな新約学者

聖書学者左近義慈は日本の旧約聖書考古学の草分けであった。1935

山谷省吾は、初めから新約聖書学を志したのではなかった。東大法学

年退職するまで、戦中戦後38年の長きにわたって神学教育に従事し

になる。まず波多野精一に乞われ、京都帝国大学の講師となり、キリス

た。退職後もヒブル語非常勤講師として80歳まで教鞭を執った。

ト教学を教える（1927-45年）
。1942年からは京都の室町教会牧師も兼

左近は旧約聖書学者として日本旧約学会の草創期を担い、67～70
年には第5代会長となった。また、口語訳旧約聖書の翻訳検討委員

任する。この時代に山谷の新約学者としての本格的労作『パウロの神学』
（初版、1936年）が完成され、京大から博士号を受ける。
敗戦後、東京の信濃町教会から招聘を受け、1946年主任牧師として
着任する。戦後最初の研究成果の一つが『新約聖書解題』
（初版、
1948年）

左近義慈の学問的貢献は、旧約聖書考古学を日本に紹介したこと

で、その後何度か改訂を加えられつつ、長く読まれ続ける代表作の一つ

にある。戦後、いち早く死海文書に関する貴重な資料を海外から収

となる。1950年代に入ると、口語訳聖書（日本聖書協会）の専任委員

集して東京神学大学に納め、1953年には日本で初めて「聖書考古学」

を引き受け、翻訳の完成に尽力する。1955年には、すでに講師として

の講座を設けた。聖書学において一次資料を重視する学問的姿勢を

出講していた東京神学大学の新約学の教授に就任し、多くの神学生を

本学に根付かせたのは左近の貢献である。左近の著作である『新約

教える。この時代に出版されたものが『基督教の起源 上下』
（1957-59

聖書ギリシャ語入門』と『ヒブル語入門』は、聖書語学の教科書と

年）であり、山谷の学者としてのスケールの大きさを感じ取ることので

してほとんど半世紀にわたって本学で使用された。左近の最終講義

きる労作である。その後、1966年には『新約聖書神学』を完成させる。

はウェスレーの言葉でこう締め括られている。
「最も重要な点は、何

以上の紹介からも明らかなように、山谷の学問的業績はパウロ研究、

をおいても、ギリシャ語とヒブル語の原典を研究すること、そして

新約緒論、初期キリスト教史、新約聖書神学という具合に広範囲にわた

キリストの愛を学び究めること。
」

り、そこに山谷の並々ならぬ実力が表されていると言えよう。

と教会形成に資することを追い求め、さらには広くアジア

《主な著書》

のプロテスタント教会が堅く立てられることを願い、研究

『新約聖書ギリシャ語入門』新教出版社（1953年）

と教育を行ってきています。

『聖書時代の生活Ⅰ』創元社（1980年）

『ヒブル語入門』教文館（1966年）
『聖書時代の生活Ⅱ』創元社（1982年）
『聖書考古学大事典』（監修）講談社（1984年）
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山谷省吾 （やまや

よししげ）

（小友 聡）

（中野 実）
《主な著書》

『パウロの神学』長崎書店（初版1936年）
『新約聖書解題』新教出版社（初版1948年）
『基督教の起源

上下』新教出版社（1957-59年）

『新約聖書神学』教文館（1966年）
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4つ の神学

東京神学大学はプロテスタント神学の伝統に基づく４つの神学の
領域において高度な神学の研究と教育に取り組んでいます。

聖書神学

組織神学

聖書は、人間の言葉に表された神の言葉です。言葉は神と

組織神学は、キリスト教の信仰内容を現代の文脈に即して捉

人との間であれ、人と人との間であれ、間で成り立つもの

え直し、理解を深めて行く学問です。そのうち「教義学」は、

です。言葉によって、主体の間の関係が、どのようなもの

旧約と新約の聖書神学、教会史の知識を踏まえた上で、代々

であるかが表されますが、どのような言葉が語られるかに

の教会が大切に受け継いできた教えを、体系的・組織的・総

よって、主体の関係が作り出されるものでもあります。聖

合的に考察し、その現代的意義を明らかにします。
「倫理学」

書には何がどのように書かれているのか。それゆえ神と人

は、キリスト者が具体的な生活の場で直面する諸問題をどう

とはどのような関係にあるのか。聖書神学はそのことを究

考え、行動すべきかを考察し、教会に進むべき指針を提供し

明します。何より大切なのは、聖書そのものを聖書の書い

ます。
「弁証学」は、現代社会にあってキリスト教に向けられ

てある言葉で、じっくりと徹底的に読むことです。

る疑問に答え、福音の真理性を明証しようとするものです。

指し示された契約（旧約）と実現した契約（新約）

★必修科目

☆選択科目

＊選択必修科目

ます。一方は律法によって指し示され証しされた契約であ
り、キリストの到来によって過ぎ去った古い契約ではなく、

ってしまいます。伝道者にとって必要なことは、統合的な

キリストによって、初めて満たされた第一の契約です。もう

信仰の深い見識とそれに裏付けられた確信です。組織神

一方は、第二の契約ですが、主の救いがイエス・キリスト

学はまた教会の自己吟味として実践神学に理論的土台を

によって実現したことの証です。聖書神学は、この二つの契

提供します。

【組織神学関係】
★組織神学Ⅰ
【歴史神学関係】
★教会史Ⅰ・Ⅱ

３年次編入学者は、
３年次に履修・修得する。

約の真理を歴史の中で探求していく学びと言えます。

歴史神学とは

神の実践に参加するために

歴史神学とは、キリスト教会と教会の教え（教理）の歴史を学ぶ神

実践神学のルーツは、
「牧者の学」
「司牧学」にあります。

学の分野です。キリスト教は、主イエス・キリストの福音の宣教から

しかし、
「牧師の実践」にまさって、
「神の実践」すなわ

始まりますが、古代の地中海世界から、ヨーロッパの北部、さらには

ち「神の救済行動」が主題ですから、今日では「実践神学」

アメリカ、アジア、アフリカと世界中に伝播していきます。福音とい

と呼んでいます。牧師の務めは神の実践に参加させてい

う宣教の核になるものを保ちつつ、時代や文化の移り変わりとともに、

ただくことです。神の救済行動の中で、人間が神の道具

さまざまな教会と教理が形成されていきます。これらは、わくわくす

として用いられるために、
「説教学」
「礼拝学」
「牧会学」
「キ

るような人間のドラマでもありますが、そこに神の摂理と計画を読み

リスト教教育学」の学びが必要になります。

取ることもできます。
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実践神学

神学諸科を統合する課題も

テキストをコンテキストに照らして読む学問

そもそも神学全体が生きておられる神を神として崇め、

歴史神学は、歴史史料との格闘を大前提とします。そのためには、ギ

神の実践にお仕えするためにあります。教会やキリスト

リシア語やラテン語、さらには現代の諸言語で書かれた史料を読む訓

教学校での働きには、神学的な知識、能力を総動員する

練を必要とします。歴史史料（テキスト）は、その史料が書かれた歴

ことになります。
「東京神学大学では伝道論を教えていな

史や文化の脈絡（コンテキスト）の中で書かれました。そこで、テキ

い」と言われることがありますが、それは誤解です。神

ストをコンテキストに照らして読む作業をします。歴史を読み解くセン

学全体を伝道学と理解しています。そして、神学諸科を

スは、現代社会に起こっている問題を分析し理解するセンスとつなが

一つの伝道学として統合する働きをするのが実践神学な

ります。したがって、歴史神学は、すぐれて現代的な学問と言えます。

のです。

教職課程科目

歴史神学

2年

【聖書神学関係】
★旧約聖書神学Ⅰ・Ⅱ
★新約聖書神学Ⅰ・Ⅱ
★ギリシャ語Ⅰ・Ⅱ

専門教育科目

福音の真理を宣べ伝えるためには、熱心さだけでは空回り
します。また木を見て森を見ない部分的な知識では道に迷

♢専攻必修科目

【学際基礎科目】
【神学基礎科目】
＊哲学思想史
★キリスト教通論Ⅰ・Ⅱ
＊キリスト教と世界史
★聖書通論１ 旧約通論
＊キリスト教と文学１ 世界文学
★聖書通論２ 旧約時代史
＊キリスト教と文学２ 日本文学
★聖書通論３ 新約通論・歴史
＊キリスト教と芸術１ 美術史
★神学通論
＊キリスト教と芸術２ 音楽史
【現代語科目】
＊心理学
☆英語基礎
＊社会史
☆日本語基礎
＊法と人権１ 法学概論
★英語ⅠA
＊法と人権２ 日本国憲法
★英語ⅠB
＊宗教と社会１ デモクラシーと政治
☆英語Ⅱ
＊宗教と社会２ ウェーバーとトレルチ
☆英語実践Ⅰ・Ⅱ
＊ドイツの歴史と教会
★ドイツ語ⅠA
＊現代の自然観
★ドイツ語ⅠB
＊生命の理解とバイオエシックス
☆ドイツ語Ⅱ
＊精神医学とキリスト教
【保健体育科目】
＊保健衛生
★体育Ⅰ・Ⅱ
＊食品と栄養
＊情報基礎

確信をもって福音を宣べ伝えるために

現代の聖書神学は、旧約聖書神学と新約聖書神学に分かれ

東京神学大学は学部において神学の基礎を徹底して学びます。大学院にお
いては神学の専門領域を深く探究し、また実践神学を集中的に学びます。

1年
学際基礎科目・神学基礎科目

教義学･倫理学･弁証学の三分野から成る

学部

現代語科目・保健体育科目

言葉の科学

授業科目一覧

教職概論

教育基礎論Ⅰ・Ⅱ
宗教科教授法Ａ・Ｂ

３年次編入学者は、３年次に履修・修得する。

入学・編入学年度により履修対象科目が異なります。

3年

4年

１年次入学者は、原則として
これらの科目を２年間かけて
履修・修得する。
３年次編入学者の場合、神学
通論を除き、基本的にこれら
の科目が認定されるが、履修
を奨励している。

【聖書神学関係】 【組織神学関係】【聖書神学関係】【実践神学関係】
♢ヒブル語Ⅰ・Ⅱ
★組織神学Ⅱ
★旧約聖書神学Ⅲ ★実践神学概論
☆イスラエル古代史
☆旧約聖書神学Ⅳ ★キリスト教教育概論
【実践神学関係】 ★旧約聖書釈義
【歴史神学関係】 ☆教会実習Ⅰ・Ⅱ
★新約聖書神学Ⅲ 【専攻間共同科目】
★教会史Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
☆牧会心理学
☆新約聖書神学Ⅳ ☆アジア伝道論演習
★宗教史Ⅰ
☆臨床牧会教育
★新約聖書釈義
☆宗教史Ⅱ
【学部演習】
☆教会教育入門
♢新約原典講読Ⅰ
＊旧約聖書学部演習
☆説教学入門
☆新約原典講読Ⅱ
＊新約聖書学部演習
【古典語】
☆新約時代史
☆ラテン語Ⅰ・Ⅱ
＊組織神学学部演習
＊歴史神学学部演習
【神学書講読】
【組織神学関係】
＊英語神学書講読・聖書Ⅰ・Ⅱ
★組織神学Ⅲ
＊独語神学書講読・聖書Ⅰ・Ⅱ
【歴史神学関係】
＊英語神学書講読・組織Ⅰ・Ⅱ
☆アメリカ教会史
＊独語神学書講読・組織Ⅰ・Ⅱ
☆教理史Ⅰ・Ⅱ
＊英語神学書講読・組織歴史Ⅰ・Ⅱ
心理発達と教育
道徳指導法
特別活動指導法
教育的指導と相談の研究Ⅰ・Ⅱ

教育の方法と情報技術Ⅰ・Ⅱ
教職実践演習（中・高）
教育実習Ⅰ・Ⅱ

※教職課程科目は、教育職員免許状取得希望者対象。免許状取得に必要な科目の履修・修得には最低でも3年間を要するが、３年次編入学者は、大学院修了までに専修免許状取得を目指すことができる。

研究科（大学院）＋実践神学研修課程として必修
前期課程
【聖書神学関係】
旧約聖書原典講読Ⅰ・Ⅱ
旧約聖書原典釈義Ⅰ・Ⅱ
旧約聖書神学特講Ⅰ・Ⅱ
旧約聖書学特研Ⅰ・Ⅱ
旧約聖書学演習Ⅰ・Ⅱ
聖書考古学
アラム語
シリア語
アッカド語
古代オリエント史Ⅰ・Ⅱ
新約聖書学特講Ⅰ・Ⅱ
新約聖書学演習
新約聖書学特研Ⅰ・Ⅱ
新約聖書原典釈義Ⅰ・Ⅱ
【組織神学関係】
組織神学特講Ⅰ・Ⅱ
組織神学特研Ⅰ・Ⅱ
組織神学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
信条学

【歴史神学関係】
教会史演習
教理史演習Ⅰ・Ⅱ
教会史特講Ⅰ・Ⅱ
教理史特講Ⅰ・Ⅱ
英国教会史
【実践神学関係】
宗教社会学演習
教会音楽
キリスト教教育特講
牧会心理学特講
牧会カウンセリング特研
キリスト教教育特研
実践神学演習
臨床牧会教育
牧会心理学
+ 礼拝学演習
+ 説教学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
+ 牧会学演習
+ 総合特別講義

後期課程
【専攻間共同科目】
共同演習
アジア伝道論演習
日本伝道論演習
【論文演習】
修士論文指導演習旧約神学Ⅰ・Ⅱ
修士論文指導演習新約神学Ⅰ・Ⅱ
修士論文指導演習組織神学Ⅰ・Ⅱ
修士論文指導演習歴史神学Ⅰ・Ⅱ

【聖書神学関係】
旧約聖書神学特殊研究
旧約聖書文学特殊研究
旧約聖書原典特殊研究
聖書語学特殊研究
聖書考古学特殊研究
新約聖書神学特殊研究
新約聖書原典特殊研究
聖書解釈学特殊研究
原始キリスト教特殊研究
【組織神学関係】
教義学特殊研究
キリスト教倫理学特殊研究
弁証学特殊研究
組織神学特殊研究
現代神学特殊研究
組織神学共同演習

【歴史神学関係】
神学史特殊研究
宗教改革史特殊研究
日本宗教思想史特殊研究
教父学特殊研究
【実践神学関係】
キリスト教教化学特殊研究
キリスト教教育特殊研究
【論文演習】
博士論文指導演習聖書神学
博士論文指導演習組織神学
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教 員 紹介

（ 2018年5月現在 ）

学歴／経歴

神学専任の教員十数名が（旧新約）聖書神学、組織神学、歴史神学、
実践神学の４専門分野に分かれて、教育と研究に励んでいます。それ
ぞれの教員のプロフィールを紹介します。

1983年東京神学大学大

学歴／経歴

ゆういち

大住

雄一

1987年東京神学大学大学院博

学院博士課程前期課程修了・独ベーテ

学院博士課程前期課程修了・独ベーテ

士課程前期課程修了・加トロント大学ウィクリ

ル神学大学修了・神学博士・日本基督

ル神学大学修了・神学博士・日本基督

フ・カレッジ神学修士課程修了・神学修士・日

学宗教学部博士課程修了・哲学博士・日本基督

教団正教師・1999年着任、現在教授

本基督教団正教師・2015年着任、現在助教

教団正教師・2001年着任、現在教授

専門分野

旧約聖書神学

専門分野

旧約聖書神学

専門分野

旧約聖書神学

研究テーマ

広い守備範囲をカバー

研究テーマ

旧約聖書学が専門です

研究テーマ

私の長期的な研究テー

しなければならない旧約聖書の学び
の中で、小友先生と共に、また若い
田中先生に期待しながら、私が特に

お

と

も

小友

さとし

聡

が、特に旧約聖書の中で後期の知恵文学
を研究領域としています。コヘレトの言
葉や雅歌、ダニエル書など、周辺的な文

た なか

マは、旧約聖書の正典（カノン）とし

ひかる

田中

ての意義を重んじた聖書解釈の探究で

光

す。この主題を深めた研究者として、B.

S. チャイルズというアメリカの聖書学者がおりますが、私はチャイル

なか の

中野

みのる

実

専門分野

新約聖書神学

研究テーマ

これまで信仰と歴史の

関係に神学的関心を抱きつつ、史的
イエス研究、福音書研究を進めてき
ました。たとえば、
「イエスとレプラ

の清め：イエスにとってイスラエルとは？」
『聖書学論集38』(日

専門にしているのは、律法にかかわる議論です。その言葉の形、言

書から旧約（ユダヤ教）の思想や倫理を探究しています。特にコヘレト

葉の奥に潜んでいる神の意図、それらを広く、深く学んできました。

の言葉と黙示思想の関係に関心があります。コヘレトがダニエル書の黙

ズの思索を引き継ぐC. R. サイツの下で、イザヤ書の正典的解釈に取

本聖書学研究所、2006年)を参照。さらに聖書の正典性に関する

しかし、このごろ律法の中でも十戒に議論が集中しつつあります。

示思想と対論をして反黙示的性質を有することから、旧約以後のユダヤ

り組みました。
「正典的解釈」とは、聖書がその最終形態において獲

議論にも関心を持ち、その分野の研究も進めています（著書紹介

それだけ学びの視野は広いのです。

教や原始キリスト教の思想の根源にあるものを解明できるのではないか

得している神学的構造に注意を払い、同時に、教会が聖書を神の言

の項目参照）
。また現在、
（日本ではなかなか研究されることの少

と考えています。また、最近は注解書執筆のほか、新しい翻訳聖書発行

葉として解釈し続けてきた営みに学ぶことを大切にする解釈的アプ

ない）ヘブライ書の研究も開始し、注解書を執筆中（日本キリス

恵の伝統に注目しています。初めから申命記を丹念に読み続けてい

のため、とりわけ旧約詩文学の翻訳と編集に力を注いでいます。旧約聖

ローチのことです。その意味で、私の関心は、旧約聖書の歴史的探

ト教団出版局のNTJ注解シリーズより出版予定）です。

ますが、詩編に目を移して、その言葉の不思議を楽しんでいます。

書神学の基本概念を新たに展開することが今後の課題です。

究だけでなく、教会における旧約解釈にも向けられています。

《 著 書 紹 介 》『コヘレトの言葉の謎を解く』 （日本聖書協会）

《 論 文 紹 介 》「聖書学と聖書の伝統的解釈

しかし同時に、律法へのイスラエルの賛美や律法に込められた知

《 著 書 紹 介 》『シリーズ私たちと宗教改革第二巻 （日本基督教団出版局）
聖書 神の言葉をそのように聞くのか』
私たちはプロテスタント教会に属しています。しかしそのこと

『コヘレトの言葉の謎を解く』というタイトルの小冊子を紹介

は何を意味しているのか、案外知りません。宗教改革の三大

します。日本聖書協会から「聖書セミナー」第 20 巻として

原理の一つ「聖書によってのみ」とは、
どういう意味でしょう。

刊行されたものです。読んでもさっぱりわからない旧約の「コ

「のみ」と言ったことで、それまでの信仰と何が違ってきたの

ヘレトの言葉」について私は大胆な謎解きを試みました。こ

でしょうか。ことは、
「神の言葉をどのように聞くのか」とい

れは信徒向けの連続 5 回の講義がもとになっています。
「コヘ

うことにかかっています。聖書からしか神の言葉を聞かない

レトの言葉」に関心のある方にお読みいただければ嬉しく思

ということは、説教の意味にも関係があります。

います。

学歴／経歴

やきやま

ま

り

こ

焼山 満里子

1997年東京神学大学大学院

学歴／経歴

B.S.チャイルズの思索を手がかりに」

（『伝道と神学』6号）

最近注目されている聖書の伝統的解釈との関係で、聖書の研
究は今後どのような形で営まれるべきかという問いを探究し
た論考です。B.S. チャイルズを手がかりにしながら、聖書の
研究が今後、聖書を正典として重んじた伝統的解釈との関わ
りにおいて営まれる必要性、可能性について論じています。

1979年東京神学大学大学院

学歴／経歴

《 著 書 紹 介 》『新約聖書解釈の手引き』 （日本基督教団出版局）
最近、友人の研究者たちと共に『新約聖書解釈の手引き』
（日本キ
リスト教団出版局、2016 年）を出版しました。内容は、伝統的な
歴史批評学的方法論の紹介にとどまらず、むしろそれを展開してい
く（例えば、社会科学批評、修辞学批評）
、あるいは超えていく新
しい方法論（例えば、物語批評、スピーチアクト分析、文化研究批
評）の解説を提供しようとするものです。私は、
「正典批評」につ
いて紹介しています。
「正典批評」とは、聖書を信仰共同体（教会）
の書物として再評価することに積極的に関わる学問的運動です。

1987年東京神学大学大学院

学歴／経歴

2000年東京神学大学大学院博士

博士課程前期課程修了・米クレアモント大学院

博士課程前期課程修了・独ハイデルベルク

博士課程前期課程修了・英アバディーン大学

課程前期課程修了・英ケンブリッジ大学神学部留学。

大学宗教学部博士課程修了・哲学博士・日本

大学神学部博士課程修了・神学博士・日本

神学部博士課程修了・哲学博士・日本基督教

東京神学大学博士課程後期課程修了・博士（神学）・

基督教団正教師・2007年着任、現在教授

基督教団正教師・1988年着任、現在教授

団正教師・1998年着任、現在教授

日本基督教団正教師・2013年着任、現在准教授

専門分野

新約聖書神学

専門分野

組織神学

研究テーマ

パウロ書簡。初期キリ

研究テーマ

①なぜこの世界に悲し

スト教における共同体、教会形成。
NTJ注解シリーズ（日本キリスト教団
出版局）では、一、二テサロニケを

は

が

芳賀

つとむ

力

みや苦しみがあるのか（神義論的な
諸問題）について神学的に考察し、
命題化しようとしています。②現代

専門分野

組織神学

専門分野

組織神学

研究テーマ

教 義 学・ 倫 理 学・ 弁 証

研究テーマ

神 が 父・ 子・ 聖 霊 な

学から成る組織 神学という分野です
こうじろ

神代

ま

さ

み

真 砂実

が、教義学との関係で言えば、特にカー
ル・バルトの神学から学びながら思索

す

だ

須田

たく

拓

る三位一体のお方であることが信仰
全体に、また教会のあり方にどのよ
うに影響を及ぼしているかに関心を

担当しています。また、新約聖書の証言から読み取りにくい女性

政治学における共同体論者との対話を通して、教会をキリスト教

を続けています。より具体的な領域としては、三位一体論と予定論に

持っており、救済の出来事に父・子・聖霊がどのように関わって

の活躍を掘り起こしたいと考えています。そのため、社会学的研

的共同体論として新たに構築しようとしています。③聖書の正典

関心があります。教義学から倫理学や弁証学に展開するにあたって、

おられるのかを探究しています。また、自由教会を生み出し、自

究を取り入れ、見えてくることに関心を持って研究しています。

的な解釈を語りの共同体の解釈学として方法論化することに努

ずっと興味を持っているのは信仰の問題です。
「信じる」というのは

由や寛容といった近代世界の重要な価値概念の成立に大きく影

新約聖書研究を通して、私たちを人種、性別、地位を越えた交わ

めています。④キリスト教の伝統的な教えを、福音を物語ってき

どういうことであるのか、信仰と一般的な信頼とは、どう関係してい

響を与えた17世紀イギリス・ピューリタンの神学が、現代におい

りへと招く福音書の真髄に触れたいと思います。聖書を深く知る

た教会の語りに焦点を当てて、新たに記述する試みをしています

るのかといったことを考え続けています。さらには、日本人とキリス

て、特に私たちの教会形成に、なおどのような意義を持ち得るか

ことで、キリスト教が21世紀に果たす役割もおのずと見えてくる

（神学の小径IーIII）
。⑤特に日本の文化・習俗を意識しつつ、日本

ト教という問題も忘れてはなりません。この国での伝道に仕える神学

についても研究しています。

と思います。

伝道論の神学的戦略を提示したいと考えています。

をする者にとって、避けられない課題だと思っています。

《 論 文 紹 介 》「宗教改革者ルターの聖書解釈と （『伝道と神学』7号）
現代の新約聖書学」

《 著 書 紹 介 》『救済の物語』 （日本基督教団出版局）

《 著 書 紹 介 》『ミステリの深層 名探偵の思考・神学の思考』 （教文館）

「パウロ研究の新しい視点」と呼ばれる現代の新約聖書学者の
立場によれば、パウロの回心をルターのパウロ理解とは異な
る視点で読むことが提唱されています。では、ルターの聖書
理解をどのように評価したら良いのでしょうか。ルターのパウ
ロ理解の意義を知りつつ、パウロ理解を深めることを勧めた
論文です。
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学歴／経歴

2008年東京神学大学大学院博

士課程前期課程修了・米クレアモント大学院大

教団正教師・1990年着任、現在教授

おおすみ

学歴／経歴

1986年東京神学大学大

これまでキリスト教神学は救いについての理論をさまざまな
贖罪論として展開してきました。それはキリストの十字架と復
活をめぐる理論的な解釈です。しかしそもそも救済の出来事
は、教会によって物語られてきたものです。それは、現代を
生きる私たちの生の物語と呼応し交錯しています。本書では
それらを、犠牲、解放、償い、審判、新生という物語の視点
から捉え直しました。

《 訳 書 紹 介 》 コリン・ガントン『キリストと創造』 （教文館）

古今の推理小説を題材に、神学の立場からミステリはどう読

かつてコリン・ガントンの『キリストと創造』
（教文館）を翻

めるのか・神学のものの考え方とはどのようなものであるの

訳しました。ガントンは、バルト以後のいわゆる三位一体論的

かを論じてみた本です。やさしい話から始めて、だんだん難

神学、つまり神が父・子・聖霊なる三位一体の神であること

しくなるという構成をとってみましたが、意図していたよりも

が信仰全体にどのように影響を及ぼしているのかを検討する

難しくなってしまったかもしれません。趣味が昂じたものだ

神学を主導した神学者の一人です。この本では、
その視点から、

けに、楽しい仕事でしたので、手に取ってみていただけたら

キリストのお姿が丁寧に論じられつつ、私たちが神の像として

嬉しいです。

造られたとはどのようなことであるのかが探究されています。
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教 員 紹介

（ 2018年5月現在 ）

学歴／経歴

関川

1997年東京神学大学大学院

学歴／経歴

2002年東京神学大学大学院

院博士課程前期課程修了・米シカゴ大学

博士課程前期課程修了・独ハイデルベルク

博士課程前期課程修了・現在、独ボン大学神

神学部大学院博士課程修了・哲学博士・

大学神学部博士課程卒・神学博士・日本基

学部博士課程在籍。・修士（神学）・日本基督

団正教師・1996年着任、現在教授

日本基督教団正教師・1993年着任、現在

督教団正教師・2008年着任、現在教授

教団正教師・2013年着任、現在准教授

東京神学大学名誉教授・特任教授

歴史神学
４世紀のギリシア教父、

アタナシオスの研究や古代の聖霊論や

泰寛

学歴／経歴

1977年東京神学大学大学

程前期課程修了・神学修士・日本基督教

研究テーマ
やすひろ

学歴／経歴

卒・1983年東京神学大学大学院博士課

専門分野

せきかわ

英エディンバラ大学神学部

キリスト論などの教理的な主題の研究
をしています。アタナシオスは、アレイ

たなむら

しげゆき

棚村

重行

専門分野

歴史神学

研究テーマ

近年は19世紀の日米の

プロテスタント教会史と二国の比較
神学思想史研究に集中しています。

こいずみ

小泉

けん

健

専門分野

実践神学

専門分野

キリスト教教育学、組織神学

研究テーマ

宗教改革者は教会を

研究テーマ

キリスト教教育学の分野

「御言葉の創造物」と呼びました。説

ながやま

教は新しい人間を創造し、また教会共

長山

同体を創造します。神の新しい創造の

みち

道

では、主に原理的な研究をしています。
信仰を与えることも、聖化をもたらすこ
とも神の業であるのに、人間によるキリ

オス派が、神の一被造物であるキリストという理解を主張したのに対

その成果として、2009年に『二つの福音は波濤を越えて』を出

御業に仕える力ある説教が必要です。神の言葉の説教が神の言葉で

スト教教育は可能なのか、可能だとすればそれはなぜか、またどのよ

して、キリストが真の神であるという教えを一貫して守りました。こ

版しました。現在教会史は英国も関心に入れ、大学院では「英米

あることを改めて探究した神の言葉の神学の真理契機を継承し、そ

うにしてかということを探求しています。同時に、一般的な教育学に

のような主張が、３８１年のニカイア信条に結実します。キリスト教

日・福音主義の歴史」というゼミも開いています。また大学院で

れ以降の説教学が取り組んできた言語学や修辞学との対話も受け入

解消されない、キリスト教教育独自の方法論に関心を持っています。

の正統説の基となる教理の形成に貢献したのが、アタナシオスです。

は、
「洗礼と聖餐・教会と職務の研究」ということで、教理史の

れつつ、人間の業である説教が神の言葉への奉仕にふさわしいもの

組織神学の分野では、マルティン・ケーラーの倫理学について研究す

さらに最近では、宗教改革者カルヴァンについても、いくつかの論文

演習も開いています。学部では教会史、世界宗教史の講義で皆さ

となることを追い求めています。説教は、同じく救済の手段である

ることを通して、福音主義的な倫理学の考察に取り組んでいます。ま

を書いています。古代教会から宗教改革者に継承される神学的伝統を

んにお目にかかることでしょう。

歴史的に跡付けることが、私の研究の主題となっています。
《 著 書 紹 介 》『ここが知りたいキリスト教』 （教文館）
ニカイア信条の成立と内容を解説した『ニカイア信条講解』
（教
文館）
、アタナシオス神学の学術的な研究書『アタナシオス神
学の研究』
（教文館）があります。教会の形成の課題を論じた
書物が『聖霊と教会』
（教文館）です。さらに一般の読者を意
識した、キリスト教の入門的書物『ここが知りたいキリスト教』
（教文館）や『信仰 30 問 30 答』
（共著、教団出版局）などが
あります。

学歴／経歴

《 著 書 紹 介 》『二つの福音は波濤を越えて 十九世紀英米文明世界と
「日本基督公会」運動および対抗運動』
日本基督教団は、
「成立の沿革」のなかで語ります、
「…1872
（明治五）年二月二日横浜に最初の教会として、日本基督公会
が設立された。この教会は…超教派的な教会であったが、そ
の後欧米教会諸派が移植せられ、
…」と。この「生い立ちの記」
は、
「本当の話」なのか「憧れ」なのか、膨大な資料を調べて
いるうちに 800 頁の本に化けました。この教会史ドラマに興
味のある方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。

1990年米ウェスターン神学大

学歴／経歴

J

a

n

s

e

n

ウ エイン・ジ ャンセン
パストラル・ケアセンター長

1974年東京神学大学大学院博士課程

学大学院博士課程修了・牧会学博士・米国

前期課程修了・韓国イエス教長老会神学大学大学院、独

改革派教会正教師（現在、日本基督教団へ

テュービンゲン大学神学部博士課程修了・神学博士・在日

の宣教師）・2002年着任、現在教授

W a y n e

（教文館）

専門分野

実践神学

研究テーマ

日本における臨床牧会

のあり方―総合牧会ケアの意義
「愛」という言葉はキリスト教におい
てよく知られている言葉であると同時
に、真に理解しにくい言葉でもありま

大韓基督教会正教師（現在、日本基督教団への宣教師）・
1994年着任、現在東京神学大学名誉教授・特任教授

ぱく

朴

ほんうく

憲郁

専門分野

実践神学

研究テーマ

キリスト教教育諸分野

の中心となる「教会教育学」が近年
確立されてきました。古代から教会

教育の柱であった「受洗志願者教育」が現在の研究テーマですが、

す。この抽象的である言葉には、具体的な行為が求められています。

一般教育学や日本の公教育との関係等、多様な分野も研究の対象

夫婦、家族、教会、また社会において、キリスト者としてどのよう

となります。

に愛することを行うのかという学びに従事しています。

実践神学における礼拝と説教と典礼との関連で解釈学的に重要

聖礼典と深く結びついているので礼拝学へ、また牧会的対話の土台

た、正統的な教理を守りながら理性的でもあり敬虔でもあるその神学

となるので牧会学へと必然的に広がっていくことになります。

を、日本の伝道に生かすことを目指しています。

《 著 書 紹 介 》『説教による教会形成 （説教塾ブックレット10）』 （キリスト新聞社）

《 論 文 紹 介 》「教育が教育であるために」 （東京神学大学神学会『神学』75,76,78号）

表題は、牧師たちが大事にしていることです。
「でも実際には

教育 education の語源は、内にあるものを引き出すという意

そういうわけにはいかない」と考える人もいます。説教以外の

味を持っていると言われますが、いったい何をどうやって引き

ことをしない言い訳になることもあります。説教が教会を造る

出すのかということを考えようとしています。教育一般を扱っ

とはどういうことなのでしょう。自分の教会生活と学びを振り

ているようでありながら、聖書的な人間観や教育観が不可欠

返りながら話した講演ですので、読みやすく、ご一緒に考え

なものとして浮かび上がってくることで、キリスト教教育の重

ていただけると思います。

要性が再認識されます。

2018年度 非常勤講師陣
神学部神学科

◇保健体育科目

岡田光弘

◇学際基礎科目

上遠岳彦
小宮正安
佐々木高雄
佐藤真一
佐野好則
竹井 潔
田中 敦
福家眞也
真下弥生

生命の理解とバイオエシックス
キリスト教と世界史
法と人権１法学概論
法と人権２日本国憲法
ドイツの歴史と教会
哲学思想史
情報基礎
哲学思想史
食品と栄養
キリスト教と芸術１美術史

◇現代語科目

越智さやか
後藤倫子
髙砂民宣
福嶋 揚

英語基礎
日本語基礎
英語Ⅱ
ドイツ語ⅠＢ、ドイツ語Ⅱ

また、神の民――キリスト者である私たちが相互的にケアを与え

な役割を担う＜象徴＞を用いた象徴教授法を深めつつあります。

合うことが不可欠です。神の家族としてどのようにこの相互的ケア

もう一つの従前の研究テーマは、キリスト教教育学と聖書神学と

を行うかが研究課題です。

2017年度 講演会

の相互的考察です。

◆生活倫理講座

《 論 文 紹 介 》「Picture Perfect Paradise Pursuit: （『伝道と神学』6号）
Our Family and God's Family」
結婚は、
時には難しいものです。
ふたりが一体となることによっ

《 著 書 紹 介 》『10代と歩む洗礼・堅信への道』 （日本基督教団出版局）
朴憲郁、平野克己監修 執筆

教会学校で聖書を教えるガイドブック / 教案とは別に、若い

体育Ⅰ・Ⅱ
◇専門教育科目：聖書神学関係
新約聖書神学Ⅳ
左近 豊
シリア語
佐藤 泉
ヒブル語Ⅰ・Ⅱ
本間敏雄
ギリシャ語Ⅰ・Ⅱ、新約原典講読Ⅰ・Ⅱ
三永旨従
◇専門教育科目：歴史神学関係
宗教史Ⅱ、教会史Ⅴ
小室尚子
教会史Ⅱ、教会史Ⅳ
本城仰太
◇教職課程科目
高橋貞二郎 宗教科教授法Ａ
教育の方法と情報技術Ⅰ・Ⅱ
竹井 潔
道徳指導法
菱刈晃夫
教育的指導と相談の研究Ⅰ・Ⅱ
水口 洋
心理発達と教育
森 真弓
特別活動指導法
山口 博

①「生き方を問う性教育」 町田健一先生（北陸学院大学学長）
②「心の健康」 石丸昌彦先生（放送大学教授）

大学院神学研究科
博士課程前期課程（Ｍ）・博士課程後期課程（Ｄ）
◇聖書神学関係

遠藤勝信
左近 豊
佐藤 泉
本間敏雄

新約聖書原典釈義Ⅰ（Ｍ） 新約聖書原典特殊研究（Ｄ）
旧約聖書原典講読Ⅰ（Ｍ）
シリア語（Ｍ）
聖書語学特殊研究（Ｄ）
旧約聖書原典釈義Ⅱ（Ｍ） 旧約聖書原典特殊研究（Ｄ）

◇組織神学関係

近藤勝彦

組織神学特講Ⅱ（Ｍ）

教義学特殊研究（Ｄ）

◆公開神学講演会
主催：東京神学大学日本伝道研究所
「地域社会に福音となる礼拝共同体～メディカル・カフェの実際から」
西岡義行先生（東京ミッション研究所総主事、東京聖書学院教頭）

て恵みが生まれますが、相互的に理解しかねるところもあり

人を洗礼や堅信（信仰告白）に導くテキストが日本では著し

◆宗教改革500年記念公開講演会

ます。しかし、イエス・キリストを土台とし、神に知恵を求め

く少ないです。その意味で本書は本格的なガイドブックです。

①「ウェスレーと信仰復興運動 宗教改革の展開の中で」

ることによって、確固たる土台の上に愛のある家族を築くこと

礼拝堂ツアー、教会員へのインタビュー、ワークシート使用

ができます。このようにして家族は祝福を得、また、教会と

などの諸活動を交えつつ、わかりやすい教理と洗礼・堅信の

しての神の家族を理解することもできるようになります。

意義を解説しています。

藤本満先生（イムマヌエル綜合伝道団代表）
②「北森嘉蔵に見るルター神学の根本思想」
丸山久美子先生（聖学院大学名誉教授）

◆公開講演会
主催：東京神学大学歴史神学部門
共催：改革長老教会協議会、東北アジア教会史研究会
「中国のキリスト教はどこへ行くのか？―― 課題と展望」
王 艾明 先生（元南京協和神学院副院長）
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キャンパスマップ

2022 年度の完成を目指して、キャンパスの整備計画が進んでいます。新しい教職員
住宅、学生寮、研修センター（仮称）が順次建設され、キャンパスが生まれ変わります。

礼拝堂
「東京神学大学の心臓」と言える場所。
神学校生活の要である礼拝が守られ
るところです。クリスマス礼拝や卒
業礼拝では共に聖餐に与ります。入
学式や卒業式などの行事も、この礼
拝堂で執り行われます。

（現在のキャンパス）

ラウンジ

（2020年度完成予定！）

学生達の憩いの場です。ラウン
ジ係の学生によって用意された
コーヒーを飲みながら、語り合

2022年度完成予定の
キャンパス整備基本計画イメージ図

いのひとときを楽しむことがで
きます。時には神学的な議論が
交わされることも…。

学生寮
定員70名ですべて個室。5～6名で
シェアする自習室、厨房、食卓完
備。トイレ、洗面室、浴室も5～6
名ごとにシェア。バリアフリーで
インターネットも完備。礼拝堂を
持ち、通学生も利用できるラウン
ジがあります。

ラーニングコモンズ

（2018年度完成予定！）

図 書 館2階 に あ る 共 同 学 習 の た め

教職員住宅

のスペースです。備え付けのコン
ピュータやプロジェクターの利用も

大小の教職員住宅が7戸。そのう

可能です。教室として用いられるこ

ち1戸はバリアフリーとなってお

ともあります。

り、テラスハウス方式で景観を配
慮した設計です。学内に教員が居
住し、学びの共同体を形成します。

図書館
東京神学大学の学問の
営みを支えるのが、こ
の図書館です。鬼頭梓
氏の設計による美しい
建物です。2階部分には
教室・会議室・研究室
があります。
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（2022年度完成予定！）

研修センター

（仮称）

大型教室等、学内外の研修
に利用できる快適な学びの
空 間 と な り ま す。 も ち ろ
ん、バリアフリーです。
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キャンパスライフ

東京神学大学は神学校であり、信仰と志を同じくす
る召命共同体です。毎日の礼拝では教員と上級生が

クリスマス愛餐会

説教を担当します。学生会は運動会、全学修養会、
クリスマス祝会などを企画・運営します。
生活倫理講座

運動会

入学すると始まる「神学する生活」
神学は、“学ぶ”だけでなく“神学する”もの。その本質は、
講義や実習、独習に限らず、寝食を含む生活場面すべてに
おいて神の真理を追究し、ときに情熱的に、あるいは理論
的に日々格闘することです。
クリスマス礼拝

入学式・宣誓式

全学懇談会

日本伝道フォーラム

前期始業式・始業講演

学生総会

全学祈祷会

オリエンテーション
クラス別懇談会

運動会

博士課程後期課程研究発表会

4

夏期伝道実習壮行祈祷会

生活倫理講座
福音は生きることの全体に及びます。伝道者には生活そ
のものの吟味が求められます。キリスト者の生活につい

キリスト教学校伝道協議会

5

ての基本的なことを学ぶために、2017年度から生活倫理

6

講座を設けました。学生全員に出席を求め、2017年度は

7

「性倫理」と「心の健康」について学びました。

学内礼拝

神学校日 説教奉仕

全学修養会

オープンキャンパス

神学校生活懇談会

クリスマス礼拝

2017年 2月 韓国研修旅行

クリスマス愛餐会

8
2018年度入学式

夏期伝道実習

9

11

修士論文提出締切

全学修養会

後期始業式・始業講演

毎年秋に行われる全学行事です。学生が自主的に

夏期伝道実習報告会
日本伝道を担う青年の集い

夏期伝道実習
学部 4 年次と大学院 1 年次の夏に約 4 週

宣誓式

10

間にわたって行われる必修プログラム。
学生は全国各地の教会に遣わされ、様々

12

主題を定め、学内外の講師を招き、プログラムを作
成し実行します。全教員・全学生が寝食を共にし、語
り合 い、 祈り、
神学の学びを
深める修養の
ひとときで す。

な奉仕を通して、伝道者としての日常を
学びます。

夏期伝道実習報告会

学生の活動
主なクラブ活動
文化部

コーラス部、新聞部、ハンドベル部、

カルヴァン研究会、キリスト教教育研究会、ゴス
ペルソング同好会、English Bible Café、組織神
学研究会、オルガニストギルド、アルケーの会

体育部
16

サッカー部／野球部／テニス部

学生会
学生の活動
学生会は、執行委員会、代

2017年度卒業･修了式

1

2
大学院 前期課程・後期
課程内部入試／アジア
伝道研修旅行（隔年）

教職セミナー

全学祈祷会
学生総会

3
卒業礼拝
卒業・修了式

全学修養会

高校生会

		

交わりランチ

高 校 学生の活動
生 会 で は、 神 学 生

学生の活動
「交わりランチ」は、先

議員会、諸委員会等からな

が主体となって高校生た

輩･後 輩、 通 学 生･寮 生

る学生機関です。今年の主

ちを東京神学大学に招い

が気軽に交われる場を

題聖句をイザヤ書41章8節

て、共に主にある交わり

作りたい、との思いか

―10節、 活 動 の テ ー マ を

の時を持ちます。私たち

ら始めた執行委員会主

が心を開いて彼らを招き、一緒に食事をし、語り合い、共に礼

催の会です。学生会室に集い、昼食を共にしつつ、クラスを

学生会

「共に立ち帰ろう」とし、学生たちがそれぞれの委員会に属し、
充実した神学校生活を目指します。全学祈祷会、全学修養会、
クリスマス礼拝等の行事を担当し、一つの会を企画・運営し
協力する活動の中で、主の恵みと喜びを分かち合います。

学生会

拝をささげるという全てのことが、世代を超えてつながる喜び
と、人を愛する幸いを私たちに味わわせてくれます。

学生会

超えた学生とのつながりを楽しむことを目指しています。教
会に行き始めたきっかけ、夏休みの過ごし方等、身近なテー
マを設定し交流しています。
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さま ざまな サ ポ ー ト

東京神学大学の学生はさまざまなサポートを受
けて、神学の学びに専念しています。

どのようなサポートがあるのか、特徴的なもの
を紹介します。

クラス担任とクラスメート

パストラルケアセンター

学生寮

東京神学大学では、学年毎にクラスを

パストラルケアセンターでは、担当教員

キャンパスの中に学生寮があり、全学生の

編成しています。毎週火曜日にはクラス

が個人的な相談を受け、面接を行って

約半数が生活しています。キャンパスに住

別祈祷会を守り、共に祈り合い、助け

います。また、コーヒーを飲みながら、

んでいる複数の教員が寮監を務めていま

合って、学びに励みます。ここで共に学

小グループで聖書研究や現代のさまざ

すが、寮の運営は寮生が組織する寮委員

んだ友は、生涯にわたって、伝道して行

まな課題について話し合う交わりの場と

会にゆだねられています。毎朝の寮拝、親

く上での同労者となります。また、各ク

しても用いられています。

睦会等の行事、何よりも共同生活そのもの

ラスには担任の教員がおり、様々な相
談をすることができます。

を通して交わりが深まります。2020年度に
クラス別祈祷会

は、新しい建物に生まれ変わる予定です。

教会実習委員会

図書館

「教会と神学校は車の両輪」と言われま

東京神学大学の図書館は、神学の学問

す。教会での礼拝が土台となって神学

性を極めるのに不可欠な資料・文献の

の学びが行われ、教室での学びは教会

宝庫です。古今東西のキリスト教文献等

での奉仕につながるものでなければな

およそ１２万5千冊（和書4万9千冊、洋

りません。教会実習委員会は、教会と

書７万6千冊）を所蔵し、東アジア有数

大学の仲立ちになって、日ごろの教会奉

の神学専門の図書館として、学内外の

仕、夏期伝道実習、神学校日の奉仕等

学生、牧師、神学・キリスト教関係の

をサポートします。

研究者に利用されています。

留学生委員会

後援会活動

東京神学大学のコミュニティーにとっ

東京神学大学は多くの方々に支えられて

間収入の半分を占め、奨学金等の財源

て、私たちの視野を広げてくれる留学

います。後援会は全国の地域ごとに地区

になっています。伝道者を待ち望む多く

生の存在は貴重なものとなっています。

後援会を組織し、教会・信徒に献金を

の祈りがここに現れているのです。

留学生委員会は、日本語を母国語とし

呼び掛けています。
2016年度は668教会、

ない学生が、異文化の中で様々な課題

5933名の信徒の方に御賛同いただきま

や困難に遭遇した時に、相談を受け、

した。この寄付金は東京神学大学の年

留学生のニーズに対応できるよう努め
ます。

奨学金制度

海外・その他

35教会 45名
入学時奨学金

本学では、多くの学生が学内奨学金の給付を受けています。希
望者が決められた募集期間に申請書を提出すると、奨学金委
員会はそれに基づいて審査を行い、支給額等を決定します。
学内奨学金には、新入生の授業料を補助する入学時奨学金、
在校生の授業料を補助する一般奨学金、全国の教会・個人か
ら寄せられた献金を財源として学生の生活費等を補助する指定
奨学金、大学院へ内部入学する学生への内部入学補助奨学金
等があります。
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一般奨学金
指定奨学金
内部入学
補助奨学金

新入生の授業料を
補助します

大学院内部入学の
入学金を補助します

● 奥羽地区

5教会 23名

16敎会 80名

25教会 69名

● 兵庫地区

● 北陸地区

● 東北地区

13教会 90名

30教会 225名

19敎会 287名

● 東中国地区

1教会 86名

授業料を補助します
学生の生活費を
補助します

● 新潟地区

7教会 91名
● 北関東地区

● 京都地区

留学生懇談会

● 北海地区

12教会 111名

● 埼玉地区

20教会 208名

● 西中国地区

16教会 108名

●東京千葉地区

186教会 1,969名

● 沖縄地区

3教会 23名

● 東海地区

● 四国地区

● 九州地区

34敎会198名

45教会
250名

● 大阪地区

51教会
574名

58教会 627名

● 神奈川地区

54教会 553名

● 愛岐三地区

38教会 316名
※2016年度後援会活動実績に基づく数値
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在校生の素顔

在校生たちの素顔を紹介します。今、どんなふうに神学を学び、
将来についてどう考えているかを率直に語ってもらいました。

「主がお望みならば、自分を変えることも厭わないような人になりたいです。」

Q
A

を増し加えてゆくのが神学なのだと

何より、大学在学中に勉強していた神

安の中で、神に栄光を帰すことを求

学（特に旧約学）の学びを続けたいと

めつつ、自分自身も存分に楽しめば

いう思いがありました。しかし東京神

よいのだと思います。

思います。答えが与えられている平

ことが、自分にとって最善の道だと思
えるようになったので来ました。

藤田健太

母校である東北学院大学
での聖書の学びを通して
教会に導かれ、大学3年
の12月に 受 洗。 大 学 卒
業と同 時 に 献 身。2016
年、学部4年生に編入学。

Q

どのような伝道者になりた
いですか

A

教会員と一緒に成長しつづける伝道

になって、聖書と生涯向き合い続ける

2017年度博士課程
前期課程1年

Q
A

A

るような経験を重ねたいです。気張っ

ただ答えの見えない問題をあてどなく

とも厭わないような人になりたいで

探すのではなく、与えられている確信

す。

主がお望みならば、自分を変えるこ

東京神学大学で学ぶことを決
意した理由を教えてください
希望を与える伝道者になるという召命を

キャンパスの規模は小さくても、神の言

主からいただいたからです。イエス・キ

葉を取り次ぐというミッションは大きい

リストを我が救い主と信仰告白した後か

点が東京神学大学の魅力だと思います。

の存在価値を見失うことがありました。
の愛を心から知ることができたのです。
この愛に触れる感動を伝えたい一心で学
ばせてもらっています。

Q
A
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東京神学大学の面白さ、魅力
はなんですか

北海道大学文学部を卒業後キリスト教出版
社で働き、2009年東京神学大学学部3年編
入学、2013年大学院博士課程前期課程修
了、日本基督教団花巻教会へ赴任。2015年、
受按。

Q

どのような伝道者になりた
いですか

A

主に愛されている者として、主をただ愛
する伝道者でいたいです。具体的には、
地域に開けた教会・海外に開けた教会・
試練の内にある人々に開けた教会形成を
していきたいです。カフェやバザー、音
楽会を開くこと、東北アジアのクリス
チャンとの交流を持ち近隣国のために祈

年齢、家庭環境、性格、趣味等全く違う人

ること、病気やいじめといった問題を抱

たちと共に牧会者の姿勢を学べていること

えている方の手助けのできる伝道者にな

です。共通点を探すのが難しいほどそれぞ

りたいです。

Ｑ：現在の働きを教えてください
Ａ：主が聖隷福祉事業団に託されました働きを覚え、
祈ることを第 1 としています。ホスピス朝の礼拝、

ある教会です。教会での主任担任教師としての働き
に加え、月曜日は教区事務所で主事として、火曜日

れることもあります。病棟では、
お部屋で聖書を読み、

は盛岡大学附属高等学校の聖書科の非常勤講師とし

お祈りを共にし、様々な思いを伺います。お別れ会、
結婚をお祝いする会も行います。

いるというような状態から学びがスタートしました。
学内礼拝で、召命共同体として 1 つとされ神さまを
ほめ讃える喜びに与る中で、私たちを伝道者として
お召しくださった主の驚くべき恵みを知ることがで
きました。常に驚きと共にある日々でした。
Ｑ：チャプレンとしての喜びを教えてください
Ａ：私がチャプレンとして遣わされようとは全く思

2017年度学部4年

いがけないことでした。しかし自分の思いになかっ

倉持 おりぶ

たゆえに、このことは主の御旨以外の何ものでもな

クリスチャン家庭に育つ。
高 校２年生のクリスマス
に受 洗。 横 浜 市 立 大 学
時代は教会やクリスチャ
ン・サークルの兄弟姉 妹
から主に仕える喜びを教
えてもらい、伝 道者とな
る志を与えられた。2016
年、学部3年次に編入学。

Ｑ：現在の働きを教えてください
Ａ：私が遣わされている花巻教会は岩手県花巻市に

事業団各施設での礼拝を担当。主日は教会に遣わさ

Ａ：25 年ぶりの学生生活でしたので、脳が驚いて

たちの集まりだということです。人数や

花巻教会

聖隷三方原病院

Ｑ：東京神学大学の学びを振り返っていかがですか

ています。唯一の共通点が主を愛する者

しかし絶望と思える試練の時期にこそ神

鈴木道也 牧師

（すずき みちや）

立教大学卒業後、社会人生活を経て2011
年東京神学大学学部3年編入学、2015年
大学院博士課程前期課程修了、社会福祉
法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方
原病院に赴任。2017年、受按。

て無理はしたくないです。けれども、

れが個性的であり、魅力ある方が集まっ

代は生まれつきの皮ふの病のため、自分

花巻教会

ますます主との結びつきが強められ

東京神学大学の面白さ、魅力
はなんですか

ら私の人生は新しくされました。中高時

日本基督教団

者になりたいです。説教の度ごとに、

「全く違う境遇の人たちと、共に牧会者の姿勢を学べることに面白さを感じます。」

Q

社会福祉法人聖隷福祉事業団
総合病院聖隷三方原病院
（さとう しのぶ）

学大学に入学するのは、伝道者として
ということも知っていました。伝道者

東京神学大学を巣立ち、牧師として、また教師として
活躍している卒業生を紹介します。

佐藤志伸 牧師

東京神学大学で学ぶことを決
意した理由を教えてください

教会に仕えるためでなければいけない

卒業生のはたらき

いと信じ、畏れとおののきをもって日々歩ませてい
ただいています。畏れとおののきのあるところ、主
が共にいてくださり、主ご自身が御力をもって働い
てくださると聖書は証言しています。御言葉の力に
動かされる方々を目の当たりにした時、洗礼の恵み
に与る方が興された時、主の喜びを共に喜ぶことが
ゆるされている幸いを覚えます。

て働いています。神様の目から見て一人ひとりが価
高く貴いという使信を届けられるよう願いつつ日々
活動しています。
Ｑ：東京神学大学の学びを振り返っていかがですか
Ａ：4 年間を通して、神学と教会とが結び合わさっ
ていることがいかに大切であるかを学びました。ま
た先生方や仲間たちから、心を尽くし精神を尽くし
思いを尽くして主を愛する姿勢を教えられました。
4 年の間に学び切れなかった領域については、赴任
してから自分なりに少しずつ学んでいます。
Ｑ：牧師としての喜びを教えてください
Ａ：教会に集う方々と喜びも悲しみも共にできるこ
とが喜びです。その人の心の深い部分と関わること
は責任の重いことでありますが、その分、大きな喜
びがあります。神学校に入る前の 20 代の前半の頃、
一人部屋に閉じこもって文章をばかり書いていた時
期がありました。その頃の苦しい心境を思う時、今
こうしてたくさんの方々と関わる仕事をできている
こと自体が喜びであり、有り難いことだと感謝して
います。このことによって私自身も生かされ、支え
られていると感じています。
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学 び と交 わり
教職セミナー

東京神学大学は、学外的にもさまざまな活動をしています。
その活動の一端を紹介します。

キリスト教学校伝道協議会

毎年1月初旬に開催される教職者のためのセミナーです。2泊3

明治以来、福音伝道と教会への招きのために全国各地に設立さ

日のプログラムで、神学的主題のもと、主題講演、シンポジウ

れたキリスト教主義学校には、建学の精神を担う校長・学長・

ム、分団セミナー等が行われます。全国の諸教会から毎年100

宗教主任・聖書科教師たちがいます。本学は伝道の最前線に立

名ほどの牧師たちが集います。2017年度は「福音による変革

つその担い手をも養成しています。毎年この協議会で、学校の

と形成——人間・教会・世界」という主題でした。

代表者たちと今日の諸課題と使命を語り合います。

海外 とつながる

日本基督教団世界宣教委員会派遣による本学卒業の海外宣教師たちが、
世界各地での宣教に携わっています。ここでは、南米パラグアイで
宣教するひとりの牧師についてお伝えします。

2018 年 3 月現在

ベルギー
川上 寧

ブリュッセル
日本語プロテスタント教会

アメリカ

アメリカ

センテナリー合同メソジスト教会

ユニオン日本語教会

上田容功

久山康彦

韓国

洛雲海
長老会神学大学校

アメリカ
森谷和夫

ファースト長老派教会

パラグアイ
知花スガ子

ピネポ自由メソジスト
酒井兄姉記念教会

宣教師として
パラグアイに遣わされて
日本伝道フォーラム

青年の集い

日本伝道を担う

日本基督教団の教会としての崩壊の危機を憂えて、諸教会に

1999年から始まった「日本伝道を担う青年の集い」は、教会

財政的支えだけではなく教理的恊働を呼びかけて、1989年に

に集う青年たちの交わりの機会として、また、それぞれの仕

準備集会を行って後、1回の休みを挟んで今日まで形を変えな

方で伝道の働きに仕えていく力を与えられる機会として、首

がら毎年集まっています。昨今は若い牧師の伝道オリエンテー

都圏の諸教会が発起人となり、本学を会場に行われています。

ションの性格が強くなっています。

共に御言葉にあずかって、語り合いましょう。

知花スガ子

（ちばな すがこ）

日本基督教団宣教師
2008年に学部3年に編入学、2012年に大
学院博士課程前期課程を修了し、ボリビア
メソジスト教団ラ・グロリア教会に赴任。
2014年に受按。2015年よりパラグアイ日
系ピラポ自由メソジスト教会に赴任。

ピラポ自由メソジスト酒井兄姉記念教会

「パラグアイ」と示されたのは、2004年の10月のある朝、デ
ボーション中のできごとです。その時の私は、パラグアイが
何のことだか分かりませんでした。後にそれが南米の国名で

2017 イースター礼拝

あることがわかりましたが、なぜ「パラグアイ」が示された

イ在住のＨ氏の連絡先を教えていただき、現地でＨ氏にお逢

か知る由はありませんでした。それからしばらく経って、
「献

いすることができました。Ｈ氏より一人のクリスチャンを紹

身せよ」と「御言葉を宣べ伝えなさい。折が良くても悪くて

介され、その方から日本人移住地の情報を得た3ヶ月後、私

も励みなさい」
（テモテⅡ４：２）の御言葉が与えられ、初め

はピラポ自由メソジスト教会へと導かれました。そこは40年

て「パラグアイ」が示された意味を理解しました。けれども、

間、無牧ながらも信仰の灯を消さないようにと信徒の方々が

献身なんて無理との思いからヨナのように逃げ回る私でした。

礼拝を捧げている教会でした。

しかし、神からの召しは迫るばかり。4年後東京神学大学に編

現在、教会の主な活動は、主日礼拝、ふみの会（火曜日）
、

入学。大学院修了の年になりましたが、パラグアイへ行く手

こども集会（4月）
、夏休みこどもキャンプ（12月）です。そ

立てはありませんでした。そのような折、ボリビアからの宣

の他、赴任当初から礼拝堂建設のビジョンが与えられていま

教師派遣要請があることを知り、ボリビアへ派遣されること

したが、この度教会用地・建物を購入することができました。

になり、2年の任期を終え、2014年に帰国しました。

12月より庭の整地と建物の改装・補修工事に取りかかります。

ボリビア在任中、隣国パラグアイへ行く機会はありません
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とうもろこしと大豆の畑

私は神様の不思議な導きとご計画が実現していくさまを目

でしたので、翌2015年2月あらためて宣教地を求めてパラグ

にして、感動を覚えつつ、信徒の方々と共に感謝の日々を過

アイへ旅立ちました。日本出発直前、小泉先生よりパラグア

ごしています。
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