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 プロテスタント福音主義信仰に立ち、教派を超えて 21 世紀の教会と社会に奉仕する世界宣教の働き人を育

成するために、実践的な神学教育を施す。 

 
1.  福音主義  

聖書を誤りのない神のことばと信じ、かつ信仰と生活の唯一の規範とする福音主義に立
って、正統的な神学に基礎づけられた教職者および奉仕者を育成する。  

 
2.  超教派神学教育  

超教派の神学教育に実績を持つ東京キリスト教学園にあって、教派を超えて日本の内外
の諸教会と社会に奉仕し、その発展に寄与できる人材を育成する。  

 
3.  実践的神学教育  

福音主義諸教会や諸団体の期待と要望に応えるために、実践的神学を深め、教会と社会
に仕える姿勢、行動力や指導力を養い、福音を肌で感じさせる人材を育成する。  

 
4.  世界宣教  

宣教の主イエス・キリストの大命令に応えて、世界各国とりわけアジア諸国に、キリス
トのからだである教会を建て上げる働き人として、宣教師や奉仕者を送り出す。 

 

 

 

 東京基督教大学は、プロテスタント主義信仰に立ち、教派を超えて 21 世紀の教会と社会に奉仕する働き人

を育成することを目指しています。このためにキリスト教世界観に立つ幅広い教養と神学、国際キリスト教学、

キリスト教福祉学の専門教育と共に、寮教育や実践的神学教育を通してキリスト教全人格教育を提供します。 

本学の教育を通して、キリスト教神学を理解しその使命を教会と社会において実践し、諸課題を批判的・建

設的に分析・統合すると共に、他者に説得力をもって提示できる力をつけます。また世界における痛みを察知

し、異なる他者に対する理解に立って他者と協働する力を磨きます。 

 

本学の入学者に求める条件、資質は下記の通りです。 

1. 既に洗礼を受けたか、幼児洗礼の場合は信仰告白をした者。  

2. キリストへの献身(※)を表明し、将来教会と社会に仕えることを志す者。 

3. 本学の建学の精神と信仰基準に同意する者。  

4. 聖書の基礎知識と基礎的教養に基づいて自分で考え表現する力のある者。 

5. 自分のことば(表現)で他者とコミュニケーションをとれる者。 

 

 本学の入学者選抜においては、聖書の基礎知識、基礎的教養に基づいて自分で考え表現する力、自分のこと

ば(表現)で他者とコミュニケーションをとれる力があるかどうかを審査します。 

なお、入学者選抜における評価方法及び評価比重については、別途学生募集要項に定めます。 

 

 

※本学が考える「献身」とは、牧師や宣教師になることだけでなく、広くこの世界でキリストに仕える者としての

献身を意味します。 

 東 京 基 督 教 大 学 神 学 部 ア ド ミ ッ シ ョ ン・ポ リ シー 

 建 学 の 精 神 
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東京基督教大学では、建学の精神に基づき、教会と社会に仕える幅広い教養と専門的知識と能力を兼ね備えた

世界市民を育成するために、キリスト教世界 観に基づくリベラル・アーツ教育（教養教育）を提供し、神学

科、国際キリスト教福祉学科（国際キリスト教学専攻・キリスト教福祉学専攻）の各分野につい て、以下の

カリキュラム理念のもとに教育を提供する。 

1. キリスト教世界観と神学における学問的基礎を形成する。 

2. グローバル化する世界におけるコミュニケーション能力の修得を目指す。 

3. 専攻各分野について体系的履修課程を設け、少人数教育により、専門知識と方法論の修得を可能にし、そ

の運用能力を養う。 

4. 情報化、環境、生命、性などの今日的な諸問題を扱い、混迷の時代における倫理性の確立の指針を提供す

る。 

5. 学科・専攻に固有な一部の科目については、他の学科・専攻の学生が履修することを促し、学際的学びを

可能にする。 

6. 討論を含む講義形式の授業や「演習」をとおして、諸課題を批判的・建設的に分析・統合し、他者に説得

力をもって提示し、解決のための施策を実践する能力を養う。 

7. 本学での学びを体系的に学生の生涯設計に結びつけるために、組織的なキャリア教育を行う。 

8. ユース・ミニストリー副専攻、教会音楽副専攻に関わる諸科目を提供する。 

9. 以上のカリキュラムに加えて、寮教育を通して人格教育を行う。 

 

 

 

東京基督教大学では、以下のような能力、および各学科専攻に固有の知識と能力を身につけ、所定の単位を

履修した学生に対して、学士号を授与する。 

○キリスト教神学をよく理解し、その使命を教会と社会において実践できる意志と能力を修得している。 

○キリスト教世界観の視点、神学的視点、または専門分野の視点から、諸課題を批判的・建設的に分析･統合

し、他者に説得力をもって提示することができる。 

○世界における痛みを察知し、異なる他者に対する理解に立って他者と協働することができる。 

神学科 

・旧新約聖書、およびキリスト教の伝統を深く理解し、その今日的な意味を考察できる。 

  ・神学的素養を基盤としたリーダーシップを教会と社会において発揮する能力を身につけている。 

  ・教会教職専攻の学生は、幅広い神学知識とそれに基づく実践能力を、また神学専攻の学生は、学術的な 

興味を有する神学の分野における深い知識と洞察力を身につけている。 

国際キリスト教福祉学科・国際キリスト教学専攻 

・グローバル化の中で激動する世界において「真の国際人」にふさわしく、国際関係についての深い理解

を基に、鋭い感性としなやかな思考力をもって現場の問題を見出し、分析し、解決に向けて努力できる。 

  ・現代社会の中にある対立と亀裂に分け入り、平和をつくり出すために尽力することができる。 

  ・価値多元的なポストモダン世界の中で、異なる他者の価値観に十分留意しつつも、キリスト教の立場か

らあるべき真実な姿を鋭く追及することができる。 

国際キリスト教福祉学科・キリスト教福祉学専攻 

・幅広い教養を備え、隣人愛に富んだ奉仕的人格形成がなされている。 

・転換期の社会的ひずみに対して弱者の痛みに共感できる人間性を身につけている。 

  ・市民社会を形成するための実践的介護・援助技術の修得とアドボカシー（政策提言）の能力をもって貢

献できる。 

 カ リ キ ュ ラ ム・ポ リ シー 

 デ ィ プ ロ マ・ポ リ シー 
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東京基督教大学が基準とする信仰は、旧・新約聖書に一貫して啓示され、古代公同信条に表明され、

宗教改革において宣明された聖書的・歴史的・正統的信仰です。この信仰は、近代の自然主義的な啓蒙

思想や自由主義神学の挑戦を受けながら、正統信仰の弁証と敬虔な信仰の実践とを目指す福音主義へと

展開するにいたりました。その福音主義信仰を根本において支える個々の信仰箇条は以下の9箇条に述べ

るとおりです。 

 

１．66巻からなる聖書は、聖霊の完全な霊感によって、それぞれの著者を通して、記されたものです。  

  したがって、聖書の記述には、誤りがありません。聖書は、神が救いについて人々に啓示しようと

されたすべてのことを含み、信仰と生活との唯一、絶対の規範となるものです。 

 

２．生ける真の神は唯一で、永遠から永遠に、父・子・聖霊の三位であられます。 

 

３．神は無から、目に見えるもの見えないものすべてを創造されました。すべての被造物は、神の絶対 

  主権のもとにあります。 

 

４．人類の父祖アダムは、神のかたちにかたどって創造されました。アダムは、初め、神と正しい関係

を保ちましたが、サタンの誘惑により、神のみこころに背いて罪を犯しました。その結果、罪の刑

罰と腐敗をこうむって、霊的にも、肉体的にも死に服しました。ですから人間は、すべて罪の性質

をもって生まれ、その思いとことばと行為において罪あるものです。 

 

５．わたくしたちの主イエス・キリストは真の神であり、また真の人間であられます。主は聖霊による

身ごもりを経て、処女マリヤから生まれました。主は、世の罪のために十字架にかかり、死んで葬

られ聖書に従って三日目によみがえりました。主は天に昇って神の右に座し、わたくしたちのため

に大祭司の務めを果たされます。 

 

６．主イエス・キリストの身代わりの死のおかげで、主を信じる者はみな、罪をゆるされて義と認めら

れ、神の子とされて罪の支配から解放されます。これ以外に救いの道はありません。 

 

７．聖霊は、罪ある者に、罪を認めさせて、信仰に導き、聖潔と奉仕の生活をおくる力を与えて、キリ

ストのかたちに似る者としてくださいます。 

 

８．教会は、そのかしらであるキリストのからだですから、聖霊によって新しく生まれた者は、みな教

会の一員です。地上の教会はそのかしらであるキリストにふさわしく信仰と純潔を保ち、またその

命令に従って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えなければなりません。 

 

９．わたくしたちの主であり、また救い主であるキリストは、したしく肉体をもって再臨されます。義

なる者も不義なる者も、それぞれの肉体をもってよみがえらされ、永遠の祝福か、永遠の刑罰かの

どちらかへ定められます。終わりに、主は、すべてのものを新たにして、み国を父なる神におわた

しになります。 

 

 信 仰 基 準 
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募 集 人 員 

(１年次) 国際キリスト教福祉学科 
神学科 

国際キリスト教学専攻 キリスト教福祉学専攻 

帰国学生特別選抜(秋季入学)   若干名  若干名 

夏期卒業者特別選抜(秋季入学)   若干名  若干名 

ACTS-ES Program入学者選抜   5名 

入 試 日 程 

選抜方式 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 
帰国学生特別選抜(秋季入学) 6月 3日(月)～6月 10日(月)必着 6月26日(水) 7月4日(木) 7月 26日(金)必着

夏期卒業者特別選抜(秋季入学) 6月 3日(月)～6月 10日(月)必着 6月26日(水) 7月4日(木) 7月 26日(金)必着

ACTS-ES Program 入学者選抜 本入試選抜の詳細については ACTS-ES 入試事務局までお問い合わせ下さい。 

検 定 料（35,000円） 

（1）出願書類を提出する以前に、募集要項出願書類の様式1の振込用紙で銀行口座に振り込んで下さい（郵

便振替等では受け付けません）。振込が確認できない場合は受験を許可しない場合があります。 

（2）B振込金受領書は検定料の入金を証明するものなので、大切に保管して下さい。 

（3）海外からの銀行振込で様式1の振込用紙が使用できない場合は、様式1を使用せずに下記口座までお振

込下さい。ただし出願書類を送付する際に、振込みをしたことのわかる書類（銀行から受け取る領収書

など）のコピーをお送り下さい。 

   ＜海外銀行から送金する際の振込口座＞ 

   振込先：千葉興行銀行
C h i b a  K o g y o  B a n k

 千葉ニュータウン支店
C h i b a  N e w t o w n  B r a n c h

 普通預金
Accout  Nu m b e r

：1273611 

   口座名：（学
がく

）東京キリスト教学園
とうきょうきりすときょうがくえん

  Swift Code：CHIKJPJT 
 

障 が い の あ る 方 へ 

身体に障がいがあり、特別の配慮を必要とする方は、受験方法等についてなるべく早く教務課入試担当 

までご相談下さい。 

 

災害救助法適用地域で被災された方へ 

申請条件を満たした被災者は入試における検定料の免除申請を行うことが出来ます。申請条件及び申請方法

等の詳細は本学ウェブサイト（ http://www.tci.ac.jp/ ）をご参照ください。 

 

合 格 発 表 

所定の合格発表日に、合格者・不合格者ともに合否結果の通知を発送します。合格発表日から2日経過して

も通知が未着の場合は、教務課入試担当までお問い合わせ下さい（海外住所への発送は郵便事情により2日以

上かかる場合があります）。なお受験生の便宜を考慮し、補助的な手段として以下の方法で合否の確認がで

きます。電話でのお問い合わせには応じられません。 

（1）本学内掲示板（中央通路）に、合格発表日の午前10時に合格者の受験番号を掲示します。 

（2）本学ウェブサイト（ http://www.tci.ac.jp/ ）上に、合格発表日の午前10時に合格者の受験番号を掲載し

ます。 

入 学 手 続・辞 退 手 続 

 合格者は、入学手続締切日までに学生納付金を納入し、所定の書類を提出して下さい。締切日までに手続

きが確認できない場合は、合格を取り消す事があります。詳細は、合格通知書類とともに郵送します。 

入学手続終了後に本学への入学を辞退する場合、2019年7月31日（水）までに申し出があれば、学生納付金

を全額返還します。 

 入 試 概 要 
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1年次入学者 
＜神学科・国際キリスト教福祉学科＞

初年度納付額
入学手続時

少納付額

授　業　料 694,000 231,000

施　設　費 215,000 71,700

教育充実費 68,000 68,000
小 計 (A) 977,000 370,700

寮費(独身寮) 248,000 83,000

寮室電気料金 10,000 10,000

食　　　費 294,000 98,000
小 計 (B) 552,000 191,000

総 計 (A+B) 1,529 ,000 561,700  
＜家族寮間取り＞ ＜寮費/年＞
タイプA 588,000
タイプB 530,000
タイプC 490,000

※家族寮入寮希望者は合格発表時にはどのタイプの部屋に入れるか未定のため、初年度納付額ではなく入学手続時最少納付額をお支払い下さい。
　入学手続時 少納付額は家族寮入寮者も独身寮入寮者と同額です。部屋タイプごとに12月（冬学期）・4月（春学期）に別途寮費を通知します。

※家族寮入寮後、退寮時に経年劣化以外の修繕が生じた場合のデポジット（預かり金）として20,000円を預けて頂きます。（退寮時に清算します）

 間取り：1S,2DK,B,T    (44㎡)
 間取り：2DK,B,T         (39㎡)
 間取り：1S,1DK,B,T　(37㎡)

S:スタディールーム、DK:ダイニングキッチン、B:バス、T:トイレ

 

［注意事項］ 

① 入学手続締切日までに初年度納付額または入学手続時 少納付額を納入して下さい。初年度納付額は、年3回（入学手続時・ 

12月・4月）の分納が可能です。12月・4月についての詳細は別途通知します。 

② 国際キリスト教学専攻の海外語学研修（2年次秋学期・必修科目）、異文化実習（3～4年次・約1ヶ月～3ヶ月・選択必修

科目）は学納金とは別に研修費用がかかります。 

③ キリスト教福祉学専攻の介護実習（2～4年次必修科目）は、追加で費用を徴収する事があります。 

④ 器楽等レッスンは別に受講費用がかかります。 

⑤ 学納金は年度ごとに改定される場合があります。また食費は物価変動に応じて年度の途中で改定する場合があります。 

 

 

 

本学では、神学部神学科シニアコース生を除き原則として全員入寮し、寮教育を受けます。独身寮は二人部

屋が基本です。家族寮は、大きさの異なる3タイプの間取りがあります。家族寮のタイプは希望できますが、

空室状況によっては必ずしも希望通りにはいかない場合があります。家族寮への入居を希望する場合は、別紙

申込書（合格通知書に同封）を提出して下さい。入学時より通学を希望する場合は、出願時に「特別通学許可

願い（様式9）」を提出して下さい。特別な理由がある場合に限り、通学が認められます。シニアコース生は

通学が原則ですが、希望される場合は入寮できます。 

 

 

 

 

学 生 納 付 金 

 全 寮 制 
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＜2019 年度予定＞ ＊内容は変更される可能性があります。 

学内奨学金 金  額（年額） 人数 備 考 
本学給付奨学金 
 

300,000円
150,000円

5名
10名

2年次生以上（新入生除く） 
授業料の減免給付。 

共立元木奨学金 
 

大150,000円 若干名
東京キリスト教学園各校及びその前身校の女子卒業生

または女子修了生の子女。 

同窓生家族特別奨学金 100,000円 該当者
東京キリスト教学園各校及びその前身校の同窓生家族

出願時に申請書（様式10）を提出。 

教会教職者子女特別奨学金 100,000円 該当者 教会教職者の子女。申請書(様式13)を出願時に提出。

教会教職課程奨学金（4年次） 大300,000円 該当者
次年度に大学院に進学する意思のある者で、前年度の

成績が優秀で経済的必要のある者。 
＊同窓生家族特別奨学金、教会教職者子女特別奨学金は同時申請可能。 
 

学外奨学金 金 額（月額） 人数 備 考 

日本学生支援機構第一種 
20,000円、30,000円、

40,000円、50,000円
64,000円の中から選択

該当者 

貸与奨学金 無利息  成績 3.5以上 
高月額の64,000円を希望する者は、家計支持者の年

収が一定額以下である必要がある。 

日本学生支援機構第一種 

所得連動返還型無利子奨学金 
該当者 

貸与奨学金 無利息 成績 3.5以上 
家計支持者の所得が給与所得の場合は300万以下、そ

れ以外の場合は200万以下の方が申請可。 

日本学生支援機構第二種 
20,000円～120,000円の

うち1万円単位で選択 
該当者 

貸与奨学金利息付、成績平均以上。 
左記の金額の内いずれかを選択する。 

日本学生支援機構学習奨励費 48,000円
全学年 

1名 
在留資格が「留学」である外国籍の者。 
学業、学生生活ともに優れている者。 

＊日本学生支援機構の奨学金は大学入学後に申し込みをする定期採用(4月)と大学入学前に申し込みできる予約採用の2つがあ

ります。予約採用についての概要は下記の通りです。申し込みを希望される方は各々該当する申込先にお問い合わせ下さい。 

申込資格：大学に進学を希望し、下記のいずれかに該当する人 

(1) 本年度末に高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業する予定の人 

(2) 高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業後、2 年以内の人で、大学・短期大学・専修学校に入学した事のない人 

(3) 高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定に合格した人(大学等へ入学したことがある人は除く）、又は科   

目合格者で機構の定める基準に該当する人  

申込先及び問い合わせ先：申込資格(1)の方…在学している高等学校又は専修学校（高等課程） 

申込資格(2)の方…出身高等学校又は専修学校（高等課程） 

申込資格(3)の方…日本学生支援機構（市谷事務所）  

 

 奨 学 金 制 度  奨 学 金 制 度 
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本学各種奨学金及び国や各自治体が提供している奨学金等を受けることのできない学生向けに、本学では提

携教育ローンもご紹介しています。 

 

1. 提携教育ローンの特徴 

（1） 授業料、寮費等の学納金について簡単な審査で利用可能です。 

（2） 利用期間中は金利の変動がなく固定金利で利用できます。 

（3） 在学期間中は元金の支払いを据え置く「元金据置払い」を選択することもできます（留学生不可）。 

その場合、当該年度の据置期間の利息は本学が負担します（毎年審査あり）。 

（4） 3 万円から 500 万円まで利用することが可能です（条件あり）。 

（5） 外国籍の方でも利用可能です（条件あり）。 

（6） 授業料等の学納金は、大学に直接入金されます。 

 

2. 支払い条件 

（1）  実質年利 3.8％ 

（2） 支払回数 6 回払い～180 回払いまで 

 

3. 支払い例（2019 年 4 月 1 日時点） 

（1）実質年率 3.8％、50 万円を借り入れ、10 年間で返済（据置期間 4 年）する場合 

支払い総額：635,897 円（内、据置期間 4 年間の利息分 75,984 円は本学が負担します。） 
据置期間中の分割支払金 据置回数（据置期間） 据置終了後の分割支払金 回数（支払期間）

1,583 円 48 回（4 年） 7,777 円 72 回（6 年） 
終回分割支払金：7,746 円×1 ヶ月分 

 

（2）実質年利 3.8％、50 万円を借り入れ、10 年間で返済（均等払い）する場合 

支払い総額：601,800 円 
月々の分割支払額 回数（支払期間）

5,000 円 120 回（10 年）

終回分割支払金：6,800 円×1 ヶ月分 

 

4. 備考 

（1）支払い回数については、審査結果により異なる場合があります。 

 （2）提携教育ローンの詳細については、合格者に別途資料を送付します。 

 

5. お問い合わせ先 

  東京基督教大学 学生部 提携教育ローン担当 

    0476-31-5520 

 

 

 

 提 携 教 育 ロ ー ン の ご 案 内 
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帰国学生特別選抜／夏期卒業者特別選抜出願書類一覧 

受験票、入学志願票　　 志願票に写真貼付。

履歴書、身上書

自己紹介書 裏面の「志願理由と入学後の学びの目標」は本人自筆で800字以内。

所属教会牧師等推薦書

健康診断証明書

救いと献身の証し 本人自筆。400字詰原稿用紙3枚～5枚。

調査書・成績証明書等

宛名カード2枚 住所、氏名を正確に記入すること。

受験票送付用小封筒 392円分の切手を貼り、住所･氏名を明記。

TOEICまたはTOEFL証明書

健康状況票兼配慮の申請書

特別通学許可願い

①上記の出願書類は巻末の大封筒(出願書類送付用)を使用し簡易書留など配達記録が残る手段で郵送すること。

②出願書類を郵送する場合は、必ず出願期間内に本学に届くように発送すること。

③様式の指定のない出願書類は志願者が各自用意すること。

④いったん納入された検定料および出願書類は、いかなる理由があっても返還しない。

⑤身体に障がいがあり、受験及び就学上特別の配慮を必要とする者は、必ず出願書類提出の前に教務課入試担当に問合せて

　下さい。また出願時には、健康状況票兼配慮の申請書(様式8)を提出すること。

⑥出願書類等に記載された個人情報は、選抜の実施、合否発表、入学手続き、奨学金業務、統計・分析、入学後教育指導上

　必要とされる範囲、またこれらに付随する事項を行うために適正な範囲で利用し、以上の目的以外には利用しません。

該当者

本学では入寮が原則だが、特別な理由がある場合通学が認められる。通学を希望する者は要

提出。

外国の教会に所属している者のみ提出が必要。

有効期間2年以内（面接試験日から起算）であること。

○

7ページ「奨学金制度」参照

希望者

8身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がい含む）その他心身の機能の障がい、いず

れかの障がいをお持ちの方は提出して下さい。

7ページ「奨学金制度」参照 13

○

該当者

巻末

4

外国籍の者は、日本語能力試験(N1レベル)または日本留学試験「日本語」の「読解、聴解・

聴読解」で280点以上かつ「記述」で35点以上の証明書を提出すること。どちらもない場合

はTCU日本語能力試験を本学において出願前に受験し合格することが必要。なお、日本の高

校や大学等を卒業または卒業見込みの者はその卒業(見込み)証明書(調査書含む)をもって日

本語能力を認める。詳細は18ページ「外国籍の者の日本語能力について」参照。

在留カードの両面のコピー。

パスポートは氏名欄及び在留資格の記載されたページのコピー。

推薦者は所属教会の牧師あるいは役員等指導的立場にある者。密封すること。英文可。

保健所、病院等で受けること。現在通院中の者は担当医の診断書も提出すること。日本語と
英語の本学指定様式のどちらかを使用すること。本学は全寮制のため出願時に健康診断書の

提出を求めていますが、合否には無関係。

該当者

様式

1

2

3

注　　意

（日本国内の学校を卒業見込みの者）

高等学校調査書あるいは高等学校卒業程度認定試験合格者は『合格成績証明書』。どちらも

ない方は出願前に個別入学資格審査を本学まで申請下さい(P17参照)。
※1 チャーチスクール・ホームスクールの卒業見込み者は上記に加えて在学期間に履修した

科目等の内容、成績などがわかる書類を提出すること。

※2 日本国内において外国の高等学校相当として指定されている外国人学校または国際的な

評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた外国人学校の卒業見込み者で調査書が発

行されない場合は、成績証明書を提出下さい。なお、成績証明書に卒業見込み年月日が記載

されていない場合は、卒業見込み年月日が記載された高等学校の証明書(在籍証明書、卒業

見込証明書)を提出してください。

（外国の学校を卒業見込みの者）

在学全期間（出願時における 新）の成績証明書を提出下さい。なお、成績証明書に卒業見
込み年月日が記載されていない場合は、卒業見込み年月日が記載された高等学校の証明書
(在籍証明書、卒業見込証明書)を提出してください。また国際バカロレア、アビトゥワ、バ

カロレア、GCEAレベルを保有する者（または保有見込み者）は、成績評価証明書（成績見

込み証明書）及び資格証明書（写）を提出すること。

※ 在籍学校が文部科学省の定める大学入学資格の課程に該当しない場合は、在籍学校の成績

証明書・卒業見込証明書(在籍証明書)に加え、高等学校卒業程度認定試験の『合格成績証明

書』を提出下さい。高等学校卒業程度認定試験の『合格成績証明書』がない場合は、出願前

に個別入学資格審査を本学まで申請下さい(P17参照)。

○
写真サイズは縦4cm×横3cm。写真の裏に氏名とフリガナを記入すること。

※入学志願票や履歴書に塗付する顔写真とは別に顔写真のみ2枚必要。

写真貼付。学科の第2希望を申請する者は、入試区分の第2希望欄に学科名（各専攻名）を記

入すること。

推薦者は客観的に志願者を評価できるキリスト者。ただし本人の3親等以内の親族は除く。

密封すること。英文可。

○

○

○

○

○

本学の求める日本語能力を証明する
証明書

所属教会の週報および教団等の信仰基準

留学生

同窓生家族特別奨学金申請書・誓約書

在留カード及びパスポートのコピー 外国籍者

該当者

教会教職者子女特別奨学金申請書 該当者

顔写真2枚

キリスト者推薦書

巻末

5

6

9

10

提　出　物Check

○

○

○
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1. 出願資格 

受洗後キリストへの献身を明確にしたキリスト教信者であり、日本国籍を有し外国で本学が高等学校相当と認める学校に 終

学年を含み2年以上継続して在籍した上、2019年4月～7月末までの間に卒業予定で、下記出願要件(1)～(6)のいずれかに該当

し、(7)を満たす者。 

(1) 外国において、学校教育における12年の課程または高等学校に相当する学校の課程で文部科学大臣が別に指定するものを

2019年7月末までに修了見込みの者。 

(2) 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者または試験期日までに合格見込みの者で、2019年8月

1日までに18歳に達する者。 

(3) 高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を2019年7月末までに修了見込みの者。 

(4) 国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEA レベルのいずれかを保有、または2019年7月末までに保有予定の者。 

(5) 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格または2019年7月末までに合格見込みの者で、2019年8月1日まで

に18歳に達する者。 

(6) 本学における個別の入学資格審査により、高等教育を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2019年8月1

日までに18歳に達する者。 

   （7）次のいずれかを1つを有し、有効期間2年以内（試験日から起算）である者。 

    ①TOEIC 650点以上 ②TOEFL iBT64点以上 

 

２. 出願書類 

10頁帰国学生特別選抜／夏期卒業者特別選抜出願書類一覧参照 

 

３. 選考方法 

(1) 書類審査 

(2) 小論文（90分） 

(3) 面接試験（40分） ※試験は全て日本語で行います。 

  面接では聖書基礎知識の口頭試問及び本学アドミッション・ポリシーに適合しているかを審査します。 

 

４. 入試日程 

帰国学生特別選抜

（秋季入学者） 

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 

6月3日(月)～6月10日(月)必着 6月26日(水) 7月4日(木) 7月26日(金)必着 

※ 詳細な試験時間割は出願締切後、本学から出願者へ案内を送付します。 

 

5. 評価方法・評価比重 

  本学アドミッション・ポリシーにおける聖書の基礎知識は面接口頭試問(100点)、基礎的教養に基づいて自分で考え表現す

る力は小論文(100点)で評価し、これらをまとめて評価比重50%とします。また面接において、キリストへの献身、将来教会

と社会に仕える志、本学の建学の精神と信仰基準に同意するかどうか、主体性を持って他者とコミュニケーションをとれる

力があるかどうかを評価し、これらをまとめて評価比重50%とします。 

 

 

 帰 国 学 生 特 別 選 抜（秋季入学：2019 年 8 月入学） 



 12

 

 

1. 出願資格 

受洗後キリストへの献身を明確にしたキリスト教信者であり、日本国内にある本学が高等学校相当と認める学校の在籍学校を

2019年4月～7月末までの間に卒業予定で、下記出願要件(1)～(5)のいずれかに該当し、(6)を満たす者。また外国籍の者は(7)

を満たす者。 

(1) 日本国内において外国の高等学校相当として指定されている外国人学校または国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）

の認定を受けた外国人学校の12年の課程に在籍し、2019年7月末までに卒業見込みの者。（12年未満の課程の場合は、

さらに文部科学大臣指定の準備教育課程又は研修施設の課程等を修了した者。） 

(2) 日本国内において、外国の高等学校相当として指定された外国人学校を2019年7月末までに修了見込みの者。 

(3) 国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEA レベルのいずれかを保有、または2019年7月末までに保有予定の者。 

(4) 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格または2019年7月末までに合格見込みの者で、2019年8月1日まで

に18歳に達する者。 

(5) 本学における個別の入学資格審査により、高等教育を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2019年8月1

日までに18歳に達する者。 

   （6）次のいずれかを1つを有し、有効期間2年以内（試験日から起算）である者。 

    ①TOEIC 650点以上 ②TOEFL iBT64点以上 

  （7）外国籍の者は次のいずれかに該当する者。(詳細は P18参照) 

①日本語能力試験(N1レベル)合格者 

②日本留学試験「日本語」の「読解、聴解・聴読解」(400点満点)で280点以上かつ「記述」(50点満点)で35点以上の

成績を有する者  

③TCU 日本語能力認定試験合格者 

④その他本学において①～③と同等以上の日本語能力を有すると認めた者 

 

２. 出願書類 

10頁帰国学生特別選抜／夏期卒業者特別選抜出願書類一覧参照 

 

３. 選考方法 

(1) 書類審査 

(2) 小論文（90分） 

(3) 面接試験（40分） ※試験は全て日本語で行います。 

  面接では聖書基礎知識の口頭試問と共に本学アドミッション・ポリシーに適合しているかを審査します。 

 

４. 入試日程 

夏期卒業者特別選抜

（秋季入学者） 

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 

6月3日(月)～6月10日(月)必着 6月26日(水) 7月4日(木) 7月26日(金)必着

※ 詳細な試験時間割は出願締切後、本学から出願者へ案内を送付します。 

 

5. 評価方法・評価比重 

  本学アドミッション・ポリシーにおける聖書の基礎知識は面接口頭試問(100点)、基礎的教養に基づいて自分で考え表現

する力は小論文(100点)で評価し、これらをまとめて評価比重50%とします。また面接において、キリストへの献身、将来教

会と社会に仕える志、本学の建学の精神と信仰基準に同意するかどうか、主体性を持って他者とコミュニケーションをとれ

る力があるかどうかを評価し、これらをまとめて評価比重50%とします。 

 

 夏 期 卒 業 者 特 別 選 抜（秋季入学：2019 年 8 月入学） 
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ACTS-ES コースの願書は別途ACTS-ES入試事務局にご請求下さい。 

 

 

1. Qualifications for Admission 

(1) The applicant must be a baptized Christian who accepts Tokyo Christian University’s statement of faith. 

(2) The applicant must have adequate English proficiency to understand university courses in English. 

(3) The applicant must have graduated from a Japanese high school (or secondary school) designated by the Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) or have an equivalent academic 

background (whether in Japan or overseas) by the time of matriculation into TCU, as indicated in one of the 

following ways: 

a) The applicant has completed 12 years of school education or the equivalent in a foreign country.  

b) The applicant has passed an equivalency examination of primary and secondary education in a foreign country 

and is at least 18 years of age. 

c) The applicant holds an International Baccalaureate, Abitur, Baccalaureate, or GCE A level. 

d) The applicant has graduated from an international school in Japan that is recognized by MEXT, or has 

completed 12 years of primary and secondary education at an international school in Japan accredited by 

WASC, CIS, or ACSI. 

e) The applicant has graduated from a school for Japanese students in a foreign country that is recognized by 

MEXT as the equivalent to a high school education in Japan. 

f) The applicant has graduated from an advanced course at a specialized training college recognized by MEXT. 

g) The applicant has completed more than 11 years of education at a foreign educational institution recognized by 

MEXT. 

h) The applicant has passed the Upper Secondary School Equivalency Examination in Japan and is at least 18 

years of age. 

i) The applicant has been recognized by TCU as having the academic ability equivalent to accredited high school 

graduates by passing the screening for Determining Eligibility to Apply and is at least 18 years of age. 

(Homeschoolers are encouraged to apply for this screening. Contact the ACTS-ES Admissions Office at 

acts@tci.ac.jp in advance for more details.) 

 

 

2. Screening Method 

1. Preliminary screening based on submitted documents 

2. Interview  

 

神学科 Asian Christian Theological Studies for English Speakers（ACTS-ES）Program 
入学者選抜（秋季） 
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3. Admission Type（August 2019 Admission） 

<Application from Overseas> 

  
Application Period Result Notification 

Enrollment 
Deadline 

Fall Early Admission  September 3, 2018 – November 8, 2018 On or before December 7, 2018  

May 31, 2019 Fall Regular Admission  November 9, 2018 – January 31, 2019 On or before May 1, 2019  

Fall Late Admission I February 1, 2019 – April 22, 2019 On or before May 17, 2019  

 

<Application within Japan> 

*The applicant must be a Japanese citizen or, if a foreign national, possess a valid status of residence in Japan. 

  
Application Period Result Notification 

Enrollment 
Deadline 

Fall Early Admission  September 3, 2018 – November 8, 2018 On or before December 7, 2018  May 31, 2019 

Fall Regular Admission  November 9, 2018 – January 31, 2019 On or before May 1, 2019  June 28, 2019 

Fall Late Admission II February 1, 2019 −April 22, 2019 On or before May 17, 2019  June 28, 2019 

Fall Late Admission III April 23, 2019 – June 17, 2019 On or before July 5, 2019 August 9, 2019 

 

4. Language of Instruction 

All courses are taught in English. Freshmen and sophomores are required to take Japanese language courses. 

Students with Japanese language ability may "test out" of the Japanese language courses.  

 

5. Visa Requirements 

      International students need to obtain "student" status when they are accepted to Tokyo Christian University. 

 

For more information, please contact the ACTS-ES Admissions Office. (acts@tci.ac.jp) 
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ACTS-ES コースの願書は別途ACTS-ES入試事務局にご請求下さい。 

1. Qualifications for Admission 

1. The applicant must be a baptized Christian who accepts Tokyo Christian University’s statement of faith. 

2. The applicant must be  

(a) a student who is currently enrolled at a school recognized by TCU (see below*) and who will have completed 

at least one semester or quarter before the time of matriculation into TCU; OR (b) a student who has been 

previously enrolled at a school recognized by TCU (see below*) and who has completed at least one semester or 

quarter; OR (c) a graduate of a school recognized by TCU (see below*). 
 

*TCU recognizes transfers from (a) nationally accredited colleges/universities in Japan, (b) member and affiliate 

schools of the Council for Christian Colleges & Universities (CCCU), and (c) non-CCCU colleges/universities 

having non-probationary accreditation from one or more internationally recognized accreditation agencies. 

Students wishing to transfer from category (c) are encouraged to contact the TCU Admissions Office before 

applying if they have any questions or concerns about their previous institution’s accreditation. 

 

2. Screening Method 

1. Preliminary screening based on submitted documents 

2. Interview  

 

3. Applycation Type  

<Application from Overseas> 

  
Application Period Result Notification 

Enrollment 
Deadline 

Term 
Beginning 

Fall Transfer Admission I  November 9, 2018 – January 31, 2019 On or before May 1, 2019  
May 31, 2019 

September 1, 
2019 Fall Transfer Admission II February 1, 2019 – April 22, 2019 On or before May 17, 2019 

Winter Transfer Admission I May 1, 2019 – June 14, 2019 On or before July 8, 2019 August 30, 2019
December 1, 
2019 

<Application within Japan> 

*The applicant must be a Japanese citizen or, if a foreign national, process a valid status of residence in Japan. 

 

4. Language of Instruction 

All courses are taught in English. Freshmen and sophomores are required to take Japanese language courses. 

Students with Japanese language ability may "test out" of the Japanese language courses.  

 

5. Visa Requirements 

      International students need to obtain "student" status when they are accepted to TCU. 

 

For more information, please contact the ACTS-ES Admissions Office. (acts@tci.ac.jp) 

  
Application Period Result Notification 

Enrollment 
Deadline 

Term 
Beginning 

Fall Transfer Admission I  November 9, 2018 – January 31, 2019 On or before May 1, 2019 June 28, 2019 September 1, 
2019 Fall Transfer Admission III February 1, 2019 – June 7, 2019 On or before July 8, 2019  August 9, 2019 

Winter Transfer Admission II May 1, 2019 –August 16, 2019 
On or before September 
13, 2019 

October 31, 
2019 

December 1, 
2019 

神学科 Asian Christian Theological Studies for English Speakers（ACTS-ES）Program 
編入学者選抜 

神学科 Asian Christian Theological Studies for English Speakers（ACTS-ES）Program 
編入学者選抜（秋季・冬季） 
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チャーチスクール・ホームスクール等で学ぶ者で、高等学校卒業程度認定試験合格者でない者も出願する方

法があります。学校教育法施行規則第 150 条 7 号「大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を

卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18 歳に達したもの」の規定により、本学では個別入学資

格審査を実施しています。 

 

1. 入学資格審査の対象者 
①高等学校を卒業していない者で、各種の学校における学習歴を有する者や社会における実務経験等を積ん

だ者で 2019 年 8 月 1 日までに 18 歳に達する者。 

②文部科学省による「我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校」以外の高等学校段

階を有する外国人学校を卒業した者又は卒業見込みの者で 2019 年 8 月 1 日までに 18 歳に達する者。 

 

2. 申請方法 
 次の必要書類を提出して下さい。 

  ①に該当する対象者 

(1)個別入学資格審査申請書（様式 14） 

(2)チャーチスクール、ホームスクール等の学習歴または社会における実務経験等を証明できるもの 

 

②に該当する対象者 

(1)個別入学資格審査申請書（様式 14） 

(2)申請者の当該外国人学校における履修状況を証明できるもの 

(3)当該外国人学校の卒業証明書又は卒業見込み証明書 

 

3. 申請期間及び申請書類の送付先 
申請期間：随時（ただし原則として自分が出願を希望している入試の出願開始日 1 ヶ月前までの申請に限る） 

送 付 先：〒270-1347 千葉県印西市内野 3 丁目 301-5-1 

       東京基督教大学 教務課入試担当 

※申請書類は書留扱いとして郵送し、封筒の表面に「個別入学資格審査申請書在中」と朱書きして下さい。 

 

4. 審査方法 
審査は、提出された申請書類に基づき書類審査及び面接試験により実施します。なお、入学資格を認めら

れた者には、「東京基督教大学個別入学資格認定書」を交付します。 

 

5. 入学者選抜への出願について 
  「東京基督教大学入学資格認定書」を交付された者は、本学入学者選抜に出願することができます。 

 

 個 別 入 学 資 格 審 査 
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For more information, please contact the ACTS-ES Admissions Office. (acts@tci.ac.jp) 

 

東京基督教大学では外国籍の者に下記の日本語能力を出願条件として求めています。 

（１）日本語能力試験(N1 レベル)合格者 

（２）日本留学試験「日本語」の「読解、聴解・聴読解」(400 点満点)で 280 点以上かつ「記述」(50 点満点)

で 35 点以上の成績を有する者 

（３）TCU 日本語能力認定試験合格者 

（４）その他本学において(1)～(3)と同等以上の日本語能力を有すると認めた者 

 

（１）の日本語能力試験とは、日本国際教育支援協会と日本国際交流教育基金が主催している日本語能力を 

図る試験です。日本国内及び海外で試験を実施しています。申込方法などの詳細は日本語能力試験ウェブサ 

イト（https://www.jlpt.jp/）にてご確認ください。本学には出願時にN1レベルの「日本語能力試験認定結果及 

び成績に関する証明書」の提出が必要です。 

 

（２）の日本留学試験とは、独立行政法人日本学生支援機構が実施している外国人留学生として、日本の大 

学（学部）等に入学を希望する者について、日本の大学等で必要とする日本語力及び基礎学力の評価を行う 

ことを目的に実施する試験です。日本国内及び海外で試験を実施しています。日本留学試験には「日本語」 

以外に「理科」「総合科目」「数学」の科目がありますが、本学の出願に必要なのは「日本語」のみです。 

申込方法などの詳細は日本留学試験ウェブサイト（https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/）にてご確認く 

ださい。本学には出願時に「読解、聴解・聴読解」(400点満点)で280点以上かつ「記述」(50点満点)で35点 

以上の成績の「日本留学試験成績に関する証明書」の提出が必要です。 

 

（３）TCU日本語能力認定試験とは、本学で随時受けられる日本語能力認定試験です。これは本学を受験す 

る意思のある者だけが受けられる試験です。この試験に合格した者は本学で学ぶことの出来る日本語能力が 

あると認め、本学の入試に出願することが出来ます。なお、この試験結果は本学の出願資格を満たすかどう 

かにのみに用いることができ、その他の用途には用いることが出来ません。申込みは随時受付で、試験場所 

は本学キャンパスとなります。受験料はかかりません。この試験を受ける場合、必ず出願前に受験ください。 

詳細は本学教務課入試担当までお問い合わせください。 

 

（４）その他本学において（１）～（３）と同等以上の日本語能力を有すると認めた者とは、日本国内の高 

等学校や専門学校、短期大学、大学、大学院等を卒業または卒業見込みの者などです。それらの者は出願時 

に提出する卒業証明書または卒業見込み証明書(高等学校の調査書含む)をもって日本語能力を認めます。 

ただし、それ以外の者でも（１）～（３）と同等以上の日本語能力を有すると証明できる場合は、本学で出 

願を認める場合があります。日本語能力証明の審査を希望される方は必ず出願前に本学教務課入試担当まで 

ご連絡ください。 

 

本件に関する問い合わせは下記までお願いいたします。 

 

教務課入試担当 電話：0476-46-1131  FAX：0476-46-1405  メール：nyushika@tci.ac.jp 

対応時間（月曜日～金曜日）：9：00～16：45（昼休み11：50～12：50） 

 

 外 国 籍 の 者 の 日 本 語 能 力 に つ い て 



入
学
区
分

１
年
次
入
学
　
　
・
　
　
編
　
入
　
学

一般入学者選抜・AO入学者選抜・推薦入学者選抜（公募制・指定校制）

各学科専攻 2年次／ 3年次（ＡO･一般）･神学科教会教職専攻 3年次（ＡO･一般）



写真添付欄 
 
①単身・脱帽 
②正面上半身 
③無背景 
④裏面のりづけ 
⑤撮影三ヶ月以内 
(40mm×30mm) 

様式２

該当する選抜にチェックすること。 

□ 帰国学生特別選抜（秋季入学） □ 夏期卒業者特別選抜（秋季入学） 

志望学科専攻 
※ 該当する学科専攻にチェックすること。 

□ 神学科 □ 国際キリスト教福祉学科 国際キリスト教学専攻 

 

 

履    歴    書 
年    月  日現在 

ﾌﾘｶﾞﾅ 男・女 
ローマ字 ※パスポート所持の場合はパスポート表記のローマ字を記入して下さい。 

 

 

氏名 

印 

 

西暦         年         月         日生    （満      歳） 
ﾌﾘｶﾞﾅ 電話番号 ※国  籍 

現住所 

〒 

  （     ） 

    －  

携帯電話番号 

        －        － 

携帯電話メールアドレス 

                    ＠ 

※ 外国籍の受験生は帰省先の住所と電話番号を記入すること。 

住所                                        TEL 

   

(西暦) 年     月  学歴（中学校卒業から記入、ﾁｬｰﾁｽｸｰﾙ・ﾎｰﾑｽｸｰﾙ・専門学校・予備校等を含む） 

職歴・賞罰・免許・資格など（ある場合・項目別に記入） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



身 上 書 

続柄 氏        名 年齢 続柄 氏        名 年齢 

父      

母      

      

家 
 

族 

      

※1 願書締切日までに結婚している者は、配偶者および扶養家族の氏名だけを記入して下さい。 

※2 入学後家族寮への入寮を希望する場合は、右記チェックボックスにチェックを入れて下さい。 □ 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

所属教会                                    単立・教団                                 教会

所属教会の住所 〒 

牧師名 
教会の

電話
（     ） 

牧師の住所 〒 

授洗牧師  受洗日                  年      月      日 

幼児洗礼の場合は信仰告白日を記載してください。                      年      月      日 

本学の信仰基準に同意しますか？  はい ・ いいえ（理由：                   ）
※本学信仰基準は学生募集要項2,4ページに記載 

教会における奉仕  

得意科目 趣味・スポ－ツ 

感銘を受けた本 

 

入学後の学費の財源         家族      自己資金        入学後のアルバイト      その他 

                               ％          ％                      ％          ％  

現在まで定期的に出席していたキリスト教会を、すべて記入してください。 
時期 

(○年○月～○年○月) 
教団名 教会名 牧師名 

所在する 
都道府県名

  
 
 
 
 
 

   

通院歴があれば記入してください。 
疾患名 

 

 

通院期間 

 

       年    月    日 ～     年    月    日 頃まで ・ 現在も通院中 

 
通院歴に関する内容は、入試の合否には一切関係ありません。 



                    様式３ 

自己紹介書 

志願者氏名：              

① 小学校卒業後、所属していた団体、行なった課外活動等（学内外、クラブ活動、ボランティア活動、海外留

学、hi-b.a.や松原湖キャンプ等教会外のキリスト教活動を含む。教会活動を除く）を記入してください。 

時期 (○年○月～○年○月) 団体名 活動内容 役割･役職 

 

 

 

 

 

   

②  個人あるいは所属団体で、各種資格、検定、コンクール、競技会などでの実績があれば記入してください。 

個人･団体の別 時期 資格･コンクール等の名称 レベル･実績･記録 

 

 

 

 

 

   

③ 学生生活（高校・大学・専門学校等）の中であなたは何を得ましたか。 

（職業経験のある者は、職業生活の中で得たものを記載してもよい） 

 

 

 

 

 

 

④ 何が自分の長所と短所だと思うか、記してください。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 将来の希望する奉仕分野を記してください。 

 

 

 

 

 

 

 



志願者氏名                                   

志願理由と入学後の学びの目標 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

800 字以内で記しなさい。  



様式４ 
所属教会牧師等 推 薦 書 

 
（1）いずれの項目についても、この用紙に書ききれない場合は、別紙を添付してください。 

（2）推薦書は密封して志願者にお渡しください。 

（3）所属教会牧師等が志願者の親族であっても本推薦書を記入していただいて問題ありません。 

 

志願者氏名               
 

Ⅰ．どのような立場で、どの位の期間、志願者を知っているかをお書きください。 

 

Ⅱ．以下に掲げる各項目のうち、志願者の優れている点を３つ、足りない点を３つ選び、それぞ

れの所見をお書きください。 

自主性、指導力、責任感、忍耐力、勤勉さ、協調性、社交性、明朗さ、情緒の安定性、知性、礼儀、判断力、 

人格の円満性、金銭に対する態度、時間を守るか、国際感覚 

優れている点 

足りない点 

Ⅲ．志願者を推薦するにあたって、その理由を具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

Ⅳ．寮生活適応についての意見をお書きください。 

 

 

 

 

 



 

Ⅴ．日曜礼拝について 

①志願者の過去１年間のおおよその礼拝出席率をご記入ください。 （      ％） 

②長期にわたって礼拝欠席がある場合、その欠席事由をご記入ください。 

 

③志願者の礼拝出席に関する、推薦者の所見をご記入ください。 

 

Ⅵ．奉仕について 

①志願者の出席している教会での奉仕活動内容をご記入ください。 

 

②志願者の奉仕に対する取り組みについて、推薦者の所見をご記入ください。 

 

Ⅶ．その他、志願者の教会生活に関して、ご自由に推薦者の所見をご記入ください。 

 

 

西暦       年  月  日 

東京基督教大学長  殿 

   推薦者氏名            印   

    教団名                          

教会名                        牧師・役員・長老・会員・他 

   連絡先 〒                                                 

電話                        



様式４(英語版) 

 

TOKYO CHRISTIAN UNIVERSITY 
 

 
 

PASTORAL REFERENCE 
 
 

 
To the applicant:  
Print your name below. Ask a pastor who knows you well to complete the form and put it in a sealed envelope. 
When you receive the sealed envelope, send it to TCU along with the other items in your application packet.  
In the event that your pastor is a family member or close relative, it is no problem to ask him/her to fill in this 
reference.  
 
Name of applicant   
 
I willingly waive my right to see this recommendation knowing that this waiver is not a condition for admission.  
 
Signature of applicant    
 

***************************************************************************** 
 
The above named applicant is applying for the Asian Christian Theological Studies for English Speakers Program 
at Tokyo Christian University and is asking you to furnish a reference. Tokyo Christian University is a Christian 
institution with definite Christian goals and admits only those who have genuine Christian commitment. It is 
essential that you be frank, fair, and accurate in your evaluation.  
 

1. How well do you know the applicant?  (Circle one) Very well       Well      Casually 

2. Has the applicant made a profession of faith in Christ as his/her personal Savior and Lord?  

3. Does the applicant demonstrate the lordship of Christ in his/her lifestyle? Please comment. 

      

4. How do you think the applicant’s study at Tokyo Christian University might help his/her future Christian life and 

career goals?     

       

       

5. What experience has the applicant had in Christian service?   

      

6. Does the applicant have any extreme doctrinal views? (See Tokyo Christian University’s doctrinal statement on  

    the reverse side.) If yes, please comment:    

      

7. Overseeing the applicant’s involvement at your church, how would you describe his/her strengths and 

weaknesses?     

   

   

   

   

   



様式４(英語版) 

 

Pastoral Reference 

8. Please comment about anything else that you think we should know about the applicant. 

      

      

          

             

     

 

9. Overall evaluation:              I recommend the applicant.              I do not recommend the applicant. 

                                                 I recommend the applicant with this reservation:   

      

 

Signature    Date              

Name     Occupation    

Address       

Phone Number    Email Address      

Church Name    Denomination/Background    

 

Translated by     (if applicable) 

 

             

Tokyo Christian University 
THE STATEMENT OF FAITH 

 
Tokyo Christian Institute is founded on the Biblical, historical and orthodox rule of faith, which was consistently revealed 
in both the Old and the New Testaments, expressed in the Ecumenical Creeds of the Ancient Church, and proclaimed in 
the Reformation. In response to various challenges, including those stemming from certain aspects of the Enlightenment 
and liberal theology, contemporary Evangelical faith has endeavored to defend this historical faith and to practice the 
piety of belief.  
The articles which are the basis of this Evangelical faith are the following:  
 
1. The Bible, which consists of 66 books of the New and Old Testaments, was written by each writer under the perfect 

inspiration of the Holy Spirit. Thus in the original writings there is no error, and it contains all that God desires to 
reveal to human beings concerning salvation. The Bible is the single and absolute standard for faith and practice. 

2. The living and true God is one, who is eternally existent in three persons - Father, Son and Holy Spirit. 
3.  God created all things, visible and invisible from nothing, the same being subject to His absolute sovereignty. 
4. Adam was created in the image of God in right relation with God, but was tempted by Satan and sinned against the 

will of God, thereby incurring both the pollution and punishment of sin with the result of both spiritual and physical 
death. All human beings are therefore born with a sinful nature being sinners in thought, word and deed. 

5.  The Lord Jesus Christ is true God and true man. He was begotten by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, died 
on the cross for the sins of the world, was buried, and was raised again on the third day according to the Scripture. He 
ascended to heaven and sits at the right hand of God where he executes his ministry as high priest for us.  

6.  Because of the substitutionary death of our Lord Jesus Christ, all who believe in Him are forgiven of their sins and 
justified by faith and redeemed from the penalty and dominion of sin. There is no other way to salvation. 

7. The Holy Spirit is a person whose ministry is to convict and regenerate sinful human beings, making them children 
of God, empowering them for a life of holiness and service, and conforming them to the image of Christ. 

8.  The church universal is the body of Christ, and all who are born again by the Holy Spirit become members thereof, 
Christ being the head. The church on earth, in a manner befitting Christ its head, should maintain purity of faith and 
life; and according to His command, should preach the Gospel to every creature. 

9.  Our Lord and Savior, Jesus Christ, is coming again personally, bodily and visibly. He will raise bodily the just and 
the unjust, one to everlasting blessedness and the other to everlasting punishment, after which He will renew all things 
and deliver the kingdom to God the Father. 



様式５ 

ｷﾘｽﾄ者 推 薦 書 

（1）いずれの項目についても、この用紙に書ききれない場合は、別紙を添付してください。 

（2）推薦書は密封して志願者にお渡しください。 

（3）この推薦書は志願者の３親等以内の親族は書くことができません。 

 

志願者氏名               

 

本人の性格および行動についての評価（評価基準：５優れている ３平均 １足りない） 

① 自 主 性  ５ ４ ３ ２ １ 

② 指 導 力  ５ ４ ３ ２ １ 

③ 責 任 感  ５ ４ ３ ２ １ 

④ 忍 耐 力   ５  ４ ３ ２ １ 

⑤ 勤 勉 さ   ５ ４ ３ ２ １ 

⑥ 協 調 性   ５ ４ ３ ２ １ 

⑦ 社 交 性   ５ ４ ３ ２ １ 

⑧ 明 朗 さ   ５ ４ ３ ２ １ 

⑨ 情緒の安定性  ５ ４ ３ ２ １ 

⑩ 知    性   ５ ４ ３ ２ １ 

⑪ 礼    儀   ５ ４ ３ ２ １ 

⑫ 判  断  力  ５ ４ ３ ２ １ 

⑬ 人格の円満性   ５ ４ ３ ２ １ 

⑭ 金銭に対する態度  ５ ４ ３ ２ １ 

⑮ 時間を守るか   ５ ４ ３ ２ １ 

⑯ 国 際 感 覚         ５ ４ ３ ２ １ 

 

人物の総合評価 

Ａ 長所 

                                              

                                              

 

Ｂ 短所 

                                              

                                              

 

本人の召命感ならびに本学が与える教育および訓練に対する適応性についての意見 

                                              

                                              

                                              

                                              

 

寮生活への適応性についての意見 

                                              

                                              

  西暦     年  月  日 

東京基督教大学長  殿 

   推薦者氏名                   印   

    教団名                            

教会名                           牧師・役員・長老・会員・他 

   勤務先                            役職名・所属部課名          

   連絡先 〒                          電話           



様式５(英語版) 

 

TOKYO CHRISTIAN UNIVERSITY 
 

 
 
 

 REFERENCE FROM A CHRISTIAN 
WHO KNOWS THE APPLICANT WELL 

 
 

 
To the applicant:  
Print your name below. Ask a Christian who knows you well to complete the form and put it in a sealed envelope. 
When you receive the sealed envelope, send it to TCU along with the other items in your application packet. 
Please note that a family member or close relative cannot write this reference. 
 
 
Name of applicant   
 
I willingly waive my right to see this recommendation knowing that this waiver is not a condition for admission.  
 
Signature of applicant    
 

***************************************************************************** 
 
The above named applicant is applying for the Asian Christian Theological Studies for English Speakers Program 
at Tokyo Christian University and is asking you to furnish a reference. Tokyo Christian University is a Christian 
institution with definite Christian goals and admits only those who have genuine Christian commitment. It is 
essential that you be frank, fair, and accurate in your evaluation.  
 

1. How well do you know the applicant?  (Circle one) Very well       Well      Casually 

2. Has the applicant made a profession of faith in Christ as his/her personal Savior and Lord?  

3. Does the applicant demonstrate the lordship of Christ in his/her lifestyle? Please comment. 

      

4. How do you think the applicant’s study at Tokyo Christian University might help his/her future Christian life and 

career goals?     

       

5. What experience has the applicant had in Christian service?   

      

6. Does the applicant have any extreme doctrinal views? (See Tokyo Christian University’s doctrinal statement on  

    the reverse side.) If yes, please comment:    

      

7. What are the applicant’s strengths and weaknesses?  

      

      

      

      



様式５(英語版) 

 

REFERENCE FROM A CHRISTIAN 

 

8. Please comment about anything else that you think we should know about the applicant. 

      

      

      

 

9. Overall evaluation:              I recommend the applicant.              I do not recommend the applicant. 

                                                 I recommend the applicant with this reservation:   

      

 

Signature    Date              

Name     Occupation    

Address       

Phone Number    Email Address      

Church Name    Denomination/Background    

 

Translated by     (if applicable) 

 

             

Tokyo Christian University 
THE STATEMENT OF FAITH 

 
Tokyo Christian Institute is founded on the Biblical, historical and orthodox rule of faith, which was consistently revealed 
in both the Old and the New Testaments, expressed in the Ecumenical Creeds of the Ancient Church, and proclaimed in 
the Reformation. In response to various challenges, including those stemming from certain aspects of the Enlightenment 
and liberal theology, contemporary Evangelical faith has endeavored to defend this historical faith and to practice the 
piety of belief.  
The articles which are the basis of this Evangelical faith are the following:  
 
1. The Bible, which consists of 66 books of the New and Old Testaments, was written by each writer under the perfect 

inspiration of the Holy Spirit. Thus in the original writings there is no error, and it contains all that God desires to 
reveal to human beings concerning salvation. The Bible is the single and absolute standard for faith and practice. 

2. The living and true God is one, who is eternally existent in three persons - Father, Son and Holy Spirit. 
3.  God created all things, visible and invisible from nothing, the same being subject to His absolute sovereignty. 
4. Adam was created in the image of God in right relation with God, but was tempted by Satan and sinned against the 

will of God, thereby incurring both the pollution and punishment of sin with the result of both spiritual and physical 
death. All human beings are therefore born with a sinful nature being sinners in thought, word and deed. 

5.  The Lord Jesus Christ is true God and true man. He was begotten by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, died 
on the cross for the sins of the world, was buried, and was raised again on the third day according to the Scripture. He 
ascended to heaven and sits at the right hand of God where he executes his ministry as high priest for us.  

6.  Because of the substitutionary death of our Lord Jesus Christ, all who believe in Him are forgiven of their sins and 
justified by faith and redeemed from the penalty and dominion of sin. There is no other way to salvation. 

7. The Holy Spirit is a person whose ministry is to convict and regenerate sinful human beings, making them children 
of God, empowering them for a life of holiness and service, and conforming them to the image of Christ. 

8.  The church universal is the body of Christ, and all who are born again by the Holy Spirit become members thereof, 
Christ being the head. The church on earth, in a manner befitting Christ its head, should maintain purity of faith and 
life; and according to His command, should preach the Gospel to every creature. 

9.  Our Lord and Savior, Jesus Christ, is coming again personally, bodily and visibly. He will raise bodily the just and 
the unjust, one to everlasting blessedness and the other to everlasting punishment, after which He will renew all things 
and deliver the kingdom to God the Father. 



様式６ 

健 康 診 断 証 明 書 

※ 受験番号  No 判 定 検査不要・再検査・要精密・要問い合せ 

ふ り が な 

氏  名 

生年月日 

男 

女 

年   月      日生 

学  科 

専  攻 
 

診 断 事 項 

身 長 

cm 

体 重 

kg 
視
力 

左（   ）  右（   ）裸 眼 

左（   ）  右（   ）ｺﾝﾀｸﾄ・眼鏡 

 
 

 
 
 

 

エ
ッ
ク
ス
線
検
査 

エックス線    （直接・間接） 

身 

体 

障 

が 

い 

区  分 障 が い の 有 無 

（撮影年月日）         （撮影号） 

 

 

運  動 有    ・    無 

聴 覚 
左 有    ・    無 

右 有    ・    無 

言  語 有    ・    無 

その他 有    ・    無 

具
体
的
内
容 

 

所見  

主
な
既
往
症
と 

罹
患
時
の
年
齢 

肺結核 歳 

その他の結核疾病 

（      ） 歳 

気管支喘息 歳 

アレルギー疾病 

（      ） 歳 
食物・薬剤等へのアレルギー有無

有（               ）・無 

心疾患 歳 

腎疾患 歳 

リウマチ 歳 

小児まひ 歳 

てんかん 歳 

精神疾患 歳 

高血圧 歳 

糖尿病 歳 

入院した病気  

（             ）   歳 

急性感染症（麻疹・風疹など）

（       ）   歳 

予
防
接
種 

ＢＣＧ        
あり（日付：    ）なし 

ポリオ        
あり（日付：    ）なし 
麻疹         
あり（日付：    ）なし 
流行性耳下腺炎    
あり（日付：    ）なし 

 

 

 

※記録のコピー添付でも良い。 

風疹         
あり（日付：    ）なし

ジフテリア      
あり（日付：    ）なし

百日咳 
あり（日付：    ）なし

破傷風       
あり（日付：    ）なし

三種混合（ＤＰＴ） 
あり（日付：    ）なし

主
な
現
症 

（入学後の健康管理上注意すべき疾病・障がいの有無とその内

容） 常
用
薬 

（有・無） 有の場合以下に記入 

 

薬品名（               ） 

病 名（               ） 

寮生活ならびに集団生活上の注意事項 ※本学は全寮制で、食堂で全学生が同じ食事をとります。 

なし ・ あり （                                      ） 

その他特記事項 

診断の結果上記のとおり相違ないことを証明する。 

             年        月        日    住所（所在地） 

医 療 機 関 名        

医 師 の 氏 名                          ㊞ 

 電 話 番 号       

 Ｆ Ａ Ｘ 番号       



 

健康診断証明書 記入上の注意 

１. ※印欄は、大学側で記入。 

２. 予防接種の欄は該当予防接種のあり・なしを〇で囲み、ありの場合は日付を

記入すること。母子手帳の該当欄等のコピー添付も可。 

３. エックス線検査の欄については、（直接・間接）の該当事項を〇で囲み撮影

年月日を記入すること。不明な場合は、不明を〇で囲む。 

４. 視力については上段に裸眼視力、下段に矯正視力を記入し、（コンタクト・

眼鏡）の別は該当事項を〇で囲む。 

５. 身体障がいの欄の運動については、小児まひによるものを含むものとし、ま

た、聴覚については難聴、言語についても障がいの有無を〇で囲み、具体的

内容を記入すること。 

６. 主な既往症の欄は該当疾病を〇で囲み、罹患時の年齢を記入すること。例示

以外の疾患で特に重要と認められるものについては、その他の箇所に疾患名

および罹患時の年齢を記入すること。 

７. その他特記事項の欄は、内部疾患、運動障がいおよび精神障がいで治療中、

治療を要すると認められるもの、または特に注意を要すると認められるもの

を記入すること。 

８. 検査方法は、学校保健施行規則の定めるところによること。 

 

 



HEALTH RECORD AND EXAMINATION   様式６(英語版) 
To be completed by M.D. 

 
Name (Last, First, Middle Initial):       
 
Date of examination    Age  Date of Birth       Sex           
 
Give your opinion on the general state of the student’s health:   Excellent  Good     Fair       Poor 
 
Please include a separate sheet of paper to explain the status of any chronic medical or physical conditions. 

Blood pressure: Pulse rate: Height: Weight: 

Vision: (R)                     (L)                      Glasses?    Y / N      Contacts?    Y / N     

Hearing: (R)                                        (L) 

Tuberculin Skin Test   
PPD (Mantoux ) Test (circle one):    positive   negative  (Date read:   )  not done       

 
Chest X-ray:  Normal     Abnormal (Findings:             )  (Date:           ) 
 
Urine Analysis: (Albumin:   Glucose:       Date:   ) 
 
Blood:  (Hemoglobin        g/dl,  Date:    ) 

 
History of previous illness (give age and/or status)             

Tuberculosis Poliomyelitis 
Asthma Epilepsy 

Allergies (Allergen:                             ) Mental Disease 

Heart Disease Hypertension 

Kidney Disease Diabetes mellitus 
Rheumatism Any other severe illness 

 
Vaccination 

BCG: Yes (Date:                           )  No Rubella: Yes (Date:                         )   No 

Polio: Yes (Date:                           )  No Diphtheria: Yes (Date:                       )   No 

Measles: Yes (Date:                         )  No Pertussis: Yes (Date:                        )   No 

Mumps: Yes (Date:                         )  No Tetanus: Yes (Date:                         )   No 

 
Current health problems that require special attention for living in a student dormitory for four years in Japan. 

List currently used medicines with or without a prescription (if any). 

Other remarks 

 
I hereby certify that what I have filled above is true and correct to the best of my knowledge and belief.  
 
 Signature of M.D.:             Date:     
 
 Printed Name:                    
         Last          First 

 Name of Hospital/Clinic:                      
 
 Address of Hospital/Clinic:                  
  
 Telephone Number:      Email:                  



様式８ 

健康状況票兼配慮の申請書 

身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他の心身の機能の障がい、いずれか

の障がいをお持ちの方は、この用紙に必要事項を記入し、提出してください。本書は厳重に保管し、受

験・修学・生活上の配慮に関する事以外に使用することはありません。障がいのない方は提出不要です。 

 

提出日（西暦）    年   月   日 

氏名   
男 

女 

生年 

月日 

（西暦）    年   月   日 

                        （満  歳）

入学希望 
年次          学科

専攻
E-mail 

電話  FAX  

使用補助具 手動車いす ・ 電動車いす ・ 白杖 ・ 補聴器 ・ その他（        ） 

障がいの種別 

視覚障がい 盲 ・ 弱視 

聴覚・言語障がい 聾 ・ 難聴 ・ 言語障がいのみ 

肢体不自由 

上肢機能障がい ・ 下肢機能障がい ・ 上下肢機能障がい 

他の機能障がい 

（                     ） 

病弱・虚弱 
内部障がい ・  

他の慢性疾患（                ） 

発達障がい 
学習障がい（LD） ・ 注意欠陥/多動性障がい（ADHD） ・

自閉症/アスペルガー症候群（ASD） 

精神障がい 

統合失調症 ・ 気分障がい（うつ病等） ・  

神経症性障がい（強迫性障がい・パニック障がい等） ・  

摂食障がい ・ 睡眠障がい ・  

他の精神障がい 

（                   ） 

手帳の有無 有 ・ 無 
手 帳 の

種類  

身体障がい者手帳 

精神障がい者保健福祉手帳 

療養手帳 

   種    級 

医師からの診断の有無 有 ・ 無 

受験に関する配慮を希望する はい ・ いいえ 

授業に関する配慮を希望する はい ・ いいえ 

日常生活に関する配慮を希望する はい ・ いいえ 

※ 本書には、手帳または診断書のコピーを添付して提出してください。 

※ 受験上の配慮を希望する方には、入試担当者からご連絡させていただきます。入学後の支援を希望

される方には、障がい学生修学支援委員会より入学手続き完了後にご連絡させていただきます。 

※ ご不明な点がある場合は、入試担当者までご連絡ください。 

（Tel:0476-46-1131/Fax:0476-46-1405/Mail:nyushika@tci.ac.jp） 



様式８ 

希望する相談内容 

1. 受験に関わる項目 

□ 時間延長 

□ 別室受験 

□ 座席位置の指定（窓側、トイレに近接） 

□ 用具の使用許可（車椅子、松葉づえ、照明用具、拡大鏡、補聴器） 

□ その他の相談 

 

 

 

2. 授業支援に関わる項目 

□ 講義での配慮（情報保障、教室の配慮等）に関する相談 

□ 出席に関する配慮（遅刻、欠席、途中退席）に関する相談 

□ 学習指導（補習、レポート作成、定期試験）に関する相談 

□ 履修指導（優先的な登録、履修の制限等）に関する相談 

□ 課外活動（実習、サークル活動等）に関する相談 

□ その他の相談 

 

 

 

3. 生活支援に関わる項目 

□ 居場所（占有スペース、仲間づくり等）に関する相談 

□ 自己管理（スケジュール管理等）に関する相談 

□ 対人関係（対人スキル、対人トラブル対応等）に関する相談 

□ 日常生活（食事、入浴、睡眠等）に関する相談 

□ 休憩室の確保等に関する相談 

□ 医療機関との連携 

□ 医療機器、薬剤の保管等に関する相談 

□ 進路・就職に関する相談 

□ その他の相談 

 

 

 

 

その他・備考欄 



様式９ 

特別通学許可願い 
 
本学は全寮制を原則としています。神学の学びは、教場における営みだけでなく、生活

全域に及ぶものです。本学では、教育寮での生活を通して「キリスト者の自由をもって共

に生きる」ことを体得し、キリストの愛と義を常に判断の基準とできる福音的キリスト者

を育成することをその教育の目的としています。 

 本学の寮教育の主旨をご理解いただいた上で、やむを得ない事由により通学の必要のあ

る場合は、下記に必要事項を記入し、出願時に提出してください。 

 

＊健康上の理由の場合は、医師による診断書を添付してください。 

＊本書面をもって自動的に許可されることはありません。 

 
年   月   日 

 
東京基督教大学長 殿 
 

受 験 番 号               
                     ※受験番号は本学で記入します。 

 
志願者氏名             印 

 
 

保証人氏名             印 
注意：それぞれ本人が署名，捺印してください。 

通学希望理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※教務部長 ※学生部長 ※アドミッションセンター長

  
 
 
 

※は大学側で記入

 



様式１０ 

 

同窓生家族特別奨学金申請書・誓約書 
 
 
東京基督教大学長 殿 
 
 私は、本奨学金を申請するにあたり、貴学建学の精神「福音主義、超教派、世界宣教、実践

的神学教育」に則り、学則を厳守し学生の本分を認識し学業に専念することを誓約致します。 
 
 

                             年     月     日 
 

受験番号              
                         ※受験番号は本学で記入します。 

 
 

氏名              印 
 
 
 

① Ⅰ 現在、在学している学生 （受験生の血族 1 親等・2 親等または受験生の配偶者） 
Ⅱ  卒業生         （受験生の血族 1 親等・2 親等または受験生の配偶者） 
※Ⅰ・Ⅱいずれかに○ 
 
 
 
 
 

 
 
② 志願者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ ①及び②の該当者に確認の連絡をとる場合があります。 
 
 
（以下記入しない） 

上記学生は①の在籍・卒業学生と親族関係にあることを認め、本奨学金を支給することを決定す

る。 
 

 
年  月  日  東京基督教大学奨学金委員長            印 

 
学   校   名    
氏        名                        
住      所 
卒業年月日 

 
志 望 学 科   東京基督教大学 神学部（神学科・国際キリスト教福祉学科） 
氏       名 
住    所 
①との関係（                    ） 



様式１３ 

東京基督教大学長 殿 

 

教会教職者子女特別奨学金申請書 
 

私は、本奨学金を申請するにあたり、貴学の建学の精神に則り、学則を厳守し、学生の本分を認

識し学業に専念することを誓約いたします。 

年   月   日 

 

受験番号              
                                    ※受験番号は本学で記入します。 

 

氏名              印 

教会教職者（親権者）情報 

氏   名  申請者との続柄  

所属教団･教会  

派遣元団体  

勤務(派遣)先住所等  

※ 教会教職者とわかる資料を添付してください。（例：週報，教会のホームページ，ニュースレターなど） 

 

所属教会牧師の推薦 
※ 上記奨学金希望者の信仰および教会生活、卒業後のビジョンなどについてご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教団名                 教会名 

 

記入日     年   月   日   牧師名              ㊞ 
 



様式１４ 

個別入学資格審査申請書 

 
年   月   日 

 

東京基督教大学長 殿 

 
ふりがな

氏  名            印 

 

私は、    年度東京基督教大学入学者選抜を受験したいので、必要書類を添えて入学

資格の認定を申請します。 

 

西暦    年   月   日現在 

申請者氏名 

ふりがな 
 
 
 

生年月日      年   月   日  （満    歳） 性別 男・女 

現住所 〒 
 
 
電話番号     －    －     携帯電話     －    － 
メールアドレス： 

受験希望入試 帰国学生特別選抜 ・ 夏期卒業者特別選抜 

履 歴 
 学習歴（各種の学校などでの在学状況等）、職歴、資格等を記入。 
 中学校卒業から順を追って詳しく記入してください。 

西暦     年    月                      中学校卒業 

  

  

  

  

  

資格・免許・検定等 

西暦     年    月  

  

  

  



本申請書には外国人学校、チャーチスクール、ホームスクール等の各学校における学習歴 

または社会における実務経験等を証明できる書類を添付してください。（成績証明書、 

卒業(見込み)証明書、勤務会社による実務経験証明書など） 

 

学習歴等を確認できる書類を添付できない場合は、中学卒業後、あなたがこれまで何をど

のように学んできたか下記に詳しく記述してください。 
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