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Christ is all, and is in all.
 -Colossians 3:11

「キリストがすべてであり、すべてのうちにおられる」 
コロサイ人への手紙 3章 11節
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キリストに献身し、世界に奉仕する

クリスチャンリーダーの育成

「キリストへの献身」「クリスチャンリーダー」と聞いて、何を想像しますか？

「献身=牧師」「クリスチャンリーダー＝牧師」と想像する人も多いかもしれ

ません。しかし、TCUが考える「献身」「クリスチャンリーダー」とは、牧師

になることだけにとどまりません。社会のあらゆる領域で、キリストに献身

した人、クリスチャンリーダーが必要です。

それは人の上に立つリーダーかもしれませんし、人に仕えるリーダーかも

しれません。神様はこの世界で、ひとりひとりの名前を呼んで、ひとりひと

りの個性を生かして、神の国を一緒に建て上げようとしています。

世界中から集まったクリスチャンとともに、あなたの献身とリーダーシッ

プを磨きませんか？

Christ is all, and is in all.
 -Colossians 3:11

「キリストがすべてであり、すべてのうちにおられる」 
コロサイ人への手紙 3章 11節
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＞TCU  Vision 1

日本で唯一のキリスト教福音主義、

超教派の大学です

小林 高徳 東京基督教大学
学長Takanori Kobayashi

｜ Tokyo Christian University02



主イエス・キリストは、人類の罪を十字架で赦し、傷ついた世界を癒やし、回復する

ために復活されました。そして、和解と回復と平和の福音をご自身の教会に委ねら

れました。主イエスを信じる人は皆、その福音を実現するために召されています。

キリスト教神学は、福音が持つ希望の光を世界に輝かせることを目的とし、キリ

ストの愛をもって仕えることで結実する営みです。あなたも東京基督教大学で、

世界中から集まったキリストにある友人たちと共に学び、福音の実現のために歩

き出そうではありませんか。                                            学長　小林高徳

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。

キリストの福音を実現するために

建学の精神
福音主義

超教派の神学教育に実績をもつ東京キリスト
教学園にあって、教派をこえて日本の内外の
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。

超教派

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。

実践的神学教育

宣教の主イエス・キリストの大宣教命令に応
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。

世界宣教

Baptist
Evangelical
Evangelical Congregational Church
Holiness
Protestant
イムマヌエル綜合伝道団
ウエスレアン・ホーリネス教団
エブリネイション・チャーチズ・ジャパン
カンバーランド長老キリスト教会
セブンスデーアドベンチスト教団
ベタニアクリスチャンアッセンブリーズ
慰めの声宣教団
沖縄バプテスト連盟
韓国アッセンブリー教団
基督兄弟団
基督聖協団
救世軍

国際福音キリスト教団
在外国教団教派・大韓イエス
在日大韓基督教会
聖書キリスト教会
聖書教会連盟
大韓イエス教長老会
単立
東洋福音教団
同盟福音基督教会
日本アッセンブリーズ・オブ・ゴット教団
日本アライアンス・ミッション
日本イエス・キリスト教団
日本キリスト改革派教会
日本キリスト教会
日本キリスト宣教団
日本ナザレン教団
日本バプテスト教会連合

日本バプテスト宣教団
日本バプテスト同盟
日本バプテスト連盟
日本フリー・メソジスト教団
日本ホーリネス教団
日本メノナイト・キリスト教会会議
日本メノナイト・ブレザレン教団
日本基督教団
日本聖約キリスト教団
日本長老教会
日本伝道福音教団
日本同盟基督教団
日本福音キリスト教会連合
日本福音教会
日本福音自由教会協議会
保守バプテスト同盟

在学生の出身教派・教団

2015年4月現在（五十音順）
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＞TCU  Vision 2

全世界から集った

クリスチャンの仲間たちと共に過ごす

すばらしい時間

石川 健太 国際キリスト教福祉学科 
国際キリスト教学専攻 2年Kenta Ishikawa

｜ Tokyo Christian University04



「大学生活」と聞いてどんなことを想像しますか？ 研究やゼミで主体的に

学んだり、留学したり、いろんな出会いを楽しんだり。イメージを膨らま

せながら、自分がどれだけ成長できるかと考えるでしょう。

TCUは、学生も教職員も全員がクリスチャンのユニークな大学です。なぜ

全員がクリスチャンなのでしょうか？それは、聖書に基づくキリスト教世

界観に根ざした学びと、国籍も年齢も教派もさまざまなクリスチャンの仲

間たちとの生活とによって、世界が広がり、確信が深まり、新しいビジョ

ンが与えられ、かけがえのない友人ができ、そのようにして人生の基礎を

築くことができるからです。想像以上の大学生活がTCUで始まります。

TCUは学生と専任教員が
全員クリスチャンの大学です

毎日のチャペルでの礼拝。賛美し、祈り、主の御言葉を聞き、
恵みを受ける。キリストへの献身を新たにする。チャペルのス
テンドグラスに書かれているギリシア語の大宣教命令。ここは
世界宣教のスタート地点。

日常の中心にチャペルがある生活

Check P. 56
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＞TCU  Vision 3

隣人を自分のように

愛することができるだろうか？

Emily Ruth Askey 神学科 ACTS-ES 
4年

服部 真歩 国際キリスト教福祉学科 
国際キリスト教学専攻 3年Maho Hattori

｜ Tokyo Christian University06



クリスチャンとして、生活・信仰・
学問の統合を目指す寮教育

広い空、緑の木々、吹き抜ける風、太陽の光。神が造られた自
然の中で、神を学び、神に祈り、神を賛美する。友と出会い、友
と学び、友と暮らし、友と歩む。この場所でかけがえのない4
年間がはじまる。

「神を愛し、人を愛せよ」TCUの寮教育

TCUには寮があります。TCUの寮は、ただの生活の場にとどまりません。

ここは「教育寮」と呼ばれるように、学生が成長する場です。生活・信仰・

学問が統合されたクリスチャンとして成長することを目指しています。「キ

リスト者の自由」のもと、学生たちが自主的に寮を運営し、自律的な成長

を育みます。

そして、国籍、言語、文化、年齢を超え、神の家族としての豊かな交わりを

体験します。生涯の友を得、多くの留学生たちと交わり、自分を知り他者

を知る場です。

時には傷つき、葛藤を覚えることもありますが、それをキリストによって

乗り越えたとき、今まで見えなかった景色が広がり、「ともに喜び、ともに

泣く」という聖書が語る交わりの豊かさを体験します。

Check P. 54
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キリスト教ほどグローバルな

思想があるだろうか？

＞TCU  Vision 4

Ann Bernice Taylor 神学科 ACTS-ES 
2年

｜ Tokyo Christian University08



4人に1人が世界中からの留学生
クリスチャンリーダーとしての
ネットワークが世界中に広がります

これからの社会はますますグローバル化が進んでいきます。日本にもさまざま

な国籍や文化的背景を持った人が増えていくでしょう。また、あなた自身が海

外で学んだり、仕事をしたり、生活をしたりすることもあるでしょう。そのよう

な時、「ともに生きていく」ためには何が必要でしょうか？もちろん、言語力は

大きな武器になるでしょう。文化的背景に関する情報も役に立つでしょう。し

かし、最も大きな力となるのは「ともに生活した経験」ではないでしょうか。

TCUは、4人に1人が留学生です。留学生の国籍もさまざまで、アジア、ア

フリカ、欧米など世界中から学生が集まり、同じ寮で生活します。まさに

「多文化共生キャンパス」です。国籍・言語・文化を超えて、ともに泣き、

ともに笑い、時にはぶつかり、和解する。「鉄は鉄によってとがれ、人はそ

の友によってとがれる」箴言27章17節。TCUでは、この言葉をグローバ

ルなスケールで経験し、世界中にネットワークが広がります。

世界中からクリスチャンが集まるキャンパス。ニュースで知っ
ていた世界ではない、地図を見ても見えなかったリアルな世界
が広がる。グローバルな神の、グローバルな視点を知る。それ
が留学生とともにTCUで知るNEWS。

アジア神学コース（ACTS－ES）

Check P.19
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岡村 直樹 教務部長 
教授Naoki Okamura

キリスト教世界観に立ち、

広く世界でキリストのために仕える

ビジョンを持ってほしい

＞TCU  Vision 5

｜ Tokyo Christian University10



学生7人に対し専任教員 1名の
理想的な少人数教育

人格的な成熟を目指すTCUでは、学生と教員との距離がとても近いで

す。授業以外でも質問したり、食堂で一緒に食事をしたり、教員が親身に

なって相談に乗ったり。交わりの中から思わぬ宝のような知識を得、目

が開かれるような言葉と出会う。それが少人数人格教育の中から得られ

る大きな財産です。

良き師との出会いは、人生の方向性を示す羅針盤であり、進むべき道を

示す道しるべになります。

TCUでは、学生7人に対して専任教員1名という理想的な教育環境です。

また、神学・国際関係・異文化理解・キリスト教福祉・教会音楽と専門性

は多岐にわたります。

このキャンパスで、多くの宝があなたを待っています。

「キリストがすべてであり、すべてのうちにおられる。」（コロ
サイ3章11節）TCUが大事にしているのは、キリスト教世界
観。この世のすべての営みにキリストの主権があり、頭で、心
で、体で、魂でそれを見いだし、知ること。

キリスト教全人格教育

Check P. 22
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どのように生きるか

聖書を知り、語り合い、祈り、考える

＞TCU   Vision 6

その時間が未来の自分をつくる

平塚 治樹 日本バプテスト教会連合 市川北バプテスト教会 牧師
（2015年 大学院博士前期課程修了）Haruki Hiratsuka

｜ Tokyo Christian University12



ぶれない価値観、
キリスト教世界観で生きる人を

2011年に米国デューク大学の研究者キャシー・デビッドソン氏の「2011年

度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの65％は、大学卒業時に今は

存在していない職業に就くだろう」という予測は、大きな波紋を呼びまし

た。私たちには将来は分かりません。変化の激しい時代に、どのように生

きていくのかを考えるのはとても難しいことかもしれません。

TCUが考えるキャリア教育は、どのような仕事をするかではなく、「どの

ように生きるのか」という問いに向き合うことから始まります。その問い

の答えは、聖書を土台にした「キリスト教世界観」を学ぶことです。

「キリスト教世界観」は、神、世界をどのように観るか、そして観ている自

分の生き方、人生観がどうあるか、を考えることです。この混迷の時代、多

くの価値観が混在する時代に、TCUは、価値観がぶれない生き方ができる

人、キリスト教世界観で生きる人を育てます。

キャリアってなに？「卒業後の就職先」を見つけること？TCUの
キャリア支援は、その人が「どう生きるか」という生き方の支援。
一人一人の生涯のビジョン実現のためのサポート。そのうえで、
就職支援もとても細やかな支援を行います。

少人数ならではの手厚いキャリアサポート

Check P.16
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卒業生からのメッセージ
Message from Graduates

いつもTCUで学んだ
基本に立ち返って。
日本同盟基督教団
久留米聖書教会  伝道師

福音を知り、
生き方が変わっていく。
キリスト者学生会
主事

牧師・伝道師の働きは、礼拝準備（説教）、祈祷会、聖書入門クラス、教会員の訪
問（お見舞い）、結婚式、葬儀などです。聖書の内容を正しく伝える、という仕事
だと理解していますが、併わせて、聖書の教えに基づいて、「人に仕える」という
ことを心に留めて働いています。私自身は、幼いころから教会で育ちましたが、
きちんとした聖書の学びをしたのはTCUが初めてでした。礼拝説教の準備をす
る際は、いつもTCUで学んだ基本に立ち返って、手順を踏むようにしています。
また昨年は教会員の方が亡くなり、初めて葬儀をしましたが、TCUで葬儀に関す
る実践的な講義を受けていたことは、本当に役に立ちました。聖書に関する学び
と、教会の働きに関する実践的な学びがあったことは、本当に良かったと感じて
います。　TCUは、私にとって2つ目の大学でしたが、教員と学生の距離がとて
も近く、質問などがしやすい環境であると感じました。また、図書館はキリスト
教関連の書籍が本当に充実しており、とても良い学習環境です。今働いている教
会はとても小さい教会で、集っている方々の多くは高齢者です。私たちの教会で
は2016年の標語として「しあわせに生きる教会」（申命記5 : 33）を掲げています。
教会に集う人々が、御言葉に従い、そしてしあわせに生きる…そのような教会に
なることを願っています。

下田 陽介 （神学科教会教職専攻卒、大学院博士前期課程2015年修了）
Yosuke Shimoda

学生伝道団体のキリスト者学生会（KGK）主事として、大学のキャンパスに足を
運んでいます。学生と共に御言葉を学ぶ中で、彼らが深く取り扱われていく姿や、
御言葉の深みに気付き、感動を味わう姿に出会うことがあります。福音を知り、
生き方が変わっていく。そんな経験を一人でも多くの学生にしてほしい…、そう
願いながら、日々、学生たちのところに足を運んでいます。TCUでは、今までな
んとなく信じてきたものの確かさを確認でき、それを自分の言葉にして受け取り
直せたことが一番の恵みでした。そして、私たちの日常の中で起こる一つ一つの
出来事の意味を御言葉から考える、という聖書に立った世界観を学びました。聖
書の全体像の学びによって、そのような視点を得られたことは今の働きに大きな
助けとなっています。また、TCUでの2年間は、自分の生き方を御言葉に問われ
続ける2年間でした。信仰者として、主に献身した者としてどう歩むのかを、授業、
チャペルでの礼拝、寮生活などを通して教えられ、また実践していくことを励ま
していただきました。これからも学生たちとともに御言葉に養われ、福音を語る
者としてふさわしく整えられていきたいです。また、人生の中で経験していくラ
イフステージの変化にも、一人の信仰者として、また一人の女性として、向き合
い、そのことの意味を聖書から受け取っていきたいと思っています。

中川 麻祐 （3年次編入・神学部神学科教会教職専攻 2014年卒業）
Mayu Nakagawa

｜ Tokyo Christian University14



TCUでは、寮生活を通して
人間関係を学びました。

現在、広告PRの会社でホールディングス（国内外合わせて約20社）全体の管理
業務を担っています。主に、従業員の入退社手続きや給与計算、人事評価を取り
まとめるのが仕事です。アルバイトを含めると450名ほどの給与管理等をしてい
るため責任がありますが、そのプレッシャーがいい緊張感となり、縁の下を支え
る立場で会社に貢献することが使命だと思っています。入社してから、マザーズ
上場そして東証一部へ上場したのですが、上場への過程を見ることができ、また
会社の急成長を肌で感じながら業務を進めることができたのは、とても貴重な経
験でした。TCUでは、寮生活を通して人間関係を学び、それが現在も職場の上司
や同僚との関係において役だっています。入学する前はクリスチャンしかいない
場所なのだから、どんなに過ごしやすいところかと思っていましたが、実際は「ク
リスチャンなのになぜ？」と思うことがたくさんあったことを思い出します。ク
リスチャンであっても愛し合い、赦し合うことは簡単なことではないのだと痛感
したことは自分にとって必要な経験でした。また、TCUで学んだ「キリスト教世
界観」は、社会に出て、会社の方針や上司の考え方、従業員の立場、そしてクリス
チャンとして何をどのように考えるか、何を優先すべきか、を判断するときに、
私にとって大切な基準になっています。

株式会社ベクトル（東証一部）
経営管理本部

菅谷 のぞみ （国際キリスト教学科［現・国際キリスト教学専攻］2006年卒業） 
Nozomi Sugaya

現在、教会が運営する介護事業所であるNPO法人ホッとスペース中原で、主に通所介護
の仕事を行っています。仕事の内容は、高齢や病気により生活が難しくなった方々や、
一人での生活が困難な方々をお支えすることです。サービスを利用する方々は、一人一
人が違うライフスタイルを持ち、違う環境で生活をされ、違う考え方を持って生活され
ているので、難しいこともたくさんありますが、自分自身学ぶこともたくさんあり、日々
成長できる環境だと思います。一人でも多くの人が自分の人生を全うできるよう、お支
えできればと思います。
TCUキリスト教福祉学専攻での４年間では、少人数の環境で、先生一人一人が学生一人
一人にとても親身になってくださり、支えてくださるので、多くの先生からさまざまな
ことを学ぶことができました。特に、先生方が現場で培ってきた経験から紡ぎ出される
講義や指導は、自分が実際に介護の現場に出た今、困難なことに衝突したとき、その壁
を乗り超える手がかりとなっています。
TCUでも学び、働きながらも心がけていることは、どのような人であろうと、どのよう
な状況であろうと、私たち一人一人は神様の最高傑作だということです。これからも、
その方が地上での生活が終わるその瞬間まで、生きていてよかった、と思えるように、
最期まで一人の尊厳ある「人」として過ごしてもらえるようお支えしていきたいです。

NPO法人 ホッとスペース中原
介護福祉士　※2016年から理学療法士になる学びをスタートする予定

黒崎 義也 （国際キリスト教福祉学科キリスト教福祉学専攻 2013年卒業）
Yoshiya Kurosaki

一人一人は神様の
最高傑作という見方。
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キャリア支援年間スケジュール

教会教職志望者進路相談

TCUは日本で唯一の福音主義4年制神学大学として、多くの主にあるOB・OGを
輩出してきました。建学以来、枠にはまった人間ではなく、個性を生かし、大胆に
主の導きに従うことができる人材の育成をめざしています。卒業生は、牧師、宣
教師、会社員、福祉施設職員、国際NGO職員、キリスト教団体など、さまざまな
フィールドで活躍しています。今日の不安定な社会情勢の中、「どう生きるか？」
という生き方が問われています。少人数教育、全寮制のメリットを生かして、一
人一人のビジョン実現のためにサポートします。

牧師・伝道者・宣教師をめざす学生には、担当教員との個別面談によって進路のサポートを行ってい
ます。所属教会牧師の指導を基本とし、主に進学について助言をしています。学部２年次秋に教会教
職専攻への進路説明会、学部４年次に本学大学院進学のための学内推薦面談、大学院２年次に進路面
談があります。学部３年次から大学院までの４年間、毎年の担任がゼミ・演習でメンターを務め、教
会インターンや教会教職特別セミナーを通して自分の将来像を描く助けとしています。大学院２年次
は「教会への赴任」をテーマに卒業生の体験を聞き、実践的な備えをし、必要な学生には牧師募集の
情報提供もしています。

通年で教職員3名が個別相談、就職活動支援（自己分析、業界研究、履歴書・エントリーシート対策、面接対策など）を実施。
2012 年度は1日平均 2 . 33人が利用。多くの企業が導入している就職試験である「SPI 試験対策」をe- learningでも学ぶことができます。

TCUのキャリアサポート
Career Support

サポートプログラム

キャリア支援室
就職・進学・留学など進路に関する最
新の情報を提供しています。キャリア
カウンセラー有資格者が、就職をはじ
め進路相談を行っています。

インターンシップ
在学中に企業等での職業実習を行うプ
ログラムです。事前指導として、ビジネ
スマナーや職業理解の学びをし、夏期
休暇中等に10日間の実習を行います。

キャリア教育
さまざまな分野で活躍しているOBやクリ
スチャンの方をお招きして、「仕事とは何
か？」「仕事の現実と魅力」について考え、
職業観を養います。1年生の必修科目です。

就職活動サポート
エントリーシート対策講座、面接対策
講座、マナー講座、求人票の読み方な
ど、丁寧にサポートしています。

インターンシップ説明会
インターンシップ事前指導
求人票読み方講座

4月
求人票読み方講座

5月
履歴書の書き方講座
集団面接対策講座
社会人マナー講座
求人票読み方講座

6月
履歴書の書き方講座

7月
夏休み
インターンシップ実施

8月
キャリア教育
（1年生必須科目）
SPI2 対策講座
求人票読み方講座

9月

求人票読み方講座

12月
求人票読み方講座

1月
留学生就職支援講座
面接対策基本講座
求人票読み方講座

2月
春休み

3月
キャリア教育
（1年生必須科目）
福祉系企業説明会
求人票読み方講座

10月
キャリア教育
（1年生必須科目）
業界研究講座
求人票読み方講座

11月
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神学科
（2011 - 2014年度）

進路実績

主な進学先▶

大学院
［国内］

本学大学院

上越教育大学大学院

上智大学大学院

聖学院大学大学院

千葉大学大学院

筑波大学大学院

南山大学大学院

一橋大学大学院

立教大学大学院

立命館アジア太平洋大学大学院　他

［海外］

エクスター大学大学院

アバディーン大学大学院

エジンバラ大学ニューカレッジ

カルヴァン神学大学院

ゴードンコーンウェル神学大学院
セント・アンドリューズ大学大学院

トリニティ神学大学院

フラー神学大学院

プロテスタント神学大学大学院

ロンドン大学キングスカレッジ　他

神学校等
イムマヌエル聖宣神学院

神戸改革派神学校

ゴスペル音楽院

聖書宣教会

西南学院大学

東京神学大学

ルーテル学院大学　他

主な進路▶

牧師・伝道師等
宣教師

キリスト教宣教団体
高校生聖書伝道協会（hi-b.a.）

キリスト者学生会（KGK）

太平洋放送協会（PBA）

新生宣教団

松原湖バイブルキャンプ　他

NGO・NPOスタッフ
日本国際飢餓対策機構

OMジャパン

白浜レスキューネットワーク　他

キリスト教系企業
いのちのことば社

キリスト新聞社

教文館　他

福祉施設
キングスガーデン埼玉

キングスガーデン東京

筑波キングスガーデン

ホッとスペース中原

止揚学園

アガペー壱番館

愛隣会

バット博士記念ホーム　他

一般企業
株式会社パン・アキモト

株式会社MSPC

株式会社東京技術研究所　他

進路状況▶

内定者メッセージ

＊神学科卒業生の「大学院・神学校への進学」の多くは、学びを経て教会へ赴任しています。詳しくはP16教会教職志望者進路相談を参照ください。

社会において「神を愛し、人を愛する」ことを実践していきたい。

国際
キリスト教学

専攻
（2011 - 2014年度）

教会への赴任
13％

大学院・神学校
への進学
50％＊

キリスト教
福祉学専攻
（2011 - 2014年度）

就職
100％

就職
26％

その他（進学準備等）
13％

進学
7％

教会への赴任
10％

就職
70％

その他（進学準備等）
11％

キャリア支援室に早い時期に相談し、良い履歴書を完成させておくことで、就職活動を早く始めることができました。「TCU」
は就職活動において強い武器になります。神学を学んできた中で、どうしてこの道を選んだか、企業の採用担当の方は興味を示
します。そのときに、しっかりと自分の考えを伝えることができれば、非常に有利だと思います。仕事をする上で、信頼関係を
築くことを大事にしたいと思っています。社会において「神を愛し、人を愛する」ことを実践していくことは、信頼関係を築く
大切な基礎となると思います。まずは私自身がキリスト者として歩むことで証していきたいと願っています。

入江 仰  神学科4年
Aogu Irie
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グローバルな思考の
クリスチャンをめざす
International Programs

留学プログラム

海外協定校

Belmont University
1890年創立。テネシー州にある
バプテスト系のキリスト教リベ
ラルアーツ大学。テネシー州最
大のキリスト教大学。

Biola University
1908年創立。カリフォルニア
州ロサンゼルスにあるキリス
ト教福音派の総合大学。宣教
師教育の長い伝統を持つ超教
派の大学。

Carson-Newman University
1851年創立。テネシー州にある
バプテスト系のキリスト教リベ
ラルアーツ大学。

Flinders University
1966年創立。豪州アデレードに
ある公立大学。2年次に行われ
る海外語学研修の留学先。

Covenant College
1955年創立。ジョージア州にあ
る長老教会系のキリスト教リベ
ラルアーツ大学。小規模で美しい
キャンパスは、学業に専念するた
めに適した環境となっている。

Huntington University
1897年創立。インディアナ州に
あるキリスト教リベラルアーツ
大学。神学を中心に、70以上の専
攻分野がある。

TCUは米国のバイオラ大学（BIOLA University）と姉妹校提携を結んでいます。
国際社会で活躍できる人材育成をめざして、目的に応じた 2つの留学制度があります。

短期留学プログラム　
「1学期だけBIOLA Student」
TCU在学中に、1学期間バイオラ大学に留学する制度です。バイオ
ラ大学では、英語以外の科目も履修することができ、取得した単位は
TCUの単位への振替が可能です。

英語力をBrush up!
TCUで培った英語力に磨きをかけ、将来に役立つ経験をすることができます。

アメリカ人のルームメイトと寮で生活
TCUの交換留学は、バイオラ大学の寮でアメリカ人のルームメイトと共同生活
をしますので、英語の習得や異文化理解に最適の環境です。

TCUの授業料でOK!
授業料はTCUの授業料のままです。寮費・食費はバイオラ大学規定の金額です。

英語力の基準
TOEFL71点以上（iBT）が基準になります。

TCU-BIOLAダブルディグリープログラム
「4年（TCU）＋4年（BIOLA）＝5年？」
最短5年間で2つの4年制大学を卒業できます。TCUで3年、バイオラ大
学で2年を修了することにより両大学の学位を取得することができます。

日米両国で専門性をBrush up!
ダブルディグリー制度は、語学留学ではありません。両大学の正課生として学生
生活を送り、専門性を磨くためのプログラムです。そのため、相当レベルの語学
力と異文化への適応力を要しますので、入学前から準備が必要です。

特別奨学金
バイオラ大学の授業料はTCUと比べてかなり高額ですが、TCU授業料との差額
がバイオラ大学から奨学金として支給されます。

英語力の基準 TOEFL80点以上（iBT）

バイオラ大学での
専攻

TCU神学科：Christian Education
TCU国際キリスト教学専攻：Intercultural Studies

ネイティヴスピーカーに混じって受ける授業はとても楽しく、刺激的です。授業では自主性が高く評価され、積極的に学生が発
言し、ディスカッションも多く導入されています。授業のスピードは早いですが、友人や先生方に支えられながら、楽しんで勉
学に取り組むことができました。私がこの短期留学期間中に目標としていたことは二つありました。一つは、異文化での学びを
通して見聞を広め後学に生かすこと、もう一つは日本のことをより多くの人々に知ってもらうことでした。私はキリスト教世
界観と異文化の学びを生かして、外国の人と日本人とをキリストにあってつなぐ人になりたいと思っています。バイオラ大学
でそのことを実践的に学ぶことができました。

佐味 愛喜子 
Akiko Sami

国際キリスト教福祉学科 国際キリスト教学専攻3年 
日本バプテスト連盟 博多キリスト教会
ホームスクール（高等学校卒業程度認定試験取得）

学生メッセージ｜Message from Student

TCUは北米を中心に海外のキリスト教大学と協定を結んでいます。
これらの大学から毎年多くの短期留学生が来ています。

バイオラ大学短期留学プログラム　
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Judson University
1963年創立。シカゴから北西72
キロのエルジンに位置するリ
ベラルアーツカレッジ。別称、
Green Universityと呼ばれるほど
大学の建物が緑に囲まれている。

Lee University
1918年創立。テネシー州クリー
ブランドにあるキリスト教リベ
ラルアーツを重視する中規模
校。テネシー州では2番目に大
きな私立大学。

Olivet Nazarene University
1907年創立。イリノイ州ボー
ボネイにあるナザレン派の私
立大学。キリスト教リベラル
アーツ教育を基本とする中規
模大学。

Spring Arbor University
1873年創立。ミシガン州にある
フリーメソジスト系のキリスト
教リベラルアーツ総合大学。ミ
シガン州で最大規模の福音派キ
リスト教大学。

Károli Gáspár University 
of the Reformed Church
1855年創立。ハンガリーの首都
ブタペストにある改革派教会系
のキリスト教大学。

Wheaton College
1860年 創 立。シ カ ゴ 郊 外 の
ウィートンにあるキリスト教リ
ベラルアーツカレッジ。大学院
プログラムも聖書研究、キリス
ト教学、神学、TESOLなどの分
野で提供している。

ACTS-ESコースは、英語で授業を受け、学士の学位が取れるコースです。
世界各地から集まった学生とともに学び、TCUで培われたネットワークが世界中に広がっていきます。
次世代のグローバルリーダーがここから育っていくことを期待しています。

毎年秋学期に、米国の協定校からTCUへの短期留学プログラム
East Asia Institute （EAI）が行われ、
10名前後の学生がTCUでともにキャンパスライフを過ごします。

TCU is an international Christian community in a Japanese setting. ACTS-ES students are from India, Myanmar, Nepal, Japan, Kenya, Uganda, 
Zimbabwe, USA, Germany, and many other nations. All TCU students, Japanese or international, live in on-campus dormitories. Shared experiences in 
dormitories as well as in classrooms lead to life-long friendship and global network.

神学科アジア神学コース ・ ACTS -ES         Asian Christian Theological Studies for English Speakers

EAI（East Asia Inst itute）

 Asian Christian Theological Studies for English Speakers (ACTS-ES) Progam
▶ leads to a bachelor's degree, which integrates,
▶ the liberal arts with Bible and theology,
▶ academic preparation with practical experience,
▶ the English language with Japanese studies,
▶ and the world's cultures with Japan and Asia.

ACTS-ES prepares serious Christians for effective living as God's global 
servants, either as lay people or as clergy.

英語のみで学位を取得できる
TCUは他大学に先駆けて2001年度から英語のみで学位を取得できるコース
ACTS-ESを開設しています。リベラルアーツと神学をすべて英語で学び、英語で
ディスカッションを行います。また、留学生向けに日本語や日本文化の授業もあ
ります。

日本語でも学べる
英語と日本語のバイリンガルの学生は、日本語で開講されている神学・国際キリ
スト教学・キリスト教福祉学の一部の授業を履修することができます。

世界から集まる留学生
インド、ミャンマー、ネパール、ウガンダ、ケニア、ジンバブエ、アメリカ、ドイ
ツなど世界各地から留学生を迎えています。授業だけではなく寮生活も共にしな
がら、体験的に異文化を理解し対話していく力が養われます。

多彩な卒業後の進路
グローバルに活躍するクリスチャンリーダーとして、世界各地に遣わされています。

▶ 母国における教会のリーダー
　 母国に戻って教会の牧師や宣教団体のリーダーとして活躍しています。
▶ 日本における教会のリーダー
　 日本の教会で牧師・宣教師として活躍しています。
▶ 大学院進学
　 日本国内、出身国、出身国以外の外国の大学院へ進学して研鑽を積んでいます。
▶ 社会や企業での活躍
　 国連や日本・母国の企業、教育現場などで活躍している卒業生もいます。
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信仰基準  
TCU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。

献身とは
本学が考える献身とは、牧師や宣教師になることだけではなく、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。将来どのような道に進むか、どのような職業に就くかは分からない者
も含め、主イエス・キリストに生涯を通じて従っていきたいという想いを持って生きることが、本学
の考える献身です。ですから、本学の卒業生はキリストに献身する者として教会、企業、福祉施設、
NGO、教育機関など、多様な働き場へ導かれ活躍しています。

※神学科三年次から始まる教会教職専攻へ進級・編入学を希望される方は、牧師や宣教師になるという明確な召命が必要です。
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学校法人 東京キリスト教学園沿革

付属研究機関：共立基督教研究所、国際宣教センター

1981 日本基督神学校を東京基督神学校と改称。

 東京キリスト教短期大学を東京基督教短期大学と改称。

 共立キリスト教研究所を共立基督教研究所と改称。

1990 東京基督教大学神学部（神学科および国際キリスト教学科）を

 創立（千葉県印旛郡印西町、現印西市）。

2008 国際キリスト教学科を国際キリスト教福祉学科と改称し、

 国際キリスト教学専攻とキリスト教福祉学専攻を設置。

2010 東京基督教大学神学部神学科教会教職課程を開始。

2011 東京基督教大学専攻科（教会音楽専攻）を設置。

2012 東京基督教大学大学院神学研究科修士課程

 （博士前期課程）を設置。

2014 東京基督教大学大学院

 神学研究科博士課程

 （博士後期課程）を設置。

1881 偕成伝道女学校を創立（横浜市）。

1907 偕成伝道女学校が共立女子神学校と改称。

1940 共立女子神学校が日本基督教女子神学専門学校に

 合併（東京府大森区）。

1949 東京基督神学校を創立（東京都杉並区）。

1950 同盟聖書学院を創立（東京都世田谷区）。

1951 共立女子神学校を再開（横浜市）。

 東京基督神学校を日本基督神学校と改称。

1955 同盟聖書学院が日本クリスチャン・カレッヂとなる（東京都杉並区）。

1957 共立女子神学校が共立女子聖書学院と改称。

1966 日本クリスチャン・カレッヂが

 東京キリスト教短期大学（神学科3年制）となる（東京都国立市）。

1969 東京キリスト教短期大学専攻科（1年制）を設置。

1980 三神学校が合同し、学校法人東京キリスト教学園のもとに

 東京キリスト教短期大学、日本基督神学校、

 共立キリスト教研究所を設置。

 東京キリスト教短期大学神学科を専攻分離し、

 神学専攻および教会音楽専攻を設置。

理事長あいさつ

TCUはキリスト教会の「宝」です

TCUは、日本の福音主義キリスト教会のユニークな「宝」です。

日本で唯一、福音主義の大学で、学生教職員全員が献身したクリス

チャンで、全ての教育分野を神学部1つの中に統合し、教会教職と

信徒の両方を養成しています。その理念は、「聖書のキリスト教世

界観に立つ、神の国の働き人を育成する」ことにあります。

TCUには、歴史的に福音主義キリスト教会の先人の多くの尊い働

きが結集・合流しています。長い歴史を受け継いで前進し、神学・国

際・福祉の各分野に加えて大学院を擁するところまで発展しました。

信仰の成長と神学を学ぶことを願う皆さんは、ぜひこの「宝」の中

に加わってください。主の働き人としての生き方を磨き、置かれた

場に祝福を広げるためにあらゆる面で充分に整えられる、最善の

教育がTCUにあります。

諸教会・団体・企業・保護者・有志の皆さまは、ぜひこの「宝」を育

てるために力を合わせてください。それが明日の世界宣教者を育

成し、リバイバルの実現につながるのです。

学校法人 東京キリスト教学園 

理事長  廣瀬 薫 Kaoru Hirose

チャペルのドーム工事と吊り上げ前の鐘（千葉）
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神学部
Division of Theology

◎ 学部長メッセージ

リベラルアーツ（教養教育）がなぜキリスト教世界観に立つことが求められるのでしょうか。キリスト教世界観は、キリスト

が全世界とすべての民族の主であられることに根拠を置きます。あらゆる真理探究は、キリストが治められる「すべて」のど

こかに係わっています。その意味で、信仰と学問の統合が要求されます。それは、信仰という基準で学問領域を見るというの

ではありません。むしろ、神がすべてを創造されたというキリスト教存在論的前提と、創造主なる神が一つ一つのものに意義

を与えておられるという認識論的前提に立って、それぞれの学問領域に特有の方法論で真理を探究することが求められます。

キリスト教リベラルアーツ教育で真理を探究する

私たちは共に神学する共同体です
神は今も聖書と被造世界をもって私たちに語りかけておられます。そして、私たちにはその神に応答す
る責任があります。その神に聴き、祈りつつ、私たちは自分が何者であるかを知ってゆくのです。神学は
ですから真に私たちの人格を形成し、私たちの人生の土台を築く学問です。神学部は、神学科と国際キリ
スト教福祉学科からなります。聖書を深く学ぶことも、貧困者が大多数のこの世界の現実を広く学ぶこ
とも、神学することです。超高齢化社会で人生の先輩に仕えるべく専門知識を身につけることも、神学す
ることです。教会教職者を目指して学ぶ者も、この世界の傷んだ現実に身をもって仕えるのでなければ、
神学しているとは言えません。私たちは学生・教職員全てがキリスト者で、共に学び・共に祈り・共に食し・
共に生きる共同体です。神学部だけの大学ですが、神学部としては決して小さくありません。キリストに
あるネットワークは全世界に広がっています。この神と人との生きた交わりの中で、共に神学し、あなた
の人生の土台を築いてほしいのです。私たちの交わりはいつも開かれています。

神学部長  

大和 昌平
Shohei Yamato
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◎ 学部学科インデックス

神
学
部

神学科

国際キリスト教
福祉学科

大学院 神学研究科
（修士課程・博士課程）

教会音楽
専攻科

▶ P. 36

▶ P. 32

▶ P. 42

▶ P. 51

P. 26

P. 34

神学専攻

国際
キリスト教学専攻

神学の基礎、英語、異文化理解、国際関
係論の学びを通じ、国際NGO職員、公務
員、一般企業会社員、宣教師等をめざし
ます。また、神学校や国内外大学院で学
ぶための良き基礎を築きます。

福音主義神学に立脚し、高度職業専門人
としての教会教職者を養成することを主
要な目的としています。同時に、将来、
神学教育機関において神学の教育・研究
に携わる神学研究者・教育者の養成も視
野に入れています。

キリスト教
福祉学専攻

人々の生活の拠点である地域社会におい
て｢新しい福祉文化の創造｣を担う幅広
い視野をもった福祉の専門職業人（介護
福祉士）、キリスト教福祉のリーダーと
なる人、教会での福祉実践をめざします。

4年制大学を卒業した方を対象とした1年課程の専攻科。教会の現場のニーズに
あった実践的なカリキュラムによって、教会に主なる神をほめたたえる豊かな
実が実ることをめざしています。

▶ P. 30神学専攻
広く教会と社会に貢献するために、神学の
基礎に加えて、ユースミニストリー・教会
音楽等に特化して学ぶか、幅広く多岐にわ
たって神学を学ぶか選択します。

教会教職専攻 ▶ P. 31
将来、牧師・伝道者・宣教師をめざすた
めに、ギリシア語、ヘブライ語をはじめ
総合的に神学を学びます。本学大学院や
他の大学院での神学教育に備えるための
専門基礎教育です。

シニアコース ▶ P. 50ACTS-ES ▶ P.19

神
学
部
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◎ コアカリキュラム・教養教育科目の講義内容 （一例）

神学部1年次のカリキュラムは学科専

攻共通です。神学基礎科目、キリスト

教世界観に基づいた教養科目、英語科

目、神学部生としての素養など、TCU

で専門分野を積み上げ、キリスト者と

しての成長を遂げるための基礎となる

学びです。

キリスト教世界観は、私たちがキリスト者と
して、どのような視点で日常生活に望むべき
かを考える枠組みです。TCUでの生活のみ
ならず、今後生涯をキリスト者として歩むう
えで、キリスト教世界観は重要な意味を持ち
ます。すべてのことを通してキリスト者とし
て生きる生き方を共に考えます。

TCUの建学の精神や、神学部生として取り
組む神学の基礎的な理解を学び、さらにタ
イムマネージメントの講義を通じて、時間
の有意義な用い方を学びます。その上で、
小グループに分かれ読解力、理解力、批判
力、発言力、プレゼンテーションスキルを
養う訓練を受けます。

キリスト教世界観 基礎演習

◎ 神学部の3つの学び

聖書学、組織神学、歴史神学、実践

神学、宣教学の各分野で福音主義神

学の基礎を学び、毎週の教会実習や

夏期伝道などを通じて現場で福音宣

教を学びます。

福音主義に立つ実践的な神学

介護福祉士に必要な福祉・介護の学

びと実習はもちろん、その基礎とな

る人格形成に最も必要な聖書も学び

ます。日本の痛みに応える働き人と

して、新しい福祉文化の創造を担う

人材を育成します。

キリスト教福祉学

「国際語としての英語」とアジアの言語

を身につけ、世界、特にアジアの開発途

上国の社会、文化、国際関係を知ると同

時に、神学の基礎を幅広く学び、テロ・

戦争・飢餓・抑圧など人類の痛みに取り

組むキリスト者を育てます。

国際キリスト教学

4年次

◎ 神学部の4年間・大学院

2年次 3年次1年次

ダブルディグリープログラム

国際キリスト教福祉学科

神学科

コアカリキュラム・教養教育

教会教職専攻

神学専攻

国際キリスト教学専攻 海外語学研修 バイオラ大学短期留学

ユースミニストリー副専攻

教会音楽副専攻

キリスト教福祉学専攻 介護実習1 介護実習2 介護実習3 介護実習4

Big English Program 異文化実習（夏休み期間）
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神
学
部

1年生から2年生への進級時に、
学科および専攻を変更する「転
科」「転専攻」ができます。2年
生から3年生に進級する際もキ
リスト教福祉学専攻以外の学科
専攻でしたら変更することがで
きます。毎年、何名かの学生が
転科・転専攻をしています。

入学してから学科・専攻を
変更できます（転科・転専攻）

将来は、海外で働きたいという思いが
あったため国際キリスト教学を専攻しま
した。しかし、学んでいくうちに、まず
は身近な日本で伝道がしたいと思うよう
になり、転科を決めました。

私は留学がしたくて国際キリスト教学専
攻に入学しました。しかし、元々福祉に
も興味がありましたし、先輩の話も聞い
て、専門的な学びを仕事に生かせると思
い福祉学専攻に転科しました。

海外にも児童福祉にも興味があり、迷い
ながら福祉学専攻に入学しましたが、先
輩の話しを聞き国際キリスト教学専攻へ
の転専攻を決めました。夢は海外で児童
福祉を行うことです。

赤羽根 美希
Miki Akabane

キリスト兄弟団 網走教会
北海道立美幌高校

中林 妙子
Taeko Nakabayashi

武蔵台キリスト福音教会
私立啓明学園高校

高梨 泉
Izumi Takanashi

New Revelation Church
私立名古屋国際高校

■ 国際キリスト教学専攻から→

■ 神学科神学専攻へ転科

■ 国際キリスト教学専攻から→

■ キリスト教福祉学専攻へ転科

■ キリスト教福祉学専攻から→

■ 国際キリスト教学専攻へ転科

牧師の立場で般若心経を論じた担当教員の
著書『牧師の読みとく般若心経の謎』を教科
書として、この代表的な経典を丁寧に読み、
仏教の根本的な教えを学びます。異教の中心
思想を学ぶことで、自らのキリスト教信仰を
再発見してほしいと願っています。

「人間」を科学的に、客観的に追究し理解
する今日の心理学が得た知識や成果を探
究することがこの科目の目的です。教養
の心理学からの知識を、日常で観察でき
る事柄を取り上げ、実践的な適応を考察
することも試みます。

「科学と信仰」あるいは「科学とキリスト
教」の関係は、対立かそれとも調和か？本
講義では、宇宙そして生命の起源をメイン
テーマにしながら、自然科学の不思議とも
思える現象を紹介し、物理、化学、そして
生物学などの基礎的な概念を理解するこ
とを試みます。

東洋思想心理学 自然科学概論

大学院修士課程 1年次 大学院修士課程 2年次 大学院博士課程 3年間

大学院神学研究科 
博士後期課程
博士課程（3年）

（Ph. D.）

教会音楽専攻科（1年）

大学院  神学研究科博士前期課程
教会教職者コース／神学研究者・教育者コース

修士課程（2年）

（M.A in Theology）
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神学科
Theological Studies Department

神を知り、神に生き、世界に知らしめるために

神学科の学びは、個人が聖書を深く知ることだけではありません。

目指すのは、学びが「生き方」に反映され、

多くの実を結ぶこと、そして、一人の人の「生き方」が、

世界に影響を及ぼすことです。
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聖書を幅広く、そして深く
神学科は、福音的な聖書観、聖書理解に立脚し、キリスト教の世界観、

価値観をしっかりと身につけた、広い意味での献身者の育成を目指しています。

神学科の学生はまず神学の諸分野（聖書学、組織神学、歴史神学、実践神学、宣教学）を教養教育科目と共に幅広く学びます。

その上で幅広く多岐にわたる神学の基礎的な学びを目指す神学専攻、

牧師・宣教師になるために専門的な訓練と学びを目指す教会教職専攻へと分かれます。

◎ 学びのポイント

聖書学、組織神学、歴史神学、実践神学、宣教学の5つの角度から福音主義神学の基礎を学

ぶことができます。

聖書・神学の基礎

毎週の教会実習や課外活動としての夏期伝道など、机上の学びだけでなく、実際の現場で

福音宣教を学ぶことができます。また、教会教職課程では、教会に遺わされる者としての

訓練を受けることができます。

現場重視の神学

ヘブライ語、ギリシア語という聖書が書かれた言語、その時代の言語を学ぶことができま

す。原語で聖書を読み、本来のニュアンスや言い回しを知ることで、聖書の深みをさらに

理解できるようになります。

聖書言語

超教派のTCUでは、福音派のさまざまな教派の学生と共に学び、生活します。また、国内

のみならずアジア・アフリカ・欧米の留学生との交わりがあり、TCUでの宣教のネット

ワークが卒業後に大いに生かされます。

宣教のネットワーク

◎ 教員からのメッセージ

ヘブライ語で「教育」を意味する「ヒヌク」は、日本語聖書で「奉献」とも訳される言葉です。〈教育＝献

げること〉が聖書的教育観の一側面であるならば、本神学科が目指す教育とは、一人一人の学生の全人

格が神の計画のために献げられていくプロセスであると信じます。

神学科の教員はまず自ら「献」身者です。そして、学びの全ては学生が自らを献げる幸いを支えるもの

であり、日々のチャペルで祈る「御心が天になるごとく、地にもなさせたまえ」の実現を教育：自らの奉

献（献身）の目標としています。

より整えられ、神学的視点をもって全人的に自身を献げる者としてここで学び、養われるTCU生活に

あなたをお招きできればもう一つの主への教育がここに始まります。聖書に心から信頼する神学には、

学び・喜び・実践が一つとなる経験が伴います。ここに共に集結しましょう。

神学科が目指す教育

神学科長  

菊池 実
Minoru Kikuchi

神
学
科
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◎ 神学科カリキュラム

◎ 専門科目講義内容 （一例）

1年次 2年次 3年次 4年次

聖書学

組織神学・歴史神学

実践神学

実践神学

ローマ人への手紙を通して、パウロの生涯、思想に触れつつ、新約
聖書内の書簡を読み、理解することがどういうことであるかを学ぶ。

16世紀プロテスタント宗教改革の洞察に沿い、カトリック神学と
プロテスタント現代神学を視野に入れつつ、キリスト教神学の理
念・方法・機能を確認した上で、神の啓示（一般および特別啓示）、
聖書の霊感・無謬性・権威、および聖霊の内的証明を考察する。

教会における実践の諸課題について、講義とディスカッション
によって考察する。何が求められ、今後何を学ぶべきなのか、自
分自身の課題は何なのかを把握することを目指す。

神学大学に入学し説教者あるいは説教を聴く者として生きて行
こうとしている学生諸君と共に、説教とは何かを考え、聴くこと
と語ることにおける畏れと喜びについて考える。

新約聖書研究Ⅲ

組織神学Ⅰ

実践神学概論

説教学

・聖書学

・専門語学

・組織神学・歴史神学

・実践神学

・聖書学
・専門語学
・組織神学・歴史神学
・実践神学

卒
業
研
究

大
学
院  

神
学
研
究
科 

教
会
教
職
者
コ
ー
ス
／
神
学
研
究
者
・
教
育
者
コ
ー
ス

教
会
教
職
専
攻

神
学
専
攻

・聖書学部門

・組織神学部門

・歴史神学部門

・実践神学部門

専門科目

専
攻
決
定

・神学基礎科目

・各学科（専攻）基礎科目

・キリスト教世界観に基づく
  教養教育科目（1～4年）
  教養基礎／人文科学
  社会科学／自然科学

・トータル・イングリッシュ

コアカリキュラム・
教養教育

自由選択

短期留学プログラム

※2年次または4年次の秋学期でも可能です。

バイオラ大学
（4ヶ月）

ダブルディグリープログラム

TCU TCUバイオラ大学
（2年）

［留学プログラム］
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◎ 神学の分野

◎ 学生メッセージ

聖書の歴史的な背景、文法、文学的な要素、文化人類学的な分析、
社会学的な考察、神学的な考察をすることで、聖書の世界を立体的
に捉えることができ、聖書理解がより豊かになっていきます。
聖書記者たちが生きた信仰生活、体験した文化、さまざまな試練と
の闘いは、時間と空間の制約下の歴史のただ中で行われましたが、
同時に時間と空間を超越して現代の私たちに語りかけます。聖書
が神の御言葉であり、なおかつ人の言葉、歴史的文書であることを
しっかりと踏まえて学びます。

聖書を学ぶ

聖書とは何か、神とは、人間とは、キリストとは、救いとは、教会と
は、終末とは。教会などで普段何げなく使われ耳にするこれらの言
葉、知っているようで実は理解が曖昧ではないでしょうか。しかし
これらはとても重要な事柄です。聖書を基礎とし、歴史、社会、自
然、人間の思考および行動などの中に表された概念や事実なども考
察しながら体系的に学びます。

組織神学を学ぶ

説教、礼拝、宣教、伝道、牧会、教育。牧師になるかならないかにか
かわらず、クリスチャンの信仰生活にとって非常に身近で大切な学
びです。本質的な意味を学ぶとともに教会の現場での実践を視野に
入れて学びます。

実践神学

聖書が書かれた原語は主にヘブライ語とギリシア語です。文字の読
み書きから始まり、文法、語彙を習得していきます。辞書を使いな
がら原語で聖書を読み、釈義（意味を理解し、解き明かす）するこ
とを目指します。聖書原語を学ぶことで、聖書の言葉がより正しい
ニュアンスで理解できるようになります。

聖書言語を学ぶ

聖書時代の土器などを実際に見て触りながら考古学的に学ぶこと
で、聖書の記述が立体的に浮かび上がってきます。そして宗教改革
の時代以降の歴史（16世紀ルター、カルヴァンらの宗教改革、17世
紀ピューリタン運動、18世紀啓蒙思想、19世紀自由主義神学、20世
紀エキュメニカル運動）、日本のキリスト教の歴史（ザビエルの宣
教、キリシタン弾圧、明治期のプロテスタント、戦時下の迫害、戦後
プロテスタント）を追って学ぶことで、歴史の中で生きて働かれる
神様を知ることができます。また、数年に一度、イスラエルスタディ
ツアーが開催され、実際に聖書の舞台を訪ねる機会もあります。

考古学・歴史を学ぶ

聖書を地理や土地柄、歴史なども含めて読むことで聖書の世界が

広がり、感覚で捉えてきた信仰が言語化され、御言葉により信頼

できるようになりました。将来は日本のユースに、全てを救う本

当の救いがここにあることを伝えたいと願っています。神学は堅

苦しい知識ではなく、より透き通った御言葉を聞き神様と交わる

ことだと気づかされたことは、将来の大きな経験になります。

神学とは学者が行う難しい学問だと思っていたのですが、組織

神学の授業で「神学は神に関する理性的な学びであり、聖書の

御言葉を現代社会の中で用い、また聖霊の力を受け生かすとい

う知的であり情熱的な営みである」ことを学びました。聖書に

ついて、神様について深く学べ、学んだことが自分の生活と行

動に生かされます。

国府田 祝子
Yoshiko Koda 

神学科2年
日本基督教団 荒川教会
私立玉川聖学院高校

新田 望
Nozomu Nitta

神学科2年
日本聖約キリスト教団 広江聖約キリスト教会
岡山県立鳥城高校
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学部1・2年次は教養科目と神学諸科目からな
るコアカリキュラムなどを履修、3年次に教会
教職専攻か神学専攻を選択して進級します。

他大学を卒業した方で、将来牧師・宣教師
などの教会教職者となる召命を受けている
方は、教会教職専攻に3年次に編入学でき
ます。大学院修士課程2年間と合わせて4
年間で教会教職者を目指します。

神学部を卒業した方、現役の教会教職者の
方は、大学院から2年間の学びになります。

① 3年次からの選択（学部生） ② 3年次編入学（大卒者） ③ 大学院から

◎ 教会教職専攻・神学専攻・大学院

高校生の時、大学のさまざまな学科を調べましたが、興味を持って没頭できるものが何一つ見つかりませんでした。そのような時に、
献身の思いが与えられ、聖書の真実性や、歴史書としての要素など、聖書を深く知りたいと感じTCU進学を決めました。大学生の時
期に集中して神学を学べるのは特権だと感じています。神学専攻で学ぶにつれ、聖書が書かれた当時の文化や伝統、歴史的背景を学
び、聖書の記述を文脈の中で少しずつ理解できるようになってきました。この学びを教会の中で生かしていきたいと願っています。

太田 真実子
Mamiko Ota

神学科神学専攻3年
日本メノナイトブレザレン教団 桑名キリスト教会
三重県立桑名高校

学生メッセージ｜Message from Student

旧約聖書学、新約聖書学、歴史神学、組織神学、実践神学、および、
ユースミニストリー・教会音楽などに特化して学ぶことができます。特徴1 神学の1分野を深く学ぶ

1分野に特化して学ぶだけではなく、幅広く多岐にわたる神学
を学ぶこともできます。特徴2 神学を幅広く学ぶ

広く教会と社会に貢献する奉仕者を目指し、教会教職者だけで
はなく、宣教団体スタッフ、企業への就職、福祉・教育現場など、
神学を幅広い分野で生かすことが期待されています。

特徴3 広い可能性

神学専攻

1年次 2年次 3年次 4年次 院1年次 院2年次

高
校
卒
者

教会教職専攻 大学院  神学研究科
博士前期（修士）課程（2年）

博士後期課程
（3年）

神学専攻

①
3年進級時に
専攻を選択

② 他大学卒者
学部3年次に編入

③ 神学部卒者
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教会教職専攻は、明確な召命感を持ち、福音主義に立つ正統的な神学・敬虔な生活・深い人間理解・伝道と牧会の情熱と実践力を身につけ、国際
的な視野を持って教会と地域に仕える教会教職者を養成します。

すべての人に福音を伝えよとの神の召しに対する喜ばしい応答です。

自分の十字架を負い、主は生きておられると証しする生涯を志す人を迎えます。献身

「良い羊飼いは羊のために命を捨てます」。それほどまでに一つの群れを愛し、

地域の活力と希望となる教会を形成する牧会者を育てます。地域教会を牧会する

ひとりの人が救われる喜び、神の民が愛し合う恵み、和解と平和をつくり出す使命、

神のことばと共に働く聖霊による情熱の伝道者を育てます。宣教への情熱

キリストから学ぶことは仕えること。神学の学士・修士・博士と、

神を畏れ、祈りに励み、人々に仕える人を育む神学をめざします。仕えるための神学

教会教職専攻

学びが信仰生活の歩みにまさに直結していて、確かな理解の土台の上に信仰が築かれてゆく喜びを味わっています。また、超教
派の大学であり、年齢も、国籍も異なる学生が多い驚くべき環境ですが、信仰という土台に立つことで多様性を受け入れ合うこ
と、異なった「賜物」を理解し尊重することをリアルタイムで学んでいます。価値観が多様化する現代で、変わらないキリスト
を語り続ける牧師になるための素晴らしい学びと経験をしています。

小野 淳博
Atsuhiro Ono

学生メッセージ｜Message from Student

神学科教会教職専攻3年
久遠キリスト教会
大学卒業後公務員を経て編入学

教会実習
大学院では教会実習を教室に持ち帰って
検討する「実践神学演習」を行い、学びと
実践の統合を図っています。

教会インターン
大学院1年次には3週間、教会の働きをす
る機会を設けています。現場での経験、先
輩牧師との交わりを通じて訓練されます。

教団・教派
福音主義の各教派、教団、教会から、また英語で学ぶアジア・アフリカなどか
らの留学生、日本伝道を志す韓国人留学生、アメリカを中心とした短期留学生
が同じ寮で生活しているので、異文化および他者理解において貴重な経験と
なります。グローバル化した社会における牧会伝道に必ずや益するでしょう。

神学部神学科では4領域＋3 神学の4領域（聖書学・組織神学・歴史神学・実践神学）の基礎的な学びに加え、キリスト教世
界観に立った教養教育、国際キリスト教学、キリスト教福祉学を学びます。神学専門科目の基
礎とともに幅広い視野を持つことが目的です。

大学院では
「聖書学」「神学・教会」
2領域と「研究」
神学部神学科教会教職専攻で培った神
学の基礎と幅広い視野を生かしつつ、い
よいよ「聖書学」「神学・教会」の2領域
を深く学びます。そして、学びを統合す
る「研究」が設けられています。

● 「聖書学」領域
「原典に立ち返る」というプロテスタント・キリスト教の伝統に立ち、旧約・新約聖書の原語である古典ヘブ
ライ語およびヘレニズム期ギリシア語の文法と講読力に基づき、その本来の意味を所与の文化脈において総
合的に解釈し、今日的意味を洞察するための技量の習得を目指す。

● 「神学・教会」領域
本学神学部の伝統と専門性の上に立って、幅広い視野から、現代社会におけるキリスト教と教会の現状とそ
の働きを深く理解し、今後のキリスト教と教会のあり方について研鑽を積むことを目指す。

● 「研究」
「聖書学」領域、「神学・教会」領域の他、神学研究のための総合的かつ体系的な学識の形成とその実践への
応用を可能にする能力の涵養を図ることを目指す。

研究

神学・教会

聖書学 歴史神学

組織神学 実践神学

国際キリスト教学

教養教育
キリスト教
福祉学

聖書学 歴史
神学

実践
神学

組織
神学

教会教職者養成課程のカリキュラム　学部3・4年次と大学院による教会教職者養成
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本課程は、本学の東アジアにおける神学の教育研究の一拠点となるビジョンを反映し、グローバル化し複雑化する教会と社会の神学上の諸課題に
ついて提言し、新しい未来の構築に貢献できる高度な専門性と研究能力を持った指導者の養成を目指します。

【入学について】
修士（神学）の学位等を有しているキリストへの信仰を表明した者です。
主に、本学大学院修士課程から入学する方が想定されていますが、国内外の神学教育機関で修士等を取得している方も入学可能です。

神学研究科　神学専攻
Tokyo Christian University Graduate School of Theology, Division of Theological Studies

入学定員2名　収容定員6名／3年間定員／修業年数

博士（神学）／ Doctor of Philosophy in Theological Studies学位

本課程における人材養成は、プロテスタント・キリスト教の精神に立って、旧約・新約聖書に基づく高度で体系的な神学上の学識、深い霊性と高
い倫理性、論理的説明能力、他者との協働による問題解決能力を身につけ、複雑な様相を呈する現代社会に生きる人々に対する深い理解をもって
教会を形成し、より良き市民社会の実現のために貢献できる高度専門職業人としての教会教職者を養成することを主要な目的とします。また、将
来、本学または他の神学教育機関において神学の教育・研究に携わる神学研究者・教育者の養成もその目的に加えるものです。

修士課程（博士前期課程）／Master's Program 

博士課程（博士後期課程）／Doctoral Program 

神学研究科 神学専攻
Tokyo Christian University Graduate School of Theology, Division of Theological Studies

入学定員18名　収容定員36名／2年間定員／修業年数

修士（神学）／Master of Arts in Theology学位

教会教職者コース（42単位）　神学研究者・教育者コース（30単位）若干名コース及び、修了要件単位数

大学院 神学研究科 神学専攻

a. 将来、教会教職者（牧師・宣教師・伝道者・教会教育従事者・教会主事等）に
 なるという召命（使命）を持ち、それらの職に就くための高度な専門教育を
 受けることを欲する者。
b. プロテスタントのキリスト教会において、受洗後、または幼児洗礼の場合は
 信仰告白後、3年以上の教会生活を送り、本研究科への入学について教会の
 推薦を得られる者。
c. 入学時までに、神学の専門基礎教育（聖書言語を含む）を修了している者。ま
 たは、本研究科の定める神学に関する知識（聖書言語を含む）を有すると認
 められる者。

教会教職者コース
a. 将来、大学や神学研究・教育機関で働く神学研究者・教育者になるという召
 命（使命）を持ち、それらの職に就くための高度な専門教育を受けることを
 欲する者。
b. プロテスタントのキリスト教会において、受洗後、または幼児洗礼の場合は
 信仰告白後、3年以上の教会生活を送り、本研究科への入学について教会の
 推薦を得られる者。ただし、教会制度をとらないプロテスタントの諸団体に
 属する者は、本条件に準ずる者であること。
c. 入学時までに、神学の専門基礎教育（聖書言語を含む）を修了している者。ま
 たは、本研究科の定める神学に関する知識（聖書言語を含む）を有すると認
 められる者。

神学研究者・教育者コース
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◎ 教会教職専攻・大学院担当教員一覧

ステパノ・
フランクリン

【専門分野】 キリスト教哲学、宗教哲学

【担当科目】
大学院： 研究指導

倉沢 正則 加藤 喜之

【専門分野】 宣教学

【担当科目】
神学部： 宣教学、伝道学、実践神学概論、説教学演習Ⅱ

大学院： 神学･教会特殊研究Ⅳ（現代キリスト教の世界的展開）、 
 研究指導

【専門分野】 思想史、17世紀哲学、教会史、キリスト教哲学

【担当科目】
神学部： キリスト教史Ⅰ

大学院： 神学･教会特殊研究Ⅰ(近現代のプロテスタント神学）、
 神学･教会特殊研究Ⅴ（宗教改革史）

山口 陽一
神学研究科
委員長

【専門分野】 日本キリスト教史、実践神学

【担当科目】
神学部： 日本キリスト教史、説教学

大学院： 神学･教会特殊研究Ⅲ（日本キリスト教史）、
 神学･教会特殊研究Ⅵ（教会とミニストリー）、
 説教演習Ⅱ、研究指導

大和 昌平
神学部長

【専門分野】 実践神学、東洋思想への弁証

【担当科目】
神学部： 礼拝学、牧会学

大学院： 神学･教会特殊研究Ⅺ（日本の諸宗教とキリスト教）

菊池 実
教会教職専攻主任

【専門分野】 歴史地理、パレスチナ考古学

【担当科目】
神学部： 旧約聖書概論、ヘブライ語、聖書考古学Ⅰ

大学院： 説教演習Ⅰ

伊藤 明生
神学研究科専攻主任

【専門分野】 新約学

【担当科目】
大学院： 聖書学特殊研究Ⅰ（旧約・新約聖書緒論）、
 聖書学特殊研究Ⅱ（聖書解釈学）、
 聖書学特殊研究Ⅶ（新約聖書とその世界）、
 聖書学特殊研究Ⅸ（パウロ研究）、研究指導

稲垣 久和

【専門分野】 キリスト教哲学、公共哲学

【担当科目】
大学院： 神学･教会特殊研究Ⅸ（キリスト教公共福祉）、
 神学･教会特殊研究Ⅱ（宗教多元社会と公共哲学）、
 研究指導

岡村 直樹

【専門分野】 宗教教育学、宗教心理学、現象学的研究方法論

【担当科目】
神学部： ユース・ミニストリーの神学と実践、思春期の文化と伝道

大学院： 神学･教会特殊研究Ⅶ（宗教教育学）、
 神学･教会特殊研究Ⅷ（宗教心の発達）、研究指導

木内 伸嘉

【専門分野】 旧約聖書

【担当科目】
神学部： 旧約聖書研究Ⅱ、旧約聖書研究Ⅲ

大学院： 聖書学特殊研究Ⅰ（旧約・新約聖書緒論）、
 聖書学特殊研究Ⅲ（五書）、聖書学特殊研究Ⅵ（預言書）、
 研究指導

小林 高徳
学長

【専門分野】 ヨハネの福音書、黙示文学、パウロ神学

【担当科目】
神学部： 新約聖書研究Ⅰ

大学院： 聖書学特殊研究Ⅷ（福音書研究）、
 聖書学特殊研究Ⅹ（新約聖書神学）、研究指導

ランドル・
ショート

【専門分野】 旧約神学、サムエル記、正典的解釈、
　　　　　  キリスト教・ユダヤ教解釈

【担当科目】
神学部： 旧約聖書研究Ⅰ

大学院： 聖書学特殊研究Ⅳ（歴史書）、
 聖書学特殊研究Ⅴ（聖文書）、研究指導
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国際キリスト教
福祉学科

International Christian Studies and Social Work Department

日本と世界の必要に応えるために

日本国内における超高齢化の波、世界における戦争、飢餓、テロの脅威。

多くの問題を抱える現代で、求められているのは「専門性」と「人間性」。

神学部にあって真の人間性を追究する本学科にこそ、

今、国内外の必要に応える働きが求められている。

｜ Tokyo Christian University34
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◎ 専攻紹介

介護福祉士を目指す専攻です。クリスチャンケアワーカーとして、

福祉の専門性とともにキリスト教世界観による人間性を磨きます。

キリスト教福祉学専攻

◎ 介護福祉士国家資格

◎ 聖書と福祉の学び

◎ 充実した実習、施設

◎ 教会に仕える

英語教育と異文化理解に強調点を置き、海外における研修の機会も多く、

実践的な学びが特徴です。多様な価値観が混在する世界でクリスチャ

ンとしての生き方を考えます。

国際キリスト教学専攻

◎実践を目指す語学

◎福音主義神学の基礎

◎異文化理解

◎国際関係論

◎ 教員からのメッセージ

「神より福祉（さいわい）を受くるなれば、災禍（わざわい）をも亦受けざるを得んや」（文語訳聖書：ヨブ記第二章10節）

本学科の「福祉」という言葉には、神が与える（さいわい）という意味があります。21世紀のグローバル化が

私たちに突きつけている問題に対して、世界を舞台に活躍できる人材の育成はＴＣＵにとっても重要な課題

であり使命でもあります。

このようなことから、本学科ではキリスト教世界観に基づくリベラルアーツ教育により、基礎的な教養や論

理的思考力を習得し、アイデンティティの確立を目指します。また、それと併せて世界の文化や国際関係の学

び、社会福祉の資格や語学力の習得など、未来を切り開くために必要な教育内容を選択することができます。

世界にはさまざまな痛み（わざわい）があります。本学科で習得した力をもとに、その痛みに気づき、遣わさ

れた国や場所で、神様の御心や（さいわい）を運ぶことのできる人材として活躍してほしいと願っています。

国際キリスト教福祉学科が目指す教育

国際キリスト教福祉学科長

中澤 秀一
Hidekazu Nakazawa
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国際キリスト
教学専攻

Major in International Christian Studies

【国際キリスト教福祉学科】

日本からアジア、

アジアから世界へ、

その必要に

応えるために。

国際キリスト教学専攻の学びは、

私たちを取り巻いている世界の現実を知り、

そこにいる人々が

何を必要としているのかを知ること、

そして、私たちキリスト者は

いったい何ができるのかを

模索していくことです。

｜ Tokyo Christian University36
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神学的視点と国際的視点
国際キリスト教学専攻は、神学的視点と国際的視点を兼ね備え、

国内はもとより、世界、特にアジアで、教育、出版、宣教、奉仕などさまざまな活動において、

指導的な役割を果たしうる人材を養成することを目指しています。

また、国内外の上級神学教育機関（本学教会教職課程後期の大学院を含む）で

学ぶための良き基礎ともなっています。

◎ 学びのポイント

英語は実践を重視し、レベルごとにクラス分けをし、少人数で授業を行います。また、2年

次に、オーストラリアのアデレードに3ヵ月滞在し、本物の英語と文化に触れます。韓国

語なども学べます。

実践を目指す語学

聖書学、組織神学、歴史神学、実践神学、宣教学の各部門で福音主義神学の基礎をしっか

り学ぶことができます。世界の現実の中で聖書を読み直す土台ができます。

福音主義神学の基礎

世界宣教を視野に入れ、宣教の対象である「人々」のさまざまな社会的・文化的背景を学

ぶことができます。選択必修科目の「異文化実習」では1～3ヶ月間アジアの宣教現場など

に住み込み、異文化と格闘し理解を深めます。

異文化理解

テロ・戦争・飢餓・貧困、さまざまな問題を抱える世界の現実を知り、私たちは主にあって

何を為すべきかを考察します。「神様が生きているのになぜこのようなことが起きるのか」

と嘆くところから出発し「神の国とその義を求める」者とされて世界に出て行きます。

国際関係

◎ 教員からのメッセージ

国際キリスト教学専攻長  

岩田 三枝子
Mieko Iwata

聖書（ルカ10：38～42）に、「おもてなし」によってイエスに仕えようとしたマルタと、「みことばを聞

く」ことによってイエスに仕えようとしたマリヤの姉妹が登場します。どちらも、主の御前の尊い行為

であったといってよいでしょう。当時の文化において女性の役割である「給仕」に最善を尽くそうとし

たマルタは、文化の枠組みの中においてイエスに仕えました。一方、当時の文化においては男性の役割

である「教えを学んだ」マリヤは、文化の枠組みを超えてイエスに仕えました。この姉妹たちは、国際キ

リスト教学専攻がめざす方向を示しているかのようです。

国際キリスト教学専攻の学びにおいてもまた、神が創造され、ご支配される世界を知り、その文化の中

での最善を尽くしつつ、イエスに仕えることをめざします。同時に、時には文化の枠組みを福音によっ

て変革することにより、福音に根ざした新しい文化を創り出すチャレンジに向かうものでもあります。

世界の中で、そして時には変革を
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◎ 国際キリスト教学専攻カリキュラム

国際キリスト教学コア

国際関係

国際キリスト教学コア

異文化理解

異文化間コミュニケーションは、私たちの身近なところから始まる。
男女の違いや世代の違いも異文化であり、同じ日本国内であっても、
地域によって文化はずいぶん異なる。また、さまざまな家族、教派、文
化的背景から集まって共同生活をする寮生活では、一人一人が異文化
の体験者である。授業を通して、自文化と他文化への理解が深まり、
意義あるコミュニケーションが形成できるようになることを目指す。

第2次世界大戦後、40年以上続いた冷戦は、アメリカを中心とする
西側の勝利で終わったが、アジアでは今も共産党による独裁体制は
続いている。東アジアの2つの分断国家、中国と朝鮮（韓国）の現代
史を概説し、今後の動向と日本との関係を考察する。北朝鮮による
拉致問題にも触れる。

国家間の対立・戦争を避け、平和を構築するために、国家間がど
うあるべきかを分析する「国際関係論」は、激変する世界情勢の
影響を受けて、「人間」の安全保障や権利といった「公共的なテー
マ」も扱うようになってきた。既成の概念・学問の枠組みを超え、
一人のキリスト者として幅広い視点を養う。

世界の（特に開発途上世界の）さまざまなレベルの「地域」を対象
として問題を自ら設定し、自ら調査を進め、発表、報告する。「自
分で研究していくスタイルを確立する」ことを支援する科目であ
り、そのことを「地域研究」という方法を用いて実践する場である。

異文化理解入門

東アジア概説

国際関係論

地域研究入門

B
ig English P

rogram

異
文
化
理
解

国
際
関
係

神
学
基
礎

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

冬秋春冬秋春冬秋春冬秋春

1年次 2年次 3年次 4年次

T
O
E
I
C

T
O
E
I
C

T
O
E
I
C

・神学基礎科目

・各学科（専攻）基礎科目

・キリスト教世界観に基づく
  教養教育科目（1～4年）
  教養基礎／人文科学
  社会科学／自然科学

・Total English

共通科目（コアカリキュラム・教養教育）

T
O
E
I
C

語学研修

異文化実習
 ※4年次の夏期休暇中でも
　  可能です

短期留学プログラム
※2年次または4年次の
   秋学期でも可能です。

バイオラ大学
（4ヶ月）

ダブルディグリープログラム

TCU TCUバイオラ大学
（2年）

英語科目

国際関係科目

異文化理解科目

神学諸分野科目（組織神学・歴史神学・宣神学・実践神学）

聖書学科目

｜ Tokyo Christian University38



Big English Program
入学から卒業まで4年間ずっと英語を学ぶ、英語力を大きく伸ばせる、そして卒業後に大きな違いを実感できる。

だからBigなのです。

Big English Programの特長は
英書の多読（big, easy reading）を効果的に行う方法を、授業で学びます。bigとは読書の量のこと、easyとは本の難易

度のことです。知っている単語が本文中95 - 98%であり、内容に興味がある英書を選ぶと、辞書を引かずにたくさんの

量を、しかも楽しんで読むことができます。

4年間のbig, easy readingによる成長は、TOEFLやTOEICのスコアの伸びにも表れます。

Bigなのは多読だけ？ ▶ 英語を使う機会はあるの？ ▶

◆ 基本となる英語クラスのほか、TOEIC準備、オーラルコミュ
ニケーション、プレゼンテーション、さまざまな形式の文学、
ライティングなどのクラスがあります。

◆ 国際キリスト教学専攻生は、英語圏に1学期間留学し、生きた英
語を使って学びます。その他の海外実習でも、共通語として英語
を使います。そしてTCUでは、海外からの長期・短期留学生と
一緒に生活するため、英語を使う実践の場はたくさんあります。

TCUは海外を目指すための最高の環境。
TCUの英語の授業では、コミュニケーションを楽しみながら英語が身についていきますし、学内には留学生が
とても多いので、学んだことをすぐに実践できます。また、図書館には「多読」の本が充実しており、ジャンル
やレベルなど自分にピッタリ合う本を見つけることができます。私は2～3週間で3万字ほど読み、さまざまな
会話表現に触れています。将来は、TCUでの経験を生かして海外で働き、国や文化を超えて「明るく・楽しく」
さまざまな人と関わり、人の覚える貧しさに寄り添い、それを世界に発信していきたいです。

学生メッセージ

国際キリスト教学専攻1年　北園 満喜
日本同盟基督教団 豊橋ホサナキリスト教会

愛知県立豊橋商業高校
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海外語学研修

 

英語力の土台がしっかりと身につきます。
語学学校では、分からなかった部分を一から学び直すことができ、また、ホームステイやボランティア活動を
通して日常会話を実践で身につけることができました。英語力の土台がしっかり身につき、確実に英語力が向
上したと実感しています。英語で話すのはとても勇気がいりますが、伝わった時のうれしさが学びの大きな
動機になりました。たくさんの出会いの中で異文化を体験したことで、自分の意思をしっかり持ち、伝えるこ
とがとても大事だということも学びました。

学生メッセージ

国際キリスト教学専攻 2年　下山 光
日本アライアンス・ミッション 東京渋谷福音教会

東京都立杉並高校

｜ Tokyo Christian University40

海外語学研修は、国際キリスト教学専攻2年生の必修科目です。世界の人々とコミュニケーションをとることのできる
英語力を身につけることを目標に、秋学期に12週間、オーストラリアのアデレードにあるFlinders Universityで研修
を行います。英語の学びに加えて、ホームステイやボランティア・プログラムを通して、文化や習慣の違いを肌で感じ
ることのできるプログラムです。

Hikari Shimoyama

英語教育プログラム ▶ ホームステイ ▶

◆   英語力を診断するテストを受け、レベルに応じたクラスで集
中講座を受講します。TCU生以外にもいろいろな国から学生
が集まり、一緒に英語を勉強します。

◆   研修期間中はアデレードのクリスチャン家庭にホームステイ
をします。ホストファミリーとの生活の中で、実際に「通じる」
という体験をすることが英語力をアップさせていきます

教会 ▶ ボランティア・プログラム ▶

◆   日曜日には現地の教会に行き、異文化の中で、海外のクリス
チャンと共に神様を礼拝します。

◆   福祉施設等でのボランティアに必要な英語を学び、実際にボ
ランティア活動に参加します。



異文化実習
異文化実習は、国際キリスト教学専攻の選択必修科目で
す。異文化体験を通して、国際人としての素養と行動を身
につけることを目的としています。日本国際飢餓対策機
構（JIFH）や現地NGO、宣教団体などに、TCU生のため
の特別なプログラムを組んでいただき、アジア各国で1ヶ
月の実習を行うほか、語学研修を中心とした韓国での3ヶ
月間の実習も実施しています。
国際キリスト教学専攻生は、異文化実習か卒業研究のどち
らかを必ず履習しなければなりません。もちろん、両方を
履修することもできます。それぞれのプログラムに事前準
備の授業があり、地域研究を深めていきます。また、課外活
動としてTCUからキリスト教NGOや宣教団体の海外ワー
クキャンプ・宣教地ツアーに派遣される機会もあります。

【主な実習先】

フィリピン（ビコール地域、サマール地域）夏期1ヶ月

実習先 Food for the Hungry, Philippines

実習内容 フィリピン文化と社会に関する学習・NGO見学。現地NGOの活動に参加。子どもプログラムの実施

タイ（チェンマイ、メーチャン）夏期1ヶ月

実習先 OMFインターナショナル

実習内容 少数民族宣教地での実習。現地教会での奉仕、チェンマイ都市部のエイズケアプロジェクト視察

韓国（ソウル）冬期3ヶ月

実習先 延世大学　韓国語学堂

実習内容 韓国語研修／韓国語による教会生活／ソウルでの下宿生活

◎ 異文化実習 事前履習科目

共通科目

異文化理解入門

文化人類学

地域研究入門

ワークショップやディスカッション、外
国人へのインタビューなどを取り入れな
がら、異文化間コミュニケーションのあ
り方を考えます。

異文化理解入門

開発援助・宣教
プログラム
（東南アジア等）
に必要な科目

キリスト教と開発

宣教学

世界と日本における貧困・格差問題の実
例を学び、ケースメソッドで問題解決能
力を養います。また、海外の開発現場経験
者のレクチャーを聴き討論をします。

キリスト教と開発

韓国語研修
プログラムに
必要な科目

韓国語Ⅰ～Ⅱ

中級韓国語Ⅰ～Ⅱ

地域文化論Ⅱ（韓国）

東アジア概説

東アジアの２つの分断国家、中国と朝鮮
（韓国）の現代史を概説し、今後の動向と
日本との関係を考察します。また、北朝鮮
内でのクリスチャンの実像にも迫ります。

東アジア概説
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キリスト教
福祉学専攻

Major in Social Work

【国際キリスト教福祉学科】

「あなたも行って、

同じようにしなさい。」
（ルカ10 : 37）

隣人の痛みを知り、

共に歩める人になるために。

キリスト教福祉学専攻の学びの目的は、

聖書に出てくる善きサマリヤ人のように、

目の前にいる人を介抱し、

最善のサポートを行えるようになること、

今の日本においては、高齢者、

障がい者の方々に仕え、

共に歩めるようになることです。

｜ Tokyo Christian University42



キリスト教福祉のリーダーを養成
キリスト教福祉学専攻では、介護福祉士の受験資格や社会福祉主事任用資格が取得できます。

4年制大学のじっくりとしたスパンで、教養教育や聖書の学びと、寮教育での生活実践を通し、

信仰的にも人格的にも十分に整えられることを目指します。

また、人々の生活の拠点である地域社会において「新しい福祉文化の創造」を担う幅広い視野をもった

キリスト教福祉のリーダーの養成を目指します。

◎ 学びのポイント

介護職で唯一の国家資格であり、福祉の代表的な資格です。介護の専門的な知識や技術を持

ち、身体や精神に障がいがあって介護を必要とする人の日常生活サポートを行うほか、家族

や介護を担当するホームヘルパーなどの相談に応じ指導するのも、介護福祉士の仕事です。

介護福祉士とは？

キリスト教世界観に立った介護福祉士を目指すため、カリキュラムにおいては、介護の専

門科目に加えて、神学・哲学や聖書の学びを重視しています。聖書こそキリスト教世界観

の基礎であり、福祉の仕事の基礎となる人格形成に最も必要な価値観です。

福祉と聖書が学べる

本学は福音主義に基づいた全人格教育を基本に、少人数クラスによるquality education（質の高

い教育）を目指しています。また、教育の一貫として原則全寮制となっています。厚い信頼関係

のもとで充実した教育が行われています。キリスト教福祉のリーダー養成に最適の環境です。

少人数・寮教育を実施

教会でも高齢者の割合は増えつつあります。高齢者の方々が礼拝をささげ、奉仕者として用いら

れ続けるためには何が必要でしょうか。教会がするべきことは何でしょうか。この専攻では、教

会と福祉との関わりについて考え、教会で福祉のミニストリーを担う働き人を育てます。

教会に仕えるために

◎ 教員からのメッセージ

キリスト教福祉学専攻長

中澤 秀一
Hidekazu Nakazawa
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キリスト教会は、社会福祉専門家の出現するはるか以前から人々の諸必要に関わってきました。歴史を

振り返れば、キリスト教の宣教と福祉実践は、同時進行したときに「地の塩」の役割を果たしているこ

とが分かります。それは、日本における福祉活動の先達で、映画にもなった石井十次（児童福祉の父）、

石井筆子（知的障がい児・者福祉の母）、留岡幸助（不良少年更生の父）らの活動を見ても明らかです。

一見、福祉には難しいイメージがあるかもしれません。しかし、広く言うならば、皆さんの教会の催し

や活動も福祉なのです。日本で、神学と福祉が共に学べる唯一の教育機関はTCUです。人々の生活を

より良くするため、皆さんが持つさまざまな賜物をTCUで磨き「地の塩」の役割を担いませんか。

あなたも「地の塩」として
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◎ キリスト教福祉学専攻カリキュラム

◎ 目指せる資格

介護福祉士国家資格 社会福祉主事任用資格 児童福祉分野でも活躍

介護福祉士とは、介護の資格の中で唯
一の国家資格で、介護の必要なお年寄
りや障がい者の生活全般にわたって日
常生活を営むのに支障がある者に心身
の状況に応じた介護を行い、介護者に
対して介護に関する指導を行う福祉の
エキスパートです。

「社会福祉主事」とは、福祉事務所現業
員として任用される者に要求される資
格（任用資格）であり、社会福祉施設職
員等の資格に準用されています。
障がい者福祉、児童福祉等の各種相談
所で2年以上勤務することで、「知的障
害福祉司」、「身体障害福祉司」、「児童
福祉司」等に任用されます。

「社会福祉主事」（卒業と同時に取得）
を取得して2年、または3年以上児童福
祉事業に従事すると児童福祉司に任用
されます。また、TCUに2年以上在籍
し62単位以上取得した学生には保育
士受験資格がありますので、高齢者福
祉、障がい者福祉のみならず児童福祉
分野での活躍も期待されます。

履
修
科
目

実
習

冬秋春冬秋春冬秋春

介護実習

冬秋春

1年次 2年次 3年次 4年次

卒
業
研
究

・神学基礎科目

・各学科（専攻）基礎科目

・キリスト教世界観に基づく
  教養教育科目（1～4年）
  教養基礎／人文科学
  社会科学／自然科学

・トータル・イングリッシュ

（コアカリキュラム・
教養教育）

人間と社会

こころとからだのしくみ

介護

医療的ケア

共通科目
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◎ 4つの領域

人間と社会
（介護の基盤となる教養、倫理的態度を身につけよう）

介護
（生活を支えるためのスキルを身につけよう）

こころとからだのしくみ
（適切な介護の根拠を学ぼう）

医療的ケア
（新たな領域である医療的ケアを学ぼう）

介護は「人間関係」を基礎に行われます。人間関係は、現

在の生活状況を理解し、人間としての尊厳を守り、人間的

なコミュニケーションがあって成り立ちます。TCU福祉

専攻では、霊性・信仰を基礎にして神学・キリスト教哲学

の学びと連携しながら、介護について学びます。そして、

自立した生活をともに目指していくために、介護保険法、

障害者総合支援法などの法制度を理解します。

介護の専門的技術と知識を学びます。「演習」では、実習

前の準備、実習中のコーチング、実習後の反省を行い、実

習が円滑に行われるようバックアップしていきます。

特別養護老人ホームなどの施設での実習とともに、可能な

限り在宅で暮らすことを目指すために、地域に密着した新

しい形での介護についても学びます。

文字どおり人のこころとからだを理解する学びです。キリ

スト教世界観を前提としながら、人の状態を理解するうえ

で大切な、生理学、運動学、心理学、そして神学等をもと

に、年齢を重ねていくことや病気になったり障害があるこ

とで生じる問題について学びます。その上で、生活を支援

する方法を実践的に学びます。

◎ 学生メッセージ

2014年度から新たに加わった科目群です。法改正により

介護福祉士は医行為である喀痰吸引※1と経管栄養※2が行

えるようになりました。現在、在宅医療・介護の現場では、

保健・医療・福祉サービスを総合的・一体的に提供するチー

ム医療が推進されています。介護福祉士にはチームケアの

一員として医師、看護師等と連携し、利用者の安全と健康

維持・増進を図る役割が求められるようになりました。医

行為のスキルとともにチーム医療のためのコミュニケー

ション能力も磨きます。

※1  喀痰吸引……吸引装置を使用して痰を吸引し、排出すること。咳によって
　　 自分で痰を排出する体力がない場合などに実施されます。
※2  経管栄養……通常の食事による栄養摂取が困難な場合、胃や腸に人工的な
　　 孔をあけてチューブから栄養を直接送り込むこと。「胃ろう」や「腸ろう」
　　 と呼ばれています。

介護を通しての「献身」をしたいと願いキリスト教福祉学専攻に入学しました。そしてそのためには、介護の技術とともに、助
けの必要な隣人をキリストご自身として仕えるための「愛」と「忍耐」を学ぶ必要があると思いました。学ぶうちに、人に仕える
ことの本当の難しさを知りました。しかし、難しさの中で、自分は人の為に何ができるかを考え、その考えを行動に移す力が身
につくと思います。将来は、キリストの愛に根差した介護福祉士になりたいと願っています。

横山 聖都
Kiyoto Yokoyama

キリスト教福祉学専攻 2年
基督聖協団 目黒教会
東京都立桜町高校
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◎ 学内で、施設で、実践的に学ぶ

《介護技術・演習》 施設実習の前に基本を押さえる

《実習》 施設実習で実践能力を培う

実際の福祉施設での介護実習の前に、公共福祉棟の入浴実習室や介護実習室で「生活支援技術」、「コミュニケーショ

ン技術」などの授業の中で、基本的な技術を学生同士で実践しあいながら学びます。また、実習の前後に、より充実

した実習が行えるように演習の授業が用意されています。

高齢者や障がい者の施設（在宅を含む）で450時間の実習を4段階のステップに分けて行います。1年生からではな

く、基礎的な教養と専門性の習得、寮生活等での人間関係の訓練などを経て2年生の夏期休暇から実習を始められる

ことが本専攻が4年制であることの強みです。じっくりと自己の人格形成に向き合いながら社会に向けての実践能

力を培うことができます。

演習の授業で学生を相手に介助し合ったことで、体験しなければ

分からないことに気づきました。特に、車椅子の安全で快適な移

乗は何度も経験しないと身につかないと実感しました。実際に施

設実習に行った際は、演習での経験が唯一の支えでした。また、

若い学生たちとの年齢等の差をあまり意識せずに学べるのは、少

人数ならではの魅力です。

特別養護老人ホームで介護実習を行ったとき、食事介助の際にご

利用者さんがなかなか食べてくれないことがありました。しか

し、職員の方が介助すると、決められた時間内に、しかも喜んで

食べています。相手を尊重しつつ仕事としての責任も果たすため

に、確かなスキルを身につけていきたいです。

山本 純子
Sumiko Yamamoto

キリスト教福祉学専攻 2年
日本同盟基督教団 富津教会
小学校教員退職後TCU入学

長谷部 将希
Masaki Hasebe

キリスト教福祉学専攻 2年
日本同盟基督教団 国立キリスト教会

埼玉県立川越南高校
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キリスト教福祉学専攻専用の施設「公共福祉棟」で、福祉の心と専門性を身につけます。

また、全寮制でのキャンパスライフは、人格形成のための大きな経験になります。

◎ 提携実習施設

◎ 施設・設備

キリスト教福祉施設

社会福祉法人
日本キングス・ガーデン
筑波キングス・ガーデン

教会が運営している福祉事業

NPO法人 
ホッとスペース中原

キャンパスの近くの福祉施設

社会福祉法人龍心会
ハートヴィレッヂ

TCU卒業生も多く働い
ているキリスト教主義
の福祉施設です。

非常勤講師で牧師でもあ
る佐々木炎先生が代表
を務めている施設です。

寮から自転車で5分。
TCUから一番近い福祉
施設です。

NPO法人
めぐみの家

土浦めぐみ教会
喜楽希楽サービス

社会福祉法人清明会
はなみずき

クリスチャンの施設長
が運営している印西市
内の障がい者支援施設。

教会が運営している高
齢者デイサービス。本
学の井上貴詞准教授が
理事をしています。

印西市の隣、八千代市
にある高齢者施設です。

その他にも約20カ所の施設と実習の提携を結んでいます。

入浴実習室
施設、家庭など利用者のさまざまな
ケースを想定して入浴介助のスキル
を身につけるため、4 種類の浴槽が
設置されています。

公共福祉棟
木の優しいぬくもりを感じる
公共福祉棟では、介護実習、
入浴実習、家政実習などの実
習を行うことができます。

介護実習室
利用者の状況に応じて、さま
ざまな場面に対応できる介護
スキルを身につけるため、3 種
類のベッド、車椅子、各種トイ
レなどの設備が整っています。

講義室
現場の空気や最新の介護技術を習得
し、介護福祉士として必要な知識を効
果的に学ぶため、少人数のクラスで視
覚教材を使いながら講義を行います。

家政実習室
介護者は利用者の生活上のニーズにも
応える必要があります。ここでは調理、
被服の実習を行うため、調理器具設備、
ミシンなどが整備されています。

和室
在宅介護では一般家庭での介護を想
定して、和室での布団を使った実習も
行います。
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◎ 学生メッセージ

◎ 神学部の中のキリスト教福祉学専攻の学び （日本初 !!）

聖書の学び

キリスト教世界観に立った介護福祉の専門家・プロをめざすた

め、カリキュラムにおいては、介護の専門科目に加えて、神学・

哲学や聖書の学びを重視しています。聖書こそキリスト教世界観

の基礎であり、介護の仕事の基礎となる人格形成に最も必要な価

値観です。

人間の本質理解は聖書的価値観で

「人間の尊厳と自立」「人間関係とコミュニケーション」「スピリ

チュアルケアと看護」など人間の本質理解をめざす科目がありま

す。多くの学校でも同様の科目がありますが、TCUではクリス

チャンの教員が聖書を土台に人間理解を教授し、ディスカッショ

ンを指導します。

チャペル・早天祈祷会

福祉学専攻の学生も、毎日の早天祈祷会やチャペルでの礼拝に出

席します。特にチャペルは、クリスチャンワーカーとしての将来

の働きのために、霊性とアイデンティティが培われるTCUなら

ではの貴重な機会です。日々、聖書の御言葉に触れ、祈り、自分

を探り、分かち合う生活を送ることで、福祉の学びが掘り下げら

れていきます。介護実習先で行き詰ったときに、チャペルで語ら

れたメッセージで新たな気づきを得たり、友人との祈り合いの時

間で励まされます。

学科、専攻、文化を超えた対話の機会

全寮制のTCUでは、神学科や国際キリスト教学専攻、留学生と寮

で共同生活を行います。学び・文化の領域を超えて話し合う中で、

互いの学びの幅が広がり、グローバルな感覚と資質を備えたク

リスチャンケアワーカーをめざせる環境です。また、福祉学専攻

の学生が他の専攻学生に与える刺激という相互作用も豊かです。

「キリスト教福祉」は、教室での講義、施設での実習とともに、積

極的な他者との対話によって育まれます。

日本で福祉・介護を学べる大学・短大・専門学校

は数多くありますが、現在神学部に福祉・介護の

コースを設置しているのはTCUだけです。TCU

では、福祉・介護の働きには神と人への「献身」

が必要だと考えています。ですから、聖書を学び、

チャペルや早天祈祷会などの習慣を身につけ、寮

生活でコミュニケーション能力を養い、人間の霊

的・身体的・精神的・社会的な理解を深めること

を、介護の知識とスキルとともに身につけること

をめざしています。

福祉を行う上で、人間の尊厳を守ることがクリスチャンであるかどうかにかかわらず大事だと学んでいます。ではクリスチャン
だからできることは何かと考えたとき、それは、神が愛されたように利用者さんを愛する、ということだと思います。この最も
難しいことに真剣に向かい合うことがクリスチャンとして、また社会に生きる人間として大切なことだと学びの中で気づかされてい

ます。将来は、所属教会で行われる予定の福祉事業で、TCUで学んだ人間の尊厳を大切にして働きたいです。

鈴木 真保
Maho Suzuki

キリスト教福祉学専攻 2年
日本福音自由教会協議会 名古屋西福音自由教会
愛知県立中川商業高校
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ケアチャーチプロジェクト
少子高齢化社会の日本において、教会ができることはとても多くあります。地域には高齢化問題のほかにもさまざま

な課題があります。貧困、孤立の問題、家庭の問題、いじめや引きこもりなどの教育の問題、障害がある方の社会参

加の問題。

教会は地域の課題にどう取り組んでいけばよいのでしょうか。他の社会資源とどう協力したらよいのでしょうか。

TCUキリスト教福祉学専攻では「ケアチャーチプロジェクト」を立ち上げ、地域をケアする教会の事例を紹介し、諸

教会の関心ある方々とともに学ぶ機会を設けています。専攻には、地域をケアする教会の福祉実践に自ら関わり、教

育と研究に反映している教員もいます。あなたの教会の周りには、どんな課題があり、教会にどんな可能性があるで

しょうか。

一緒に考えてみませんか？

過去のケアチャーチプロジェクトのセミナー内容 ▶

『これからの福祉と教会 ― 高齢化社会への備え』 （いのちのことば社）
稲垣久和 編著
吉田隆、井上貴詞、片岡政子、杉澤卓巳、中澤秀一 執筆

TCUキリスト教福祉学専攻の専任教員全員が執筆しています。これを読むとTCUキリスト教福祉学専攻
でどんなことを学ぶのかがさらによく分かります。
「福祉は国家や行政がやることで、教会は伝道という使命を全うすべき」と長らく言われてきたが、はた
してそうなのか。福音を包括的にとらえ、「宣教」の一環として福祉を考えるべきではないのか。教会と福
祉の関係を吟味し、キリスト教信仰に立って福祉の最前線で働く人たちの声に耳を傾ける。これからの福
音宣教のあり方に対する提言の1冊。

◆ 高麗聖書教会「福祉作業所コミュニティーハウス」の取組
～30人規模教会による法人格を持たない活動の事例～

◆ 青葉キリスト教会「シオン相模原」の取組
～地域の教会間ネットワークを構築した事例～

◆ 中原キリスト教会「ホッとスペース中原」の取組
～教会でNPO法人を取得した事例～

◆ キリスト教朝顔教会「ふれあいいきいきサロンあさがお」の取組
～教会におけるふれあいいきいきサロンの事例～

◆ 港北ニュータウン聖書バプテスト教会「五つのパン」の取組
～障がい者の自立の場、地域の交流の場としてのカフェの事例～

◆ 東京中央教会「希望宣教教会」の取組
～ホームレスの方への給食サービスから始まったミニストリーの事例～

◆ カンバーランドあさひ教会「フレンドシップあさひ」の取組
～どシロウトでもできるゼロスタートの福祉宣教型開拓伝道の事例～

◆ 名古屋西福音自由教会「恵泉会」の取組
～一人のケアから始まった教会の地域貢献の事例～
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Various Fields of Study

多様な学び
ユースミニストリー副専攻 Yout h M i n is t r y M i nor

シニアコース S en ior C ou r s e

■ ユースミニストリー必修科目

ユースミニストリー特化科目 ｜ ユースミニストリーの神学と実践／思春期の文化と伝道／ユースミニストリー実習／ユースミニストリーゼミ（演習）
ユースミニストリー関連科目 ｜ メッセージの方法と実践（説教学演習）／キリスト教教育Ⅰ・Ⅱ／心理学Ⅰ・Ⅱ／科学と宗教

■ 神学科・シニアコース【カリキュラム】

授業科目

思春期という難しい年齢層に位置する中高生の心理、社会性、宗教性等を学び、聖書的

なアプローチを用いての伝道、信仰の成長、社会性の発達、心のケアなどについて考え

ます。あらかじめ定められた科目（学外実習、研究発表等を含む10クラス）を優秀な成

績で修了することにより、卒業時に「学士（神学）」の学位と共に「ユースミニストリー副専

攻修了証書」を取得することができます。未来の教会を担う中高生への伝道と彼らの信

仰の成長に、祈りと情熱を持って取り組む人材を育てます。

年齢 50歳以上で信仰歴 5年以上の方で、その人生経験や社会経験を生かして、牧師・伝道師・

牧師補佐・個人伝道者等として奉仕しようとされる方、また幅広く神学を学ばれたい方を対象に

設置されたコースです。卒業時には「学士（神学）」の学位が授与されます。第二の人生を主にさ

さげることを志す、生涯教育として神学・キリスト教世界観を学び直す、そのような方をお待ち

しています。

緑豊かな環境の中で、御言葉の恵みを学べることは幸いです。良き師、良き友との出会いもあります。
また、神学だけではなく、キリスト教世界観を学ぶことによって、キリスト者として生きる意味が明確
になります。特に、キリスト教公共福祉学入門の授業はとても教えられます。この授業では、地域教
会と行政との協働で福祉社会をいかに実現するかを考えさせられます。宣教の課題とも関連しており、
隣人愛と奉仕の精神をいかに実践するのかを自分自身で見いだしていく、学びがいのある授業です。
私は、貧困と社会保障、労働法制、平和などの問題にも関心があり、卒業後は、学んだことを生かし
て再び社会に出て活動したいです。

加藤 恵子　

Keiko Kato
神学科シニアコース 1年
救世軍 渋谷小隊

必修科目…36単位以上キリスト教世界観Ⅰ（2）
キリスト教世界観Ⅱ（2）
旧約聖書概論Ⅰ（2）
新約聖書概論Ⅰ（2）
神学入門（2）
国際キリスト学入門（2）
キリスト教公共福祉学入門（2）
キリスト教史Ⅰ（2）
キリスト教哲学（2）
基礎演習（2）
旧約聖書概論Ⅱ（2）
新約聖書概論Ⅱ（2）

組織神学Ⅰ（2）
実践神学実習Ⅰ～Ⅳ（2）
宣教学（2）
キリスト教史Ⅱ（2）
ユースミニストリーの神学と実践（2）

選択科目…12単位以上
教養科目から

自由選択…76単位以上
全ての提供科目から
（国際キリスト教学からは4単位まで）

卒業要件…124単位以上
【在学期間】
大学等卒業者　最短2年　高校卒業者4年
※もちろん、在学中は「学割」がききます。
必修科目…36単位以上
【入寮】
通学が原則です。
※寮室に余裕がある場合は入寮も可能です。
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Chu rch Mus ic教会音楽奉仕者養成課程

学部と専攻科での音楽理論の学びと実技レッスンとによって、教会での音楽奉仕の基礎

を習得し、それをさらに発展させることを目指します。本課程を通して、教会に主なる

神を心からほめたたえる豊かな実が実っていくことを願っています。

9つの練習室を持つ練習棟には、練習用のピアノ、オルガンがあります。また、チャペ

ルにはオルガン（マルク・ガルニエ）、FCCチャペルにはポジティフオルガン（草苅工

房）、また、練習用に1台（ケーベルレ）を備えています。

■ 学びのスタイル

■ 主なレッスン担当教員 ■ 施設・設備

学部：教会音楽副専攻
TCU在学中に、教会音楽に特化したカリ
キュラムを体系的に学べる制度です。
既存の音楽関係科目に加え、新たに講義や
演習など、20単位の必修科目を履修。継続
的な学びとして専攻科（教会音楽専攻）へ
の進学を希望することができます。

《必修科目》
礼拝学、音楽概論、教会音楽概論、クワイア、ソルフェー
ジュ、和声学Ⅰ、和声学Ⅱ、レッスン（ピアノ･オルガ
ン･ギター･声楽のいずれかを選択）

教会音楽基礎コース
教会音楽基礎コース
本学の科目等履修生制度による「認定証明
取得制度」を設定。通常の単位認定書に加え
て、一定の科目を履修･聴講した者に対して
は、特別な「履修証明書」を発行します。詳
細はウェブサイトでご確認ください。

《カリキュラム》
礼拝学、音楽概論、教会音楽概論、クワイア、ソルフェー
ジュ、和声学Ⅰ、和声学Ⅱ、レッスン（ピアノ･オルガ
ン･ギター･声楽のいずれかを選択）、公開講座等

在学中に副専攻 学部卒業後に1年間の専攻科 科目等履修生として

宇内 千晴 （オルガン）
教会音楽主任

内藤 真奈 （ピアノ）

稲垣 俊也 （声楽） 岩渕 まこと （ギター）

教会音楽専攻科（1年）教会音楽副専攻

専攻科（教会音楽専攻）
4年制大学を卒業した方※を対象とした専攻科。従来神学校で
行ってきた3年課程を1年課程に凝縮、さらに現場のニーズに
合った実践的なカリキュラムを組みました。開講科目は「礼拝
音楽研究」「伴奏法」「指導法」「様式研究」「実践音楽実習」など。
「レッスン」を加え約15科目を1年間（長期履修制度を利用し
た場合は2年間）に履修します。
※音楽大学またはTCU（副専攻履修）以外の大卒者は、入学前
　に副専攻科目を履修していることが望ましい。

《教会音楽科目》
教会音楽特殊研究（礼拝音楽、伴奏法、会衆讃美・聖歌隊指導法、即興演奏法、
音楽療法、子供の賛美、アンサンブル、バンド系アンサンブル、オルガン様式、
ピアノ様式、声楽様式、教会音楽学）、教会音楽特講（牧会と音楽、音楽関連
講義・演習群）、レッスン(主科）・特別研究、レッスン(副科)、クワイア、実
践音楽実習、インターン、修了演奏・研究

《自由選択科目（神学部以外の大卒者対象）》
1. 神学入門、キリスト教世界観Ⅰ、旧約聖書概論Ⅰ、新約聖書概論Ⅰ、キリスト教史Ⅰ
2 . 副専攻の科目

※ 1 . 2ともに入学前履修が望ましいがその限りではない。
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教員紹介
「パンタ・クリストス」
何事もキリストを
より良く知ることから
始まります!!

学生部長 伊藤 明生 教授
【教会】日本バプテスト教会連合 市川北バプテスト教会
【主な学歴】東京大学文学部西洋古典学科、東京基督神学校、
The Council for National Academic Awards
（英国オックスフォード,Wyclie Hall）Ph.D.（新約学）
【専門分野】新約学
【主要担当科目】新約聖書概論、ギリシア語、
New Testament Survey

ユースミニストリーは
エキサイティングです!

教務部長 岡村 直樹 教授
【教会】日本同盟基督教団 横須賀中央教会
【主な学歴】トリニティー大学院キリスト教哲学：修士（M.A.）、
クレアモント大学院宗教教育：博士（Ph.D.）
【専門分野】宗教教育学、宗教心理学、現象学的研究方法論
【主要担当科目】現代神学、組織神学（啓示論）、
ユースミニストリーの神学と実践、思春期の文化と伝道、
人間の発達と老化

貴重な4年間を託せる
学び・友・経験が
あります!

神学科長 菊池 実 准教授
【教会】日本同盟基督教団 八千代聖書教会
【主な学歴】法政大学文学部史学科、
東京基督教短期大学神学専攻科、
エルサレム大学院大学（聖書歴史学）
【専門分野】歴史地理、パレスチナ考古学
【主要担当科目】旧約聖書概論I・Ⅱ、聖書考古学I・Ⅱ、
メッセージの方法と実践、ヘブライ語、歴史学（中間時代史）

心を主イエスに、
足を大地に。

国際キリスト教学専攻長 岩田 三枝子 准教授
【教会】日本キリスト改革派 勝田台教会
【主な学歴】東京基督教大学神学部国際キリスト教学科、
東京基督神学校（M.Div.）、カルヴィン神学校 修士（Th.M.）、
キリスト教高等研究所（M.Worldview Studies）
【専門分野】キリスト教倫理、キリスト教世界観
【主要担当科目】キリスト教世界観、異文化理解入門

知解を求める
信仰をともに
育んでいきましょう。

加藤 喜之 助教
【教会】日本長老教会 日進キリスト教会
【主な学歴】北テキサス大学哲学科、
プリンストン神学大学院博士号（Ph.D）
【専門分野】思想史、17世紀哲学、教会史、キリスト教哲学
【主要担当科目】教会史Ⅱ、西洋文明史

教会の使命について、
共に考え
深め合う授業を。

男子寮主事 篠原 基章 助教
【教会】福音伝道教団 館林キリスト教会
【主な学歴】東京基督教大学神学部国際キリスト教学科、共立研
修センター 専門研修課程神学哲学専攻、カルヴィン神学校修士
課程組織神学専攻（Th.M.）、トリニティー神学校博士課程宣教
学専攻（Ph.D.)
【専門分野】宣教学
【主要担当科目】Global Christianity、異文化理解入門、
キリスト教倫理、国際キリスト教学入門

キリスト教福祉の
明日を
担うのは君です!

井上 貴詞 准教授
【教会】日本同盟基督教団 土浦めぐみ教会
【主な学歴】日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科、東京基督
教大学共立基督教研究所研修センター、ディプロマコース修了、
ルーテル学院大学院博士課程前期（社会福祉学修士）
【専門分野】社会福祉援助技術、高齢者福祉、
ケアマネジメント、福祉人材の育成
【主要担当科目】介護サービス論、介護過程、介護総合実習

広く、深く、
おもしろい旧約を
共に学びましょう。

木内 伸嘉 教授
【教会】日本長老教会 府中西原キリスト教会
【主な学歴】東京外国語大学、東京基督神学校、
The Council for National Academic Awards
（英国チェルトナム、The College of St. Paul & St. Mary
現The University of Gloucester）Ph.D.（旧約学）
【専門分野】旧約聖書
【主要担当科目】旧約聖書研究ⅡⅢ、旧約聖書釈義、Pentateuch

新約聖書を
学ぶ喜びを
共に味わいましょう。

学長 小林 高徳 教授
【教会】日本長老教会 東関東中会
【主な学歴】東京外国語大学、東京基督神学校、
セント・アンドリューズ大学Ph.D.（新約学）
【専門分野】ヨハネの福音書、黙示文学、パウロ神学
【主要担当科目】新約聖書研究I、
The Gospels、The Pauline Epistles

知識を組み合わせ
創造していく
人間力が大切。

共立基督教研究所所長 稲垣 久和 教授
【教会】日本キリスト改革派 東京恩寵教会
【主な学歴】東京都立大学大学院（理学博士）、
アムステルダム自由大学大学院哲学部・神学部研究員
【専門分野】キリスト教哲学、公共哲学
【主要担当科目】キリスト教哲学、キリスト教公共福祉学入門、
科学と宗教

聖書と福祉の
両方を学べる
利点があります。

片岡 政子 准教授
【教会】単立 稲城聖書教会
【主な学歴】大分県立厚生学院保健師助産師学科、
介護教員養成研修修了
【主要担当科目】生活支援技術、こころとからだのしくみ

聖書的世界観に立って、
政治、経済、文化から
日本伝道・世界宣教を
考えてみよう。

国際宣教センター長 倉沢 正則 教授
【教会】日本同盟基督教団 沼南キリスト教会
【主な学歴】中央大学、東京基督神学校、
フラー神学校宣教学博士（D.Miss.）
【専門分野】宣教学
【主要担当科目】宣教学、伝道学
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I look forward
to meeting you !

ランドル・ショート 教授
【教会】日本長老教会 佐倉王子台チャペル
【主な学歴】東京基督神学校、
ハーバード大学神学大学院神学博士（Th.D., 旧約学）
【専門分野】旧約神学、サムエル記、正典的解釈、
キリスト教・ユダヤ教解釈
【主要担当科目】旧約聖書研究I、ギリシア語、The Writings

神の義と
世界の現実の狭間で
何をなすべきか。

西岡 力 教授
【教会】基督聖協団 練馬教会
【主な学歴】国際基督教大学教養学部、
筑波大学大学院地域研究研究科国際学修士
【専門分野】韓国・北朝鮮地域研究
【主要担当科目】韓国語、東アジア概説、地域文化論Ⅱ（韓国）

「誰のためか？」を
意識した
深い学びを共に。

森田 哲也 助教
【教会】日本同盟基督教団 レインボーチャペル港北
【主な学歴】デューク大学公共政策学部国際公共政策
（修士号・MA）
【専門分野】国際開発学（国際協力論、NGO、人財育成、組織学習）、
国際関係論
【主要担当科目】国際関係論、近代国際関係史、キリスト教と開発、
地域研究入門、 異文化実習、多読・TOEIC

一歩一歩自分の夢に
向かって
歩みませんか。

【教会】イエス福音教団 渥美キリスト教会
【主な学歴】佛教大学社会学部社会福祉学科、
兵庫教育大学大学院学校教育研究科（学校教育学修士）
【専門分野】介護福祉教育、高齢者福祉、ケアマネジメント
【主要担当科目】介護福祉概論、介護過程、実習指導（介護総合演習）

国際キリスト教福祉学科長
キリスト教福祉学専攻長 中澤 秀一 教授

楽しいから学ぶ。
学生と教職員の
共同体です。

森 恵子 准教授
【教会】保守バプテスト同盟 津田沼教会
【主な学歴】成城大学文芸学部英文学科、
バイオラ大学修士（M.A. in TESOL）
【専門分野】外国語としての英語教授法（TESOL）
【主要担当科目】英語

京都で牧師として
仏教を学んできた
教員です。

神学部長 大和 昌平 教授
【教会】福音交友会 京都聖書教会
【主な学歴】関西大学政治学科、東京基督神学校、
佛教大学大学院仏教学研究科博士課程
【専門分野】実践神学、東洋思想への弁証
【主要担当科目】東洋思想、実践神学概論、牧会学、
神学演習、説教学演習

目指せ、
快食快眠快勉の
寮生活!

女子寮主事／キャリア支援室長

辻中 保美 助手
【教会】本同盟基督教団 のびどめキリスト教会
【主な学歴】日本大学大学院文学研究科心理学専攻修士、
東京基督神学校

Come to TCU,
make international
friends and enjoy
English !

英語教育主任 ジョセフ・ポーシャック 教授
【教会】Saint Paul's Lutheran Church
【主な学歴】バイオラ大学修士（M.A. in TESOL）、
エジンバラ大学言語学博士（Ph.D.）
【専門分野】英語教育
【主要担当科目】英語、言語学、Critical Research and Writing

長い目で
日本宣教を
考えましょう。

大学院神学研究科委員長／家族寮主事

山口 陽一 教授
【教会】日本同盟基督教団 市川福音キリスト教会
【主な学歴】金沢大学、東京基督神学校、立教大学大学院（修士）
【専門分野】日本キリスト教史、実践神学
【主要担当科目】日本キリスト教史、説教学、歴史学

ユニークな教職員と
大学生の溢れる
キャンパスに
一度お越しください!

学生相談室長 杉谷 乃百合 准教授
【教会】日本ナザレン教団 昭和町教会
【主な学歴】ノースウェスト・ナザレン・カレッジ、
ミズリー大学修士、ナザレン神学院修士（宗教教育学）、
シアトルパシフィック大学（教育学、博士課程後期）
【専門分野】宗教教育、教育心理
【主要担当科目】心理学、キリスト教教育、キャリア教育、
インターンシップ

Let's study the riches 
of the Christian past 
together!

留学生との
共同生活を
満喫してください。

柳沢 美和子 准教授
【教会】日本福音自由教会協議会 東京武蔵野福音自由教会
【主な学歴】早稲田大学大学院文学研究科 英語学修士、
米国ジョージタウン大学大学院 応用言語学修士（MS）、
ハワイ大学大学院東アジア言語学科日本語専攻博士（Ph.D.）
【専門分野】社会言語学、日本語教授法
【主要担当科目】Japanese Language、英語通訳法、
日本語教育、言語学

デイビッド・サイツマ 助教
【教会】Beckwith Hills Christian Reformed Church 
【主な学歴】カルヴァン神学校修士 Th.M.（歴史神学）、
プリンストン神学校 Ph.D.（キリスト教史）
【専門分野】歴史神学、キリスト教史
【主要担当科目】Rhetoric: Theory and History、History and
Theology of the Reformation and Evangelicalism
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Power to Grow at TCU

T C Uで身につく力

「学士力」って聞いたことがありますか？文部科学省が提唱している大学を卒業する人が身に
つけるべき能力をまとめたものです。
TCUでは全てを身につけることができますが、特に寮生活をはじめとしたキャンパスライフの
中で実践的に養うことができます。
TCUの寮はただ住むだけの所ではなく、学生が自主的に運営している教育寮です。学生主体
の寮運営委員会があり、各フロアや複数の部屋ごとの小グループで助け合ったり、後輩をサ
ポートしたり、社会人入学の学生や留学生との世代や文化を超えた交わりがあるなど、成長の
チャンスがたくさんあります。

学士力を育む寮教育

［知識・理解］

● 多文化・異文化に関する知識の理解
● 人類の文化、社会と自然に関する
　 知識の理解

［態度・志向性］

● 自己管理力
● チームワーク、リーダーシップ
● 倫理観
● 市民としての社会的責任
● 生涯学習力

［汎用的技能］

● コミュニケーション・スキル
● 数量的スキル
● 情報リテラシー
● 論理的思考力
● 問題解決力

［統合的な学習経験と創造的思考力］

● 獲得した知識・技能・態度等を総合的に
　 活用し、自らが立てた新たな課題にそれ
　 らを適用し、その課題を解決する能力

学士力

少人数教育のTCUでは、寮運営、サークル活動、イベントの準備など、
多くの学生がそれぞれ責任を持って協働して取り組みます。
TCUの日常は、楽しみながら成長できるチャンスに満ちています。

｜ Tokyo Christian University54
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「神を愛し、人を愛せよ」をモッ
トーに掲げています。寮は単なる
生活の場ではなく、教育の場。つ
まり、寮という場所を通じて一人
一人が成長し合っていくところ
です。教室での学びを実践すると
ころでもあります。教会と社会に
仕える人間として整えられるこ
とを目指します。

01 理念

寮生活の中で大切にしているこ
との一つに「祈りの生活」があり
ます。火～金曜日の朝には早天祈
祷会が行われ、午前中の授業終了
後はチャペルでの礼拝が行われ
ます。朝ごとに共に主の前に出て
祈る恵みが、日々の寮生活を豊か
にします。

03 学生運営

食堂では月～金曜日は朝昼夕の
3食、土曜日は昼夕の2食をみん
なでともにすることができます。
また食器洗いや寮内の清掃も分
担して行います。交わりの豊かさ
を味わうと共に、与えられた責任
を果たしていくという訓練にも
なっています。

04 生活

学生による寮運営委員会が自主的
に運営を行っています。各寮で選
ばれた学生が委員となり、寮全体
のことを決め、大学と連携しなが
ら運営しています。また、独身寮
ではフロアごとに祈り合い助け合
うグループがあり、互いに助け合
い、祈り合い、支え合っています。

02 祈り

「神を愛し、人を愛せよ。Let us love God and one another.」 ー寮の理念

早天
祈祷会

清掃
食堂で
朝食

Total 
English

チャペル
食堂で
昼食

食堂で
夕食

 
キャリア
教育

国際キリスト教学入門

● ●●● ● ● ● ● ●● ● ● ●

寮生活の1日の流れ S chedu le

1時限 2 時限 3 時限 4時限 5時限 6時限

6:30 8:007:407:10
8:40

~

9:50

11:20

~

11:50

11:50

~

13:00

14:20

~

15:30
18:1010:00

~

11:10

13:00

~

14:10

15:40
~

16:50

17:00

~

18:10

学生の1日

全寮制のTCUでは、寮はただの生活の場ではありません。聖書
の御言葉と教室での学びを実践するところ、社会人として、また
クリスチャンとしての生活の基本を身につけるところです。朝に祈
り、ともに食事をし、時にはぶつかり、和解し、一生の友と出会い、
新たな自分に出会うところです。

また、多くの留学生とも一緒に生活をし、国籍、文化、言語の違い
を超えて神の家族の交わりを体験するところです。「神を愛し、人
を愛せよ。Let us love God and one another.」という寮の理念
は、TCU生の生涯の目標です。

寮生が自主的に開いている祈りの場です。朝ごとに
祈る恵みが日々の寮生活を豊かにし、祈りの習慣が
身につきます。

食事は朝・昼・夕の
3食ともスタッフの
みなさんが心を込
めて作ってくれま
す!お昼を食べな
がら委員会やサー
クルのミーティン
グをする時もあり
ます。

6:30
早天祈祷会

11:50
昼食

英語の授業は、少人数のクラスで楽しく
学んでいます。留学生も多いので英語力
アップにTCUは最適です。

午後は専門科目の授業が多いです。授業
時間は1コマ70分で、多くの場合2コマ
連続で行われるので140分です。

学生と教員が日常の学びと生活を一時休
止して集まり、ともに主を賛美し、祈り、主
の御言葉に聴く礼拝の時です。

夕食を食べたら寮でゆっくり
過ごします。体育館でスポー
ツしたり、授業の課題に取り
組んだり、思い思いに過ごし
ます。門限は午後11時です。

TCUの図書館はキリスト教関
連の書籍がとても充実してい
ます。グループで利用できるス
ペースもあり授業でのプレゼ
ン準備でも利用しています。

8:40 授業（英語）

13:00 授業（キャリア教育）

11:20
チャペル

19:00
寮での交わり

15:40
図書館

TCUの1週間はとても中身が濃い1週
間です。まず、授業は必ず出席（当た
り前？）で、授業前後の学習も多く、み
んなとてもよく勉強するので、私もが
んばっています。また、サークル活動、
委員会活動、それに寮での友人との交
わり、日曜日には「教会実習」として
各教会の礼拝に出席・奉仕、ちょっと
忙しいなと思う時もありますが、毎日
がとても充実しています。寮の理念「神
を愛し、人を愛せよ」を目標にして成
長していきたいと思います。

国際キリスト
教学専攻 2年生

湯本 愛菜さん

TCUの1日は
とても充実して
いて楽しいです！
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チャペル
毎日の礼拝がもたれるチャペルは、キャンパスのシン
ボル的存在でもあります。

中庭
緑の芝生が鮮やかな中庭。敷かれた道は、上から見る
と"P"と "X"が重なり、ギリシア語でイエス・キリスト
を表しています。

図書館
2階建ての建物に約9万冊の図書と約400種の雑誌、
新聞などが所蔵されています。Big English Program
の多読コーナーもあります。

食堂
月～金は朝・昼・夕の3食、土は昼と夕の2食を共にし
ます。食堂2階には学生のためのサークル室などがあ
ります。

体育館
バスケットボール、バレーボール、卓
球、テニスと、いろいろ利用できる体
育館です。

教室・研究室棟
TCU生の学びの場である教室・研究室棟には、40人程度の
中教室が4教室、語学など少人数クラス用の小教室が4つ
あります。教室以外にも、コンピュータルーム、キャリア
支援室、学生相談室があります。3階は教員の研究室です。

Campus Map

キャンパスマップ

学校内・寮施設ともに、学生たちが交流できる施設が充実 !!

公共福祉棟
キリスト教福祉学専攻の授業を行います。介護実習室、
入浴実習室、家政実習室、教員研究室などがあります。

グローバルラウンジ
教室・研究室棟1階と2階、シオン寮ラウンジの3
カ所にグローバルラウンジが設置されました。日
本人学生と留学生との交流、相互の異文化理解の
向上、日本人学生の英語力の成長と留学準備の場
です。教室・研究室棟のラウンジでは授業の間の時
間にグループで学習するスペース（ラーニングコモ
ンズ）としても使われています。シオン寮のラウン
ジでは異文化交流イベントが行われています。

｜ Tokyo Christian University56
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5

国際宣教センター館
宣教師・牧師の継続教育や各種世界宣教に関
するセミナー・研究会を行っています。チャペ
ル、セミナー室、茶室などがあり、茶道サーク
ルはこの茶室を利用しています。キリスト教
世界観に立った学術研究を行う共立基督教研
究所の事務室もあります。

11

バルナバホール
小規模の集会やゼミなどに利用されま
す。また週一回、喫茶店「メドーグラス」
が学生・教職員に開かれています。ロ
グハウス風の優しい雰囲気が心を和ま
せてくれます。

10

6

7

9

桜並木
キャンパス内には約130本の桜が植え
られています。入学式の季節は満開の
桜が新入生を歓迎します。

16
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寮 施 設

祈祷室
それぞれのフロアに設置されています。
集中して祈りたいときに利用できます。

お風呂
共同の大浴場、シャワールームもあり
ます。広い湯船につかりながら、友だ
ちとゆっくり語り合うもよし、一人で
しみじみ入るもよし、身も心もいやさ
れる空間です。

スタディールーム
男子寮、女子寮に各2部屋ずつ設置さ
れています。同室者のことを気にしな
いで夜遅くまで勉強したいときや、一
人で集中して勉強したいときにスタ
ディールームはとても便利です。

ラウンジ
くつろぎのひと時をここで過ごしま
す。男子寮では、スポーツ中継を観て
熱狂する場所にもなります。

談話室
祈祷会、各フロアのミーティングなど
に利用できます。もちろんただのお
しゃべりもOK。

キッチン
男子寮に1カ所、女子寮に2カ所、シ
ステムキッチンが設置されていま
す。食堂の食事が無い日曜日の食事
作りやお菓子作りなど幅広く利用さ
れています。

近隣には幼稚園が2つ、小学校も徒
歩10分のところにあります。医療機
関も充実しています。各部屋でイン
ターネットが無料で利用できます。

独身寮
男子寮と女子寮があり、基本的に
は2名で1室の使用となります。
各寮には寮主事がいて、寮生の
生活・健康状態・信仰の状態・精
神のバランス・寮生同士の人間
関係などのケアにあたります。

シオン寮
4部屋で一つのユニット24名収
容可能です。

家族寮
既婚学生のための家族寮には、家族
の人数に合わせて3タイプの部屋が
あります。近隣にはスーパー等のお
店、教育施設、医療施設が充実して
います。

「シオン寮」は、4人の個室と共有ス
ペースが1ユニットの、共同生活ス
タイルを採用し、寮教育を経験した
上級生に、充実した学習環境と、少
人数による深い交わりの場を提供し
ています。

12

［1S・2DK・B・S］

44㎡Aタイプ

［2DK・B・S］

39㎡Bタイプ

［2DK・B・S］

37㎡Cタイプ

13

14

独身寮設備 シオン寮間取り

家族寮の間取り

1611
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Location

ロケーション

E

D

F

G

F H

B

A

C

東京基督教大学
北総線「千葉ニュータウン中央駅」下車。
南口ターミナルで高花行バスに乗り、「電話局」下車、徒歩7分。
または、駅から徒歩25分。

成田新高速線　千葉ニュータウン中央駅では
「アクセス特急」を利用でき、
TCUへのアクセスがますます便利に！

｜ Tokyo Christian University58

遊歩路
駅からTCUへの最短の抜け道。四季折々
の景色を楽しみながらの散歩もGood。

県立北総花の丘公園
駅の東側からTCUの隣まで南北に広が
る大きな公園で、年間を通してさまざま
な花が咲いています。

COSTCO
アメリカの大型スーパー。店内はまさに
アメリカ。寮やサークルでたくさん買う
時に便利です。

GFE

ホテルマークワン
オープンキャンパスや入試のときに宿泊
利用できるキャンパスから一番近いホテ
ルです。割引料金で利用できます。

B

コンビニエンスストア
TCUの前の道路をはさんで向かい側にあ
るファミリーマートがとっても便利です。

イオンモール千葉ニュータウン
イオンと180の専門店から構成される、大
型ショッピングモール。お買い物はもち
ろんのこと、シネマ・フィットネスなど、
複合的に楽しむことが可能です。

H

C

カインズモール
いろいろなお店が集まったレストラン
街。スターバックスなどがあり、寮で生
活するTCU生にとって大切な息抜きの
場所です。

D

千葉ニュータウン中央駅
TCUの最寄り駅。朝夕は多くの通勤・通
学の乗客で混雑します。TCUへは南口か
らバス（高花行き）か徒歩で。
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Annual Events

年間行事

● 入学式
● 新入生
   オリエンテーション
● 春学期授業開始

April4
● スプリングリトリート
● 公開授業「パイプオル 
　ガンさんこんにちは」

May5
● 春学期授業終了
● 祈祷日

June6
● 期末試験
● 夏期休暇
● 夏期伝道
● 夏期教会音楽講習会
● 夏期卒業式

July7
● 夏期休暇
● 海外語学研修
● 異文化実習
● 海外派遣ワーカー

August8
● 秋学期授業開始

September9

● シオン祭
● 世界宣教講座

October10
● 創立記念日
● 秋学期授業終了
● 期末試験
● 秋休み

November11
● 冬学期授業開始
● クリスマスコンサート
● 冬期休暇

December12
● 成人祝福キャペル

January1
● 卒業・修了
　記念コンサート
● 祈祷日

February2
● 冬学期授業終了
● 期末試験
● 卒業式
● 春期休暇

March3
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Extracurricular Activities

サークル・委員会・ボランティア活動
サークル活動 Ci rc le A c t i v i t ies

ボランティア活動

TCUボランティアセンターでは、2011年3月11日に起きた東日本大震災への
災害ボランティアチームを派遣し、現在も被災地の子どもを対象にしたキャン
プを手伝うなどの活動を行っています。また、2014年の広島土砂災害、2015年
の東日本豪雨、それぞれに学生ボランティアチームを派遣し、国際飢餓対策機
構などの救援団体とともに活動をしました。
世界の災害においては、2015年のネパール大地震に際して、ACTS卒業生で現
地の支援活動を行っている牧師の要請に応えて、学内で募金や衣服の提供を呼
びかけ、支援金と支援物資を送る活動を行いました。

TCUには、スポーツ系、文化系のサークル、福祉や伝道を目的としたサークルなどさまざまなサークルがあります。
いくつも掛け持ちしている人も珍しくなく、誰でも自由に参加できます。

•バスケットボールサークル
•バレーボールサークル
•フットサルサークル
•ソフトボールサークル

•人形劇サークル
•わわわクラブ
•ウクレレサークル
•世界宣教祈祷サークル

•路傍伝道サークル
•茶道サークル
•韓国人留学生会
•音楽サークル　

人形劇サークルは、教会での公演、シオン祭での公演、年二回の学内公演、人形劇夏期伝が主な活動内容です。「リー
ダーズ」という4名のチームがリードしており、私もその一人です。私が大事にしているのは、メンバー全員が練習
後や公演後に「楽しかった」と思えることです。クオリティーの高い人形劇を作り上げるという目標はもちろんあり
ます。しかし、そのためにこそ、メンバー全員が人形劇を楽しむことを大切にしたいです。良い人形劇はメンバーの
良い雰囲気から作られると思うからです。私はあまりリーダーシップをとるタイプではないのですが、リーダーズに
なってからメンバーをまとめる機会が多く与えられ、責任を持つことを学んでいます。

永山 雄基  
Yuuki Nagayama

神学部 神学科 教会教職専攻 3年　日本福音キリスト教会連合 奥多摩福音キリスト教会
東京都立上水高等学校

学生メッセージ｜Message from Student

2011年に起きた東日本大震災を契機に学生有志によるボランティアセンターの働きが始まりました。
隣人の痛みをともに痛み、キリストの愛を実践する活動を行っています。

人形劇サークル ソフトボールサークル 茶道サークル わわわクラブ

｜ Tokyo Christian University60
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寮運営委員会の働きは、寮で生活する寮生に仕える働きです。寮生の事を考え祈りながら、より良い共同生活を目指し話
し合い、具体的に実践することです。良い寮運営のためには、コミュニケーションを密にとっていくことが非常に重要だ
と感じています。寮生へ早く連絡をすること、悩みや声に耳を傾け寄り添うこと、そしてなによりも、毎日の挨拶が良い
関係づくりに直結していることに気付かされています。この経験は、将来何をするにしても生かされると思います。私は
元々、他者に積極的に働きかけるタイプではなかったのですが、寮運の活動を通して、自分から他者に関わるようになり
ました。以前ルームメイトだった先輩から「1年生のころと、本当に変わった。」と言われた時、成長したことを実感しました。

菅野 雪  
Yuki Kanno

学生メッセージ｜Message from Student

Volu nt e er A c t i v i t ies

委員会活動 Committee Activ it ies

少人数教育のTCUでは、寮の運営、イベントの準備など、学生が責任を持ち主体的に関わる機会が豊富です。
チームで課題を解決し、マネジメントを学ぶ貴重な場です。

•スプリングリトリート準備委員会
•寮運営委員会
（男子寮、女子寮、家族寮）

•シオン祭実行委員会
•学生会
•夏期伝道実行委員会

実際の被災地支援の他に、ボランティアに参加する学生への祈りのサポート、おもに献金によって支えられている費
用の管理をしています。私が大事にしたいと思っているのは、「祈ること」と「伝えること」です。ボランティア活動
の祈祷会や報告会を企画し、多くの学生と被災地のために祈り、現状を伝えています。そして参加する学生が増える
ように働きかけています。感謝の気持ちを伝えられたこと、逆に勇気や元気をもらえた経験、出会った人と今でもつ
ながりをもてていることはとても大きな財産です。また、この活動を通じて、「仕える」ことを実践できるようになっ
たと思います。卒業後も、人や地域、社会に謙遜に仕えていきたいと思います。

吉橋 雄介  
Yusuke Yoshihashi

神学科2年　単立 聖心教会　
埼玉県立本庄高校

学生メッセージ｜Message from Student

スプリングリトリートの様子 女子寮運営委員会 シオン祭実行委員会

神学部 神学科 3年　日本福音キリスト教会連合 青森福音キリスト教会 
青森県立浪岡高等学校
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神学科
国際キリスト教福祉学科 共通

神学科教会教職専攻
3年次編入生 大学院修士課程

入学金 0円 0円 0円

授業料 694 ,000円 694 ,000円 672 ,000円

教育充実費 68 ,000円 51 ,000円 51 ,000円

施設費 195 ,000円 195 ,000円 195 ,000円

初年度納付金合計 957 ,000円 940 ,000円 918 ,000円

Tuition, Scholarship & Support

学費・奨学金・その他のサポート

■ 学費

■ 健康相談室 ■ 学生相談室

2015年度から入学金を廃止。初年度の経済的負担が軽減されました。

■ 寮生活に関する費用（年間）

独身寮 家族寮A（44㎡）
1S・2DK・B・T

家族寮B（39㎡）
2DK・B・T

家族寮C（37㎡）
1S・1DK・B

寮費 248 ,000円 588 ,000円 530 ,000円 490 ,000円

食費 294 ,000円 ー ー ー

寮室電気料金 10 ,000円 実費 実費 実費

寮費合計 552 ,000円 588 ,000円 530 ,000円 490 ,000円

S:スタディルーム、DK:ダイニングキッチン、B:バス、T:トイレ

※ 寮費を民間教育ローン等で支払うことも可能です。詳しくは学生課までお問い合わせください。
※ 家族寮には別途、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（預り金）として20 , 000円を預けていただきます。（退寮時に返金）

TCUでの学び・生活・経験を豊かなものにす
るために不可欠なのは健康管理です。健康相
談室にはファーストエイドのキット、寮主事
室と学生課には薬を常備しています。また定
期的に健康相談日が設けられて、校医が学生
の相談に乗ります。近隣には医療機関が充実
していて、緊急時にも安心です。

TCUの学園生活はユニークです。そ
のユニークさから受ける恩恵も多いで
しょうが、大変なこと・辛いことももち
ろんあるでしょう。そんな時学生の皆さ
んがしばし立ち止まり、一息つける場と
機会を学生相談室では提供します。

学生生活を支えるための充実したサポート

TCUは入学金を廃止し経済的負担を低く設定しています。また、給付型の奨学金を多く設けており手厚いサポートを行っています。
さらに、寮生活を過ごす上で大事な心身の健康を支援する体制は、とてもきめ細かです。

その他のサポート

充実したキャンパスライフを送るための基本となる学生一人一人の心身の健康の充実のために、さまざまなサポートを用意してい
ます。それぞれにスタッフが親切に対応していますので、早めに相談して利用してください。
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■ 学外奨学金

奨学金の種類 支給形態 貸付額・備考

上田メソッド奨学金 給付 教会教職課程（学部・大学院）の学生対象。　年額50万円上限

日本学生支援機構奨学金
（神学部）

一種 貸与（無利子） 月額30,000円 または 64,000円（自宅外）

二種 貸与（有利子） 月額30,000～120,000円　
入学時特別増額貸与10万～50万円

日本学生支援機構奨学金
（大学院）

一種 貸与（無利子） 月50,000円 または 88,000円

二種 貸与（有利子） 月50,000～150,000円　
入学時特別増額貸与10万～50万円

各都道府県社会福祉協議会  生活福祉資金貸付制度
（教育支援資金） 貸与（有利子） 低所得世帯対象。月額65,000円 就学支度費50万円以内

介護福祉士等修学資金貸付制度
※実施していない都道府県もあるので該当する社
会福祉協議会に必ず確認してください。

貸与（有利子）

入学準備金20万円 月額5万円 就職準備金20万円 卒業後1年以内（国家試験に不
合格になった場合は3年以内）に、貸し付けを受けた都道府県内において、介護ま
たは相談援助の業務に就き、以後5年間従事した場合、返還免除。
住所のある都道府県かTCUの所在する千葉県の社会福祉協議会に申請。

詳しくは各団体等にお問い合わせください。

■ 学内奨学金

奨学金の種類 金額（ 年額 ） 人数 備考

［神学部］

本学給付奨学金 300,000円
150,000円

5名
10名 2年生以上（新入生除く）

優秀学生奨学金 授業料全額 1名 成績が優秀で、課外活動など特に活躍が認められた者

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およびその前身校の同窓生家族

キリスト教福祉学専攻特別奨学金 最大450,000円 最大5名 将来のキリスト教福祉のリーダーを目指す者

教会教職課程奨学金(初年度) 最大200,000円 該当者 入試成績が優秀で経済的必要のある者。対象は3年次編入生

教会教職課程奨学金（4年次） 最大300,000円 該当者 次年度に専攻科（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

［留学生］

外国人留学生奨学金 最大360,000円 若干名 学業人格ともに秀でている留学生で経済的必要のある者

アジア神学コース奨学金 学納金全額 若干名 学業人格ともに秀でているアジア神学コースの学生で、経済的援助が不可欠な者

［大学院］

教会教職課程奨学金（大学院） 1年次 最大40万円
2年次 最大50万円 該当者 成績が優秀で経済的必要のある者

大学院博士課程奨学金 最大学納金全額 最大2名 博士後期課程の学生で経済的必要のある者

詳しくは本学事務局入試担当までお問い合わせください。TEL 0476 - 46 - 1131

充実した学内奨学金。さらに学外奨学金も利用すれば無理なく学べます !

TCUでは、さまざまな学内奨学金を提供しています。
また、就学を経済的に支援する学外の制度も紹介しております。入学前から申し込みできるものもありますので、ご相談ください。
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入学の条件 ▶
◎ 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。
◎ 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。
◎ 本学の建学の精神と信仰基準に同意する者。
 ※本学が考える「献身」とは、牧師等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。

AO入試 ▶ 課題提出（英語、小論文）と面接

● 第1回　出願期間：8月1日（月）～8月8日（月）必着　　　　試験期日：9月3日（土）　　   合格発表：9月8日（木）　　 手続締切：9月23日（金）必着
● 第2回　出願期間：10月5日（水）～10月19日（水）必着　　試験期日: 11月24日（木）　 合格発表：12月1日（木）　  手続締切：12月15日（木）必着

秋季入試〔帰国学生特別選抜・夏期卒業者特別選抜〕 ▶ 筆記試験（小論文）と面接

出願期間：6月1日（水）～6月10日（金）必着　　試験期日：6月29日（水）　　合格発表：7月5日（火）　　手続締切：7月22日（金）必着

ACTS-ES入試、教会音楽専攻科入試、大学院入試については本学ウェブサイト、学生募集要項をご覧ください。

一般入試 ▶ 筆記試験（聖書、小論文、英語）と面接

◎ 第Ⅰ期
出願期間：1月6日（金）～1月16日（月）必着
試験期日：2月4日（土）
合格発表：2月9日（木）
手続締切：2月27日（月）必着

◎ 第Ⅱ期
出願期間：2月20日（月）～3月2日（木）必着　※窓口提出については、3月10日（金）12:00まで受け付ける。
試験期日：3月13日（月）
合格発表：3月15日（水）
手続締切：3月23日（木）必着

学内では、さまざまなセミナー、ワークショップ、公開講座を行っています。随時ホームページで公開しています。諸セミナー・公開講座 ▶

科目等履修・聴講 ▶

キリスト者で高等学校卒業あるいはそれと同等以上の資格を持ち、大学に合格する学力を有する者。あるいは、本学が特別に許可する者。 
留学生の方はN2程度の日本語能力を有し、正規の在留資格がある者。

出願資格

履修証明プログラム ▶

以下3コースを
開講しています

「神学基礎コース:ステージ 1」「神学基礎コース:ステージ2」「キリスト教教育指導者養成」「教会リーダー訓練」「宣教師訓練」「福祉従事者訓練」など、分野ごとのコースを開設します。
「フルタイムでは学べないが神学を体系的に学びたい」「何から始めてよいかわからない」などの声にお答えし学びを分かりやすいパックにしました。受講後に証明書を発行します。

詳細は、ホームページにて順次公開中

Entrance Examination

入試情報等
2017年度入試日程

科目等履修・聴講

TCUには、学び方がたくさんあります ! 
生活の空いた時間に、聖書、神学、キリスト教の歴史、それにキリスト教世界観に裏打ちされた教養科目をご一緒に学びませんか。

推薦入試 ▶ 評定平均3.5以上※と面接

出願期間：11月1日（火）～11月10日（木）必着　　試験期日：11月24日（木）　　合格発表：12月1日（木）　　手続締切：12月15日（木）必着

 ※指定校推薦入試は評定平均3 .0以上

入試の内容等は変更する場合がありますので、『2017年度（平成29年度）学生募集要項』で必ずご確認ください。
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◎ 神学基礎コース:ステージ1
神学入門
旧約聖書概論I
実践神学概論
キリスト教世界観I
キリスト教世界観II

新約聖書概論I
キリスト教哲学
キリスト教史I

以上から6科目を選択

◎ 神学基礎コース:ステージ2
旧約聖書概論II
新約聖書概論II
キリスト教史II
組織神学I
組織神学II

日本キリスト教史
東洋思想
科学と宗教
宣教学
以上から6科目を選択

◎ 教会音楽基礎コース
音楽概論
クワイアレッスン
(声楽・ピアノ・オルガン・オルガンのギター) 
教会音楽概論
礼拝学 左記に学内音楽公開講座等を加える
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●JR上野駅から
JR山手線日暮里駅乗換、京成線京成高砂駅で乗換、北総線
「印旛日本医大」行（「印西牧の原」「成田空港」行きも可）、約60分。
※京成線「千葉中央駅」は別方向です。京成高砂駅で北総線
「印旛日本医大」行に乗換えてください。
※「成田空港」行きの電車には「北総線経由」と「京成線経由」 
があります。必ず「北総線経由」にお乗りください。
また、「アクセス特急」は止まりますが、「スカイライナー」
「シティライナー」は止まりませんのでご注意ください。
●東京駅から
JR山手線秋葉原駅乗換、JR総武線浅草橋駅乗換、
都営浅草線直通・北総線「印旛日本医大」行、約60分。
●羽田空港から
京浜急行直通・北総線「印旛日本医大」行、約90分。
■北総線千葉ニュータウン中央駅下車
高花行バスに乗り、「電話局」下車、徒歩7分。
または、駅から徒歩25分。

東京基督教大学

泉岳寺

西日暮里

新橋

御茶ノ水

東松戸

新御茶ノ水

京成高砂
押上

浅草橋

北千住

秋葉原

上野

松戸

八柱

神田

青砥

東日本橋

品川

東京

日暮里

新津田沼

津田沼

新
鎌
ヶ
谷

新八柱

新松戸

船橋

柏

新鎌ヶ谷

西船橋

千葉ニュータウン
中央駅

印西
牧の原

印旛
日本医大

京成津田沼

都営浅草線 新京成線
ＪＲ総武線 北総線
ＪＲ山手線 京浜急行線 京成本線

京成千葉線

Access Information

オープンキャンパス2016

つながる、聖書・世界・私。
大学の雰囲気をよく知っていただくために、定期的にオープンキャンパスを実施しています。 
寮の中にも入ることができます。ぜひ実際にキャンパスに足を運んでみてください。

日程 ▶

オープンキャンパスの流れ ▶

参加者には交通費・宿泊費の補助をいたします
定期的に教会へ通っている方で、当日の全プログラムに参加された方に交通費の一部を補助します。
宿泊の必要な方には学内及び大学近郊のホテルを無料で準備します。宿泊5日前までに申し込みください。満室の場合は宿泊できない場合があります。
付き添いの方、保護者の方には交通費・宿泊費の補助はありません。

1日体験入学
TCUでは1日体験入学を土日祝日を除く毎日実施しています。オープンキャンパスに来られない方など、ぜひTCUを体験しに来てください。
詳しくは下記までお問い合せください。

❶ Webから申し込む　http://www.tci.ac.jp
❷ 電話・FAX・E-mailで申し込む　TEL.0476-46-1131　FAX.0476-46-1405　E-mail：nyushika@tci.ac.jp

オープンキャンパスの参加・募集要項・入学願書の申込方法  ▶

9:30~ 11:00~10:30~10:00~ 12:10~ 14:40~ 15:10~13:00~

受付開始 模擬授業
在学生による
大学紹介

学長あいさつ・
学部学科説明 昼食

学納金/奨学金、
入試ガイダンス 個別面談 キャンパスツアー

●●●● ● ● ●●

3
26

〔土〕

5
13

〔金〕

5
14

〔土〕

6
11

〔土〕

7
16

〔土〕

8
20

〔土〕

10
10

〔月・祝〕

11
5

〔土〕

1
21

〔土〕

シオン祭 （学園祭）寮一泊型

2017年

5月14日（土）だけでもOK
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東京基督教大学
Tokyo Christian University

学校法人 東京キリスト教学園 東京基督教大学

〒270 - 1347 千葉県印西市内野3 - 301 - 5 TEL：0476 - 46 - 1131 FAX：0476 - 46 - 1405

E-mail tcu@tci.ac.jp   URL http://www.tci.ac.jp

　  https://www.facebook.com/TokyoChristianUniversity　　　 @TCU_ jp
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