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国 際キリスト教
福 祉 学 科

International Christian Studies and 
Social Work Department

Major in International Christian Studies

［ 国 際キリスト教 学 専 攻 ］

Major in Social Work

［ キリスト教 福 祉 学 専 攻 ］
介護 福祉士をめざ 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

◎ 介護福祉士とは？

◎ 人間を理解する

◎ 福祉と聖書が学べる

◎ 教会に仕えるために

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

◎実践をめざ す語 学

◎異文化理解

◎福音主義神学の基礎

◎国際関係

学科長からのメッセージ

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。

専攻紹介

国際キリスト教
福祉学科長  

中澤 秀一
Hidekazu Nakazawa

大学で学ぶ目的は、幅広い教養を修得することにあります。それは、正解のないものを追求す

る力であり、社会で必要とされている力です。本学科は異文化や語学、対人支援等、幅広い

範囲にわたりキリスト教世界観に基づくリベラルアーツ（教養）教育を提供しています。この

学びを通して、国内外における真のリーダーとしての素養を身につけてほしいと考えています。

正解のないものを追求しよう
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石川 歩 国際キリスト教学専攻 3 年
大韓イエス教長老会 千葉ベテルキリスト教会

Ayumi Ishikawa

国際キリスト教学の学びは、自分の成長を促してくれます。聖書を土台

とし、神学や国際キリスト教学、福祉学などTCUの幅広い学びに、将

来、世の破れ口に立つキリスト者としてどのように生きていくべきなの

かを強く問われ教えられています。それは、教室での学びだけでなく、

寮生活や教会生活の中でも反映され、学びが学びを生み、キリスト者と

しての成長の機会を与えられています。私は、国際キリスト教学を学ぶ

中で、自分が置かれた環境にどれだけ従順になれるのかを問われまし

た。人に、言語に、環境に、文化に、何よりも神に従順になれていない自

分の弱さを知ると同時に、そのような自分をも愛してくださる神の憐れ

み深さを知ることができました。神を知り、自分を知り、隣人を知ると

いう３つのサイクルは、異文化理解と愛の実践、ミニストリーにおいて

も欠かせないものなのではないでしょうか。知ることの機会は、私たち

の身の回りにたくさん与えられています。その与えられた機会を、どの

ように挑み実践していくのか、聖書を土台とした国際キリスト教学の学

びをはじめ、この学び豊かなTCUで探求していきたいと願っています。

この世界でどのように生きていくべきかを

問われる学び

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 カ月

滞在し、生きた英語と文化に触れます。韓国語なども学べます。

実践をめざす語学
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

カ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
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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。

国際 キリスト教福祉学 科

Major in International Christian Studies

学びのポイント

専攻長からのメッセージ　

国際キリスト教学
専攻長  

岩田 三枝子
Mieko Iwata
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国 際 キリスト
教学 専攻

国際キリスト教学専攻では、語学の学びに加え、異文化理解や国際関係に関する知識

を学び、キリスト者として世界における課題を分析、考察する力を身につけることを

めざしています。その上で、グローバル化する国内外において、異なる価値観を持つ多

様な人々の間でキリスト者として共に生きる力を身につけてほしいと願っています。

キリスト者として共に生きる力を
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・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・教会音楽）

T
O
E
I
C

海外語学研修

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

※3年次または4 年次の秋学期に留学できます。

バイオラ大学
（4カ月）

ダブルディグリープログラム（最短 5 年間）
バイオラ大学

（2年）TCU TCU

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

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。また、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。

海外語学研修
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実践的な英語力を身につけることを目標に、秋学期に 3 カ月、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、異文化を肌で感じることのできるプログラムです。
※プログラム内容は変更する場合があります。

英語教育プログラム ▶
◆   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生以外にもさまざまな国から学生が集まり、一
緒に英語を勉強します。

ホームステイ ▶
◆   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 ▶
◆   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。

ボランティア・プログラム ▶
◆   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、アジア各国で約
1カ月の実習を行うほか、語学研修を中心とした韓国での約3カ月間の実習も実施しています。

【
過
去
の
実
習
先
】

フィリピン（ビコール地域、サマール地域）
夏期1カ月

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カ月

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カ月

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

※プログラム内容は変更する場合があります。

国際キリスト教学専攻カリキュラム
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神学コア科目

旧約聖書概論Ⅱ／旧約聖書研究Ⅰ（五書）／新約聖書概論Ⅱ／新約聖書
研究Ⅰ（福音書）／キリスト教哲学／キリスト教史Ⅰ／実践神学概論／
組織神学Ⅰ（総論・啓示論）

国際キリスト教福祉学コア科目

国際キリスト教学入門／キリスト教公共福祉学入門／異文化理解入門
／国際関係論／キリスト教と開発／社会の理解Ⅰ・Ⅱ／公共哲学と福祉

異文化理解

日本宗教論／宣教学／地域文化論Ⅰ（日本）／地域文化論Ⅱ（韓国）／地
域文化論Ⅲ（中国）／地域文化論Ⅳ（北米）／地域文化論Ⅴ（イスラム圏）
／地域文化論Ⅵ（東南アジア）／地域文化論特講

国際関係

東アジア概説／東南アジア概説／国際社会と日本／近代国際関係史

実習・演習・研究

異文化実習／地域研究入門／国際キリスト教学演習／卒業研究

専門語学

Total EnglishⅡ／異文化コミュニケーション／海外語学研修／英米文
学Ⅰ・Ⅱ／多読・TOEICⅠ-Ⅲ／多読･Listening／多読・Speaking／多
読･Writing／多読･Presentation／韓国語Ⅰ・Ⅱ／中級韓国語Ⅰ・Ⅱ／
日本語教育／英語通訳法

専門科目名一覧
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田中 蕗乃 キリスト教福祉学専攻 2 年
日本バプテスト連盟 青梅あけぼのキリスト教会

Fukino Tanaka

私は高校生の時に福祉に興味を持ち、TCUに入学しキリスト教福祉学

専攻で学んでいます。TCUでの福祉の学びは自分自身をよく知ること

ができ、想像以上に深いものです。今でもたまに、様々な分野がある中

でなぜ私はこの「福祉」を選んだのか不思議に思うことはありますが、

それでも今改めてキリスト教福祉学専攻で学ぶことができて良かった

と思えます。授業では、神様に造られた私たちのこのからだが、いかに

巧妙な芸術品であるか、こころとからだ、精神、これらすべての中心と

なる霊の部分の相互関係、キリスト教福祉ならではの、御言葉が基盤と

なる福祉の捉え方など、知っていたようで曖昧だったものや新たな知

識を、医学的・神学的に一つ一つ見て身近に感じることができ、とても

興味深いです。２年次での介護実習は私にとって人生初の介護実習で、

正直に言うと自分の未熟さを痛感させられた経験で辛いこともありま

したが、それ以上に得たものは大きく、貴重なものとなりました。なに

より少人数での学びですので、先生との距離も近く、内容の濃いディス

カッションができることがとても魅力的だと感じています。

こころ、からだ、精神、

すべての中心である霊。

福祉の学びは想像以上に深い学びです。

介護福祉士は、介護を必要とする方々の生活を支援し、支えるための知

識と技術をもつ介護専門の国家資格です。また、近年は、医師や看護師

との連携など介護福祉士の重要性はますます高まっています。

介護福祉士受験資格
キリスト教世界観に立った介護福祉士をめざし、介護の科目に加えて、

神学や聖書の学びもあります。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

介護をするうえで最も重要な基礎は、人間の尊厳を理解することです。

目の前の人を神様が造られた尊い存在とし、その人の根底にキリストの

姿を見て仕えるケアワーカーをめざします。

人間を理解する
地域の課題は教会の課題でもあります。教会が地域の痛みに、地域や行

政とともに取り組む教会も増えてきています。地域と教会をつなぎ、地

域の人々をケアできる人をめざします。

教会に仕えるために
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「あなたも行って、同じようにしなさい。」 ルカの福音書 10 章37 節

隣人の痛みを知り、とも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、聖書の善きサマリヤ人のように、目の前の人を介抱し、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、ともに歩めるようになることです。

国際 キリスト教福祉学 科

Major in Social Work

学びのポイント

専攻長からのメッセージ

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
福 祉学 専攻

地域社会の力が衰退した日本では、人と人がつながる仕組みをデザインすることが必

要になります。これは教会にも求められる働きですが、それには「聖書」「介護」「地域」

をつなぐ人が必要です。本専攻で学び、介護の知識や技術の習得のみならず、教会教

職者をはじめ多様な進路に進む仲間とともに未来の地域と教会を考えてみませんか？

「 聖書 」「 介護 」「 地域 」をつなぐ人に



めざせる資格

学内で、施設で、実践的に学ぶ

キリスト教福祉学専攻カリキュラム
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神 学コア科目

新約聖書概論Ⅱ／新約聖書研究Ⅰ（福音書）／旧約聖書概論Ⅱ／旧約聖
書研究Ⅰ（五書）／キリスト教哲学／キリスト教史Ⅰ／実践神学概論／
／組織神学Ⅰ（総論・啓示論）

国際キリスト教福祉学コア科目

国際キリスト教学入門／キリスト教公共福祉学入門／異文化理解入門
／国際関係論／キリスト教と開発／社会の理解Ⅰ・Ⅱ／公共哲学と福祉

人間と社会

人間の尊厳と自立／人間関係とコミュニケーション／公共政策と福祉
／企業・組織体と福祉／スピリチュアルケアと看護

こころとからだのしくみ

人間の発達と老化Ⅰ・Ⅱ／認知症の理解Ⅰ・Ⅱ／障がいの理解Ⅰ・Ⅱ／
こころとからだのしくみⅠ-Ⅳ

医 療 的 ケア、演 習・研 究

医療的ケアⅠ-Ⅲ／キリスト教福祉学演習／卒業研究

介 護

介護福祉概論Ⅰ・Ⅱ／介護サービス論／家政学概論／家政学実習／レク
リエーション援助法／コミュニケーション技術Ⅰ・Ⅱ／生活支援技術Ⅰ

（生活支援）／生活支援技術Ⅱ（介助の基本）／生活支援技術Ⅲ（障害に
応じた介護）／生活支援技術Ⅳ（住居・福祉用具）／生活支援技術Ⅴ（身
支度）／生活支援技術Ⅵ（高齢者・障がい者の介護）／生活支援技術Ⅶ（障
がいと介護）／生活支援技術Ⅷ（障がい者への生活支援）／生活支援技
術Ⅸ（手話・点字）／生活支援技術Ⅹ（終末期ケア）／介護過程Ⅰ（個別
援助技術・集団援助技術・地域援助技術の基礎）／介護過程Ⅱ（アセス
メント）／介護過程Ⅲ（事例研究）／介護過程Ⅳ（個人での介護計画の考
え方）／介護過程Ⅴ（チーム連携による介護計画の考え方）／介護総合
演習Ⅰ〜Ⅳ（実習への備え）／介護実習Ⅰ・Ⅱ

専門科目名一覧

介護福祉士国家資格 社会福祉主事任用資格 保育士資格も取りやすく

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、福祉事務所職員
として働く際に必要な資格（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。

介護福祉士資格を持っている人は保育
士試験9科目中の3科目が免除されます。
また、TCUキリスト教福祉学専攻を卒
業後、保育士資格を取る学校に入学し
た場合は、5科目の履修が免除されます。
両方の資格を持っていれば、子育て支
援から介護まで幅広い分野で活躍でき
るでしょう。

《 介護技術・演習 》　施設実習の前に基本を押さえる

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。

介護実習は戸惑いもありましたが、利用者の方々と触れ合う中で、心で繋がれる

ことを実体験しました。会話中に、利用者さんが時折見せる笑顔。そのような時は、

安心してくださっていると感じましたし、私たちが寄り添うことの大切さを知る

ことができました。この喜びを忘れずにこれからも学んでいきたいと思います。

また、介護の仕事の喜びを多くの方に知ってもらいたいです。

大野 末紗
Misa Ono

キリスト教福祉学専攻 2 年
聖書キリスト教会グレイスホーム

《 実習 》　施設実習で実践能力を培う

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、寮生活など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。

履
修
科
目

実
習

冬秋春冬秋春冬秋春冬秋春

介護実習

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

・Total English

（コアカリキュラム・
教養教育・教会音楽）

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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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？

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卒業生が多く働い

ているキリスト教主義

の福祉施設です。

本学の非常勤教員で牧

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

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

で す。

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。

社会福祉法人清明会
はなみずき

キ
リ
ス
ト
教
福
祉
学
専
攻

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の学生、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。

神学部の中のキリスト教福祉学専攻の学び

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。

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

を行います。

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

レなどの設備があります。

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。
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施設・設備

提携実習施設

ケアチャーチプロジェクト

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 種類の浴槽があ

ります。

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、ミシンなどを整備しています。

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。



神学部在学中に副専攻 神学部 科目等履修生として

ガルニエ・オルガン ポジティフオルガン 練習室

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、練習用のオ

ルガン（ケーベルレ）を備えています。

実技担当教員 施設・設備

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） 武 義和 （作曲）

カリキュラム

教会音楽特殊研究（礼拝音楽、伴奏法、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、作・編曲法、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（専攻・副科）、
クワイア、実践音楽実習、インターン、修了演奏・研究

《神学部科目（神学部以外の大卒者対象）》

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、礼拝学

Senior Course and Youth Ministry Minor
シニアコース＆ユースミニストリー副専攻

神学科・シニアコース【 カリキュラム】

授業科目 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。

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。

シニアコース

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。

ユースミニストリー副専攻

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

4 年制大学既卒者を対象とした 1 年制のプログラムです。神に受け入れられる音楽奉仕者を輩出することをめざします。具体的

には、教会音楽の専門的かつ実践的な学びを提供します。そして、教会における礼拝と宣教の働きに奉仕する人を育成します。

専攻と副科

オルガン、ピアノ、声楽、作曲、教会音楽論から専攻を選びます。専攻によっ

て副科の組み合わせが決まります。

学部：教会音楽副専攻

TCU在学中に、教会音楽について体系的
に学び、教会での音楽奉仕の基礎を身に
つけることができます。講義科目に加え
器楽レッスン※等の実技や音楽理論科目
も履修します。学部卒業後、教会音楽専攻
科で継続的な学びをすることもできます。

教会音楽基礎コース

学部の聴講・科目等履修制度を利用して
教会音楽の基礎を体系的に学ぶことが
できる「履修証明プログラム」です。コー
スとしてまとめられた科目群を受講さ
れた方には履修証明書を発行します。

※器楽レッスン：オルガン（ 宇内千晴 ）、ピアノ（ 内藤真奈 ）、声楽（ 稲垣俊也 ）、ギター（ 岩渕まこと ）
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教会音楽専攻科
Post graduate Cer t if icate Course in Church Music



学生部長／大学院神学研究科委員長

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

　

森田 哲也 准教授

【 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

　

加藤 喜之 准教授

【 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

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

学長

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

　

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

神学科長

菊池 実 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

　

デイビッド・クック 講師

【 教会 】日本同盟基督教団 沼南キリスト教会
【 主な学歴 】バイオラ大学、アズサパシフィッ
ク 大 学（M.A. in TESOL ）、フ ラ ー 神 学 校

（M.A. Intercultural Studies ）
【 専門分野 】英語、異文化コミュニケーション

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

　

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

国際キリスト教学専攻長／家族寮主事

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

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

　

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 ）

　

レベッカ・バビリエ 講師

【 教会 】日本福音自由教会協議会 武蔵野福音
自由教会

【 主な学歴 】東京基督教大学神学部神学科、
ホイートン大学（M.A. ）

【 専門分野 】神学、TESOL、異文化理解

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

図書館長

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

　

菅野 綾 講師

【 教会】日本福音キリスト教会連合 湘南ライフ
タウンキリスト教会

【 主な学歴 】東京基督教短期大学神学科、茨
城県立岩瀬高等学校専攻科 ( 看護 )

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

【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

 

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

男子寮主事

篠原 基章 准教授

【 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

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

　

徐 有珍 助教

【 教会 】単立 キリスト品川教会
【 主な学歴 】東京基督教大学神学部神学科、
同大学院修士課程（M.A. ）、同大学院博士課
程（Ph.D. ）

【 専門分野 】宗教教育学、宗教心理学、ナラ
ティブ・ペダゴジー、グラウンデッドセオ
リーを用いた質的研究

　

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）、プリンストン神学大学院 Ph.D.（キ
リスト教史）

【専門分野】歴史神学、キリスト教史

Faculty
教員紹介

五十音順
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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を必要

としている教会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。
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。

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 ）
SPI 2 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

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・OG

やクリスチャンをお招きして、「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。

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 ）

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　他

一般企業

株式会社インテリジェンス

日本郵政グループ 日本郵便株式会社

株式会社ファーストリテイリング

大和冷機工業株式会社

株式会社創世（ 創世グループ ）　他

進路状況▶

内定者メッセージ

大学院・神学校
等への進学

7 . 1％

教会への赴任
21 . 4％

国際
キリスト教学

専攻
（2014 - 2016 年度）

就職
42 . 9％
就職
42 . 9％

その他（ 進学準備等 ）
28 . 6％

キリスト教
福祉学専攻

（2014 - 2016 年度）

その他（ 進学準備等 ）
8 . 3％

就職
91 . 7％

神学科
（2014 - 2016 年度）

教会への赴任
11 . 5％

大学院・神学校
等への進学
43 . 6％

就職
28 . 2％

その他（ 進学準備等 ）
16 . 7％

TCU では、人に仕えることを学びました。また、他人を理解するように努力すること、相手と同じ目線に立って人と関わるこ

との大切さを学びました。それらの学んだことを生かして、お客様と同じ目線に立って、相手を理解することができるように努

めていきたいと思います。TCU はさまざまな国籍や年代の方が集まっているため、幅広い人間関係を構築できます。その中で、

人との関わり方を学ぶことができたことは、私にとって大きな宝です。卒業後、まずは郵便局の窓口で働く予定です。どこの地

域に配属されるかは未定ですが、多くの人と関われることが一番のやりがいだと思っています。多くの人と関わり、その人たち

のニーズに応えていくことができるように努めていきたいです。TCU で学んだ一人のキリスト者として、神に仕え、人に仕え

ることを実践できるように心がけていきたいと願っています。

吉橋 雄介  神学科 4 年 単立 聖心教会
内定先：日本 郵政グループ 日本郵 便株式会社

Career Guidance and Support
TCUのキャリアサポート
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高校生（ とその世代 ）を直接の伝道対象とした超教派伝道団体で働いています。

私たちの団体は、日本にいるすべての高校生に福音を伝えることを使命としてい

ます。そのために、平日の夕方（ 放課後 ）に毎週決まった時間・場所でさまざまな

地域で定期集会と呼ばれる集会、キャンプや伝道集会などを行っています。最近

では SNS なども伝道の媒体として試行錯誤しながら活用しています。TCU では

ユースミニストリー副専攻で学び、特に「 思春期の文化と伝道 」という授業から、

彼らに寄り添うこと、話を聞くこと、否定しないことなど、ユースミニストリー

をする上で大切なことを学びました。高校生と関わっていると、それぞれに深刻

な悩みを抱えていることが少なくありません。何とかしてあげたいという思いか

ら「 教えなきゃ！伝えなきゃ！」と気負うこともありますが、その思いをぐっと

こらえ、話を聞くこと、正論を言うのではなくとりなし寄り添うことの重要さを

日々感じています。私自身、高校時代に話を親身に聞いてくれた人がいたことが

大きな励みになったことを思います。47 都道府県に働きを広げ、福音を必要とし

ている多くの高校生にさらに福音が届くことを願っています。彼らがキリストを

主として歩む日を夢見つつ、そのために何を成すべきか現実的に考え、祈りつつ

主に従いこれからも進んでいきたいです。

板橋区にある教会で、生まれたての赤ちゃんから高齢の方々まで人生のさまざま

なステージにある方々とともに礼拝をささげ、祈り、みことばを分かち合う日々

を過ごしています。自らの病や愛する人の死、家族関係の問題や職場での困難な

ど、ただただ言葉を失うしかない現実の中にいる人たちに寄り添うことも多いで

すが、その中にあっても確かに一人一人を愛し、生かしてくださる神様の御業を

一番近くで見させていただく幸いを感じています。TCU を卒業した時の実感は、

正直まだまだ学ぶべきことはたくさんあるということでした。4 年間の学びは、

伝道・牧会の働きに直結するものであるとともに、聖書を読み、神を知ること、人

に寄り添うこと、教会を建て上げること、社会の中で福音を表していくことのす

べてに、深く豊かな広がりがあることを垣間見させてくれるものでした。先生た

ち一人一人との出会いや受けた授業の一つ一つが、そのような福音に生きること

の深みと広がりを感じるものでした。しかし、そこでただ呆然とさせられるので

はなく、その深みと広がりをどのように学び続けていけば良いのかという手がか

りと方法を教えられるものでもありました。伝道者・牧会者としての土台を築い

ていただいた 4 年間でした。今後も、学びを深めながら、神様が遣わしてくださっ

た地で、教会と地域を愛し、仕えていきたいと思っています。

現在は、教会に併設している住宅型有料老人ホームで施設長をしています。介護

業務に加え、勤務表の作成、施設管理などを行っています。入居者さんと関わり

ながら、日々自分の弱さを痛感しています。ＴＣＵでは「 人間観 」を学ぶことがで

きました。すべての人は高価で尊く、神様に愛されている存在であるということ、

また自分は本当に愛のない存在であることを教えられました。自分に力があるか

ら、愛があるから、高価なのではなく、神様に愛し造られたからこそ、価値がある

のだと学びました。私が日々関わっている入居者さんは「 弱さ 」を抱えています。

老いや障がいによって、自分の存在意義が揺らいでいる方がいます。しかしその

ような方にこそ神様は共におられ、愛しておられるのだと思います。そのような

方々との関わりを通して神様の愛を学んでいますし、関わりを通して愛を伝えた

いと思っています。私の勤めている会社の法人名は「 あい愛 」と言います。聖書の

「 わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい 」と

いうみことばからきています。入居者さんだけでなく、職員さん一人一人も愛し、

施設全体が神様の愛によって、愛し、愛される所になっていけるようにと願って

います。そのためには自分自身の弱さを認め、神様に生かされ、他者に助けられ

ていることを日々自覚し、感謝を伝えていきたいです。

太平洋放送協会（PBA ）はラジオ番組「 世の光 」・テレビ番組「 ライフ・ライン 」と

いった福音番組を制作している伝道団体です。TCU 卒業後３年間一般の企業に

勤務した後に PBA でフルタイムスタッフとして働いています。PBA では総務の

働きをしています。電話や来訪される方の応対、郵便物や備品の管理、スタッフ

の勤務状況や在庫の管理、時には脚立に上って電球を替えたり、外部の業者さん

とのやり取りなど、必要に応じてさまざまなことに対応しています。伝道団体と

いうと外に向かって福音を伝えるというイメージが先行しがちですが、目立たな

い裏方のような働きでさえも、福音を宣べ伝える主の業に関わらせていただいて

いることを感じます。お電話くださる方の番組への感想や証などを直接お聞きす

ることができるのも大きな喜びです。TCU では沢山の出会いがありました。さま

ざまなカルチャーショックやクリスチャンしかいないはずの環境でなぜ、と思う

ようなこともありましたが、その一つ一つが訓練であり、自分の価値観に頼るこ

との危うさを知りました。一人一人育った環境も賜物も全く違うけれど、同じ神

様を賛美し祈ることができる喜びや力強さを教えられた TCU での４年間でした。

これからも与えられたこの場所で、主の業が行われていく様を身近に見つつ、喜

びながら歩んでいきたいです。

浜岡 みのり （ 神学科 神学専攻 2016年卒業）
Minori Hamaoka

中谷 献一 （ 大学院神学研究科 教会教職者コース 2016 年修了）
Kenich i Nakaya

早見 潤一 （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）
Junichi Hayami

井上 弓子 （国際キリスト教福祉学科 国際キリスト教学専攻 2013年卒業）
Yumiko Inoue

ユースと関わる上で
大切なこと

福音の深みと広がりを
感じる学び

主の愛で
愛し愛される施設をめざして

主の業に
関わらせていただく喜び

高校生聖書伝道協会（hi-b.a. ）スタッフ

日本同盟基督教団 徳丸町キリスト教会 伝 道師

NPO 法人 あい愛の郷 施設長

財団法人 太平洋放送協会 総務部

Message from Graduates
卒業 生 からのメッセージ
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● 入学式
● 新入生オリエンテーション
● 春学期授業開始

April

4

● シオン祭
● 世界宣教講座

October

10

Annual 
      Events
年間行事Campus Life

● スプリングリトリート
● 公開講座「パイプオルガン

さんこんにちは」
May

5

● 創立記念日
● 秋学期授業終了
● 期末試験
● 秋期休暇November

11

● 祈祷日
● 春学期授業終了

June

6

● 冬学期授業開始
● クリスマスコンサート
● 冬期休暇

December

12

● 期末試験
● 夏期卒業礼拝
● 夏期休暇
● 夏期伝道
● 夏期教会音楽講習会July

7

● 成人祝福チャペル

January

1

● 夏期休暇
● 海外語学研修（〜11月）
● 異文化実習
● 海外派遣ワーカーAugust

8

● 祈祷日
● 卒業・修了記念コンサート

February

2

● 秋学期授業開始

September

9

● 冬学期授業終了
● 期末試験
● 春期卒業礼拝
● 春期休暇March

3

キャンパスライフ

Spring

Summer

Autumn

Winter
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Dormitory Life TCU の寮生活

神を愛し、人を愛せよ。 Let us love God and one another.
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。

TCUの寮は、学生主体の寮運営委員会が中心になって運営していますが、それをサポートするのが寮主事です。男子寮主事と女子寮主事は学内に住んでいます。学生の心身の

健康、大学との調整、寮運営に関することなど、寮が学生の成長を促す「教育寮」として十分に機能するようにサポートしています。

寮生活をサポートする寮主事

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。

風呂
共同の大浴場、シャワールームもあ
ります。広い湯船で、友だちとゆっく
り語り合うもよし、一人で入るもよ
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。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。
スーパーや医療機関も充実しています。

［1S・2DK・B・S］

44㎡

Aタイプ
［2DK・B・S］

39㎡

Bタイプ
［2DK・B・S］

37㎡

Cタイプ家族寮の
間取り

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。各部屋でインター
ネットが無料で利用できます。

シオン寮間取り
「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。

シオン寮
4 部 屋 で 一 つのユニット。24 名
入居可能です。

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。

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。

午前中は英語や聖書語学
（ギリシア語・ヘブライ語）
などの語学授業が多く、少
人数のクラスで学びます。

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、主のみことばに聞く礼
拝の時です。

食事は朝・昼・夕の三食と
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。

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。

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。

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。

6：30
早天祈祷会

11：20
チャペル

15：40
図書館

8：40
授業（ 語学系）

13：00
授業（ 専門科目）

11：50
昼食

19：00
寮での交わり

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。

Point  2  食堂Point  1  学生運営
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ます。

寮生活のポイント

TCUの 1日

伊東 実結
Miki Ito 
国際キリスト教福祉学科 国際キリスト教学専攻 1 年

「TCUには慣れましたか？」と誰かに尋ねられたら、「寮生活は3

日で慣れました」と必ず答えます。もちろん寮の規則やルームメ

イトとの暮らしに順応するには、少し時間が掛かりました。しか

し、新生活に対する不安は、寮のみんなとの関わりの中で日々薄

れていき、ここで4年間暮らすんだということを受け入れること

に、長い時間は必要ありませんでした。ジンバブエ出身のルーム

メイトLaurenとは基本的に英語で会話をしています。英語が通

じない場面や、5歳も離れているのでライフスタイルの違いも沢

山ありましたが、いつの間にかとても仲良くなっていました。今

では、お互いの違いを楽しむ日々を送っています。

留学生のルームメイトと
互いに違いを楽しんでいます

女子寮

斎藤 真都
Masato Saito 
神学科 教会教職専攻 4 年

「起床、洗濯、掃除、宿題、食事、歯磨き、入浴、就寝」などで構

成される「生きること」。リズム良く維持することは意外に難し

い、と痛感させられました。私はそんな最中、寮運営委員会の寮

長に任命され、寮を運営する側に立たされました。自分も寮の運

営に関わることで、積極性や社交性が身についていきました。し

かし、自分の生活さえ治めきれずにいた私は、「神に頼ること」

を意識せざるを得なくなり、「神に支えられていること」を知り

ました。TCUの寮は自主寮であり、積極的に生きることや、人と

交わることを体験する場。何よりも、「神を体験的に学ぶ」場です。

神とともに、人とともに、
生きることを学ぶ 場

男子寮

篠原 基章

男子寮主事

辻中 保美

女子寮主事

岩田 三枝子

家族寮主事

ルームメイトの Lauren Thandeka Magaso（ 左 ）と

ルームメイトの金道均（ 右 ）と
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SUN MON TUE WED THU FRI SAT

朝

教会実習

早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会

バイト

1限 Total
English

Total
English

神学入門

Total
English

2限 勉強

昼休み
tcuに帰ってくる チャペル チャペル チャペル チャペル

3限
スポーツ キリスト教

福祉学入門 勉強 キャリア
教育

旧約聖書
概論Ⅱ

4限

5限
勉強 バイト キリスト教

世界観Ⅱ
バイト

クワイア
6限 実家に帰る

放課後 19：00～
韓国人祈祷会

18：40～
路傍伝道祈祷会

松原 日向子 Hinako Matsubara

神学科 1 年

My Favorite Thing
好きなことは、サッカーをすることです！体を動かすと心も体も
スッキリするので、日曜日など教会の子供たちと一緒にサッカーを
して遊んでます。

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

朝

教会実習

バイト 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会

1限
組織神学Ⅲ

2限

昼休み
チャペル チャペル チャペル チャペル わわわ直前

祈祷会わわわ祈祷会

3限
新約聖書
研究Ⅱ 礼拝学 旧約聖書

研究Ⅱ

わわわ
4限

5限
組織神学Ⅱ キリスト教

教育Ⅰ

バイト

6限

放課後 シオン祭委員
ミーティング

城倉 良馬 Ryoma Jokura

神学科神学専攻 3 年

My Favorite Thing
お友達の小俣知嘉君は、僕が勉強や委員会の仕事で忙しかった時、
いつもそばにいて助けてくれた大切な存在です。心を開いて話せる
仲間のありがたさを痛感します。

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

朝

教会実習

早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会

1限 Total
English

Total
English

Total
English

2限

昼休み
チャペル チャペル チャペル チャペル

3限
社会の理解

Ⅰ
東アジア

概説
新約聖書
概論Ⅱ

異文化
理解入門 組織神学Ⅰ

奉仕準備4限

5限 異文化コミュニ
ケーション

心理学Ⅰ
6限

放課後 祈祷会

満仲 歩歌 Honoka Manju

国際キリスト教学専攻 2 年

My Favorite Thing
私のお気に入りは部屋に貼った写真や手紙、ベッドランプです。大好
きな人たちや聖書の言葉から元気をもらっています。そしてこの暖か
い光のランプ、すごくお気に入りです！

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

朝

教会実習

早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会

1限
社会の理解

Ⅱ
2限

昼休み
チャペル チャペル チャペル チャペル 昼食

3限
こころとからだ

のしくみⅡ
介護福祉
概論Ⅱ

生活支援
技術Ⅱ

4限

5限
人間関係と

コミュニケーション 介護過程Ⅰ クワイアⅡ
教会実習6限

放課後 バイト 祈祷会 バイト

中村 実 Minoru Nakamura

キリスト教福祉学専攻 2 年

My Favorite Thing
昼休憩や夜などちょっとした空き時間を使って、自分の部屋で珈琲
を豆から挽いて珈琲を味わい、気分をリラックスしたりしていま
す。私にとってお気に入りの時間です。

My Favorite Thing
青空と自然、そして韓国料理が大好きです。勉強や日常につかれた
とき、息苦しさを覚えたとき、青空と自然に心癒され、韓国料理に
心満たされる。そんな日常です。

野寺 やすみ Yasumi Nodera

大学院 神学研究科神学専攻 1 年

Weekly Schedule TCUの一週間
多彩な国籍や年齢の学生たちがともに生活し、ともに学ぶ TCU
学生たちはどのような一週間を送 っているのでしょうか？

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

朝

教会実習

デボーション 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会

休日

1限
勉強

近現代の
プロテスタント

神学

説教演習Ⅰ 勉強
宗教教育学

2限 勉強 ヘブライ語
講読・釈義Ⅱ

昼休み
大学院チャペル チャペル チャペル チャペル チャペル

研究指導の準備

学園を出て
リフレッシュ

3限 教会教職
特別

セミナー
五書研究 聖書解釈学 研究指導

4限

5限

勉強

実践神学
演習Ⅰ

日本
キリスト

教史
勉強

6限

放課後 勉強 山口先生宅
祈祷会

ルームメート
たちとの祈り会

My Favorite Thing
土曜日の朝は食堂が無いので、お気に入りのパン屋さんに行って
います。どのパンも美味しくて至福の時を過ごしています。「 よし、
勉強頑張ろう！」と思える原動力になっています。

廣川 望 Nozomu Hirokawa

神学科教会教職専攻 3 年

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

朝

教会実習

早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 早天祈祷会 パン屋

1限 勉強
組織神学Ⅲ（キリ
スト論・救済論）

キリスト教
倫理

勉強
グループ

学習
2限 勉強 ヘブライ語Ⅱ ヘブライ語Ⅱ

昼休み
大学院チャペル チャペル チャペル チャペル チャペル

昼寝
準備 図書館

3限
スポーツⅡ 新約聖書

研究Ⅱ
キリスト教

史Ⅱ
旧約聖書
概論Ⅱ

4限 勉強

5限 トレーニング
神学演習

（教会教職）Ⅰ
キリスト教

哲学β 勉強
6限 勉強

放課後 バレーボール 祈祷会 勉強 勉強 奉仕準備
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　　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、茶室などがあります。共立
基督教研究所の事務室もあります。

　　シオン寮
4 部屋で一つのユニット。24 名入
居可能です。

11 13　　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 　　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。

　　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
パーなどのお店、教育施設、医療
施設が充実しています。

16 14

　　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“ X”と“ P ”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 食をと
もにします。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。

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。

ラーニングコモンズ

ラーニング
コミュニティルーム

シオン寮
ラウンジ

1611

1

4

3

2

5 6

10

9

158
7

12

14

13

12

17

学生がともに学び、ディスカッションし、知識を共
有し、ともに考え学び合う場所としてラーニングコ
モンズがあります。これまでの教員が教えるだけの
授業でなく、学生が積極的・主体的に学ぶための学
習の場であり、さまざまな国籍の学生同士の交流の
場でもあります。

畳でできた大きなベンチが特徴的
な多目的ルームです。ディスプレ
イもあり、グループでのプレゼン
テーション準備などに最適です。

大画面の液晶テレビやソファが
あり、国籍を越えて学生たちが交
流できる場として、学生主催のイ
ベントにも活用されています。

Campus Map キャンパスマップ

1 32 5 6

7

9

Pick Up

　　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。

12

寮施設

4 15

8 17

本部棟

グラウンド

 駐車場

 正門
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サークル活動

ボランティア活動

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。

北総線　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！

Location ロケーション Extracurricular Activities サークル
委員会
ボランティア活動

Ci rc le A c t i v i t ie s

Volu nt e er A c t i v i t ie s

委員会活動 Committee Activ it ies

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、2016年の熊本地震、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、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。

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。

• 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
• 韓国人留学生祈祷会
• 音楽サークル　

•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

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

スプリングリトリートの様子 シオン祭実行委員会

失敗の一年間でした。留学生への配慮が足りずに疎外感を与えてしまったこと、自分の理想のために仲間を振り回した

こと、不手際から外部の方々にご迷惑をおかけしたこと…。シオン祭委員長としての後悔を挙げれば切りがありません。

しかし、失敗の一年間は、神様の憐れみによって、感謝の一年間ともなりました。留学生の悩みを聞く機会が与えられ

たこと、仲間の励ましに支えられたこと、多くのご寛容をいただいてシオン祭が開催できたこと…。失敗がなければ私

は、これらの幸いに感謝できなかったでしょう。もしかすると、失敗は「成功の母」ではなく「感謝の母」なのかもしれ

ません。自分の成功よりも、神様への感謝を目標に定める人生を歩みたいと思わされています。

佐藤 宣愛

学生メッセージMessage from Student

Noa Sato シオン祭実行委員長　神学科神学専攻 3 年

　  遊歩道
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CNT
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。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。

A
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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 205 ,000円 205 ,000円 205 ,000円

初年度納付金合計 967 ,000円 950 ,000円 928 ,000円

■ 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。

■ 学外奨学金

奨 学 金 の 種 類 支 給 形 態 貸 付 額・備 考

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

教会教職者子女特別奨学金 100,000円 該当者 教会教職者（牧師等）の子女

キリスト教福祉学専攻特別奨学金 最大300,000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

その他、各教団の奨学金、外部支援団体による奨学金（上田メソッド奨学金、オンヌリ教会奨学金など）もあります。
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

■ 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。

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。

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。

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。

Tuition, Financial A id, & Other Suppor t

学費・奨学金・その他のサポート

学費・寮費 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 !

その他のサポート

2 018 年度
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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

●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

Admissions

入試情報等

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。

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。 
寮にも入ることができます。ぜひ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のゲストルーム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

●●●● ● ● ●●

推薦入試 ▶ 評定平均3.5以上※と面接

出願期間：11月1日（木）〜11月12日（月）必着　　試験期日：11月27日（火）

 ※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、『 2019 年度（ 平成 31 年度 ）学生募集要項 』で必ずご確認ください。

AO入試 ▶ 課題提出（小論文）と面接

● 第1回　出願期間：8月1日（水）〜8月13日（月）必着　　　　試験期日：9月8日（土）　　   
● 第2回　出願期間：10月1日（月）〜10月25日（木）必着　　  試験期日：11月27日（火）　 

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（金）〜6月11日（月）必着　　試験期日：6月27日（水）

一般入試 ▶ 筆記試験（聖書、小論文）と面接

◎ 第Ⅰ期

出願期間：1月8日（火）〜1月14日（月・祝）必着
試験期日：2月2日（土）

◎ 第Ⅱ期

出願期間：2月18日（月）〜2月28日（木）必着　※窓口提出については、3月8日（金）正午まで受け付ける。

試験期日：3月11日（月）

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。

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。

TCUの英語、入試科目から入学前教育へ
2018年度入試より、一般入試とAO入試の試験科目から「英語」がなくなり、かわりに入学前教育として効果的な英語の学びがスタートしました。

「受験・資格のための英語力」ではなく、「使うための英語力」を伸ばすために、TCUがチャレンジする新しいスタイルです。 
※ 教会教職3年次編入学については、入試にて基礎力を問う英語試験を実施します。また、教会教職3年次編入学者とシニアコース生は英語の入学前教育はありません。
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寮一泊型 シオン祭 （学園祭） 前日12/14 夜
クリスマスコンサートからご参加ください！

◎ 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・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

2019 年度入試日程 オープンキャンパス 2 018

科目等履修・聴講

Access Information

｜ Tokyo Christian University Tokyo Christian University｜ 64 65


