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2019 年度履修要項【後期】 

一般（本科） /  TLEAS ONLINE（通信制）共通   

（東京アンテオケ校） 

 

 

2019年度後期の授業を別紙の通り開講致します。 

現在 The Light of Eternal Agape神学校(以下 TLEA神学校)では、下記の 5つの課程で学ぶことができ

ますので、簡単にご説明いたします。 

 

 （＊料金はすべて後期後期各期ごとの金額です。一年分だと２倍になります。） 

課程 
区

分 

受験/受講 

資格 

入

試 
受講方法 

授業料

（円） 

通信制

（円） 

定期試験

料 

（円） 

単位

取得 
その他 

1.本科神学生 
神

学

生 

受洗し 

献身した 

クリスチャン 

有

り 

教室 

40,000 

- 
授業料

に 

含む 

有り 

100単位、預

言初級、海宣

1回他で卒業 

2.通信制神学生 
インターネット 

（教室も可） 

（配信料）

10,000 

一部スクー

リング必要

の科目あり 

3.本科聴講生 
聴

講

生 

受洗した 

クリスチャン 

無

し 

教室 
(1科目）

15,000 
無し 

試験及び単位取得に関してはお

問合わせ下さい 

4.通信制聴講生 
インターネット 

（教室も可） 

(1科目）

10,000 

（手数料） 

5,000 

無し 無し  

※試験及び単位取得に関してはお問

合わせ下さい 

5.エキスパート

コース 

卒

業

生 

TLEA神学校

の卒業生 

無

し 
神学生と同じ 20,000 

（配信料）

10,000 

※通信制の方は、授業料+配信料です 

試験、単位取得無し、 

受講の確認はあり 

 

1から 5 までの課程の詳しい説明は、下記のとおりです。 

 

１．  本科神学生は、入学試験を受けて神学生となり、直接教室（教会）に来て学びます。  

※所属校を決めて、そこに入学願書提出、履修登録をします。 

※授業料各期 40,000円（年間 80,000円）は所属校へ納めます。 

※預言初級クラス合格、かつ決められた科目を 100単位以上取得、1回は海外宣教に参加する、授業

料の完納など必要条件を満たして卒業です。 

※TLEA以外の方も入学できますが、牧会学の授業をとるには TLEAのいずれかの礼拝に出るかまたは

インターネットで礼拝を受ける必要があります。  
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２．  通信制神学生は、入学試験を受けて神学生となり、インターネット配信で学びます。  

（本科神学生から通信制神学生に変わる場合は、入学試験はありません。） 

※所属校を決めて、そこに入学願書提出、履修登録をします。通信制の申し込みも所属校へ。 

※授業料各期 40,000円（年間 80,000円）は、所属校へ、 

通信制受講料（配信料）各期 10,000円（年間 20,000 円）は神学校事務局へ納めます。 

  ※卒業条件は、１．と同じです。ただし、預言クラスについては、実践がありますので、お問い合

わせください。他にも単位を取るのに一定の条件のある科目がいくつかあります。（通信制履修要

項参照） 

※通信制で登録している科目でも、教室（教会）に来て学ぶこともできます。 

（通信制と教室で学んだもの両方が単位として加算されます。） 

  ※試験は、原則として所属校の日程に合わせて教室で受けていただきます。 

   ただし、海外や遠方の場合はその限りではありません。（お問い合わせください。） 

 科目によっては、小テスト、レポート提出などがある場合があります。 

 

３． 本科聴講生は、科目別に、直接教室（教会）で学びます。 １科目から学べます。 

※所属校で履修登録します。 

※各期 1科目につき 15,000 円（年間 30,000円）です。 

  ※単位取得に関してはお問い合わせ下さい。 

 

４． 通信制聴講生は、科目ごとに、インターネット配信で学びます。 １科目から学べます。 

  ※通信制ホームページから申し込みをします。 

  ※各期 手数料 5,000円（年間 10,000円）、 

1 科目につき 10,000円（年間 20,000円）を直接神学校事務局に納めます。 

  ※全配信を視聴して終了となります。 

※試験及び単位取得に関してはお問合わせ下さい。 

※通信制で登録している科目でも、教室（教会）に来て学ぶこともできます。 

 

1 で登録している方の 2の通信制への変更は、随時できます。ただし学期途中でも、配信料は同じです。 

2 から 1に変更することもできますが、学期ごとです。 

3 と 4の聴講生の登録は、学期途中でも随時受け付けています。 

 

５．卒業生は、引き続き学ぶことができます。（TLEA所属の牧師、宣教師、伝道師は、必須） 

⇒エキスパートコース 

※授業料各期 20,000円（年間 40,000円）は、所属校へ、 

通信制受講料（配信料）各期 10,000円（年間 20,000 円）は神学校事務局へ納めます。 

 

・卒業後続けて学ぶ科目 

◎預言は、上級合格まで学んでください。 

   その後も預言のどこかのクラス（管理クラス、預言セミナーなども含む）に所属する事 

◎牧会学 

◎海外宣教学２ 

◎カリスマの実践 

 

以上についてご確認の上、この中から導かれる課程の履修登録を、下記の要領で行って下さい。 

 

なお、この履修要項は一般（本科） / 通信制共通です。前半に、一般（本科）、後半に、通信制につ

いて掲載しております。 

履修登録票とカリキュラム表は共通です。 
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【一般（本科）神学生・聴講生】 

 

1. 履修登録 

 

登録期限： 後期 10月 31 日（木） 

＊登録期限は厳守して下さい。 

 

登録方法： 各校の指示に従ってください。 

この要項の【履修登録票】は、本人控えです。 

（所属校によっては、こちらを各校に提出する場合もあります。） 

※登録していない科目は、単位を取得できません。 

※エキスパートコース（卒業生）及び 1 科目からの聴講を希望する場合（聴講生）も、履修登録を

お願いします。 

 

2. 授業料の納入 

 

  納入期限 ： 後期 11 月 30日（土） 

金  額 ： 神学生 授業料  前期、後期各 40,000円(年間 80,000円)   

          雑費  必要に応じて 

聴講生 授業料 １科目 前期、後期各 15,000円（年間 30,000円） 

         雑費 必要に応じて 

・ 休学生  休学料 前期、後期各 5,000円  

・ エキスパートコース（卒業生） 授業料 前期、後期各 20,000円 

（但し、牧師・牧会伝道師・宣教師に任命された方は授業料が免除になります。） 

・ 原則として授業料の払い戻しは致しません。 

納入方法： 前期、後期のⅡ期に分けて納入できます。 

 

【振込先】  

＊郵便振替でお願い致します。この場合、メモ欄に必ず在籍番号、氏名、納入年度、内容等をご記

入下さい。 

（例：在籍番号 0111、神学花子、2019年度後期分授業料 40,000円） 

   

 ［ゆうちょ銀行］ 

     振替口座 ： 加入者名  TLEA神学校  

            口座番号  00100－8－568289 

 

＜他の金融機関から郵便振替口座に振り込む場合の振込み先＞  

    [銀行名] ゆうちょ銀行  

    [店名] 019店（ゼロイチキュウテン）  

    [預金種目] 当座  [口座番号] 0568289  

    [名義] テイーエルイーエーシンガツコウ  

 

 

3．2019年度年間カリキュラム（通信制共通） 

 

別紙のとおり（８ページ～９ページ） 
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4．開講科目 

下記の年次は目安です。年次に関係なく、履修することができます。 

【必修科目】  

1,2,3年次共通科目：預言セミナー・預言（入門、初級、中級、上級）＊  

男子牧会学、女子牧会学、海外宣教学 2、カリスマの実践                   

1年次 ： 聖書神学と基本教理、マーリン・キャロザース師感謝と賛美のメッセージ集、 

海外宣教学 1 、祈り 、世界教会史、            

2年次 ： 伝道学・社会奉仕、新約聖書概論、日本教会史、イスラエル史、 

（新）感謝と賛美 

3年次 ： 旧約聖書概論、日本（長崎）二十六聖人と浦上キリシタンの殉教と迫害の歴史、 

黙示録、説教学・実践、                   

* 「預言セミナー」・「預言」は、初級・上級は受講生によるセミナーがあります。また、初級・中級・上級は、筆記試験

の他に、実践試験もあります。 

*預言のクラスを取る方は、TLEAのいずれかの礼拝に出席してください。 

 

【選択科目】英会話*、パソコン、英語聖書の学び、賛美、AI   

  *  英会話は、東京アンテオケ校（本科）では、女性のみです。地方校及び通信制では、男性も学べます。 

※以前単位を取得した科目を再度履修しても、今のところ単位が加算されます。  

 

5．単位及び卒業について 

① 単位は、出席が２/３以上あり、所定の試験・レポート等で及第点を取った方に認められます。 

② 必修科目は全て取って下さい。 

③ 必修科目、選択科目とも１科目につき、前期・後期各 2単位です（預言、預言セミナーのみ、各 4

単位取得できます）。その学期の授業料を納めていない場合は、単位取得や進級はできません。 

④ 卒業するためには、下記の条件をすべて満たす必要があります。 

・神学生として 3年以上の在籍。 

・100単位以上取得すること、また、必修科目の単位をすべて取得すること。 

・預言の初級クラスに合格すること。 

・神学生として、在籍中 1回以上海外宣教チームに加わること。 

・授業料を全て納めていること。 

・別紙卒業条件を必ずご確認下さい。 

⑤ インターネットによる通信制での単位取得の制度もあります。各校での学びの他に、通信制でも単

位を加算することができます。 

詳しくは、【TLEAS ONLINE 通信制神学生・聴講生】をご覧ください。 

 

6．その他 

 ＊ 牧会学の授業は、神学生の基本科目です。規定の単位取得後も学び続けてください。 

＊ 「海外宣教学 2」で祈り聞き従いの学び、海外宣教の実践を行います。 

海外宣教チームもこのクラスで編成されますので、海外宣教に重荷のある方は、このクラスを受講

していないと海外宣教に行けません。卒業生も同様です。 

海外宣教のチーム（イスラエルチーム、パトモスチーム、感謝と賛美とリバイバルキャンプを除く）

に参加される方は卒業生でも、海外宣教学２を履修する必要があります。 

また、「海外宣教学２」の受講は、「海外宣教学１」の単位をすでに取っているかもしくは「海外

宣教学１」の授業を同時に受けることが条件です。 

＊ 「海外宣教学 2」「カリスマの実践」の授業には年間通して休みはありません。 

＊ 授業及び単位についての詳細は、別に「科目履修の仕方」「単位取得必須科目及び卒業条件」をお

配りしますので、それをご覧になった上で、履修登録をお願いします。 

※詳しい授業の履修の仕方については、10ページ以降を必ずごらんください。 
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【TLEAS ONLINE 通信制神学生・聴講生】 

TLEA神学校では、インターネットによる通信制を開校しています。 

神学生として登録している方は、配信しているすべての科目を、お好きな時間にご自分で選んで聴

くことができます。また、授業を欠席した時やもう一度聴きたい時に聴くなど一般の授業を補うこと

ができます。 

単位の取得もできますので、取得を希望される神学生の方は、下記の要領で登録を行って下さい。 

神学生でない方でも、1科目から聴講生として受講できます。 

 

1. 通信制神学生として登録できる方及び単位の取得 

  ① すでに神学生として TLEA神学校に登録されている方または新たに入学される方 

  ② 直接、各地の TLEA神学校に通うことが難しい方 

  ③ ①または②の条件を満たし、かつ所属校牧師または神学校事務局で登録を認めた方 

    ※ご不明な点がありましたら、各地方校または事務局へお問い合わせ下さい。 

 

2．履修登録 

   ※通信制の申し込みは、履修登録だけではできません。必ず専用サイトから申し込んでください。

詳しくは神学校事務局または所属校へ 

 

登録期限： 後期 10月 31 日（木） 

※ 履修登録は、本科生と同じです。 

詳しくは、本科生の「1．履修登録」の項目（3ページ）でご確認ください。 

 

3. 授業料及び通信制受講料（配信料）の納入 

 

※通信制受講料（配信料） TLEA神学校神学生および卒業生 ： 前期後期各 10,000 円  

（授業料は通常どおり、神学生は前期後期各 40,000 円、卒業生は各 20,000 円を期限までに所属

校にてお支払いください） 

  ※通信制聴講生については、1ページと２ページの説明をお読みください。 

 

＊納入方法： 配信料についてはお申し込み頂いた方には内容確認と振込のご案内のメールをお送り

しますので、ご確認ください。授業料納入については、一般（本科生）と同様です。 

【振込先】 本科生の「2．授業料の納入 【振込先】」の項目（3ページ）でご確認ください。 

 

4．２０１９年度年間カリキュラム（一般共通/別紙８～９ページのとおり） 

 ※ 通信制では、神学生は履修の有無にかかわらず、配信されているすべての科目を聴くことができ

ます。 

 

5．開講科目 

【必修科目】 

１,2,3年次共通科目：*預言セミナー・預言（入門、初級、中級、上級）→注 1 

男子牧会学、女子牧会学、 →注 2 、カリスマの実践、海外宣教学２                   

1 年次 ： 聖書神学と基本教理、マーリン・キャロザース師感謝と賛美のメッセージ集、 

海外宣教学 1 、祈り 、世界教会史、            

2 年次 ： 伝道学・社会奉仕、新約聖書概論、（新）感謝と賛美、日本教会史、イスラエル史、 

3 年次 ： 旧約聖書概論、日本（長崎）二十六聖人と浦上キリシタンの殉教と迫害の歴史、 

黙示録、説教学・実践、                   
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【選択科目】英会話**、パソコン、英語聖書の学び、賛美、AI  

*「預言セミナー」・「預言」は、初級・上級は受講生によるセミナーがあります。また、初級・中級・上級は、筆記試験

の他に、実践試験もあります。預言のクラスを取る方は、TLEA のいずれかの礼拝に出席してください。 

** 「英会話」は、東京アンテオケ校（本科）では、女性のみです。地方校及び通信制では、男性も学べます。 

 

注 1 ： 通信制で「預言」クラスを取る場合は、各校にご相談ください。  

注 2 ： 「男子（女子）牧会学」は、通常の条件の他に、直接所属校にて１回以上メッセージを語る事

が必要です。（日程は、所属校で、調整してもらってください） 

 

6．単位及び卒業について 

① 直接学んでおられる授業では、単位は、出席が２/３以上あり、所定の試験・レポート等で及第点

を取った方に認められますが、通信制では、下記の要領で単位を取得します。 

◎ 出欠に変わるもの （聴いておられるかどうかの確認） 

   通信制受講票を提出（各校、各科目で変わります）し、３分の２以上聴いていることが確

認できること。 

   ◎ 試験で基準点に達すること （試験は直接所属校で受けてください）。 

   ◎ その学期の授業料を納めていること 

◎ 単位数は、一般と同じです。 

◎ 一般の学びでは、祈りも授業の一部としており、授業のなかで祈りの時間を持っていますの

で、祈ってから配信をお聴きください。 

②  必修科目は全て取って下さい。 

③  単位は、直接学んでいる単位に通信制の単位が加算されます。 

④ 卒業するためには、下記の条件をすべて満たす必要があります。 

・神学生として 3年以上の在籍。 

・直接学んでいる単位と通信制の単位を合わせて、100単位以上取得すること。 

また、必修科目の単位をすべて取得すること。 

・預言の初級クラスに合格すること。 

・神学生として在籍中 1回以上海外宣教チームに加わること。 

・授業料を全て納めていること。 

・別紙卒業条件を必ずご確認下さい。 

 

※ エキスパートコースの方（卒業生）が通信制で学ばれる場合、単位の取得はなされませんが、登

録が必要となりますので履修登録をしてください。また、海外宣教のチーム（イスラエルチーム、

パトモスチーム、感謝と賛美とリバイバルキャンプを除く）に参加される方は卒業生でも、海外宣

教学２を履修して、受講されているかどうかを所属校で確認してもらう必要があります。 

 

7．その他 

※本科生の「6.その他」の項目（4ページ）を必ずご覧ください。 

※また、詳しい授業の履修の仕方については、10ページ以降を必ずごらんください。 

 

 

お問い合わせ先   TLEA神学校事務局 

TEL 03-3336-0436 FAX 03-3336-3723 

メール tlcs-office@alpha.ocn.ne.jp 

HPアドレス https://tleaseminary.net/courses/ 

 

 



 

 

7 

TLEA 神学校 2019年度後期履修登録票（一般/通信制共通） （本人控え） 

フリガナ 

学生番号      名前（戸籍名）：                性 別： 男 / 女 

クリスチャン名：                    

生年月日：                        信仰年月：                 

受洗年月日：                                       

所属教会：                                      

住所：〒                                       

電話番号：                 E mail：                  

携帯番号：                 携帯 mail：                   

※ 授業についての連絡など、メールでお知らせしますので、必ずご記入ください。 

また、変更になった場合は、神学校事務局（各校は担当者）まで、お知らせください。 

該当する受講科目にレ印をつけて下さい。預言はコース、クラスに○をつけてください。  

通信制でとる科目は、○T を塗りつぶしてください。 

１,2,3年次共通科目：                                

□ 預言○T  【コース】預言セミナー：月曜： 夜間 【クラス】 入門 初級 中級 上級   

□ 男子牧会学○T  □ 女子牧会学○T  □ 海外宣教学 2○T   □ カリスマの実践○T  

１年次：                                      

□ 聖書神学と基本教理○T  □ M．キャロザース師感謝と賛美メッセージ集○T    

□ 海外宣教学 1 ○T  □ 祈り○T  □ 世界教会史【前期】○T  

2年次：                                        

□ 伝道学・社会奉仕○T   □ 新約聖書概論○T  

□日本教会史【前期】○T   □イスラエル史【後期】○T   □（新）感謝と賛美○T  

3年次：                                       

□ 旧約聖書概論○T  □ 日本（長崎）二十六聖人と浦上キリシタン○T  □ 黙示録○T   

□ 説教学・実践【後期】○T  

選択科目                                     

□ 英会話○T  □ パソコン○T   □ AI（特別授業）○T   

□ 英語聖書の学び○T  □ 賛美【前期】○T   

※ 年次は学ぶための目安です。今のところ、年次の制限なく履修できます。 

区 分 ： 神学生（ 本科生 / 通信制 ） / エキスパートコース（卒業生） （ 本科生 / 通信制 ） 

      聴講生（ 本科生 / 通信制   ※試験 受ける / 受けない ） 

授業料納入方法 ： 郵便振替  

【振込先】 ＊郵便振替でお願い致します。メモ欄に必ず在籍番号、氏名、受講年度等をご記入下さい。 

（例：在籍番号 0111、神学花子、通信制 2019年度後期分配信料 10,000円） 

メモ欄の無い場合は、メールでお知らせ下さい。 

   ［ゆうちょ銀行］振替口座 ： 加入者名  TLEA神学校    

口座番号  00100－8－568289 

＜他の金融機関から郵便振替口座に振り込む場合の振込み先＞  

   [銀行名] ゆうちょ銀行   [店名] 019店（ゼロイチキュウテン）   [預金種目] 当座   

[口座番号] 0568289    [名義]  テイーエルイーエーシンガツコウ   
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（別紙） TLEA神学校（東京アンテオケ校） ２０１９年度カリキュラム  

※配当年次は参考にしていただければ結構です。３年次の学生が１年次配当科目を履修できない等の制限は今のところありません。 

            

曜日 
時限  時間帯 分 科目 講師               年次 教室 

選択・ 

必修 
単位 

日   

14：30－16：00  預言セミナー※礼拝出席必須 パウロ秋元牧師  神学校 必修 各４ 

20：00－21：00  カリスマの実践 パウロ秋元牧師/各長老  会堂 必修 前期 2/後期 2 

21：00－22：00   
預言【夜間】  （中級・初級） 

※礼拝出席必須 
各クラス講師  神学校事務所他 必修 各 4 

月   
14：30頃～16：30頃 

（月曜第２礼拝後から授業） 
  

預言(入門、初級、中級、上級） 

※礼拝出席必須 
各クラス講師  会堂他 必修 各 4 

火 

Ⅰ 13：30－14：40 70 聖書神学と基本教理 イスラエル小須田恵牧師 1 会堂 必修 前期 2/後期 2 

Ⅱ 14：50－16：00 70 

マーリン・キャロザース師 

感謝と賛美のメッセージ集 

（旧 感謝と賛美） 

マーリン・キャロザーズ師 

講義より 

（通訳：小林りょう子牧師） 

1 会堂 必修 前期 2/後期 2 

Ⅲ 16：10－17：20 70 

【選択】パソコン（後期） モーセ出西光牧師（後期） 選択 会堂 選択 前期 2/後期 2 

【前期】世界教会史 加藤順子牧師 1 会堂 必修 前期 2 

黙示録 パウロ森牧師 3 神学校事務所 必修 前期 2/後期 2 

Ⅳ 17：30－18：40 70 

新約聖書概論 ヨハネ谷口牧師 2 会堂 必修 前期 2/後期 2 

日本（長崎）二十六聖人と 

浦上キリシタンの殉教と迫害の歴史 
イザヤ木原真牧師 3 神学校事務所 必修 前期 2/後期 2 

Ⅴ 19：10－20：30 80 

【前期】日本教会史（旧世界教会史後期） 横尾香伝道師 2 会堂 必修 前期 2 

【後期】イスラエル史（旧世界教会史後期） ヨセフ笹沼牧師 2 会堂 必修 後期 2 

【選択】英会話 

（東京アンテオケ校本科は女性のみ） 
小林りょう子牧師 選択 神学校事務所 選択 前期 2/後期 2 
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金 

I 13：20－14：30 70 祈り テモテ小林牧師 1 会堂 必修 前期 2/後期 2 

II 14：40－15：50 70 

【選択】英語聖書の学び エレミヤ宮下牧師 選択 会堂 必修 前期 2/後期 2 

（新）感謝と賛美 ペテロ窪田牧師 2 神学校 必修 前期 2/後期 2 

III 16：00－17：10 70 

【選択】賛美（前期） イスラエル小野島伝道師 選択 会堂 選択 前期 2 

【後期】説教学・実践 イザヤ木原真牧師 3 会堂 必修 後期 2 

IV 

17：20－18：30 70 【選択】パソコン（前期） フィベ広田牧師（前期） 選択 会堂 選択 前期 2/後期 2 

不定期  【特別授業】 AI  （後期） 中村多喜夫牧師 選択 会堂 選択 ― 

V 19：00－21：00 120 女子牧会学 
  パウロ秋元牧師（月 1回） 

フィべ太田牧師 
1-3 会堂 必修 前期 2/後期 2 

土 

I 13：20－14：20 60 

海外宣教学１ エルサレム杉澤牧師 1 会堂 必修 前期 2/後期 2 

伝道学・社会奉仕 イザヤ木原真牧師 2 神学校事務所 必修 前期 2/後期 2 

II 14：30－15：50 80 海外宣教学２ パウロ弓野牧師 1-3 会堂 必修 前期 2/後期 2 

III 15：55－16：55 60 

旧約聖書概論 パウロ北野牧師 3 ミッション事務局 必修 前期 2/後期 2 

預言【夜間】  （入門） 

※礼拝出席必須 
各クラス講師  神学校事務所 必修 4 

IV 17：00－18：10 70 男子牧会学 

パウロ秋元牧師（月 1回） 

ペテロ永藤牧師 

エリヤ漆間牧師 

1-3 会堂 必修 前期 2/後期 2 

        ※ 授業時間は祈りの時間を含みます。
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2019年度科目履修の仕方 
 

科目の履修についての説明をいたします。  

 

【履修の規定】 
1. 卒業には、神学生として３年以上の在学期間があり、履修科目に関する規定を守り合計１００単位以上の単位を取

得することが必要です。現時点では、過去に単位を取得した科目についても単位に加算されます。しかし、１００単

位を取得している場合でも、所定の必修科目を履修していない場合は、卒業はできません。 

（卒業するには、このほかに「預言」初級クラスに合格する事と神学生として在籍中に 1 回以上所定の海外宣教チー

ムに加わる事、授業料をすべて納めている必要があります） ※卒業の規定の詳細は、別に設けています。 

 

2. 以下の科目については、それぞれ３年以上の履修（１科目につき計１２単位以上）が必要です。 

以下の科目は、奉仕者にとって常に必要な学びですので単位を取得していても毎年登録してください。 

 

男子牧会学 女子牧会学 海外宣教学２ カリスマの実践 

    

3.  「預言」について 

＊「預言」は、パウロ秋元牧師による「預言セミナー」と、導き手によって授業をすすめる月曜や夜間の「預言クラス」

があります。 

＊登録は、いずれかのクラスを一つ選択してください。 

（両方のクラスを履修した場合も単位を認められるのは、どちらか一方になります。） 

＊入門、初級、中級、上級の順に学んでください。 

＊いずれも初級と上級では、受講生によるセミナーの実践があります。 

また、初級、中級、上級は、筆記試験の他に、実践試験があります。 

＊このクラスを取る方は、TLEAのいずれかの礼拝に出席してください。 

＊卒業するためには預言の初級クラスに合格する必要があります。 

 卒業しても、上級クラスを合格しないと導き手及び礼拝預言に立つことはできません。 

（上級合格でも立たない場合があります。） 

   ＊聴講生は、入門クラスのみ、無料で受けることができます。 

   ＊詳しくは、担当者にお問い合わせ下さい。 

 

4.  「海外宣教学２」は、「海外宣教学１」の単位をすでに取っているかもしくは今年度「海外宣教学１」の授業を同時

に取られる方が学ぶことができます。 

（派遣参加のため「海外宣教学２」の授業を欠席した場合は、これを出席とみなします。） 

 

5. 単位は前期、後期それぞれで取得できます。前期、後期それぞれ授業に 3分の 2以上出席しており、試験で６０点

以上得点する事で、単位が認められます。 

 （授業料を納めていない場合は、単位を取得できません。） 

 

6.  欠席・遅刻・早退について  

①欠席…あらかじめ欠席がわかっている場合は、わかり次第神学校に連絡して下さい。 

くれぐれも無断欠席はしないでください。必ず、連絡を入れて下さい。 

②遅刻…授業開始に遅れると遅刻となります。遅刻３回で欠席１回に換算されます。 

   ※仕事等でどうしても遅刻してしまう方は、事前にお申し出ください。 

③早退…早退３回で欠席１回に換算されます。 

 

7. 「授業科目」にある１年次・２年次・３年次等の年次配当事項は、学ぶための目安です。これに制限されずに自由に

登録してもらってかまいません。 

 

8．その他 

通信制で学ぶことが出来ます。また、単位の取得も可能です。詳しくは、履修要項をご覧下さい。 

ホームページにも掲載しています。履修登録だけでなく、通信制への申し込みが必要です。 

9． 各科目の内容及びテキストは、別紙のとおりです。 
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（別紙）2019年度各科目授業内容及びテキスト 

科 目 講師 内容及びテキスト 

カリスマの実践 
パウロ秋元牧師 

TLEA各長老 

御霊の賜物についてのセミナー及び実践 

テキスト：『預言』、『御声に聞き従う』、『御声に聞き従う 

第２章』『カリスマ宣言』パウロ秋元牧師著（雲の間にある虹

出版）等 

預

預

言 

 

預言セミナー 

入門・初級・中級・上級 
パウロ秋元牧師他 

テキストの著者であるパウロ秋元牧師ご自身または導き手

が解説し、セミナーを行います。 

御霊の賜物、特に預言について学び実践を行います。 

テキストは、『預言』、『御声に聞き従う』、『御声に聞き従う 

第２章』、『カリスマ宣言』パウロ秋元牧師著（雲の間にある

虹出版）です。クラスによっては、受講生のセミナーがあり

ます。 

預言（月曜、夜間） 

入門・初級・中級・上級 
各クラス導き手 

御霊の賜物、特に預言について学び実践を行います。 

導き手が授業を行います。 

テキストは、預言セミナーと同じです。 クラスによっては、

受講生のセミナーがあります。 

海外宣教学２ パウロ弓野牧師 

海外宣教のための学び（基本、各国の状況等）。 

実際に海外宣教のチームに加わり、授業の中で証する。そ

の他。 

海外宣教学１ エルサレム杉澤牧師 

前期：奥山 実著『世界宣教と教会』を参考資料に海外宣

教（短期、長期）の基本を学びます。 

後期：ローマカトリックについて学びます。 

男子牧会学 

パウロ秋元牧師（月 1回） 

ペテロ永藤牧師 

エリヤ漆間牧師（月 1回） 

神学生による 15分メッセージと講評。 

前期は、「御声に聞き従う第 2章」を用いる予定です。 

後期は、毎回講師が資料を用意して授業を行います。 

女子牧会学 
パウロ秋元牧師（月 1回） 

フィべ太田牧師 

神学生による 15分メッセージと講評。 

テキストは、パウロ秋元牧師著『主に導かれる女性たちよ 

牧師、伝道者、宣教師として立て！』（雲の間にある虹出

版）です。 

旧約聖書概論 パウロ北野牧師 

旧約聖書各巻についての学び。『聖書ハンドブック』、『新聖

書注解』等のテキストを用いる時もあります。ご用意できる

方は、 チェーン式バイブル、『新改訳聖書』の３版、また

は、２版をお願いします。 

黙示録 パウロ森牧師 
テキストは、『せかいのおわり～これから起こること 聖書』

パウロ秋元牧師著。（雲の間にある虹出版） 

日本（長崎）二十六聖人と

浦上キリシタンの殉教と迫害

の歴史 

イザヤ木原真牧師 
二十六聖人と浦上キリシタン迫害の歴史について 

テキスト：『殉教』イザヤ木原真牧師著（み声新聞社） 

伝道学・社会奉仕 イザヤ木原真牧師 

社会奉仕として礎の石孤児院の事を中心にして、聞き従

い、感謝、献身、十字架を負うと言う事について学びます。

テキスト：『礎の石』イザヤ木原真牧師著（雲の間にある虹

出版） 

説教学・実践 

【後期】 
イザヤ木原真牧師 

あらゆるタイプの説教(冠婚葬祭、礼拝、ショート、ロング、伝

道、間接、その他もろもろ)についての学びと実践。テキスト

は『祈りの力』（ＥＭバウンズ著）予定 

祈り テモテ小林牧師 

パウロ秋元牧師著『祈りは聞かれる』1～５（み声新聞社刊）

とマーリン・キャロザース師著『信仰その驚くべき力』（雲の

間にある虹出版）をテキストとして、祈りについて学ぶ。 
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聖書神学と基本教理 イスラエル小須田恵牧師 

聖書神学と、聖書の基本的な教理について学びます。

聖書、三位一体の神、天使・悪魔、人間と罪、救い、

教会、礼典等。 

テキストは、新聖書ハンドブック等。 

世界教会史【前期】 加藤順子牧師 

世界教会史全体を学んでいきます。 

『キリスト教の歴史』 増補新版（斎藤正彦著、新教

出版社、本体価格 760 円）をテキストに用います。 

日本教会史【前期】 横尾香伝道師 
日本の教会が歩んできた歴史を概観します。 

（２０１８年度まで、世界教会史【後期】） 

イスラエル史【後期】 ヨセフ笹沼牧師 
イスラエルの歴史を学びます。 

（２０１８年度まで、世界教会史【後期】） 

新約聖書概論 ヨハネ谷口牧師 

誤りなき神の言葉である聖書（新約聖書）各書の背景や内

容について。特にイエス様の公生涯における宣教や、使徒

の働きにおける宣教などに関して、地図なども用いて確認。

チェーン式聖書をお持ちの方はご用意ください。聖書の読

み込みを強めるということをポイントにしていきます。 

（新）感謝と賛美 ペテロ窪田牧師 

テキスト: マーリン・キャロザース師の著書『獄中からの讃

美』と『讃美の力』 の日本語版(生ける水の川)、出来れば

原書(英語)。この授業の目標は、感謝と賛美の土台作り、

感謝と賛美の徹底。今年度は、受講者は各自「感謝ノート」

を作成して感謝と賛美を実践していただきます。 

マーリン．キャロザース師感

謝と賛美のメッセージ集（旧 

感謝と賛美） 

Ｍ．キャロザース師講義 

（通訳：小林りょう子牧師） 

マーリン．キャロザース師の感謝と賛美のメッセージを日本

語の通訳で聞きます。 

パソコン（選択） 
フィベ広田牧師（前期） 

モーセ出西牧師（後期） 

アストン㈱のスタッフを講師に迎えて 

【前期 】インターネットについてなどを学びます。 

（担当：広田牧師） 

【後期 】映像講座を行います。（担当：出西牧師） 

英会話（選択） 小林りょう子牧師 

海外宣教に出たときに英語で証をしたり、英語でクリスチャ

ンと会話できる事を目標としている。授業では、『クリスチャ

ン英会話ハンドブック ヒアリング CD』等を教材に学ぶ。英

語でみことばを暗唱する。 

賛美（選択）【前期】 イスラエル小野島伝道師 

聖書から賛美について学ぶ。簡単な楽典を学び、ボイスト

レーニングをして、実際に歌集『風のひびき』『やすらぎの

歌』の中の曲を賛美する。 

英語聖書の学び 

（選択） 
エレミヤ宮下牧師 KJV（King James Version）を読んでいきます。 

【特別授業】 AI 中村多喜夫牧師 
後期不定期に特別授業として、AIについて学びます。 

（4回の予定） 

 


