
■ ＡＰ［アドミッション・ポリシー］ ■ 科目名 ■ ＣＰ［カリキュラム・ポリシー］ ■ ＤＰ［ディプロマ・ポリシー］

神学部に入学を許可される者は、･･･

注1)

注2) 関心・問題意識の涵養についてのＣＰは科目の主目的にはあたらないため、すべて「○（関連目的）」となっており、ここでは関連性を明示していない。

注3) ドイツ語に替えて、他の言語（全学開講科目）で必要単位を満たしてもよい。

 ＣＰと科目名を結ぶ矢印は、カリキュラムマップにおける「◎（科目の主目的）」をもとにしている。「○（関連目的）」を含めての詳細は、カリキュ
ラムマップを参照のこと。［※=履修コース共通必修科目、伝)=伝道者コース必修科目］

※研究演習Ａ・Ｂ 

神学を学ぶための基礎力を修得している 

大学生に相応しい基礎力を修得している 

旧約・新約聖書、キリスト教の歴史、教理、実践の
基本的知識を修得している 

キリスト教文化、諸宗教について基本的知識を修得
している 

大学生に相応しいコミュニケーションができる 

伝道者コースの学生はキリスト教伝道者としての知
識を修得している 

伝道者コースの学生はキリスト教伝道者に相応しい
技能をもっている 

伝道者コースの学生はキリスト教伝道者に相応しい
関心をもっている 

旧約・新約聖書、キリスト教の歴史、教理、実践、
思想・文化、諸宗教のいずれかについて発展的知識
を修得している 

キリスト教を広く様々な問題のなかで捉える関心、
問題意識をもっている 

神学の領域を超えて汎用的な知識、技能、関心を
もっている 

神学部で学ぶための基礎知識を修得している 

キリスト教、人権意識、メソジストの伝統と神学部につい
て基本的な知識を修得している 

キリスト教、人権意識、メソジストの伝統と神学部につい
ての関心をもっている 

英語の基礎力を修得している 

独語の基礎力を修得している *3) 

ワープロ、表計算、提案用ＰＣソフトを用いることができ

る 

文献講読の基礎力を修得している 

レポート・論文を書くための基礎力を修得している 

プレゼンテーションをすることができる 

宗教一般について基本的知識を修得している 

キリスト教思想・文化について基本的知識を修得している 

専門的な学問領域の枠を超えた広汎な教養および柔軟な思
考方法・思考力を身につける 

大学生に相応した基礎力の修得（キリスト教教育科目群／
言語教育科目群／基礎教育科目群） 

キリスト教神学に関する基礎的知識、技能、関心の修得
（専門基礎科目群） 

キリスト教伝道者としての基礎力の修得（キリスト教伝道
者コース） 

キリスト教神学に関する発展的知識、技能、関心の修得
（専門専攻科目群） 

神学の領域を超えて汎用的な知識、技能、関心の修得（自
由履修科目群） 

キリスト教神学についてのレポートあるいは論文を
執筆することができる 

※文献講読Ａ・Ｂ 

※英語（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）甲・乙 

※英語（リーディング）甲・乙 

※英語（ライティング）甲・乙 

※英語（総合）甲・乙 

ドイツ語入門甲・乙 

ドイツ語初級甲・乙 

ドイツ語中級Ａ甲・乙 

ドイツ語中級Ｂ甲・乙 

メソジストの伝統と神学部 

日本国憲法Ａ・Ｂ 

※基礎演習Ａ・Ｂ 

情報処理概論Ａ・Ｂ 

※キリスト教学甲・乙 

１
・
２
年
 

人権とキリスト教Ａ・Ｂ 

論述・提案技能演習 

３
年
 

※キリスト教の歴史（古代～中世） 

※キリスト教の歴史（宗教改革･･･） 

※宗教学概論Ⅰ 

 東アジアの宗教 

※キリスト教と文化概論Ⅰ 

※キリスト教と芸術概論Ⅰ 

英語専門書講読Ａ・Ｂ 

ドイツ語専門書講読Ａ・Ｂ 

ラテン語I・Ⅱ 

聖書ヒブル語I甲・乙 

１
・
２
年
 

聖書ヒブル語Ⅱ甲・乙 

外国語による討論Ａ・Ｂ 

３
年
 

エキュメニズムと宣教の神学 

キリスト教教育Ａ・Ｂ 

賛美歌学 

伝)教会の現在Ａ 

伝)牧会学概論 

伝)礼拝学概論 

伝)説教学概論 

伝)教会の現在Ｂ 

３
年
 

４
年
 

自由履修科目 ４
 

*1) 

*2) 

*2) 

*2) 

ディスカッションを通したコミュニケーションができる 

英語による基本的なコミュニケーションができる 

6) 将来クリスチャンワーカーを含めた伝道者となる意志を
もっている 

7) バプテスマ（洗礼）を受けた者である 

8) 聖書、キリスト教について一定量の知識がある 

9) 聖書、キリスト教について調べることができる 

1) キリスト教の生み出した思想、文化的財などの学際的な
領域に興味をもっている 

2) キリスト教について幅広く関心をもっている 

3) 世界の歴史や日本の歴史について知識がある 

4) 日本語、英語について一定水準の能力がある 

5) 「倫理」あるいは「数学」あるいは「地理｣について知
識がある 

キリスト教伝道者コースに入学を許可される者は、 

神学部に入学を望む者に期待することは、 

神学部では、キリスト教が人類の歴史の中で生み出してきた思想

や文化的財などについて専門領域ならびに学際的領域での学びを

深め、その精神に基づいて社会に奉仕できる人材を育成すること

を目標としています。 

 くわえて高等学校までの基礎的な学習を土台にして、ボラン

ティアや課外活動、あるいは社会人としての経験などから培った

多様な能力をもつ者を幅広く受け入れています。 

 そのため、以下の項目を募集方針の要素として、筆記を中心と

する一般選抜入学試験と、面接等を採り入れた各種入学試験に

よって高等学校における基礎学力「知識・技能」「思考力・判断

力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を、それぞれの入学試

験において重み付けを行い評価しています。 

教父学Ａ・Ｂ 

旧約聖書の思想Ａ・Ｂ 

新約聖書の思想Ａ・Ｂ 

キリスト教思想史Ａ・Ｂ 

日本キリスト教史Ａ・Ｂ 

ヨーロッパ文化史とキリスト教Ａ・Ｂ 

キリスト教と自然観Ａ・Ｂ 

日本宗教史Ａ・Ｂ 

現代社会における宗教Ａ・Ｂ 

世界の諸宗教Ａ・Ｂ 

１
・
２
年
 

卒業論文 

※研究演習Ｃ・Ｄ 

現代神学Ａ・Ｂ 

現代神学の諸問題Ａ・Ｂ 

哲学とキリスト教Ａ・Ｂ 

現代思想とキリスト教Ａ・Ｂ 

応用倫理とキリスト教Ａ・Ｂ 

キリスト教と諸宗教Ａ・Ｂ 
３
年
 

４
年
 

現代文化とキリスト教Ａ・Ｂ 

キリスト教と文学Ａ・Ｂ 

キリスト教と音楽 

キリスト教と社会Ａ・Ｂ 

キリスト教とアジアＡ・Ｂ 

キリスト教と世界の諸地域Ａ・Ｂ 

キリスト教と美術 

キリスト教と建築 

キリスト教と表象文化Ａ・Ｂ 

旧約聖書の解釈Ａ・Ｂ 

新約聖書の解釈Ａ・Ｂ 

牧会カウンセリング 

 西洋哲学史Ａ・Ｂ 

※キリスト教思想概論Ⅰ 

 プロテスタント神学概論 

※キリスト教教理の体系Ⅰ 

 旧約聖書時代史 

※旧約聖書入門Ⅰ 

 新約聖書時代史 

※新約聖書入門Ⅰ 

  宣教学概論 

※キリスト教の実践的課題Ⅰ 

   新約聖書ギリシャ語Ⅱ甲・乙 

伝)新約聖書ギリシャ語I甲・乙 

ディアコニア概論Ａ・Ｂ 

キリスト教霊性論 

２
年
 

 
■ 神学の基礎ならびに、神学の専門知識と研究能力
を有している 
 
■ 伝道者コースの学生は、キリスト教伝道に必要な
知識、能力、関心を有している 
 

■ 思想・文化コースの学生は、キリスト教の思想・

文化について、広く知識、能力、関心を有している 

対人援助技術演習Ａ・Ｂ 

ディアコニアワークショップＡ･Ｂ 

キリスト教社会実習 

ディアコニアワークショップＣ･Ｄ 

Theology in Dialogue 

"Mastery for Servise" を実践するための基礎的・発展的
知識、技能の修得 

キリスト教の福祉（ディアコニア）について基礎的な知識

と技能を修得している  

キリスト教の福祉（ディアコニア）について発展的な知識

と技能を修得している  

キリスト教の礼拝、祈祷、教育、福祉等の実践について発
展的知識を修得している 

世界や社会におけるキリスト教の状況、有り様についての
知識を修得している 

新約聖書を読むためのギリシャ語の基礎知識を修得してい

る 

キリスト教またはその精神を実践する専門職につくための
基本的技能を身につけている 

現代社会におけるキリスト教宣教について問題意識をもつ 

キリスト教の福音に基づいて生の意味や規範等を広く他者
に伝えようという関心をもつ 

宗教的教養を身につけ、対話能力をもつ 

［選択科目］ 

伝)［伝コース必修］ 

［選択必修科目］ 

※ ［共通必修科目］ 

４
年
 

３
年
 

現代社会の中でキリスト教に関して専門的知識を基

に必要な技能を用いて積極的に考えることができる 

ヘブライ語聖書原典講読Ａ～Ｄ 

新約聖書原典講読Ａ～Ｄ 

人間相互の個性・多様性、文化の国際性を尊重し、良好な
人間関係を形成することに関心をもつ 

キリスト教思想あるいは文化の現代的な意味について問題
意識をもつ 

人権問題、環境問題、生命倫理、福祉等の国際的・現代的
な問題について関心をもつ 

キリスト教神学の専門的研究に関心をもつ 

キリスト教神学について発展的な知識を得る方法を用いて
分析・考察を行うことができる 

神学研究の成果を、レポート、論文として執筆することが

できる 

キリスト教神学を専門的に研究するための知識・技能を修

得している 

英語あるいは独語で専門的な文献を読解できる 

旧約聖書について基本的知識を修得している 

新約聖書について基本的知識を修得している 

キリスト教の歴史について基本的知識を修得している 

キリスト教の教理について基本的知識を修得している 

キリスト教の礼拝、祈祷、教育、福祉等の実践について基
本的知識を修得している 

キリスト教の古典語について基本的知識を修得している 

キリスト教芸術について基本的知識を修得している 

キリスト教の教理について発展的な知識を修得している 

旧約聖書について発展的な知識を修得している 

新約聖書について発展的な知識を修得している 

キリスト教の歴史について発展的な知識を修得している 

宗教一般について発展的な知識を修得している 

キリスト教思想・文化について発展的な知識を修得してい

る 

キリスト教芸術について発展的な知識を修得している 

【 アドミッションポリシー 】 

【 目指す学生像 】 

教会と礼拝体験 
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