
履修 自由履修科目

基準年度
ナンバ
リング 必修科目

ナンバ
リング 選択必修科目

ナンバ
リング 必修科目

ナンバ
リング 選択必修科目

ナンバ
リング 必修科目

ナンバ
リング 選択科目

ナンバ
リング 必修科目

ナンバ
リング 選択必修科目

ナンバ
リング 選択科目

ナンバ
リング 必修科目

ナンバ
リング 選択必修科目

ナンバ
リング 選択科目

ナンバ
リング

ナンバ
リング 教科に関する科目

ナンバ
リング 教職に関する科目

ナンバ
リング 資格関連に関する科目

両コース共通 ※ 100 キリスト教学甲(2) 200 教会と礼拝体験(2) ※ 100 英語（リーディング）甲(1) 100 ドイツ語入門甲(1) ※ 100 基礎演習Ａ(2) 100 情報処理概論Ａ(2) ※ 200 旧約聖書入門Ⅰ(2) 200 旧約聖書時代史(2) 200 ラテン語Ⅰ(2) 200 日本宗教史Ａ(2) 学則第24条 250 憲法Ａ（基本的人権総論）(2) 100 教職概論(2)

※ 100 キリスト教学乙(2) ※ 100 英語（リーディング）乙(1) 100 ドイツ語入門乙(1) ※ 100 基礎演習Ｂ(2) 100 情報処理概論Ｂ(2) ※ 200 新約聖書入門Ⅰ(2) 200 新約聖書時代史(2) 300 ラテン語Ⅱ(2) 200 日本宗教史Ｂ(2)  「スポーツ科学・健康科学科目」群 250 民法総則(4) 100 教育原論(2) 100 IB概論(2)

※ 100 英語（ライティング）甲(1) 100 ドイツ語初級甲(1) 100 日本国憲法(2) ※ 200 キリスト教の歴史（古代～中世）(2) 200 現代社会における宗教Ａ(2)  「情報科学科目」群 100 社会学概説(2) 100 発達・学習過程論(2)

※ 100 英語（ライティング）乙(1) 100 ドイツ語初級乙(1) ※ 200 キリスト教の歴史（宗教改革以降）(2) 200 現代社会における宗教Ｂ(2)  「AI活用人材育成科目」群 200 社会学原論Ａ(2) 100 学校教育論(2)

※ 100 入門英語ⅠＡ(1) 200 ドイツ語インテンシブ初級Ⅰ(3) ※ 200 キリスト教と芸術概論Ⅰ(2) 200 西洋哲学史Ａ(2)  「グローバルスタディーズ科目」群 200 社会学原論Ｂ(2)

※ 100 入門英語ⅠＢ(1) 学則第24条 ※ 200 キリスト教教理の体系Ⅰ(2) 200 西洋哲学史Ｂ(2)  「ライフデザイン科目」群

※ 200 日本語Ⅰ(2) 外国人留学生のみ 「言語教育科目群」群 ※ 200 キリスト教の実践的課題Ⅰ(2)  「基盤・学際科目」群

※ 200 日本語Ⅱ(2) 〃

150 スプリング・インテンシブ・イングリッシュ(2) 他学部開講科目

200 インテンシブ・イングリッシュ(3) MS（複数分野専攻制）科目

伝道者コース ※ 200 新約聖書ギリシャ語Ⅰ甲(2) 300 旧約聖書の思想Ａ(2) 200 政治学原論Ａ(2) 200 特別支援教育概論(2)

※ 200 新約聖書ギリシャ語Ⅰ乙(2) 300 旧約聖書の思想Ｂ(2) 300 政治学原論Ｂ(2) 200 教育課程論(2) 200 IB教育方法論・評価論Ⅰ(2)

300 新約聖書の思想Ａ(2) 200 国際政治論Ａ(2) 200 道徳教育論(2) 200 IB教育方法論・評価論Ⅱ(2)

300 新約聖書の思想Ｂ(2) 250 憲法Ｂ（基本的人権各論）(2) 200 特別活動・総合的な学習の時間の指導法(2)

両コース共通 200 ※ 150 英語（コミュニケーション）甲(1) 150 ドイツ語中級Ａ甲(1) ※ 100 文献講読Ａ(2) ※ 200 キリスト教と思想概論Ⅰ(2) 300 プロテスタント神学概論(2) 300 新約聖書ギリシャ語Ⅱ甲(2) 300 キリスト教思想史Ａ(2) 300 国際法総論Ａ(2) 200 教育方法基礎論(2)

※ 150 英語（コミュニケーション）乙(1) 150 ドイツ語中級Ａ乙(1) ※ 100 文献講読Ｂ(2) ※ 200 キリスト教と文化概論Ⅰ(2) 300 宣教学概論(2) 300 新約聖書ギリシャ語Ⅱ乙(2) 300 キリスト教思想史Ｂ(2) 300 行政法概論(2) 200 生徒指導・進路指導論(2)

※ 150 英語（総合）甲(1) 150 ドイツ語中級Ｂ甲(1) ※ 200 宗教学概論Ⅰ(2) 300 東アジアの宗教(2) 300 英語専門書講読Ａ(2) 300 日本キリスト教史Ａ(2) 300 行政作用法(2) 200 教育相談基礎論(2)

※ 150 英語（総合）乙(1) 150 ドイツ語中級Ｂ乙(1) 200 聖書ヒブル語Ⅰ甲(2) 300 英語専門書講読Ｂ(2) 300 日本キリスト教史Ｂ(2) 200 人権教育論(2)

※ 150 入門英語ⅡＡ(1) 200 ドイツ語インテンシブ初級Ⅱ(3) 200 聖書ヒブル語Ⅰ乙(2) 300 ドイツ語専門書講読Ａ(2) 300 ヨーロッパ文化史とキリスト教Ａ(2) 200 環境教育論(2)

※ 150 入門英語ⅡＢ(1) 学則第24条 300 ドイツ語専門書講読Ｂ(2) 300 ヨーロッパ文化史とキリスト教Ｂ(2) 300 宗教科教育法Ａ(2)

※ 300 日本語Ⅲ(2) 外国人留学生のみ 「言語教育科目群」群 300 キリスト教と美術(2) 300 宗教科教育法Ｂ(2)

※ 300 日本語Ⅳ(2) 〃 300 キリスト教と建築(2) 300 宗教科教育法Ｃ(2)

200 インテンシブ・イングリッシュ(3) 300 キリスト教と社会Ａ(2) 300 宗教科教育法Ｄ(2)

200 英語中期留学マウント・アリソン大学Ⅰ(5) 300 キリスト教と社会Ｂ(2) 300 社会・公民科教育法(2)

200 英語中期留学マウント・アリソン大学Ⅱ(4) 300 キリスト教と文学Ａ(2) 300 公民科教育法(2)

200 英語中期留学マウント・アリソン大学Ⅲ(4) 300 キリスト教と文学Ｂ(2)

200 英語中期留学クイーンズ大学Ⅰ(3) 300 キリスト教と音楽(2)

200 英語中期留学クイーンズ大学Ⅱ(5) 300 現代文化とキリスト教Ａ(2)

200 英語中期留学クイーンズ大学Ⅲ(5) 300 現代文化とキリスト教Ｂ(2)

200 英語中期留学トロント大学スピーキング(2) 300 キリスト教と自然観Ａ(2)

200 英語中期留学トロント大学Ⅰ(5) 300 キリスト教と自然観Ｂ(2)

200 英語中期留学トロント大学Ⅱ(5) 300 キリスト教とアジアＡ(2)

200 英語中期留学ニュー・サウスウェールズ大学Ⅰ(4) 300 キリスト教とアジアＢ(2)

200 英語中期留学ニュー・サウスウェールズ大学Ⅱ(4) 300 キリスト教と世界の諸地域Ａ(2)

200 英語中期留学ニュー・サウスウェールズ大学Ⅲ(4) 300 キリスト教と世界の諸地域Ｂ(2)

200 英語中期留学オックスフォード大学Ⅰ(8) 300 世界の諸宗教Ａ(2)

200 英語中期留学オックスフォード大学Ⅱ(8) 300 世界の諸宗教Ｂ(2)

200 英語中期留学ゲルフ大学Ⅰ(7) 300 ディアコニア概論Ａ(2)

200 英語中期留学ゲルフ大学Ⅱ(7) 300 ディアコニア概論Ｂ(2)

200 英語中期留学ネブラスカ大学Ⅰ(7) 300 キリスト教霊性論(2)

200 英語中期留学ネブラスカ大学Ⅱ(7) 300 Theology in Dialogue(2)

200 英語中期留学ケンブリッジ大学Ⅰ(4) 300 Mission in DialogueＡ(2)

200 英語中期留学ケンブリッジ大学Ⅱ(4) 300 Mission in DialogueＢ(2)

200 英語中期留学ケンブリッジ大学Ⅲ(3)

200 英語中期留学クイーンズランド大学Ⅰ(4)

200 英語中期留学クイーンズランド大学Ⅱ(4)

200 英語中期留学クイーンズランド大学Ⅲ(4)

200 英語中期留学マラヤ大学Ⅰ(3)

200 英語中期留学マラヤ大学Ⅱ(3)

200 英語中期留学マラヤ大学Ⅲ(3)

200 英語中期留学ソノマ州立大学Ⅰ(7)

200 英語中期留学ソノマ州立大学Ⅱ(7)

200 英語中期留学レスター大学Ⅰ(3)

200 英語中期留学レスター大学Ⅱ(9)

200 英語中期留学ワイカト大学Ⅰ(5)

200 英語中期留学ワイカト大学Ⅱ(5)

200 英語中期留学ワイカト大学Ⅲ(5)

200 英語中期留学ハワイ大学マノア校I(7)

200 英語中期留学ハワイ大学マノア校II(7)

200 英語中期留学チェンマイ大学I(8)

200 英語中期留学チェンマイ大学II(8)

伝道者コース ※ 300 教会の現在Ａ(2) 300 旧約聖書の解釈Ａ(2) 400 国際政治論Ｂ(2)

※ 300 牧会学概論(2) 300 旧約聖書の解釈Ｂ(2) 400 国際法総論Ｂ(2) 300 学校経営と学校図書館(2)

※ 300 礼拝学概論(2) 300 新約聖書の解釈Ａ(2) 300 学校図書館メディアの構成(2)

※ 300 説教学概論(2) 300 新約聖書の解釈Ｂ(2) 300 学習指導と学校図書館(2)

両コース共通 200 人権とキリスト教Ａ(2) 300 論述・提案技能演習(2) 300 外国語による討論Ａ(2) 300 聖書ヒブル語Ⅱ甲(2) ※ 400 研究演習Ａ(2) 300 教父学Ａ(2) 300 読書と豊かな人間性(2)

200 人権とキリスト教Ｂ(2) 300 外国語による討論Ｂ(2) 300 聖書ヒブル語Ⅱ乙(2) ※ 400 研究演習Ｂ(2) 300 教父学Ｂ(2) 300 情報メディアの活用(2)

300 キリスト教と表象文化Ａ(2)

300 キリスト教と表象文化Ｂ(2)

300 現代神学Ａ(2) 300 IB教育実践研究 (2)

300 現代神学Ｂ(2)

300 現代神学の諸問題Ａ(2)

300 現代神学の諸問題Ｂ(2)

300 エキュメニズムと宣教の神学(2)

300 キリスト教教育Ａ(2)

300 キリスト教教育Ｂ(2)

300 賛美歌学(2)

300 牧会カウンセリング(2)

300 哲学とキリスト教Ａ(2)

300 哲学とキリスト教Ｂ(2)

300 現代思想とキリスト教Ａ(2)

300 現代思想とキリスト教Ｂ(2)

300 応用倫理とキリスト教Ａ(2)

300 応用倫理とキリスト教Ｂ(2)

300 キリスト教と諸宗教Ａ(2)

300 キリスト教と諸宗教Ｂ(2)

300 対人援助技術演習Ａ(2)

300 対人援助技術演習Ｂ(2)

300 ディアコニア・ワークショップＡ(2)

300 ディアコニア・ワークショップＢ(2)

400 ヘブライ語聖書原典講読Ａ(2)

400 ヘブライ語聖書原典講読Ｂ(2)

400 ヘブライ語聖書原典講読Ｃ(2)

400 ヘブライ語聖書原典講読Ｄ(2)

400 新約聖書原典講読Ａ(2)

400 新約聖書原典講読Ｂ(2)

400 新約聖書原典講読Ｃ(2)

400 新約聖書原典講読Ｄ(2)

400 キリスト教社会実習(2)

第４学年 伝道者コース ※ 300 教会の現在Ｂ(2) 400 教職実践演習（中・高）(2)

400 教育実習Ａ(5)

両コース共通 ※ 400 研究演習Ｃ(2) # N / A 400 ディアコニア・ワークショップＣ(2) 400 教育実習Ｂ(3)

※ 400 研究演習Ｄ(2) 400 ディアコニア・ワークショップＤ(2)

400 卒業論文(4)

卒業必要
伝道者コース ― ― ― ― ― ― 4単位 ― ― 10単位 8単位 ― 24単位

単位数 思想･文化コース ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 46単位

124単位 両コース共通 4単位 4単位 8単位 8単位 8単位 ― 20単位 6単位 ― 8単位 ― 12単位 ―

【注】 ① ※印の科目は必修科目 

言語教育科目 ① 神学部開講科目の新約聖書ギリシャ語Ⅰ甲 ・乙、新約聖書ギリシャ語Ⅱ甲・乙、聖書ヒブル語Ⅰ甲・乙、聖書ヒブル語Ⅱ甲・乙、ラテン語Ⅰ・Ⅱを選択必修科目８単位とすることができる。 ② （　）の数字は単位数

② 帰国生徒の資格でＡＯ入試を受けて入学したものについては、語学力を勘案したうえで、上表必修８単位に該当する科目を別に定める。 ③ 不開講科目は、別途シラバスや開講科目表で確認すること

③ 外国人留学生の資格でＡＯ入試を受けて入学したものについては、第１外国語を日本語８単位とし、第２外国語として英語、ドイツ語８単位を修得しなければならない。ただし、母語をこれにあてることはできない。

自由履修科目 ① 上表に定める科目の他に、全学および各学部が開講する科目のなかから、任意の科目を 24単位（キリスト教伝道者コース）・46単位（キリスト教思想・文化コース）以上修得するものとする。

② 上表の必修科目・選択必修科目・選択科目を必要単位数を超えて修得した場合、それらの神学部開講科目を自由履修科目に算入することができる。

なお、①、②のうちで卒業単位に算入することのできない科目については、神学部内規において定める。

第３学年

専門専攻科目 教職等資格関連科目

第１学年

第２学年

メソジストの伝統と神学
部(2)

＜学則別表＞　神学部教育課程表（2020年度入学生） 　2020年度版

コース
キリスト教教育科目 言語教育科目 基礎教育科目 専門基礎科目

（学校図書館司書教諭課程関連科目）

（国際バカロレア教員養成プログラム関連科目）

（国際バカロレア教員養成プログラム関連科目）

（国際バカロレア教員養成プログラム関連科目）
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