
  2021年度秋学期　科目等履修が可能な科目一覧　《神学部》　

「ペア」の項目にマークが入っている科目は、1科目のみの履修はできません。同じマークの2科目を必ず履修しなければなりません。

科目提供学部 学期 曜日 時限 科目名 クラス 担当者 単位数 ペア 講義コード 備考

月曜 ３時限 キリスト教教理の体系I 加納　和寛 2 21074000

月曜 ３時限 対人援助技術演習Ａ 仲倉　高広 2 21304400

月曜 ４時限 現代社会における宗教Ｂ 杉岡　正敏 2 21222000

月曜 ４時限 聖書ヒブル語I甲 水野　隆一 2 ● 21090000

月曜 ４時限 現代神学の諸問題Ａ 加納　和寛 2 21250000

月曜 ４時限 現代思想とキリスト教Ｂ 濱崎　雅孝 2 21266000

月曜 ５時限 西洋哲学史Ｂ 嵩原　英喜 2 21228000

月曜 ５時限 現代文化とキリスト教Ａ 平出　貴大 2 21284000

火曜 ２時限 キリスト教の実践的課題I 中道　基夫 2 21076000

火曜 ２時限 キリスト教と美術 柳澤　田実 2 21245100

火曜 ２時限 ディアコニア・ワークショップＢ 土井　健司 2 21304700

火曜 ３時限 新約聖書時代史 淺野　淳博 2 21069100

火曜 ３時限 英語専門書講読Ｂ 矢野　睦 2 21128000

火曜 ３時限 新約聖書の思想Ｂ 東　よしみ 2 21234000

火曜 ３時限 キリスト教と世界の諸地域Ｂ 小田部　進一 2 21299000

火曜 ３時限 説教学概論 橋本　祐樹 2 21184000

火曜 ３時限 教父学Ａ 土井　健司 2 21245300

火曜 ４時限 新約聖書ギリシャ語II甲 淺野　淳博 2 ▲ 21088000

火曜 ４時限 牧会カウンセリング 中道　基夫 2 21260000

火曜 ５時限 エキュメニズムと宣教の神学 中道　基夫 2 21253000

水曜 ４時限 礼拝学概論 小栗　献 2 21183000

木曜 ２時限 旧約聖書入門I 水野　隆一 2 21066000

木曜 ２時限 キリスト教思想史Ｂ 小田部　進一 2 21238000

木曜 ２時限 人権とキリスト教Ｂ 森本　典子 2 21007000

木曜 ３時限 東アジアの宗教 芦名　定道 2 21081100

木曜 ３時限 西洋哲学史Ａ 土井　健司 2 21227000

木曜 ３時限 聖書ヒブル語I乙 水野　隆一 2 ● 21091000

木曜 ３時限 ディアコニア・ワークショップＤ 藤井　美和 2 21304900

木曜 ４時限 日本キリスト教史Ａ 狹間　芳樹 2 21242000

木曜 ４時限 キリスト教と社会Ｂ 土井　健司 2 21270000

木曜 ４時限 世界の諸宗教Ｂ 杉岡　正敏 2 21299600

木曜 ４時限 キリスト教社会実習 森本　典子 2 21501200

木曜 ５時限 ディアコニア概論Ｂ 森本　典子 2 21304200

金曜 ２時限 キリスト教の歴史（古代～中世） 土井　健司 2 21070000

金曜 ２時限 キリスト教とアジアＡ 趙　永哲 2 21296000

金曜 ２時限 新約聖書の解釈Ｂ 淺野　淳博 2 21236000

金曜 ２時限 キリスト教教育Ｂ 小見　のぞみ 2 21255000

金曜 ３時限 ラテン語II 小田部　進一 2 21126000

金曜 ３時限 新約聖書ギリシャ語II乙 淺野　淳博 2 ▲ 21089000

金曜 ３時限 キリスト教と諸宗教Ｂ オムリ　ブージッド 2 21295000

金曜 ４時限 新約聖書ギリシャ語I 淺野　淳博 2 21123000

金曜 ４時限 旧約聖書の解釈Ｂ 井上　智 2 21232000

金曜 ５時限 哲学とキリスト教Ｂ 谷塚　巌 2 21264000
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オンライン オンデマンドB型 キリスト教と文化概論I 柳澤　田実 2 21084000

オンライン オンデマンドB型 キリスト教と音楽 水野　隆一 2 21277000

注①　甲乙科目の履修について
　　　　甲・乙で連続した授業内容となるので、履修登録時に当該科目を週２コマ登録すること。

曜日時限 科目名 単位数
月４－木３ 聖書ヒブル語Ⅰ甲・乙 各2単位
火４－金３ 新約聖書ギリシャ語Ⅱ甲・乙 各2単位

注②　先修条件のある科目の履修について
　　　　以下の科目を履修する際は以下の表の通り、先修条件を満たしていること。
　　　　先修条件を満たしていない場合、当該科目の履修ができない。

曜日時限 科目名 単位数 先修条件（科目名）
火４－金３ 新約聖書ギリシャ語II甲・乙 各2単位 新約聖書ギリシャ語Ⅰ甲・乙

金３ ラテン語Ⅱ 2単位 ラテン語Ⅰ
金４ 旧約聖書の解釈Ｂ 2単位 旧約聖書入門Ⅰ
火３ 新約聖書の思想Ｂ 2単位 新約聖書入門Ⅰ
金２ 新約聖書の解釈Ｂ 2単位 新約聖書入門Ⅰ

注③　「ディアコニア・ワークショップＢ・Ｄ」の履修は『ディアコニア・プログラム』への登録が必要となる。
　　　　※『ディアコニア・プログラム』の詳細については、神学部事務室まで問合せください。

注④　実習にかかる経費・保険については各自で負担・加入すること。
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