
 2021年度春学期　聴講が可能な科目一覧　《神学部》　

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2021年度も引き続きオンラインで授業を実施する可能性があります。出願前に必ずシラバスの「授
業方法」欄で授業形態を確認してください。また、急遽、授業形態が変更となった場合も対応できるかをご判断の上、出願してください。
・「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 ２時限 教会の現在Ａ 中道　基夫 2 21181500

月曜 ３時限 プロテスタント神学概論 加納　和寛 2 21075100

月曜 ３時限 英語専門書講読Ａ 杉岡　正敏 2 21127000

月曜 ４時限 ディアコニア概論Ａ 森本　典子 2 21304100

月曜 ４時限 聖書ヒブル語II甲 水野　隆一 2 ▲ 21092000 注①、②

月曜 ４時限 現代神学Ａ 加納　和寛 2 21248000

月曜 ４時限 現代思想とキリスト教Ａ 濱崎　雅孝 2 21265000

月曜 ５時限 現代社会における宗教Ａ 平出　貴大 2 21221000

火曜 ２時限 宣教学概論 橋本　祐樹 2 21077100

火曜 ２時限 新約聖書の思想Ａ 淺野　淳博 2 21233000 注②

火曜 ２時限 キリスト教と世界の諸地域Ａ 小田部　進一 2 21298000

火曜 ２時限 キリスト教と表象文化Ａ 柳澤　田実 2 21245500

火曜 ３時限 新約聖書入門I 東　よしみ 2 21068000

火曜 ３時限 ドイツ語専門書講読Ａ 橋本　祐樹 2 21129000

火曜 ３時限 キリスト教と文学Ａ 淺野　淳博 2 21273000

火曜 ３時限 牧会学概論 中道　基夫 2 21182000

火曜 ４時限 新約聖書ギリシャ語I甲 淺野　淳博 2 ● 21086000 注①

火曜 ４時限 応用倫理とキリスト教Ｂ 芦名　定道 2 21289000

水曜 ３時限 キリスト教思想Ｉ 芦名　定道 2 21078100

水曜 ３時限 キリスト教と思想概論I 芦名　定道 2 21078000

水曜 ３時限 賛美歌学 小栗　献 2 21259000

木曜 ２時限 人権とキリスト教Ａ 井上　智 2 21006000

木曜 ２時限 聖書ヒブル語II乙 水野　隆一 2 ▲ 21093000 注①、②

木曜 ３時限 宗教学概論I 土井　健司 2 21080000

木曜 ３時限 新約聖書の解釈Ａ 東　よしみ 2 21235000 注②

木曜 ４時限 日本キリスト教史Ｉ 芦名　定道 2 21071100

木曜 ４時限 キリスト教と芸術概論I 柳澤　田実 2 21073100

木曜 ４時限 キリスト教と社会Ａ 土井　健司 2 21269000

木曜 ５時限 キリスト教霊性論 森本　典子 2 21304300

金曜 ２時限 キリスト教の歴史（宗教改革以降） 小田部　進一 2 21071000

金曜 ２時限 キリスト教思想史Ａ 土井　健司 2 21237000

金曜 ２時限 キリスト教とアジアＢ オムリ　ブージッド 2 21297000

金曜 ２時限 キリスト教教育Ａ 小見　のぞみ 2 21254000

金曜 ３時限 ラテン語I 小田部　進一 2 21125000

金曜 ３時限 日本宗教史Ａ 狹間　芳樹 2 21219000

金曜 ３時限 新約聖書ギリシャ語I乙 淺野　淳博 2 ● 21087000 注①

金曜 ４時限 旧約聖書の思想Ａ 井上　智 2 21229000 注②

金曜 ５時限 哲学とキリスト教Ａ 谷塚　巌 2 21263000

- - メソジストの伝統と神学部 中道　基夫 2 21007500 注③
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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。

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。

注③　以下の科目はオンラインで開講する。

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

学期 曜日時限 科目名 単位数 先修条件（科目名）
春 月４－木２ 聖書ヒブル語Ⅱ甲・乙 各2単位 聖書ヒブル語Ⅰ甲・乙
春 金４ 旧約聖書の思想Ａ 2単位 旧約聖書入門Ⅰ
春 火２ 新約聖書の思想Ａ 2単位 新約聖書入門Ⅰ
春 木３ 新約聖書の解釈Ａ 2単位 新約聖書入門Ⅰ

学期 開講形態 科目名 単位数 備考

春 オンデマンド型 メソジストの伝統と神学部 2単位
アップロードされた動画を視聴し
一定期間内に課題を提出を求める。
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