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神学科専門科目 
 

講義概要 
 
 
 
 
 



 

 

科目名 

（科目コード） 

English Conversation Ⅰ 

20P110 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

Overall 

objective 

This course is to help students develop both fluency and confidence as they 

work to improve their English conversational skills. It further aims to 

develop the English language skills acquired in high school. 

Specific goal 

 To improve listening, speaking, reading and writing. 

To address pronunciation difficulties to improve speaking. 

To improve grammar skills. 

Textbook New Interchange Book 1 (Cambridge University Press) 

Reference book 
Grammar in use Intermediate (Third Edition) 

SRA Reading 1B Laboratory  

Evaluation 

criteria 

Attendance and participation 10% 

Online quizzes 20% 

Journaling 10 % 

Classroom quizzes 20% 

Final exam 40% 

Suggestions and 

demands 
Students are expected to be on time and fully participate in class activities. 

Message to 

students 

Dear Student,  

In view of changing global conditions, English is increasing becoming a language 

widely used internationally. So I hope you would take this opportunity to 

improve your English skills not just to pass this class but also for future 

use.   

E-Mail address 

and office hour 

samuel@saniku.ac.jp 

8:30 – 18:00 

mailto:samuel@saniku.ac.jp


 

 

英会話Ⅰ 20P110 

 Class contents 

回数 Theme Study contents 
Study guide 

(how to prepare and review) 

担当

教員 

1 Please call me Chuck Introducing yourself; 

introducing someone; checking 

information; asking about 

someone; exchanging personal 

information 

Review lessons and complete 

unit exercises. 

Prepare for class quiz 

コランテ

ン 
2 

3 

4 How do you spend your 

day? 
Describing work and school; 

asking for and giving 

opinion; taking about daily 

schedules 

 
コランテ

ン 

5 

6 

7 

8 

9 How much is it? Talking about prices; giving 

opinions; talking about 

preferences; making 

comparisons; buying and 

selling thins 

 
コランテ

ン 
10 

11 

12 Do you like jazz? 

Talking about likes and 

dislikes; giving opinions; 

making invitations and 

excuses  

 
コランテ

ン 

13 

14 

15 

16 Tell me about your 

family. 

Talking about families and 

family members; exchanging 

information about the 

present; describing family 

life 

 
コランテ

ン 
17 

18 

20 How often do you 

exercise? 
Asking and describing 

routines and exercise; 

talking about frequency; 

talking about abilities 

 
コランテ

ン 
21 

22 

23 We had a great time! Talking about past events; 

giving opinions about past 

experiences; talking about 

vacations 

 
コランテ

ン 24 

25 How do you like the 

neighborhood? 

Asking about and describing 

location of places; asking 

about and describing 

neighborhoods; asking about 

quantities 

 
コランテ

ン 
26 

27 

28 Review 
  

コランテ

ン 29 

30 Final Test   
コランテ

ン  



 

科目名 

（科目コード） 

English Conversation Ⅱ 

20P112 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

Overall 

objective 

This course is aimed at building upon skills already gained in Conversation I to 

further develop fluency and confidence. 

Specific goal 

To improve listening, speaking, reading and writing. 

To address pronunciation difficulties to improve speaking.  

To improve grammar skills. 

Textbook New Interchange Book 2 (Cambridge University Press) 

Reference book 
Grammar in use Intermediate (Third Edition) 

SRA Reading Laboratory 2B 

Evaluation 

criteria 

Attendance and participation 10% 

Online quizzes 10% 

Online discussion 10% 

Journaling 10% 

Classroom test 20% 

Final exam 40% 

Suggestions and 

demands 
Students are expected to be on time, and fully participate in class activities. 

Message to 

students 

Dear Student,  

In view of changing global conditions, English is increasing becoming a language 

widely used internationally. So I hope you would take this opportunity to improve your 

English skills not just to pass this class but also for future use.   

E-Mail address 

and office hour 

samuel@saniku.ac.jp  

8:30 – 18:00 

mailto:samuel@saniku.ac.jp


 

英会話Ⅱ 20P112 

 Class contents 

回数 Theme Study contents 
Study guide 

(how to prepare and review) 

担当

教員 

1 A time to remember 

 
Introducing yourself; talking 
about yourself; exchanging 
personal information; 
remembering your childhood; 
asking about someone’s 
childhood 

Review lessons and complete 

unit exercises. 

Prepare for class quiz 

コランテン 
2 

3 

4 

5 Caught in the rush 

 Talking about transportation and 
transportation problems; 
evaluating city services; asking 
for and giving information  

 コランテン 
6 

7 

8 

9 Time for a change! 

 Describing positive and 
negative features; making 
comparisons talking about 
lifestyle changes; expressing 
wishes 

 コランテン 
10 

11 

12 

13 I’ve never heard of 

that! 

 
Talking about food; expressing 
likes and dislikes; describing a 
favorite snack; giving 
instructions 

 コランテン 
14 

15 

16 

17 Going places 

Describing vacation plans; 
giving travel advice; planning a 
vacation 

 コランテン 
18 

19 

20 

21 Ok. No problem! 

Making requests; accepting and 
refusing requests; complaining 
apologizing; giving excuses 

 コランテン 22 

23 

24 
What’s this for? 

Describing technology; giving 
instructions; giving 
suggestions 

 コランテン 

25 

26 Let’s celebrate! 

Describing holidays, festivals, 
customs, and special events 

 コランテン 27 

28 

29 Review   コランテン 

30 Final Test   コランテン 
 



 

科目名 

（科目コード） 

論理的思考 

20P130 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 郁子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 論理的に思考し表現するための基礎的な技術を習得する。 

科目目標 

・社会人として必要な基礎的な国語力をつける。 

・論理的に思考し、適切に表現する力をつける。  

 ・客観的、論理的な文章を書く力をつける。 

テキスト 
①向後千春『18 歳からの「大人の学び」基礎講座』北大路書房 

②阿部朋世・他編著『大学生のための日本語表現トレーニング ドリル編』三省堂 

参考文献 河野 哲也『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・テスト、小テスト、課題、まとめファイル、等を総合的に評価します。 

 ・科目試験は、テキストや配布資料の応用問題を出題することとなるため、よく理解して臨 

んでください。日本語基礎力に不安のある人には「すらら」の国語をお勧めします。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・課題は必ず提出すること。期限内に提出できない場合、減点されるので注意してください。 

・資料、ワークシート、提出物等はすべて学期末に提出してもらうので、A4 ファイルに整 

理しておいてください。 

・資料、ワークシート、提出物等はすべて学期末に提出してもらうので、A4 ファイルに整 

理しておくこと。 

教員からの 

メッセージ 

論理力はすべての学びの土台となる力です。課題は多いですが、論理的に思考し表現するスキル 

を身につけるために共に頑張っていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：masuda.i@saniku.ac.jp  オフィスアワー：随時。事前にご連絡ください。 

 課題をメールで提出する際には、件名に必ず「課題番号、学籍番号、氏名」を記入してください。 

  例： 作文課題①「尊厳死」とは   200319 三育太郎 

mailto:masuda.i@saniku.ac.jp


 

論理的思考 20P130 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
オリエンテーション 

良い文章とは 

 

論理とは何か？ 

本講座の授業デザイン、課題、評価 

 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題 ﾃｷｽﾄ①「『大人の学

び』基礎講座』p.11-p.21 

 

増田

郁子 

2 
論理力の肝  

要約の技を磨くⅠ 

物語の要約をしてみよう 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：課題 A（小論文） 

小テスト① ﾃｷｽﾄ②13、14 

 

増田

郁子 

3 
論理力の肝  

要約の技を磨くⅡ 

 

説明文の要約をしてみよう 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：作文、要約 

小テスト②  ﾃｷｽﾄ②15，16 

 

 

増田

郁子 

4 
言葉を磨く アカデミックワードと基礎文法 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：作文、ディベート用紙 

小テスト③  ﾃｷｽﾄ②17-18 

 

増田

郁子 

5 
論理的に考える ディベートトレーニング 

講義、演習、グループ学習 

 

提出：作文、要約 

小テスト④  ﾃｷｽﾄ②19-20 

増田

郁子 

6 
アドバイスしてみよう！

「やり抜く力とは？」  

課題解決型学習 

講義、演習、グループ学習、発表 

 

提出：作文、要約 

小テスト⑤  ﾃｷｽﾄ②21-22 

 

増田

郁子 

7 
小論文の型を知るⅠ 

データを読む 

小論文の構成 

講義、演習、グループ学習 

提出：課題 B、文法課題 

小テスト⑥  ﾃｷｽﾄ②23-24 

増田

郁子 

8 
小論文の型を知るⅡ 

考察とは何か 

考察とは何か 

講義、演習、グループ学習 

提出：ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題、文法課題 

小テスト⑦  ﾃｷｽﾄ②25-26 

増田

郁子 

9 
小論文の型を知るⅢ 

 テキスト批評とは 

テキスト批評の手順とポイント 

講義、演習、グループ学習 

提出：ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題、文法課題 

小テスト⑧  ﾃｷｽﾄ②27-28 

増田

郁子 

10 
自己の成長を測る 

 添削と評価の技術 

ルーブリック＆相互添削 

講義、演習、グループ学習 

提出：課題 C（テキスト批評） 

小テスト⑨  ﾃｷｽﾄ②29-30 

 

 

増田

郁子 

11 
死を考えるⅠ 臨死疑似演習 

講義、演習、グループ学習 

提出：ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ課題、文法課題 

小テスト⑩  ﾃｷｽﾄ②31-32 

増田

郁子 

12 
死を考えるⅡ 

 死生学 

安楽死と尊厳死 

講義、演習、グループ学習 

課題：安楽死についての資料収集 

小テスト⑪  ﾃｷｽﾄ②33-34 

 

増田

郁子 

13 
論じ合おうⅠ 

 ディベートマッチ① 

安楽死を論じる   

講義、演習、グループ学習 

提出：課題 D（小論文） 

小テスト⑫  ﾃｷｽﾄ②35-36 

増田

郁子 

14 
論じ合おうⅡ 

 ディベートマッチ② 

安楽死を論じる   

講義、演習、グループ学習 

 

 

増田

郁子 

15 
期末テスト 

（日本語表現、添削） 

ﾃｷｽﾄ②(1-34)  

添削課題 

 

 

増田

郁子 

16 
まとめ 

テスト・課題の返却 

テスト・課題の返却と振り返り 

ポートフォリオファイルの相互評価 
 

増田

郁子 
  



 

科目名 

（科目コード） 

神学書講読Ⅰ 

20P100 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 原文の神学専門書を講読し、原書による神学研究の基礎を学ぶ。 

科目目標 証の書（Ellen White 著書）を英語の原文で学ぶ。 

テキスト 

Messiah by Jerry D. Thomas 

Pacific Press Publishing House, 2002 

ISBN 0-8163-1845-X 

（Desire of Ages 各時代の希望の現代英語版） 

参考文献 
1. 希望の光 —エレン・G・ホワイト著作集— 福音社、2007 

2. メサイア エレン・G・ホワイト著、渡辺清美訳 福音社、2012 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・章ごとに訳読、ディスカッション、テストを行う。 

・語彙調べ、訳は予習で必ずやっておくこと。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・英語実力テストで標準点以上を取れていることが履修条件。 

教員からの 

メッセージ 

・英語の原書を読み通すことは、最初はかなりの努力が必要ですが、語彙に慣れてくれば、 

  次第に読むスピードが速まっていきます。毎日の予習が鍵になります。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

神学書講読Ⅰ 20P100 

 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
Ch. 1  

God Becomes One of Us 

キリストの初臨の天におけるいきさつ

を学ぶ。訳読 
語彙調べ、訳読 サム

エル 

2 
Ch. 1  

God Becomes One of Us 

キリストの初臨の天におけるいきさつ

を学ぶ。訳読 
語彙調べ、訳読 

サム

エル 

3 
Ch. 4  

Savior Is Born 
キリストの誕生の背景 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

4 
Ch. 4  

Savior Is Born 
キリストの誕生の背景 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

5 
Ch. 11 

The Baptism of Jesus 
イエスのバプテスマ 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

6 
Ch. 11 

The Baptism of Jesus 
イエスのバプテスマ 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

7 
Ch. 17 

Nicodemus At Night 
新しく生まれ変わる 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

8 
Ch. 17 

Nicodemus At Night 
新しく生まれ変わる 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

9 
Ch. 21 

Healing On The Sabbath 
安息日 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

10 
Ch. 21 

Healing On The Sabbath 
安息日 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

11 
Ch. 25 

The Call By The Sea 
宣教への召し 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

12 
Ch. 25 

The Call By The Sea 
宣教への召し 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

13 
Ch. 31 

The Sermon By The Sea 
山上の説教 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

14 
Ch. 31 

The Sermon By The Sea 
山上の説教 語彙調べ、訳読 

サム

エル 

15 最終試験   
サム

エル 

16 まとめ   
サム

エル 



 

科目名 

（科目コード） 

神学書講読Ⅱ 

20P102 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 原文の神学専門書を講読し、原書による神学研究の基礎を学ぶ。 

科目目標 証の書（Ellen White 著書）を英語の原文で学ぶ。 

テキスト 

Messiah by Jerry D. Thomas 

Pacific Press Publishing House, 2002 

ISBN 0-8163-1845-X 

（Desire of Ages 各時代の希望の現代英語版） 

参考文献 
1. 希望の光 —エレン・G・ホワイト著作集— 福音社、2007 

2. メサイア エレン・G・ホワイト著、渡辺清美訳 福音社、2012 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・章ごとに訳読、ディスカッション、テストを行う。 

・語彙調べ、訳は予習で必ずやっておくこと。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・英語実力テストで標準点以上を取れていることが履修条件。 

教員からの 

メッセージ 

・英語の原書を読み通すことは、最初はかなりの努力が必要ですが、語彙に慣れてくれば、 

 次第に読むスピードが速まっていきます。毎日の予習が鍵になります。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

神学書講読Ⅱ 20P102 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
Ch. 35 

The Storm On The Sea 
嵐を鎮める 語彙、訳読 サム

エル 

2 
Ch. 35 

The Storm On The Sea 
嵐を鎮める 語彙、訳読 

サム

エル 

さむ

え 3 
Ch. 50 

Traps 
姦淫した女 語彙、訳読 

サム

エル 

4 
Ch. 50 

Traps 
姦淫した女 語彙、訳読 

サム

エル 

5 
Ch. 54 

The Good Samaritan 
よいサマリヤ人 語彙、訳読 

サム

エル 

6 
Ch. 54 

The Good Samaritan 
よいサマリヤ人 語彙、訳読 

サム

エル 

7 
Ch. 71 

Servant Of Servants 

S 

洗足式 語彙、訳読 
サム

エル 

さむ

え 8 
Ch. 72 

The Lord’s Supper 
最後の晩餐 語彙、訳読 

サム

エル 

9 
Ch. 72 

The Lord’s Supper 
最後の晩餐 語彙、訳読 

サム

エル 

10 
Ch. 74 

The Struggle In Gethsemane 
ゲッセマネ 語彙、訳読 

サム

エル 

11 
Ch. 74 

The Struggle In Gethsemane 
ゲッセマネ 語彙、訳読 

サム

エル 

12 
 Ch. 78 

Jesus Dies On The Cross 
十字架 語彙、訳読 

サム

エル 

さむ

え 13 
 Ch. 78 

Jesus Dies On The Cross 
十字架 語彙、訳読 

サム

エル 

14 
Ch. 82 

Why Are You Crying? 
復活 語彙、訳読 

サム

エル 

15 期末テスト   
サム

エル 

16 まとめ   
サム

エル 

 



 

科目名 

（科目コード） 

English Conversation Ⅲ 

20Ｐ114 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 選択 

キリスト教学専攻 2 選択 

キリスト教教育専攻   

Overall objective 
This course is to help students build on what they have already acquired in Conversation 

I and II to improve fluency, listening and vocabulary building. 

Specific goal 
To improve reading comprehension and build vocabulary. Also, to enable students to discuss 

issues and share opinions. 

Textbook 
Kallis' TOEFL Ibt Pattern Speaking 1 

 

Reference book 

Life Topics: A Critical Thinking Approach to English Proficiency by Takashi Shimaoka and 

Jonathan Berman 

Successful Public Speaking by Arina Nikitina 

Evaluation 

criteria 

Attendance and participation 10% 

Reading Report 10% 

Quizzes 20% 

Final exam (Presentation) 50% 

Suggestions and 

demands 
Students are expected to be on time, and fully participate in class activities. 

Message to 

students 

Dear Student,  

In view of changing global conditions, English is increasing becoming a language widely 

used international. So I hope you would take this opportunity to improve your English 

skills not just to pass this class but also for future use.   

E-Mail address 

and office hour 

samuel@saniku.ac.jp  

8:30 – 18:00 



 

英会話Ⅲ 20Ｐ114 

 Class contents 

回数 Theme Study contents 

Study guide 

(how to prepare and review) 

担当

教員 

1 
Sharing a Personal 

Experience 

 

General Background Information 

Outline your response 

Prepare your response 

Present your response 

Review daily lessons and 

practice sentence patterns. 

 

2  

3 

Selectin a Preference 

Discussing about making choices and 

expressing your opinion about other 

people’s choice 

  

4   

5 

Campus Situation 
Speaking about student’s campus 

life. (Reading and Listening) 

  

6   

7 

Academic Course  

Speaking about your choice of 

academic courses. (Reading and 

Listening) 

  

8   

9 

Campus Situation 
Listening and reacting to other 

people’s opinion. 

  

10   

11 

Academic Course 
Listening and reacting to other 

people’s opinion. 

  

12   

13 

Actual Practice 
(Review)  Give serval presentation. 

  

14   

15 

Final Presentations  

  

16   

 



 

科目名 

（科目コード） 

English Conversation Ⅳ 

20Ｐ116 

単位認定者 

（担当教員） 
サムエル コランテン 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 選択 

キリスト教学専攻 2 選択 

キリスト教教育専攻   

Overall objective 

This course is aimed at improving public speaking. Students will be trained on ways to 

present the gospel to an English speaking audience. The objective of this course is to 

equip students with the needed language skills to minister to the spiritual needs of 

English-speaking foreigners living in Japan. 

Specific goal 

To improve public speaking in English 

To learn and understand biblical English biblical terminologies 

To equip theology students with the tools to minister to foreigner in Japan 

Textbook 
Powerful Biblical Preaching 

 

Reference book 

Guidelines for Public Speaking 

by Elisabeth Gareis 

Evangelism by E. G. White 

Evaluation 

criteria 

Attendance and participation 10% 

Classroom discussions 10% 

Reading Report 10% 

Presentation 40% 

Final exam 30% 

Suggestions and 

demands 

Students are expected to be on time, submit assignments and fully participate in class 

activities. 

Students are expected to present a sermonette during English vespers. 

Message to 

students 

Dear Student,  

In view of changing global conditions, English is increasing becoming a language widely 

used international. So I hope you would take this opportunity to improve your English 

skills not just to pass this class but also for future use.   

E-Mail address 

and office hour 

 samuel@saniku.ac.jp  

 8:30 – 18:00 



 

英会話Ⅳ 20Ｐ116 

 Class contents 

回数 Theme Study contents 
Study guide 

(how to prepare and review) 

担当教

員 

1 
Practical Pointers The Preaching Ministry of Jesus 

Read the assigned reading 

before class. 

サム 

エル 2 

3 Speaking Out of the 

Overflow 
An Interview with Barry Black  

サム 

エル 4 

5 Speaking with Prophetic 

Passion 
An Interview with Thomas G. Long  

サム 

エル 6 

7 
Bullets or Buckshot? 

An Interview with Haddon W. 

Robinson 
 

サム 

エル 8 

9 
Inductive Speaking 

An Interview with Fred B. 

Craddock 
 

サム 

エル 10 

11 The use of Imagination 

in Speaking 

An Interview with Thomas H. 

Troeger 
 

サム 

エル 12 

13 Speaking About 

Christian Doctrine 
An Interview with Calvin Miller  

サム 

エル 14 

15 Celebration and 

Experience in Speaking 

An Interview with Henry H. 

Mitchell 
 

サム 

エル 16 

17 Speaking that Turns the 

World Upside Down 

An Interview with William H. 

Willimon 
 

サム 

エル 18 

19 Speaking About the Word 

of God 

An Interview with Evangelist 

C.D. Brooks 
 

サム 

エル 20 

21 
Speaking to Secular Mind An Interview with Ravi Zacharias  

サム 

エル 22 

23 Speaking Effectively 

Without Notes 
An Interview with Lee Strobel  

サム 

エル 24 

25 
Feedback and Evaluation An Interview with Lee Strobel  

サム 

エル 26 

27 
Review   

サム 

エル 28 

29 Final Presentation and 

Exam 
  

サム 

エル 30 

 



 

-科目名 

（科目コード） 

英文法Ⅰ 

20P120 

単位認定者 

（担当教員） 
新妻 規恵 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

この科目は、「すららネット（e-learning教材）」による自己学習をベースに、定期的な英文法の小

テスト結果に応じた学習内容に取り組む。基礎・基本的文法事項の総復習を行い、確実にマスター

することを目指す。また英検準２級レベルの単語力と英作力を身につけることを目的とする。英語

の文献を扱う他の講義で英語が読めるようになるためのウォーミングアップを行う。 

科目目標 

・定期的に英語に触れることで、英語を学習する方法と習慣が身につく。 

・英文読解力を身につけるための基礎・基本的な文法力が身につく。 

・英語文献を読む基礎力となる準２級レベルの語彙力と語法、そして正しい発音が身につく。 

・インプットで得た文法知識を元に、アウトプットとして口頭で簡単な英作が出来るようになる。 

テキスト 

 １．すららネット(e-learning教材)の英語 

 ２．一杉武史編著 キクタン英単準２級 アルク 

 

参考文献 

オンライン英英辞典（無料） 

Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com 

Wordsmyth: http://www.wordsmyth.net/ 

☆全て発音が聞けます。わからない発音は、必ず音声を確認して、正しい発音を覚えてください。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

学力診断テスト（事前・事後）、毎回の単語クイズ、定期的な英文法の小テスト（すららネット英

語）、履修者に合わせた学習課題（すららネット英語）、提出物等から総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・すららネットを学習するためのノート PCの用意とインターネット環境を確保すること。 

教員からの 

メッセージ 

英語力の骨格である「文法」を学ぶことが、その後の英語力アップの土台になります。毎時の単語

クイズと、すららでアニメキャラクターと楽しく学習しながら、自分のレベルに合った安心・安全な

ステップアップ方式の自己学習がベースの講義です。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 メールアドレス：niizuma@saniku.ac.jp 

 オフィスアワー：研究室のドアに掲示 研究室：１号館２号研究室 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.wordsmyth.net/
mailto:niizuma@saniku.ac.jp


 

英文法Ⅰ 20P120 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
オリエンテーション 

学力診断テスト 
シラバス配布、すららについて 

【すらら英語の学習について】 

・学力診断テストの結果で、学修内

容が決まる。 

・１週間ないし２週間ごとに学習

範囲をかける。 

・すららネットの学習のために、毎

日１ユニットのペースで取り組む

時間を確保すること。 

・≪重要≫ドリル解答時に苦手ス

キルが表示された場合は、必ずその

ユニットに戻って学習しなおすこ

と。それにより、次の学習をスムー

スに進めることができる。 

 

【英語学習全般について】 

・英語学習は、黙読（見る）、声に出

す（話す）、書く、場面をイメージす

る（触覚、嗅覚）等、五感を駆使す

ると効果的。 

 

【英単語の暗記について】 

・１日で覚えるのは効率が悪いた

め、少なくとも数日かけて暗記す

る。 

・昼間に暗記し、夜は復習の時間に

あてる。 

・暗記した英単語は、繰り返し見る

と覚えやすくなる。 

・脳は、暗記した単語を睡眠中に整

理するので、睡眠を有効に活用す

る。 

新妻 

2 
ボキャブラリー・ビル

ディング 
英単語クイズ① 新妻 

3  英単語クイズ② 新妻 

4  英単語クイズ③ 新妻 

5  英単語クイズ④ 新妻 

6  英単語クイズ⑤ 新妻 

7  英単語クイズ⑥ 新妻 

8  英単語クイズ⑦ 新妻 

9  英単語クイズ⑧ 新妻 

10  英単語クイズ⑨ 新妻 

11  英単語クイズ⑩ 新妻 

12  英単語クイズ⑪ 新妻 

13  英単語クイズ⑫ 新妻 

14  英単語クイズ⑬ 新妻 

15 
 

英単語クイズ⑭ 新妻 

16 まとめ  新妻 

 



 

科目名 

（科目コード） 

英文法Ⅱ 

20P122 

単位認定者 

（担当教員） 
新妻 規恵 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

英文法Ⅰに引き続き、「すららネット（e-learning教材）」による自己学習をベースに、基礎・基

本的文法事項の総復習を行い、ステップアップ方式で確実にマスターすることを目指す。また英

検準２級レベルの単語力と英作力を身につけることを目的とする。英語の文献を扱う他の講義で

英語が読めるようになるためのウォーミングアップを行う。 

科目目標 

・定期的に英語に触れることで、英語を学習する習慣が身につく。 

・英文読解力を身につけるための基礎・基本的な文法力が身につく。 

・英語文献を読む基礎力となる準２級レベルの語彙力と語法、そして正しい発音が身につく。 

・インプットで得た文法知識を元に、アウトプットとして口頭で簡単な英作が出来るようになる。 

テキスト 

１．すららネット(e-learning教材)の英語 

２．一杉武史編著 キクタン英単準２級 アルク 

３．履修者に合わせた英語学習の課題 

参考文献 

オンライン英英辞典（無料） 

Longman Dictionary of Contemporary English: http://www.ldoceonline.com 

Wordsmyth: http://www.wordsmyth.net/ 

☆全て発音が聞けます。わからない発音は、必ず音声を確認して、正しい発音を覚えてください 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

学力診断テスト（事前・事後の点数差）、毎回の単語クイズ、履修者に合わせた学習課題、 

提出物等から総合的に評価する。 

※上記の評価とは別にすららネット（英語）の指定の学習範囲をクリアすることが履修要件となる。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・すららネットを学習するためのノート PCの用意とインターネット環境を確保すること。 

・本講義では、すららネット英語（指定の学習範囲）は履修要件であるので、講義内での成果によ

らず、指定の学習範囲がクリアされていることが履修の前提条件となる。 

・すららネットの学習のために、毎日１ユニットのペースで取り組む時間を確保すること。 

教員からの 

メッセージ 

英語力の骨格である「文法」を学ぶことが、その後の英語力向上の土台になります。すららで 

アニメキャラクターと楽しく学習しながら、自分のレベルに合った安心・安全なステップアップ 

方式の自己学習がベースの講義です。確実に英文法の基礎・基本が身につくようにお手伝いさせ 

て頂きます！ 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：niizuma@saniku.ac.jp 

オフィスアワー：研究室のドアに掲示 研究室：１号館２号研究室 

mailto:niizuma@saniku.ac.jp


 

英文法Ⅱ 20P122 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
ボキャブラリー・ビルデ

ィング 

シラバス配布 

英単語クイズ① 

 
【すらら英語の学習について】 

・学力診断テストの結果で、学修内

容が決まる。 

・１週間ないし２週間ごとに学習範

囲をかける。 

・すららネットの学習のために、毎

日１ユニットのペースで取り組む時

間を確保すること。 

・≪重要≫ドリル解答時に苦手スキ

ルが表示された場合は、必ずそのユ

ニットに戻って学習しなおすこと。

それにより、次の学習をスムースに

進めることができる。 

 

【英語学習全般について】 

・英語学習は、黙読（見る）、声に出

す（話す）、書く、場面をイメージす

る（触覚、嗅覚）等、五感を駆使し

ながら学修すると効果的。 

 

【英単語の暗記について】 

・１日で覚えるのは効率が悪いため、 

 少なくとも数日かけて暗記する。 

・昼間に暗記し、夜は復習の時間に

あてる。 

・英単語は、繰り返し見ることで暗

記しやすくなる。 

・脳は、暗記した単語を睡眠中に整

理するので、睡眠を有効に活用する。 

新妻 

2  英単語クイズ② 新妻 

3  英単語クイズ③ 新妻 

4  英単語クイズ④ 新妻 

5  英単語クイズ⑤ 新妻 

6  英単語クイズ⑥ 新妻 

7  英単語クイズ⑦ 新妻 

8  英単語クイズ⑧ 新妻 

9  英単語クイズ⑨ 新妻 

10  英単語クイズ⑩ 新妻 

11  英単語クイズ⑪ 新妻 

12  英単語クイズ⑫ 新妻 

13  英単語クイズ⑬ 新妻 

14  英単語クイズ⑭ 新妻 

15  英単語クイズ⑮ 新妻 

16 学力診断テスト  新妻 

 



 

科目名 

（科目コード） 

生物学Ⅰ 

19P140 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 基礎的な知識を中心に生物の素晴らしさを楽しく学ぶ。 

科目目標 
階層構造を持つ生物科学の理解を深めるために、ミクロからマクロまで様々な生物を通して学ぶ。 

生物をクリスチャンとして理解するための幅広い知識を身につける。 

テキスト 必要に応じて提供 

参考文献 必要に応じて紹介 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

初回授業時に説明（クイズ、課題、レポート、期末試験、授業参加等含む） 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

初回授業時に説明 

教員からの 

メッセージ 
各自の疑問・興味を大切に、それぞれの学びにつなげましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
研究室（９）内線２４７ yamamotoos@saniku.ac.jp 



 

生物学Ⅰ 19P140 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 生物学とは？ イントロ、生命の定義  山本 

2 小さい生物（１） 微生物一般 課題に取り組む 山本 

3 小さい生物（２） ウィルス含む、病原菌等 課題に取り組む 山本 

4 植物（１） 裸子植物 課題に取り組む 山本 

5 植物（２） 被子植物 課題に取り組む 山本 

6 節足動物（１） カニからクモまで 課題に取り組む 山本 

7 節足動物（２） 昆虫の類 課題に取り組む 山本 

8 脊椎動物（１） 魚類、両生類、爬虫類 課題に取り組む 山本 

9 脊椎動物（２） 鳥類 課題に取り組む 山本 

10 脊椎動物（３） 哺乳類 課題に取り組む 山本 

11 遺伝と遺伝子 DNA、情報の伝達等 課題に取り組む 山本 

12 種と進化 生き物の変化について 課題に取り組む 山本 

13 学外授業（１） 天候とスケジュール次第 レポート提出 山本 

14 学外授業（２） 天候とスケジュール次第 レポート提出 山本 

15 課題の発表 プレゼンテーション プレゼンテーション準備 山本 

16 まとめ 期末試験  山本 

 



 

科目名 

（科目コード） 

人間関係学 

19P150 

単位認定者 

（担当教員） 
髙井良 しずか 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

人間関係は、人が社会で生きていく限り取り組んでいく重要なテーマである。 

本科目では、人間関係についての基礎的な理論や研究成果に学び、より良い人間関係・ 

コミュニケーションについて考える。授業を通して自己理解・他者理解を深め、それを 

日常生活・学校生活・将来の働きに生かしていくことを目的とする。 

科目目標 

1. 人間関係の重要性を理解し、人間関係における基礎的知識を理解する。 

2. 自己理解と他者理解について考察を深める。 

3. 人間関係をよりよく築くための考え方や行動、コミュニケーションの方法を学習する。 

4. 看護の現場における人間関係について概観し、より良い関係の構築について考察する。 

テキスト 石川ひろの他著：系統看護学講座 基礎分野 人間関係論(第 3版), 医学書院, 2018. 

参考文献 授業時に指示する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験・ミニレポート・授業態度から総合的に評価する。詳細は、第１回目の授業時に説明する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

テキストや講義の内容を覚え、試験を受けて単位を取得するという受身の姿勢ではなく、 

人間存在や知識への探究心を持ちながら、自分の人生や将来の働きのために 

主体的に学ぶ姿勢を期待します。 

教員からの 

メッセージ 

人間関係を学ぶ上では「自己を知る」「他者を知る」そして「コミュニケーションを知る」ことが 

不可欠です。その一助となるよう、授業では想定問答やグループワークも行います。積極的に 

参加してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 メールアドレス szktakaira@gmail.com 

mailto:szktakaira@gmail.com


 

人間関係学 19P150 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当教

員 

1 人間関係とは 
人間関係の中の自己と他者について 

概観する。 
テキスト第 1章を読む。 髙井良 

2 自己への理解 
自己理解の大切さを学び、その一方法と

してワークを行う。 
参考文献を読む。ワークを実践する。 髙井良 

3 自己と他者① 
対人関係と役割について、これまでの研

究から学ぶ。 
テキスト第２章を読む。 髙井良 

4 自己と他者② 
対人行動と態度について、これまでの研

究から学ぶ。 
テキスト第３章を読む。 髙井良 

5 集団と個人 
集団とその特性について概観し、集団と

個人の相互作用について考察する。 
テキスト第４章を読む。 髙井良 

6 コミュニケーション コミュニケーションについて概観する。 テキスト第５章を読む。 髙井良 

7 カウンセリング理論① 
カウンセリングに関係する基本的な 

理論を学ぶ。 
テキスト第６章を読んでおく。 髙井良 

8 カウンセリング理論② 
カウンセリングに関係する基本的な 

理論を引き続き学ぶ。 
参考文献を読んでおく。 髙井良 

9 
人間関係向上への 

スキル① 

 

コミュニケーションの方法やスキルを

学習し体験する。 

テキスト第７章を読んでおく。 

ワークでの学びを実践する。 
髙井良 

10 
人間関係向上への 

スキル② 

コミュニケーションの方法やスキルを

学習し体験する。 

テキスト第８章を読んでおく。 

ワークでの学びを実践する。 
髙井良 

11 
人間関係向上への 

スキル③ 

 

コミュニケーションの方法やスキルを

学習し体験する。 

参考文献を読み、理解する。 

ワークでの学びを実践する。 
髙井良 

12 臨床場面の人間関係① 
保健医療現場での人間関係について 

概観し学ぶ。 

りｎ 

テキスト第９章を読む。 髙井良 

13 臨床場面の人間関係② 
援助者－被援助者の人間関係について

概観し学ぶ。 
テキスト第 10章を読む。 髙井良 

14 家族と人間関係 
家族という人間関係について概観し、 

考察を深める。 
テキスト第 11章を読む。 髙井良 

15 地域と人間関係 
地域社会と個人について概観し、考察を

深める。 
テキスト第 12章を読む。 髙井良 

16 まとめ 筆記試験を行う。 
これまで学んだ内容を確認し、知識

を整理する。 
 

 



 

科目名 

（科目コード） 

心理学１ 

20P160 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
森山 哲美 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

この授業では、感覚、知覚、学習、記憶、発達、知能、性格、社会的行動、臨床といった心理学的

課題を「行動の科学」の視点で解説します。私たちの行動は、環境とのかかわりによって変化します。

行動と環境のこのような関係を科学的な視点で理解することが、この科目の目的です。 

科目目標 
日常生活で生じている人やその他の動物たちの行動について、それらの行動がなぜ生じるのかをき

ちんと科学的な視点で説明することができるようになることがこの科目の目標です。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 鹿取寛人・杉本敏夫／鳥居修晃（編） 心理学 第 3版 東京大学出版会 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

小テスト、最終試験、レポート、受講態度などから総合的に評価します。科目試験に際しては、受

講したときに記録したノート、授業中に配布された資料、さらに参考書のそれぞれに目をとおして、

それらの内容を関係づける努力をしてください。  

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

20分を超える遅刻に対しては、原則、入室を認めません。遅刻の明確な理由がある場合は、それを

証明するものを必ず提示してください。その提示によって入室を認めます。授業中の私語も絶対に認

めません。講義中に示範するスライド等をカメラ機能のある媒体で撮影することは認めていません。

授業では、自分できちんとノートをとることを求めています。 

教員からの 

メッセージ 

行動の科学としての心理学を理解していただくために、心理学の簡単な実験を授業で行う予定で

す。講義だけでなく、そのような実験にも、積極的に、そして主体的に参加してください。それによ

って、なぜ心理学で実験が必要なのかについて学んでいただきたいと思います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 CBM14246@nifty.com 



 

心理学１ 20P160 
 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

行動の科学としての 

心理学とは 

心理学の歴史① 

行動の科学としての心理学とはどのよう

な学問なのかについて理解する。 

 

授業中に記録したノートと配布され

た資料で行動の科学とは何かを理解

する。 

森山 

2 心理学の歴史② 
心理学が行動の科学と言われるようにな

った歴史的な経緯を概観する。 

 

心理学が行動の科学になった歴史的

経緯をノートと資料、参考書で確認す

る。 

森山 

3 心理学の歴史③ 
機能主義、ゲシュタルト心理学、行動主

義、精神分析学について学ぶ。 

心理学のそれぞれの哲学的視点によ

る心のとらえ方を理解する。 
森山 

4 心理学の研究方法 
行動の科学としての心理学の研究方法を

理解する。 

行動の科学である心理学の研究方法

にはどのようなものがあるのかを理

解する。 
森山 

5 感覚と知覚① 
環境を認識する基礎的な行動過程である

感覚と知覚について学ぶ。 

ノートと配布資料、参考書によって、

感覚と知覚の違いを理解する。  
森山 

6 感覚と知覚② 
主に視知覚の働きと環境との関係につい

て学ぶ。 

ノートと配布資料、参考書によって、

視知覚の行動過程を理解する。 
森山 

7 学習① 
受動的な学習であるレスポンデント条件

づけについて学習する。 

ノートと配布資料ならびに参考書で

パブロフの条件反射を理解する。 
森山 

8 学習② 
能動的な学習であるオペラント条件づけ

について学習する。 

ノートと配布資料ならびに参考書で

私たちの自発的な行動の学習過程を

理解する。 
森山 

9 記憶 人の記憶過程について学ぶ。 

記憶は心的過程ではなく行動過程で

あることを講義や実験をとおして理

解する。 
森山 

10 思考・言語について 
思考、問題解決に人の言語行動がどのよ

うに関係しているのかを学ぶ。 

ノートと配布資料、参考書によって、

思考と言語行動との関係を理解する。  森山 

11 愛着とその発達 
刻印づけと人の愛着過程とその発達につ

いて学ぶ。 

ノートと配布資料によって、愛着の発

達過程を理解する。 森山 

12 認知とその発達 ピアジェの認知発達理論を概観する。 
ノートと配布資料によって、子どもの

認知の発達過程を理解する。 森山 

13 知能と性格について 
知能と性格についての理論、知能と性格

の測定や検査の方法について学ぶ。 

ノートと配布資料で、知能と性格がど

のような行動過程であるのかを理解

する。 
森山 

14 社会と集団 社会心理学の概念を理解する。 
ノートと配布資料ならびに参考書で

私たちの社会的な行動を理解する。 森山 

15 臨床心理学について 
心の問題に対する心理学のアプローチに

ついて考える。 

ノートと配布資料ならびに参考書で

どのような臨床実践があるのかを理

解する。 
森山 

16 まとめ 筆記試験を行う。 
ノート、配布資料、参考書のそれぞれ

の内容を関連付けて整理する。 
森山 

 



 

科目名 

（科目コード） 

社会学１ 

20P170 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 清夫 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

社会学の基本的な研究課題の一つに、社会と人間とのかかわりを明らかにすることがある。本講義では、まず

社会学という学問の特徴を理解することから始まり、社会的存在としての人間や集団の特質についてとらえる。

また、我々の身近にある存在・現象である家族・ジェンダー・地域社会・労働という側面から社会と人間との関

わりについて理解を深め、格差・エスニシティ問題等を考察することにより、看護職を目指す者として社会現象

に対する視点の広がりを持つようにすることが目的である。 

科目目標 

1．社会学という学問の特徴について知る。 

2．社会的存在としての人間行為、集団の特質について理解する。 

3．集団や社会現象から、社会と人間とのかかわりについて学ぶ。 

4．社会学的なものの見方を理解し、さまざまな社会事象について社会学的に考察する。 

テキスト 篠原清夫ほか編『大学生のための社会学入門』晃洋書房． 

参考文献 

秋元律郎『社会学入門』有斐閣新書 

富永健一『社会学講義』中公新書 

その他の参考書については授業中、適宜紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

定期試験（約 80%）、レポート[授業中に提出]（約 20%） 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

「社会学２」や「牧会社会学」の基盤となる内容なので、積極的に取り組むことを希望する。 

教員からの 

メッセージ 

日本学術会議の参照基準＜社会学分野＞に関する内容を学ぶ。そのことにより、「あたりまえ」と思

っていた社会事象が「あたりまえ」でなく、新たな視点で見えてくることがある。社会学について身

近に感じてもらうため、小説・映画・マンガなどの素材を使って学習していく。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

1号館 7号研究室（内線 245）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。 

メールアドレス：shinohara@saniku.ac.jp 



 

社会学１ 20P170 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 社会学とは何か 
社会学とは何か、社会学の歴史と学問的な

特徴について知る。 

自分自身の「社会」とは何かについ

て考えてみる。 
篠原 

2 社会と人間との関連 
著名な社会学者 E.デュルケームと M.ウェーバー

の理論から社会と人間とのかかわりについて学

ぶ。 

前回紹介した社会学に関する概論

書を手に取り、目次を眺める。 
篠原 

3 社会の中の「私」 
社会学における自我、地位に概念、役割理

論、集団と個人との関係を考察する。 

「私」とはどのような存在か、社会

との関係から考える。 
篠原 

4 
家族社会学(1)家族の概

念と特質 

家族の概念を理解し、家族の類型や家族の

機能について考える。 

「あなたの家族は誰ですか？」につ

いて答え、その理由も考える。 篠原 

5 
家族社会学(2)家族の変

動 
家族の構造・機能変化について知る。 

自分自身の家族の形や、家族がある

ことのメリットについて考える。 
篠原 

6 
家族社会学(3)結婚・夫

婦の問題 

日本・海外の結婚・離婚・少子化、多様化す

る家族の現代的状況につい理解する。 

日本の家族の現代的な状況を調べ

る。 
篠原 

7 
ジェンダーの社会学(1)

性に関わる諸概念 

性の諸概念について理解し、我々の身の周

りにあるジェンダーについて考える。 

性差にはどのようなものがあるか 

考える。 
篠原 

8 
ジェンダーの社会学(2)

文化との関連 

ジェンダーと文化の問題や、ジェンダーが

関連する社会問題について考察する。 

身の回りにあるジェンダーだと思

われる現象について思い浮かべる。 
篠原 

9 
地域社会学(1)地域社会

とは 

地域社会とは何か、地域社会と個人との関

連について考える。 

自分自身の出身地の特徴について 

調べる。 
篠原 

10 
地域社会学(2)農村と都

市 

農村と都市の地域的な特徴の相違と分類法

について理解し、そこに潜む地域社会の問

題について考える。 

自分自身の出身地は都市か、農村か

判断し、その理由を考える。 
篠原 

11 
産業・労働社会学(1)職

業の意義 

職業の個人的意義と社会的意義についてと

らえ、社会にとっての職業とは何かについ

て考える。 

自分にとって職業とは何なのかに

ついて考える。 
篠原 

12 
産業・労働社会学(2)現

代の労働状況 

日本的雇用・労働の特色とその変化につい

て理解する。 
日本の労働状況について調べる。 篠原 

13 階級と階層 
近年の格差拡大論について考察するため、

社会が変化してきた経緯を知る。 

世界あるいは日本の格差について

調べる。 
篠原 

14 
グローバリゼーション

とエスニシティ 

エスニシティという言葉が必要になった背

景を理解する。 

多文化共生社会の実現に必要なも

のについて考える。 
篠原 

15 メディアと情報 
メディアの利用が社会的需要によって促進

され、メディアの普及が社会の変化を加速

する様を理解する。 

情報の自由と管理・制限はどちらが

優先されるべきか考えてみる。 
篠原 

16 期末試験    篠原 

  



 

科目名 

（科目コード） 

歴史学(西洋史) 

20P180 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
藤田 佳大 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

歴史を学ぶということは、現代を生きる私たちが過去と対話をすることによって、新しい気付きを

発見することです。この授業では西洋の歴史を概観し、そこで起こった出来事を通して現代を生き

る私たちに対する教訓を得ることが目的です。 

科目目標 

１）「歴史学」という学問について理解する。 

２）ヨーロッパの歴史を通して宗教や社会の発達、またそれらの世界への影響を理解する。 

３）各歴史的出来事を通して、自分自身に対する教訓を得る。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 

近藤和彦『西洋世界の歴史』山川出版社、2014年 

黒川知文『西洋史とキリスト教』教文館、2018年 

福井憲彦『歴史学入門』岩波書店、2019 年 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クイズ、ブックレポート、試験、授業参加態度などによる総合評価 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

ブックレポートはリザーブ図書より一冊を選び、下記の事項をまとめてレポートする。 

１）書物の要約 

２）所見 

３）考察 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

提出物は必ず期日を守って提出してください。遅れると減点になります。 

教員からの 

メッセージ 

皆さんの中には詰込みの暗記で歴史嫌いになってしまった方もおられるかもしれません。歴史は暗

記ではなく、その歴史の中における人々の営みを知ることです。過去を学ぶことによって私たちは

様々な教訓を得ることができます。その教訓を学ぶ楽しみをこのクラスで養ってください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

教員連絡先：セブンスデー・アドベンチスト三育袖ヶ浦教会  

TEL：０４３８－６２－６５６３ 

メールアドレス：fujita_yoshihiro@adventist.jp 



 

歴史学(西洋史) 20P180 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 導入：歴史学とは 歴史学とはどのような学問か。  藤田 

2 オリエントの統一 メソポタミア、エジプト、シリアの 
文化と統一ならびにイラン高原 

クラスで適宜説明する 藤田 

3 ギリシア世界 エーゲ文明からヘレニズム文化まで クラスで適宜説明する 藤田 

4 古代ローマの世界 古代ローマからローマ帝国まで クラスで適宜説明する 藤田 

5 
ローマ帝国と 

キリスト教 
ローマ帝国におけるキリスト教の発展 クラスで適宜説明する 藤田 

6 
イスラム教と 

イスラム帝国 
イスラム教の発生とイスラム帝国 クラスで適宜説明する 藤田 

7 中世ヨーロッパ成立 中世ヨーロッパと封建社会 クラスで適宜説明する 藤田 

8 
ローマカトリック教会

と封建社会の崩壊 
ローマ=カトリック教会の発展、十字軍、

封建社会の崩壊 
クラスで適宜説明する 藤田 

9 
ルネサンスと 

大航海時代 
ルネサンスと大航海時代の幕開け クラスで適宜説明する 藤田 

10 フランス革命 フランス革命の要因とナポレオン クラスで適宜説明する 藤田 

11 ウィーン体制 フランス革命後のウィーン体制と 
七月・二月革命 

クラスで適宜説明する 藤田 

12 産業革命 イギリスから始まった大量生産への道 クラスで適宜説明する 藤田 

13 帝国主義と世界大戦 帝国主義から 2 つの世界大戦まで クラスで適宜説明する 藤田 

14 
ブックレポート 

プレゼンテーション 
一人 5 分程度でプレゼンテーション プレゼンテーション準備 藤田 

15 総括 期末試験にむけての復習  藤田 

16 期末試験   藤田 

  



 

科目名 

（科目コード） 

哲学 

20P190 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
梅田 與四男 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

学問分野としての「哲学」とは何かを理解し、西洋哲学史をたどって主要な哲学者の人生と思想を学

ぶ。そのようにして、その「哲学」の主体である「人間」がどのように理解されているかを考察し、

世界理解を深めるとともに、自分を知り自分をより良く生かすための思索力を身につけ人間理解を深

める。 

科目目標 

1.哲学とはどのような学問かを理解する。  

2.西洋哲学史上の主要な哲学者たちの基本的な考え方を理解する。 

3.さまざまな哲学概念を把握する。 

4.哲学の課題が人間理解や生き方に深くかかわるものであることを理解する。 

5.これからの自分の生き方について考える。 

テキスト 木田元著『反哲学入門』新潮社、金子晴勇『人間学としての哲学』世界思想社 

参考文献 必要に応じてクラスで紹介する 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業態度、レポート内容、期末試験の結果により、総合的に評価する。なお、期末試験について

は、小論形式で行う。論題は講義内容全体から予め提示するので、事前に充分勉強して欲しい。 

課題（試験や 

ﾚﾎﾟｰﾄ等)に対する 

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの方法 

レポートは授業内で行ってもらい、そのさいコメントし適正な理解や表現を促すつもりなので、

コピーを提出のこと。また期末試験に関しては、可能な限りコメントを記すので、参考にして欲

しい。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

授業テーマに沿ってテキストの該当箇所を予習として読んでおく。毎回、授業内容のプリントを用意

し配布するので、授業内容の理解や復習のために役立てる。テキストにないテーマの場合、図書館に

ある関連書籍を利用する。 

教員からの 

メッセージ 

哲学は今日あまり人気のない学問分野です。しかし存在や世界や人間をどう考えどう理解するか

は人間としての不可避な課題を担うのが哲学です。その固有な営みを歴史的に学びながら、いま

直面しているわたしたちの課題を一緒に考えたいと思います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
y-umeda@tbz.t-com.ne.jp 



 

哲学 20P190 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 哲学とは何か 哲学の意義と部門 
テキスト『反哲学入門』の「第一章」

をていねいに読んでおき、講義内容

をまとめ、両者を照らし合わせる 
梅田 

2 哲学史の大きな流れ 世界史における哲学史の概略 
高校『世界史』における古代ギリシア

から古代ローマと中世ヨーロッパ、宗

教改革、近代の歴史的変化を復習する 
梅田 

3 古代ギリシア哲学１ 古典古代のギリシアと古代ギリシア哲

学の父ソクラテスの思想 

テキスト『反哲学入門』「第二章」66

～86頁を読んでおき、講義内容の要

点を整理する 
梅田 

4 古代ギリシア哲学２ ソクラテスに続くプラトンとアリスト

テレスの哲学 

テキスト『反哲学入門』「第二章」86

～110 頁を読んでおき、この時代の

哲学思想の内容をまとめる 
梅田 

5 
ヘレニズム＝ローマ哲

学とキリスト教思想１ 
哲学とキリスト教との出会い―プロテ

ィヌスにおける新プラトン主義の思想 

テキスト『反哲学入門』「第三章」の

112～129頁読んでおき、講義内容の

要点を整理する 
梅田 

6 
ヘレニズム＝ローマ哲

学とキリスト教思想２ 

哲学とキリスト教との出会い―アウグ

スティヌスの思想 

テキスト『反哲学入門』「第三章」の

112～129頁を読み、この時代の哲学

思想の内容をまとめる 
梅田 

7 中世キリスト教思想１ ヨーロッパ世界の成立と哲学との新た

な出会い―スコラ哲学 

小峰潤著『西洋思想史上のキリスト

教』「第四章」を読んでおき、講義内

容と照らし合わせ、要点をまとめる 
梅田 

8 中世キリスト教思想２ ヨーロッパ世界における哲学と神学―

トマス・アクィナスとオッカム 

小峰潤著『西洋思想史上のキリスト

教』「第四章」を読んでおき、講義内

容と照らし合わせ、要点をまとめる 
梅田 

9 宗教改革時代の思想１ 哲学の優位に立つ神学―宗教改革者ル

ターの思想 

図書館にある宗教改革者ルターの思

想に関するものを読み、講義内容と

照らし合わせ、要点を整理する 
梅田 

10 宗教改革時代の思想２ 哲学の優位に立つ神学―宗教改革者カ

ルヴァンの思想 

図書館にある宗教改革者カルヴァン

の思想に関するものを読み、講義内

容と照らし合わせ、要点を整理する 
梅田 

11 近代の哲学１ 哲学の再興―〈近代哲学の父〉デカルト

の哲学 

テキスト『反哲学入門』「第三章」の

129～165頁を読んでおき、講義内容

と照らし合わせ、要点をまとめる 
梅田 

12 近代の哲学２ 近代哲学の諸系譜とその特徴 
テキスト『反哲学入門』「第四章」を

読んでおき、講義内容と照らし合わ

せ、要点をまとめる 
梅田 

13 レポート発表１ 
近代の哲学者たちの中から、興味や関心

のある人物を選んで、その生涯と思想を

レポートする。 

発表予告に基づき、下調べをし、質

問を準備する。発表内容を整理し、

要点をまとめる 
梅田 

14 レポート発表２ 
近代の哲学者たちの中から、興味や関心

のある人物を選んで、その生涯と思想を

レポートする。 

発表予告に基づき、下調べをし、質

問を準備する。発表内容を整理し、

要点をまとめる 
梅田 

15 
哲学の問題―人間とは

何か 

これまでの学びから、「人間とは何か」

「人間とはどうあるべきか」について考

える 

これまでの授業で強調された諸点を

まとめ、自分の理解を整理する 梅田 

16 期末試験 ６０分の試験を行う  梅田 
  



 

42 
 

科目名 

（科目コード） 

心理学２ 

20P162 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
松﨑敦子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

人間の発達を、生涯発達的視点から理解する。発達に関する基礎知識および発達心理学の諸理論を

学ぶとともに、ライフサイクルにおける胎生期から老年期までの発達を、身体的、認知的、心理

的・社会的の各側面から探究する。その学びを通し、人間を理解する基礎となる知識、感性、思考

力を高める。 

科目目標 

・身体的・認知的・心理的・社会的発達は、ライフサイクルの中で密接に関連していることを理解
する。 
・ライフサイクルにおける各段階の発達上の特徴や、課題について理解する。 
・発達に関する主要な理論についての理解を深める。 
・周囲と関わりながら発達する過程と、発達に影響を及ぼす諸要因について理解する。 

テキスト 無藤隆他 よくわかる発達心理学 第２版 ミネルヴァ書房 

参考文献 
 内田信子編：よくわかる乳幼児心理学 ミネルヴァ書房 

ジョージ・バターワース他：発達心理学の基本を学ぶ ミネルヴァ書房 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

学期末試験、小テスト、課題、授業態度等を併せて総合的に評価する。 

課題（試験やレポー

ト等）に対するフィー

ドバックの方法 

理解度を確認するため課題や小テストを適宜行い、採点後に質疑応答の時間を設ける。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・正当な理由なしに欠席すると単位が取れないことがある。 

・本科目を履修するには、授業時間以外に事前学習や事後学習が必要である。 

・原則、講義形式で行い、適宜、DVD等の視聴覚教材を用いる他、グループ討議等の学習形式も採

用する。受講者には、積極的な発言、討議、質問による参加を期待する。 

教員からの 

メッセージ 

発達心理学は、ライフサイクルにおける発達をさまざまな側面から探究するという基礎的な領域

から、その成果を実際の支援に役立てるという応用領域までをカバーする学問です。ヒトの発達

を、自分自身や身近な人にあてはめながらじっくり学んでいきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

・オフィスアワーは講義時間の前後とする。 

・長時間を要するものは、事前にアポイントメントを入れる（連絡先：matsuzakia@saniku.ac.jp） 
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心理学２ 20P162  
 学修テーマと内容 

実習時期 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（授業までの予習ポイント） 
担当

教員 

１ ・講義ガイダンス 

・発達心理学概論 

・講義ガイダンス：授業の進め方や評価

等、発達心理学全体の枠組み 

・発達の定義や発達における共通性、発達

に影響を及ぼす因子について学ぶ。 

心理学の基礎知識について学習して

おくとよい。 松﨑 

２ 
・胎生期の発達特性 

・新生児期の発達特

性 

・生命誕生、受精、胎生期の発達と様相に

ついて概観する。 

・運動、知覚、認知、情緒の発達につい

て、理論を学び考察する。 

テキストの「I 胎児期・新生児期」を予
習・復習する。 松﨑 

３ ・乳幼児期の発達特

性 

・運動、知覚、認知、情緒の発達につい

て、理論を学び考察する。 

・自己意識、言語、社会性の発達につい

て、理論を学び考察する。 

テキストの「II乳児期」「III幼児期前
期」を予習・復習する。 松﨑 

４ ・児童期の発達特性 
・自己概念、自尊感情、思考、仲間関係の

発達について考察する。 

テキストの「IV幼児期後期」「V児童
期」を予習・復習する。 松﨑 

５ 

・思春期・青年期の  

発達特性 

・発達段階と発達課

題 

・思春期における身体的変化、認知発達、

自我の発達について学ぶ。 

・アイデンティティの確立、大人としての社

会的責任を中心に考察する。 

・エリクソンの心理社会的発達理論を中心

に、発達段階と発達課題について学

ぶ。 

テキストの「VI青年期」を予習・復習す
る。 松﨑 

６ 成人期の発達の特性 
成人期における発達変化や、関係性の変

容と立て直しについて概観する。 

テキストの「VII成人初期・中期」を予
習・復習する。 松﨑 

７ 老年期の発達の特性 
老いを生きること、喪失と適応のプロセスに

ついて概観する。 

テキストの「VIII成人後期・老年期」を
予習・復習する。 松﨑 

８ 総括 
生涯発達という視点と、周囲と関わりながら

発達する過程を再確認する。 

テキストの「X発達を考える際に」を予
習・復習する。 松﨑 

９ 筆記試験 学期末テスト 
授業の中で特に強調したポイントを中

心に復習しておく。  

   



 

科目名 

（科目コード） 

社会学２ 

20P172 

単位認定者 

（担当教員） 
篠原 清夫 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

社会学で学んだ社会学理論を基本とし、社会的存在としての人間や集団の特質についてとらえる

ため、さまざまなメディアに出現する社会事象について社会学概念を用いて分析する。さらに我々

の身の回りにあるドキュメントを分析することにより、社会学的なものの見方の特質についてより

理解を深める。 

科目目標 

１．社会的存在としての人間行為、集団の特質を理解することができる。 

２．集団や社会現象から、社会と人間とのかかわりについて様々な側面から見ることができる。 

３．社会学的なものの見方を理解し、何気ない日常生活を社会学的に分析することができる。 

テキスト 篠原清夫ほか編『大学生のための社会学入門』晃洋書房． 

参考文献 

秋元律郎ほか『社会学入門』有斐閣新書. 

富永健一『社会学講義』中公新書. 

その他の参考書については授業中に適宜指示する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

レポート・発表内容・受講態度 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

履修には「社会学１」の知識が必要なので、その内容を復習して講義に臨むこと。 

教員からの 

メッセージ 
社会学の応用的な分野なので、積極的な発表が期待される。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

１号館 10号研究室（内線 248）に在室中は、基本的にいつでも相談を受け付けます。 

メールアドレス：shinohara@saniku.ac.jp 



 

社会学２ 20P172  

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
社会学的な視点とは 

何か 

社会学の学問的特徴や、ドキュメント

分析とは何かについて確認する。 

社会学１の内容を振り返り、社会学

の学問的特徴を復習する。 

篠原

清夫 

2 メディアと社会 
社会学におけるメディアの特徴と、メ

ディアの変化について理解する。 
テキスト p.177-189を読む。 

篠原

清夫 

3 
社会の発見（1） 

－社会の見方－ 

映画『ゴッドファーザー』を通して「社

会」とは何かについて考える。 

「社会」について描かれていると考

えられる作品を思い浮かべる。 

篠原

清夫 

4 
社会の発見（2） 

－社会の構造－ 

E.デュルケームの社会の見方や社会構

造のあり方について学ぶ。 

デュルケームの『自殺論』について

復習する。 

篠原

清夫 

5 
社会化（1） 

―社会と人間形成－ 

映画『フルメタル・ジャケット』を通し

て、E.ゴッフマンの「全制的施設」の  

特徴を学ぶ。 

「社会化」とは何か、学んだことに

ついて振り返る。 

篠原

清夫 

6 
社会化（2） 

―再社会化－ 

E.ゴッフマンの理論を学び、社会の中

の人間の行動について理解する。 

「社会化」のあり方について、身近

な例を挙げ考える。 

篠原

清夫 

7 
社会システム(1) 

―行為と社会― 

アニメ『魔法少女まどかマギカ』を通

して、社会システムの変容を理解す

る。 

取り上げるアニメの概要について

調べておく。 

篠原

清夫 

8 
社会システム(2) 

―社会意識― 

「セカイ系」の限界や日本人の法意識

について考察する。 

社会学者の宮台真司、川島武宜の理

論について調べる。 

篠原

清夫 

9 
ソーシャル・キャピタ

ル(1)―SCとは― 

R.パットナムのソーシャル・キャピタ

ル理論について理解する。 

ソーシャル・キャピタルの具体的

事例について思い浮かべる。 

篠原

清夫 

10 
ソーシャル・キャピタ

ル(2)―SCと人間― 

アニメ『秒速 5センチメートル』と『君

の名は。』の違いを捉える。 

2つのメディアの概要について調べ

ておく。 

篠原

清夫 

11 
地域社会（1） 

―都市と農村― 

映画『八つ墓村』『フラガール』、漫画

『神様ドォルズ』から地域を捉える。 

メディアに登場する地域の特徴に

ついて考える。 

篠原

清夫 

12 
地域社会（2） 

―コミュニティとは― 

R.マッキーバーの「コミュニティ」と

「アソシエーション」の概念を理解す

る。 

コミュニティとアソシエーション

の身近な具体例に気づく。 

篠原

清夫 

13 
社会的弱者とラベリン

グ理論（1） 

映画『砂の器』、アニメ『もののけ姫』

を通して、社会的排除の背景と問題を 

考える。 

メディアでの社会的排除の描かれ

方について考える。 

篠原

清夫 

14 
社会的弱者とラベリン

グ理論（2） 

H.ベッカーの「ラべリング理論」につい

て理解する。 

ラベリング理論の具体例について 

挙げ、説明できるようにする。 

篠原

清夫 

15 
ドキュメント分析の 

プレゼンテーション 

ドキュメントを準備し、社会学的な視

点を持って発表する。 

社会学的な分析が可能なメディア

を選択し、発表準備をする。 

篠原

清夫 

16 まとめ これまでの学修内容を振り返る。 
ノート・資料を準備し、概要を振り

返っておく。 

篠原

清夫 
 



 

科目名 

（科目コード） 

絵画鑑賞論 

20P210 

単位認定者 

（担当教員） 
中島 健三 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 
自分の目線で感じることの意味を考えてもらうこと。 

ありのままの自分を受け入れて、そこから自分の内面の発見へ。 

科目目標 
牧師になる方が、自分の内面にある文化的、又メンタルな部分にしっかり認識を持ってもらう 

ことです。 

テキスト 
テキストは使いません。 

本物を見に美術展に行きます。この費用は全て自分持ちです。 

参考文献 
毎週一枚づつ、作品（カラーコピー）を渡します。 

美術館に本物を見に出掛けます。その費用は全て自分持ちとなります。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

テスト 美術館感想文（本物の作品を自分の目で見、考えてもらう）。 

・自分の言葉で自分の考えを文章にしていただく。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

出席をしっかりして下さい。 

模範的な回答でなく、自分の想いをもって答えてほしい。 

教員からの 

メッセージ 
牧師になる方々が説教・伝道に文化の理解が役に立つことを願っています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
TEL 自宅：0436-61-2451 携帯：090-7205-2933 



 

絵画鑑賞論 20P210 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 アートとは 大切なことは表現する力。 感覚的でメンタルな世界の理解。 中島 

2 美術とは 
メンタルな感覚に形を与え、 

表現する力。 
表現するという感覚の理解。 中島 

3 キリスト教絵画① キリスト教が芸術を発展させて来た。 
ダ・ヴィンチはキリスト教徒 

だったか？ 
中島 

4 キリスト教絵画② 現代という時代の宗教絵画。 現代キリスト教絵画の姿。 中島 

5 西洋絵画のリアリズム 聖書との関係。 
キリスト教文化とリアリズムな 

考えの理解。 
中島 

6 ダ・ヴィンチ リアルに描くお手本、ダ・ヴィンチ。 ダ・ヴィンチの時代と人。 中島 

7 ゴッホ 
浮世絵に見せられたゴッホ 

西洋と日本との出会い。 

リアルに描く西洋絵画と 

線表現の日本絵画。 
中島 

8 
1860 年代のジャポニズ

ムとヨーロッパ 

江戸末期のフランスでの博覧会の 

出来事（日本文化が世界へ）。 

1800年後半、ヨーロッパに驚きを 

与えた日本文化。 
中島 

9 美術館行き 本物を見に行く。 
自分の眼で見ることの意味。 

自分の内面に働く感覚の理解。 
中島 

10 シャガール 
ロシア系ユダヤ人の人と作品に 

ついて紹介。 

ユダヤ教とキリスト教を 

生きた画家。 
中島 

11 日本文化と宗教観 
今、世界中が日本文化に興味を持って来た。 

桃山時代の美はキリスト教文化の影響。 
日本文化の理解が伝道のカギ。 中島 

12 作品を描く① 
ありのままの自分の表現。 

自分の知らない自分との出会い。 

表現の中から生まれてきた 

ありのままの作品の理解。 
中島 

13 作品を描く② 
ありのままに描くことの意味。 

（アートセラピー） 

表現の中から生まれてきた 

ありのままの作品の理解。 
中島 

14 ムンクと現代社会 現代社会の心の闇。 統合失調症の人が描く世界の紹介。 中島 

15 ピカソと現代社会 
伝統的な表現を壊すことによって 

新しい世界を造り出した。 
スペインの文化と宗教の姿の理解。 中島 

16 テスト テーマに沿った文章テスト。  中島 

 



 

科目名 

（科目コード） 

ボランティア論 

20P220 

単位認定者 

（担当教員） 
橋本 笙子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

ボランティアとは何か、ボランティアに求められていること、またボランティアを取り巻く社会

的状況を理解し、自らボランティアとして動くための必要な知識を身につける。 

宗教とボランティアの関係を理解する。 

科目目標 

１．ボランティアの意味を考える 
２．ボランティアの役割、課題を理解する 
３．宗教とボランティアの関係を理解し、現状と課題を知る。 

テキスト 必要な資料を授業にて配布 

参考文献 

テキスト 市民活動論－ボランティア・NPOの実践から学ぶ－（大阪ボランティア協会編） 

ボランティア活動の基礎と実際（米山岳廣著 文化書房博文社） 

ボランティアのすすめ 基礎から実践まで （岡本栄一監修 ミネルヴァ書房） 

教会は何を求められたのか 宮城・岩手での取り組み（いのちのことば社） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席・授業態度・提出物・発表・テスト等を総合して評価する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

教わるよりも自ら学ぶ姿勢をもって履修すること 

教員からの 

メッセージ 

一言でボランティアと言っても、その活動は幅広く、関わり方も様々です。机上の学びのみに終

わらないように、私自身の経験を通して現実的な学びの時間にしてもらいたいと考えています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
shoko.hashimoto@adrajpn.org 



 

ボランティア論 20P220 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 ボランティアの基礎理論 
ボランティアの土台・歴史・基礎的な概念を

理解する。 
ボランティア活動の種類と範囲 
日本の現状・NPO 法人とは・NPO/NGO に
よる様々な活動 

 橋本 

2 ボランティア活動の組織  橋本 

3 

ボランティア活動－ 

災害ボランティア 

災害を知る 
災害ボランティアとは 
災害ボランティアの心構え 
被災地支援の仕組み 
被災地の状況、被災者のニーズを考える 

 橋本 

4  橋本 

5  橋本 

6 

ボランティア活動－ 

国際協力ボランティア 

国際貢献分野のボランティアとその働きと 
役割、その現状と課題 

 橋本 

7  橋本 

8  橋本 

9 

宗教とボランティア 

宗教とボランティアの関係を考える 

キリスト教会におけるボランティア 
キリスト教会のボランティア活動の現状と課

題 
クラスの前週に配付した資料

をよく読んでおくこと 

橋本 

10 橋本 

11 橋本 

12 

災害と宗教 
防災と宗教 

災害時にキリスト教会が果たすべき役割 

橋本 

13 橋本 

14 ワークショップ 
ワークショップ 

「災害時－教会は何を求められたか」 

SDA教会の自然災害に対する取

り組みを調べておく 
橋本 

15 ワークショップ 〃  橋本 

16 まとめ テスト  橋本 

 



 

科目名 

（科目コード） 

ボランティア演習 

20P222 

単位認定者 

（担当教員） 
橋本 笙子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 
前期のボランティア論で学んだことを現場を通して確認する共に、学びを深め、ボランティアに

とって大切なことを身に付ける。 

科目目標 

１．被災地における災害ボランティア活動に参加する。 
２．ボランティアとは何か、現場をとおして理解する 
３．宗教（特に教会）におけるボランティア活動について理解する 

テキスト  

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席・授業態度・提出物発表等を統合して評価する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

夏休みもしくは冬休みを使い、災害ボランティア活動に参加します。 

教員からの 

メッセージ 

実際にボランティアを経験することで、ボランティアに関する学びを深めてもらいたいと考えてい

ます。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
shoko.hashimoto@adrajpn.org 

mailto:shoko.hashimoto@adrajpn.org


 

ボランティア演習 20P222 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
地域でのボランティア

活動 

地域等での様々なボランティア活動の

現状と課題について学ぶ 

 橋本 

2  橋本 

3 
教会とボランティア活

動 

教会のボランティア活動の現状と課題

について学ぶ 

 橋本 

4  橋本 

5 

出発前準備 

活動地について学ぶ 

・災害、被災状況について 

・ボランティア活動の状況について 

 橋本 

6  橋本 

7 

ボランティア活動に参

加 

被災地におけるボランティア活動に参

加 

 橋本 

8  橋本 

9  橋本 

10  橋本 

11  橋本 

12  橋本 

13  橋本 

14  橋本 

15 レポート、発表資料の作成  橋本 

16 まとめ 発表、振り返り  橋本 
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科目名 

（科目コード） 

スポーツ科学 

20P260 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別  履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

 近年、生活習慣の著しい変化により肥満者が増加している。これは早急に解決しなければならな

い健康問題の一つとなっている。そこで本科目では肥満をキーワードに、健康スポーツの視点から

予防と解消の方法を学ぶとともに、その運動プログラムづくりとその指導法の習得を目的としてい

る。 

科目目標 

１）肥満発生のメカニズムを理解し、運動プログラムづくりに生かすことができる。 

２）運動プログラムづくりに必要なトレーニング理論を理解し用いることができる。 

３）運動プログラムづくりとそのプログラムの実践（指導）ができる。 

テキスト 講義に必要な資料は履修者に配布する。 

参考文献 

１）横浜市スポーツ医科学センター編：「図解 スポーツトレーニングの基礎理論」西東社 

２）大野誠：「肥満の生活ガイド」 医歯薬出版株式会社 2001年 

３）日本肥満学会：「肥満・肥満症の指導マニュアル」 医歯薬出版株式会社 1997年 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１）学科試験 50％   ２）レポート（多数）50％（未提出、再提出の場合減点する） 

注 1：上記を点数化し、満点 100点で評価をする。 

注 2：欠席、遅刻はそれぞれ－10点とする（合計の得点から欠席・遅刻数×10点を減ずる）。 

注 3：レポートは提出率 90％以上でなければ評価をしない。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布した資料および作成した課題は時系列でファイリングをしておくこと。 

２）遅刻は講義進行の妨げとなる。時間を厳守し指定の場所に集合すること。 

３）講義は、予習（課題作成）→講義もしくは実技→復習（振り返りシート記入）の流れでおこなう 

４）月 1回の予定で身体組成の測定をおこなう。 

教員からの 

メッセージ 

「教えてもらえる」と思った瞬間にあなたの思考は停止します。まず自分で考えてください。まず

自分で行動してみてください。やらされている「勉強」から脱却し、「学ぶ」ことを楽しめる人物

になりましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
masuda.a@saniku.ac.jp 
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 スポーツ科学 20P260 

学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 神経系と身体 神経系機能の優劣がパフォーマンスにおよ
ぼす影響について学ぶ（講義） 

ワークシート①を学習し設問に回答して
おくこと。 

増田 

2 神経系機能の測定 神経系機能の測定方法について学ぶおよび
測定（演習）  増田 

3 神経系機能を向上させる
運動① 

神経系機能向上に適した運動の種類を学ぶ
（講義） 

ワークシート②を学習し設問に回答して
おくこと。 

増田 

4 神経系機能を向上させる
運動② 

神経系機能向上に適した運動の種類を体験
する（演習）  増田 

5 加齢に伴う神経系機能の
低下と運動① 

加齢に伴う神経系機能低下を予防する運動
方法を学ぶ（講義） 

ワークシート③を学習し設問に回答して
おくこと。 

増田 

6 加齢に伴う神経系機能の
低下と運動② 

加齢に伴う神経系機能低下を予防する運動
を体験する（演習）「ふまねっと運動」 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 

増田 

7 加齢に伴う神経系機能の
低下と運動③ 

加齢に伴う神経系機能低下を予防する運動
を体験する（演習）「バランスボール」 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 

増田 

8 神経系機能トレーニング
とは 各種神経系機能トレーニングの理論を学ぶ ワークシート④を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

9 神経系機能トレーニング
演習① 

各種神経系機能トレーニングの体験する
（演習） 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 

増田 

10 神経系機能トレーニング
演習② 

各種神経系機能トレーニングの体験する
（演習） 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 

増田 

11 運動プログラムづくり① プログラムに必要な知識を学ぶ ワークシート⑤を学習し設問に回答して
おくこと。 

増田 

12 運動プログラムづくり② ケース・スタディー 
ケースに合った運動プログラムを作成する 

ワークシート⑥を学習し設問に回答して
おくこと。 

増田 

13 運動プログラムづくり③ ケース・スタディー 
ケースに合った運動プログラムを指導する 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 

増田 

14 運動プログラムづくり④ ケース・スタディー 
ケースに合った運動プログラムを指導する 

演習終了後、レポートを作成し提出する
こと 

増田 

15 試験 試験を行う。 講義および演習内容を復習しておくこ
と。 

増田 

16 講義のまとめ 講義のまとめを行う 講義終了時にファイルを提出する。準備
をしておくこと。 

増田 

17 神経系機能の改善・維持

のための運動体験① 
ふまねっと運動を体験し、その特徴を学ぶ ワークシート①を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

18 神経系機能の改善・維持

のための運動体験② 
SAQトレーニングを体験し、その特徴を学
ぶ 

ワークシート②を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

19 神経系機能の改善・維持

のための運動体験 
ロコモーショントレーニングを体験し、そ

の特徴を学ぶ 
ワークシート③を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

20 神経系機能改善・維持の

ための運動開発① 
神経系機能を改善・維持をするためのオリ

ジナルの運動（アクティビティ）を開発する 
ワークシート④を学習し設問に回答して

おくこと。 
増田 

21 神経系機能改善・維持の

ための運動開発② 
オリジナルの運動について発表を行う 開発した運動について、指定したフォー

ムに基づいて発表できるように準備する

こと 

増田 

22 指導実習① グループに対する指導実習をおこなう 演習終了後、レポートを作成し提出する

こと 
増田 

23 指導実習② グループに対する指導実習をおこなう 演習終了後、レポートを作成し提出する

こと 
増田 

24 学科試験 試験内容は 1回目～7回目までに学習した 
内容とする（口頭で伝えたことも含む） 

ワークシートや配布資料およびこれまで

の学習内容を復習しておくこと 
増田 

25 テスト＆講義のまとめ 学科試験と神経系機能改善・維持のための 
運動開発のポイント 

リフレクションシートへの記入を行い、

学習内容を再確認しておくこと 
 

 



 

科目名 

（科目コード） 

物理学 

※大学共通科目 

20P270 

単位認定者 

（担当教員） 
尾上 富佐子 

単位数 2 時間数 16 授業回数 8 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 看護師国家試験に出題される内容に特化した物理学を学ぶ。 

科目目標 看護の基礎となる計算、力、電気、波、放射線について理解する。 

テキスト  

参考文献 
やりなおし数学・物理 著時政孝行 照林社 

 看護計算ドリル 著菊池よしこ 照林社  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席、クイズ、提出物、まとめテスト 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

看護師国家試験に対応したトピックを中心に学ぶ。 

教員からの 

メッセージ 
欠席は極力しない。課題は時間内に提出できる内容なので、集中して授業に参加する。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
初回授業時に通知する。 



 

物理学 20P270 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 基礎計算 
国家試験に最低必要な計算。 

薬液量の計算 

配布する計算問題プリント。 
毎回、前回学習した内容、過去問題の小

テストをする。毎授業ごとに出すプリ

ントの提出がある。 

尾上 

2 酸素ボンベの計算 
医療用酸素ガスに関する計算 

点滴の滴下数や速度計算 
尾上 

3 力のモーメント 
看護、介護の場で物理学的 

原理を活用し実践 
尾上 

4 圧力 
気圧、水圧、血圧、体圧と看護との 

関わり 
尾上 

5 電気 
電気の仕組みと細胞膜 

遠心力の実験 
尾上 

6 
電流と磁場      

波の概念 

法則と心電図や AED 

音波と光波 
尾上 

7 放射線の基礎知識 
X線とγ線 

甲状腺シンチグラフィー 
尾上 

8 振り返り 履修テストのための復習 1から 7までの復習問題を行う。 尾上 

9 まとめ 履修テスト 
履修テストは、看護師国家試験過去問

題から出題する。 尾上 

  



 

科目名 

（科目コード） 

生物学Ⅱ 

20P142 

単位認定者 

（担当教員） 
山本 理 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 選択 

キリスト教学専攻 1 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 生物を進化と創造を基軸に楽しく学ぶ。 

科目目標 
物事を論理的に考える思考力と問題に主体的に取り組む姿勢を、進化と創造という両極端の考え方

を前提に学ぶ。生物をクリスチャンとして理解するための幅広い知識を身につける。 

テキスト 「偶然ではありえない – 進化論の真実」安藤和子、山本哲也 共著、福音社 

参考文献 「オリジンズ・起源-科学と聖書を結ぶ」の購入を推薦 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

初回授業時に説明（クイズ、課題、レポート、期末試験、授業参加等含む） 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

初回授業時に説明 

教員からの 

メッセージ 
各自の疑問・興味を大切に、それぞれの学びにつなげましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
研究室（９）内線２４７ yamamotoos@saniku.ac.jp 



 

生物学Ⅱ 20P142 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 自然科学とは？ イントロ、科学の定義など  山本 

2 生物科学の探求 実験・観察から発表まで 課題に取り組む 山本 

3 バイオテクノロジー 現代科学の最先端など 課題に取り組む 山本 

4 生物種について 「種」とは何か？ 課題に取り組む 山本 

5 自然保護について 「耕し守る」のは誰？ 課題に取り組む 山本 

6 進化について 進化と変化など 課題に取り組む 山本 

7 進化論について 進化と進化論 課題に取り組む 山本 

8 創造について 聖書の記述など 課題に取り組む 山本 

9 創造論について（１） 様々な創造について 課題に取り組む 山本 

10 進化と創造（１） 化石の視点から 課題に取り組む 山本 

11 創造論について（２） 創造についての立場 課題に取り組む 山本 

12 進化と創造（２） ディスカッション 課題に取り組む 山本 

13 学外授業（１） 天候とスケジュール次第 レポート提出 山本 

14 学外授業（２） 天候とスケジュール次第 レポート提出 山本 

15 課題の発表 プレゼンテーション プレゼンテーション準備 山本 

16 まとめ 期末試験  山本 
 



 

科目名 

（科目コード） 

情報機器特講 

20P280 

単位認定者 

（担当教員） 
スタッフ 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 

教会や学校での業務にパソコンは不可欠です。この特講では、牧会や教育現場で必要な PC技能を

事前に学習し、実務においてもその技能を活用することができるよう事前に学習することをねら

いとしている。 

科目目標 

１．教会での PCの活用方法について考え、その実際ついて学びます。 

２．具体的には、パワーポイント、ワード、エクセル、インターネット、その他のソフトを 

   用いて実務に役立つ方法を考えながら、その応用を学びます。 

テキスト 特になし 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業参加態度、および課題により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

牧会や教育現場に出た場合に必要な ICT 技術について学修します。キリスト教教育専攻の方も  

履修可能ですが、基本的には神学専攻（牧会）に焦点を当てて授業を展開します。 

教員からの 

メッセージ 
普段から自分で使い慣れている PCを持参してください。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

情報機器特講 20P280 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 授業概要 本講座の内容の説明 オリエンテーション 

スタ

ッフ 

2 ネットの活用 
メールやインターネット検索について

考える 
メールの送受信、ネットの検索。 

3 

プレゼンテーションの

活用 

パワーポイントの使用法について具体

例（説教、セミナー、讃美歌）を交えな

がら学ぶ 

MSパワーポイントを PCにインスト

ールし、基本操作を確認しておく。 
4 

5 
パワーポイントを説教やプログラムで

活用する 
パワポの総合的な活用を復習する。 

6 

ワープロの活用 

ワードの使用法について具体例（週報、

チラシ、ニュースレター）を交えながら

学ぶ 

MSワードを PCにインストールし、

基本操作を確認しておく。 

7 

8 
ワードを教会プログラムや事務で活用

する。 

MS ワードの総合的な活用を復習す

る。 

9 

インターネットの活用 

ウェブサイト、ＳＮＳ、動画配信などイ

ンターネットの活用法を学ぶ 

インターネットの活用例をまとめてお

く。 
10 

11 
インターネットを教会の活動で活用す

る。 
 

12 

データベースの活用 

エクセルの使用法について具体例（教

会員名簿管理、教会会計処理）を交え

ながら学ぶ 

MS エクセルを PC にインストール

し、基本操作を確認しておく。 

13 

14 
エクセルを教会の書記、会計の働き

で活用する。 

MS エクセルの総合的な活用を復習

する。 

15 まとめ   

16  課題提出  

 



 

科目名 

（科目コード） 

キリスト教概論 

20P400 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
長谷川 徹 

単位数 4 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

科目担当教員の実務経験 教会牧師としての経験 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1 必修 

キリスト教学専攻 1 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 
本科目では、受講者が、キリスト教の教えに関する基本的な理解を身に付けることを通して、自身

の成長と、他者への奉仕に必要な土台を得ることを目指す。 

科目目標 

1. 聖書の教えに関する基本的な理解を身に付ける。 

2. 聖書の読み方・学び方を身に付ける。 

3. アドベンチストの信仰の基礎を学ぶ。 

4. 信仰について、自らを見つめ、他者と分かち合う体験をする。 

テキスト 聖書（旧新約） 

参考文献 講義内で指示 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クラスでの課題提出、レポート、試験などで評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
  Eメール: hasegawat@saniku.ac.jp 



 

キリスト教概論 20P400 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 聖書 聖書とは 講義内で指示 

長谷川 

 

2 神 神様は信用できるのか 講義内で指示 

3 再臨の印 イエスの再臨とは 講義内で指示 

4 罪 罪とは 講義内で指示 

5 救い 救われるとは 講義内で指示 

6 天国 聖書の天国とは 講義内で指示 

7 律法 律法とは 講義内で指示 

8 安息日① なぜ安息日 講義内で指示 

9 安息日② 安息日の変更 講義内で指示 

10 委ね 委ねるとは 講義内で指示 

11 死後の状態 死んだらどうなるか 講義内で指示 

12 聖書の１０００年 黙示録の１０００年とは 講義内で指示 

13 地獄 地獄とは 講義内で指示 

14 再臨 再臨とは 講義内で指示 

15 バプテスマ バプテスマとは 講義内で指示 

16 聖所① イエスと聖所の繋がり 講義内で指示 

17 聖所② 聖所から学べる信仰 講義内で指示 

18 2300の預言 キリストと裁き 講義内で指示 

19 黙示録の獣 黙示録の獣とは 講義内で指示 

20 獣の印 獣の印とは 講義内で指示 

21 聖書のアメリカ 預言の理解 講義内で指示 

22 まことの教会 まことの教会とは 講義内で指示 

23 バビロンの壊滅 預言のバビロンについて 講義内で指示 

24 預言と預言者 預言の霊について 講義内で指示 

25 十一献金 什一献金とは 講義内で指示 

26 聖霊の賜物 聖霊の賜物とは 講義内で指示 

27 伝道 伝道とは 講義内で指示 

28 性と結婚 聖書から見た性と結婚 講義内で指示 

29 生活① クリスチャンの生活とは 講義内で指示 

30 生活② クリスチャンの生活とは 講義内で指示 
 



 

科目名 

（科目コード） 

アセンブリ 1・2・3・4 

20P410・412・414・416 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 1 時間数 30 授業回数 16 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1-4 必修 

キリスト教学専攻 1-2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

学生及び教職員が建学の精神、本学の理念、目的を共有する時間。全人教育の基礎となる聖書のメッ

セージを学び、信頼と希望と愛を土台とした人生を築くための心構えを学ぶ。また、生活ガイダンス、

健康ガイダンスといった本学の教育目的に即した具体的なテーマについて、自ら考える。 

科目目標 
本学が掲げるキリスト教教育の理念、建学の精神を学ぶとともに、自らの人生観や価値観を形成する

場を提供することを目標とする。 

テキスト 聖 書 （全学礼拝では持参すること。） 

参考文献  特に無。必要な場合はその都度配布する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

各学期の最後にレポートを提出。出席状況も評価に加味される。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 アセンブリーは、全人的な人間理解を継続的に学修できるように１年から４年次に必修科目として
設定されています。この科目を通し聖書を土台とした全人的な人間理解を深めてください。 
 アセンブリーは、科目として評価（成績）がつきます。評価は、学期末に指定の日時に提出する
1200字以上 1600字以内のレポートおよび出席状況に基づいて行われます。 
 レポートは、アセンブリーの内容に沿っていることが求められます。各自アセンブリーにおいて毎
回ノートをとり、それに基づいてレポートを作成してください。印象に残ったアッセンブリーを中心
に書く場合も、アセンブリー全体を通して学んだことにも必ず触れてください。また学んだこと（内
容に基づき）だけではなく、あなた自身が考えたことも必ずレポートに含めてください。ノートを取
ることにおいても、レポートの内容においても主体的な取り組みが求められます。 

教員からの 

メッセージ 

アセンブリーは、全人教育を総合的に学ぶ機会です。また、卒業後も持続的に皆さんの人生を豊に

する学び、そしてヒント満載の時間です。積極的に本学の特色あふれる学びの機会を活かしてくだ

さい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

面接希望者はメールで予約すること。受付は随時。 

メールアドレス：higashide@saniku.ac.jp 



 

アセンブリ 1・2・3・4 20P410・412・414・416 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1  

 

  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 10/1全学礼拝 
キリスト教の価値観に触れ、自己を内省し、

価値ある人生の生き方を学ぶ。 

本学の建学の精神である聖書のメッセー

ジを自分の生き方に当てはめ考える。 
宗教部 

9 10/29学科別 
学科ごとの教育目標に基づいたプログラム

から学ぶ。 

将来の職業について講演やプレゼンテー

ションを通して学修し、まとめる。 
学科・ 

学部 

10 11/5全学礼拝 
キリスト教の価値観に触れ、自己を内省し、

価値ある人生の生き方を学ぶ。 

本学の建学の精神である聖書のメッセー

ジを自分の生き方に当てはめ考える。 
宗教部 

11 11/19全学礼拝 
教職員が配膳し、学生たちとの交わりを深め、本学の

伝統である教職員と学生との協同の関係を学ぶ。 

感謝できることを考え、生活の中で感謝

を具体的に表現してみる。 
労作教育 

委員会 

12 12/3 クリスマス礼拝 
クリスマスコンサートを通し、クリスマスの

真の意味を学ぶ。 

聖書が提示するクリスマスの意義を学修

する。 
宗教部 

13 1/28全学礼拝 
キリスト教の価値観に触れ、自己を内省し、

価値ある人生の生き方を学ぶ。 

本学の建学の精神である聖書のメッセー

ジを自分の生き方に当てはめ考える。 
宗教部 

14 2/4表彰式 労作教育などで活躍した学生を表彰する。 
キャンパスライフを通しての学修を振り

返る。 
労作教育 

委員会 

     

     

 

 
 
 
 
 
 

アセンブリーにつきましては、この度のコロナ禍の影響により 
日程等に変更がある可能性があります。 



 

科目名 

（科目コード） 

労作 1・2・3 

20P420・422・424 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 

里内 勝己 

近藤 光顕 

単位数 1 時間数 30 授業回数  開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1・2・3 必修 

キリスト教学専攻 1・2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
ハウスキーピング（校舎等の清掃）などを通して環境整備、整理整頓、清掃の方法および奉仕の精

神を学ぶ。 

科目目標 
身体を動かし環境を整えることにより仕事の段取、効率、共に協力して働くこと、奉仕するすば

らしさを経験する。 

テキスト  

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

参加および働く姿勢を教員と相互評価により決定する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

労作は労作カレンダー（学期末まで）にそって行うため、16回以上の回数になる場合がある。 

教員からの 

メッセージ 
神学科教員と共に三育教育の伝統である労作教育を共に学びましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

労作 1・2・3 20P420,422,424 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

2 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

3 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

4 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

5 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

6 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

7 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

8 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

9 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

10 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

11 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

12 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

13 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

14 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

15 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 

16 
労作（ハウスキーピン

グ、屋外環境整備等） 

本校の特色教育である労作を通して 

労働の尊厳と人間性の回復を体験す

る。 

教育環境を常に整理することを心

がける。 

カレッジ

教員 
 



 

 

科目名 

（科目コード） 

神学科礼拝 1・2・3・4 

20P430・432・434・436 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 1 時間数 30 授業回数 16 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1-4 必修 

キリスト教学専攻 1-2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
礼拝を企画実行し、説教、司会など学生自らが礼拝奉仕を行う事により、牧会者、伝道者として  

研鑽を積む。 

科目目標 

１、礼拝に出席することにより、学生個人が神との関係を深める。 

２、共に聖書を学び合い、祈り合う事により、霊的向上の機会とする。 

３、礼拝奉仕の経験を通して、説教、司会などの訓練の機会とする。 

テキスト 聖書 

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席状況、礼拝中の態度、小グループ聖書研究などへの積極的参加、与えられた役割に取り組む  

態度などを評価する  成績は、合否のみ 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聖書を必ず持参する事。役割担当者は、事前に良く準備する事。 

教員からの 

メッセージ 

共に礼拝を造り上げる事を通して、神を礼拝し、共に神の恵みを分かち合い、霊的向上をめざしま

しょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス： higashide@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは、メールによる予約 

mailto:higashide@saniku.ac.jp


 

 

神学科礼拝 1・2・3・4 20P430,432,434,436 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

2  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

3  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

4  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

5  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

6  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

7  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

8  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

9  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

10  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

11  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

12  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

13  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

14  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

15  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

16  
教団、教区、近隣の牧師による礼拝を調

整中 
 東出 

 



科目名 

（科目コード） 

神学緒論 

 

単位認定者 

（担当教員） 
長谷川 徹 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 
キリスト教神学に取り組む上で前提となる基礎的な知識・技術を身に付け，神学科での発展的学習

の端緒とする。 

科目目標 

以下の二点を目標とする。 

１．神学研究の重要性，考え方，方法論を理解し，説明・実践ができる 

２．様々な文献を用いて，神学に関するレポートが書ける 

テキスト 
聖書（新約・旧約） 

レベッカ・A. クライン他 『キリスト教神学の主要著作』（教文館） 

参考文献 講義内で適宜紹介する 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席・提出物・発表・試験等を総合して評価する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
hasegawat@saniku.ac.jp 



神学緒論 15P440 

回

数 
テーマ 学修内容・学修方法 

自己学習 

（予習・復習ポイント） 
 

１ 講義概要 
科目目的等の確認と

講義への導入 
講義の中で指示する 

す

べ

て

長

谷

川

が

担

当 

２ 神学と信仰 
神学と信仰の関係に

ついて 
講義の中で指示する 

３ 神学の資料① 
神学の情報源につい

て①聖書 
講義の中で指示する 

４ 神学の資料② 
神学の情報源につい

て②伝統 
講義の中で指示する 

５ 神学の資料③ 
神学の情報源につい

て③E・G・ホワイト 
講義の中で指示する 

６ 神学・哲学・科学① 
神学・哲学・科学の関

係について① 
講義の中で指示する 

７ 神学・哲学・科学② 
神学・哲学・科学の関

係について② 
講義の中で指示する 

８ 
レポートの書き方

① 

レポートの三要素に

ついて 
講義の中で指示する 

９ 
レポートの書き方

② 

レポートの体裁に 

ついて 
講義の中で指示する 

10 情報収集 
神学情報の集め方に 

ついて 
講義の中で指示する 

11 神学諸科解題 
神学の各分野に 

ついて 
講義の中で指示する 

12 論理的思考 
論理的思考の方法に

ついて 
講義の中で指示する 

13 神学書講読① 神学書を読む 講義の中で指示する 

14 神学書講読② 神学書を読む 講義の中で指示する 

15 
アドベンチズムと 

神学 

アドベンチズムに 

おける神学について 
講義の中で指示する 

16 学習内容の確認 学習内容の確認 講義の中で指示する 

 



 

科目名 

（科目コード） 

信仰実践概説 

20P450 

単位認定者 

（担当教員） 
近藤 光顕 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

科目担当教員の実務経験 教会牧師としての経験 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 
キリスト教の信仰生活の目標はキリストに似る者となるということである。そのために個人生活、教

会生活において重要な事柄を学ぶ。 

科目目標 

聖書が語る信仰者の目標は何かを学ぶ。 

キリストの弟子を育てるための弟子訓練について学ぶ。 

個人の信仰生活におけるディボーションについて学ぶ。 

キリスト教信仰を土台とした信仰生活の実際について学ぶ。 

アドベンチストの使命と、それに基づく信仰生活について学ぶ。 

テキスト 聖書、「「祈り」、「祝福の山」「キリストへの道」  E.G.ホワイト 

参考文献 必要に応じて紹介いたします 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

最初の授業で説明するが、主に授業参加態度、課題提出、期末試験により総合的に評価する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

次の場合は不可とします。 

①特別な理由を除いて欠席が 4 回以上となる場合(遅刻 3 回で欠席 1 回とみなします。)②課題など

の提出物の未提出③受講態度(居眠り、私語、内職などが著しい場合は欠席とみなします。)④試験、

課題などの総合評価が 60%未満となった場合 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

内線番号３０３ 大河平ホール 2階 空いている時間であれば、いつでも相談に応じます  

メールアドレス：kkondo@saniku.jp 



 

信仰実践概説 20P450 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序論 クリスチャンの目標  近藤 

2 クリスチャンの霊性 クリスチャンの霊性とは何か学ぶ 
事前に配布された資料を読んでく

る 
近藤 

3 クリスチャンの成長 義認と聖化、完全論について学ぶ。 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

4 神の愛を知る 
神の愛を日々の中で発見するための実

践 

事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

5 
ディボーションについ

て 
個人的に神と交わる事の実践 ディボーションを１週間行う 近藤 

6 祈りについて 祈りについて学ぶ 
事前に配布された資料を読んでく

る 
近藤 

7 福音と律法 福音と律法の関係について学ぶ 
ガラテヤ書２:１５−２１を読んで

くる。 
近藤 

8 十戒的に生きる 
十戒を個人の生活に適応することを学

ぶ。 

出エジプト２０章、申命記５章を読

んでくる。 
近藤 

9 安息日 
安息日を豊かにするためにイエスから

学ぶ。 

ヨハネ５章、９章の癒しの物語を読

んでくる。 
近藤 

10 スチュワードシップ 
スチュワードシップの概念と実践につ

いて学ぶ 

事前に配布された資料を読んでく

る 
近藤 

11 スチュワードシップ 
スチュワードシップの概念と実践につ

いて学ぶ。 

事前に配布された資料を読んでく

る 
近藤 

12 賜物を活かした奉仕 
賜物発見と教会内での奉仕について学

ぶ。 
賜物発見アンケートを行う。 近藤 

13 クリスチャンの奉仕２ 
他者に仕える生き方について教会外での奉

仕について学ぶ。 

ボランティア活動を参加しレポー

ト 
近藤 

14 感情の成長１ 情緒面の成長について学ぶ 
事前に配布された資料を読んでく

る 
近藤 

15 感情の成長２ 情緒面の成長について学ぶ 
事前に配布された資料を読んでく

る 
近藤 

16 テスト   近藤 
 



科目名 

（科目コード） 

神学研究 

 

単位認定者 

（担当教員） 
⻑⾕川 徹 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 「卒業論文」作成の準備として、神学の分野における研究法の基礎を修得する。 

科目目標 
① 卒業論文のテーマ設定をする。 

② 論文作成に必要な技術の基礎を身につける。 

テキスト 石井一成著『大学生のためのレポート・論文の書き方』（ナツメ社） 

参考文献 
⼾⽥⼭和久著『 版 論文の教室―レポートから卒論まで』（NHK 出版） 

河野哲也著『レポート・論文の書き方入門 第３版』（慶應義塾大学出版会） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業内課題・面談・レポートなどを考慮し、総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
10 月の卒論主題提出に向け、本講義受講中にテーマの設定を目指すこと 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
hasegawat@saniku.ac.jp 



神学研究 19P460 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ・学修内容 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当教員 

1 論文とは何か 

講義内で指示する。 

  
⻑⾕川 

2 神学論文のタイプ 

3 テキスト批評 

4 基礎①テーマ設定・目標規定文 

5 基礎②資料・データ 

6 基礎③アウトライン 

7 
基礎④ 

パラグラフ・ライティング 

8 デジタルツールの使い方 

9 論理展開① 

10 論理展開② 

11 論文の言葉遣い① 

12 論文の言葉遣い② 

13 論文の体裁① 

14 論文の体裁② 

15 主題模擬面接 

16 まとめ 



 

科目名 

（科目コード） 

ギリシャ語 １ 

20P470 

単位認定者 

（担当教員） 
里内勝己 

単位数 4 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 新約聖書で用いられている、いわゆるコイネー・ギリシャ語文法の基礎を学ぶ。 

科目目標 新約聖書の原典を読む。 

テキスト J.G.メイチェン『新約聖書ギリシャ語原典入門』 

参考文献 ギリシャ語文法書全般 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クイズ及び定期試験の結果、出席態度などの総合的評価による。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

特別な理由のないかぎり、欠席は認めない。 

教員からの 

メッセージ 
  

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：satouchi@saniku.ac.jp  



 

ギリシャ語１ 20P470 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
序論、アルファベット 

テキスト各課の内容を熟読し、 

練習問題を丁寧に解いて行く。 

 進捗状況に合わせて、随時 

 示して行く。 

里内 

2 里内 

3 アクセント、 

直説法現在能動態 

里内 

4 里内 

5 

名詞第二変化 

里内 

6 里内 

7 

名詞第一変化 

里内 

8 里内 

9 
冠詞、第一変化、第二

変化の形容詞 

里内 

10 里内 

11 第一変化の男性名詞、

前置詞 

 

里内 

12 里内 

13 人称代名詞、 eivmi, 

の直説法現在 

 

里内 

14 里内 

15 前期期末試験 里内 

16 指示代名詞、auvto,j 

の他の用法 

 

里内 

17 里内 

18 直説法現在の中態と

受動態 

 

里内 

19 里内 

20 直説法未完了過去能

動態 

 

里内 

21 里内 

22 直説法未完了過去の

中態、受動態 

里内 

23 里内 

24 直説法未来能動態、 

中態 

 

里内 

25 里内 

26 直説法第一不定過去

能動態、中態 

 

里内 

27 里内 

28 直説法第二不定過去能

動態、中態 

里内 

29 里内 

30 後期期末試験 里内 
 



 

科目名 

（科目コード） 

ギリシャ語２ 

20P472 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 4 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3 必修 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻 １ 選択 

科目目的  いわゆるコイネー・ギリシャ語の文法を学び、新約聖書の原典にふれる。 

科目目標  

テキスト  J. G. メイチェン著『新約聖書ギリシャ語原典入門』 

参考文献  Greek Grammar Beyond The Basics Daniel B. Wallace Zondervan 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 出席状況、クイズおよび定期試験の結果、クラスへの参加態度などの総合的評価による。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 各課の品詞の語形変化、意味を着実に覚えることが肝要。 

前もって練習問題を必ず訳して来ること。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 satouchi@saniku.ac.jp 



 

ギリシャ語２ 20P472 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ・学修内容 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当教員 

1  直説法第二不定過去能動態・中態 

 各課の復習、予習を確実 

 に繰り返すこと。 
里内 

2  練習問題確認 

3 直説法不定過去受動態、直説法未来受動態 

4  練習問題確認  

5  名詞第三変化 

6  練習問題確認 

7  前期中間試験 

8  現在分詞 

9  現在文詞の用法 

10  現在文詞の用法 

11  練習問題確認 

12  不定過去分詞能動態・中態 

13  不定過去分詞の用法 

14  練習問題確認 

15  前期期末試験 

16  不定過去分詞受動態、独立属格 

17  不定過去分詞、独立属格の用法 

18  練習問題確認 

19  接続法 

20  接続法の用法 

21  練習問題確認 

22  後期中間試験 

23  不定法現在 

24  不定法現在の用法 

25  練習問題確認 

26  不定法過去、間接話法 

27  不定法過去、間接話法の用法 

28  練習問題確認 

29  合音動詞 

30  後期期末試験 
 



科目名 

（科目コード） 

ヘブライ語１ 

20P480 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻  選択 

科目目的 聖書言語の習得 

科目目標 旧約聖書ヘブル語の基礎文法を学ぶ。 

テキスト 聖書ヘブライ語 谷川政美著 サンパウロ 

参考文献 ヘブライ語入門 日本ヘブライ文化協会 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

中間・期末試験、授業参加態度、課題提出により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聴講生も正規生と同じ課題をすること。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス： satouchi@saniku.ac.jp 



ヘブライ語１ 20P480 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 文字と母音記号   里内 

2 音とアクセント   里内 

3 句読点   里内 

4 冠詞   里内 

5 代名詞と疑問詞   里内 

6 前置詞と接続詞   里内 

7 名詞   里内 

8 複数形   里内 

9 連語形   里内 

10 形容詞と比較   里内 

11 パアル 強動詞   里内 

12 パアル 弱動詞   里内 

13 ニフアル   里内 

14 名詞の合成形   里内 

15 まとめ 文法総括  里内 

16 試験 テスト  里内 

 



 

科目名 

（科目コード） 

ヘブライ語２ 

20P482 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻  選択 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻  選択 

科目目的 聖書言語の習得 

科目目標 旧約聖書ヘブル語の基礎文法を学びヘブル語聖書を読む。 

テキスト 聖書ヘブライ語 谷川政美著 サンパウロ 

参考文献 ヘブライ語入門 日本ヘブライ語文化協会 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

クイズ、中間・期末の試験、授業参加態度、課題提出により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聴講生も正規生と同じ課題をすること。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス： satouchi@saniku.ac.jp 



 

ヘブライ語２ 20P482 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 文の語順・否定文   里内 

2 独立文と合成文   里内 

3 代名詞   里内 

4 代名詞 2   里内 

5 関係詞   里内 

6 話態   里内 

7 強動詞と弱動詞   里内 

8 命令法   里内 

9 不定詞   里内 

10 分詞と比較   里内 

11 パアルと二フアル   里内 

12 ピエルとプアル   里内 

13 ヒフィルとホフアル   里内 

14 ヒトパエル   里内 

15 話態の変形   里内 

16 まとめ テスト  里内 

 



 

科目名 

（科目コード） 

新約概論 

20P490 

単位認定者 

（担当教員） 
山地 悟 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
新約聖書の成り立ちと各文書の特徴を理解する。 ヘブライ人への手紙および黙示録については、釈

義のクラスで専門的に扱うので範囲には含めたない。 

科目目標 新約聖書のメッセージをバランス良く理解する。 

テキスト 聖書および授業で指定されたもの。 

参考文献  授業で説明する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

1. 授業への出席状況と意欲 (20%) 

2. レポート (40%) 

3. 期末試験 (40%) 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

1. 指定された新約聖書の文書を読む。 

2. 課題の提出期限を守る。 

教員からの 

メッセージ 
新約聖書のすばらしいメッセージを広く深く読もう！ 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
  オフィスアワーは、メールで予約して下さい。 



 

新約概論 20P490 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学習内容・学修方法 
自己学習 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

1 新約聖書の背景 新約聖書の歴史的文化的背景を学ぶ  山地 

2 共観福音書 共観福音書問題を理解する 聖書の通読 山地 

3 マタイによる福音書 マタイの特色を学ぶ マタイを読みその特徴を見つける 山地 

4 マルコによる福音書 マルコの特色を学ぶ マルコを読みその特徴を見つける 山地 

5 ルカによる福音書 ルカの特色を学ぶ ルカを読みその特徴を見つける 山地 

6 ヨハネによる福音書 ヨハネの特色を学ぶ ヨハネを読みその特徴を見つける 山地 

7 使徒言行録 使徒言行録の特色を学ぶ 
使徒言行録を読みその特徴を見つ

ける 
山地 

8 
ローマの信徒への手

紙 
ローマの信徒への手紙の特色を学ぶ ローマを読みその特徴を見つける 山地 

9 
コリント信徒への手

紙 

コリント信徒への手紙１，２の特色

を学ぶ 

コリントを読みその特徴を見つけ

る 
山地 

10 
ガラテヤの信徒への 

手紙 

ガラテヤの信徒への手紙の特色を 

学ぶ 

ガラテヤを読みその特徴を見つけ

る 
山地 

11 獄中書簡 
エフェソ、コロサイの手紙の特色を 

学ぶ 

エフェソ、コロサイを読みその特

徴を見つける 
山地 

12 獄中書簡 
フィリピ、フィレモンの手紙の特色

を学ぶ 

フィリピ、フィレモンを読みその

特徴を見つける 
山地 

13 
テサロニケの信徒へ

の手紙 I, II 

テサロニケの手紙の特色を 

学ぶ 

テサロニケを読みその特徴を見つ

ける 
山地 

14 牧会書簡 
テモテ、テトスの手紙の特色を 

学ぶ 

テモテ、テトスを読みその特徴を

見つける 
山地 

15 公同書簡 
ヤコブ、ペテロ、ヨハネの手紙、ユダ

の手紙の特色を学ぶ 

ヤコブ、ペテロ、ヨハネの手紙、

ユダを読みその特徴を見つける 
山地 

16 試験   山地 

 



 

科目名 

（科目コード） 

旧約概論 

20P500 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

科目担当教員の実務経験 教会牧師としての経験 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 旧約聖書の各書を歴史，文化，民族を通して概観する 

科目目標 
世界の古典旧約聖書の歴史的・文化的背景を知り，各書が現代の我々に何を教えようとしている

かを学ぶ 

テキスト 新聖書ハンドブック ヘンリー・Ｈ・ハーレー著 

参考文献 SDA Bible Commentary 西満著 旧約聖書概論 いのちのことば社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席状況，レポート，テスト（プレゼン），クラスへの参加態度の総合評価による 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聴講生も必ず正規の学生と同じ課題をこなすこと 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：satouchi@saniku.ac.jp 



 

旧約概論 20P500 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序論 旧約聖書の序論  里内 

2 律法 
モーセ五書のユダヤ民族およびキリス

ト教における位置の学習 
 里内 

3 創世記 父祖たちとの契約  里内 

4 出エジプト記 モーセ契約  里内 

5 レビ記 犠牲の意味  里内 

6 民数記 荒野での出来事  里内 

7 申命記 モーセの説教  里内 

8 前の預言者 古代イスラエル歴史概観Ｉ  里内 

9 前の預言者 古代イスラエル歴史概観ＩＩ  里内 

10 後の預言者 預言者とは 恍惚預言者と記述預言者  里内 

11 後の預言者 預言者のメッセージ  里内 

12 諸書 知恵文学とはＩ  里内 

13 諸書 知恵文学とはＩＩ  里内 

14 外典 知恵文学ＩＶと黙示文学  里内 

15 偽典 知恵文学ＩＶと黙示文学  里内 

16 試験 テストレポート提出など  里内 

 



 

科目名 

（科目コード） 

新約釈義１ 

20P510 

単位認定者 

（担当教員） 
本郷武彦 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 ２ 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻  選択 

科目目的 「ルカによる福音書」を釈義に基づいて研究する。 

科目目標 
「福音書」の文学類型としての本質を理解し、「ルカによる福音書」において 

キリストの出来事に即して語られる「救いのメッセージ」を聴き取ること。 

テキスト 本郷武彦、「失われたものを尋ね出して救うために」、福音社、2016 

参考文献 

D.G.ミラー、「ルカによる福音書（聖書講解全書 18）」、日本基督教団出版局、1963 

H.ミュルデル、「ルカによる福音書１、II」、教文館、2007 

他ルカによる福音書注解書類 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

定期試験の結果、出席態度などの総合的評価による。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 

使徒パウロの同伴者、あるいは弟子であったルカによって語られる本福音書のうちに 

新約聖書の語る「福音」をともに学んで行きたい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：toto_hongo@j00.itscom.net 



 

新約釈義 1 20P510 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ・学修内容 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
諸論 ：       「福音書」の文学類型、本福音書の著者、 

            執筆年代、主題、文学構造など 

予習・復習用に毎回のクラス１週前

に配布する参考注解書類からの引用

による講義内容に目を通すこと。 

本郷 

2 
序  ：                          ルカ 1:1-4 

１、メシヤの到来——約束の成就  ルカ 1:5-2:40 

 

3 
        幼児の福音書 

      先駆者ヨハネ 

 

      マリヤの賛歌 

 

4 
      マリヤの賛歌 

      イエスの誕生 

苦難のしもべ 

 

 

    

  苦難のしもべ 

5 
２、メシヤ性の本質——苦難のしもべ ルカ 2:41-4:30 

    メシヤとしてのイエス：ヨハネの証言 

6 
    イエスのバプテスマ：神の認証 

    誘惑の山 

7 
３、ガリラヤ伝道：        ルカ 4:16-9:50 

    ナザレの会堂での自己宣言：めぐみの年の到来 

8 
    ペテロの召命、罪の赦しの権威、罪の女性の救い 

    信仰告白・変貌の山：  ルカ 9:28-31   

 

9 
４、メシヤ、エルサレムへ向かうーしもべの御国：ルカ 9:51-19:27 

    良きサマリヤ人のたとえ 

10 
    放蕩息子のたとえ 

    貧乏人ラザロのたとえ 

     

11 
    10人の皮膚病患者の癒し 

    ザーカイ：失われたものを救うために 

ルカ 19:28 – 24:53 

12 
５、メシヤ、エルサレムで自己を現すー僕の死と復活 ルカ 19:28-24:53 

    エルサレム入城 

 

    神殿にて 
13 

    御国の予兆 

    受難—ゲッセマネ・十字架 

14 
    復活・昇天 

    宣教への委任 

15 まとめ 

16 期末試験 

 



 

科目名 

（科目コード） 

新約釈義２ 

20P512 

単位認定者 

（担当教員） 
山地 悟 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻  選択 

科目目的 

新約聖書釈義が神学全体、しいてはキリスト者が神の意志を探る努力の中でどのような位置付け

と役割を持っているかを理解する。聖書テキストの釈義研究に対する、謙遜、真摯、かつ勤勉な態

度を身につける。新約聖書釈義における諸学問的手法の限界と有用性の両方を自覚し、SDAの信仰

者及び神学研究者として現代の聖書神学と対話する姿勢を学ぶ。 

科目目標 

新約聖書釈義の主要な方法論や概念について説明できる。原典のテキスト研究を中心に、辞書や

注解書、証の文、および適切な聖書外資料などを活用しながら自分で新約聖書の学びを深めるこ

とができる。ローマの信徒への手紙の歴史的思想的背景について述べることができる。 

テキスト 

１． 聖書：日本語の聖書（翻訳はなんでもよい）、ギリシャ語の聖書（UBS か Nestle Aland） 

２． E.G.ホワイト『患難から栄光へ』 

３． N.T.ライト、岩上敬人訳『使徒パウロは何を語ったのか』 (いのちのことば社)、2018。 

参考文献 

１． 月本昭、小林稔編『聖書の風土・歴史・社会』現代聖書講座１（日キ出版局）、1996。 

２．浅野他『新約聖書解釈の手引き』（日キ出版局）、2016。 

３．佐竹明『使徒パウロ』（新教出版局）、2008。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席・授業態度…１５％ 

課題（読書レポート、フィードバックシートなど）…４５％ 

試験（中間試験、期末試験）…４０％ 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

受講前の事前課題：ローマの信徒への手紙全体、『患難から栄光へ』３５章、『使徒パウロ

とは何を語ったのか』1〜２章を読んでくる。 

ギリシャ語のクラスを履修済み、もしくは履修中であることが望ましい。 

教員からの 

メッセージ 

授業の前半は各テーマについての講義・討論、後半は実際に聖書テキストを読んで演習しま

す。 

参考文献の購入は任意ですが、各テーマの範囲を予習しておくと学びが深まります。何よりも神

様の御心を知りたいというまっすぐな思いをもって、聖霊の助けを祈りつつ授業に臨みましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
yamaji_satoru@adventist.jp 

mailto:yamaji_satoru@adventist.jp


 

新約釈義２ 20P512 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ・学修内容 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

1 聖書釈義とは―信仰と学問 『新約聖書解釈の手引き』序論 

山地 

2 聖書と歴史 『新約聖書解釈の手引き』２章 

3 新約聖書の歴史背景―ユダヤ・ギリシャ・ローマ世界 

『聖書の風土・歴史・社会』8〜10

章 

4 緒論とパウロの思想 『使徒パウロ』序説〜２章 

5 原典釈義―ギリシャ語で聖書を読む 『新約聖書解釈の手引き』１章 

6 語彙研究とギリシャ語文法 

ギリシャ語でローマ１：1〜７を読

み、わからない単語を調べる 

7 文の構造分析 

ギリシャ語でローマ１：1〜７を読

み、各単語の品詞と活用を調べる 

8 中間試験  

9 正典成立史と文学類型 『新約聖書解釈の手引き』９章 

10 コミュニケーションとしてのテクスト 『新約聖書解釈の手引き』5〜７章 

11 旧約聖書との関わり 

『使徒パウロは何を語ったのか』３

章 

12 聖書外資料について 『聖書の風土・歴史・社会』１２章 

13 二次資料の使い方 

ローマ１：1〜７について注解書を 2

〜3冊調べる 

14 エレン・ホワイトの著作について 『患難から栄光へ』１２〜１３章 

15 まとめ・予備日  

16 期末試験  

 



 

科目名 

（科目コード） 

旧約釈義 1（イザヤ書） 

20P520 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻  選択 

科目目的 イザヤ書を学ぶことによって神の救いの計画を理解する。 

科目目標 

預言者イザヤの時代背景を学び、第一義的に預言は誰にあたえられ、どういう意味があったのか

理解する（釈義）。次に神学的意味を学習し、最終的にユダヤ文献などを参考に敷衍した理解に

おけるメシア論などを学習する。 

テキスト 聖書 

参考文献 

2004年度 2期安息日教課及び教課の助け 

七十人訳ギリシア語聖書 イザヤ書 青土社 

価法 

科目試験等への 

アドバイス 

期末試験週の試験、授業参加態度、課題提出により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聴講生も正規生と同じ課題をすること。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
satouchi@saniku.ac.jp 



 

     旧約釈義１ 20P520 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 イザヤ書緒論Ⅰ   里内 

2 イザヤ書緒論Ⅱ   里内 

3 1－6章 イザヤ召名の学習と頑迷預言の問題  里内 

4 6章 主の栄光とイエスキリスト  里内 

5 7－11章 
メシア預言は本当にメシア預言か 

（インマヌエル） 
 里内 

6 同上 
メシア預言は本当にメシア預言か 

（力ある神） 
 里内 

7 14章 バビロンの王と悪の起源  里内 

8 24－35章 世界の裁きと神の民の救い  里内 

9 36－37章 ヒゼキアの信仰（慢心のつけ）  里内 

10 38－39章 新たなる出エジプト  里内 

11 40－53章 バビロンの偶像  里内 

12 イザヤ書のメシア メシア預言全般  里内 

13 44章、46章 主の僕の詩  里内 

14 
42章、50章、 

52章、53章 
主の僕の詩Ⅱ  里内 

15 同上   里内 

16 まとめ テスト レポートなど  里内 

 



 

科目名 

（科目コード） 

旧約釈義 3（12小預言書） 

20P524 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3 必修 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 
12 預言書の緒論を学び、それぞれの書の中の中心思想が我々やＳＤＡ教会にどんな意味がある

かを学習してゆく。 

科目目標 
１．12小預言書とＳＤＡ信仰の結びつきを理解する。 

２．12小預言書の中にイエスキリストを発見する。 

テキスト 聖書 

参考文献 

ＳＤＡバイブルコメンタリー他ＳＤＡ教団出版の教課など。 

七十人訳ギリシア語聖書 十二小預言書 青土社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

期末試験週の試験、授業参加態度、課題提出により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聴講生も正規生と同じ課題をすること。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
satouchi@saniku.ac.jp 



 

旧約釈義３ 20P524 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
聖書における 

12小預言書の概略 

12小預言書の旧約聖書における位置

を知り、全体を概観する 
 里内 

2 ホセア書 
預言者の結婚関係の破綻と回復から

神学的テーマを学習する 
 里内 

3 ヨエル書 主の日の神学  里内 

4 アモス書 残りの民の神学  里内 

5 オバデア書 神の選びの神学  里内 

6 ヨナ書 異邦人への使命  里内 

7 ミカ書 裁きと救い  里内 

8 ナホム書 復讐の神  里内 

9 ハバクク書 信仰による義  里内 

10 ゼパニア書 主の日の神学Ⅱ  里内 

11 ハガイ書 再建の神学  里内 

12 ゼカリヤ書 再建の神学と沈黙  里内 

13 マラキ書 契約の使者とは誰か  里内 

14 12小預言書総括 12小預言者のメシヤ預言  里内 

15 12小預言書総括 2 12小預言者のメシヤ預言 2  里内 

16 まとめ テスト レポートなど  里内 

 



 

科目名 

（科目コード） 

ダニエル書 

20P530 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 ダニエル書の歴史性と正典における位置を研究し、黙示示文学や事後預言で無いことを理解する。 

科目目標 
旧約聖書のダニエル書を歴史的聖書学的方法で概観し、セブンスデーアドベンチスト教会がダニエル

書の預言をどのように理解しているかを学ぶ。 

テキスト 体験するダニエル書 福音社 

参考文献 
2004年度 4期教課および教課の助け。2006年度 3期教課および教課の助け。 

村上良夫著「王とわたしと主の祈り」 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験、授業参加態度、課題提出(2300の夕と朝のプレゼン)により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

聴講生も正規生と同じ課題をすること。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
メールアドレス：satouchi@saniku.ac.jp 



 

ダニエル書 20P530 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 ダニエル書緒論Ｉ   里内 

2 ダニエル書緒論ＩＩ   里内 

3 1章 小事に忠実な者は大事にも忠実である。  里内 

4 2章 世界歴史の預言Ｉ  里内 

5 7章 世界歴史の預言ＩＩ  里内 

6 3章 試練と救済Ｉ  里内 

7 6章 試練と救済ＩＩ  里内 

8 4章 王の失敗 I（ネブカデネザルの場合）  里内 

9 5章 王の失敗ＩＩ（ベルシャザルの場合）  里内 

10 8章 世界歴史の預言ＩＩＩ  里内 

11 9章 メシア預言  里内 

12 10章 大争闘  里内 

13 11章 北の王と南の王  里内 

14 12章 
ミカエルが立ち上がる 

（キリスト再臨の希望） 
 里内 

15 まとめ ダニエル書全体のまとめ  里内 

16 試験 テスト、レポート提出など  里内 

 



 

科目名 

（科目コード） 

ヨハネの黙示録 

20P540 

単位認定者 

（担当教員） 
長谷川 徹 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 黙示録を理解し、自分の生き方、教会への援助のために活かす。 

科目目標 

・ヨハネの黙示録のメッセージと、その読み方を習得する。 

・黙示録が証しているイエス・キリストをより深く知り、より深く愛する。 

・黙示録への興味を深める。 

テキスト 
『神の深み』ジョン・ポーリーン著、山地明訳 

『ジョン・ポーリーン博士の黙示録講義 第一巻〜第四巻』山地明訳 

参考文献 
『各時代の大争闘』エレン・ホワイト 

『体験する黙示録』ジョン・ポーリーン、山地明訳 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験・レポート・受講ノート提出等 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

レポートなどの提出期限を守ること 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
hasegawat@saniku.ac.jp 



 

ヨハネの黙示録 20P540 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
担当教員 

1 クラス概要・序論   長谷川 

2 7つの金の燭台 黙示録 1章  長谷川 

3 7つの教会 黙示録 2〜3章  長谷川 

4 天での礼拝 黙示録 4〜5章  長谷川 

5 7つの封印 黙示録 6〜7章  長谷川 

6 144,000人 黙示録 7章  長谷川 

7 7つのラッパ 黙示録 8〜9章  長谷川 

8 中間試験   長谷川 

9 小さな巻物 黙示録 10章  長谷川 

10 2人の証人・女と竜の戦い 黙示録 11〜12章  長谷川 

11 2匹の獣・三天使 黙示録 13〜14章  長谷川 

12 7つの鉢・ハルマゲドン 黙示録 15〜16章  長谷川 

13 大淫婦バビロンの滅亡 黙示録 17〜19章  長谷川 

14 千年期 黙示録 20章  長谷川 

15 新しい天と地・まとめ 黙示録 21〜22章  長谷川 

16 期末試験   長谷川 

  



 

科目名 

（科目コード） 

聖書考古学 

20P550 

単位認定者 

（担当教員） 
里内 勝己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別  履修学年 必修選択 

神学専攻  選択 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻   

科目目的 聖書の理解に必要な考古学の事物について学ぶ。 

科目目標 
聖書の背景となっている国々の考古学的出土品を知り、聖書に記されている歴史の正確さを 

検証していく。 

テキスト 月本昭男著 目で見る聖書の時代 日本基督教団出版局 

参考文献 必要に応じてその都度紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

期末試験週の試験、授業参加態度、課題提出により総合的に評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

科目等履修生も正規生と同じ課題をこなすこと。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
satouchi@saniku.ac.jp 



 

聖書考古学 20P550 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 聖書考古学とは 
聖書考古学、古代エジプト、古代アッ

シリア学の関係説明 
 里内 

2 遺跡丘のはなし 
テルとそこから出土する土器などに

ついての説明 
 里内 

3 墓のはなし 古代の墓の埋蔵品や出土品の説明  里内 

4 
古代イスラエルの 

出発 
現代の考古学の主張とＳＤＡの理解  里内 

5 土器のはなし 
土器の年代やオストラカについて 

説明 
 里内 

6 
古へブル文字の 

はなし 

アルファベットの発展と古文書につ

いての説明 
 里内 

7 印章のはなし 
印鑑や貨幣に見られる古代の人々の

名や象徴の説明 
 里内 

8 アラム人とアラム語 聖書言語のアラム語についての説明  里内 

9 カナンの神々 
聖書に出てくる異教の神々の神話の

説明 
 里内 

10 

フェニキア人、 

モアブ人、 

アンモン人 

 

旧約時代の異教の民について  里内 

11 ペリシテ人 旧約時代の異教の民について  里内 

12 サマリア人について サマリア教団の概論  里内 

13 死海写本Ⅰ 

20世紀最大の考古学的発見の一つ、 

死海写本とそれにまつわる事物を 

概観する。 

 

 

 里内 

14 死海写本Ⅱ 

20世紀最大の考古学的発見の一つ、 

死海写本とそれにまつわる事物を 

概観する。 

 

 里内 

15 ナグハマディ文書 グノーシス主義とその文書の概観  里内 

16 まとめ テスト・レポート提出など。  里内 

 



科目名 

（科目コード） 

アドベンチストの信仰１ 

 

単位認定者 

（担当教員） 
⻑⾕川 徹 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
本講義は、セブンスデー・アドベンチスト教会の信仰大要の聖書的根拠と意義について学ぶことを

目的とする。 

科目目標 

本講義では、受講生が、セブンスデー・アドベンチスト教会の２８の信仰大要の体系的な理解を通

じて、自身の信仰を深め、他者に対して確信と説得力をもって説明ができるようになることを目標

とする。 

テキスト 聖書（旧 約）、『アドベンチストの信仰』 

参考文献 ミラード・J・エリクソン著 『キリスト教神学』１〜4 巻（いのちのことば社） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

リーディング、アウトラインノート、クイズ、試験等をもとに総合的に評価する 

授業はリーディングを前提としてなされる 

予復習をしっかりとすること 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
hasegawat@saniku.ac.jp 



アドベンチストの信仰１ 15P560 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 基礎① 救い なし ⻑⾕川 

2 基礎② アドベンチストの神学テーマ 『信仰』8 章を読んでくること ⻑⾕川 

3 啓示① 神の言葉 『信仰』1 章を読んでくること ⻑⾕川 

4 啓示② 神の言葉（続） 『信仰』1 章を読んでくること ⻑⾕川 

5 神論① 三位一体の神 『信仰』2 章を読んでくること ⻑⾕川 

6 神論② 父なる神 『信仰』3 章を読んでくること ⻑⾕川 

7 神論③ 子なる神 『信仰』4 章を読んでくること ⻑⾕川 

8 神論④ 聖霊なる神 『信仰』5 章を読んでくること ⻑⾕川 

9 前半まとめ 中間試験  ⻑⾕川 

10 人間論① 創造 『信仰』6 章を読んでくること ⻑⾕川 

11 人間論② 人間の本性 『信仰』7 章を読んでくること ⻑⾕川 

12 救済論① キリストの生涯と死と復活 『信仰』9 章を読んでくること ⻑⾕川 

13 救済論② 救いの体験 『信仰』10 章を読んでくること ⻑⾕川 

14 救済論③ 救いの体験（続） 『信仰』10 章を読んでくること ⻑⾕川 

15 救済論④ キリストにある成⻑ 配布資料を読んでくること ⻑⾕川 

16 後半まとめ 期末試験  ⻑⾕川 



 

科目名 

（科目コード） 

アドベンチストの信仰２ 

 

単位認定者 

（担当教員） 
⻑⾕川 徹 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
本講義は、セブンスデー・アドベンチスト教会の信仰大要の聖書的根拠と意義について学ぶことを

目的とする。 

科目目標 

本講義では、受講生が、セブンスデー・アドベンチスト教会の２８の信仰大要の体系的な理解を通

じて、自身の信仰を深め、他者に対して確信と説得力をもって説明ができるようになることを目標

とする。 

テキスト 聖書（旧 約）、『アドベンチストの信仰』 

参考文献 ミラード・J・エリクソン著 『キリスト教神学』１〜4 巻（いのちのことば社） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

リーディング、アウトラインノート、クイズ、試験等をもとに総合的に評価する 

授業はリーディングを前提としてなされる 

予復習をしっかりとすること 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
hasegawat@saniku.ac.jp 



アドベンチストの信仰２ 15C000 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 教会論① 教会・教会の一致 『信仰』11,13 章を読んでくること ⻑⾕川 

2 教会論② バプテスマ・聖餐式 『信仰』14,15 章を読んでくること ⻑⾕川 

3 教会論③ 賜物と奉仕 『信仰』16 章を読んでくること ⻑⾕川 

4 教会論④ 預言の霊 『信仰』17 章を読んでくること ⻑⾕川 

5 キリスト者倫理① 神の律法 『信仰』18 章を読んでくること ⻑⾕川 

6 キリスト者倫理② 安息日 『信仰』19 章を読んでくること ⻑⾕川 

7 キリスト者倫理③ 管理者としての務め 『信仰』20 章を読んでくること ⻑⾕川 

8 キリスト者倫理④ クリスチャンの品行・結婚 『信仰』21,22 章を読んでくること ⻑⾕川 

9 前半まとめ 中間試験  ⻑⾕川 

10 終末論① 天の聖所におけるキリストの奉仕 『信仰』23 章を読んでくること ⻑⾕川 

11 終末論② キリストの再臨 『信仰』24 章を読んでくること ⻑⾕川 

12 終末論③ 死と復活 『信仰』25 章を読んでくること ⻑⾕川 

13 終末論④ 千年期と罪の終わり 『信仰』26 章を読んでくること ⻑⾕川 

14 終末論⑤ しい地 『信仰』27 章を読んでくること ⻑⾕川 

15 終末論⑥ 大争闘  ⻑⾕川 

16 後半まとめ 期末試験  ⻑⾕川 

 



科目名 

（科目コード） 

キリスト教倫理学 

 

単位認定者 

（担当教員） 
長谷川 徹 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 4 必修 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 
 本講義は、アドベンチストとしての倫理（何に基づき、いかに行動するか）について、その聖書 

的基礎と現代的適用を学ぶことを目的とする。 

科目目標 
 本講義では、受講生が①聖書に基づいたアドベンチストとしての倫理を理解し、②その理解を 

もって社会の諸問題に考察できるようになることを目標とする。 

テキスト 
 泉田昭『キリスト教倫理』（いのちのことば社） 

聖書（旧新約） 

参考文献  小田島嘉久『キリスト教倫理入門』（ヨルダン社） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 学生発表・試験等をもとに、総合的に評価する 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

  

教員からの 

メッセージ 
 教科書は毎回使用するので、必ず持参のこと 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
hasegawat@saniku.ac.jp 



キリスト教倫理学 15C000 

学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 
 

1 キリスト教倫理① キリスト教倫理とは 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

す

べ

て

長

谷

川

が

担

当 

2 キリスト教倫理② キリスト教倫理とは（続） 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

3 人間として生きる 人間として生きるとは 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

4 キリスト教と文化① キリスト教福音と文化の関係 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

5 キリスト教と文化② キリスト教福音と文化の関係（続） 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

6 生命 生命の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

7 霊性 霊性の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

8 前半まとめ・中間試験 講義の内容の確認 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

9 教会 教会の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

10 社会 社会の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

11 家族 家族の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

12 性 性の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

13 国家 国家の倫理 講義までに教科書指定箇所読了のこと 

14 戦争と平和 戦争と平和 講義の中で指示する 

15 まとめ① 学生発表 指示に基づき、発表の準備をすること 

16 まとめ②・期末試験 講義の内容の確認 講義の中で指示する 



 

 

科目名 

（科目コード） 

キリスト教史 

20P600 

単位認定者 

（担当教員） 
藤田 佳大 

単位数 4 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的 

初代教会時代から近現代までのキリスト教の歴史を通して、キリスト教がどのように発展してきた

か、また、歴史の中でキリスト教がどのような経験をしてきたかについて概観し、その実際と問題点

について学ぶ。 

科目目標 
上記の学びを通して、キリスト教の歴史の理解を深め、特にアドベンチスト教会史や聖書理解への礎

を築く。 

テキスト 山形正男『キリスト教 2000 年の歴史』（福音社） 

参考文献 

ゴンザレス、フスト（石田学訳）『フスト・ゴンザレスキリスト教史』上巻、新教出版社、2014 年 

ゴンザレス、フスト（石田学訳）『フスト。ゴンザレスキリスト教史』下巻、新教出版社、2015 年 

深井智朗『プロテスタンティズム 宗教改革から現代政治まで』中央公論新社、2017 年 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験、クイズ、レポート、授業参加態度などによる総合評価 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

レポートに関しては、各自テーマを選んで提出し、教員の許可を得てから書き始めること。 

教員からの 

メッセージ 

キリスト教の歴史は長く、出来事も多岐にわたりますが、年号や出来事を覚えるということよりは、

その時に一体何が起こったのかを理解するように努めてください。歴史を理解することによってキ

リスト教の、とりわけ、アドベンチスト教会の存在意義を深く知ることができるようになります。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

教員連絡先：セブンスデー・アドベンチスト三育袖ヶ浦教会 

TEL:０４３８－６２－６５６３ 

メールアドレス：fujitayo@saniku.ac.jp  



 

 

キリスト教史 20P600 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 使徒時代のキリスト教 キリスト初臨時代の背景 史料概説、原始キリスト教のメッセージなど 教科書 第 1章、2章を読む 

Ro-ma teikoku  

 

藤田 

2 使徒後教父と弁証家の思想 親父たちの思想概観 教科書 P.17～29まで読む 藤田 

3 ローマ帝国とキリスト教迫害（1） 時代背景、迫害の実態など 教科書 P.14～17を読む 藤田 

4 ローマ帝国とキリスト教(2） 2世紀～4世紀の迫害過程、ミラノの勅令から寛容時代への変遷 教科書 第 4章を読む 藤田 

5 異端の発生と発展 グノーシス派などの発生要因と実態 異端の成立事情について調べる 藤田 

6 古カトリック時代のキリスト教 2-4世紀におけるキリスト教の発展 キリスト教発展の要因について調べる 藤田 

7 キリスト教教理の発達 キリスト論および三位一体論などの発展 人間論、キリスト論、三位一体 藤田 

8 礼拝と組織の発展 2～4世紀における礼拝、組織など 礼拝、組織の発展について調べる 藤田 

9 教父の黄金時代 アウグスティヌスなどの神学 教科書 第 5章を読む 藤田 

10 修道院の発達 発生要因と発展 教科書 P.37,38､45,46を読む 藤田 

11 中世の特質と時代区分など 中世キリスト教の特質など 教科書 P.47,48 を読む 藤田 

12 ローマ・カトリック教会の発展 発展の諸要因と神学概論 グレゴリウス 1世について調べる 藤田 

13 6～10 世紀のキリスト教 イスラム教の出現 フランク王国 神聖ローマ帝国 教科書 P.49～52を読む 藤田 

14 東方キリスト教の発展 東西の分離（1054年）と東方キリスト教の発展 教科書 P.52～58を読む 

 

藤田 

15 教皇権の最盛期（11 世紀～14 世紀）と衰退 教会と国家の対立および教皇権の諸問題 教科書 P.58～59、67～70を読む 藤田 

16 十字軍と宗教改革者たち ワルド派（ワルデンセス）など 教科書 P.59～66を読む 藤田 

17 教会の学問と神秘主義 スコラ哲学概説 教科書 P.70～74を読む 藤田 

18 宗教改革 1 宗教改革の中心思想と発展 農民戦争、アルミニウス主義の発生 教科書 P.75～87を読む 藤田 

19 宗教改革 2 宗教改革の傍流、宗教改革とカトリック教会の対応、トリエント会議 教科書 P.87～94を読む 藤田 

20 英米におけるキリスト教の発展 ピューリタン運動、米国におけるキリスト教の発展 教科書 P.95～101、104～107を読む 藤田 

21 カトリック教会の動向 16～17世紀におけるカトリック教会の動向 配布資料を読む（トレント公会議） 藤田 

22 18 世紀のキリスト教 1 合理主義とその影響、理神論、聖書批判学の台頭、ユニテリアンの台頭 敬虔主義、信仰復興運

動 

教科書 P.101～104、115～117、119～122 藤田 

23 18 世紀のキリスト教 2 プロテスタント海外伝道の始まり 教科書 P.104～112を読む 藤田 

24 18 世紀のキリスト教 3 フランス革命とキリスト教 反キリスト教的思想の出現、海外伝道の発展 教科書 P.112～114、127～128を読む 藤田 

25 19 世紀のキリスト教 1 再臨運動 カトリック教会の復興、ナポレオンの宗教改革、 教科書 P.123,117～119を読む 藤田 

26 19 世紀のキリスト教 2 フランスその他におけるカトリックの復興、教皇主義の発展など アメリカにおけるキリスト教 藤田 

27 19 世紀のキリスト教 3 日本におけるプロテスタント伝道の開始、19世紀後半の新しいキリスト教思想 教科書 P.129～136を読む 藤田 

28 20 世紀のキリスト教 1 教会合同運動の発展 自由主義神学の崩壊、新正統主義神学など 教会合同運動について調べる 藤田 

29 20 世紀のキリスト教 2 根本主義（ファンダメンタリズム）、福音主義と新福音主義 メインライン教会の衰退と福音派

の発展 

教科書 P.145～152を読む 藤田 

30 20 世紀のキリスト教 3 ディスペンセーショナリズムと終末論 カトリック教会の変化と動向 など 教科書 P.152～169を読む 藤田 
 



 

科目名 

（科目コード） 

ＳＤＡ教会史 

20P610 

単位認定者 

（担当教員） 
藤田 佳大 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期  

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

第二次大覚醒からミラー運動、大失望、教理、組織の発展、さらに日本のセブンスデー・アドベンチ

ストの歴史までを概観し、アドベンチスト教会のこれまでの発展の学びを通して、終わりの時代に建

てられたアドベンチスト教会の目的と使命を探る。 

科目目標 

このクラスの目標はＳＤＡ教会史とその素晴らしさを理解し、アドベンチズムを際立たせる信念と

その実践の重要性を把握することを通して、アドベンチストとしてのアイデンティティーを持つ信

徒ならびに霊的リーダーを育成することです。 

テキスト 
ジョージ・ナイト（曽根田健二監訳）『再臨を待ち望みつつ』福音社、1995年 

ジョージ・ナイト（山地明訳）『アイデンティティーを求めて』福音社、2012年 

参考文献 

梶山積『使命に燃えて 日本セブンスデー・アドベンチスト教会史』福音社、1982年 

山形謙二『主よ、御国を！現代ＳＤＡの使命とその存在意義』福音社、1995年 

Greenleaf, Floyd, and Richard Schwarz. Light Bearers to the Remnant. CA: Pacific Press,2000 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験、クイズ、レポート、授業における学習態度などによる総合評価 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

日本のアドベンチスト教会史における出来事を一つ選び、３～５ページ以内のレポートにまとめ、指

定された日にプレゼンテーションを行う。なお、レポートは期日を守って提出すること。期日を過ぎ

ると減点する。 

教員からの 

メッセージ 

セブンスデー・アドベンチスト教会の先駆者たちの犠牲と献身がどれほど大きなものであったかを

共に学び、私たちが直面する困難、課題の中にあっても先駆者たちと同じ宣教スピリットを持つきっ

かけとなることを期待する。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

教員連絡先：セブンスデー・アドベンチスト三育袖ヶ浦教会  

TEL：０４３８－６２－６５６３ 

メールアドレス：fujitayo@saniku.ac.jp 

mailto:fujitayo@saniku.ac.jp


 

SDA教会史 20P620 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 オリエンテーション クラスの説明と SDA教会史を学ぶ意義  藤田 

2 ミラー運動のルーツ 
ミラー運動の背景（理神論、回復主
義、メソジスト運動など） 

アイデンティティー1、２章を読む 藤田 

3 1844年大失望 
1844年の大失望と 

エレン・ハーモンの召命 
再臨を待ち望みつつ 1章を読む 藤田 

4 
アドベンチスト教理の

発展 

アドベンチスト教理の発展 

シャットドア説、三天使の使命 

アイデンティティー3章、4章 

再臨を待ち望みつつ 2章 
藤田 

5 
アドベンチスト組織の

発展 
安息日会議、プレゼント・ツルース 再臨を待ち望みつつ 3章 藤田 

6 伝道機関の発展 
教育、出版、宣教の発展と 

SDA教会組織 
再臨を待ち望みつつ 4章 藤田 

7 
1888年ミネアポリス 

世界総会 

1888年ミネアポリス世界総会と 

信仰による義 

再臨を待ち望みつつ 5章 

アイデンティティー5章 
藤田 

8 再組織とケロッグ危機 
アドベンチスト教会再組織 

ケロッグ危機 
再臨を待ち望みつつ 6章 藤田 

9 エレン・ホワイトの死 
エレン・ホワイトの死と 

ホワイト図書刊行会の発展 
アイデンティティー6章 藤田 

10 世界的成長の時代 20世紀の宣教における成長 再臨を待ち望みつつ 7章 藤田 

11 1952年聖書会議 
『教理の研究』 

SDAライフスタイルの発展 
アイデンティティー7，8章 藤田 

12 日本の SDA教会史① 日本のアドベンチスト教会のはじまり 適宜クラスで説明する 藤田 

13 日本の SDA教会史② 開拓伝道～年会組織まで 適宜クラスで説明する 藤田 

14 プレゼンテーション 
レポートプレゼンテーション 

一人あたり 5分～10分 
プレゼンテーションの準備 藤田 

15 総括 復習と期末試験への準備  藤田 

16 期末試験   藤田 

 



科目名 

（科目コード） 

ＥＧホワイト研究 

20P620 

単位認定者 

（担当教員） 
藤田 佳大 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

科目担当教員の実務経験 教会牧師としての経験 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
エレン・G・ホワイトの生涯と思想を概観し、それらが現代を生きる私たち、特にアドベンチストに

とってどのような意義があるかについて学ぶ。 

科目目標 
アドベンチストが終末時代に成す重要な働きにおいて、エレン・G・ホワイトが特別な役割を持って

いることを確証する。 

テキスト 山形正男「エレン・ホワイト」(福音社 2010年) 

参考文献 

Douglas, Herbert E. Messenger of the Lord. ID: Pacific Press Publishing Association, 1998 

Fortin, Denis, and Jerry Moon, eds. The Ellen G. White Encyclopedia. MD:R&H,2013 

White, Arthur L. Ellen White Woman of Vision. Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

試験、クイズ、ブックレポート、授業における学習態度などによる総合評価 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

ブックレポートは指定されたホワイト夫人の書物から一冊選び、下記の事項をまとめてレポートに

する。 

１）書物の要約 

２）所見 

３）考察 

教員からの 

メッセージ 

このクラスでの学びを通して、ホワイト夫人のアドベンチスト教会発展への功績について知り、一人

ひとりが更なるアドベンチストとしての誇りを高めることができることを望む。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

教員連絡先：セブンスデー・アドベンチスト三育袖ヶ浦教会  

TEL：０４３８－６２－６５６３ 

メールアドレス：fujitayo@saniku.ac.jp 

mailto:fujitayo@saniku.ac.jp


ＥＧホワイト研究 20P620 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
SDA 教会におけるホワ

イト夫人の公的見解 

公的見解ならびに異なった見解などを

概観 

「信仰の大要」第 18 項を読んでお

くこと。 
藤田 

2 
聖書における預言者と 
ホワイト夫人の預言者
的特質 

左記の点についての聖書的、神学的考察

1844-1915年にわたるホワイトの生涯及び

SDAの形成、発展における貢献 

預言者、特にエレミヤ、イザヤの召

命の経験を確認しておくこと。 
藤田 

3 
ホワイト夫人の 

生涯と貢献 I 
同上 

「エレン・ホワイト」 

P.7-20を読む 
藤田 

4 
ホワイト夫人の生涯 

と貢献 II 
同上 

「エレン・ホワイト」 

P.20-43を読む 
藤田 

5 
ホワイト夫人の 

家庭生活 
ホワイト夫人の家庭生活について クラスで適宜説明する 藤田 

6 
ホワイト夫人の 

思想とメッセージ 

ホワイト夫人の大争闘的見方を中心に

彼女の思想を概観する 
「エレン・ホワイト」第 4章を読む 藤田 

7 
終末時代に起こる 

諸事件 

複数の証の書に跨った終末時代に 

起こる諸事件について概観する 
教科書 P.203～218を読む 藤田 

8 証の書の現代的意義 証の書が書かれた目的と意義 
「エレン・ホワイト」 

第 5章を読む 
藤田 

9 証の書の出版プロセス 
ホワイト夫人の執筆過程、用いた資料、

助手たちの役割について 

「エレン・ホワイト」 

第 6章を読む 
藤田 

10 証の書の読み方① 証の書の解釈原則の基礎 
「エレン・ホワイト」 

第 8章を読む 
藤田 

11 証の書の読み方② 証の書の読み進め方 クラスで適宜説明する 藤田 

12 
ホワイト夫人と 

盗作問題 
他者の著作使用と盗作問題 

「エレン・ホワイト」 

第 7章を読む 
藤田 

13 1919年聖書会議 預言の霊の用い方と霊感 
配布資料 

『1919年聖書会議』を読む 
藤田 

14 
レポート 

プレゼンテーション 

ブックレポートプレゼンテーション 

一人あたり 5分～10分 
プレゼンテーションの準備 藤田 

15 総括 復習と期末試験への準備  藤田 

16 期末試験   藤田 

 



 

 

科目名 

（科目コード） 

伝道学概論 

20P640 

単位認定者 

（担当教員） 
近藤 光顕 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 前期 

科目担当教員の実務経験 教会牧師としての経験 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 必修 

キリスト教教育専攻   

科目目的  聖書を通して、福音宣教とは何かを学び、現代日本においていかに取り組むべきかを概観する。 

科目目標 

聖書から福音宣教について学ぶ。 

日本伝道について考える。 

伝道のためのマスタープランを学ぶ。 

幾つかの伝道法について学ぶ。 

テキスト E.G.ホワイト、伝道上、下巻  E.G.ホワイト 

参考文献  田淵昭三著「日本の伝道を考える」 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

レポート、試験 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

 

伝道学概論 20P640 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序論 伝道とはなにか概観する  近藤 

2 聖書の中の宣教 旧約聖書より学ぶ 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

3 聖書の中の宣教 キリストから学ぶ 
マタイ１０章、ヨハネ３―５章を読

んでくる。 
近藤 

4 聖書の中の宣教 初代教会とパウロから学ぶ 使徒言行録１、２章を読んでくる 近藤 

5 宣教の歴史 １ キリスト教の宣教の歴史を概観する 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

6 宣教の歴史 ２ キリスト教の宣教の歴史を概観する２ 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

7 日本宣教について 日本宣教の課題と可能性について学ぶ 
各自、日本で伝道が進まない理由を

考えてくる。 
近藤 

8 
伝道のマスタープラン

１ 
マスタープランについて学ぶ 

事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

9 
伝道のマスタープラン

２ 
伝道のマスタープランについて学ぶ 

事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

10 特殊教理の伝え方 E.G.ホワイトの著書を用いて考える 「伝道」上８章を読んでおく 近藤 

11 個人伝道 個人伝道について概観する 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

12 小グループ伝道 小グループ伝道について概観する 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

13 公衆伝道と訪問伝道 公衆伝道と訪問伝道について概観する 
事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

14 ミショナルチャーチ 
近年アメリカで始まっているミッショ

ナルチャーチの取り組みを概観する 

事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

15 
キャンパスミニストリ

ー 

キャンパスミニストリーについて概観

する 

各自学院における伝道について考

えてく。 
近藤 

16  テスト  近藤 

 



 

科目名 

（科目コード） 

説教学 

20P650 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 4 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3 必修 

キリスト教学専攻 2 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 説教の神学（前期）と説教作成（後期）について学ぶ。 

科目目標 

説教学では、１年間を通してセブンスデー・アドベンチスト教会の礼拝において中心的な役割を
持つ説教の神学を学ぶと共に、説教作成の実際を学び、福音の説教者としての役割を果たす準備
をすることをその目標としている。 
前期では、説教の神学的な理解と共に、説教と礼拝との関連、物語についてなど様々な角度から
説教を学び、良き説教者となるための準備をすることがこの科目の目標である。 

テキスト 

聖書（新約・旧約聖書） 

渡辺善太、「聖書的説教とは？」 

フレッド・Ｂ・クラドック、「説教」 

参考文献 

K. バルト、E. トゥルナイゼン、「神の言葉の神学の説教学」 

ボーレン、「説教学」 

トゥルナイゼン、「神の言葉と教会」 

加藤常昭、「説教論」 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１）レポート「聖書的説教とは」というテーマで B5 サイズ４００字原稿用紙１０〜１５枚程度の字数にまとめる。 
２） 課題図書（説教を含む）を読み発表または報告する。  
３） テキスト（クラドック）を読み、担当箇所をまとめ、１０分間の発表をする。（レジメを作成し配布する。B5） 
４） 聖書テキストを選び約３０分の説教を作成する。 
５） 作成した説教におけるテキスト選択の意図、説教題、説教の主題と構想について A4サイズ 1ページにまとめ、 
   履修者全員に配布し、指定された日に発表する。 
出席、上記のレポートおよび説教、そして発表に基づき評価を行う。１）、２）は、前期課題 ３）、４）は後期課題 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

新型コロナウイルス感染拡大のため一部課題授業に切り替えます。 

履修者には、メールにより連絡を致します。 

積極的に討議に参加することが求められる。 

教員からの 

メッセージ 
神の言葉の説教のすばらしさを共有したいと願っています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス： higashide@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは、メールによる予約 

mailto:higashide@saniku.ac.jp


 

説教学 20P650 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 説教の課題（１） 

 

説教とは何か、その目的、課題を考え

る 

 

聴衆の観点から説教を考える 東出 

2 説教の課題（２） 

 

説教学とはどのような学であるのか ボーレン「説教学」37-73 東出 

3 聖書と説教（１） 

 

説教と聖書の関係性 加藤常昭｢説教論｣277-332 東出 

4 聖書と説教（２） 

 

聖書的説教とは 渡辺善太「聖書的説教」11-33 東出 

5 聖書と説教（３） 

 

聖書をどのように読むのか 山口隆康「旧説教学から新説教学

へ」 

東出 

6 聖霊と説教（１） 説教と聖霊の関係 ボーレン「説教学」101-143 東出 

7 聖霊と説教（２） 聴衆と聖霊 ボーレン「説教学」101-143 東出 

8 説教と教会（１） 

 

説教の教会における役割 トゥルナイゼン「神の言葉と教会」

127 

東出 

9 説教と教会（２） 

 

説教と霊的成長 配付資料予習 東出 

10 説教と教会（３） 

 

説教と教会形成 

 

配付資料予習 東出 

11 説教者（１） 

 

説教者の役割・使命 

 

配付資料予習 東出 

12 説教者（２） 

 

説教者の生活 

 

鈴木崇巨「牧師の仕事」34-42 東出 

13 説教者（３） 

 

説教者の学び 

 

鈴木崇巨「牧師の仕事」56-58 東出 

14 説教者（４） 

 

説教と牧会 山口隆康「説教の聴聞について」 東出 

15 前期まとめ   東出 

16 説教という経験 

 

説教を会衆席の視点から考える 

 

クラドック「説教」I-1 

 

東出 

17 説教のスタイル 説教の様式と特徴 クラドック「説教」I-2 

 

東出 

18 説教とコンテキスト 

 

テキストの文脈、会衆の文脈 クラドック「説教」I-3 

 

東出 

19 聴衆について 

 

聴衆を文学理論読書論から考える クラドック「説教」II-4 

 

東出 

20 説教とテキスト（１） 

 

説教テキストをいかに選ぶか クラドック「説教」II-5 

 

東出 

21 説教とテキスト（２） 

 

説教者にとってテキストとは クラドック「説教」II-6 

 

東出 

22 説教への期待 説教に期待されるものとは何か クラドック「説教」II-7 

 

東出 

23 説教を作成する（１） 説教と釈義 

 

クラドック「説教」III-8 

クラドック「説教」I-1 

 

東出 

24 説教を作成する（２） 

 

説教黙想 

 

クラドック「説教」III-9 

 

東出 

25 説教を作成する（３） 

 

説教黙想を体験する 

 

クラドック「説教」III-10 

 

東出 

26 説教を作成する（４） 

 

説教のはじめとおわり クラドック「説教」III-11 

 

東出 

27 説教を作成する（５） 

 

説教と例話 配付資料予習 東出 

28 説教を語る 

発表（１） 

 

発声、姿勢・態度、原稿 配付資料予習 東出 

29 発表（１） 

 

作成のプロセス目標特徴を発表 発表準備 東出 

30 発表（２） 

 

作成のプロセス目標特徴を発表 発表準備 東出 
 



 
 

科目名 

（科目コード） 

礼拝学 

20P690 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3 必修 

キリスト教学専攻 2 選択 

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 
プロテスタント礼拝の基礎およびセブンスデー・アドベンチスト教会における礼拝の神学とその

実践について学ぶ。 

科目目標 

プロテスタントにおける礼拝についての基礎的理解と共にセブンスデー・アドベンチスト教会の

礼拝の特徴を理解し、礼拝の司式者としての準備をすることを目標とする。また礼拝のスタイル、

音楽について現代日本という文脈で検討し、ＳＤＡ教会のめざすべき礼拝についても考えること

を目標の一つとしている。 

テキスト 
聖書（新約・旧約聖書）、J. F. ホワイト、「キリスト教の礼拝」   

東出克己、「アドベンチストの礼拝論」、牧羊 1986年秋季号 11-28ページ  

参考文献 
今橋 朗、「礼拝を豊に：対話と参与」 

岸本洋一、「礼拝の神学」 Ｊ．Ｅ．バークハート、「礼拝とは何か」  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１）レポート 「アドベンチスト礼拝の課題」, 4000字前後  

２）テキストの担当箇所のレジメを作成し１５分の発表をする。 

３）期末試験 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

積極的に討議に参加することが求められる。 

教員からの 

メッセージ 
アドベンチストとしての礼拝のありかたを共に探求しましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス： higashide@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは、メールによる予約 

 

 

mailto:higashide@saniku.ac.jp


 
 

礼拝学 20P690 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序 論 礼拝とは何かを経験から考える  東出 

2 礼拝とは何か（１） プロテスタントの礼拝 ホワイト、「キリスト教の礼拝」1章 東出 

3 礼拝とは何か（２） プロテスタントの礼拝 ホワイト、「キリスト教の礼拝」1章 東出 

4 礼拝と時間 安息日、礼拝と時間、教会暦 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」２

章 
東出 

5 礼拝と空間 教会建築、そのスペースの意味 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」３

章 
東出 

6 御言葉の礼拝 礼拝と説教の関係 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」５

章 
東出 

7 サクラメント 聖礼典について 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」６

章 
東出 

8 入信儀礼（バプスマ） バプテスマの神学と実践を学ぶ 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」７

章 
東出 

9 ユーカリスト (聖餐) 洗足・聖餐の意味 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」８

章 
東出 

10 通過儀礼 教会における通過儀礼 
ホワイト、「キリスト教の礼拝」９

章 
東出 

11 ＳＤＡの礼拝論 ＳＤＡの礼拝論の特徴 東出「アドベンチストの礼拝論」 東出 

12 ＳＤＡ礼拝の課題 １ ＳＤＡ教会の礼拝における課題 レポートの発表と討議 東出 

13 ＳＤＡ礼拝の課題 ２ ＳＤＡ教会の礼拝における課題 レポートの発表と討議 東出 

14 ＳＤＡ礼拝の課題 ３ ＳＤＡ教会の礼拝における課題 レポートの発表と討議 東出 

15 まとめ   東出 

16 期末試験   東出 

 



 

科目名 

（科目コード） 

児童伝道法 

20Ｐ720 

単位認定者 

（担当教員） 
森 祐二 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

科目担当教員の実務経験 小学校教諭としての経験 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 2 必修 

キリスト教学専攻 2 選択 

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 
児童伝道の方法と技術の学びだけではなく、使命感や霊性の向上といった精神的学びを通して、児童

伝道に喜びと意欲をもって取り組む姿勢を培うことを目的とする 

科目目標 

・児童伝道のもつ意義を理解し、キリストの伝道法を模範として自己の資質と霊性を磨く 

・対象とする児童の特性（発達段階や学年）を捉え、聖書の中から自分の伝えたいポイント（メッセ

ージ）を子ども達に的確に伝える技量を磨く 

・Ｅ.Ｇ.ホワイトの書物から児童期の特質と家庭教育の重要性を学び、保護者伝道の一助とする。 

テキスト 「教育」「心を育てる家庭の教育」Ｅ．Ｇ．ホワイト、福音社 

参考文献 「各時代の希望」シリーズ、Ｅ．Ｇ．ホワイト、福音社 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業参加態度、出欠状況、課題提出、小テスト、指導案作成と実習評価、期末試験を総合して評価

する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

学生ハンドブックの記載事項をよく読んでおくこと。それらに準ずる。 

教員からの 

メッセージ 

子どもは聖書の話を喜んで聞いてくれる。しかし、子どもに聖書の話から教師の意図する目的を伝

えることは簡単なようで難しい。何を目的に話すのか、話したことが目的通りに伝わったかどうか

を知る方法（評価法）は何かを、話し方や伝え方の前に考察する習慣を身につけて欲しい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

質問はメールで随時受け付ける。相談はメールで時間を予約すること。 

メールアドレス：mori@saniku.ac.jp 



 

児童伝道法 20Ｐ720 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 児童伝道の意義と意味 
児童を対象とする伝道の意義（重要性）

について考える。 

児童への伝道が大切である根拠を、

聖書から調べる。 
森 

2 子どもの発達特性① 
子どもの発達段階と特性について考え

る。 
子どもの発達段階について調べる。 森 

3 子どもの発達特性② 
子どもの発達段階と特性について考え

る。 
子どもの発達段階について調べる。 森 

4 視聴覚教材① 視聴覚教材の色々について考える。 
聖書の物語を伝える方法について

調べる。 
森 

5 視聴覚教材② 
視聴覚教材を一つ選び物語を制作す

る。 
視聴覚教材を制作する。 森 

6 視聴覚教材③ 
視聴覚教材を一つ選び物語を制作す

る。 
視聴覚教材を用いて発表する。 森 

7 視覚教材① 
聖書の中の教理や歴史、預言などを視

覚化する。 

視覚化された聖書教材について調

べる。 
森 

8 視覚教材② 
聖書の中の教理や歴史、預言などを視

覚化する。 
視覚化された聖書教材を制作する。 森 

9 視覚教材③ 
聖書の中の教理や歴史、預言などを視

覚化する。 
視覚化された聖書教材を発表する。 森 

10 聖書の指導① 指導案の作り方を学ぶ。 目標、展開、評価とはなにか調べる。 森 

11 
聖書の指導② 

（校外学習） 

子どもへの讃美歌指導の実際を、光風

台三育小学校で学ぶ。 

校外学習。見学レポートを提出す

る。 
講師 

12 聖書の指導③ 指導案を完成する。 聖書科指導案の完成を目指す。 森 

13 
聖書の授業（光風台三

育小学校） 

作成した指導案を基に聖書の授業を行

なう。 

視聴覚教材や視覚教材を用いて授

業を行なう。 
森 

14 支援を要する児童 
発達障がいや家庭や環境の問題に土江

考える。 

支援を要する子どもと取り巻く環

境について調べる。 
森 

15 道徳教育 聖書科と道徳教育について考える。 特別の教科「道徳」について調べる。 森 

16 期末試験 学修した内容から出題する。 復習しておく。 森 

 



 

科目名 

（科目コード） 

宣教学 

20P740 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 4 必修 

キリスト教学専攻 2 選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 聖書および歴史、そして神学的見地から宣教について学び、その実践と可能性を考える。 

科目目標 宣教論についてバランスの取れた聖書的な見解を持つ。 

テキスト 

データブック日本宣教のこれからが見えてくる （一部を資料として配付） 

福田充男、「文脈化教会の形成」 

配付資料 

参考文献 

デイビッド・ボッシュ、「宣教のパラダイム転換」上、下 

佐久間勤編、「福音宣教の過去と未来」 

ロバート・リー、「日本と西洋キリスト教」 

上田光正、「伝道する教会の形成」 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

出席および授業への参加度、レポートによる評価 

レポートは、「現代日本におけるアドベンチストの宣教論を考える」 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

指定されたテキストの担当箇所を要約し発表する 

教員からの 

メッセージ 
日本の宣教を考えるためにその土台となる宣教論を探求しましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス： higashide@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは、メールによる予約 

mailto:higashide@saniku.ac.jp


 

宣教学 20P740 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 宣教学とは 宣教学とは何かを定義する  東出 

2 
世界教会としてのアドベ

ンチストの宣教 
世界総会統計局資料より 

資料を配付、世界総会の HP参照 

https://www.adventistarchives.org 
東出 

3 日本宣教の現状と課題 1 
データブック（配布資料）から日本の

キリスト教宣教の現状を理解する 
資料を配付 東出 

4 日本宣教の現状と課題 2 
データブック（配布資料）から日本の

キリスト教宣教の現状を検討する 
資料を配付 東出 

5 日本宣教の現状と課題 3 
データブック（配布資料）から日本の

キリスト教宣教の現状を討議する 
資料を配付 東出 

6 
日本のアドベンチスト教

会の現状と課題 1 
統計資料から現状を把握する 統計資料を配付 東出 

7 
日本のアドベンチスト教

会の現状と課題 2 
統計資料から課題を見いだす 統計資料を検討 東出 

8 
日本のアドベンチスト教

会の現状と課題 3 
統計資料から課題を検討する 統計資料を検討 東出 

9 
イエス・キリストの宣教

論 

聖書からイエス・キリストの宣教を考

える 

イエス・キリストの宣教論の手がかり

を聖書テキストに見つける 
東出 

10 パウロの宣教論 聖書からパウロの宣教を考える 
パウロの宣教論の手がかりを聖書テ

キストに見つける 
東出 

11 文脈化を考える 1 
日本におけるキリスト教の文脈化を

考える 

福田充男、「文脈化教会の形成」 

第 4部、179-240ページ 
東出 

12 文脈化を考える 2 
日本におけるキリスト教の文脈化を

考える 

福田充男、「文脈化教会の形成」 

第 4部、179-240ページ 
東出 

13 アドベンチストの宣教論１ 
三天使の使命、アドベンチスト宣教論

の特質を考える 
資料を配付 東出 

14 アドベンチストの宣教論２ 
三天使の使命、アドベンチスト宣教論

の特質を考える 
資料を配付 東出 

15 レポートの発表と共有 履修者によるレポートの発表 
履修者と教員でアドベンチストの 

宣教論を論じる 
東出 

16 レポートの発表 学生によるレポートの発表  東出 

 



 

科目名 

（科目コード） 

説教実習 

20P840 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 2 時間数 90 授業回数 45 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3もしくは 4 選択 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 説教学の授業を基礎に説教を作成し、説教者としての準備をすることを目的とする。 

科目目標 

説教を作成し、クラスでの演習を経た後、礼拝説教を地域の教会で担当し、牧師または教会長老
からの評価およびコメントを受ける。説教を実際に経験することにより、説教作成のプロセスと
共に説教者としての訓練を積むことを目標とする。 
尚、地域の教会での実習は、下記のスケジュールに含まれていないので、指導教員と相談の上    
行うこととする。 

テキスト 聖書（新約・旧約聖書）、大江健三郎、「新しい文学のために」 

参考文献 注解書などを授業で紹介 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１）説教作成 説教を作成しクラスで演習する。コメントを受けた後、教員に原稿を提出し指導 
    を受け説教原稿を完成させる。 
２）地域の教会で説教をする。演習で準備した説教を用い、近隣の教会で説教を担当する。 
    牧師または長老のコメントを聞き、これを短いレポートとして報告する。 
３）指定されたテキスト読み、その内容をまとめ１０分間の発表を担当する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

積極的に討議に参加することが求められる。 

教員からの 

メッセージ 
説教作成は、困難ではありますが喜びに満ちた作業です。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

メールアドレス：higashide@saniku.ac.jp 

オフィスアワーは、メールで予約 

mailto:higashide@saniku.ac.jp


 

説教実習 20P840 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 オリエンテーション 実習の目的、目標ならびに課題  東出 

2 説教分析について 説教分析を通して福音的説教を考える 大江健三郎、「文学のために」 東出 

3 発声・朗読・姿勢 聖書朗読、発声、姿勢 
指定された聖書の朗読箇所を声を 

出して 10回読む 
東出 

4 説教演習 １ 
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

5 説教演習 ２  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

6 説教演習 ３  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

7 説教演習 ４  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

8 説教演習 ５  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

9 説教演習 ６  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

10 説教演習 ７  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

11 説教演習 ８  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

12 説教演習 ９  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

13 説教演習 １０  
説教原稿を準備し、説教を行い、コメン

トを受けより良い説教に仕上げる 
実習のための説教を作成する 東出 

14 説教の課題 １ 
説教の実践を通して発見した課題、   

困難、喜びを考える 

実習評価や教会での指摘から考え

る 
東出 

15 説教の課題 ２ 
説教の実践を通して発見した課題、   

困難、喜びを考える 

実習評価や教会での指摘から考え

る 
東出 

16 まとめ   東出 
 



 

科目名 

（科目コード） 

牧会実習 

20P852 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 4 時間数 180 授業回数 90 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3もしくは 4 選択 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻   

科目目的 

三育学院教会を含む近隣の教会で実習を通して牧会の働きを学ぶと共に、派遣された教会で、牧師

の指導のもとに 5〜6 週間の実習を行う。実習を通して、牧会の実際を経験し、将来の働きに備え

る。牧会者としての基礎的な訓練を受けると共に良識を養う。実習の前後には、実習に入る準備と

して打合せを行う。 

科目目標 
牧師の指導を通し、また説教、聖書研究そして訪問を実際に経験することにより、牧師としての  

働きへの理解と使命感とを深める。 

テキスト 聖書、「教会指針」；「牧師指針」；鈴木崇巨、「牧師の仕事」 

参考文献 派遣される教会の記念誌 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

１.牧会日誌作成（実習期間中の業務日誌）、 

２.レポート：テーマ「実習を通して学んだこと、見つけた課題」実習直後のクラス時に提出する。 

  尚、原稿は B５サイズで提出すること。 

３.実習指導を受けた牧師からアンケート形式の評価を受ける。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

実習先への挨拶、御礼の手紙を書くこと 

教員からの 

メッセージ 

新型コロナウイルス感染拡大のため、実習の時期は変更される可能性があります。 

この科目は、講義ではなく実習です。実習の打合せと報告を実習の前後に数回行います。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

面接希望者はメールで予約すること。受付は随時。 

メールアドレス：higashide@saniku.ac.jp 



 

牧会実習 20P852 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 実習打合せ   東出 

2 実習打合せ   東出 

3 実習打合せ   東出 

4 実習打合せ   東出 

5 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

6 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

7 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

8 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

9 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

10 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

11 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

12 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

13 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

14 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

15 実習 実習教会で牧師の指導を受ける  東出 

16 実習後の報告   東出 

 



科目名 

（科目コード） 

牧会演習 

20P850 

単位認定者 

（担当教員） 
東出 克己 

単位数 2 時間数 90 授業回数 45 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3もしくは 4 選択 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻   

科目目的 

牧師の使命、職務、役割そして信徒への配慮について学ぶ。また、聖餐式、バプテスマ式、結婚式、

葬儀、訪問における牧師の努め、およびその実際を学び、牧会者として、また司式者としての働き

と役割を理解し、牧会の働きに備える。 

科目目標 牧師としての職務を具体的に学び教会において期待される役割と使命を果たす準備をする。 

テキスト 聖書、「教会指針」、「牧師指針」、鈴木崇巨、「牧師の仕事」 

参考文献 E. G. Whiteの著作より随時紹介、トゥルナイゼン、「牧会学」 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

レポート、出席、授業への参加度 

レポート：「牧師の使命、職務、役割そして配慮について」 

     2000字程度 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

テキストを予習すること 

教員からの 

メッセージ 
牧師としての働きをイメージしながら学んで下さい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

面接希望者はメールで予約すること。受付は随時。 

メールアドレス：higashide@saniku.ac.jp 



牧会実習Ⅰ 20P850 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 牧師の仕事を考える 
牧師職とは何か（召命）、牧師に期待

されている役割と使命について 
鈴木崇巨「牧師の仕事」１〜２章 東出 

2 着 任 牧師としての仕事を始める 鈴木崇巨「牧師の仕事」３〜４章 東出 

3 牧師の日常 身につけるべき常識、牧師の生活 鈴木崇巨「牧師の仕事」５〜６章 東出 

4 週報について 週報の役割と意義、教会の交わり 

教会における週報の役割を考え箇

条書きにして自分の意見を述べる

準備をする。 

東出 

5 
自己学習の復習を遠隔

双方向授業で行う 

新型コロナウイルスにより対面授業を

課題授業にしたが、Zoomによる授業へ 
鈴木崇巨「牧師の仕事」７〜８章 東出 

6 聖餐 洗足聖餐の準備、そして司式 鈴木崇巨「牧師の仕事」135-156. 東出 

7 聖餐 聖餐洗足の司式（演習） 配布資料「聖餐式次第」を理解する 東出 

8 
インターン・着任と転

勤 
インターンの心構え、働きなどについて 鈴木崇巨「牧師の仕事」320-325. 東出 

9 
牧会の現実:人々への 

対応と配慮 
牧会の対象者である人々の現実と対応 鈴木崇巨「牧師の仕事」193-205. 東出 

10 
バプテスマ式・ 

執事按手礼式 

バプテスマ式、執事按手礼の準備と実

際 
配布資料「バプテスマ式」を読む 東出 

11 婚約式・結婚式 婚約式、結婚式の準備 配布資料「結婚式、婚約式」を読む 東出 

12 婚約式・結婚式 結婚式の司式 鈴木崇巨「牧師の仕事」248-291. 東出 

13 葬儀 葬儀の準備、司式 鈴木崇巨「牧師の仕事」292-319. 東出 

14 葬儀 前夜式、納棺式、火葬前式、葬儀と牧会 配布資料を読む 東出 

15 礼拝と牧会そして伝道 礼拝と牧会また伝道について レポートの提出と発表 東出 

16 まとめ   東出 

 



 

科目名 

（科目コード） 

個人伝道実習 

20P870 

単位認定者 

（担当教員） 
近藤 光顕 

単位数 2 時間数 90 授業回数 45 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3もしくは 4 選択 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻   

科目目的 個々人の救いに関心を持ち、様々な関わりを通して福音を伝えることを体験する。 

科目目標 

個人的関係を大切にした伝道方法を学ぶ。 

個人を集会に誘う。 

個人的な証をする。 

聖書研究を行う準備をする 

聖書研究を行う（個人、小グループ） 

テキスト 
感染力の強いクリスチャン（福音社） 

 ビル・ハイベルズ、マーク・ミッテルバーグ著 島田穂波訳 

参考文献  E.G. ホワイト 「伝道」上下 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

実習レポート 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

クラス出席、積極的に伝道活動に参加すること。 

教員からの 

メッセージ 
伝道は、神の働きに用いられる言わば仲介者のような働きです。まず神との関係を深めましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

個人伝道実習 20P870 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 序論 伝道とは  近藤 

2 個人伝道の動機と模範 キリストを個人伝道の模範として学ぶ 
マタイ９章マタイの召命の物語 

ヨハネ３、４章の物語を熟読する 
近藤 

3 証の作り方 証の作り方について学ぶ 個人の証を作成する。 近藤 

4 個人聖書研究 個人聖書研究について学ぶ 
聖書研究のアウトラインを作って

くる。 
近藤 

5 小グループ 小グループ聖書研究について学ぶ 
小グループの聖書研究のアウトラ

インを作ってくる。 
近藤 

6 教課の仕方 教課の仕方について学ぶ この週の聖書ガイドを読んでくる 近藤 

7 決心のすすめかた 
決心へと導くために大切なポイントを

学ぶ。 

事前に配賦された資料を読んでく

る 
近藤 

8    近藤 

9    近藤 

10    近藤 

11    近藤 

12    近藤 

13    近藤 

14    近藤 

15    近藤 

16    近藤 

 



 

科目名 

（科目コード） 

聖歌隊 

 20P950 ※大学共通科目 

単位認定者 

（担当教員） 
譜久島 肇 

単位数 4 時間数 180 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 1-4 選択 

キリスト教学専攻 1､2 選択 

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 

 心から歌う事の喜びと素晴らしさを体験。聖歌隊として歌うことを通して発声、表現力、   

ハーモニー（調和）を学び神様を賛美する事の恵みを体得する。礼拝での奉仕や合宿、冬季    

クリスマスツアーなどの活動を通して奉仕の心と協調性を養う。 

科目目標 

与えられた音やリズムをいかに表現していくか、そのために必要である基礎的な技術、発声、  

表現法を学ぶ。特に発声と御言葉、信仰生活との密接な関係を学ぶ事を通して神様の恵みをより

深く知り、賛美の素晴らしさを共に体験する。また練習、礼拝、合宿、冬季クリスマスツアーな

どの活動を通して、奉仕の心、協調性を育て、共に作り上げていく事の喜びを体得する。 

テキスト 
1．神の愛を学ぶことにより、自己と他者の価値と尊厳を認める。 

2．自己、他者、そして神との対話を通し、自分を見つめ、成長させる。   

参考文献 楽譜は毎曲配布 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

授業、金曜夜の練習、礼拝奉仕、合宿、コンサートツアーなど 

全ての活動における出席状況と態度 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

全ての活動における積極的な出席、練習中の基本的な態度。 

（履修者は、金曜日夜の聖歌隊練習，安息日（土曜日）月２回のサービス，聖歌隊合宿 

 及びクリスマスコンサートへの参加が求められる） 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

聖歌隊 20P950 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

 

 

 

 

30 

  

 譜久島 

基本的な発声 腹式呼吸、口のあけ方（楽器の作り方）、横隔膜を使っ

た声の出し方など 

パートの音取り ハーモニーを作る上での基礎であるパートの音をしっ

かり取る 

歌詞の理解と表現 歌うとは“強く話す”ことであり、感じたことを伝わ

るように表現力を高める 

ハーモニーを構築して

いく 

パート毎のバランスや心を一つにして調和していく 

作業を学ぶ 

暗譜 その曲を自分のものとして表現していく 

奉仕の実践 礼拝や様々な所での実際の歌唱 

  
 



 

科目名 

（科目コード） 

個人研究 1～4 

20P980・982・984・986 

単位認定者 

（担当教員） 
神学科教員 

単位数 2 時間数 90 授業回数  開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3もしくは 4 選択 

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻  選択 

科目目的 履修者の関心および必要に応じて担当教員が個別に指導する科目である。 

科目目標 担当教員から指導を受け、履修者の関心あるテーマ、神学的課題を探求する。 

テキスト  

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

担当教員により評価される。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

担当教員の了解を得た上で履修登録を行う。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

個人研究 20P980,982,984,986 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

2 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

3 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

4 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

5 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

6 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

7 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

8 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

9 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

10 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

11 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

12 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

13 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

14 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

15 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

16 担当教員による指導 担当教員による指導 担当教員による指導  

 



 

科目名 

（科目コード） 

卒業論文 

20P990 

単位認定者 

（担当教員） 
神学科教員 

単位数 3 時間数 90 授業回数  開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 4 選択 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻   

科目目的 

関心のある領域において論文指導教員の指導を受け論文を執筆する。 

履修者は、論文指導教員の希望を提出することができるが、その判断は神学科教師会により決定

される。 

科目目標 
神学専攻での学修におけるまとめとして論文を執筆する。 

さらに、履修者の将来における専門分野の確立の一段階とする。 

テキスト  

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

面接試験による論文審査によって評価される。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

履修者は、履修要項の卒業論文の体裁・量・評価・保存および日程に従って論文を執筆すること。 

指導教員とは休暇期間を除き、目安として隔週毎に面接し、論文の進捗状況を報告すると共に  

指導を受ける。 

教員からの 

メッセージ 
 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 



 

卒業論文 20P990 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 指導教員が担当    

2 指導教員が担当    

3 指導教員が担当    

4 指導教員が担当    

5 指導教員が担当    

6 指導教員が担当    

7 指導教員が担当    

8 指導教員が担当    

9 指導教員が担当    

10 指導教員が担当    

11 指導教員が担当    

12 指導教員が担当    

13 指導教員が担当    

14 指導教員が担当    

15 指導教員が担当    

16 指導教員が担当    

 



科目名 

（科目コード） 

三育教育原理 

20Ｑ100 

単位認定者 

（担当教員） 
森祐二、増田敦、増田郁子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3年次以上 選択 

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

 教育活動は他のどの活動に比べても多くの領域を含んだ活動である。従って、その考え方や方法や

技術においても様々な理論や方法・技術が用いられている。いつの時代にも、どのような局面におい

ても、それらの根底に横たわっている原理があるのだろうか。そのような教育の原理とはどのような

ものなのかを考察する。 

科目目標 

 一般に言われている教育原理と三育教育原理の共通性及び違いについて、主としてエレン・Ｇ・ホ

ワイト著「教育」に描かれるキリスト教教育思想から普遍性のある思想を抽出することで三育教育原

理への理解を深めていきたい。 

テキスト 
 「教育」エレン・Ｇ・ホワイト、福音社、「永遠のために教育するということ」G.R.ナイト、アン

ドリューズ大学出版、「聖書」 

参考文献  証の書（Ｅ･Ｇホワイト全集） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 章ごとの振り返りあるいは課題、授業中の討議内容、授業への取り組み姿勢、期末試験によって総

合的に評価する。特に、授業中の討議では、原理を実践現場へ適用する思考と現場の課題を原理に当

てはめて解決しようとする思考の両方向を意識して討議に積極的に参加することを期待する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 授業で扱う章については、必ず事前に読み深めて授業に参加すること。 

教員からの 

メッセージ 

 聖書の教育原理を、確信を持って教育活動に実践（具体化）できる教師になってほしい。また、教

育現場で直面する種々の問題解決の際には、聖書の教育原理に基づいて解決する知恵を得て欲しい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 質問は授業後に受け付ける、面談は各教員にメールで予約して随時可能。 



三育教育原理 20Ｑ100 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 教育の基本原理① 
教育の目的とは何か。一般の教育原理

と聖書に示される教育原理の違い。 

「教育」1 章、「永遠の･･･」1 章。

一般と SDAの教育原理の違いとは。 
森 

2 教育の基本原理② 
個性と善と悪の知識（教育）、発達と救

済の関連性について。 

「教育」1章、「永遠の･･･」2章、3

章。個性とは。発達とは。 
森 

3 大教師イエス① 
神よりつかわされた教師と人間の性質

について。 

「教育」3章、「永遠の･･･」3章。 

人間の可能性とキリストの教育法。 
森 

4 大教師イェス② 
キリストの教育法からクリスチャン教

師が学ぶべきことについて。 

「教育」3章、「永遠の･･･」3章。 

考慮すべき人間の性質とは。 
森 

5 教師 
準備・協力・しつけ、三育教師に必要な

ことがらについて。 

「教育」8 章、「永遠の･･･」4 章。

アドベンチスト教師の役割。 
森 

6 
歴史に見られる模範的

教育① 

イスラエルの教育と今日の三育教育の

共通点・相違点について。 

「教育」2章、「永遠の･･･」5章。 

キリスト教主義学校の問題点。 
森 

7 
歴史に見られる模範的

教育② 

預言者の学校。イスラエルの教育に見

られる模範的カリキュラムについて。 

「教育」2章、「永遠の･･･」5章。 

理想的な聖書的カリキュラム。 
森 

8 品性の形成① 
「品性、教え方、礼儀」および「考える

こと、自制、しつけ」について。 

「教育」7章、「永遠の･･･」6章。 

考えること、自制、しつけについて。 
森 

9 品性の形成② 
一生の仕事、アドベンチスト教育の社

会的役割について。 

「教育」7章、「永遠の･･･」7章。 

社会的責任を担う備えとは。 
森 

10 自然の教え 
自然界に表された神、自然から学ぶ実

物教訓について考察する。 

「教育」4章、「キリストの実物教訓」

2章、6章、自然を用いた模擬授業。 

増田

郁子 

11 聖書の教育的価値① 
科学と聖書について。教科の IFL につ

いて考察する。 

「教育」5章。科学的教科と聖書を

統合させた授業提案。 
森 

12 聖書の教育的価値② 
三育教育における讃美歌の位置づけに

ついて。 

「教育」5章。賛美歌を用いること

の意味と意義。 

スタ

ッフ 

13 健康教育① 
生理、スポーツ、レクリエーションにつ

いて。 

「教育」6章。健康教育の重要性に

ついて。 

増田 

敦 

14 健康教育① 
労作教育の意義、今日の三育教育にお

ける労作教育について。 

「教育」6章。労作教育の意義と課

題について。 
森 

15 健康教育② 
菜食、飲食と節制について実習を通し

て学ぶ。 

健康教育講話と健康料理実習を大

河平ラウンジで行う。 

スタ

ッフ 

16 天の学校 
「天は学校である」の意味、今日の三育

学校に与えられた使命を考察する。 
「教育」9章、事前課題をする。 森 

 



 
 

科目名 

（科目コード） 

ＳＤＡ教育史 

20Q110  

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦、増田 郁子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

コース別  履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

 近年、知育、徳育、体育という、いわゆる三育という言葉が三育学院だけでなく、他の教育機関

等で一般的に用いられ三育学院のそれと混同してしまう可能性がある。そこで、本科目では三育学

院における三育教育の意義と目的を聖書、証の書、キリスト教教育史および教育史から考察し、そ

れらを明確にする。さらに現代における   三育学院の使命を明らかにしていくことを目的とする。 

科目目標 

１）キリスト教教育について自己の考えを述べることができる。 

２）三育学院における「三育」という言葉の持つ意味と目的を理解し、自己の考えを述べることが 

    できる。 

３）聖書、証の書、キリスト教教育史から三育学院の使命を考え、自己の考えを述べることができる。 

テキスト 

１）聖書 

２）証の書：「教育」、「家庭の教育」 

３）その他、必要な資料を配布する。 

参考文献 

１）雨貝行麿：「キリスト教教育の使命 大学教育とキリスト教」 ヨルダン社 1989年 

２）片山信彦他：「今日のキリスト教教育の可能性を問う」 21世紀ブックレット 2011年 

３）聖心女子大学キリスト教文化研究所：「宗教なしで教育はできるのか」 春秋社 2013年 

４）吉岡良昌・大川洋：「いのちを育む教育学」 春風社 2008年 

５）キリスト教学校教育同盟：「キリスト教教育史 思潮編」 創文社 1993年 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

レポート（プレゼン含む） 100％ ＊詳細は講義において説明する。 

  ①現代における三育学院の使命について根拠を明示し自己の考えを小論文にする 60％ 

  ②リフレクションシートの作成とそれをまとめたファイルの提出 40％ 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布資料および作成したレポートは時系列でファイリングしておくこと。 

２）講義は、予習（課題作成）→討議・発表 →振り返りの流れでおこなう。 

３）自己の考え、意見を明確にし、文章化および口頭で発表できるようにしておくこと。 

教員からの 

メッセージ 

 キリスト教教育専攻では、教員と学生で授業を創っていきたいと考えています。そのためには  

講義に参加する全ての者の能動的な活動が期待されます。皆さんと様々な視点から考察し、さらに

ディスカッション等を通して三育教育（アドベンチスト教育）を考えることができるのを楽しみに

しています。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 masuda.a@saniku.ac.jp 

 

 

 



 
 

ＳＤＡ教育史 20Q110 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 学問の目的とは？ 
中世ヨーロッパの大学の起源とその  

目的から学ぶ 
 

増田

A 

2 
キリスト教教育とは何

だろう？ 

キリスト教、キリスト教教育とは何か？

その内容と目的を考える 
ワークシート①を作成する 

増田 

I 

3 

近代日本教育史の流れ

とキリスト教学校 

教育勅語と文部省訓令第 12 号とキリス

ト教学校の対応を考えてみよう 
ワークシート②を作成する 

増田

I 

4 
増田

A 

5 

三育学院の建学の精神 
三育学院の建学の精神について学校設

立の歴史から考えてみよう 
ワークシート③を作成する 

増田

A 

6 
増田

A 

7 

日本三育学院の教育内

容 

戦前と戦後の三育学院の教育内容の変

遷を概観し、これからの教育のあり方を

考えてみよう 

ワークシート④を作成する 

増田

A 

8 
増田

A 

9 

三育学院の特色教育を

考える 

三育学院の特色教育の内容の戦前と現

代を比較してみよう 
ワークシート⑤を作成する 

増田

I 

10 
増田

I 

11 

三育教育（アドベンチス

ト教育）を考える 

ハーバート・スペンサーと E・G ホワイ

トの知徳体の違いを考察し、三育の知徳

体が何を意味しているのか考えてみよ

う 

ワークシート⑥を作成する 

増田

A 

12 
増田

A 

13 
現代における三育学院

の使命（1） 

三育学院の使命についてディスカッシ

ョンを通して考える 

三育学院の使命について、自己の考

えを A4 用紙 1 枚にまとめておくこ

と。 

増田

A 

14 
現代における三育学院

の使命（2） 
同上 

前時の振り返りを通して、改めて自

己の考えを A4用紙 1枚にまとめて直

しておくこと。 

増田

I 

15 
講義のまとめと研究課

題の発表 

三育学院における教育について自己の

考えを発表する 

研究課題を ppt で発表できるように

準備すること（発表時間：12分/人）。 

増田

AI 
 



 

 

科目名 

（科目コード） 

信仰と教科の統合Ⅰ 

20Q120 

単位認定者 

（担当教員） 

◎増田 郁子、近藤 光顕 

森 祐二、増田 敦 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3年次以上 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
アドベンチスト学校におけるすべての教育活動に聖書の真理が如何に関わり、統合されるべき 

か探求する。 

科目目標 

・「信仰と教科（学び）の統合」とは何を意味するのか、基本的な理念と方法について理解する。 

・聖書の真理に調和した学習内容の指導法や科目目標の設定方法等について考察する。 

・実際の教育現場で活用できる指導案やアイディアを考える。 

テキスト 

 E.G.ホワイト     『教育』、『次世代につなぐ信仰』  

ジョージ・R・ナイト 『永遠に至る教育』 

聖書、配布資料 

参考文献  学習指導要領（平成 29.30年度版）、教科書 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 課題レポート、授業への参加姿勢（出席、発言、研究の進め方）、実習等を総合的に評価する。 

授業への取組みと専門分野における IFL実践案または小論文の発表及び提出をもって総合的に 

評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 研究を進める際には、研修後に各自の教育現場で役立つ補助教材を作成するという意欲を持ち、

研究方法として三育教育現場（同じ専門分野の教師）とのネットワークを作って活用する。 

提出された実践案や小論文は、SDA教育機関における教育活動に資するため、三育教育研究セン 

ターを通じ公開されることがある。 

教員からの 

メッセージ 
 教育伝道者としての意識を共有しつつ学び合い、共に成長していきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 研究室は随時訪問可能、メール相談を受け付ける 

（masuda.i@saniku.ac.jp） 

mailto:masuda.i@saniku.ac.jp


 

 

信仰と教科の統合Ⅰ 20Q120 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当 

教員 

1 ＩＦＬについて 
信仰と教科の統合の概要 

オリエンテーション 
学修内容を復習し整理する。 増田 I  

2 ＩＦＬの基礎① 霊性とは？ キリスト教の霊性 学修内容を復習し整理する。 近藤 

3 ＩＦＬの基礎② IFLの聖書的土台 学修内容を復習し整理する。 近藤 

4 ＩＦＬの基礎③ 世界観と教育理念 学修内容を復習し整理する。 近藤 

5 ＩＦＬの基礎④ 三育教育と調和のとれた発達 学修内容を復習し整理する。 近藤 

6 ＩＦＬの基礎⑤ クリスチャンの思いの形成 学修内容を復習し整理する。 近藤 

7 ＩＦＬの基礎⑥ 
伝道者牧舎としての教師の霊性を養う

ための実践① 
学修内容を復習し整理する。 近藤 

8 ＩＦＬの基礎⑦ 
伝道者牧舎としての教師の霊性を養う

ための実践② 
学修内容を復習し整理する。 近藤 

9 ＩＦＬの基礎⑧ 
信仰・生活・学びの統合のためのスト

ラテジー① 

学修内容を復習し整理する。 

前期最終課題提示。 
近藤 

10 ＩＦＬの基礎⑨ 
信仰・生活・学びの統合のためのスト

ラテジー① 
学修内容を復習し整理する。 近藤 

11 ＩＦＬ理念の確認 
ＩＦＬ理念についての復習と確認。討

議、質疑応答。 

第 2回から第 10回の授業内容を整

理してまとめる。 
増田 I  

12 ＩＦＬと道徳教育 道徳の教科化に係る諸問題について。 学修内容を復習し整理する。 森 

13 ＩＦＬ授業準備 授業案を作成しよう 
ＩＦＬ 模擬授業の準備を行う。教

材研究。 
増田 I  

14 ＩＦＬ模擬授業 道徳で IFLの模擬授業をしよう ＩＦＬ研究授業 増田 I  

15 ＩＦＬの適用 
環境構成：Hidden Culiculamに必要な

ものとは 
学修内容を復習し整理する。 増田 A 

16 総括 証の書から学ぶ 前期最終課題提出 増田 I  

 



 

 

  

科目名 

（科目コード） 

信仰と教科の統合Ⅱ 

20Q122 

単位認定者 

（担当教員） 
◎増田 郁子、森 祐二 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3年次以上 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
これから出会う児童・生徒・教会員を御国に方向づけるために、教師・牧師・伝道者としてどう 

在るべきか深く考え、より効果的・効率的・魅力的なアドベンチスト教育活動を探求する。 

科目目標 

・アドベンチスト学校における教育活動を聖書的視点から捉えなおし、再構築できるよう考察する。 

・日本における教育の今日的課題を踏まえつつ、IFLを現場に如何に適用し得るか考察する。 

・実際の教育現場で活用できる指導案やアイディアを考える。 

テキスト 

E.G.ホワイト     『教育』、『次世代につなぐ信仰』  

ジョージ・R・ナイト 『永遠に至る教育』 

聖書、配布資料 

参考文献  学習指導要領（平成 29.30年度版）、生徒指導提要、教科書 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 課題レポート、授業への参加姿勢（出席、発言、研究の進め方）、実習等を総合的に評価する。 

授業への取組みと専門分野における IFL実践案または小論文の発表及び提出をもって総合的に 

評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 研究を進める際には、研修後に各自の教育現場で役立つ補助教材を作成するという意欲を持ち、

研究方法として三育教育現場（同じ専門分野の教師）とのネットワークを作って活用する。 

提出された実践案や小論文は、SDA教育機関における教育活動に資するため、三育教育研究セン 

ターを通じ公開されることがある。 

教員からの 

メッセージ 
 教育伝道者・伝道者としての意識を共有しつつ学び合い、共に成長していきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 研究室は随時訪問可能、メール相談を受け付ける。 

（masuda.i@saniku.ac.jp） 

mailto:masuda.i@saniku.ac.jp


 

 

信仰と教科の統合Ⅱ 20Q122 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
前期の振り返りと 

オリエンテーション 

IFL理念の確認 

前期最終課題の講評 
ＩＦＬ前期課題の発表。 

増田Ｉ

森 

 

2 ＩＦＬ指導案作成 
IFL指導案①の作成。関連する指導案

の研究。 
模擬授業準備 増田Ｉ 

3 模擬授業 IFL模擬授業後、省察し改善。 
模擬授業準備 

省察 

増田Ｉ

森 

 

4 自由選択と服従 発達段階に応じた指導とは 
ワークシート① 

学修内容を復習し整理する。 
森 

5 生徒指導と IFL① 聖書の教える生徒指導の理念 
ワークシート② 

学修内容を復習し整理する。 
増田Ｉ 

6 生徒指導と IFL② IFL的視点に立った評価法とは 
ワークシート③ 

学修内容を復習し整理する。 
増田Ｉ 

7 隠れたカリキュラム① 
特別支援教育（構造化）、授業のユニバ

ーサルデザインから学ぶ 
発表準備 増田Ｉ 

8 隠れたカリキュラム① ﾚｯｼﾞｮｴﾐﾘｱ幼児教育（環境）から学ぶ 発表準備 増田Ｉ 

9 
現代日本における今日

的課題 
ネット脳・特別支援教育、等 ワークシート④ 増田Ｉ 

10 IFL教育活動のゴール 証する児童・生徒を育てるために 
これまでの学修を踏まえて自分な

りの考えをまとめて発表する 
増田Ｉ 

11 専門教科とＩＦＬ① 
自分の専門領域に関するＩＦＬの研究

課題について考える。 

関連するＩＦＬ資料の収集、整理。

後期最終課題提示。 

増田Ｉ

森 

 

12 専門教科とＩＦＬ② 
研究課題の検討①、ディボーション、  

ディスカッション。 
研究課題の途中経過報告。 

増田Ｉ

森 

 

13 専門教科とＩＦＬ③ 
研究課題の検討②、ディボーション、  

ディスカッション。 
研究課題の途中経過報告。 

増田Ｉ

森 

 

14 専門教科とＩＦＬ④ 
研究課題の検討③、ディボーション、  

ディスカッション。 
研究課題の途中経過報告。 

増田Ｉ

森 

 

15 専門教科とＩＦＬ⑤ 
研究課題の検討④、ディボーション、  

ディスカッション。 
研究課題の途中経過報告。 

増田Ｉ

森 

 

16 研究発表 研究発表 課題研究の発表 
増田Ｉ

森 

 
 



科目名 

（科目コード） 

聖書教材研究Ⅰ 

20Ｑ130 

単位認定者 

（担当教員） 
森 祐二 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻   

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 
 旧約聖書物語を聖書と証の書を通して教材研究し、各教育現場における教育目標の設定や展開に

ついて考える。 

科目目標 

 旧約聖書物語を、子どもを対象とした教材にすることで聖書を学ぶ目標と方法を明確化する。 

「これらのことが起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、世の終わり

に臨んでいるわたしたちに対する訓戒のためである。だから、立っていると思う者は、倒れないよう

に気をつけるがよい。」コリント人への第１の手紙 10：11,12 

テキスト  聖書、「人類のあけぼの」（福音社）上、下巻 

参考文献  聖書科教師用指導書（SDA教団教育部）、三育小学校聖書教科書シリーズ５「約束」、ＥＧＷ証の書 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 毎回の授業時に提出するレポートと発表内容を総合評価する。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 聖書及び証の書をもとに教材化することを原則とする。 

教員からの 

メッセージ 

 道徳が教科化されている教育の流れの中で、聖書物語を教材化する意味と道徳教育との関連につ

いても考察しながら学んで欲しい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 質問は授業後に受け付ける。面接はメールで予約の上受け付ける。 



聖書教材研究Ⅰ 20Ｑ130 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
証の書について 

モーセ 

ＥＧＷ、証の書の目的について 

モーセについて聖書と証の書から学ぶ 

「エレン・ホワイト」2、5章 

「人類のあけぼの」（以下、あ」22 
森 

2 
エジプトの災害 

過ぎ越しの祭 

モーセとパロ、10の災い 

過ぎ越しの祭とは 

「あ」23章、出 5-10 

「あ」24章、出 11-12 
森 

3 
エジプト脱出 

紅海からシナイへ 

紅海を渡る 

マナ、ホレブの岩 

「あ」25章、出 12-15 

「あ」26章、出 15-18 
森 

4 
十戒 

シナイでの偶像礼拝 

愛の根本的な原則 

人の要求と神の律法 

「あ」27章、出 19-24 

「あ」28章、出 32-34 
森 

5 
律法に対するサタンの敵意 

幕屋の制度と儀式① 

試みと自由意志 

天の神殿のひな型 

「あ」29章 

「あ」30章、出 25‐40、レビ 4,6 
森 

6 幕屋の制度と儀式② 
幕屋の制度と儀式について児童にわか

り易いように図式化や視覚化を図る 

光風台三育小学校児童を対象にし

て指導案を作成する。 
森 

7 幕屋の制度と儀式③ 
幕屋の制度と儀式について児童にわか

り易いように図式化や視覚化を図る 

光風台三育小学校児童を対象にし

て指導案を作成する。 
森 

8 幕屋の制度と儀式④ 
幕屋の制度と儀式について児童にわか

り易いように図式化や視覚化を図る 

光風台三育小学校児童を対象にし

て指導案を作成する。 
森 

9 
ナダブとアビウの罪 

律法と契約 

聖と俗の区別 

礼典律 

「あ」31章、レビ 10：1-11 

「あ」32章 
森 

10 
シナイからカデシへ 

12人の斥候 

神の秩序 

カレブとヨシュア 

「あ」33章、民数記 11,12 

「あ」34章、民数記 13,14 
森 

11 
コラの反逆 

イスラエルの反逆 

神の権威を認める 

神の懲罰のもとで 

「あ」35章、民数記 16,17 

「あ」下巻 36章 
森 

12 
打たれた岩 

エドムを回避して 

キリストである岩 

アロンの死と青銅の蛇 

「あ」37章、民数記 20：1-13 

「あ」38章、民数記 20-21 
森 

13 
バシャンの征服 

欲に目がくらんだバラム 

偶像礼拝の罪 

ロバを 3度打つ 

「あ」39章、申 2,3：1-11 

「あ」40章、民数記 22-24 
森 

14 
ヨルダンにおける背教 

律法の反復 

異教徒との交わり 

約束の地の前で 

「あ」41章、民数記 25 

「あ」42章、申 4-6,28 
森 

15 
モーセの死 

ヨルダンを渡って 

望みの確信を持ちつつ 

新しい指導者ヨシュア 

「あ」43章、申 31-34 

「あ」44章、ヨシュア 1-5 
森 

16 
エリコの陥落 

祝福とのろい 

ラハブとアカン 

神の律法は愛 

「あ」45章、ヨシュア 5-7 

「あ」46章、ヨシュア 8 
森 

 



科目名 

（科目コード） 

聖書教材研究Ⅱ 

20Ｑ132 

単位認定者 

（担当教員） 
森 祐二 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻   

キリスト教学専攻  選択 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的  新約聖書物語の研究とその教材化を図る。 

科目目標 

 新約聖書物語を、子どもを対象とした教材にすることで聖書を学ぶ目標と方法を明確化する。 

「神は、御旨によって、御子のうちにすべての満ちみちた徳を宿らせ、そして、その十字架の血によ

って平和をつくり、万物、すなわち、地にあるもの、天にあるものを、ことごとく、彼によってご自

分と和解させてくださったのである。」コロサイ人への手紙 1：19,20 

テキスト  聖書、三育小学校聖書教科書シリーズ６「希望」、「艱難から栄光へ・上巻」（福音社） 

参考文献  聖書科教師用指導書第四冊下（SDA教団教育部） 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 レポート、期末テスト、完成した聖書教材。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 聖書及び証の書をもとに教材化することを原則とする。 

教員からの 

メッセージ 

 道徳の教科化が検討されている教育の流れの中で、聖書物語を教材化する意味と道徳教育との関

連についても考察しながら学んで欲しい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 
 質問は授業後に受け付ける。面接はメールで予約の上受け付ける。 



聖書教材研究Ⅱ 20Ｑ132 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
共観和合 

神われらと共にいます 

四福音書の共観、特色 

人性をとられた神 

マタイ 1章、ルカ 1章 

各時代の希望（以下、希望）1章 

 

森 

2 
選民 

時の満ちるに及んで 

イスラエル人、ユダヤ人の概要 

救い主の来臨の予告 

希望 2章、創世記 12：13 

希望 3章、ガラテヤ 4：4 

 

森 

3 
あなたがたのために救い主が 

献納 

天使のお告げ 

シメオンとアンナ 

希望 4章、ルカ 2：1-20 

希望 5章、ルカ 2：21-38 
森 

4 
わたしたちはその星を見た 

子どもとして 

東の博士 

イエスの少年時代 

希望 6章、マタイ 2章 

希望 7章、ルカ 2：39,40 
森 

5 
過ぎ越しのお参り 

戦いの日々 

12歳のイエス 

イエスの兄弟たち 

希望 8章、ルカ 2：41-51 

希望 9章 
森 

6 
荒野の声 

バプテスマ 

バプテスマのヨハネ 

これは、わたしの愛する子 

希望 10章、ルカ 3章、マタ 3章、マコ 1章 

希望 11章、マタ 3章、ルカ 3章、マコ 1章 

 

森 

7 
試み 

勝利 

心にみ言葉を蓄える 

誘惑者サタンの敗北 

希望 12章、ルカ 4章 1-13 

希望 13章、ルカ 4章 3-13 
森 

8 
今、メシアに会った 

婚宴の席で 

ヨハネとアンデレ 

カナの婚宴 

希望 14章、ヨハネ 1：19-51 

希望 15章、ヨハネ 2章 
森 

9 
神の宮で 

ニコデモ 

最初の宮清め 

新しく生まれる 

希望 16章、ヨハネ 2：12-22 

希望 17章、ヨハネ 3：1-17 
森 

10 
彼は必ず栄える 

ヤコブの井戸で 

道を備える、ヨハネ 

サマリヤの女 

希望 18章、ヨハネ 3：22-36 

希望 19章、ヨハネ 4 
森 

11 
しるしを見ない限り 

ベテスダとサンヒドリン 

カペナウムの役人の子 

38年病気で寝ていた足なえの人 

希望 20章、ヨハネ 4：43-54 

希望 21章、ヨハネ 5 
森 

12 
ヨハネの投獄と死 

神の国は近づいた 

二つの時代をつなぐ環 

メシアが生まれる預言が成就した 

希望 22章、マタイ 11、マルコ 

希望 23章 
森 

13 
大工の子ではないか 

海辺での召し 

この人はどこで習ったのか 

人間をとる漁師 

希望 24章、ルカ 4：16-30 

希望 25章、ルカ 5、マタイ 4 
森 

14 
カペナウム 

きよめてください 

キリストの愛された町 

主よ、みこころなら 

希望 26章 

希望 27章、マタイ 8、ルカ 5 
森 

15 
レビ・マタイ 

安息日 

取税人から弟子へ 

創造の記念日 

希望 28章、マライ 9、マルコ 2 

希望 29章 
森 

16 
12弟子の任命 

まとめ 

さまざまな性格を知っておられた 

学んだことを振り返って 

希望 30章、マルコ 3：13-19 

振り返り 
森 

 



科目名 

（科目コード） 

教育方法学Ⅰ 

20Q140 

単位認定者 

（担当教員） 

 

増田敦、森祐二、増田郁子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 15 開講時期 前期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

授業の目標を達成するためには、目標に応じた内容、方法、評価の一貫性を図ることが重要であ

る。また、方法論においては「どのような方法を用いれば適切、効果的なのか」、その方法を用い

る根拠として「どのような学習理論があるのか」、そして「その理論を方法としてどのように生か

していけばよいか」など検討し、決定していくことが求められる。そこで本科目では学習理論とそ

の理論に基づいた方法を考察し、根拠のある授業づくりを構築するための考え方を学ぶ。また、そ

の実践方法としてのアクティブ・ラーニング型の授業づくりを行うことを目的としている。 

科目目標 

１）各種学習理論の内容を理解し各自の授業の中で応用することができる。 

２）アクティブ・ラーニングの各種方法を説明することができる。 

３）上記１）、２）を踏まえアクティブ・ラーニング型授業づくりができる。 

テキスト 必要な資料等は教員が準備し授業で配布する。 

参考文献 適宜、授業で紹介する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

以下の 1項目 2点を評価する 

 レポート 100％ 

 ①リフレクションシートおよびワークシート 50％ 

 ②最終課題およびファイル提出       50％ 

 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布された資料はすべて時系列でファイルしておくこと（学期末に提出を求めます）。 

２）授業は演習を中心としておこなう。動きやすい、多少汚れてもよい服装で参加すること。 

３）講義は、事前学習➡演習（グループワーク、ディスカッション、発表）➡振り返りの流れで実

施する。演習活動を行う上で事前学習は重要である。しっかり基礎知識を身につけ講義に臨んで

もらいたい。 

 

教員からの 

メッセージ 

良い授業は良い準備から生まれる。良い準備をするためのポイントを学び、それを実践で活かす工

夫を共に考えたい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

随時相談を受けるが、事前にメールで予約することが望ましい。 

 mori@saniku.ac.jp、masuda.a@saniku.ac.jp、 masuda.i@saniku.ac.jp 

mailto:mori@saniku.ac.jp
mailto:masuda.a@saniku.ac.jp


教育方法学Ⅰ 20Q140 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 教育目的と方法の関連性 
教育目的を達成するための方法の関連

性について考える。 
ワークシート①を作成すること。 

増田

Ａ・Ｉ 

2 学ぶとは何か？ 学ぶと勉強の違いを考える。 ワークシート②を作成すること。 

3 授業設計と三育教育 
授業設計（指導案）に織り込まれる三育

教育観について考える。 

学習指導要領の内容と三育教育観を

自分の言葉で融合させてみる。 
森 

4 三育教育観と評価観 
評価の種類と方法及び三育教育観と  

評価観の関係について考える。 

一般的な絶対評価観と三育教育にお

けるものとの違いを整理しておく。 
森 

5 学習理論を学ぶ① 
構成主義、行動主義、最近接発達領域理

論について授業と関連させて考える。 
ワークシート③を作成すること。 

増田

Ａ・Ｉ 

6 学習理論を学ぶ② 
実践共同体、認知的徒弟制、メタ認知に

ついて授業と関連させて考える。 

講義中配布した演習シートの質問に

回答しておくこと。 

7 学習理論を学ぶ③ 
これまで実践してきた授業に学習理論

を関連づけてみよう。 

講義中配布した演習シートの質問に

回答しておくこと。 

8 
アクティブ・ラーニング

を学ぶ① 

アクティブ・ラーニングとは何か。各種

アクティブ・ラーニングの特徴を学ぶ。 
ワークシート④を作成すること。 

9 
アクティブ・ラーニング

を学ぶ② 

授業実践の場でのアクティブ・ラーニン

グの用い方を考えてみよう。 

講義中配布した演習シートの質問に

回答しておくこと。 

10 
アクティブ・ラーニング

体験① 

受講者が調べたアクティブ・ラーニング

を発表し、演習活動を行う。 

割り当てられたアクティブ・ラーニング

を調べ、演習活動ができるように準備す

ること。 

11 
アクティブ・ラーニング

体験② 

受講者が調べたアクティブ・ラーニング

を発表し、演習活動を行う。 

割り当てられたアクティブ・ラーニング

を調べ、演習活動ができるように準備す

ること。 

12 発問の方法① 
学習場面を想定して具体的な発問を考

えてみよう。 
ワークシート⑤を作成すること。 

13 発問の方法② 
学習効果を高める発問の方法を考えて

みよう。 

講義中配布した演習シートの質問に

回答しておくこと。 

14 

アクティブ・ラーニング

型の授業を作ってみよ

う① 

指定されたアクティブ・ラーニングを用

いた授業を作成し発表する。 

プレゼンができるように準備するこ

と（配布資料含む）。 

15 

アクティブ・ラーニング

型の授業を作ってみよ

う② 

指定されたアクティブ・ラーニングを用

いた授業を作成し発表する。 

プレゼンができるように準備するこ

と（配布資料含む）。 
 



科目名 

（科目コード） 

教育方法学Ⅱ 

20Q142 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦、増田 郁子 

単位数 2 時間数 30 授業回数 16 開講時期 後期 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

１）インストラクショナル・デザイン（ID）の方法を学び、授業づくりに用いる。 
２）学習理論および学習モデルを参考に、提示したコンセプトに基づくオリジナル学習モデルを 
作成する 

 

科目目標 

１）インストラクショナル・デザインを用いたオリジナル学習モデルを構築することができる 

２）インストラクショナル・デザインを用いた北浦三育中学校の特別授業をデザインする 

３）インストラクショナル・デザインを参考にオリジナル学習モデルを作成する 

テキスト 必要な資料等は教員が準備し授業で配布する 

参考文献 適宜、授業で紹介する 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

以下の 3点を評価する 

①三育学院中学校特別授業デザイン 40％ 

②三育学院中学校特別授業実践と振返りおよび評価（報告書提出） 30％ 

③講義ファイルの提出  30％ 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）配布された資料はすべて時系列でファイルしておくこと 

２）授業は演習を中心としておこなう。動きやすい、多少汚れてもよい服装で参加すること 

教員からの 

メッセージ 

 本科目は、インストラクショナル・デザインの考え方を用いてオリジナル学習モデルを作成しま

す。学習モデルのコンセプトは「学ぶことは楽しい」です。現場の先生方と協力して、子どもたち

がワクワクドキドキする授業を創ってみましょう！前例や慣例にこだわる事なく、自由な発想と想

像力を発揮して、新しい切り口を学生同士で探り合ってみてください。きっと新しい何かが見えて

きますよ！ 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

masuda.a@saniku.ac.jp 

masuda.i@saniku.ac.jp 



教育方法学Ⅱ 20Q142 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 授業とは何か？ 
授業が授業になるために必要なことを

考える 
ワークシート①を作成すること 

増田

Ａ・Ｉ 

2 
インストラクショナ

ル・デザイン① 

インストラクショナル・デザインと 10

の学習モデルの概要を学ぶ 
ワークシート②を作成すること 

3 
インストラクショナ

ル・デザイン② 
10の学習モデルの用い方を考える 

演習シート①～②を事前に学習して

おく 
4 

5 
インストラクショナ

ル・デザイン③ 

ARCSモデルとその用い方を、実際の場

面を設定し模擬授業を通して学ぶ 
演習シート③を事前に学習しておく 

6 

7 
学習に対するモチベー

ションを高める 

モチベーションを高める方法について

大脳辺縁系から考える 
ワークシート③を作成すること 

8 授業評価の方法 
アンケート調査を基にした評価方法を

学ぶ（データ処理含む） 
ワークシート④を作成すること 

9 

特別授業のデザイン 
テーマに基づき北浦三育中学校特別授

業のデザインをしてみよう 

ワークシート⑤（授業デザインシー

ト）を作成すること 
10 

11 
特別授業の振返りと評

価 

デザインし、現場で実践した授業デザイ

ンを振返り評価をしてみよう 

特別授業評価要項に従って評価報告

書を作成すること 

12 学習モデル① 
学習モデルづくり学ぶことが楽しいと

感じさせる学習モデルを創ってみよう 
演習シート④を事前作成すること 

13 学習モデル② 
オリジナル学習モデルを用いた授業を

実践してみよう（模擬授業） 
演習シート⑤を事前作成すること 

14 
研修報告会＆口頭試問

のための授業づくり① 

これまでの学びを総合して報告用授業

を作ってみよう 

口頭試問の質疑に対応できるように

問答集を作成しておくこと。 

15 
研修報告会＆口頭試問

のための授業づくり② 
研修報告会＆口頭試問の予行演習 ワークシート⑥を作成すること 

16 授業のまとめ 
現場復職後の教育活動のあり方を考え

てみよう 
－  

 



科目名 

（科目コード） 

生涯学習演習Ⅰ 

20Q150  

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦、増田 郁子 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 前期 

コース別  履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

 人が生涯にわたって学び続けるためにはどのような能力が必要なのであろうか？ 本科目では

学び続けるために必要な能力として「知的好奇心」をキーワードに「どのよう教育環境（内容・方

法含む）を整えると、人はより広く、より深く学ぶことができるのだろうか？（知的好奇心を刺激

できるのか）」という命題について教育委員会との連携事業の企画運営を通して考察することを目

的としている。 

科目目標 

１）効果的なミーティングの手法を学び実践することができる。 

２）ファシリテーションの４つのスキルを学び実践することができる。 

３）プログラムの企画運営の方法を学び、実践することができる。 

４）構成的グループ・エンカウンターについて学び、プログラムの運営に生かすことができる。 

テキスト  必要な資料は適宜配布する。 

参考文献 

１）上田信行：「プレイフル・シンキング」 宣伝会議 2009年 

２）中原淳：「知がめぐり、人がつながる場のデザイン―働く大人が学び続ける”ラーニングバー” 

  というしくみ」 英治出版 2011年 

３）上田信行、中原淳：「プレイフル・ラーニング」 三省堂 2012年 

４）國分康孝：「エンカウンターとは何か」 図書文化 2000年  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

 以下の 3点を評価する。 

１）事業企画書の作成      30％  

  ２）事業運営          40％ 

  ３）最終課題およびファイル提出 30％ 

    ＊但し、ワークシートの提出率が 90％以上でなければ評価はしない。 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 本科目は基礎的な学習を終えた後、教育委員会（以下＝委員会）と連携して事業の企画運営をお

こなう。委員会にとって事業は責任の伴う「仕事」である。委員会スタッフとの報告・連絡・相談

を密にして企画運営に従事してもらいたい。なお企画運営に当たっては時間外に活動する場合があ

る。その際には時間調整（振替）をおこなう。 

教員からの 

メッセージ 

 私たち人間は、どんなときに「ワクワクドキドキ」するのでしょうか？ どうしたらそんな状態

になれるのでしょうか？ またどんな状況のときに「もっと知りたい、もっと学びたい」と思うの

でしょうか？ そんな疑問について共に考えてみませんか。そのためには、まず私たちが学ぶこと

を楽しむことが大切です。共にワクワクドキドキしながら学びの環を広げ深めていきましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

  masuda.a@saniku.ac.jp 

    masuda.i@saniku.ac.jp 



生涯学習演習Ⅰ 20Q150 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 
効果的な会議をすすめる

ための手法を学ぶ（１） 

「マッピングコミュニケーション」 

「BS＆KJ法」を体験する 
ワークシート①を作成すること 

増田

A・I 

 

2 
効果的な会議をすすめる

ための手法を学ぶ（２） 

「マッピングコミュニケーション」「BS

＆KJ法」を指導しその用い方を考える。 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

3 
効果的な会議をすすめる

ための手法を学ぶ（３） 

チームビルディングを体験し、その手法

のあり方を考える 
ワークシート②を作成すること 

4 
効果的な会議をすすめる

ための手法を学ぶ（４） 

ファシリテーションの手法を体験し、そ

のあり方を考える（1） 
ワークシート③を作成すること 

5 
効果的な会議をすすめる

ための手法を学ぶ（５） 

リフレクションの手法を体験し、そのあ

り方を考える（2） 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

6 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（１） 

「場のデザイン」とは何か？ その目的

と方法を、演習を通して考える 
ワークシート④を作成すること 

7 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（２） 

「対人関係」とは何か？ その目的と 

方法を、演習を通して考える 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

8 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（３） 

「構造化」とは何か？ その目的と方法

を、演習を通して考える 
ワークシート⑤を作成すること 

9 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（４） 

「合意形成」とは何か？ その目的と 

方法を、演習を通して考える 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

10 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（５） 
ファシリテーション・スキル演習（1） ワークシート⑥を作成すること 

11 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（６） 
ファシリテーション・スキル演習（2） 前時学習内容を復習しておくこと 

12 
ファシリテーション・スキ

ルを学ぶ（７） 
ファシリテーション・スキル演習（3） 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

13 
ティーチングとコーチン

グ（１） 
ティーチングを考えてみよう ワークシート⑦を作成すること 

14 
ティーチングとコーチン

グ（２） 
コーチングを考えてみよう 前時学習内容を復習しておくこと 

15 
ティーチングとコーチン

グ（３） 

ティーチング+コーチング＝フィードバ

ックを考えてみよう 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

16 フィードバック実践（１） ケーススタディー（1） ワークシート⑧を作成すること 

17 フィードバック実践（２） ケーススタディー（2） 
リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

18 エンカウンター演習（１） 
構成的グループ・エンカウンターの理論

と実技（1） 
参考文献を一読しておくこと 

石橋

講師 
19 エンカウンター演習（２） 

構成的グループ・エンカウンターの理論

と実技（2） 

リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

20 企画と運営の方法（１） 企画とは何か？その方法を学ぶ ワークシート⑨を作成すること 

増田

A・I 

 

21 企画と運営の方法（２） 企画を立てる上で重要な要素 前時学習内容を復習しておくこと 

22 企画と運営の方法（３） ケーススタディー 
リフレクションシートを指定日まで

に作成し提出すること 

23

～ 

30 

学校連携事業の企画と

運営 

１）学校との連携による事業の企画と運

営をおこなう。 

２）事業終了後、リフレクションを行い、

報告会を開催する。 

①資料は授業前までに作成するこ

と。 

②事業終了後、報告書を作成し提出

すること。 
 



 
 

科目名 

（科目コード） 

生涯学習演習Ⅱ 

20Q152 

単位認定者 

（担当教員） 
増田 敦、増田 郁子 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 後期 

コース別  履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

１）ワークショップとは何か？ その概念とワークショップ型研修のデザイン方法を習得する。 
２）研修のデザインとマネジメントに必要な知識と方法を習得する。 
３）ワークショップ型研修のデザインをする。 

科目目標 

１）ワークショップの概念を理解し、その概念を説明することができる。 

２）研修のデザインと運営（マネジメント）に必要な方法を学び説明することができる。 

３）学校のニーズを想定し、現場ですぐに利用できるワークショップ型研修のデザインとその実践の

ための準備をする。 

テキスト  必要な資料は適宜配布する。 

参考文献 

１）中野民夫：「ワークショップ 新しい学びと想像の場」 岩波新書 2001年 

２）村川雅弘：「ワークショップ型研修のすすめ」 ぎょうせい 2005年 

３）山内祐平他：「ワークショップデザイン論 創ることで学ぶ」 慶應義塾出版会 2013年 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

以下の 2点を評価する。 

１）ワークショップ型研修デザイン               60％  

２）新任教員オリエンテーションプログラムのデザインと実践   40％ 

  

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

本科目では学校現場で教員相互の学びを深める研修デザインの方法を習得することを目的とし

ている。学校現場での問題をテーマに研修デザインを考えていきたいと。そのために日頃から、自

校の問題だけでなく、広く教育現場で起こっている問題や課題に関心を持ち資料の収集を行っても

らいたい。 

教員からの 

メッセージ 

 教師や指導者にとって研修の受講はその職務を遂行する上で重要です。しかしながら、多忙のた

めに十分な研修を受講できないのも事実です。そこで、自分たちで自分たちの研修を作り、相互学

習によって学び合える環境を校内に構築することが求められます。その相互学習の場を作り学び合

える研修をデザインできるスキルを一緒に考え身につけましょう。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

  masuda.a@saniku.ac.jp 

    masuda.i@saniku.ac.jp 

 

 



 
 

生涯学習演習Ⅱ 20Q152 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 分かりやすい説明の方

法① 

相手に「伝える」、「伝わる」ためのポイ 

ントを考えてみよう 

「分かりやすい説明のポイント」につ 

いて文献で調べておくこと 

増田

A・I 

2 

3 

分かりやすい説明の方

法② 

PREP法とWHOL PART法の用い方を

学び、体験してみよう 
ワークシート①を作成する 

4 

5 

6 

7 
企画とは何か？ 企画をする意味とその方法を学ぶ ワークシート②を作成する 

8 

9 ワークショップとは何

か？ 

ワークショップの概要とその実践例を

学ぶ 
ワークシート③を作成する 

10 

11 

企画のモデル① 

４MATシステムを学ぶ 

演習シート①を事前に作成する 
12 

13 
演習：４MATシステムを用いた企画 

14 

15 

企画のモデル② 

PDCAと OODAループを学ぶ 

演習シート②を事前に作成する 
16 

17 
演習：PDCAと OODAループを用いた企画 

18 

19 
企画のマネジメント 

企画したプログラムをマネジメントす

る方法を学ぶ 
ワークシート④を作成する 

20 

21 
企画書の書き方 分かりやすい企画の書き方を考える ワークシート⑤を作成する 

22 

23 

ワークショップ型研修

のデザイン 

研修デザイン要項に基づき、現場ですぐ

に使える研修をデザインしてみよう 

研修デザイン要項を充分に把握して

おくこと 

24 

25 

26 

27 ワークショップ型研修

発表 

デザインをした研修の発表と評価をお

こなう 

資料を参加者の人数分用意をしてお

くこと 28 

29 
講義のまとめ 

教師・指導者のスキル向上のための研修

のあり方を考える 
ワークシート⑥を作成する 

30 

 



 

科目名 

（科目コード） 

労作教育Ⅰ 

20Q160 

単位認定者 

（担当教員） 
竹上 嘉征 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

・作物栽培の知識、技術を得、自校での労作教育に役立てる。 

・自然や生命に触れ、自然への知識と理解を持つ。 

・育てる喜び、働く喜び、生産物を食堂に出荷することによる共同体への貢献感を経験する。   

科目目標 

・作業に前向きに闊達に取り組む。 

・農園芸に対する興味をもち、実践力を得る。 

・農にまつわる自然に関心をもち、自然の姿，成り立ちに触れる。 

・作物を育てることをとおして、自分が育つことを知り、また人を育てることを学ぶ。 

テキスト  

参考文献  

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・学修態度、学修ノート、最終レポートにより総合的に判断する。  

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

・毎回の学修、作業内容を記録する。 

・学修最終日にレポートを提出する。 

教員からの 

メッセージ 
労作教育の知識、技術をたくさん学んで下さい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 住所：千葉県長生郡長南町下小野田８８ 

 携帯電話：090－380－6390 



 

労作教育Ⅰ 20Q160 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 オリエンテーション 畑準備 1年間の作業、学修予定を知る 竹上 

2 作業 播種（トウモロコシ、サラダ菜など） 1年生を指導できるように準備する 竹上 

3 作業 植え付け（トマト、ナス、キュウリなど）  竹上 

4 作業 畑準備  竹上 

5 作業 植え付け（サツマイモ、サトイモなど）  竹上 

6 作業 畑準備と植え付け（落花生）  竹上 

7 作業 畑準備と播種（葉物） 播種の基本を知る 竹上 

8 作業 畑準備と播種（葉物）  竹上 

9 作業 畑手入れと除草 雑草を見分けることができる 竹上 

10 作業 畑手入れと除草 適切な除草の仕方を知る 竹上 

11 作業 収穫と出荷 出荷前に試食をする 竹上 

12 作業 畑手入れと除草  竹上 

13 作業 収穫と出荷  竹上 

14 作業 畑準備と播種（大豆）  竹上 

15 作業 トウモロコシ収穫、出荷 トウモロコシ試食会の手配をする 竹上 

16 作業（10月） 

 

畑準備  竹上 

17 作業 植え付け（ハクサイ、ブロッコリーなど）  竹上 

18 作業 植え付け（イチゴ、葉物） イチゴは 1人 1株栽培する 竹上 

19 作業 植え付け（タマネギ、葉物）  竹上 

20 作業 サツマイモ収穫、園芸部門と分かち合う 農業部門焼き芋の手配をする 竹上 

21 作業 畑手入れ、除草 秋の雑草を見分ける 竹上 

22 多労作部門体験 ハウスキーピングに参加 

近隣農家見学 

労作教育としての掃除を考える 竹上 

23 自然観察 キャンパス自然観察 労作教育Ⅱにより予備知識をもつ 竹上 

24 作業 収穫出荷  竹上 

25 作業（1月） 竹林手入れ 竹林の成り立ちを知る 竹上 

26 作業 植木手入れ  竹上 

27 作業 竹炭焼き 簡易炭焼き方法を知る 竹上 

28 作業 畑準備、植え付け（ジャガイモ）  竹上 

29 作業 播種（葉物）  竹上 

30 まとめ 畑かたづけと慰労 慰労会の手配をする 竹上 
 



 

科目名 

（科目コード） 

労作教育Ⅱ 

20Q162 

単位認定者 

（担当教員） 
竹上 嘉征 

単位数 2 時間数 60 授業回数 30 開講時期 通年 

コース別 履修学年 必修選択 

神学専攻 3・4 選択 

キリスト教学専攻  選択（条件あり） 

キリスト教教育専攻 1 必修 

科目目的 

・三育教育における労作教育の意義、目的の確認とその実践技術、知識を主に農的労作を中心に 

 修得する。 

・また三育諸学校の労作教育の現状を知り、その課題や改善点を提案できるようになる。 

科目目標 

・労作教育の意義、目的をはっきり説明できる。 
・農的労作の知識、技術を修得する。 
・農にかかわる自然に目を向け、第２の聖書といわれる自然への知識、理解を深める。 
・環境的、健康的なライフスタイルを学び、実践する。 
・労作教育としての掃除プログラムのあり方を研究する。 
・各三育学校の労作教育の現状を知り、その課題を見い出すことができる。 

テキスト  

参考文献 

・労作教育思想史：小林澄兄 

・エミール：J.J.ルソー  

・教育：E.Gホワイト 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

・学修態度 

・リサーチ、リポート、その発表による 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

 ９月に２回の振り替え授業を行う 

 ⑦～⑭の８回は生活環境論の授業に合流する 

教員からの 

メッセージ 
 復職後、自校において労作教育の思想的、実践的リーダーになって欲しい。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

住所：千葉県長生郡長南町下小野田８８ 

 携帯電話：090‐380‐6390 



 

労作教育Ⅱ 20Q162 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 オリエンテーション 予備知識、畑準備 記録ノートを準備する 竹上 

2 作業 実験園作り、肥料（EMボカシ）作り  竹上 

3 作業 ポタシェ（装飾菜園）作り いろいろな畑の作り方を知る 竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

4 作業 サツマイモ植え付け  竹上 

5 自然観察 野草、雑草、ハーブ、樹木など 農との関連も考える 竹上 

6 作業 除草、道具や機械の使い方  竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

7 耕し守る 農と環境問題を考える 耕すことが破壊につながること 竹上 

8 環境問題 地球温暖化、自然エネルギー  竹上 

9 原発問題 原子力発電の功罪、その是非 自分の考え、意見をもつ 竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

10 食と農 食と農と環境問題のつながりを考える  竹上 

11 自然の癒し 森林療法、園芸療法 労作教育との関連を考える 竹上 

12 代替療法 アロマセラピー、ハーブ療法の学びと実習  竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

13 健康的な生活 食生活、姿勢、呼吸、運動法  竹上 

14 受講者の提案 環境と健康にいい生き方、アイデア発表  竹上 

15 作業（９月） 畑の準備、秋野菜播種、植え付け  竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

16 作業（９月） 花の播種 種まきを修得する 竹上 

17 作業（10月） 花壇作り  竹上 

18 作業 花壇作り 自校での花壇作りに応用する 竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

19 リサーチ 他校の労作教育を探る。訪問も可 訪問計画を立てる。リサーチする 竹上 

20 作業 植木手入れ 任地(学校)の植木の手入れができる 竹上 

21 園芸療法 園芸療法から労作教育を考える  竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

22 作業 焼き芋の企画、準備 時間内に安全に実行できる 竹上 

23 自然観察 秋の景色，ドングリ探し 自然観察のリードができる 竹上 

24 自然に親しむ 秋の風物さがし、クラフト作り  竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

25 作業 植木手入れ  竹上 

26 掃除と労作教育 労作教育としての掃除の位置づけ 労作教育Ⅰでの掃除参加を参考 竹上 

27 労作教育論 労作教育の意義を考え、まとめる  竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

28 三育労作教育の現状 現状を知り、課題や改善点を考える 最終発表に備える 竹上 

29 自然観察 茂原公園で樹木や野鳥の観察  竹上 

30 発表 労作教育の意義、現状、課題，抱負など 発表内容文書提出する 竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

竹上 

 



 
 

科目名 

（科目コード） 

環境教育 

 20Ｑ170 

単位認定者 

（担当教員） 

◎増田 敦  

増田郁子 

単位数 1 時間数 45 授業回数 9 開講時期 前期集中 

コース別  履修学年 必修選択 

神学専攻   

キリスト教学専攻   

キリスト教教育専攻 1 選択 

科目目的 

 学校（主に小学校、中学校）の総合学習や校外学習において、環境教育を実践できるスキルの習得

を目指しプロジェクト・ワイルド（PW）およびグローイング・アップ・ワイルド（GUW）を教材とし

各種アクティビティ体験と指導体験を行う。 

科目目標 
１）PAおよび GUWの指導者資格の取得 

２）PAおよび GUWの指導実践を通してスキルを高める 

テキスト 公認テキストを使用する。 

参考文献  必要な資料を配布する。 

評価法 

科目試験等への 

アドバイス 

評価は以下の 2点でおこなう。 

１）指導者資格の取得  50％ 

２）指導計画書の作成および指導実践評価    50％ 

履修する上での 

要求事項・ 

注意事項 

１）環境教育指導者（PW・GUW）資格取得講習会に参加すること（9月予定）。 

２）資格取得認定とテキスト代が発生する 約 11,000円 

３）講習会 2日間（5コマ×2）の集中講義で実施する。 

教員からの 

メッセージ 

 楽しみながら教育的効果が得られる環境教育実践スキルを身に付け、教育現場で実践してみましょ

う。 

教員連絡先・ 

オフィスアワー 

 masuda.a@saniku.ac.jp 

 

 

 



 
 

環境教育 20Q170 

 学修テーマと内容 

回数 テーマ 学修内容・学修方法 
自己学修 

（予習・復習ポイント） 

担当

教員 

1 

プロジェクト・ワイルド

講習会 

プロジェクト・ワイルド日本事務局の定

めるカリキュラムに従って講習会を実

施する。 

公認テキストの指定箇所を熟読して

おく。 

増田

A・I 

2 

3 

4 

5 

グローイング・アップ・

ワイルド講習会 

6 

7 

8 

9 指導実践 学内の施設を利用して行う。 指導計画書の作成をすること。 

 



 


