
神戸神学館第１８年度（２０１３年秋−１４年春）冬学期案内 
 
１）冬学期の提供科目について 
 
（１）聖書そのものを詳しく学びたい（釈義神学科目ET） 
聖書神学ゼミ：G.Vos新約 毎週木曜 専門 Ｂ必須 １単位 瀧浦教師 
聖書解釈学入門     火曜３回 専門 選択   0.5単位  リーチ教師 
聖書通読：旧約前半   毎週金曜 基礎 共通  １単位 瀧浦教師 
新約聖書緒論：公同書後 木金２回 専門 B必須 １単位 ラウア教師 
◎教師・講師紹介（釈義神学担当） 
 教師・代表 瀧浦滋 改革長老岡本契約教会牧師・Geneva大学 D.D. 
     同志社大学卒・神戸改革派神学校卒・Jackson改革派神学校 M.Div. 
 教師 Charles Leach  改革長老霞ヶ丘教会牧師 
     Pittsburgh 改革長老神学校 M.Div.・ 同神学校助手・Westminster 神学校研修 
 客員教師 Stewart Lauer    改革派北沼津伝道所牧師・米国正統長老教会宣教師  
     Villanova大学 M.Eng., Westminster 神学校 M.Div., Univ. of Wales Ph.D. 
                    神戸改革派神学校元教授・講師（ヘブル語・聖書神学）  
 
（２）聖書の原語を学びたい（聖書語学科目BL） 
ギリシャ語       毎週金曜 専門 Ｂ必須 １単位 瀧浦教師 
ヘブル語        毎週木曜 専門 Ｂ必須 １単位 金森教師 
（共に、受講希望者があるとき開講します。） 
◎教師・講師紹介（聖書語学担当） 
 教師 瀧浦滋  前出 
 教師 金森宏之 改革長老武庫之荘教会牧師 
     日本キリスト神学校卒・Covenant神学校 Th.M.・Concordia神学校 STM. 
 
（３）聖書の教理を学びたい（組織神学科目ST） 
組織神学・キリスト論１ 毎週火曜 専門 Ｂ必須 １単位 坂井教師 
小教理体系：前半・信仰 毎週金曜 基礎 共通  １単位 瀧浦教師 
◎教師・講師紹介（組織神学担当） 
 教師・教務会書記 坂井純人 改革長老東須磨教会牧師 
  関西大学卒・神戸改革派神学校卒・同神学校講師・Pittsburgh 改革長老神学校 M.Div. 
 教師 瀧浦滋  前出  
 
（４）聖書に照らして教会の歴史を学びたい（歴史神学科目HT） 
宗教改革神学思想史   毎週火曜 専門 Ｂ必須 １単位 坂井教師 
教理（史）ゼミ     毎週火曜 専門 選択  １単位 坂井教師 
教会と国家史：初代中世 毎週金曜 基礎 共通  １単位 瀧浦教師 
◎教師・講師紹介（歴史神学担当） 
 教師 坂井純人  前出、 教師 瀧浦滋   前出 
 
（５）聖書から信仰を弁証する考え方を学びたい（弁証学科目AT） 
創世記の世界観     毎週木曜 専門 選択必須１単位 金森教師 
（受講希望者があるとき開講します。） 
◎教師・講師紹介（弁証学担当） 
 教師 金森宏之  前出 



  
（６）聖書で信仰の実践を学びたい（実践神学科目PT） 
説教ゼミ聖書神学と説教 毎週木曜 専門 Ｂ必須 １単位 遠藤教師   
聖書的カウンセリング  ２回月曜 専門 選択  １単位 高橋講師 
教会憲法（実践神学入門）毎週火曜 専門 Ｂ必須 １単位 瀧浦教師  
説教演習        １回期末 専門 必須   0.5単位 遠藤・瀧浦教師   
◎教師・講師紹介（実践神学担当） 
 教師・図書館長 遠藤克則 改革長老北鈴蘭台伝道教会牧師・Ireland RPC/RTC研修 
     早稲田大学卒・神戸神学館２年B課程卒・Pittsburgh 改革長老神学校 M.Div. 
 教師 瀧浦滋  前出 
 客員講師 高橋圭子 日本長老教会/PCA・日新キリスト教会協力伝道者 
                    東京工業大学修士卒・南バプティスト神学校 M.Div. 
 
（７）聖書と神学の学びのために英語を学びたい（英語科目EG） 
英書購読・英文作成   毎週木曜 専門 Ｂ必須 １単位 ボイル教師 
◎教師・講師紹介（英語科目担当） 
 教師・学生主任 Patricia Boyle  北米改革長老教会宣教師  
      Geneva 大学卒・南カリフォルニア大学 Ph.D.(言語学）      
 
◎今学年の客員教師・講師について： 
今学期は、ラウア教師と高橋講師が講義される予定です。 
キグリー教師の来日は一年延期され２０１５年春になり、春学期の客員教師は検討中です

。 
夏学期はＮＹからウイアー教師が来日され「聖書と歴史」の講義をされます。 
秋学期には改革長老神学校組織神学教授のリチャード・ギャンブル教師が来日されます。 
宣教学のペニントン教師の来日は調整中です。 
 
◎受講希望の科目が受けられない場合について： 
科目によっては日時変更・指導研究・一部e-supply受講にすることなどが可能です。 
今学期仕事等の都合で通学が困難な場合、特に遠距離の場合、e-distantを適用できます。 
教師の都合もあり、必ずしも希望通りにはなりませんが、ご相談下さい。 
 
 
 
 
 
 
２）冬学期・週間カリキュラム（１講義５０分 三宮校舎） 
 
火 ５：３０ HT 宗教改革神学思想史       坂井 
  ６：２０ チャペル（主として詩篇講解：瀧浦教師）   
  ６：４０ ST 組織神学：キリスト論     坂井 
  ７：４０a HT 教理（史）ゼミ          坂井    
       b PT 教会憲法：実践神学入門    瀧浦 
  ８：４０ ET 聖書解釈学入門（３回）        リーチ 
木 ４：３０ BL ヘブル語（受講ある時）         金森 
  ５：３０ AT 創世記の世界観（受講ある時）  金森  
  ６：２０ チャペル（祈祷会）           



  ６：４０ EG 英書購読・英文作成      ボイル        
  ７：４０ ET G.Vos聖書神学NT（受講ある時）瀧浦  
  ８：４０ PT 説教学ゼミ：聖書神学と説教      遠藤 
金 （金曜はギリシャ語以外基礎科目で岡本校舎で行われます） 
  ５：３０ BL ギリシャ語（受講ある時）     瀧浦 
  ６：２０ チャペル（茶菓の交わり）      瀧浦  
  ６：４０ ST 小教理体系１：信仰      瀧浦 
  ７：４０ ET 聖書通読１：旧約前半     瀧浦 
  ８：４０ HT 教会と国家の歴史１：初代中世 瀧浦 
 
特別講義： 
月 ６：３０ PT 聖書的カウンセリング（3h:1/27,2/24）高橋 
    （４：００   女性のためのカウンセリング懇談  高橋） 
木 ５：３０ ET    新約聖書緒論：公同書簡１   ラウア  
金 ５：３０   ET 新約聖書緒論：公同書簡２   ラウア 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）教務規定 
 
１．学生は開講三週目までに受講科目を決定する。三週目を過ぎてのドロップはできない

。 
  必ず受講しないとF評価相当のＩとなる。再受講しない限りその評価が確定する。 
 
２．学期の講義週数の三分の二以上を受講しないと試験を受験できず単位を取得できない

。 
 
３．事情でe-supplyが認められた場合でも、その補いは講義数の半数以下までである。 
  

学期７週の場合３講義までeで補えるが受験には５講義必要で、２講義の受講が要る。 
  e-
supplyは講義の音声ファイルを聞き受講ノートを提出することで出席と見なされる。 
 
４．e-distantは，遠距離等の合理的理由がある時、通常Ａ１年に限り、教務会が認める。 



  録音のパートナーの学生が必要で、学期あたり５千円のその学生指定の献金が要る。 
  全講義、音声ファイルと受講ノート提出でなされるが、スクーリングも課せられる。 
 
５．試験又はレポートの期日は、健康・仕事・教会・家庭の事情以外での延期は認めない

。 
  

延期は担当教師によって判断されるが、 終期限は必ず次学期の開始を超えないこと。 
 
６．教務規定の想定外等の例外は、合理的な理由がなければならず、教務会決定による。 
 
７．評価はＡ・B・C・D・F・I・Wとする。Ａ・B・C・Dはそれぞれ＋−をつけることが

出来る。Ａは９５でＡ−は９０以上（完全に習得し優れている）、Bは８５でB−は８０以

上（十分に良く学んでいる）、Cは７５でＣ−は７０以上（平均的には習得できている）

、Dは６５でD−は６０以上（かろうじて 低限習得した）、Fはそれ以下（習得できてお

らず不合格である）とすることが目安だが、科目によって細かい採点が適切とはいえない

場合も多いので、担当教師の判断に委ねる。Iは途中で放棄したときでF相当。Wは正当な

理由の学習中断で評点は算定せず、何らかの継続が認められる場合もある。科目によって

は担当教師が、Pass（習得できた）/Fail（習得できていない）で判断することもある。 
 
８．卒業のためには、必要単位を平均C（７５）以上で取得しなければならない。計算は

、Ａ=4.0, B=3.0, C=2.0, 
D=1.0の単位当たりの評点を計算して算定する。この計算では＋−は考慮しない。平均評点

2.0以上で卒業となる。ただし、RPTSへの進学の場合は平均評定3.0以上が必要である。C
以下の科目の単位は転入単位として送付する対象にならない。Pass/Failの場合のPassの単

位はB＝3.0（十分によく学んでいる）と同等と考える。 
 
９．F・Ｉは0.0であり、これらが多いと単位数の分母だけが増えて評点の分子が増えず、

評定平均が下がるため、卒業できないことがある。 
 
１０．FまたはＩの成績は、同一科目を再履修することで塗り替えることが出来る。類似

科目で代えるには教務会の許可がいる。再履修の授業料は三分の二（聴講と同額）である

。また、同一科目を再履修する時、担当教師が適切な書物やレポートなどの課題を加えた

場合、別科目として認められることもある。この場合は授業料の減額はない。 
４）学費について 
 
（１）学費の基本はＡ（聖書研修）コースは学期あたり４万円 
         Ｂ（伝道者）コースは学期５万円です。 
 
（２）科目履修等、科目数が少ない時は、学期単位当たり６千円です。 
 
（３）聴講・卒業生受講・再履修は、学期単位当たり４千円です。 
   学期の部分聴講は、講義時間当たり６百円です。 
 
（４）随時の陪席（Sit-In）は無料ですが、教師の許可が必要です。 
   付添いなどの事情を除き、学期の1/2以上継続の時は聴講と同額です。 
 
（５）特別講義は改革長老教会・神学館関係者無料、それ以外一日千円です。 
 



（６）e-受講をされる時、初期費用実費と手数料が、学期単位当たり千円必要です。 
 
（７）奨学金は三種類あります。 
a.  給与奨学金：改革長老教会の会員で経済的必要を教務会が認めた学生。 
b.  貸与奨学金：経済的必要を教務会が認めた学生。 
   以上の二つは、申請により、神学館会計の事情も加味して教務会で判断されます。 
c.  からしだね奨学金：神学館にその学生を指定した献金のあった学生。 
   

北米改革長老教会資金年総計５千ドル迄、その学生への献金と同額が給与されます。 
 
（８）学費は学期半ば頃に会計から請求がなされますので、学期末までにお支払い下さい

。 
   学費の支払いと、からしだね奨学金の支給とが、切り離される事になりました。 
   学生へのからしだね奨学金は、前学期にその学生指定で献金されたからしだね献金  
   の額に、同額のマッチング奨学金給付を加えて、次の学期の前半に支給致します。 
   

学費支払いが学期末より遅れる場合、教務会宛に貸与奨学金願いを提出して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５）第１８年度冬学期 スケジュール・カレンダー 
  
        三宮  三宮  岡本  
１月  １３  １４  １６  １７ 
    休日  火曜１ 木曜１ 金曜１ 
    ２０  ２１  ２３  ２４ 
    ——  火曜２ ラウア 金曜２ 
    ２７  ２８  ３０  ３１ 
    高橋  火曜３ 木曜２ 金曜３  
２月   ３   ４   ６   ７ 
    ——  火曜４ 木曜３ 金曜４     
    １０  休日  １３  １４ 
    ——  信仰自由木曜４ ラウア 
       （大阪VIP）   （三宮）           
    １７  １８  ２０  ２１ 



    ——  火曜５ 木曜５ 金曜５ 
        リーチ               
    ２４  ２５  ２７  ２８ 
    高橋  火曜６ 木曜６ 金曜６ 
３月   ３   ４   ６   ７ 
    ——  火曜７ 木曜７ 金曜７ 
        リーチ  
    １０  １１  １３  １４   
    ——  試験夜 説教演習試験全  
    １７  １８  ２０  ２１ 
    ——  試験夕 試験全 休日 
            教務会 提出締切 
            祈り会  
 
◎１月１４日（火）に冬学期は開講されます。直ちに通常の講義があります。 
◎以下の特別講義は一般に公開されます。（神学館と改革長老教会関係者は無料です。） 
◎１月２３日（木）・２月１４日（金）「新約聖書緒論：公同書」５：３０−ラウア教師 
 講義は日本語で、ヘブル・ヤコブ・ペテロ１・ペテロ２・ユダを順次学びます。 
◎１月２７日・２月２４日（月）「聖書的カウンセリングセミナー」６：３０−９：３０

、 その前の４：００−５：００「女性のためのカウンセリング懇談」高橋圭子客員講師 
◎１月２８日・２月１８日・３月４日（火）「聖書解釈学入門」８：４０− リーチ教師 
 聖書の解釈の仕方の基礎を２時間学び、具体的な例を一時間学ぶ予定です。 
◎説教演習は、３月１３日（木）午後７時の予定です。 
◎すべての提出物の締切日は、担当教師の特別許可のない限り３月２１日（金）です。  
 
神戸神学館第１８年度冬学期・履修申込書 
 
◎ 学生届 
氏名 
連絡先住所 
電話番号・e-mail・携帯電話番号 
（秋学期から継続して学習するものは以下記載不要） 
主な学歴 
主な職歴 
現在の職業又は学校名・学年 
所属教会名 
受洗年月日と場所 
現在礼拝している教会名 
現在の教会での奉仕 
家族 
神戸神学館修了履歴 
 
◎ 冬学期の履修希望： 
学生登録を希望する課程：聖書研修Ａ・伝道者Ｂ・科目履修・聴講（印を付ける） 
今学期学びたいと思っている科目、または、卒業のために学ぶ必要がある科目： 
曜日  時間  科目名        担当教師 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奨学金の希望： 
その他の希望： 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
共に学べることを、心から主に感謝し、主の憐れみと御霊の導きを切に祈ります。 
ぜひ、み言葉を学び、主の教会に仕える、この学びの交わりに積極的に参加して下さい。 
この学びへの主の恵みを信じ祈りつつ。 
 
主の２０１４年１月 
神戸神学館代表 
瀧浦 滋 


