
恵泉女学園

頌栄女子学院
中 　 学 　 校
高 　 等 　 学 　 校

　　　英国学校法人
Winchester Shoei College

しょう　 え い

●交通機関………………都営地下鉄浅草線─高輪台1分
　　JR・京浜急行・東急池上線─品川・五反田各10分

地下鉄南北線・都営三田線─白金台10分

〒108—0071　東京都港区白金台2—26—5 103（3441）2005・8009
ホームページ  http://www.shoei.ed.jp

自由が丘のミッションスクール

玉川聖学院 中等部
高等部

〒276─0028　千葉県八千代市村上709番地1
　　　　　　　2047（484）5141（代）

http://www.ceh.ed.jp

※牧師・教会推薦制度　※男女共学

普通科　320名 特進選抜コース 40名
 特進文理コース 160名
 総進文理コース 120名
英語科　 40名

キリスト教信仰に基づき、神と人とに仕え、自然を慈しみ、
世界に心を開き、平和の実現のために貢献できる女性を育成する

中学・高等学校
〒156-8520　東京都世田谷区船橋5─8─1
Tel 03─3303─2115 Fax 03─3303─9644

大　学
〒206-8586　東京都多摩市南野2─10─1
Tel 042─376─8211 Fax 042─376─8218

〒156-8520　東京都世田谷区船橋5─8─1
Tel 03─3303─2111 Fax 03─3303─2323

学園
本部

人文学部 日本語日本文化学科
英語コミュニケーション学科

人間社会学部 国際社会学科
社会園芸学科

恵泉女学園

大学院　 人文学研究科
平和学研究科

香蘭女学校
中等科・高等科
ST. HILDA’S  SCHOOL

理事長　棟 近  稔
校　長　鈴 木  弘

〒142−0064 東京都品川区旗の台6−22−21
TEL  03−3786−1136
FAX  03−3786−1238

https : //www. koran. ed. jp
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https://www.keisen.jp/gakuen/


敬和学園

日本基督教団認可神学校

東京聖書学校ホーリネス
の　　　群

校長　久多良木和夫　　副校長　大友英樹　　
教授　島　隆三　　深谷春男　　横山基生　　潮　義男　　原田彰久

〈特　　色〉 ウェスレアン・アルミニア
ンの神学的立場をとり、「聖書的聖

きよめ

潔」を
目指し、「実践的伝道者」を養成する。
〈志願資格〉高等学校あるいは大学卒業
者。またはそれと同等の学力を有する者。
かつ新生経験が明確で召命の確実な者。
〈修業年限〉 4か年
〈志願手続〉
　●入学願書
　秋季 2021年11月10日／春季 2022年2月20日
　●試験日
　秋季 2021年11月23日／春季 2022年3月3日
※原則として全寮制　

〒342─0045　埼玉県吉川市木売2─15─3　 TEL 048─982─5064　FAX 048─982─5094
Mail  tokyobibleseminary@gmail.com   URL  http://www.bibleseminary.tokyo

理事長  北垣俊一
学校長  石川　学

山形学院高等学校

全日制（男女共学）
普  通  科
情  報  科
調  理  科

〒990-0039　山形市香澄町3丁目10番8号
TEL023（641）4116 8　FAX023（641）4121

総合人文学科 
「キリスト教」を専門的に学べる東北唯一の学科 

東北学院の教育の根底に流れる牧師・ 

伝道者の養成という使命を継承しながら、 

伝統的なヨーロッパ型の教養教育をモデルに 

したカリキュラムを採用。＜思想・哲学＞ 

 ＜文化・芸術＞＜宗教・神学＞の3分野を 

設けどのような社会や時代にも通用する 

 「人としてよく生きる力」を育成します。 

お問い合せ先 

〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1 

TEL：022-264-6455 / FAX：022-264-6377 

E-mail：nyushi@mail.tohoku-gakuin.ac.jp 

東北学院大学 入試課 （土樋キャンパス） 東北学院大学  アドミッションズ・オフィス

　1886年創設の仙台神学校の牧師・伝道者
の養成という使命を継承しながら、伝統的な
ヨーロッパ型の教養教育をモデルにしたカリ
キュラムを採用。＜思想・哲学＞＜文化・
芸術＞＜宗教・神学＞の３分野を設けどの
ような社会や時代にも通用する「人としてよく
生きる力」を育成します。
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http://www.keiwa-c.ac.jp/


香蘭女学校中等科・高等科

頌栄女子学院
中 　 学 　 校
高 　 等 　 学 　 校

　　　英国学校法人
Winchester Shoei College

しょう　 え い

●交通機関………………都営地下鉄浅草線─高輪台1分
　　JR・京浜急行・東急池上線─品川・五反田各10分

地下鉄南北線・都営三田線─白金台10分

〒108—0071　東京都港区白金台2—26—5 103（3441）2005・8009
ホームページ  http://www.shoei.ed.jp

自由が丘のミッションスクール

玉川聖学院 中等部
高等部

〒276─0028　千葉県八千代市村上709番地1
　　　　　　　2047（484）5141（代）

http://www.ceh.ed.jp

※牧師・教会推薦制度　※男女共学

普通科　320名 特進選抜コース 40名
 特進文理コース 160名
 総進文理コース 120名
英語科　 40名

キリスト教信仰に基づき、神と人とに仕え、自然を慈しみ、
世界に心を開き、平和の実現のために貢献できる女性を育成する

中学・高等学校
〒156-8520　東京都世田谷区船橋5─8─1
Tel 03─3303─2115 Fax 03─3303─9644

大　学
〒206-8586　東京都多摩市南野2─10─1
Tel 042─376─8211 Fax 042─376─8218

〒156-8520　東京都世田谷区船橋5─8─1
Tel 03─3303─2111 Fax 03─3303─2323

学園
本部

人文学部 日本語日本文化学科
英語コミュニケーション学科

人間社会学部 国際社会学科
社会園芸学科

恵泉女学園

大学院　 人文学研究科
平和学研究科

香蘭女学校
中等科・高等科
ST. HILDA’S  SCHOOL

理事長　棟 近  稔
校　長　鈴 木  弘

〒142−0064 東京都品川区旗の台6−22−21
TEL  03−3786−1136
FAX  03−3786−1238

https : //www. koran. ed. jp
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頌栄女子学院

頌栄女子学院
中 　 学 　 校
高 　 等 　 学 　 校

　　　英国学校法人
Winchester Shoei College

しょう　 え い

●交通機関………………都営地下鉄浅草線─高輪台1分
　　JR・京浜急行・東急池上線─品川・五反田各10分

地下鉄南北線・都営三田線─白金台10分

〒108—0071　東京都港区白金台2—26—5 103（3441）2005・8009
ホームページ  http://www.shoei.ed.jp

自由が丘のミッションスクール

玉川聖学院 中等部
高等部

〒276─0028　千葉県八千代市村上709番地1
　　　　　　　2047（484）5141（代）

http://www.ceh.ed.jp

※牧師・教会推薦制度　※男女共学

普通科　320名 特進選抜コース 40名
 特進文理コース 160名
 総進文理コース 120名
英語科　 40名

キリスト教信仰に基づき、神と人とに仕え、自然を慈しみ、
世界に心を開き、平和の実現のために貢献できる女性を育成する

中学・高等学校
〒156-8520　東京都世田谷区船橋5─8─1
Tel 03─3303─2115 Fax 03─3303─9644

大　学
〒206-8586　東京都多摩市南野2─10─1
Tel 042─376─8211 Fax 042─376─8218

〒156-8520　東京都世田谷区船橋5─8─1
Tel 03─3303─2111 Fax 03─3303─2323

学園
本部

人文学部 日本語日本文化学科
英語コミュニケーション学科

人間社会学部 国際社会学科
社会園芸学科

恵泉女学園

大学院　 人文学研究科
平和学研究科

香蘭女学校
中等科・高等科
ST. HILDA’S  SCHOOL

理事長　棟 近  稔
校　長　鈴 木  弘

〒142−0064 東京都品川区旗の台6−22−21
TEL  03−3786−1136
FAX  03−3786−1238

https : //www. koran. ed. jp

10 ── 広　　　　　告 広　　　　　告 ── 11

http://www.shoei.ed.jp/



