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東京神学大学

福音の喜びに生きるキリスト
者はみな、神さま

からそれぞれ特別な使命を与えられています。そのような私たちの中から、神さまは、教
会の働きのために奉仕する伝道者を特別に選び、召し出そうとされます。神さまの御心は
しばしば私たちの思いを超えています。静かな神さまの御声に耳を傾けてみましょう。

教会役員・教会学校教師などに役立つ

東京神学大学　公開夜間神学講座
2022年 4月開講　76期生募集

●申込締切：2022年3月14日（月）　
●授　　業：毎週月・金　18時～ 20時
●教　　室：日本基督教団銀座教会
●受 講 料：年間85,000円（入学時のみ登録料他15,000円）

※聴講生は、随時受け付けています。（ 1科目12,000円 ）

東神大の
教授陣による
信徒のための
神学基礎講座

お問い合わせ・資料請求　　〒181-0015  東京都三鷹市大沢3-10-30
　　　　　　　教務課（学生募集・入試）　tuts@tuts.ac.jp

　　　　　　　　　　 総務課（夜間講座）　yakankouza@tuts.ac.jp　　
Tel：0422-32-4185　  https://www.tuts.ac.jp/

12月4日（土） ●礼拝　●公開授業　●キャンパスツアー　
●入試説明会　●受験相談 詳しくはホームページをご覧ください。

オープンキャンパスのご案内

＜日本基督教団立・伝道者養成機関＞

東京神学大学

2022年度  学生募集

●出願期間：1月7日（金）～ 1月18日（火）
●試 験 日：2月11日（金）
●選考方法：小論文・面接

一般選抜・編入学者選抜2月
博士課程前期課程／博士課程後期課程
●出願期間：1月7日（金）～ 1月18日（火）
●試 験 日：2月11日（金）・12日（土）
●選考方法：論文審査・筆記試験・面接

大学院入学者選抜2月

●出願期間：1月26日（水）～ 2月3日（木）
●試 験 日：3月8日（火）
●選考方法：小論文・面接

一般選抜・編入学者選抜3月

●試 験 日：2021年11月23日（火）

指定校推薦型入学者選抜・
指定校推薦型編入学者選抜・
編入学者選抜

11月
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東京聖書学校

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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同志社大学神学部

福音の喜びに生きるキリスト
者はみな、神さま

からそれぞれ特別な使命を与えられています。そのような私たちの中から、神さまは、教
会の働きのために奉仕する伝道者を特別に選び、召し出そうとされます。神さまの御心は
しばしば私たちの思いを超えています。静かな神さまの御声に耳を傾けてみましょう。

教会役員・教会学校教師などに役立つ

東京神学大学　公開夜間神学講座
2022年 4月開講　76期生募集

●申込締切：2022年3月14日（月）　
●授　　業：毎週月・金　18時～ 20時
●教　　室：日本基督教団銀座教会
●受 講 料：年間85,000円（入学時のみ登録料他15,000円）

※聴講生は、随時受け付けています。（ 1科目12,000円 ）

東神大の
教授陣による
信徒のための
神学基礎講座

お問い合わせ・資料請求　　〒181-0015  東京都三鷹市大沢3-10-30
　　　　　　　教務課（学生募集・入試）　tuts@tuts.ac.jp

　　　　　　　　　　 総務課（夜間講座）　yakankouza@tuts.ac.jp　　
Tel：0422-32-4185　  https://www.tuts.ac.jp/

12月4日（土） ●礼拝　●公開授業　●キャンパスツアー　
●入試説明会　●受験相談 詳しくはホームページをご覧ください。

オープンキャンパスのご案内

＜日本基督教団立・伝道者養成機関＞

東京神学大学

2022年度  学生募集

●出願期間：1月7日（金）～ 1月18日（火）
●試 験 日：2月11日（金）
●選考方法：小論文・面接

一般選抜・編入学者選抜2月
博士課程前期課程／博士課程後期課程
●出願期間：1月7日（金）～ 1月18日（火）
●試 験 日：2月11日（金）・12日（土）
●選考方法：論文審査・筆記試験・面接

大学院入学者選抜2月

●出願期間：1月26日（水）～ 2月3日（木）
●試 験 日：3月8日（火）
●選考方法：小論文・面接

一般選抜・編入学者選抜3月

●試 験 日：2021年11月23日（火）

指定校推薦型入学者選抜・
指定校推薦型編入学者選抜・
編入学者選抜

11月
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日本聖書神学校

日本基督教団認可神学校

農村伝道神学校
信徒に開かれた神学校

〒195-0063 東京都町田市野津田町2024  TEL 042-735-5775　FAX 042-735-5711
E-mail  noden@pony.ocn.ne.jp　　ホームページ  https://noden.ac.jp/

修業年限：神学基礎コース　2年
　　　　　神学専門教職者養成コース　2年
　　　　　神学専門信徒宣教者養成コース　2年
入学試験：第 1 回　2021年 11月16日（火）
　　　　　第 2 回　2022年   2 月15日（火）
聴講生（科目を選んで履修）を歓迎します

〒 161-0033 東京都新宿区下落合 3-14-16　
Tel: 03-3951-1101  Fax: 03-3951-3044
Ｅメール：jbts@jbts.ac.jp　
ホームページ：http://www.jbts.ac.jp/日本聖書神学校

日本基督教団認可神学校

入学願書希望の方は本校総務部まで。

  ★入学試験
  
春期試験：  

  願書受付      2022 年 1 月 7 日（金）～ 1 月 31 日（月）   
  試験日　　 2022 年 2 月 17 日（木）～ 2 月 18 日（金） 
  ※聴講生（科目履修生）：春期試験時に同時募集

★正科生
４年・２学期制（ 授業時間　　　　　　　  ）月・金　　 18：00 ～ 22：00

火・水・木 18：15 ～ 21：25

2022 年度 神学科 学生募集 日本基督教団認可神学校の中で唯一、
夜間授業による正科の神学教育を行って
います。

時代と教会の要請に応える
伝道者・牧師を育成します
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農村伝道神学校

日本基督教団認可神学校

農村伝道神学校
信徒に開かれた神学校

〒195-0063 東京都町田市野津田町2024  TEL 042-735-5775　FAX 042-735-5711
E-mail  noden@pony.ocn.ne.jp　　ホームページ  https://noden.ac.jp/

修業年限：神学基礎コース　2年
　　　　　神学専門教職者養成コース　2年
　　　　　神学専門信徒宣教者養成コース　2年
入学試験：第 1 回　2021年 11月16日（火）
　　　　　第 2 回　2022年   2 月15日（火）
聴講生（科目を選んで履修）を歓迎します

〒 161-0033 東京都新宿区下落合 3-14-16　
Tel: 03-3951-1101  Fax: 03-3951-3044
Ｅメール：jbts@jbts.ac.jp　
ホームページ：http://www.jbts.ac.jp/日本聖書神学校

日本基督教団認可神学校

入学願書希望の方は本校総務部まで。

  ★入学試験
  
春期試験：  

  願書受付      2022 年 1 月 7 日（金）～ 1 月 31 日（月）   
  試験日　　 2022 年 2 月 17 日（木）～ 2 月 18 日（金） 
  ※聴講生（科目履修生）：春期試験時に同時募集

★正科生
４年・２学期制（ 授業時間　　　　　　　  ）月・金　　 18：00 ～ 22：00

火・水・木 18：15 ～ 21：25

2022 年度 神学科 学生募集 日本基督教団認可神学校の中で唯一、
夜間授業による正科の神学教育を行って
います。

時代と教会の要請に応える
伝道者・牧師を育成します
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