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聖書神学舎



みことばに仕えるために。
聖書神学舎は、伝道者養成のための教会のわざとして、1958 年以来、主と主の教会に仕えています。聖書はすべて誤りのな
い神のことばである、との信仰を堅持して、キリストのしもべ、みことばに仕える伝道者を教育、訓練することを目的としています。

この目的達成のために、みことばを学び、みことばに生きることを大切にしています。
原典による聖書の学びを重んじ、聖書を読む力を強調しています。それが伝道牧会のあらゆる働きの基盤だからです。みこ
とばに基づいて識別し、みことばの真理を宣教する伝道者を養成します。

また、神学校生活を通して、いよいよみことばに生きる者へと整えられることを強調しています。全寮制の共同生活、祈りの交
わり、奉仕の実際を通して、全人格的な成長を追求する伝道者を養成します。

「みことばを学び、みことばに生きること」を願う者は、神を愛し、隣人を愛することを追求します。神の臨在を覚え、感謝と賛
美の祈りをささげ、また、神をおそれ、ひれ伏して祈ります。隣人のためにとりなして祈り、祈り続けます。愛することは、祈り
に始まり、行動において結実します。

学舎は、主に召された者たちを教会から託され、このような願いをもって教育、訓練して、教会へと送り出します。 聖書信仰に
立つ諸教会の協働の働きとして、祈り支えてくださる皆様とともに、この務めに励んでまいります。



まず、みことばを

献身者は「神の奥義の管理者」（1 コリント 4：1）として、まず神の
みことばそのものを深く学ぶ必要があります。

聖書が真の意味で「神のことばである」と確信できるのは、聖書そ
のものを深く学ぶことを通して、聖霊が私たちに教えてくださるこ
とです。ここでのカリキュラムに従って、聖書を学び、その学びを
通していかに説教をし、いかに伝道し、いかに牧会するかを学んで
いきます。同時にこの時代の痛みにどのように向き合い、行動し
ていくべきかをみことばの学びを通して考えて行きます。　　　

3 年ないし 4 年間、そのような学びと訓練を受けることは、その後
の奉仕の生涯にとって掛け替えのない備えになると信じています。
ともすれば人間的手法や成功談が跋扈するなかで、主に生涯をさ
さげようとする方々が、この学び舎においてまずみことばに仕える
訓練を受けられることを心より願っております。
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コースについて
聖書神学舎 本科

聖書神学舎 聖書科

その他

3年課程/4年課程

伝道者としての召命が明確であり、卒業後
は牧会者・宣教師・伝道者としての働き
を目指す方のはためのコース。旧・新約
聖書を原語で学び、聖書的・神学的視点
から福音宣教と教会形成を行うことので
きる働き人を育てます。

聖書専攻(2年)

伝道者としての召命が明確であり、卒業後
は教会の多様な働きにつくことを目指す
方のためのコース・専攻。聖書語学はギ
リシャ語かヘブル語いずれか一つを選択
し、聖書や神学の諸学科を学びます。
  
教会音楽専攻(2年)

伝道者としての召命が明確であり、卒業後
は伝道者として、教会音楽奉仕者として主
の教会に仕えることを目指す方のための
ためのコース・専攻。聖書科・聖書専攻
の学びに加えて、聖書に基づく教会音楽の
理論と実技を学びます。

卒業生等の更なる学びのための「特別研
修コース」、信徒の学びのための「聖書神
学舎聴講」制度、拡大教育の「聖書塾」「公
開講座」「教会合唱講座」、継続教育の「旧
約・新約釈義」があります。詳しくはウェ
ブサイトをご覧ください。

学ぶ。01
履修科目例

ヘブル語、ギリシャ語、アラム語、旧約通論、新約通論、旧約釈義、
新約釈義、旧約神学、新約神学、組織神学、聖書解釈、現代神学、
弁証論、教会史、教理史、説教演習、宣教学、牧会学、教会教育学、
キリスト教倫理学、礼拝学、教会音楽、賛美歌学、器楽実習、卒業論文・
卒業研究、他

教師・講師  （2023年度予定（2022.10.1現在））
赤坂 泉

伊藤 暢人

鞭木 由行

田村 将
三浦 譲
矢吹 綾子
横山 昌英
若井 和生

赤城 海
赤坂 恵美
石川 由紀子
神田 唯志
小林 久実
末松 隆太郎
須田 松子
野村 天路
馬場 義実
星野 仁子
宗形 和平
リトル デール
渡部 和彦

校長/研修生活主任
新約学、組織神学、実践神学、
神学科目その他
教務主任
旧約学
研究図書主任/図書館長/特任教師
旧約学、組織神学、実践神学、
神学科目その他
旧約学、組織神学
旧約学、新約学、組織神学
実践神学、教会音楽
新約学、組織神学、実践神学
歴史神学

新約学、神学科目その他
実践神学、教会音楽
教会音楽
新約学
組織神学
実践神学
実践神学、教会音楽
新約学、組織神学、歴史神学
実践神学、教会音楽
旧約学
旧約学、組織神学、実践神学
組織神学
実践神学

聖書宣教会理事長  （2022.10.1現在）
末松 隆太郎

入試日程（本科/聖書科）

2022年10月1日（土）
2023年  2月6日（月）

所定の日程より早めに入会試験を行うことも可能です。
お問い合わせください。

要覧・願書 送付開始
入会試験
　筆記:聖書知識、英語、世界史・小論文
　面接
　実技（聖書科・教会音楽専攻）
   詳細はお問い合わせください。
  

聖書学研究所  （2022.10.1現在）
津村 俊夫
三浦 譲

(所長)
(所員)



みことばの深みに感動する

「あなたには牧師の賜物があると思う。祈って、考えてみない？」そ
の牧師夫人の言葉によって献身を意識し始め、5 年間祈って開かれ
た道は、KGK（キリスト者学生会）主事という学生伝道の働きでした。
がむしゃらに現場を駆け回った 3 年間の中で、「自力で学ぶには限
界がある。この先、主の働きを続けるためには神学校で学びを深
めなければ」と痛感し、伝道牧会における土台である「聖書」を原語
から深く学べることで定評がある聖書宣教会の門を叩きました。

一筋縄ではいかない学びでしたが、苦労した分、そこから得たもの
は数え切れません。特に、聖書原語と向き合った先にあるみこと
ばの深い学びは、実に恵まれるものでした。「聖書には無数の宝が
隠されている」という確信が与えられ、そのみことばを掘り下げる
ために必須のスーパーシャベルを渡されたかのようです。読み飛
ばしていた箇所も、原語から聖書を学ぶことでその奥行きに気付
かされ、「このみことばは、こんなことを語っていたのか…！」と静か
な感動に震えた経験は数え切れません。「みことばには力がある」
ということを徹底的に学んだ 4 年間でした。

寮生活を始めとする研修生活もまた、教会に仕える働き人として必
要な訓練でした。共同生活をしながら研修生たちと切磋琢磨し合
うと同時に、自らの隠れた罪に気付かされて悔い改めに導かれる時
もしばしばでした。時には深夜まで語り合い、献身者としての覚
悟、伝道の喜びと苦労、それぞれが聖書から深く教えられた原体験
などを分かち合いました。また、先生方からは豊かな聖書知識と牧
会の知恵だけでなく、献身者としての生き方を教えて頂きました。

駆け出しの牧師として働きを始める中で、宣教会での学びがいか
に貴重であったかを実感させられています。特に、原語から聖書
の読みを掘り下げることはそのまま説教に直結し、尽きることのな
い泉をどんどん掘り当てていくような感覚があります。聖書宣教会
での 4 年間は、自分に与えられた神の召しを確認し、みことばを語
る使命を受け取り直す時でした。神のことばを語ることで教会を建
て上げ、自らもその生ける みことばに養われ続けたいと思います。

中西 健彦

    聖書神学舎本科 2018 年度卒業
日本福音キリスト教会連合 北栄キリスト教会牧師

たけひこ

仕える。03

愛を教えられながら

主を愛し、主に仕えること。隣人を愛し、隣人に仕えること。

教会奉仕や学舎での係活動などにおいて、このことを実践的に学
びます。奉仕教会で、牧師のもとで訓練を受けることは、学舎の学
びと訓練における不可欠の要素です。教会の伝道の働きに参与
する喜びのなかで、愛することを学び、仕えることを学びます。担
当を分担して仕え合う係活動も、忙しくも、そのただ中に神のご訓
練の恵みがあります。暮らす。02

そして、みことばに
人は、ひとりで生きるものではありません。組み合わされ、つなぎ
合わされ、各部分がその分に応じて働くことにより成長します。
聖書神学舎では、寮生活を通しても、そのことを学びます。単身寮
の一日は、早天祈祷会に始まり、朝食作りや掃除当番、授業とチャ
ペル、学びと係活動と様々な場面を経て、同室者祈祷をもって終わ
ります。家族寮にも各家庭のペースと豊かな交わりとがあります。

主なスケジュール

  4月 入会式、オリエンテーション、前期授業開始、ピクニック
  5月 祈りの日
  6月 特別講義
  7月 夏期調整期間開始、キャラバン伝道開始
 夏期研修講座、教会音楽夏期講習会
  9月 前期授業再開
10月 前期授業終了、秋期調整期間、リトリート、後期授業開始
11月 オープンデイ、祈りの日、賛美礼拝
12月 クリスマス調整期間開始
  1月 後期授業再開
  2月 信教の自由を守る日、入会試験
  3月 後期授業終了、卒論発表会、卒業式、春期調整期間開始

費用について

納入する費用の概算は、
単身寮生の初年度　   82万円（給付奨学金を申請すれば70万円）、
　　　　　翌年以降   69万円（〃 57万円）（寮費、食費含む）、
家族寮生の初年度　 107万円（〃 81万円）、
　　　　　翌年以降   94万円（〃 68万円）（寮費を含む）です。

詳細については要覧をお取り寄せください。

奨学金について

上記のほかにも給付・貸与の奨学金があります。

詳細については要覧をお取り寄せください。

※年によって時期が異なる場合があります。

※聖書科・教会音楽専攻は各4万円増。
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 さらに詳しく知りたい方は・・・
ご連絡ください。見学も歓迎いたします。出願を検討する場合は、
要件、カリキュラム、手続き等を記載した「要覧」を聖書宣教会事務
局からお取り寄せください。

事務取扱時間:火~金9:00-16:00  土9:00-13:00  日曜, 月曜,その他聖書宣教会の休業日は休み

〒205-0017 東京都羽村市羽西2-9-3
Tel  042-554-1710 Fax 042-554-5562
http://www.bibleseminary. jp/

（宗）聖書宣教会

聖書神学舎
Japan Bible Seminary

□ JR中央線、南武線「立川」駅で青梅線に乗り換えて23分、「小作
　（おざく）」駅下車。
□ 西口直進、「小作駅入口」交差点左折、「小作坂上」交差点右折、
　「小作坂下」交差点左折。（徒歩約20分、奥多摩街道沿い。）

小作
JR青梅線

新奥多摩街道

奥多摩街道

（宗）聖書宣教会

小作駅入口

小作坂下

小作坂上
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▶奥多摩立川◀

西口

Japan Bible Seminary (JBS) is a Chr ist ian evangel i -
cal  non-denominat ional  seminary.  I ts purpose is to 
t ra in people so they can serve the Lord both in 
Japan and abroad.

ɑ ɑ � ,Q� GL O LJHQFH� QRW� V ORWKIXO � � IHUYHQW� LQ� VSLU L W � � VHUYLQJ�
WKH�/RUG��GHVFU LEHV�WKH�JRDOV�RI � WKH�IRXQGHUV�RI � WKH�
Japan Bible Seminary.  Since i ts beginning in 1958, 
DURXQG�����VWXGHQWV�KDYH�JUDGXDWHG��RI �ZKRP�PRUH�
WKDQ� ���� KDYH� EHHQ� HQJDJHG� LQ� IX O O � W LPH� &KULVW LDQ�
ZRUN� LQFOXGLQJ�IRUHLJQ�PLVVLRQ�ZRUN� ɑ ɑ

JBS has placed special  emphasis on training 
SDVWRUV�DQG�HYDQJHO LVWV�ZKR�ZL O O �EH�FRPSOHWHO\�GHG-
LFDWHG� WR� &KU LVW � DQG� WKH� EXL OG LQJ� RI � +LV� FKXUFK�� ,Q�
order to do this,  much at tent ion is given to a thor-
RXJK� NQRZOHGJH  RI� *RG
V� :RUG� LQ� L WV� RU LJ LQDO �
ODQJXDJHV��FRPSOHPHQWHG�E\�D�F ORVH�LQYROYHPHQW�RI �
WKH� IDFXO W\�ZL WK� WKH�VWXGHQW�ERG\� ɑ

Our core program is a course equivalent to a Master 
RI� 'LY LQ L W\� � WKRXJK� EHLQJ� D� UHO LJ LRXV� ERG\� ZH� DUH�
XQDEOH� WR� RIIHU � DFDGHPLF� GHJUHHV�� 6WXGHQWV� DUH�
UHTXLUHG� WR� WDNH� FRXUVHV� LQ� *UHHN�� +HEUHZ�� 2OG�
7HVWDPHQW� � 1HZ� 7HVWDPHQW� � 6\VWHPDW LF� 7KHRORJ\��
+LVWRU LFDO � 7KHRORJ\�� DQG� 3UDFW LFDO � 7KHRORJ\��
'HSHQGLQJ� RQ� ZKHWKHU� WKH\� FKRRVH� D� WKUHH�\HDU�
FRXUVH� RU� D� IRXU�\HDU� FRXUVH�� WKH\� DOVR� PXVW� FRP -
p lete a graduate project  or  a graduate thesis.

In addi t ion to the study program, chapel  is  held 
GDL O\� �6WXGHQWV�SDUW LF LSDWH�LQ�GRUPLWRU\� O L IH�DQG�DOVR�
serve in local  churches throughout their  seminary 
FRXUVH��$O O �SURJUDPV�DUH� LQ�-DSDQHVH� ɑ
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