
関西聖書神学校　信徒奉仕者コース
2023年度　春学期

教会史
2023/4/22, 5/6, 5/27, 6/3, 7/1, 7/22, 7/29

午前9時〜12時20分

　信徒として現在、教育、牧会、伝道、管理、説教などの様々な分野で教会に仕えている方が、

よりよく神と人に仕えることができるように、関西聖書神学校は　「信徒奉仕者コース」（3年

サイクル）を始め、3年目を迎えます。様々な困難の中で戦っている教会がさらに強くなるた

めにこの学びに遣わされる者が起こされれば、と願っています。関西聖書神学校における対

面授業とZOOMによる遠隔授業を組み合わせた、ハイブリッドで行います。

　なお、2023年度は、成人説教（秋学期）、伝道（冬学期）も開講します。

記

場所　 関西聖書神学校

〒655-0872　神戸市垂水区塩屋町6-32-15　

TEL 050-3626-2969   Email  kbc-bw@vanilla.ocn.ne.jp　

URL  https://kansaibiblecollege.kyoukai.jp
授業料 20,000円（7回分）。なお、受講のためにかかるこれ以外の費用（交通費、食費、通

信・機器費など）は受講者が負担する。

定員 5名（対面）及び15名（ZOOM）。但し、対面参加者は本校におけるZOOM参加とな

る。　＜最小開講人数3名＞

講師 大頭眞一師（日本イエス・キリスト教団京都信愛教会、明野キリスト教会牧師、本校講

師）

内容 教会の歴史を初代教会から現代に至るまで辿る。デボーションをもって授業を始

め、小グループでの分かち合いを含む。レポートが課せられる。

手続き 受講を希望する者は、信徒奉仕者コースへの入学に関する書類及び受講願い（本校

ホームページからダウンロード可能）を2023/4/1までに本校事務室へ郵送もしく

は電子メールで提出する。書類審査によって入学および受講の可否を決定し、4/7

までに本人に通知する（詳細は別紙参照）。



関西聖書神学校　信徒奉仕者コース概要

2023年２月

　「信徒奉仕者コース」は、信徒として現在、教育、牧会、伝道、管理、説教などの様々な分野で教
会に仕えている者が、よりよく神と人に仕えることができるように整えるコースである。
　6科目のコアコース（旧約聖書概論、新約聖書概論、神学概論、教会、教会史、伝道）と4科目の各
論（教会管理、教会学校、成人説教、コーチング・スモールグループ）からなる。以上の10科目のう
ちから、各学期（春、秋、冬）に1科目ずつ開講される。各クラスは各学期、土曜日の午前もしくは
午後にかけての３時間の授業を７回、合計2１時間とする。受講者は、神学校での対面授業もしくは
ZOOMなどを用いた遠隔授業で参加することができる。
　2023年度は教会史（春学期）、成人説教（秋学期）、伝道（冬学期）を開講する。2024年度は旧
約聖書概論、新約聖書概論、コーチング・スモールグループを開講する予定である。なお、2022年度
は、神学概論、教会、教会学校を開講した。

１． 入学資格

（１） 洗礼を受け、信徒として教会に仕えている者。

２． 入学手続き

　入学志願者は次の書類を4/1（春学期開講）、9/1（秋学期開講）、12/1（冬学期開講）までに本校
事務室へ郵送もしくは電子メール（kbc-bw@vanilla.ocn.ne.jp）で提出する。必要な書類は、本校ホー
ムページ（https://kansaibiblecollege.kyoukai.jp）からダウンロードが可能である。
（１） 入学願書（本校所定のもの）
（２） 履歴書（本校所定のもの）
（３） 信仰基準同意書（本校所定のもの）
（４） 受講願い（本校所定のもの）
（５） 推薦状（本校所定のもの、所属教会の牧師によるもの一通）
　書類審査によって入学および受講の可否を決定し、4/7、9/7、もしくは12/7までに通知する。

３． 受講手続き

　入学をすでに許可されている者は、毎学期、受講手続きをする。春学期開講科目については4/1ま
でに、秋学期開講科目については9/1までに、冬学期開講科目については12/1までに受講願いを本講
事務室へ郵送もしくは電子メール（kbc-bw@vanilla.ocn.ne.jp）で提出する。受講の可否については、
4/7、9/7、もしくは12/7までに通知する。

４． 学費

授業料 20,000円 （一科目）

https://kansaibiblecollege.kyoukai.jp


５． カリキュラム

（１）コアコース
旧約聖書概論*（21）、新約聖書概論*（21）、神学概論*（22）、教会*（教会・信徒・教職、
22）、教会史*（23春）、伝道*（23冬）

（２）各論
教会管理（21）、教会学校（22）、成人説教*（23秋）、コーチング・スモールグループ（24）

*印の科目修了者は、日本イエス・キリスト教団勧士認定研修における同様の科目の修了と認定され
る。

６． クラス修了認定

　各学期終了時、テストもしくはレポートを提出し、その内容に平常点（出席数や授業への参加）を
加味して、クラス修了の認定の可否を決定する。

７． 授業日程

　2023年度春学期　教会史（大頭眞一師）＜コアコース＞
2023/4/22, 5/6, 5/27, 6/3, 7/1, 7/22, 7/29

　2023年度秋学期　成人説教（足立宏師）＜各論＞
2023/9/16, 9/30, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4

　2023年度冬学期　伝道（和田治舎監）＜コアコース＞
2023/12/9, 12/16, 2024/1/13, 1/27, 2/17, 2/24, 3/9

　それぞれ、9:00-10:00 10:10-11:10; 11:20-12:20
　9:00-9:10はデボーション。グループディスカッションの時間を30分程度もつ。

８． 定員

　対面授業5名、ZOOMによる授業15名とする。最小開講人数は3名とする。

９． コース修了認定

　コアコース６科目を修了した者には「信徒奉仕者基本コース修了」の認定書を、各論を修了した者
には「各コース修了」の認定書を出す。

10． 教会の牧師の参加、関わり

　信徒の学びを知りたいという牧師に対しては、資料を送付するが、受講は認めない。
　教職ではない牧師の配偶者については、信徒扱いとする。
　教職が自分の学びのために受講を希望する場合には、神学校本科の授業の聴講を薦める。

以上



 

入 学 願 書 

 
                年  月  日 

 
関西聖書神学校校長          先生 
 
 
 私はこのたび、貴校の信徒奉仕者コースへの入学を希望いたします。よろしく御許可く

ださいますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              住 所 
 
              氏 名            印 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊氏名が自筆の場合、印鑑は不要。 



関西聖書神学校  1 

履 歴 書（    年  月  日現在） 
ふりがな  

写真 

３か月以内に 

撮影したもの 

氏  名 
 

男・女 

生年月日 年  月  日生    歳 

現 住 所 

〒 

 

 

電話番号 

Tel （   ）    － 

Fax （   ）    － 

携帯    －     － 

E-mail 

 

所属 

教団･教会 

 

教会 
所属教会牧師名 牧師 

所属教会 

住所 

〒 

 

Tel （   ）   －     Fax（   ）    － 

受洗 

教団･教会 

 

教会 
授洗牧師名 

 

受洗年月日 年   月   日    

緊急連絡先 

〒 Tel（   ）   － 

Fax（   ）   － 

携帯   －    － 

聖書通読回数 旧約聖書       回 新約聖書      回 

愛読書（信仰書・その他） 

 

西暦年月日（期間） 学歴・職歴 

  

  

  

  

  

  

  

  



関西聖書神学校  2 

教会での奉仕 趣味・特技 

  

  

  

  

  

  

 



信仰基準同意書

　関西聖書神学校規則第３条（信仰基準）には、「本校の運営や教育に携わる者および
学生は、別途、定めた信仰基準に同意しなければならない。」とあります。そこで、以
下の抜粋されている信仰基準を読んで、内容を確認下さり、署名、捺印の上、入学願書
一式と共にご返送下さい。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

　関西聖書神学校の基準とする信仰は、旧新約聖書に啓示された歴史的、正統的プロテ
スタント信仰であり、バックストン、ウィルクスによってもたらされた聖書的きよめを
強調し、敬虔な生活へと導 くものです。
　本校の運営や教育に携わる者および学生は、この信仰基準に同意しなければなりませ
ん。
　信仰基準は次の通りです。
1. 聖書 
旧新約六十六巻からなる聖書は、すべて神の霊感によって書かれた、誤りのない神
のことばであり、私たちの信仰と生活の、唯一で絶対の基準です。

2. 神
   聖書に啓示された唯一の神は、父・子・聖霊の三位一体の神であり、すべてのもの
の創造者、また保持者です。

3. 人間
   人類の父祖アダムは、神のかたちにかたどって創造されましたが、サタンの誘惑に
より神の戒めにそむいて罪を犯しました。それゆえ、すべての人間は罪の性質を持
ち、その思いとことばと行動において罪あるものです。

4. イエス・キリスト
   イエス・キリストは受肉した神の子であり、人間のすべての罪のために身代わりと
なって十字架にかかり、死んで葬られ、よみにくだり、三日目によみがえり、天に
昇り、私たちのためにとりなしをしておられます。

5. 聖霊
   聖霊は、この世にいまし、働いておられる神であり、ペンテコステの日に教会に豊
かに臨まれました。聖霊は、罪ある者に罪を認めさせ、キリストへの信仰に導き、
信じる者の心の内に住み、聖 き生活と奉仕の力を与え、キリストの形に似るものと
してくださいます。さらにこの聖霊により、 キリストは、ご自身の教会の内に生
き、福音は宣教され、神の国はこの世に現わされます。

6. 救い
   私たちは、恵みにより、ただキリストを信じる信仰によって罪ゆるされ、義とさ
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れ、新生し、神の子とされます。さらに、キリストの血によってすべての罪からき
よめられ、神に専属するものとされ、聖霊のバプテスマを受け、その内住によって
主のかたちにかえられていきます。

7. 教会
教会はキリストのからだであって、神に召された聖徒の集まりです。教会は、公同
の礼拝を守り、 主の命令にしたがって福音を正しく宣べ伝え、聖礼典を執り行い、
聖徒をととのえ、主に仕えつつ 愛のわざに励みます。

8. 再臨
   キリストは、再び来られ、私たちをご自身の栄光のからだと同じかたちに変え、最
後の審判により、義なる者に永遠の祝福を与え、不義なる者に永遠の刑罰を定め、
サタンとすべての悪に勝利し、 新天新地においてご自身の全き王国を建設されま
す。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

年　　　月　　　日

関西聖書神学校
　理事長　 川原﨑　晃先生
　校長 鎌野　直人先生

　わたしは関西聖書神学校の信仰基準に同意し、本校の目的および指針に一致する活動
をいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印

＊氏名が自筆の場合、印鑑は不要。
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関西聖書神学校　校長殿

信徒奉仕者コース　牧師推薦書

入学志願者の氏名
教会名
生年月日
受洗年月日

上記の方を推薦されるにあたり、信徒奉仕者コース入学志願者に関する下記の質問に正直にお答え下さい。

１．個人に関して
（１）常識をわきまえていますか　　　　　　　　　　　　 はい　 普通　　 いいえ
（２）時間を守る人ですか　　　　　　　　　　　　　　　　 はい　 普通　　 いいえ
（３）金銭管理はできる人ですか　　　　　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ
（４）異性に対して健全に接していますか　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ
（５）言葉使いが身に付いていますか　　　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ
（６）協調性はありますか　　　　　　　　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ
（７）リーダーシップはありますか　　　　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ
（８）デボーションを守っていますか　　　　　　　　　　　 はい　　時々　　 いいえ

２．教会生活に関して
（１）礼拝、祈祷会、その他の集会を守っていますか　　 はい　 普通　　 いいえ
（２）十分の一献金を守っていますか　　　　　　　　　　　 はい　 不明　　　　 いいえ
（３）兄弟姉妹との協調性がありますか　　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ
（４）伝道、救霊に熱心ですか　　　　　　　　　　　　　　 はい　　普通　　 いいえ

３．社会生活に関して
（１）職場、または学校で証を立てていますか　　　　　 はい　　少し不安　　 いいえ
（２）一つの仕事を持続できる人ですか　　　　　　　　 はい　　少し不安　　 いいえ

４．教会や社会においてどのような奉仕を行っていますか。さらに、牧師として、この方の奉仕をどのよう
に評価していますか。お書きください。



５．この方が信徒奉仕者コースで学ぶことによってどのように成長してほしいと願っていますか。お書きく
ださい。

上記の人を心から推薦致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　     　　年　　　月　　日

　　　　 教会名

　　　　　　　　　　　　　　 推薦牧師名（本人を　　　年　　知っています）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

※本推薦書は封筒に入れ、封をした上で信徒奉仕者コース入学志願者にお渡しくださるか（郵送の場合）、
入学志願者を介せず、関西聖書神学校事務室（kbc-bw@vanilla.ocn.ne.jp）へメール添付で直接お送りくださ
い（電子メールの場合）。

※自筆で著名の場合、印鑑は不要です。



関西聖書神学校

校長　鎌野　直人　先生

信徒奉仕者コース　受講願い

　私はこのたび、以下の信徒奉仕者コースの科目を受講したく願っておりますので、ご

許可くださいますよう、お願いいたします。

（学期名）

（科目名）

（受講形態）　　　　　対面授業　　　　　　　遠隔授業　　　＜どちらかに〇をつける＞

＊遠隔授業を希望する場合、ZOOMなどを用いるので、受講希望者は自らで必要なコンピュータ設備（映
像および音声を含む）、インターネット接続、ソフトウエアを準備すること。

　　　　　　　 　 　　　　　年　　月　　日

氏　名　　　　　　　　　　印

＊入学がまだ許可されていない者は、他の入学関連書類と共に本書類を、入学をすでに許可されている者
は本書類のみを本校事務所へ締めきり日までに提出すること。締めきりは、春学期開講科目は4/1、秋学
期開講科目は9/1、冬学期開講科目は12/1である。
＊氏名が自筆の場合、印鑑は不要。


