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主に喜ばれる生涯を全うしようと願っておられる皆さん、
クリスチャンであるならば、誰でも主を喜ばせる生涯を送りたいと願っているでしょう。使徒パウロは「キ
リストの福音にふさわしく生活しなさい」とピリピの信徒たちに命じました。エペソの手紙では「召されたあ
なたがたは、その召しにふさわしく歩みなさい」と告げます。パウロは、私たちを救いへと召してくださり、
神の栄光を反映して生きることができるように変えてくださった方を喜ばせるために生きて行くことが単なる
願望ではなく、すべてのクリスチャンの責任であることを教えているのです。
しかし、そのような生き方は救われたから自動的に生まれてくるというようなものではありません。私た
ちは、まず何を主が求めておられるのかを正しく理解しなければなりません。また、どうしたら主が求めてい
ることを実践することができるのかを知らなければなりません。そして、私たちはその理解し、知った真理に
基づいて生きて行く決意をしなければならないのです。
聖書は私たちにこの真理を教えてくれます。この聖書は「教えと、戒めと、矯正と、義の訓練とのために有
益」なものです。すべてのクリスチャンに最も求められていることは、神のみことばを知ることによって、みこ
とばの神を知ることであると私は考えています。 すべての教会が、主のみことばを正しく説き明かしていくと
きに、日本の教会は大きく変わっていくでしょう。そして 一人一人の信徒が聖書の真理によって変えられ、キ
リスト者としてふさわしい生涯を送るときに、日本はキリストのすばらしさを知る人であふれるようになるだ
ろうと確信しています。
日本聖書学院は日本のすべての教会の講壇が、みことばを妥協することなくまっすぐに説き明かす者たちで
満たされるために働きを行っています。またすべての教会が成熟した信徒であふれるようになるために、地域
の教会と連携して訓練の働きを行っています。聖書に沿った教会が日本中に建て上げられていくように、共に学
び続けていきましょう。
日本聖書学院
岡田

学院長
大輔
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存在目的
「みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、
責め、戒め、また勧めなさい . . . あなたは、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の
務めを十分に果たしなさい。」（Ⅱテモテ4:2, 5）
日本聖書学院は、敬虔な信徒がみことばを正しく解き明かすリーダーとして教会を導く者となることによっ
て、主に喜ばれる教会を建てあげるために存在します。そのために当学院は、ひとりひ
とりの生徒が聖書の真理を知り、それを正しく宣べ伝え、自らの人生にその真理を適用
することによって人々の模範となるための訓練をしていきます。同時に、生徒が他の
人々を勧め、励まし、戒め、導くことができるように、学びを通し、奉仕を通し、そし
て、霊的交わりを通して、より明確に聖書の真理を理解するように訓練することを強調
しています。このことは特に３つの分野において現されます。
講解説教者の育成
クリスチャンにとって欠かすことのできないことは、神が私たちに何を求めているのかを正しく理解するこ
とです。そのために当学院は、生徒がしっかりとした解釈に基づいた的確な釈義をし、真理を明確に人々に伝え
ることができる講解説教者を育成することを最大の強調点としています。
霊的成長の形成
たとえ聖書の教える真理を正しく理解したとしても、そこで教えられていることを自らの生涯に適用し、実
践することができなければ、主に喜ばれ、用いられることはありません。それゆえ当学院は、生徒が学び、理解
した真理をしっかりと実践することができるように個人的な弟子訓練を奨励します。
教会リーダーの養成
聖書の理解と個人的実践は、他のクリスチャンの成長のために用いられていかなければなりません。そこで
当学院は、生徒が教会の働きに具体的に加わることを通して、牧会者や教会のリーダーとして、人に仕え、人を
養い、人を導くことができる者へと成長していくことができるように訓練していきます。

JBA 卒業生に対する期待
日本聖書学院の卒業生には、以下の４つのいずれかの働きに従事する者になることが期待されています。
๏ 開拓伝道者として、当学院の理念に沿った教会を開拓し、牧していく者となる
๏ 当学院の理念に同意する既存教会の牧師として、働きをなす者となる
๏ 既存教会の一般信徒リーダーとして、教会の中での重要な責務を聖書に沿って果たしていく者となる
๏ 宣教師として、国内及び国外で聖書を解き明かす講解説教者として働きをする者となる

専攻課程
当学院では講解説教者育成課程と信徒リーダー育成課程という2つの専攻課程を用意しています。信徒リー
ダー育成課程では、主に教会の信徒リーダーに必要な基礎的聖書知識と基本的な神学理解、そして成熟したクリ
スチャンとして生活していく上で必要な聖書の知識と正しい神学に基づいた実践的な学びがカリキュラムの中心
となっています。講解説教者育成課程では、信徒リーダー育成課程での基礎的な学びにギリシャ語やヘブライ
語、より専門的な聖書・神学研究、そして講解説教に関する学びなどが加えられます。

講解説教者育成課程入学規定
入学資格
講解説教者育成課程は教会で教える働きをなす講解説教者および牧会者を育成することを目的としているた
め、聖書の教えに沿って入学資格は男性だけに与えられています（Ⅰテモテ2:11-13)。また入学資格者は、Ⅰテモテ3
章にある執事の条件に準ずる霊的に成熟した者であることが前提となっています。すべての点において完全な者
はいませんが、このような者になるために日々成長を求めて生きているクリスチャンであり、これらの規準に
沿って生きようとしていることが周りの人々に証されている者に当課程は門戸を開いています。
入学審査基準
当課程の具体的な入学審査基準は以下の通りです。
学歴
学士号(大学卒業)またはそれに準ずる学力を有する者、及び、信徒課程を優秀な成績で終了した者または同等
の学びを終了したと認められる者
信仰歴
救いの確信をしっかりと持ち、執事の規準に準ずる者で、教える賜物を有すると教会で認められている者
推薦
牧師または教会のリーダーからの推薦のある者
必要書類
履歴書、救いの証(原稿用紙2枚以上)、教会での働きの履歴、メッセージの原稿(30〜50分のメッセージの完全
原稿)または録音・録画されたメッセージ、推薦状２通(牧師、教会のリーダーからの推薦状)、同意書(当学院の教
理声明を尊重し、聖書の教えに耳を傾け、自分の教理ではなく聖書の教えを優先し、聖書的教理に自らの神学を
沿わせることを宣言する同意書への署名)。
入学時期
講解説教者育成課程は、基本的に四月入学となっています。入学希望者は必要書類を当学院事務局に二ヶ月
前(一月末日)までに提出してください。（特別な理由があると認められた場合、年度途中からの入学が認められ
る場合もありますので、お問い合わせください。）

信徒リーダー育成課程入学規定
入学資格
キリストを心から愛し、主の教えを熱心に学び、神が与えてくださった賜物を生かして、主と教会に仕えて
いきたいと願うすべての信徒が入学資格を有しています。
入学審査基準
信徒課程の具体的な入学審査基準は以下の通りです。
学歴
高校卒業またはそれに準ずる学力を有する者、または必要な学力を有していると判断された者
信仰歴
救いの確信をしっかりと持ち、教会での働きに従事している者

必要書類
履歴書、救いの証(原稿用紙2枚以上)、教会での働きの履歴、同意書(当学院の教理声明を尊重し、聖書の教え
に耳を傾け、自分の教理ではなく聖書の教えを優先し、聖書的教理に自らの神学を沿わせることを宣言する同意
書への署名)。
入学時期
信徒リーダー育成課程は、随時入学が可能です。各クラス受講受付時に、必要書類を提出してください。なお
受講条件があるクラスの場合、その条件を満たしていない場合は受講できません。

学費及び諸費用
基本的な学費

その他の費用

受講手数料
全課程共通

コンピューター
各クラス

1000円

受講料
全課程共通

各クラス

10000円

教材費（ノートなど）
全課程共通

各クラス

2000円

当学院の授業ではインターネットを介
しての授業の参加、メールでの課題の提
出、ワードプロセッサーで作成されたレ
ポートの提出などがあります。少なくとも
これらの機能を備えたパソコンが必要で
す。

教科書・テキスト

教室利用料

クラス毎に必須の教科書及び参考書の
購入が必要です。これらは受講される課程

各地域での講義の際に教室の利用料が
発生することがあります。

によって異なります。

信徒リーダー育成課程
信徒リーダー育成課程はクリスチャンが知識と信仰において成熟し、熱心な働き人となって教会を建て上げる一
員として活躍するようになることを目標とした課程です。この課程を履修することによって、学生は教会の働き
を実際に行っていく上で必要な神学的基礎と聖書的知識を得ることができます。当課程の修了者には、日本聖書
学院から信徒リーダー育成課程修了証書が授与されます。
信徒リーダー育成課程修了者の姿
信徒リーダー育成課程を修了した学生は、以下の事柄を習得することができます。
๏ 教会における様々な働きのリーダーとして仕えることができる能力と資質
๏ 聖書の概観と背景に関する十分な知識
๏ キリスト教神学の基礎的な知識
๏ 聖書のみことばを解釈する基礎的な能力と、聖書の真理を実際の生活や教会の働きに適用する能力
๏ 聖書の真理を伝える能力
๏ 自らの霊的成長を吟味し、より良い礼拝者として生きようと願う態度
信徒リーダー育成課程修了の条件
信徒リーダー育成課程を修了するためには必要単位を取得しなければなりません。単位取得の条件は以下の
通りです。
๏ 信徒リーダー育成課程は、全54単位 (18クラス) で構成されています。これらすべてにおいて及第点を
得た者が当課程を修了した者と認定されます。
๏ 各単位の取得は、クラスへの出席（または各メディアを介しての受講）、課題の提出及びその内容の
合否、テストの合否によって決定されます。具体的な成績基準は後述の『成績』の項を参照してくだ
さい。
๏ 信徒リーダー育成課程は年６回のモジュールクラスの受講で、三年間で終了することができます。こ
の課程を専攻する者は、入学許可から最長六年間で全科目を履修しなければなりません。また学期
制を希望する場合は、最短で一年半でこの課程を修了することが可能です。学期制を希望の方は、
別途お問い合わせください。

信徒リーダー育成課程スケジュール
YEAR ONE

YEAR TWO

YEAR THREE

基礎解釈学

旧約聖書概観１

基礎説教学

組織神学１

旧約聖書概観２

新約聖書概観１

組織神学２

クリスチャン生活２

新約聖書概観２

クリスチャン生活１

旧約聖書概観３

新約聖書概観３

組織神学３

旧約聖書概観４

聖書的カウンセリング

組織神学４

救済論

クリスチャン生活３

講解説教者育成課程
講解説教者育成課程は教える賜物を持ち、教会のリーダーとなるにふさわしい霊的に成熟した男性が、聖書を正
しく解き明かし、主が与えてくださる群れを導く者となることを目標とした課程です。この課程を履修すること
によって、学生は聖書を解き明かし、教会を導くために必要な知識と技術を得ることができます。当課程の修了
者には、The Master’s Academy International に所属する学校・団体から認知される修了証書が授与されます。
講解説教者育成課程修了者の姿
講解説教者育成課程を修了した学生は、信徒リーダー育成課程で習得することができる事柄に加えて、以下
の事柄を習得することができます。
๏ ギリシャ語及びヘブライ語を使ってより詳細な聖書の学びをすることができる
๏ 様々な神学大系及び教理の理解と批評
๏ より高度な聖書解釈論の理解とその適用
๏ 講解説教に関するより詳細な理解とその実践
๏ 牧会に関する基礎的な知識とその実践
๏ 教会のリーダーとしての生き方の吟味とその適用
講解説教者育成課程修了の条件
講解説教者育成課程を修了するためには必要単位を取得しなければなりません。単位取得の条件は以下の通
りです。
๏ 講解説教者育成課程は、信徒リーダー育成課程の54単位に46単位 (内、聖書原語25単位) を加えた全
100単位で構成されています。当課程では、信徒リーダー育成課程で取得したクラスの内容を補填す
る課題を終了し、すべての単位の平均点が「B-」評価以上の者が当課程を修了した者と認定されま
す。
๏ 各単位の取得は、クラスへの出席（または各メディアを介しての受講）、課題の提出及びその内容の
合否、テストの合否によって決定されます。具体的な成績基準は後述の『成績』の項を参照してくだ
さい。
๏ 講解説教者育成課程では、当学院の目的である３つの要素がこの課程の修了条件として審査されま
す。講解説教者としてしっかりとした解釈に基づいた適確な釈義をし、真理を明確に人々に伝えるこ
とができ、霊的に成熟した者として理解した真理をしっかりと実践することができるようになり、
教会のリーダーとして人に仕え、人を養い、人を導くことができる者に成長していることがこの課程
を履修する中で、教授及び牧会者たちによって吟味されます。
๏ 講解説教者育成課程は、一部オフサイトでの修学が可能ですが、最低一年間のオンサイトでの修学
が必須です。終了年数はオンサイトでの時間によって変動しますが、一般的には信徒リーダー育成課
程を修了後、二年間で終了することができます。この課程を専攻する者は、当課程受講許可から最
長四年間で全科目を履修しなければなりません。
๏ 当課程の学生は説教者育成課程スケジュールにあるクラスに加えて、教授または牧師との個人的弟子
訓練とチャペルへの出席が義務づけられます。

講解説教者育成課程スケジュール
YEAR ONE

YEAR TWO

ギリシャ語１

ヘブライ語１

ギリシャ語２

ヘブライ語２

ギリシャ語釈義１

ヘブライ語釈義

ギリシャ語釈義２

聖書緒論

講解説教学１

牧会学

聖書解釈学

講解説教学３

講解説教学２

終末論

オンラインでの受講に関して
当学院の各クラスはインターネットを介した通信教育での単位の取得が可能です。オンラインでの受講は、
申込時にあらかじめその旨を明記し、必ず当学院の通信教育担当者と授業開始前に具体的な受講方法に関する指
示を受けてください。また通信教育での受講内容確認の為に、オンラインでの受講者には特別な課題が出される
場合もありますので、あらかじめご了承ください。なお、受講費はオンライン受講の場合も通常の受講料と同じ
です。

聴講に関して
講解説教者育成課程には聴講制度はありませんが、信徒リーダー育成課程は聴講することが可能です。この
場合、聴講生は聴講生用受講料金に基づいて費用を納めることによってクラスの受講が可能です。聴講生には課
題の提出義務や出席に関する義務は一切ありません。ただし、聴講生でも後に追加受講料を支払い、課題を全う
することによって聴講したクラスを信徒リーダー育成課程の単位に加えることが可能です。この場合、聴講終了
後三年以内に申請をし、四年以内にすべての課題を全うしなければなりません。
聴講生用受講料金（全クラス共通）
受講手数料(1000円)＋受講料(5000円)＋及び教材費(2000円)

＝

8000円

修了証書に関して
当学院の信徒リーダー育成課程を修了した者には、当学院より修了証書が授与されます。また講解説教者育成課
程を修了した者には、The Master’s Academy International からの同課程修了証書が授与されます。これらの修
了証書は TMAI に属する全神学校で認められる証書であり、学生が望むならば The Master’s College and
Seminary への入学の際の判断基準の一つとして適用することが出来ます。

なお、各課程を修了するにあたって学生は全必修科目において及第点以上の成績を収めるだけでなく、霊的
リーダーとしてふさわしい働きと生活を各教会で証明することが求められています。詳しくは成績規定の項目を
参照してください。

クラスの内容
当学院で提供されるクラスは、大きく6つの分野に区分されています。信徒リーダー育成課程の学生は100番台か
ら300番台のクラスを受講し、講解説教者育成課程の学生は400番台から500番台のクラスの受講が必要になりま
す。また各分野には必須科目に加えて、選択科目もあります。これらのクラスは不定期で提供され、基本的にど
なたでも参加できるクラスとなっています。
聖書学
BE101 (3)!

基礎解釈学
聖書を正しく理解するための基礎となる解釈の基本を学びます。学生は歴史的・文法的・字義的
解釈がどのようなものであるかを理解し、解釈の原則を用いて聖句を観察し、そこにある真理・
原則を見出すことを学びます。

BE211 (3)!

旧約聖書概観 I
創世記から申命記までのモーセ五書に焦点を当てて、歴史的背景などを考慮しながら五書に共通
する主題を追っていきます。

BE212 (3)!

旧約聖書概観 II
前預言書と呼ばれるヨシュア記、士師記、サムエル記、列王記に焦点を当てて、歴史的背景など
を考慮しながらイスラエルの歴史を追っていきます。

BE213 (3)!

旧約聖書概観 III
後預言書と呼ばれるイザヤ書、エレミヤ書、エゼキエル書、そして小預言書12巻に焦点を当て
て、歴史的背景などを考慮しながらそれぞれの預言者たちのメッセージを追っていきます。

BE214 (3)!

旧約聖書概観 IV
諸書と呼ばれる詩篇、ヨブ記、箴言、ルツ記、雅歌、伝道者の書、哀歌、エステル記、ダニエル
書、エズラ記、ネヘミヤ記、そして歴代誌に焦点を当てて、歴史的背景などを考慮しながらそれ
ぞれの本のメッセージを学んで行きます。

BE221 (3)!

新約聖書概観 I
四福音書と使徒の働きに焦点を当てて、歴史的背景などを考慮しながらイエスと使徒たちの働き
を追っていきます。

BE222 (3)!

新約聖書概観 II
パウロ書簡に焦点を当てて、歴史的背景などを考慮しながらパウロの働きと教会に対して教えら
れた教義を学んで行きます。

BE223 (3)!

新約聖書概観 III
一般書簡と黙示録に焦点を当てて、歴史的背景などを考慮しながらそれぞれの書簡のメッセージ
を学んで行きます。

BE301 (2)!

聖書大綱（選択科目）
聖書各書の主題、アウトライン、重要な章や聖句、主要な登場人物や教理を学ぶことによって、
聖書全般の知識を高めます。

BE411 (2)!

創世記（選択科目）
創世記をいくつかの区分に分け、特定の重要な教理に焦点を当てながら講解していきます。

BE412 (2)!

申命記（選択科目）
約束の地に入ろうとするイスラエルの民に対してモーセが語った大切な教えを、いくつかの中心
的な章に焦点を当てて学びます。

BE413 (2)!

ダニエル１-６章（選択科目）
ダニエル書前半の歴史的な部分に焦点を当て、歴史的な背景の中でダニエルたちの信仰と彼らの
生涯を学びます。

BE421 (3)!

キリストの生涯（選択科目）
キリストの降誕から昇天までの地上での働きを時系列に沿って学びます。地理、政治、文化風習
などの歴史的背景を考慮しながら、福音書の記事の真実性を強調し、その調和の中で聖書が描く
キリストの地上での働きを学びます。

BE422 (2)!

イエスのたとえ（選択科目）
イエスが語られたたとえ話を学びます。マタイ13章と25章のたとえ話を中心に、たとえ話が語ら
れた意図、そしてそれぞれのたとえ話の意味を考えます。

BE423 (2)!

ヨハネの福音書（選択科目）
イエスが神の子であることを信じ、いのちを得るために書かれたヨハネの福音書を、歴史的背景
などを考慮しながら講解します。

BE424 (2)!

エペソ人への手紙（選択科目）
パウロの書簡の中でも救いと教会に関する非常に大切な教えがされているエペソ人への手紙を救
いに関する教理と教会に関する教理に特に焦点を当てて講解します。

BE425 (2)!

ピリピ人への手紙（選択科目）
クリスチャンの喜びと一致に関する非常に大切な教えがされているピリピ人への手紙を講解しま
す。

BE501 (3)!

聖書解釈学
聖書解釈の基礎を理解した上で、聖書解釈学の歴史を見ながら間違った聖書理解のアプローチや
現代の流行を検証します。またたとえ話、詩、預言などの解釈における注意点などを学び、より
高度で詳細な解釈をすることを学びます。[受講条件：BI101]

BE502 (3)!

聖書緒論
旧約聖書・新約聖書に関する聖典性や各種批評学を学びます。[受講条件：BI211, 212, 213, 214,
221, 222, 223]

BE521 (2)!

新約時代の歴史（選択科目）
新約聖書の書かれた紀元1世紀前後のギリシャ･ローマ文化と社会を学びます。地理、宗教、文
化、歴史などの聖書解釈に必要不可欠な知識を身に付けることができます。

BE522 (2)!

コリント人への手紙第一１２-１４章（選択科目）
聖霊の賜物という非常に大切なことに関して、コリント12-14章においてパウロが教える事柄の
詳細を吟味していきます。今日ある聖霊の賜物に関する教えに聖書から答えを見出していきます。

旧約聖書学
OT501 (4)! ヘブライ語 I
ヘブライ語の文法、構造、形態などの基礎の学びと簡単な翻訳をします。
OT502 (4)! ヘブライ語 II
ヘブライ語の釈義をするために必要な様々な知識と技術を身に付けます。[受講条件：OT501]
OT503 (3)! ヘブライ語釈義
ヘブライ語の聖書から、実践的な釈義を行います。文法や語彙の分析、本文批評などを実際に行
い、正しい聖書解釈をする方法を学びます。[受講条件：OT502]
新約聖書学
NT401 (4)! ギリシャ語 I
ギリシャ語の文法、構造、形態などの基礎を学びます。
NT402 (4)! ギリシャ語 II
ギリシャ語の文法、構造、形態などの基礎を学びとギリシャ語聖書からの簡単な翻訳をします。
[受講条件：NT401]
NT403 (3)! ギリシャ語釈義 I
ギリシャ語の釈義をするために必要な知識と技術を身に付けます。[受講条件：NT402]
NT404 (3)! ギリシャ語釈義 II
ギリシャ語の聖書から、実践的な釈義を行います。文法や語彙の分析、本文批評などを実際に行
い、正しい聖書解釈をする方法を学びます。[受講条件：NT403]
NT411 (2)! ヨハネの手紙第一釈義（選択科目）
ヨハネの手紙第一をギリシャ語のテキストから学んでいきます。歴史的・文法的解釈をもとに釈
義を施していきます。[受講条件：NT404]
牧会学
PT101 (3)!

基礎説教学
聖書を解き明かすために必要な要素を大系的に学びます。メッセージの命題、アウトラインなど
の役割を正しく理解し、どのように聖書の教えを人々に伝えるべきであるかを考察します。

PT211 (2)!

霊的リーダーシップ（選択科目）
聖書が教えるリーダーシップとはどのようなものか、またそのようなリーダーとなり、霊的リー
ダーを養成していく者となるためにどのような働きをしていくべきかを学びます。

PT321 (3)!

基礎聖書的カウンセリング
聖書に基づくカウンセリングが一般的なカウンセリングとどう違うのか、なぜ聖書的カウンセリ
ングを行うべきなのか、どのように聖書的カウンセリングをするのかということを学びます。

PT401 (3)!

講解説教学
講解説教とはどのような説教なのかを理解し、その定義にそって自らが講解説教者としての働き
を全うするための準備をします。Ⅱ 及び Ⅲ のクラスでは、学生は説教の実技を行い、メッセー
ジの準備、実践、そしてその適用に関しての評価をします。[受講条件：PT101]

PT501 (3)!

牧会学
牧師・長老として教会を導く者となるための条件、牧会の働きの内容、その優先順位の学び、ま
た実践的な教会での働きに関するディスカッションなどを通して、聖書が教える牧会のあり方を
考えます。

PT521 (2)!

聖書的カウンセリング I（選択科目）
聖書的なカウンセリングの基礎を学ぶことを通して、聖書的なカウンセリングと一般的な精神医
療との違いを明確に理解し、なぜ心の問題を解決するために聖書のみことばとその実践が必要な
のかを学びます。

PT522 (2)!

聖書的カウンセリング II（選択科目）
聖書的カウンセリングの原則に基づいて、具体的な問題に対する様々なアプローチを考察しま
す。また夫婦間や親子間の問題に対する聖書的な解決方法を考察します。[受講条件：PT521]

神学
TH101 (3)! 組織神学 I
組織神学の必要性やその根源と学びの重要性を考察する序論、神の本質とその働き、そして神の
啓示と被造物との関係を学ぶ神論、および聖書論について学びます。
TH102 (3)! 組織神学 II
キリストの本質と働きを学ぶキリスト論、聖霊の本質と働きを学ぶ聖霊論、および天使・サタ
ン・悪霊の性質と働きに関する天使論を学びます。
TH103 (3)! 組織神学 III
人の起源と性質に焦点を当てて学ぶ人間論、堕落とその報いに関して考察する罪論、およびキリ
ストの贖い、選び、新生、回心、義認、聖化、そして栄化を考える救済論を学びます。
TH104 (3)! 組織神学 IV
教会の起源、組織、礼典、そして働きに焦点を当てて学ぶ教会論、および聖書的契約、空中携
挙、艱難時代、キリストの千年王国、復活、そして最後の審判と永遠について考察する終末論を
学びます。
TH221 (3)! 救済論
聖書が教える救いについて、現代の教会にある混乱と聖書の教えを比較しながら考察していきま
す。[受講条件：TH103]
TH222 (2)! カリスマ神学（選択科目）
現代のキリスト教会内にある聖霊のバプテスマや霊的賜物に関する様々な見解を、特に第一コリ
ント12-14章を通して考察します。
TH321 (2)! 弁証論（選択科目）
使徒の働き17章にあるアテネでのパウロの弁証方法に焦点を当て、今日クリスチャンが行うべき
キリスト教弁証方法、および伝道方法を考察します。

TH411 (3)! 教会史 I（選択科目）
初代教会時代から宗教改革までの教会の歴史を、重要な人物、場所、教理に焦点を当てて考察し
ていきます。
TH412 (3)! 教会史 II（選択科目）
宗教改革から現代までの教会の歴史を、重要な人物、場所、教理に焦点を当てて考察していきま
す。
TH521 (3)! 終末論
聖書的契約、イスラエルと教会の関係、そして空中携挙と主の日に関して聖書の教えと預言から
考察していきます。[受講条件：TH104]
クリスチャン生活
CL101 (3)! クリスチャン生活 I
クリスチャンが神に喜ばれる生涯を歩んでいく上で理解しなければならない神の聖定、摂理、そ
してみこころについて学びます。
CL201 (3)! クリスチャン生活 II
クリスチャンが神に喜ばれる生涯を歩んでいく上で必要な原則を学びます。
CL301 (3)! クリスチャン生活 III
クリスチャンが神に喜ばれる生涯を歩んでいく上で助けとなる方法を学びます。
CL311 (2)!

聖書が教える家族（選択科目）
聖書の教えを通して、夫婦関係、夫の役割、妻の役割、親の役割、そして子どもの役割を考察し
ます。

CL312 (2)! 聖書が教える子育て（選択科目）
次の世代のクリスチャンを育てるために家庭においてどのような子育てをするべきなのかを聖書
の教えから学んでいきます。
CL321 (2)! 祈り（選択科目）
祈りとは何をどのようにすることなのかを聖書の教えに基づいて考えます。

成績に関する規定
当学院では以下の成績基準を設けています。
及第点
A! (95%-100%)!

あらゆる分野において最高の評価に値する理解を示す

A-! (93-94%)!

あらゆる分野において優秀な評価に値する理解を示す

B+! (90-92%)!

ほぼすべての分野において優秀な評価に値する理解を示す

B!

ほぼすべての分野において十分な評価に値する理解を示す

(85-89％)!

B-! (82-84%)!

ほぼすべての分野において基本的な理解を示す

C+! (79-81%)!

全般的には基礎的な理解あるが特定の分野において理解に難がある

C ! (75-78%)!

全般的には基礎的な理解があるが特定の分野において十分な理解がない

C- ! (72-74%)!

全般的に基礎的な理解がある

落第点
D! (60-71%)!

基礎的な理解に欠ける部分がある

F!

全般的に基礎的な理解に欠ける

(59%以下)!

各クラスにおける成績の判断基準は、クラス毎に提供されるノートの「クラス概要」で明記されていますが、基
本的に授業の出席と課題の提出及び内容評価によって判断されます。また聖書の理解に基づいて成熟した霊的
リーダーとなり、教会においてその賜物を生かすクリスチャンの育成を当学院は願っているため、学生が奉仕を
している教会の牧師、または霊的リーダーに、各学生の霊的成長度を評価してもらいます。授業すべてを及第点
で修了しても、この霊的成長度における評価があまりにも低い学生は、卒業不可となる場合もあります。

学生生活
出席
学生はすべての公式行事、及びクラスに出席する義務があります。何らかの不可避な理由で出席できない場
合、学生は当学院または教授に直接連絡する責任を負っています。断りのない欠席が続く場合（20％以上の欠席
がある場合）、最終成績からの減点という罰を受けることになります。また正当な理由のない遅刻や早退も減点
の対象になる場合があります。
勉学
レポートなど書面での提出物の場合、引用または参照部分は必ず「」を使ってその旨を明確にし、注釈に参
照文献を明示することが必要です。レポートは学生個人の勉学の成果とみなされますので、自分が原著者ではな
い場合は必ず明記するようにしましょう。
またクリスチャンとしての道徳を重んじるがゆえに、いかなる虚述やカンニング行為、盗用などの行為も厳
重に罰します。このような行為が発覚した場合、学生は自動的にクラスを落第し、場合によっては当学院での学
びの機会を剥奪されます。
提出物は期限通りに提出しましょう。忠実なしもべとして主に仕えて行くにあたって、決められたときまで
に与えられた責任を全うするのは、学ばなければならない大切な事柄の一つです。提出物の遅延は減点の対象と
なります。
服装
講解説教者育成課程の学生は「非難されるところのない」ように、神学生としてふさわしい服装を着用する
ことが求められます。特別な理由のない限りネクタイの着用を義務づけます。信徒リーダー育成課程の学生には
特に規定はありませんが、クリスチャンにふさわしい服装で講義に参加することをお願いしています。
教会での奉仕
学生は積極的に教会の奉仕に参加することが求められています。学んでいる事柄を実践する機会として奉仕
に励むこと、またリーダーとして様々な働きの現場で霊的リーダーシップを発揮することは、今後の働きにおい
て大きな財産となるだけでなく、働き人にふさわしい者であるかを吟味する良い秤になります。それゆえ、学生
は教会での働きを優先するように努めなければなりません。
生活態度
執事または長老の条件にふさわしい者になっていくために、生活態度においても学生は十分に注意する必要
があります。遊興や酩酊といった聖書的に罪と定められている行為や、法律に抵触する行為などは処分の対象と
なります。
またラジオ、テレビ、映画、雑誌、そしてインターネットなどの利用に関しても、聖さを保つことがない場
合は、処分の対象となります。

日本聖書学院：教理声明
聖書
当学院は、聖書が人に対して
書き記された神の啓示であること
を教える。神の啓示であるがゆえ
に、聖霊によって与えられた聖書
6 6 巻は、全てにおいて霊感を受け
た ( 十全霊感 ) 神のことばであるこ
とを教える(Ⅰコリント2:7-14; Ⅱペテ
ロ1:20-21)。
当学院は、神のことばが客観
的、命題的啓示であり ( Ⅰコリント
2:13; Ⅰテサロニケ2:13)、全ての単
語は逐語的に霊感を受け ( Ⅱテモテ
3:16)、その原著において、神の息
吹によって書かれた、全く誤りの

ことを教える。聖書の意味は、解

方はすべての事柄がご自身の栄光

釈者が聖霊の助け ( 啓蒙 ) の下に、
字義的、文法的 − 歴史的解釈方法
を熱心に適用する事によって見出

の為に起こるように定められ(エペ
ソ1:11)、すべての被造物およびあ
らゆる出来事を継続的に支え、導

される(ヨハネ7:17; 16:12-15; Ⅰコリ
ント2:7-15; Ⅰヨハネ2:20)。真理の正

き、そして支配している ( Ⅰ歴代史
29:11)。この方は主権者であるが、

しい適用は、全ての世代に対して
拘束力があることを認識するがゆ
えに、全ての信徒は聖書の真の意

罪の作者また賛同者ではなく(ハバ
クク1:13)、道徳と知性を有する被
造物の責任を必ず問われる ( Ⅰペテ

図と意味を注意深く確かめる責任
を担っている。しかし、人が聖書

ロ1:17)。この方は永遠の過去にご
自身の民とする人々を恵みの内に

の 真 実 性 を 裁 く こ と は 決 して な
い。常に聖書の真理が人を裁くの
である。

選ばれ(エペソ1:4−6)、この方の下
に来るすべての者を罪から救い、
そして養子とすることによって彼

神

らの父となられる(ヨハネ1:12; ロー
マ8:15; ガラテヤ4:5; ヘブル12:5-9)。

ない、無謬のものであることを教
える。

当学院は、生ける、唯一まこ
との神しか存在しないことを教え

当学院は、字義的、文法的 —
歴史的解釈法を教える。これは創
世記のはじめの数章が教える6日間

る(申命記6:4; イザヤ45:5-7; Ⅰコリン
ト8:4)。この神は無限であり、全知
の霊であり(ヨハネ4:24)、全ての属

での創造の働きを文字通り認める
解釈である(創世記1:31; 出エジプト

性において完全である。神は本質
において一人であり、永遠に父、

31:17)。
当学院は、聖書だけが信仰と
その実践に関する絶対的な基準を
制定すると教える(マタイ5:18; ヨハ
ネ10:35, 16:12-13; 17:17; Ⅰコリント
2:13; Ⅱテモテ3:15-17; ヘブル4:12; Ⅱ
ペテロ1:20-21)。
当学院は、神が聖書を通して
語られたこと、それが二重の原著
者という方法によるものであるこ
とを教える。これは聖霊が人間の
著者たちを特別に指揮し、個人的
特徴や著述スタイルの違いを用い
て、聖書全体においても、またそ
の一部においても一点の誤りもな
い(マタイ5:18; Ⅱテモテ3:16)神のこ
とばを人が書き記したということ
である(Ⅱペテロ1:20, 21)。

子、聖霊という(マタイ28:19; Ⅱコ
リント13:14)それぞれが礼拝と服従
を受けるにふさわしい三人格で存
在される。
父なる神
当学院は、三位一体の第一位
格であられる父なる神が、ご自身
の目的と恵みに基づいてすべてを
命じ、取り決めていることを教え
る(詩篇145:8; Ⅰコリント8:6)。この
方はすべてのものの創造主である
(創世記1:1−31; エペソ3:9)。唯一完
全で全能な全世界の支配者である
父なる神は、創造、摂理、そして
贖いにおいて主権者である ( 詩篇
103:19; ローマ11:36)。この方の父
性は三位一体の神における称号と
して、また人類との関わりにおい
て現されている。創造主として全

当学院は、聖書のどの箇所に
も複数の適用を見出すことができ

人類の父であるが(エペソ4 : 6 )、こ
の方は信徒だけの霊的な父である

るが、正しい解釈は一つしかない

(ローマ8:14; Ⅱコリント6:18)。この

子なる神
当学院は、三位一体の第二位
格 で あ ら れ る イエ ス ・ キ リス ト
が、あらゆる神としての卓越した
性質を所持していること、またこ
の方が父なる神と同格、同質、そ
して永遠に共存される方であるこ
とを教える(ヨハネ10:30; 14:9)。
当学院は、父なる神がご自身
の み こ こ ろ に 基 づ き 、 御 子 イエ
ス・キリストを通して「天と地と
その中のすべてのもの」を創造し
たことを教える(ヨハネ1:3; コロサ
イ1:15-17; ヘブル1:2)。
当学院は、受肉(神が人となる
こと)において、キリストが放棄し
たのは神としての権能であって、
身分においても性質においても神
としての本質を放棄したのではな
いことを教える。永遠に存在され
る三位一体の第二位格である方
は、人間に付随するあらゆる基本
的性質を受肉において受け入れ、
「神である人」となられたのであ
る(ピリピ2:5-8; コロサイ2:9)。
当学院は、イエス・キリスト
が区分することのできない統一性
をもって、人間性と神性を表して

いることを教える(ミカ5:2; ヨハネ

(マタイ28:6; ルカ24:38-39; 使徒2:30-31;

そして真実性(ヨハネ16:13)といっ

5:23; 14:9-10; コロサイ2:9)。

ローマ4:25; 8:34; ヘブル7:25; 9:24; Ⅰヨハ
ネ2:1)。
当学院は、キリストが墓から

たすべての神性と人格に関する属
性を所持していることを教える。
すべての神としての属性において

7:14; マタイ1:23, 25; ルカ1:26-35)、
受肉された神であること ( ヨハネ

よみがえられたことによって、神
が御子の神性を立証され、十字架

聖霊は父と子と同等であり、同じ
本質をなす(マタイ28:19; 使徒5:3-4;

1:1, 14)、この受肉は神を示し、人
を贖い、神の御国を統治する為で
あることを教える(詩篇2:7-9; イザ

におけるキリストの贖いの業を神
が受け入れたことの証明を与えた
ことを教える。イエスの肉体的な

28:25-26; Ⅰコリント12:4-6; Ⅱコリン
ト13:14; エレミヤ31:31-34とヘブル
10:15-17)。

ヤ9:6; ヨハネ1:29; ピリピ2:9-11; ヘ
ブル7:25-26; Ⅰペテロ1:18-19)。

復活は、すべての信徒が未来にお
いて復活のいのちを得ることの保

当学院は、全人類に関する神
のみこころを遂行するのは聖霊の

当学院は、受肉において三位
一体の第二位格である方が、 神と
しての属性を捨てることのないま

証でもある(ヨハネ5:26-29; 14:19;
ローマ4:25; 6:5-10; Ⅰコリント15:20,
23)。

働きであることを教える。創造(創
世記1:2)、受肉(マタイ1:18)、書か
れた啓示(Ⅱペテロ1:20-21)、また救

ま、神であるがゆえに持つあらゆ
る特権を行使する権利を横に置

当学院は、イエス・キリスト
が、空中携挙時にご自身のからだ

いの働き(ヨハネ3:5−7)において聖
霊は主権的な働きをされた。

き、子としての立場を取り、仕え
る者にふさわしい姿を取られたこ
とを教える(ピリピ2:5-8)。

である教会を迎え入れ、教会と共
に栄光のうちに再臨し、地上に千
年王国を設立されることを教える

当学院は、キリストのからだ
を設立し、それを完成させるとい
うこの時代独特の聖霊の働きが、

当 学 院 は 、 私 た ち の 主 イエ
ス・キリストが、ご自身の血を流

(使徒1:9-11; Ⅰテサロニケ4:13-18; 黙
示録20)。

キリストによって約束されていた
ように(ヨハネ14:16-17; 15:26)、父

し、十字架上で犠牲的死を遂げる
ことを通して私たちの贖いを達成
してくださったことを教える。こ

当学院は、主イエス・キリス
トを通して神がすべての人— 1) 信
徒(Ⅰコリント3:10-15;
Ⅱコリント

のもとから聖霊がやって来たペン
テコステの日に始まったことを教
える。聖霊の働きには世の罪と、

の死は、自発的なものであり、罪
を償う身代わりの死であり、神の

5:10)、2) 栄光の再臨時に地上に存
在する人々(マタイ25:31−46)、3) 白

義と、裁きを明らかにする事が含
まれ、また主イエス・キリストに

怒りをなだめ、人の罪を贖う死で
ある(ヨハネ5:15; ローマ3:24-25; 5:8;
Ⅰペテロ2:24)。

い御座の裁きの時にすべての未信
の死者たち(黙示録20:11−15)—を裁
くことを教える(ヨハネ5:22-23)。

栄光を帰し、信徒たちをキリスト
の似姿に変えるという働きがある
(ヨハネ16:7−9; 使徒1:5; 2:4; ローマ

当学院は、主イエス・キリス
トの死の有効性に基づき、主を信

キリストは神と人との仲介者 ( Ⅰテ
モテ2:5)、キリストのからだである

8:29; Ⅱコリント3:18; エペソ2:22)。

じる罪人が罪の報い、それに伴う
罰、罪の力、そしていつの日か罪
の存在自体から解放されること、

教会のかしら(エペソ1:22; 5:23; コ
ロサイ1:18)、またダビデの御座か
ら君臨されるやがて来る全世界の

る超自然的、主権的主体者であ
り、すべての信徒をキリストのか
らだに加えるバプテスマの働きを

そしてその罪人が義と宣告され、
永遠のいのちを与えられ、神の家

王として(イザヤ9:6-7; エゼキエル
37:24-28; ルカ1:31-33)、主として、

な す こ と を 教 え る ( Ⅰコ リ ン ト
12:13)。また聖霊は信徒の内に内住

族として加えられることを教える
(ローマ3:25; 5:8; 9:2; Ⅱコリント
5:14-15; Ⅰペテロ2:24; 3:18)。

また救い主としてキリストに信頼
を置かないすべての者を裁く最終
的な裁き主である(マタイ25:14-46;

し、信徒を清め、指導し、奉仕が
できるように力を与え、贖いの日
まで守る働きをなす(ローマ8:9-11;

使徒17:30-31)。

Ⅱコリント3:6; エペソ1:13)。

当学院は、主イエス・キリス
トが処女から生まれたこと(イザヤ

当学院は、私たちの義認が、
聖書に記されているとおりに、肉
体的におこったキリストの死から
の復活によって確証され、今この
キリストが天に昇られ、父なる神
の右の座におられ、そこで私たち
の弁護者また大祭司として執り成
しの働きをしていることを教える

聖霊なる神
当学院は、聖霊が神であり、
永遠で、他から派生した方ではな
く、知性(Ⅰコリント2:10-13)、感情
( エペソ 4 : 3 9 ) 、意思 ( Ⅰコリント
12:11)、永遠性(ヘブル9:14)、遍在
性(詩篇139:7-10)、全知性(イザヤ
40:13−14)、全能性(ローマ15:13)、

当学院は、聖霊が神性におけ

当学院は、聖霊が使徒と預言
者たちが神の啓示である聖書を書
き記すに当たって、彼らを全ての
真理に導いた教師であることを教
える(Ⅱペテロ1:19-21)。全ての信徒
は救いの瞬間から聖霊によって内
住され、こうして聖霊によって新
生した者は皆、聖霊に満たされる

(支配される)という責任を負ってい

という罰を受ける者、また神の怒

3:18, 19, 36; 5:40; Ⅱテサロニケ

る(ローマ8:9-11; エペソ5:18; Ⅰヨハ
ネ2:20, 27)。
当学院は、聖霊が教会に霊的

りの対象となり、本質的に堕落し
た、神の恵みによらなければ神に
喜ばれることを選ぶことも行うこ

2:10-12; 黙示録22:17)。しかし、主
権的恵みは救いという賜物を受け
る方法とその賜物自体を含むがゆ

賜物を施すことを教える。聖霊は
その力を誇示することによってご

ともできない者になったことを教
える。自らを罪のない状態に回復

えに、主権的選びは神の決定通り
の結果をもたらせる。御父がご自

自身やその賜物を讃えることをせ
ず、失われた者を贖う働きと聖な
る信仰の内に信徒を成長させるこ

する力を持たないゆえに、人は絶
望的な存在である。それゆえに人
の 救 い は 完 全 に 私 た ち の 主 イエ

身のもとに召す者は例外なく信仰
を持って神のもとに行き、信仰を
持って神のもとに来る者を神は受

とによってキリストの栄光を讃え
る(ヨハネ16:13, 14; 使徒1:8; Ⅰコリ

ス・キリストの贖いの業を通して
為される神の恵みによるものであ

け入れられる(ヨハネ6:37-40, 44; 使
徒13:48; ヤコブ4:8)。

る(創世記2:16, 17; ヨハネ3:36; ロー
マ3:23; 6:23; Ⅰコリント2:14; エペソ
2:1-3; Ⅰテモテ2:13, 14; Ⅰヨハネ1:8)。

当学院は、完全に堕落した罪
人に与えられる不相応な神の恵み
は、罪人自身の何らかの決断や、

成の為に全ての賜物を与えること
を教える。また教会の創成期に起

当学院は、すべての人がアダム
の内に存在していたがゆえに、ア

人がする選択に対する神の予知に
基づいて与えられるのではなく、

こった異言で語ることやしるしと
しての奇蹟の働きは、使徒たちが
神の真理を啓示する者であること

ダム の 罪 に よ って 堕 落 し た 性 質
は、イエス・キリストを除く全時
代の全人類に受け継がれたことを

神の主権的恵みとあわれみによっ
てのみ与えられることを教える(エ
ペソ1:4-7; テトス3:4-7; Ⅰペテロ

を示し、それを証明する為に起
こったことであって、決して信徒

教える。それゆえ、全ての人は本
質 的 に も 、 個 人 の 選 択 に お いて

1:2)。

の生涯に継続的に見られる特徴と
して与えられるものではないこと
を教える(Ⅰコリント12:4-11; 13:8-10;

も、また神の宣告においても罪人
である(詩篇14:1-3; エレミヤ17:9;
ローマ3:9-18, 23; 5:10-12)。

上の主権に基づいて理解するべき
ではないことを教える。神は真に
主権者であるが、神は特に全知

Ⅱコリント12:12; エペソ4:7-12; ヘブ
ル2:1-4)。

救い

性、正義、聖、知恵、恵み、また
愛といった神の全ての属性との調

人

当学院は、救いが人の功績や
行いによって与えられるのではな

和の内にこの主権を用いられる(マ
タイ11:25-28; Ⅱテモテ1:9)。

当学院は、人が神によって直
に、神の似姿に造られたことを教
える。人は理性と、知性と、意志

く、イエス・キリストの流された
血が為した贖いに基づく神の恵み
によって与えられるものであるこ

新生

と、自決と、神に対する道徳的責
任を持った罪のない存在として創

とを教える(ヨハネ1:12;
エペソ
1:4-7; 2:8-10; Ⅰペテロ1:18, 19)。

造された(創世記2:7, 15-25; ヤコブ
3:9)。

選び

ント12:4-11; Ⅱコリント３:18)。
当学院は、聖霊なる神は今
日、その主権に基づいて聖徒の完

当学院は、人の創造における
神の意図は人が神の栄光を讃え、
神との交わりを楽しみ、神のみこ
ころに沿って生きることであり、
これによって人に対する神の目的
をこの世で遂行することにあった
ことを教える(イザヤ43:7; コロサイ
1:16; 黙示録4:11)。
当学院は、啓示されていた神
のみこころと神のことばに対する
アダムの不従順の罪によって、人
は潔白を失い、霊的及び肉体的死

当学院は、選びが世界の基が
置かれる前に、キリストの内に神
が回心させ、救い、聖くする者た
ちを選ぶという神の行為であるこ
とを教える(ローマ8:28-30; エペソ
1:4-11; Ⅱテサロニケ2:13; Ⅱテモテ
2:10; Ⅰペテロ1:1, 2)。
当学院は、主権的選びが、悔
い改めとキリストを救い主であり
主であると信じるという人の責任
を否定することも、その責任に矛
盾することもないことを教える(エ
ゼキエル18:23, 32; 33:11; ヨハネ

当学院は、選びを単なる理論

当学院は、新生は神の性質と
いのちが与えられるという聖霊の
超自然的な働きであることを教え
る(ヨハネ3:3-8; テトス3:5)。これは
悔い改めた罪人が、聖霊の助けに
よって神が備えてくださった救い
に信仰をもって応答するときに、
瞬間的に起こる神のことばを媒介
として聖霊の力によってのみ達成
されるものである(ヨハネ5:24)。真
の新生は、正しい態度と行動に
よって証明される悔い改めにふさ
わしい実によって明示される(Ⅰコリ
ント6:19-20; エペソ5:17-21; ピリピ
2:12; コロサイ3:12-17; Ⅱペテロ
1:4-11)。この従順は信徒を主イエ
ス・キリストの似姿にますます変
えていく(Ⅱコリント3:18)。このキ
リストの似姿への変容は、キリス

トの再臨の時に起こる信徒の栄化

者に変えられていく(ヨハネ1 7 : 1 7 ,

当学院は、救われた者はすべ

において頂点を迎える(ローマ8:16,
17; Ⅱペテロ1:4; Ⅰヨハネ3:2, 3)。

19; ローマ6:1-22; Ⅱコリント3:18; Ⅰ
テサロニケ4:3, 4; 5:23)。
当学院は、救われた全ての人

て、神への心からの愛を証明する
ように、また私たちの救い主であ
り主である方の名を汚すことのな

が、日々キリストにある新しい創
造と肉の性質との間にある葛藤の

いように生きるべきであることを
教える。このような生き方は、私

中にいるが、内住する聖霊の力に
よって勝利を収めるに十分な助け
が備えられていることを教える。

たちに与えられた、受けるにふさ
わしくない神の恵みに対する深い
感謝の心から、そして偉大なる神

しかし、この葛藤は地上での生涯
が続く限り継続し、それが終わる

が私たち自身を完全に献げるにふ
さわしい方であるがゆえに為され

ことはない。それゆえに、この生
涯における罪の完全な根絶を説く
あらゆる教えは、非聖書的なもの

るのである。また当学院は、宗教
的な背教と世俗的で罪に満ちた行
動からのあらゆる関わりからの分

である。罪の根絶は起こり得ない
が、聖霊は罪に対する勝利を備え

離を神が私たちに命じていること
を教える(ローマ12:1, 2; Ⅱコリント

てくださる(ガラテヤ5:24; エペソ
4:22-24; ピリピ3:12; コロサイ3:9,
10; Ⅰペテロ1:14-16; Ⅰヨハネ3:5-9)。

7:1; ヘブル12:14; テトス2:11-14; Ⅰヨ
ハネ3:1-10)。

義認
当学院は、神の前で義とされ
るとは、神が、キリストへの信仰
のゆえに自らの罪を悔い改め(イザ
ヤ55:6, 7; ルカ13:3; 使徒2:38; 3:19;
11:18; ローマ2:4; Ⅱコリント7:10)、
キリストを主権者である主人とし
て告白した者たち(ローマ10:9, 10; Ⅰ
コリント12:3; Ⅱコリント4:5; ピリ
ピ2 : 11 )に対して、義を宣告すると
い う 神 の 業 で あ る こ とを 教 える
(ローマ8:30, 33)。この義は人の美
徳や行いとは一切関係がない(ロー
マ3:20; 4:6)。これは私たちの罪を
キリストに置き(コロサイ2:14; Ⅰペ
テロ2:24)、キリストの義が私たち
に転嫁されることに基づいている

保証

(Ⅰコリント1:2, 30; 6:11; Ⅱコリント
5:21)。これによって神は「義であ

当学院は、一度救われ贖われ
た者はすべて、神の力によって守

り、また、イエスを信じる者を義
とお認めになる」(ローマ3:26)こと
ができるのである 。

られているがゆえに、キリストの
うちにあって永遠に救いが保証さ
れていることを教える(ヨハネ5:24;

聖化

6:37-40; 10:27-30; ローマ5:9, 10; 8:1,
31-39; Ⅰコリント1:4-9; エペソ4:30;

当学院は、全ての信徒は義認
に よ って 神 に 聖 別 さ れ た 者 で あ
り、それゆえに聖なる者と宣告さ
れ、聖徒となっていることを教え
る。この聖化は瞬間的にもたらさ
れる信徒の立場に関することであ
り、漸進的聖化と混同してはなら
ない。この聖化は信徒の身分に関
することであり、現在の歩みや状
態に関することではない ( 使徒
20:32; 1コリント1:2, 30; 6:11; 2テサ
ロニケ2:13; ヘブル2:11; 3:1; 10:10,
14; 13:12; 1ペテロ1:2)。

ヘブル7:25; 13:5; Ⅰペテロ1:4, 5; ユダ
24)。
当学院は、聖書の教えに基づ
いて自らの救いの確信を喜ぶこと
は 信 徒 の 特 権 で あ る こ とを 教 え
る。同時にクリスチャンの持つ自
由を罪の生活や肉欲を満たすこと
の言い訳にしてはならないと聖書
が明示していることを教える(ロー
マ6:15-22; 13:13, 14; ガラテヤ5:13,
16, 17, 25, 26; テトス2:11)。
分離

当学院は、聖霊の働きによっ
てもたらされる漸進的聖化がある

当学院は、旧約・新約聖書を
通して罪からの分離が要求されて

ことを教える。これは神のことば
への従順と聖霊の力づけを通して

いること、そして聖書がはっきり
と終わりの日に背教と世俗的にな

信徒の状態がキリストの似姿に近
づけられていくことである。これ
に よ って 信 徒 は 神 の み こ こ ろ に

る人々が横行すると告げているこ
とを教える(Ⅱコリント6:14-7:1; Ⅱテ
モテ3:1-5)。

沿ったより聖い人生を歩むように
なり、主イエス・キリストに似た

教会
当学院は、イエス・キリスト
を信じるすべての者は聖霊によっ
てすぐに一つの霊的からだである
教会(Ⅰコリント12:12, 13)、キリス
トの花嫁(Ⅱコリント11:2;
エペソ
5:23-32; 黙示録19:7, 8)に加えられ
ることを教える。このからだの頭
は、キリストである ( エペソ 1 : 2 2 ;
4:15; コロサイ1:18)。
当学院は、キリストのからだ
である教会は、ペンテコステの日
に設立され(使徒2:1-21, 38-47)、キ
リストがご自身の民の為にやって
来られる空中携挙の時に完成する
ことを教える(Ⅰコリント15:51-52; Ⅰ
テサロニケ4:13-18)。
それゆえ当学院は、教会が生
まれ変わった信徒たちだけによっ
て構成されているキリストによっ
て作り出されたこの時代における
独特の組織であることを教える(エ
ペソ2:11-3:6)。教会はイスラエル
と は 別 の 存 在 で あ り ( Ⅰコ リ ン ト
10:32)、この時代まで啓示されるこ
とのなかった奥義である ( エペソ
3:1-6; 5:32)。
当学院は、新約聖書において
地域教会の設立と継続が明確に教

えられ、定義づけられていること

ス1:5)。当学院は、複数の真の教会

メッセージの信憑性を証明する唯

を教える(使徒14:23, 27; 20:17, 28;
ガラテヤ1:2; ピリピ1:1; Ⅰテサロニ
ケ1:1; Ⅱテサロニケ1:1)。また、霊

が信仰の提示と普及 ( 伝道 ) の為に
協力することは聖書的なことであ
ることを教える。ただし、どのよ

一の基準であり、メッセージを語
る人物やそのメッセージを証明す
るという役割を持った奇蹟に関す

的からだに属する者は、地域の集
会において共に行動するように命

うな協力をし、どれくらい協力す
るのかということに関して、地域

る賜物は、その役割をすでに終え
ている(Ⅰコリント13:8-12)。今日与

じられていることを教える(Ⅰコリン
ト11:18-20; ヘブル10:25)。

教会はそれぞれの牧師と彼らの聖
書解釈と適用に基づいて決断する
べきである(使徒15:19-31; 20:28; Ⅰコ

えられている賜物は、啓示に関連
しない、教化の為に与えられてい
る働きに関する賜物だけである

るとおり、教会における唯一最高
の権威者はキリストであること(エ

リント5:4-7, 13; Ⅰペテロ5:1-4)。

(ローマ12:6-8)。

当学院は、教会が自らを信仰

当学院は、今日誰一人として

ペソ1:22; コロサイ1:18)、またリー
ダーシップ、賜物、制度、戒規、
教会における礼拝はすべてキリス

において建て上げ ( エペソ
4:13-16)、みことばを教え(Ⅱテモテ
2:2, 15; 3:16-17)、交わりを保ち(使

癒しの賜物を有する者はいない
が、神は信仰による祈りに耳を傾
け、病に冒されている者や苦しん

トの主権によって定められている
ことを教える。聖書は長老たち(監

徒2:47; Ⅰヨハネ1:3)、礼典を守り(ル
カ22:19; 使徒2:38-42)、福音を全世

でいる者に対する神ご自身の完全
なみこころに沿って答えてくださ

督、牧師、また牧師-教師とも呼ば
れる男性たち; 使徒20:28; エペソ
4:11)と執事たちがキリストの下で

界に宣べ伝える(マタイ28:19; 使徒
1:8)ことによって神に栄光を帰すこ
とが、教会の存在目的であること

ることを教える(ルカ18:1-8; ヨハネ
5:7-9; Ⅱコリント12:6-10; ヤコブ
5:13-16; Ⅰヨハネ5:14, 15)。

仕え、教会の上に立つ者たちであ
ることを定めている。長老たちも

を教える(エペソ3:21)。
当学院は、全信徒が奉仕の働

当学院は、地域教会に対して
バプテスマと聖餐式という二つの

執事たちも聖書が定める資質に適
う人物でなければならない ( Ⅰテモ
テ3:1-13;
テトス1:5-9;
Ⅰペテロ

きに召されていることを教える(Ⅰコ
リント15:58; エペソ4:12; 黙示録
22:12)。

礼典が与えられていることを教え
る(使徒2:38-42)。クリスチャンに
なった者が受ける浸礼によるバプ

当学院は、これらのリーダー

当学院は、神が地上において
その目的を達成する際に、教会が

テスマ(使徒8:36-39)は、救い主の
十字架、埋葬、そして復活に対す

たちがキリストのしもべとして教
会を導き、治めること ( 1 テモテ
5:17-22)、また教会を導くに当たっ

協 力 す る 必 要 が あ る こ とを 教 え
る。この為に神は教会に霊的賜物
を 与 えて い る 。 神 は 特 定 の 人 々

る信徒の信仰の尊厳で美しい証で
あり、信徒自身の罪に対する死と
新しいいのちへの復活によっても

て、キリストの権威を彼らが有し
ていることを教える。会衆は彼ら

を、聖徒を整え、奉仕の働きをさ
せる為に選び(エペソ4:7-12)、また

たらされるキリストと結合を証す
るものである(ローマ6:1-11)。また

のリーダーシップに従わなければ
ならない(ヘブル1:7, 17)。

キリストのからだに属する一人一
人の信徒に、独特で特別な霊的能
力を与えている(ローマ12:5-8; Ⅰコ

これは、目に見えるキリストのか
らだ ( 教会 ) との交わりと、同一で
あることのしるしでもある ( 使徒

当学院は、聖書に記されてい

5:1-5)。

当学院は、弟子訓練 ( マタイ

2:41,42)。

28:19, 20; Ⅱテモテ2:2)、互いに対す
る 全 信 徒 の 相 互 責 任 ( マ タイ

リント12:4-31; Ⅰペテロ4:10, 11)。
当学院は、初代教会において

当学院は、聖餐式がキリスト

1 8 : 1 5 - 1 7 ) 、そして聖書の規準に
沿って実践される罪を犯している
教会員に対する戒規の必要(マタイ

二種類の賜物が与えられていたこ
とを教える。一つは直接的啓示と
癒しなどの奇蹟に関する賜物とい

の再臨の日まで為されるべきキリ
ストの死の記念と宣言であるこ
と、そして聖餐式は必ず厳粛な自

18:15-22; 使徒5:1-11; Ⅰコリント
5:1-13; Ⅱテサロニケ3:6-15; Ⅰテモテ

う、使徒たちのメッセージが信頼
の置けるものであることを確証す

己吟味の後に行われなければなら
ないものであることを教える ( Ⅰコ

1:19, 20; テトス1:10-16)の重要性を
教える。
当学院は、地域教会の自治を

る為に一時的に与えられた賜物で
あり(Ⅱコリント12:12;
ヘブル2:3,
4 ) 、もう一つは働きに関する賜物

リント11:23-32)。当学院は、聖餐
式の際に用いられるパンとぶどう
酒(ジュース)はキリストの身体と血

教える。地域教会は外部からの権
威 や 支 配 を 受 け ず、 自 治 権 を 持

という、信徒が互いの徳を高め合
うことによって成長する為に与え

の象徴でしかないが、聖餐式は特
別な形で臨在し、ご自身の民と交

ち、あらゆる個人的または組織的
階層制を持たないものである(テト

られた賜物である。新約聖書の啓
示が完成した今、聖書が人の語る

わりを持っておられるキリストと

の実際の交わりの時であることを

(黙示録20:4-6)空中再臨の時まで継

教える(Ⅰコリント10:16)。

続することを教える ( Ⅰテサロニケ
4:13-17)。この空中再臨時にクリス
チャンの魂と肉体は再結合され、

天使
聖い天使
当学院は、天使たちが被造物
であること、それゆえ礼拝の対象
ではないことを教える。天使は人
よりも高位の被造物であるが、神
に仕え、神を礼拝する為に創造さ
れている(ルカ2:9-14; ヘブル1:6, 7,
14; 2:6, 7; 黙示録5:11-14)。

栄光の身体に変えられ、主と共に
永遠を過ごすようになる(Ⅰコリント
15:35-44; 50-54; ピリピ3:21)。その
時まで、キリストにあって救われ
た者の魂は私たちの主イエス・キ
リストとの喜びに満ちた交わりの
内にとどまっている ( Ⅱコリント
5:8)。

艱難時代
当学院は、地上から教会が取
り除かれた直後から(ヨハネ14:1-3;
Ⅰテサロニケ4:13-18)、神の正当な
裁きが信仰のない世に与えられ(エ
レミヤ30:7; ダニエル9:27; 12:1; Ⅱテ
サロニケ2:7-12; 黙示録16)、これら
の裁きがキリストが栄光の内に地
上に再臨されることをもって頂点
を 迎 える こ とを 教 える ( マ タイ
24:27-31; 25:31-46; Ⅱテサロニケ
2:7-12)。この時、旧約時代の聖徒
と艱難時代に救われた聖徒は復活
し、生きている者たちは裁かれる
(ダニエル12:2-3; 黙示録20:4-6)。こ

堕落した天使

当学院は、すべての人が肉体
を持って、救われた者は永遠のい

当学院は、サタンは被造物で
ある天使の一人で、罪の創始者で

のちへと(ヨハネ6:39; ローマ8:10,
11, 19-23; Ⅱコリント4:14)、そして

あることを教える。サタンは、彼
の創造者に反逆することによって
神からの裁きを受ける者となった

救われていない者は裁きと終わる
ことのない罰へと(ダニエル12:2; ヨ
ハネ5:29; 黙示録20:13-15)復活する

(イザヤ1 4 : 1 2 - 1 7 ;
エゼキエル
28:11-19)。サタンはその堕落の際

ことを教える。
当学院は、死を迎えたときに

当学院は、艱難時代の終了

に多くの天使たちを道連れにし(マ
タイ25:41; 黙示録12:1-14)、エバを
誘惑することによって人類に罪を

救われていない者の魂は、魂と復
活した身体が再結合される(ヨハネ
5:28, 29)第二の復活の時まで罰を受

後、キリストが地上に来られてダ
ビデの王座に就き(マタイ25:31; ル

もたらした(創世記3:1-15)。
当学院は、サタンが公然に神

け続けることを教える ( ルカ
16:19-26; 黙示録20:13-15)。その後

と人の敵として宣言された存在で
あり(イザヤ14:13, 14; マタイ4:1-11;
黙示録12:9. 10)、イエス・キリスト

これらの者たちは白い御座の裁き
に引き出され(黙示録20:11-15)、火
の池である地獄に投げ入れられ(マ

の死と復活によって敗北を喫した
この世の支配者であり ( ローマ

タイ25:41-46)、神のいのちから永
遠に切り離される(ダニエル12:2; マ

16:20)、火の池において永遠に罰を
受ける者であることを教える(イザ
ヤ14:12-17; エゼキエル28:11-19; マ

タイ25:41-46; Ⅱテサロニケ1:7-9)。

タイ25:41; 黙示録20:10)。

教会の携挙
当学院は、7年間の艱難時代前
に主は、この地上からご自身の教

終末

会を天に召す(ヨハネ14:1-3; Ⅰコリ
ント15:51-53; Ⅰテサロニケ4:15-5:11)

死

為に、またこの空中再臨と聖徒を
伴って栄光の内にやって来られる
地上再臨の間に、一人一人の行い

当学院は、肉体的な死によっ
て、非物質的な意識が喪失するこ
とはなく(黙示録6:9-11)、魂と肉体
が分離され(ヤコブ2:26)、救われた
者の魂はすぐにキリストの臨在の
も と に 行 く こ とを 教 える ( ル カ
23:43; Ⅱコリント5:8; ピリピ1:23)。
また、救われた者に対してこの分
離の状態は、第一の復活が始まる

に応じて信徒に報いを与える為に
(Ⅰコリント3:11-15;
Ⅱコリント
5:10)、私たちの主イエス・キリス
トが直接、肉体を持って再臨され
る こ と を 教 え る ( Ⅰテ サ ロ ニ ケ
4:16)。

の期間はダニエルの 7 0 週の預言を
含んでいる(ダニエル9:24-27; マタ
イ24:15-31; 25:31-46)。
地上再臨と千年王国

カ1:32, 33; 使徒1:10, 11; 2:29, 30)、
地上で千年間に渡るメシアの王国
を設立することを教える ( 黙示録
20:1-7)。この時代に、復活した信
徒たちはキリストと共にイスラエ
ルと地上のすべての国々を治める
(エゼキエル37:21-28;
ダニエル
7:17-22; 黙示録19:11-16)。この支配
は反キリストと偽預言者が打ち破
られ、サタンがこの世から取り除
かれた後に起こる(ダニエル7:17-27;
黙示録20:1-6)。
当学院は、この王国自体が自
らの不従順のゆえに権利を放棄し
た彼らの土地にイスラエルの民を
連れ戻すという(申命記28:15-68)、
イスラエルに対する神の約束の成
就 で あ る こ とを 教 える ( イザ ヤ
65:17-25; エゼキエル37:21-28; ゼカ
リヤ8:1-17)。不従順の結果、イス
ラエルは一時的に退けられたが(マ
タイ21:43; ローマ11:1-26)、悔い改
めを通して再び目覚め、祝福の土
地へと導き入れられる ( エレミヤ

31:31-34; エゼキエル36:33-38; ロー

続いて、サタンは火と硫黄の池に

20:7-15)、救われた者たちが神と共

マ11:25-29)。

投げ込まれ(マタイ25:41;
黙示録
20:10)、すべての人の裁き主である
キリストは(ヨハネ5:22)、白い御座

にある永遠に続く栄光の状態に入
れられること、その後にこの世の
構成要素が消滅し(Ⅱペテロ3:10)、

和と義と長寿によって特徴付けら
れ(イザヤ11; 65:17-25; エゼキエル

の裁きにおいて大きい者も小さい
者も皆よみがえらせ、裁かれる。

義なる者たちだけが存在する新し
い地に取って代わることを教える

36:33-38)、サタンの解放と共に終
わりを告げることを教える(黙示録
20:7)。

当学院は、この救われずに死
んだ者たちが裁かれる為に起こる
復活が肉体的な復活であり、これ

(エペソ5:5; 黙示録20:15, 21, 22)。

救われていない者の裁き

によって彼らは裁きを受け(ヨハネ
5:28, 29)、火の池における、意識を

となり、そこで彼らは永遠に神と
の交わりと互いの交わりを楽しむ

持ったままで受ける終わることの
ない罰に入れられることを教える
(マタイ25:41; 黙示録20:11-15)。

(ヨハネ17:3; 黙示録21, 22)。私たち
の主イエス・キリストは、救いの
働きを完了され、この王国を父な

永遠

る 神 に 明 け 渡 し ( Ⅰコ リ ン ト
15:23-28)、あらゆる領域において

当学院は、主によって統治さ
れるこの時代が、調和と公正と平

当学院は、キリストによる千
年間の統治の後にサタンが解放さ
れると(黙示録20:7)、サタンは地上
の民を惑わし、聖徒と聖なる都に
戦いを挑む為に彼らを集め、その
戦いにおいてサタンとその軍勢は
天から送られる火に飲み込まれる

当学院は、千年王国、サタン
の一時的解放、そして未信者の裁

ことを教える(黙示録20:9)。これに

きの後に(Ⅱテサロニケ1:9;

黙示録

この後に天の都が天からやっ
て来て(黙示録21:2)、聖徒の住まい

三位一体の神が永遠に君臨するよ
うになる(Ⅰコリント15:28)。
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