
 2022 年度上智大学神学講座 
免許法認定公開講座（文部科学省認定） 

1 講座からお申し込みいただけます 

１． 時間割（各１単位）  

※参考書：M.ヒーリー著、田中昇・湯浅俊治共訳『カトリック聖書注解 マルコによる福音書』（2014年、サンパウロ） 

２．受講資格 

《一般聴講》  神学的研鑚を求めるすべての社会人に開放されており、年齢・資格を問いません。 

《単位聴講》     既に中学･高校の他教科の教員免許状を有し、新たに宗教科教員免許状取得を希望する方。 

 

３．聴講料 

受講料 20,000 円 1 講座（1 単位）あたりの金額です 

登録料 6,000 円 初めて神学講座をお申し込みの方のみ。 

この手続きは一度すれば次年度以降も有効です。 

以前に神学講座 (夜間･集中) において手続き済みの方は必要ありません。 単位修得履修料 14,000 円 
 

一度納入された上記費用は、大学の都合で開講中止になった場合及び開講前にキャンセルの届けがあった場合を除き、 

返金できませんのでご了承ください。 

東 京 上智大学四谷キャンパス  （定員各 50 名）                    〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1 

開催期間 7 月 25 日（月）～ 7 月 29 日（金） 8 月 1 日（月）～8 月 5 日（金） 8 月 8 日（月）～8 月 12 日（金） 

申込期限（必着） 7 月 15 日（金） 7 月 22 日（金） 7 月 29 日（金） 

第１講義        

9:15～11:45 

宗教科教育法 22-1 
キリスト者の召命： 

人と神の出会いと交わり  
マルコ福音書を読む 

教科の指導法 宗教学 宗教学 

小林 由加 

清泉女子大学 
星美学園短期大学 

非常勤講師 

酒井 陽介 田中 昇 

東京カトリック神学院講師 
上智大学神学部非常勤講師 

東京教区司祭 
※参考書あり 

上智大学神学部准教授 
イエズス会司祭 

第２講義 

13:00～15:30 

破局と希望 宗教科教育法 22-2 グレゴリオ聖歌の霊性に学ぶ 

「教理学、哲学」 教科の指導法 宗教史 

阿部 善彦 

立教大学文学部教授 

李 聖一 西脇 純 

西南学院大学国際文化学部教授 上智大学神学部非常勤講師 
イエズス会司祭 

第３講義 

16:00～18:30 

教会論Ⅰ 典礼によるパストラルケアー パウロの神学 

「教理学、哲学」 宗教学 宗教学 

阿部 仲麻呂 

東京カトリック神学院教授 
上智大学大学院非常勤講師 

サレジオ会司祭 

フィルマンシャー・ 

アントニウス 
久保 文彦 

上智大学神学部助教 
イエズス会司祭 

上智大学基盤教育センター 
嘱託講師 

大 阪  上智大学大阪サテライトキャンパス （定員各 40 名） 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-12-8 サクラファミリア 2階  

開催期間 10月 15日（土）・16日（日） 12月 17日（土）・18日（日） 2023 年 2 月 18 日（土）・19 日（日） 

申込期限（必着） 10 月 7 日（金） 12 月 9 日（金） 2 月 10 日（金） 

（土） 

9:15～11:45 

13:00～15:30 

16:00～18:30 
（日） 

9:15～11:45 

13:00～15:30 

聖歌に学ぶ降誕祭の霊性 キリスト教教理史２ 宗教科教育法 22-3 

宗教学 宗教史 教科の指導法 

西脇 純 

西南学院大学国際文化学部教授 

角田 佑一 松村 康平 

上智大学神学部非常勤講師 
上智大学神学部助教 
イエズス会司祭 



 

 

４．申込方法 

① 受講する講座と会場をお選びください。1 講座からお申し込みできます。 

② 「2022 年度上智大学神学講座申込書」に必要事項を記入してください。 

「申込書」はホームページからダウンロードできます。 

③ 本学指定の銀行口座に必要金額をお振り込みください。振込先口座は「申込書」に記載してあります。 

振込手数料はご負担ください。受講証がお手元に届くまで、振込明細は必ず保管してください。 

④ 次の書類を教職・学芸員課程センターへ郵送してください。 

①の「申込書」 

②の振込明細の写し。 

・ネットバンキングの場合は決済完了の画面コピー等、支払い済みが確認できるもの。 

・指定の「振込依頼書」を使用の場合はⒷ「上智大学神学講座払込確認票」を切り離してご送付ください． 

⑤ ③の書類が到着後、ご入金内容と照合のうえ当センターから受講証をお送りします。 
 

   ※定員に達した場合、講座によっては定員を増員する場合がありますが、増員することができない場合は 

   先着順（教職・学芸員課程センターに申込書が届いた順）に受付させていただきます。 

 

５．宗教科免許状について  
「教育職員免許法第６条別表第４」に定める要件を満たすことが必要です。 

単位修得に関しての詳細は、勤務校の所在する（現職の教員でない方は居住地の）都道府県教育委員会に必ず 

ご確認ください。 

 

取得しようと

する免許 
有することを必要とする免許状 

最低修得単位数 

教科に関する専門的

事項に関する科目 各教科の指導法に

関する科目 
合計 （宗教学 宗教史 

「教理学、哲学」   
各分野１単位以上） 

高等学校一種 

（宗教） 
他教科の高等学校専修または一種免許状を有する方 20 4 24 

中学校一種 

（宗教） 
他教科の中学校専修または一種免許状を有する方 20 8 28 

中学校二種 

（宗教） 

他教科の中学校専修または一種または二種免許状を

有する方 
10 3 13 

※過去に同名称の科目を単位修得された場合は同一科目とみなされ、宗教科教員免許状取得に必要な単位には加算されませんので、  

くれぐれもご注意ください。 

 

６．単位の修得について 
講義時間数の 5 分の 4 以上に出席し、かつ講義終了後の試験またはレポートに合格（評価 A～D）すると、 

各講義の所定単位を修得できます。 

 

７．キャンセルについて 
やむを得ない理由により講座をキャンセルされる場合、講座開始日前の金曜日 1３時までに申し出を受けたもの 

に限り、1 講座につき手数料 3,000 円を差し引いた金額を返金いたします。 

  

8．その他 

①講師や他の受講生に迷惑をかける行為があった場合、以降の受講をお断りすることがあります。 

②感染症の拡大、交通機関の遅延、自然災害、講師の急病等のやむを得ない事情により、実施方法の変更や、開講中止

となる場合がございます。予めご了承ください。変更が生じた場合はホームページでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上智大学神学講座 HPはこちら→ 

または 

上智大学神学講座で検索 

上智大学  

教職・学芸員課程センター 
〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 

TEL.03-3238-4175 FAX.03-3238-4168 

JR中央線・総武線、東京メトロ丸の内線・ 

南北線「四ッ谷駅」より徒歩 5 分  

東京メトロ有楽町線「麹町駅」より（大学東門ま

で） 徒歩 7分 


