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神

学

部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

THE50720 春 霊性の歴史 山岡 3-536
THE50930 春 聖書学演習 雨宮 3-571A

※１ 通 　英語（一般外国語）

2
（11：00～ 12：30）

THE10300 春 旧約聖書Ⅰ 雨宮 紀-109
THE31100 春 イエス・キリストⅠ 岩島 3-222

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

THE50800 春 キリスト教文学Ⅰ 片山 1-408 THE50500 春 パストラル・ケア 武田 9-352
THE60150 春 聖書ヒブル語原典研究Ⅰ（物語テキストの講読） 佐久間 9-352 THE60110 春 キリスト教英語文献研究 増田 紀-107

4
（15：15～ 16：45）

THE50510 春 宗教体験と人間性 武田 11-606 THE10500 春 新約聖書Ⅰ 川中 11-405
THE50400 春 教義学演習Ⅰ（信仰と教義学） 岩島 9-458
THE50950 春 福音書 小林 紀-B112

5
（17：00～ 18：30）

THE52400 春 聖書ギリシア語Ⅰ 阿部 12-401

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
THE50850 春 グレゴリオ聖歌と典礼音楽 HENSELER Ewald 夏期集中
THE91801 春 卒業論文（08 年次生以前）Ⅰ 神学科教員 08 年次生以前対象
THE91901 春 卒業論文（08 年次生以前）Ⅱ 神学科教員 08 年次生以前対象
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＜ 2010 年度　通年・春学期　神学部　時間表＞

水 木 金 土

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

THE10700 春 キリスト教学入門 コ）川中 11-305 THE20100 春 旧約聖書概説 雨宮 8-307 THE20300 春 キリスト教の歴史Ⅰ 川村 8-307 THE50900 春 モーセ五書 佐久間 S-VI
THE50100 春 キリストの教会Ⅰ 阿部 12-401 THE50120 春 シンボルとサクラメントⅠ 具 3-325 THE50150 春 カトリックとプロテスタント 山岡 紀-B112

THE50620 春 平和学 小山 11-519 THE50970 春 パウロ 朴 1-106
THE50740 春 自然科学とキリスト教Ⅰ 瀨本 9-252

THE10800 春 キリスト教と哲学Ⅰ HAIDAR 9-349 THE50530 春 倫理と霊性 片山 1-301 THE21500 春 神と人間Ⅰ（罪と原罪） 光延 3-535 THE68500 春 宗教科教育法Ⅰ 山岡 S-VI
THE20500 春 現代世界の中のキリスト教Ⅰ コ）具 8-308 THE53900 春 哲学思想史Ⅰ 宮本 11-205 THE50730 春 キリスト教の霊性 川中 神学部共用室

THE64300 春 終末論 光延 8-307 THE52800 春 キリスト教ラテン語Ⅰ 宮本 紀-109

※１ 春 情報リテラシー演習
THE50550 春 生圏の倫理 瀨本 1-103 THE50630 春 人権と対話の政治学 AUGUSTINE 4-185
THE50830 春 教会音楽Ⅰ（中世からバロック） 国本 11-311 THE50860 春 キリスト教建築 具 4-175
THE52600 春 聖書ヒブル語Ⅰ 雨宮 3-535

※１ 春 キリスト教人間学 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
THE50760 春 キリスト教文学思想 片山 11-305 THE50200 春 キリスト教の成立とその時代 宮本 11-606 THE50770 春 生活と聖書 武田 1-206

THE50560 春 ボランティア論 池田 紀-B107
THE53700 春 信仰と知識Ⅰ 中村 10-B105A

※１ 通 英語（一般外国語）
THE60130 春 聖書ギリシア語原典研究Ⅰ（物語文学の講読） 小林 10-B109
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神

学

部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

THE50540 秋 人間教育とキリスト教 瀨本 紀-B112
THE68900 秋 宗教史 山岡 3-536

※１ 通 英語（一般外国語） ※１ 秋 ウエルネスと身体

2
（11：00～ 12：30）

THE11600 秋 キリスト教倫理Ⅰ 竹内 11-505 THE10400 秋 旧約聖書Ⅱ 雨宮 紀-109
THE31200 秋 イエス・キリストⅡ 岩島 3-222

※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

THE50820 秋 キリスト教の美術 松原 4-183 THE50140 秋 諸宗教と神学 増田 11-321
THE60160 秋 聖書ヒブル語原典研究Ⅱ（韻文テキストの講読） 佐久間 神学部共用室

4
（15：15～ 16：45）

THE68600 秋 宗教科教育法Ⅱ 武田 11-326 THE10600 秋 新約聖書Ⅱ 川中 11-405
THE50410 秋 教義学演習Ⅱ（神学とスピリチュアリティー） 光延 3-223
THE50960 秋 ヨハネ福音書と初代教会の諸文書 小林 紀-B112

5
（17：00～ 18：30）

THE52500 秋 聖書ギリシア語Ⅱ 阿部 12-401

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

【その他の科目】
登録コード 開講期 科目名 担当教員名 備考
THE66000 秋 教会法概論 菅原　裕二 秋学期集中
THE91802 秋 卒業論文（08 年次生以前）Ⅰ 神学科教員 08 年次生以前対象
THE91902 秋 卒業論文（08 年次生以前）Ⅱ 神学科教員 08 年次生以前対象



55

＜ 2010 年度　通年・秋学期　神学部　時間表＞

水 木 金 土

登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

THE50110 秋 キリストの教会Ⅱ 阿部 12-401 THE20200 秋 新約聖書概説 川中 11-215 THE20400 秋 キリスト教の歴史Ⅱ 川村 8-307 THE50910 秋 旧約聖書の物語文学 佐久間 S-VI
THE50710 秋 愛とケアの思想史 髙山 8-208 THE50610 秋 民族関係論 小山 11-505 THE50940 秋 詩編と知恵 雨宮 3-223
THE66400 秋 カトリック社会思想 小山 11-326 THE50750 秋 自然科学とキリスト教Ⅱ 瀨本 9-252

THE10900 秋 キリスト教と哲学Ⅱ HAIDAR 9-349 THE11700 秋 キリスト教倫理Ⅱ 竹内 12-201 THE21600 秋 神と人間Ⅱ（創造と救済） 光延 3-535
THE20600 秋 現代世界の中のキリスト教Ⅱ コ）光延 8-308 THE54000 秋 哲学思想史Ⅱ 宮本 11-205 THE52900 秋 キリスト教ラテン語Ⅱ 宮本 紀-109

THE60300 秋 情報社会のキリスト教演習 山岡・佐久間・川中 COM-C

THE50840 秋 教会音楽Ⅱ（古典派から２０世紀） 国本 11-311 THE50600 秋 道徳哲学 HAIDAR 紀 -113 THE50640 秋 政治と宗教 AUGUSTINE 4-185
THE52700 秋 聖書ヒブル語Ⅱ 雨宮 3-535 THE50920 秋 預言者 雨宮 11-528

※１ 秋 キリスト教人間学 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）
THE50870 秋 典礼の歴史と霊性 石井 11-615 THE64400 秋 性の倫理 竹内 3-221 THE50700 秋 悪の思想史 髙山 8-208

※１ 通 英語（一般外国語）
THE60120 秋 キリスト教ラテン語原典研究 宮本 2-507 THE60140 秋 聖書ギリシア語原典研究Ⅱ（書簡文学の講読） 小林 8-309

THE60400 秋 ボランティア演習 山岡・池田 紀 -108
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