沿

革

（宗）聖書宣教会

1958 年、東京都杉並区久我山に牧師、伝道者の養

聖 書 神 学 舎

成を願って「聖書神学舎」が開校されました。創立者
は、舟喜順一、羽鳥明、ドナルド・ホークの各師です。
爾来、ただ主の恵みによって、また日本の諸教会の祈
りとご支援のもとで、特定の教派・教団にかたよらな
い、真に超教派の神学校として、今日まで 500 名以

みことばを宣べ伝えなさい。

上の働き人を宣教の現場に送り出してきました。今も
大半の卒業生は、全国各地で直接伝道にたずさわって

時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。

おり、海外での宣教に召されている働き人も少なくあ

寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、

りません。

また勧めなさい。

1959 年に東京都杉並区浜田山に土地建物を取得し、
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以後 30 年間浜田山校舎を中心に働きが継続しました。
1983 年に「聖書宣教会」の名称で宗教法人格を取得
し、1989 年に、現在の羽村市に新しい土地を取得し、
新校舎に移転しました。
今後もみことばの教育と献身者としての訓練に
よって広く主の教会に仕えてゆく神学校を目指して
います。

お祈りを感謝いたします
聖書宣教会 理事長

清水 昭三

聖書宣教会のためにお祈りくださりありがとうござ
います。50 年の歩みを振り返りながら、改めて、主と
教会に仕える学び舎であらせていただきたいと願って
おります。これからの時代においては、良く訓練され
た働き人がますます必要になって来るでしょう。聖書
宣教会では、さらに充実した教育環境を整えて献身者
の兄姉たちをお待ちしております。これから後も、主

入会に関するお問い合わせは事務局まで。
要覧、過去問題があります。
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が、聖書宣教会を主の働き人研鑽の場として用いてく
ださるようお祈りいただければ幸いです。

2009 年 11 月 現在
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聖書神学舎への招き
献身を考えている兄弟姉妹たちへ
校長

コースの概要
聖書神学舎本科（３年課程、４年課程）
伝道者としての召命が明確な者で、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ためのコースです。
旧・新約聖書を、原語（ヘブル語・ギリシャ語）で学び、
聖書に対する理解を深め、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。

鞭木 由行

聖書神学舎聖書科（２年課程）
私たちの学び舎は、約 50 年前、みことばに仕える
ことを願う献身者の学びと訓練とのために設立され
ました。その教育の主眼とするところは、聖書信仰に
堅く立って、直接宣教に従事する牧会者また伝道者を
養成することでした。
若きサムエルが、神の召しに対して「お話しくださ
い。しもべは聞いております」と答えて、その働きを
始めたように、みことばに仕えることを願う者は、何
よりもまず神のみことばに聞くことの訓練を必要と
しています。この学び舎が、初めから力を入れてきた
のは、啓示された神のみことばと、原典においてじっ
くりと向き合い、そこから神の御声を直接聞き取るこ
とでした。３年ないし４年間 (聖書神学舎本科)、ま
たは２年間 (聖書神学舎聖書科)、そのような学びと
訓練を受けることは、今後の奉仕の生涯にとってかけ
がえのない備えになると信じています。ともすれば人
間的経験や方法論が先行し「主のことばを聞くことの
ききん」（アモス 8:11）が忍び寄る中、主に生涯を献
げようとする方々が、この学び舎においてまずみこと
ばの訓練を受けられることを心より願っております。
さらに、この学び舎では、研修生は原則として全寮
制による研修生活をいたします。同じ召しを受けた者
たちが、日々礼拝をともにし、互いに祈り合う交わり
の中で、トータルな訓練の場を提供しています。主の
教会に仕えることを願う方々が、ここでの研修を通し
て整えられて行くことを祈り願っています。

■

聖 書 専 攻
伝道者としての召命が明確な者で、修了後は教会の多様
な働きにつくことを目指す方のためのコース・専攻です。
聖書語学はギリシャ語かヘブル語の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

在校生の「ひとこと」

山口

尚美

2009 年 度 ４ 年 生

山と川を見渡せるのどかな学舎で、主からのお取り扱いは
日々絶え間なくあります。それは「大変」とか「忙しい」こ
ととは少し違うもの。早天祈祷会や授業、チャペル、個々の
課題をはじめ、係活動や掃除、食卓での会話という日常の一
コマで、神と人と自分と向き合います。そして、のどかさか
らは程遠い自らを思い知らされるのです。けれども恵みとあ
われみの主がおられ、隣を見れば忍耐にあふれた教職員、同
じ召しに応える友がいます。宣教会のどこを歩いても、何を
していても、主からのお取り扱いが続きます。

伝道者としての召命が明確な者で、修了後は伝道者とし
て、また教会音楽奉仕者として主の教会に仕えることを
目指す方のためのコース・専攻です。基本は聖書神学舎
聖書科・聖書専攻と同じです。聖書神学舎聖書科・聖書
専攻における聖書の学びに加えて、聖書に基づく教会音
楽の理論と実技とを学びます。

教師･講師
鞭木由行 (校長、教務主任)、赤坂 泉 (研修生活主任、
事務局長)、津村俊夫 (研究図書主任、図書館長)、
久利英二、松本任弘、内田和彦、遠藤勝信、岳藤照子、
飯島千雍子 他多数

費用
研修費は月額 3.2 万円（教会音楽専攻は 3.5 万円）、寮費・
食費を含めた単身寮生の年間の納付金額は約 70〜75 万円
です。実際には、この 2 倍以上の予算が必要で、聖書宣教
会の働きが諸教会からの献金によって力強く支えられてい
ることを、主に感謝しています。
※ その他のコース、聴講制度、信徒の方のための拡大教育
については、要覧、ウェブサイト等をご覧ください。

卒業生の「ひとこと」

徳永

大

2000 年 度 卒 業 生

神学生の頃、舟喜順一先生に尋ねたことがありました。
「○○をさらに学ぶにはどこに行けばいいですか？」と。す
ると順一先生はにっこり笑ってこう言われました。「主に教
えていただきなさい」。この言葉の衝撃を今も忘れられませ
ん。結局、私が宣教会で学び得たのはこの一事でした。主に
教えていただく喜び ! ひたすらみことばに聴き、みことば
に生かされる喜び ! 愛する宣教会に集う全ての方に、この
全き喜びが満ち溢れますように !!
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