202１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（下記の科目は全て１単位）
東 京

会場

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 TEL.03-3238-4175

開催期間

7 月 26 日（月）～ 7 月 30 日（金）

8 月 2 日（月）～8 月 6 日（金）

8 月 9 日（月）～8 月 13 日（金）

申込期限（必着）

7 月 16 日（金）

7 月 23 日（金）

7 月 30 日（金）

『ミサ：典礼における言葉と
所作の聖書的意味』

『宗教科教育法 21−1』
第１講義
9:15～11:45

『キリスト教と人権』

（教科の指導法）

（宗教学）

（宗教学）

小林 由加
上智大学神学部非常勤講師

田中 昇
上智大学大学院神学研究科
非常勤講師、東京教区司祭

久保 文彦
上智大学神学部嘱託講師

※注 1、テキスト事前購入有

『宗教科教育法 21−2』

『友愛と正義』

（教科の指導法）

（教理学・哲学）

第２講義
13:00～15:30

『ことばと典礼：
グレゴリオ聖歌に学ぶ』
（宗教学）

李 聖一
上智大学神学部非常勤講師
イエズス会司祭

西南学院大学国際文化学部教授

『ｴｷｭﾒﾆｽﾞﾑ 2-ｶﾄﾘｯｸ教会と

『典礼と民間信心』

（教理学・哲学）

ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ教会との対話』

（宗教学）

阿部 仲麻呂

（教理学・哲学）

フィルマンシャー・

上智大学大学院神学研究科非

角田 佑一
上智大学神学部助教
イエズス会司祭

アントニウス
上智大学神学部助教
イエズス会司祭

阿部 善彦
立教大学文学部教授

西脇 純

『神義論（悪・自由意志・
苦をめぐって）』
第３講義
16:00～18:30

常勤講師、東京カトリック神学
院教授、サレジオ会司祭

※注 1、各自で講座開催前にご購入ください。 使用テキスト『ミサ聖祭 聖書にもとづくことばと所作の意味』
エドワード・スリ, 田中 昇, 湯浅 俊治（2020 年、フリープレス社、ISBN-10 : 4434277316）2,200 円（税込み）

大 阪

会場

上智大学大阪サテライトキャンパス

10 月 16 日（土）・17 日（日）

開催期間

10 月 8 日（金）

申込期限（必着）
（土）

『いのちのこよみ：

9:15～11:45
13:00～15:30
16:00～18:30
（日）

12 月 18 日（土）・19 日（日）

2022 年 2 月 19 日（土）・20 日（日）

12 月 10 日（金）

2 月 10 日（木）

『キリスト教教理史 1』

典礼暦とグレゴリオ聖歌』

（宗教史）

（宗教学）

角田 佑一
上智大学神学部助教
イエズス会司祭

西脇 純

9:15～11:45
13:00～15:30

（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 TEL.06-6450-8741

西南学院大学国際文化学部教授

『宗教科教育法 21−3』
（教科の指導法）

松村 康平
上智大学神学部非常勤講師

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

登録料

6,000 円

単位修得履修料

14,000 円

1 科目（1 単位）あたりの金額です
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。

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。

４．申込方法
① 「2021 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。

② 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。

③ 次の書類を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。
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。

④

※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（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

資格

必要な単位数

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

教科に関する専門的事項に関する科目２０単位（宗教学、宗教史、
「教理学、哲学」
の各分野１単位以上）と
教科の指導法に関する科目４単位の
合計２４単位

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

教科に関する専門的事項に関する科目２０単位（宗教学、宗教史、
「教理学、哲学」
の各分野１単位以上）と
教科の指導法に関する科目８単位の
合計２８単位

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

教科に関する専門的事項に関する科目１０単位（宗教学、宗教史、
「教理学、哲学」
の各分野１単位以上）と
教科の指導法に関する科目３単位の
合計１３単位

※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
課程センター（TEL 03-3238-4175 E-Mail katei-co@sophia.ac.jp ）へご連絡ください。
以下の期日までに申し出を受けたものに限り、1 科目につき手数料 3,000 円を差し引いた金額を返金いたします。
月曜開始の講座（東京）
・・・講座開始の前週の金曜 15 時

例：7 月 26 日（月曜）開始の講座→７月 23 日（金曜）15 時
土曜開始の講座（大阪）
・・・講座前日の金曜日 15 時
これ以降のキャンセルは返金できませんので予めご了承ください。

8．その他
★集中神学講座（免許法認定公開講座）は公開学習センターで開講しておりましたが、同センターは 2019 年度を
もって閉室いたしました。これに伴い、2020 年度より課程センターが事務を執り行うことになりました。
★2022 年度より一般聴講の方の受付を停止させていただく予定です。
★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。
★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、開講中止と
なる場合がございます。予めご了承ください。

上智大学課程センター
〒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

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

