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学部 研究科

学科 専攻

１．教育活動

（１）本学における担当授業科目

（２）その他

作成した教科書・教材・参考書

その他教育活動上特記すべき事項

アーツ英会話クラス　教材 2013年5月−2015年3月

2014年4月−2014年7月

2014年4月−2014年7月

2014年4月−2015年3月 小学校 5-6年生聖書科用教材作成

小学校１、２、５、６年生課外英会話クラス教材作成

園児英会話クラス教材作成

セミナー用資料作成

幼児から成人のための英会話教材作成

関東学院小学校 5-6年生聖書科　教材

関東学院六浦小学校 オリーブキッズ(課外英会話ク
ラス)　教材

関東学院六浦こども園 「英語で遊ぼう」クラス　教材

第４回KGU高等教育セミナー「外国語による教授法
セミナー（入門編）」　教材、資料

2015年 8月

オンライン授業用教材作成

第４回KGU高等教育セミナー「外国語による教授法
セミナー（入門編）」講師

2015年 8月 外国語による教授方法について学内教師及び職員に解説

関東学院小学校 父兄聖書クラス講師 

関東学院小学校  チャペル講話

2014年4月−2014年7月

2014年4月−2014年7月

2011/3/1

2013年5月−2015年3月 幼児から成人の英会話を指導

聖書科を担当

チャペル（月２回程度）と特別礼拝の講和を担当（年４回程度）

小学校１、２、５、６年生課外英会話クラス担当

３クラスの園児 「英語で遊ぼう」担当

チャペルの講話（臨時）

講義名： Interdisciplinary Survey on Environmental Issues

関東学院小学校 父兄聖書クラス  教材 2014年5月−現在 聖書クラス教材作成

2014年4月−2015年3月関東学院小学校 5-6年生聖書科講師

アーツ英会話クラス講師

Wilfrid Laurier University ゲスト講義

教育方法・教育実践に関する発表、講演等

博士前期：　　無　　　　　博士後期：　　　無

キリスト教学（技術者としての倫理）[土木]
現代社会に横たわる主な倫理的諸問題の問題性、課題、留意点、解決方法等についてキリスト教の基
本的な人間観、世界観、自然観、倫理観から観察、理解、評価する。また、個人的見解を展開、発展さ
せる。

　　　准教授　　　

　　冨田　茂美

　　博士（神学）

大学院における研究指導担当資格の有無

キリスト教と現代社会（B）
現代社会に横たわる主な倫理的諸問題について、キリスト教の基本的な人間観、世界観、自然観、倫理
観から観察、理解、評価する。また、個人的見解を展開、発展させる。

キリスト教と現代思想（B） 
キリスト教の思想における人間観を学び、現代社会とその思想への関わりを調べる。更に、20世紀のキ
リスト教思想家、運動家等の例を取り上げ、その思想や生き方、現代社会に果たした役割を観察、理
解、評価する。

2018年度方針･計画授業科目名

聖書、特に新約聖書におけるイエスキリストの生き方、教えを学ぶことの中から、現代に生きる我々の行
動指針を見つけ出すこと。

キリスト教学（聖書）[土木]
聖書、特に新約聖書におけるイエスキリストの生き方、教えを学ぶことの中から、現代に生きる我々の行
動指針を見つけ出すこと。

キリスト教学（技術者としての倫理）[電気・ スポーツ]
現代社会に横たわる主な倫理的諸問題の問題性、課題、留意点、解決方法等についてキリスト教の基
本的な人間観、世界観、自然観、倫理観から観察、理解、評価する。また、個人的見解を展開、発展さ
せる。

キリスト教学（B）
聖書、特に新約聖書におけるイエスキリストの生き方、教えを学ぶことの中から、現代に生きる我々の行
動指針を見つけ出すこと。

自校史と建学の精神　[国際文化、人間共生、栄養] 「KGUキャリアデザイン入門」の第３回と第４回を担当。

2014年4月−2015年3月

関東学院六浦小学校 オリーブキッズ(課外英会話ク
ラス)講師

関東学院六浦こども園 「英語で遊ぼう」クラス講師

関東学院六浦こども園  チャペル講話

聖書クラス担当（月１回）2014年5月−現在

2014年4月−現在

職名

氏名

学位

年月（西暦） 摘要授業以外の教育活動等

高等教育研究・開発センター

学科

研究科

専攻
所属

McMaster Divinity College ゲスト講義 201１年; 2012年
講義名: Interdisciplinary Seminar, Women in Christian History, 及び Systematic
Theology

キリスト教学（聖書）[電気・ スポーツ] 

Trinity Western University ゲスト講義 2012/9/1
講義名: Principles of Biology, 及び Introduction to Biology–Ecology and
Biodiversity

ACTS Seminarie　講義　教材 2013年5月−現在



2

２．研究活動

2013年度以降に発表した著書・論文等

単著共著
の別

編者・著者名
（共著の場合のみ） 該当頁

（著書）

共著
関東学院両小学校・
両中学校聖書科整備
検討委員会編

pp52-58,
67-68,
78-79,
88-89

（学術論文）

単著

単著 pp2-3

単著

(研究ノート)

単著

（書　　　評）

単著

(報告レポート)

単著

（学会発表）

単独発表

共催・共
同発表

単独発表

単独発表

単独発表

単独発表

３．社会活動等

※テーマ記載にあたって、ア.地域貢献・連携　イ.産官学連携　ウ.大学間連携等に関する事項については、ア.イ.ウの記号をもって省略可

４．管理運営等

「男女の役割と創造物語―理性(reason)により堕落
前の状態を理解することについて―」

『科学と人間』

2019年 (予定)「心の動く学びの会：効果的な聖書講座法を求めて」

『高等教育研究・開発
センター年報』

“Women in Ministry” 

「Training of Conflict Transformation Trainers
(TCTT)報告レポート」

第4号 2018年 12月(予定)

American Academy of Religion, Western Region2017年 3月 17日
“Gender Roles and the Use of Reason to Obtain
Knowledge of Conditions before the Fall”

キリスト教教育 教育実践力向上セミナー礼拝担当

ACTS Seminaries 非常勤講師 2013年5月－現在

女性の役割に関する神学

キリスト教平和学
Training of Conflict Transformation Trainers
(TCTT)参加

セミナーに参加。

キリスト教教育
関東学院小学校 父母聖書クラス講師（１回／
月）

講義内容の充実、参加者との交流を図る。

キリスト教教育・宣教活動 関東学院大学 チャペル講話担当 春学期、秋学期に３キャンパスにおいてチャペルでの講話を行う。 

キリスト教教育 関東学院・大学出版物への執筆 『告知版』、『いんまぬえる』等の出版物への随時執筆。

2018年度方針･計画

新任教職員研修会の礼拝メッセージ

地域貢献・連携　ア キリスト教公開講座　講師 (横浜市関内メディアセンター) (2016-現在）

キリスト教公開講座

来住英俊 『キリスト教は役に立つか』 第3号 2017年 11月
『高等教育研究・開発
センター年報』

“Calvin, Nature, and Women” 　vol. 27 no. 2, 2013
Priscilla Papers  (pen
name: Sam Arts)

「聖書を学ぶ意味：人間として成長するということ」 vol. 368 May 2016 『告知版』

2017年 9月 27日 Asia Pacific Baptists Congress

Interpretation:A Journal of Bible and Theology  に応募する。

「いのちを考える　—　『神のかたち』より」

「キリスト教が現代社会に果たした役割」

「宗教改革は女性にとって有益だったか」 キリスト教公開講座

キリスト教公開講座

関東学院第三号理事 2014年10月25日−現在

Women in Christian History の講義(2013年5月－8月)

研究テーマ 研究概要

『キリスト教と文化』

『関東学院聖書科整備への手引き』 2017年  10月 関東学院大学出版会

キリスト教公開講座

2017/10/17

2017/5/13

2016/5/16

2018年 (予定)

地域貢献　ア ヴァンクーバー ミャンマー バプテスト教会　牧師 （ヴァンクーバー、カナダ） (2003−2006, 2012)

キリスト教教育 「シグマ」（関東学院大学生サークル）顧問 月例会参加、活動への随時協力。

名称等 期間（西暦）

「神と出会った人：Elizabeth C. Stantonが理解した
神と女性」

2018/11/9

大学教会連携　ウ アメリカンバプテスト インターナショナルミニストリーズ　協力宣教師 (2014-現在）

キリスト教教育・宣教活動
「かんらん」（関東学院大学生の聖書学習会）
顧問

夏季合宿、月例食事会、聖書の学び。

 キリスト教の「男女の役割」とその聖書解釈
法についての研究を継続する。

発行又は発表の
年月（西暦）

発行所、発表雑誌又は
発表学会等の名称

（セミナー共催・発表）

テーマ 概要

著書・学術論文等の名称
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関東学院大学宗教主事 2016年4月1日−現在

関東学院評議員 2014年5月24日−現在

アメリカンバプテスト協力宣教師 2014年4月1日−現在


	様式

