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いつも私ども神学生のために、祈りをもって支えて下さっている全国諸教会・伝道所の皆様に心か

ら感謝致します。神学校週間を迎えるにあたり、新入生・在校生からのご挨拶をまとめてみました。

ぜひご覧いただき、西南学院大学神学部・大学院神学研究科を身近に感じていただければ幸いです。 
 

      2015年度西南学院大学神学部学生会 

 

大学院博士後期課程２年 城 俊幸（たち としゆき） 

西戸崎キリスト教会牧師 

 

西戸崎キリスト教会牧師に召され、牧会も途切れることなく１２年目、メッセ

ージも２２００回。青野太潮先生・須藤伊知郎先生の指導のもと、博士論文で

は「パウロの聖書引用」を中心に「聖書引用からみるパウロの救済論」と「パ

ウロの予型論的思考」を執筆中。昨年度は「賛美歌『いつくしみ深き』の作詞

年」を大学院紀要に発表し、年度末には「新卒１年前・自主研修会」を主催し

ました。主の導きと皆様のお祈りに支えられ、牧会と学びが続けられています。

tachi757@gmail.com 何かありましたらメールください。 

 

 

大学院博士前期課程２年 泉 選也 （いずみ えりや） 

推薦教会：バプテスト野方キリスト教会 研修教会：西戸崎キリスト教会 

 

ついに六年間の学びにも終わりの時が来ようとしています。一年次からの入学、

キリスト教人文学コースから神学コースへの転コース、学生会長、卒業論文や

二回に及ぶ大学院受験、この他にも多くのことがありました。どれもが決して

楽なものではありませんでした。しかしそれも全て伝道者として仕えるために

あったのだと思います。そして言うまでもなく最後の年こそ今迄で最も大変な

一年になると思います。それでも神を信頼し、他者を信頼し、自分を信頼して、

これからの将来に期待しつつ、乗り切ることができるよう願っています。 
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大学院博士前期課程２年 河端 真理子（かわばた まりこ） 

推薦教会：福岡新生キリスト教会 研修教会：福岡新生キリスト教会 

 

全国諸教会の皆様のお祈りとお支えに、心から感謝致します。神学校での学び

と献身生活も 4 年目になり、最終学年になりました。3 年間の歩みを振り返っ

てみる時、『主の小道はみな恵みと、まことである。All the paths of the Lord 

are mercy and truth.』（詩編 25編 10節）という思いです。『あなたのみ言葉

はわが足のともしび、わが道の光です。』（詩編 119編 105節）何歩も先はわか

らなくても、次の一歩は確実に示して下さる。最後の 1年も一歩一歩主に従っ

て、神学生としての学びの日々を締めくくりたいと思います。 

 

 

大学院博士前期課程２年 國分 美生（こくぶん みお） 

推薦教会：市川八幡キリスト教会 研修教会：鳥栖キリスト教会 

 

昨年ミッションスタディーツアーでルワンダを訪れたことで、これまで探り続

けてきた自分の神学の根は「和解と平和作り」にあったと、はっきり気づかさ

れました。そして、キリストの福音は和解の宣言である、という事にも。かね

てから「傷つき痛み、迷い悩む人々と共に聖書を読み、共に主に立ち上がらせ

ていただきたい」と思い続け、今、そこにさらに「み言葉を携え、共に福音を

宣べ伝えるようにと背中を押され出ていきたい」との願いが加えられました。

「牧師の仕事は祈ること・愛すること」。いつも覚え、最終学年を大切に学ん

でいきます。 

 

 

 

大学院博士前期課程１年 青木 紋子（あおき あやこ） 

推薦教会：南光台キリスト教会 研修教会：姪浜バプテスト教会 

 

３年目の学びの時が与えられました。大学院では「バプテスト教会における教

会と国家」をテーマに学びを進めています。バプテスト史の講義を通して、バ

プテストであるというアイデンティティが与えられたことが大きな転機とな

りました。この取り組みを通して、「聖書に立つこと」、「バプテストであるこ

と」が、本当に大事なことなのだと思わされております。そしてそれが当たり

前のようで当たり前でなく、簡単なようで難しいなと感じております。（権威

主義、効率主義などの聖書以外の○○主義、ではなく。）あと２年、がんばり

ます。 
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大学院博士前期課程１年 広木 愛（ひろき あい） 

推薦教会：田隈バプテスト教会  研修教会：久留米荒木キリスト教会 

 

田隈バプテスト教会の広木愛です。4 月からの生活はすべてが初めてで不安と

期待にあふれた毎日です。去年まで人文コースで自分勝手な学びをしてきまし

た。今年度から、一番足りなかった「教会」に祈られ支えられて、大学院の学

びが始められたことを感謝いたします。教会までの 2時間の恵みを味わいなが

ら、新しい一年、学校での学びと教会での備えの時を過ごしていきたいです。

大学院では、バプテスト教会における教会教育について学びを始めています。

欠けだらけの器です。お祈りください。皆様の日々のお祈りとお支えを感謝い

たします。 

 

 

 

大学院博士前期課程１年 福久 織江（ふくひさ おりえ） 

出身教会：函館キリスト教会  研修教会：バプテスト野方キリスト教会 

 

大学院に入り、素晴らしい環境で学びが許されている恵みと皆様のご支援とご

加祷の有り難さを、心から実感できる余裕がやっと心に生まれました。修士論

文では悪魔論及び霊的な戦いをテーマに、悪の本質を洞察すべく須藤教授のご

指導のもと研究致します。教会形成についても考察を進め、愛し合い仕えあう

群れとなる為の道筋を聖書から聞き取り、具体的に実現することが出来るよう

学びを深めていく所存です。神との関係の中でしか、自分の信仰の実存をもっ

てしかみ言葉を語ることができないことを胸に刻み、主のお役に立てるよう訓

練を続けていきたいと考えております。是非引き続きお祈り下さいませ。 

 

 

神学専攻科神学専攻 米本 裕見子（よねもと ゆみこ） 

推薦教会：南名古屋キリスト教会  研修教会：平尾バプテスト教会 

 

お祈りとお支えを心から感謝します。学部を卒業し、4 月から最後の一年を過

ごしています。毎春、別れと出会いがあり、２年で古株です。10か月後には自

分も旅立ち遣わされるのだという思いと覚悟をもって、貴重な学びと備えの時、

一日一日を感謝し愛おしんでいます。神が命を懸けて与えて下さった愛と言葉

にとどまり、お伝えする難しさと喜びをかみしめつつ委ねていきます。コロサ

イ 3：12－17が示されました。慈愛、謙遜、柔和、寛容、愛、優しさ、平和…

御霊の実を求めます。キリストの平和が私たちの心とこの地をおおいますよう

に。 
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神学部４年 酒井 朋宏 （さかい ともひろ） 

推薦教会：日本バプテスト名古屋キリスト教会 研修教会：鳥飼バプテスト教会 

 

「神学とは自らの信仰を説明すること」と今は理解しています。それはすなわ

ち「あなたがたのうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明

のできる用意をしていなさい」（第 1ペテロ３，１５）の御言に従うことです。

その弁明が自分勝手な解釈や理屈でないかどうかを専ら吟味する過程が今の

学びだと思います。そして、聖書の御言には苦しみ悩む人に希望を与える確か

な力があると信じて、将来教会に仕えることのできる牧者となるべく、今年も

御言に誠実に取り組んでいきます。皆さんのご支援とお祈りに心より感謝申し

上げます。 

 

 

神学部４年 三上 充 （みかみ まこと） 

推薦教会：金沢キリスト教会 研修教会：自由ケ丘キリスト教会 

 

いつもお祈りしていただき、支えていただきありがとうございます。神学校で

の学びが２年目を迎えました。昨年度は、私たちと信実な関係を絶対に結び続

けている方が神様であるということを、さまざまな学び、出会い、経験を通し

て確信させられました。「関係を結び続けて下さる神様」を土台にして、今年

度はさらに学びを深め、広げていきたいです。そして昨年度以上に、神様と他

者のために、実際に行動を起こしていきたいです。教会に連なるお一人お一人

の祈りに押し出されて、私たちは行動のための一歩を踏み出すことができるの

です。 

 

 

 

神学部４年 元川 信治 （もとかわ しんじ） 

推薦教会：調布バプテスト教会 研修教会：日本バプテスト福岡基督教会 

 

ベタニヤのマリアに倣う生き方を選んで、２年目となりました。多くの兄弟姉

妹に支えられて、主の足もとに座っての学びがあります。ありがとうございま

す。隔ての壁を乗り越えて、共に生きるための神学を究めていきたいと願って

います。学部最終年次となり、今年度は教育実習、卒業研究に臨みます。「３

～４世紀の教会の歩みが、現代の私たちに語りかけている使信」、が研究テー

マです。 
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神学部３年 伊藤 真嗣 （いとう まさつぐ） 

推薦教会：相模中央キリスト教会 研修教会：古賀バプテスト教会 

 

主の御名を賛美致します。主の導きにより、教会の皆様の祈りと励ましに支えら

れ、4 月から西南学院大学で学びを始めることができました。神学を学べば学ぶ

程、ますます知らないことばかりだということに気づかされ、砕かれるばかりで

す。全てをご存知なのは、主のみであると改めて思う毎日です。あせらず、主に

委ねて感謝し祈りつつ、1 歩 1 歩進んでまいります。これからも主に感謝し仕え

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

神学部３年 遠藤 光子 （えんどう みつこ） 

推薦教会：別府国際バプテスト教会   研修教会：筑紫野二日市キリスト教会 

 

私はクリスチャンホームに生まれ、教会で育てられました。20年間礼拝奏楽者

として用いていただいた他、教師や執事の働きを通して教会のいろはを学ばせ

ていただきました。大学時代には信仰的挫折を経験し、心身共に非常に辛い思

いをした事もあります。しかし生きた屍状態だった時に主の愛に捕えられ命が

救われました。主によって救われた命、人生を主のために献げたいという思い

が与えられ、その為に多くの神の家族が祈り手となり今も支えて下さっていま

す。小さな器ですが、近い将来主のお役に立てるよう、日々感謝して学びに励

みます。 

 

 

神学部３年 紺田 剛孝（こんだ よしのり） 

推薦教会：田辺キリスト教会  研修教会：福岡ベタニヤ村教会 

 

私には、マルコ福音書 10：45 より「主を道しるべとし歩む者として、人に仕

える事によって神に仕えること。」との召命が与えられ、「主に人に、教会に仕

える者として町の牧師として、救いと恵みの福音を伝える者となりたい。」と

の応答を持ち現在に至ります。大半の方は私を見て「普通だな。」と思われる

でしょう。その通りです。私は何の特徴も無い普通のキリスト者です。だから

こそ、どうか祈って下さい。あなたのために、あなたの兄弟姉妹友人のために、

また、目に映る全ての人のために働き仕える牧者となれるようにどうか祈って

下さい。 
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神学部３年 酒井 信（さかい しん） 

推薦教会：緑の牧場キリスト教会 研修教会：博多キリスト教会 

 

ハレルヤ。主の御名を賛美いたします。牧師の息子として生まれ、幼少の頃、

「大きくなったら牧師になる！」と言っていたことを覚えています。それから

暫くの時が経ち、不思議な体験を通して召命を頂きました。昨年度仕事を辞す

る前、主が祈りの中で以下の御言葉を語って下さいました。 

『あなたたちは喜び祝いながら出で立ち 平和のうちに導かれて行く。』(イザ

ヤ 55:12) 

現在、その御言葉通り、喜びと平和のうちに主が導いて下さっていることを感

謝します。主が日々私を整え、御心のために用いられる器として造り変えて下

さいますように。 

 

神学部３年 永山 辰原 （ながやま ときはら） 

推薦教会：福岡西部バプテスト教会 研修教会：福岡城西キリスト教会 

 

この度、皆様のご支援とお祈りに支えられ、神学部での学びをスタートさせる

ことができました。これまで見守り導き、全てを整えて下さった神様に感謝し

ます。 

振り返れば、自らの為に生き、自らの業を成す為に生きてきたこれまででした。

それとは決別し、神様の前で正しく、仕える器になれるよう、本学での学びを

進めて参りたいと思います。様々な困難が待ち受けているだろうと思いますが、

同時にそれ以上の喜びがこの道にはあると思います。引き続きのご支援とお祈

り、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

神学部３年 平野 健治 （ひらの けんじ） 

推薦教会：大井バプテスト教会 研修教会：長住バプテスト教会 

 

イエス・キリストは私の人生を大きく変えてくださいました。その事にできる

限りの応答をしたい。その祈りの中で、１３年勤めた仕事を辞め、神学部に飛

び込みました。大きな期待とともに、大きな不安もあります。それでも出身教

会や、研修教会の皆様、様々な方の祈りが私を支えてくださっています。私は

与えられたものに感謝しつつ、３つのことを大切に学びたいと思います。１つ

目は、共に祈る仲間のことを大切にすること、２つ目は失敗と恥を恐れず学び、

チャレンジすること。３つ目は明るく楽しく（冗談を交えながら）進むことで

す。イエス様を見上げて歩みます。 
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選科３年 吉田 尚志 （よしだ なおし） 

推薦教会：盛岡バプテスト教会 研修教会：西戸崎キリスト教会 

 

皆さまのお祈りとご支援によって、日々の学びと生活が護られていますことを

心より感謝致します。おかげさまで卒業年次を迎えることができました。自分

にとって神学部においてのまとめの時となるように、最後の一年も精一杯励ん

で参ります。卒業論文は、「史的イエスのメシア意識」をテーマに取り組みま

す。史的イエスの真正の言葉、あるいはそ行為の中心にあるメシア意識につい

て探求します。この学びを、キリスト者として生きる自分自身の大切な糧とし

たいです。 

 

 

 

選科２年 永松 博 （ながまつ ひろし） 

推薦教会：バプテスト野方キリスト教会 研修教会：バプテスト野方キリスト教会 

  

激しく流れ去る日々のなかで溺れないように必死だった、1年目。振り返ると

ここまで主が私を助けてくださったことを思い、私はまた一つ、記念の石（エ

ベン・エゼル）を心に据えました。今までも主が助けて下さった。だからこの

先も必ず助けて下さる事を信じます。2年目は大きく広がった流れの中で備え

られた事柄に丁寧に向き合い、神学をしていきたいと思います。 

【ご報告】私事ですが、今年 3月に主のみ前で結婚の誓いをさせていただきま

した。主にあって一つとされた連れ合いと共に主に仕えていきたいと願ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

選科２年 宮田 祐亮 （みやた ゆうすけ） 

推薦教会：富山小泉町キリスト教会 研修教会：鳥飼バプテスト教会 

 

ハレルヤ！すべての恵みを感謝いたします。神学生として何不自由なく学びと

奉仕に専念できる環境を感謝いたします。愛する家族と信仰の友に囲まれて素

晴らしく充実した日々を過ごしています。昨年 10 月に長男が誕生し、長女は

今春から幼稚園に入園しました。日々成長する子どもたちから大きな励ましと

慰めを受けています。今年度は学びと伝道の両立をテーマとし、目の前に無数

に広がるまだ福音を知らない多くの人々のためにできることをできる形で行

動を起こします。聖霊が神学生一人一人の上に豊かに臨在し神の働きが大胆に

加速されますようにお祈り下さい。 
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選科２年 横濱 峰二子 （よこはま ふじこ） 

推薦教会：札幌バプテスト教会 研修教会：早良キリスト教会 

                                  

この一年間を顧みると、月日の経つのがはやいのに驚かされます。それと同時

に、残された所、あと二年間の学びかと思うと焦りが出て来ます。そんな中、

『新約原典』を受講することにいたしました。難しいと避けていては一生その

学問の壁を破ることは叶いません。在学中であるからこそ、学び得る事ができ

ます。また、そこに喜びと恵みを受けながら過ごさせて頂いております 

わたくしは今、神学部で学びたいと願う多くの方々の事を覚え、その方々の思

いの分まで学びに専念していきたいと願っております。 

全国の諸教会が祝福されます様にとお祈り致します。 

 

選科１年 加山 献 （かやま ささぐ） 

推薦教会：新潟主の港キリスト教会 研修教会：福岡国際キリスト教会 

 

主の御名を賛美いたします。いつも支えてくださっている母教会と研修教会の

皆様に感謝いたします。そして全国諸教会の皆様のあたたかい祈りとご支援を

心から感謝いたします。昨年度は研修生として、今年からは選科１年として学

んでいます。２０１５年度は自分の力の弱さを知りつつも、また主なる神様の

広さ、深さ、大きさを味わう年としていきたいです。「耳を傾けて賢人たちの

言葉を聞け。わたしの知識に心を向けよ。それをあなたの腹に納めひとつ残ら

ず唇に備えておけば喜びを得る。」箴言２２章１７節～１８節 

 

 

 

 

 

 

 

夏季研修神学生の奉仕教会・伝道所募集のお知らせ 

 

いつも祈り支えていただき感謝です。今年も皆様との交わりを通して実践の学びを深めたいと願って

います。なお派遣できる学生数が少ない為、ご要望に添えない場合がありますことをご了承ください。 

【奉仕期間】８/７(金)～９/13(日)  【申込み締切日】７/６(月) 

【申込み先】〒814-0015 福岡市早良区室見2-11-26  

西南学院大学神学部寮気付 対外委員会 担当：永松 博 

E-Mail：swtaigai@yahoo.co.jp   /  080-1545-3407 (永松) 

【連絡事項】①教会名 ②担当者名 ③希望日程 ④希望人数 ⑤奉仕内容  

⑥交通費等の支援 ⑦連絡先(電話、メールアドレスなど) 


