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※受講上の注意※

受講手続きはKFCサイトにて可能です

http://www.kingdomfellowship.com

(短縮形☞http://www.kfc-jp.com)

基本的には PCにての手続き＆受講を予定しておりま

す。資料などをダウンロードし、プリントアウトする

必要があるためです。しかし、スマホでも手続きと音

声聴講およびプリント閲覧は可能です。ガラケーでは

不可能です。



 

Kingdom Fellowship ®
 

Online Bible College
 

Authorization Required
 

 
お好きな時間にご自分のペースで

 

教務連絡ボード

  受講には登録が必要です  

 受講・登録⽅法についてはこちらをどうぞ 登録⽅法

 カリキュラムについてはこちらをどうぞ ｶﾘｷｭﾗﾑ 

 登録された⽅はこちらをどうぞ 

 真理はあなたを⾃由にするvideoコース  ⼊ 室 

 真理はあなたを⾃由にするコース  ⼊ 室 

 御霊による霊的成⻑コース  ⼊ 室 

 クリスチャン・ベイシック・コース  ⼊ 室 

 真理の探究コース  ⼊ 室 

 スピリチュアル・バイブル・リーディング  ⼊ 室 

 クリスチャン・プラクティカル・コースⅠ  ⼊ 室 

 クリスチャン・プラクティカル・コースⅡ  ⼊ 室 



 
 

 
 
 

Kingdom Fellowship ®
  

 
オンライン・バイブルカレッジ

  
カリキュラムの紹介

  
 
 
 

KFBCは単に知識としての神学を学ぶカレッジではありません。おひとりひとりの霊的ポ
テンシャルを⼗分に発揮しつつ、いのちの道を歩むための実践的学びを志向しています。
スーパーナチュラルへの扉を開きます。

  
次のような体系を持っています―

  
各コースは＜１レクチャー当り1.5時間を１２回＋詳細なレジメ＞からなります。オンラ
インでご⾃分のペースで学ぶことが可能です。

>KFBCパンフレット(pdfファイル)
 >受講生の声はこちらをどうぞ

 >受講手続きはこちらをどうぞ
 

I. 霊的いのちの学びと実⾏︓
  

  基礎︓「真理はあなたを⾃由にする」 →発展︓「御霊による霊的成⻑」
  

※クリスチャンが直⾯する葛藤や束縛からの解放と⾃由について、特にローマ書とガラテヤ書から解き明かし、
さらにそのレベルに留まらず、霊的に成⻑し、キリストが形づくられホーリネスを実現するためのコースです。
『真理はあなたを⾃由にする』にはVIDEOコースもあります。

  
 
II. 客観的真理の学び︓

  
  基礎︓「クリスチャン・ベイシック」 →発展︓「真理の探究」

  
※神とその救いの基本的な教理、さらには聖書の中に散りばめられている霊的真理を解き明かすコースです。

  
 
III. 聖書全体の学び︓

  
  「スピリチャアル・バイブル・リーディング」

  
※聖書の全６６巻において神は何を伝えておられるのか、全聖書の霊的なパースペクティヴ（⿃瞰図）を解き明
かすコースです。

  
 
IV. クリスチャン⽣活の実際⾯の学びと実⾏︓

  
  「クリスチャン・プラクティカルコース(1)＆(2)」（各12回で、全24回）

  
※英国Kingdom FaithのColin Urquhartのコースのテキストに基づいたコース。クリスチャンとして⽣きるこ
と、賜物を⽤いて奉仕すること、御国に参加することなど、キリストの弟⼦となり、⾃分のポテンシャルを⼗分
に発揮するための訓練のコースです。

 
 
 
 

 

  



Kingdom Fellowship Bible College
 

真理はあなたを⾃由にする
 

 ■⽬ 的︓本コースは⼈間がいかなる存在であるか、聖書の啓⽰を学び、⼼の葛藤や問題か
  ら解かれるための真理を⾃分⾃⾝に適⽤し、御⾔葉を実践します。

 

 ■テキスト︓真理はあなたを⾃由にするとワークブック
 

 ■ 講義予定表︓
 

回 内   容 備 考

 第１回 ガイダンス・⼈の構成  

 第２回 ⾁の働きと処理  

 第３回 罪の本質と処理  

 第４回 律法の意義と処理 レポート提出

 第５回 霊の構成と働き  

 第６回 魂と霊の相互作⽤  

 第７回 信仰の本質と作⽤

 第８回 敵のアイデンティティ レポート提出

 第９回 霊的領域への対処  

 第10回 霊的解放の実践①

 第11回 霊的解放の実践②  

 第12回 ま と め レポート提出

 【注意】レポートは前の3回分の内容をまとめて、4,7,10回⽬に提出して下さい。具体的
 な課題はその都度指定します。

 

 ■結 果︓このコースを修了すればみなさんの霊は強くされ、信仰もはるかに養われて、
 新しい霊的経験に⼊ることができるでしょう。新しい⾃分を⾒出すこともできるでしょう。

ぜひ祈りつつ主に頼って、最後まで粘ってついて来てください。
 



Kingdom Fellowship Bible College
 

御霊による霊的成⻑コース
 

■ ⽬ 的︓霊的また魂的葛藤を解かれるだけではなく、キリストの⾝の丈にまで成
⻑するための学びを提供します。究極的⽬標は「わたしが聖であるようにあなたが
たも聖であれ」とある御⾔葉の実現です。これはキリストの内的構成であり、真の
ホーリネスとは霊・魂・体の全体的健やかさ（Wholeness）です。神と⾃分と他⼈
としっくりし、内には伸びやかないのちの感覚が広がる経験です。地上におられた
主の内側で展開していた経験の追体験と⾔えます。

 

■テキスト︓⾃由と解放への道
 

■ 講義予定表︓
 

回 講義⽇ 内   容 備 考

 Ⅰ．客観的聖

 第１回 神の聖と⼈の創造  

 第２回 堕落の真の意味  

 第３回 単なる赦しを超えた救い  

 Ⅱ．主観的聖

 第４回 ヒューマトリクス レポート提出

 第５回 いのちのインプラント  

 第６回 メタモルフォズム  

 Ⅲ．聖の実現

 第７回 アイデンティティ レポート提出

 第８回 トゥルース  

 第９回 コンフロンテーション  

 Ⅳ．聖の完成

 第10回 ⾃らを知る-SPMI レポート提出

 第11回 多⾯的充⾜－キリスト  

 第12回 完成への追求

【注意】
 （１）レポートは前の3回分の内容をまとめて、4,7,10回⽬に提出して下さい。

    具体的な課題はその都度指定します。
 （２）SPMI=Spiritual Psycho Multi-Dimensional Inventory

 



Kingdom Fellowship Bible College
 

クリスチャン・ベイシック・コース
 

■⽬ 的︓クリスチャン信仰の基礎を体系的に学びます。クリスチャンの歩みは、神と⼈
と敵のアイデンティティを知ることがすべてですが、そのためには聖書に書かれた真理を
知的に理解する必要があります。聖書の語る救いとは何なのか、どのようにしたら豊かな
クリスチャン⽣活を享受できるのか、聖書の御⾔葉の学びを通して⾒て⾏きましょう。

 

■テキスト︓プリントを配布
 

■ 講義予定表︓
 

回 内   容 備   考

 Ⅰ．⼈間とは

 第１回 ガイダンス・⼈の創造と構成  

 第２回 堕落とその結果  

 第３回 霊と⾁、および敵  

 Ⅱ．私たちの神

 第４回 神の本性 レポート提出

 第５回 神のお取り扱い  

 第６回 神のわざの内容  

 Ⅲ．私たちの得た救い

 第７回 信仰･義認・再⽣ レポート提出

 第８回 恵みの領域に⽣きる  

 第９回 聖化から栄化へ  

 Ⅳ．霊的経験に⼊る

 第10回 御体の意義と実際 レポート提出

 第11回 恵みの適⽤  

 第12回 聖を楽しむ 修了証書授与

【注意】レポートは前の3回分の内容をまとめて、4,7,10回⽬に提出して下さい。具体的
な課題はその都度指定します。

 



Kingdom Fellowship Bible College
 

真理の探求コース
 

■⽬ 的︓本コースは聖書の中に散りばめられている⼀つひとつの真理をテーマごと
に探究します。霊的経験と成⻑にとって必要な個々の栄養素と⾔えます。次の「ス
ピリチュアル・バイブル・リーディング・コース」への準備ともなります。

 

■テキスト︓真理の探求－ちょっとディープなトピック－
 

■ 講義予定表︓
 

回 講義⽇ 内   容 備 考

 Ⅰ．創造論

 第１回 ガイダンス・創造の秘密  

 第２回 創造と霊的経験  

 第３回 創造と贖い  

 Ⅱ．ティポロジー（予型論）

 第４回 旧約と新約 レポート提出

 第５回 幕屋と神殿  

 第６回 良き地とキリスト  

 Ⅲ．神の時系列（経綸論）

 第７回 ディスペンセイション レポート提出

 第８回 預⾔とその成就  

 第９回 すでに終わっている未来  

 Ⅳ．神のご計画（⿃瞰図）

 第10回 創造から⼗字架まで

 第11回 ⼗字架から王国まで  

 第12回 王国から永遠まで レポート提出

【注意】レポートは前の3回分の内容をまとめて、4,7,10回⽬に提出して下さい。
具体的 な課題はその都度指定します。
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スピリチャアル・バイブル・リーディング・コース
 

＜＜シラバス＞＞
 

■⽬ 的︓聖書は⼈の成り⽴ちと⼈の造り替えのマニュアルです。これまでの各コースに
おいてそのメカニズムの詳細を学んできました。このコースは聖書の創世記から初めて黙
⽰録に⾄る過程において登場する⼈物に焦点を当て、彼らがどのような主の配剤の中で取
り扱いを受け、霊の⼈へと作り変えられていったかを学び、私たち⾃⾝にそれを適⽤する
ことを学びます。全聖書を通しての神の意図と御旨の全体が⾒えてくるでしょう。

 

■テキスト︓プリントを配布
 

■ 講義予定表︓
 

回 内   容 備 考

 Ⅰ．堕落から召命へ

 第１回  神の御計画－アダムとエバ

 第２回  堕落の結果－カインからノア  

 第３回  召命と信仰－アブラハムと⼦たち  レポート１

 Ⅱ．信仰から統治へ

 第４回  信仰と征服－ヨセフ・モーセ・ヨシュア  

 第５回  定住と弛緩－⼠師からサムエル

 第６回  王国の確⽴－サウル・ダビデ・ソロモン  レポート２

 Ⅲ．後退から回復へ

 第７回  王国の分裂－諸王たち  

 第８回  回復への叫び－預⾔者たち①

 第９回  回復への叫び―預⾔者たち②  レポート３

 Ⅳ．新⽣から成熟へ

 第10回  実体の到来－福⾳書  

 第11回  いのちの誕⽣－使徒⾏伝

 第12回  いのちの成熟－新約諸書

【注意】レポートは前の3回分の内容をまとめて、５,８,１１回⽬に提出して下さい。具
体的な課題はその都度指定します。
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 クリスチャン・プラクティカルコースI

 
＜＜シラバス＞＞

 

■ ⽬ 的︓イエスの弟⼦として召された私たちは、キリストの権威
と権能の下で、御国の⼦として⼗分なる機能を発揮する必要があり
ます。そのためには私たち⾃⾝が訓練を受ける必要があります。各
⾃の霊的ポテンシャルを⼗分に発揮するためのトレーニング・コー
スです。

 ■ テキスト︓英国KFRC教材、Colin Urquhart著"Disciples of the
King"の プリントを配布（翻訳）

 

回 内　　　　　　　容 備　　考

　Ⅰ．弟子の召命

第1回
①わたしに従いなさい

②未知の領域へ

第2回
③愛による召命

④神の御計画

　Ⅱ．弟子の地位

第3回
①キリストのうちに生きる

②客観面と主観面

第4回
③あなたへの神の約束

レポート提出
④神のあわれみとゆるし

　Ⅲ．弟子の神との関係

第5回
①主を知ること

②主に聞くこと

第6回
③導き

④イエスと共なる歩み

　Ⅳ．弟子の信仰

第7回
①信仰とは

②信仰による祈り

第8回
③信仰に生きる

レポート提出
④信仰を語る

　Ⅴ．弟子の他者への愛

第9回
①愛への召し

②愛の関係

第10回
③あなたの内なる神の愛

④愛の契約

　Ⅵ．弟子のミニストリー

第11回
①ミニストリーの原則

②ミニストリーのタイプ１

第12回
③ミニストリーのタイプ２

レポート提出
④ミニストリーの実

・このコースのレポート課題は各回のレジメにある今週のプロジェ
クトです。

 ・各⾃が主と⾃分との間において、各課題に真実に向かい、祈りつ
つ回答することが⼤切です。

 ・成⻑の鍵は、⾃分の真実と直⾯し、不⾜のある領域を⾃分の努⼒
ではく、キリストで埋めていただくことです。 

 



Kingdom Fellowship Bible ollege
 

　
 クリスチャン・プラクティカルコースII

 
＜＜シラバス＞＞

 

■ ⽬ 的︓イエスの弟⼦として召された私たちは、キリストの権威
と権能の下で、御国の⼦として⼗分なる機能を発揮する必要があり
ます。そのためには私たち⾃⾝が訓練を受ける必要があります。各
⾃の霊的ポテンシャルを⼗分に発揮するためのトレーニング・コー
スです。

 ■ テキスト︓英国KFRC教材、Colin Urquhart著"Disciples of the
King"の プリントを配布（翻訳）

 

回 内　　　　　　　容 備　　考

　Ⅶ．弟子の御国の権威

第13回
①御国の子

②御国の原則（１）

第14回
②御国の原則（２）

④義・平安・喜び

　Ⅷ．弟子の力

第15回
①力の源泉

②神の力を用いる

第16回
③神の力の性質

レポート提出
④思い・信仰・力

　Ⅸ．弟子の心

第17回
①きよい心

②応答する心

第18回
③ひとつ心

④信じ・赦し・愛する心

　Ⅹ．弟子の思い

第19回
①心と思い

②思い・感情・意志

第20回
③新しくされた思い

レポート提出
④キリストの思い

　XI．弟子の性格

第21回
①イエスの性格（１）

②イエスの性格（２）

第22回
③イエスの歩みに従う

④和解リーダーへの助言

　XII．弟子の証し

第23回
①わたしの模範に従いなさい

②イエスを知らせる

第24回
③セクション1-6のまとめ

レポート提出
④セクション7-12のまとめ

・このコースのレポート課題は各回のレジメにある今週のプロジェ
クトです。

 ・各⾃が主と⾃分との間において、各課題に真実に向かい、祈りつ
つ回答することが⼤切です。

 ・成⻑の鍵は、⾃分の真実と直⾯し、不⾜のある領域を⾃分の努⼒
ではく、キリストで埋めていただくことです。 

 



受講/聴講登録方法
 

■受講の方法

バイブルカレッジのレクチャーを受けるためには、まず大きく分けて二つの形態があります。
 

Ⅰ．聴講生：レクチャー聴講のみの場合
 

これはレクチャーの音声ファイル（mp3形式）をリアルタイムで、またはダウンロードして聴講するコ

ースです。以前のテープ販売に代わるものですので、レポート提出の義務はありません。
 

Ⅱ．受講生：修了書を発行する場合
 

これはレクチャーを聴講していただき、３回のレポートをご提出いただきます。Dr.Lukeがそれを添削

し、一定のレベルに達している場合、修了書を発行致します。
 

なお、ご質問・討論などはメールにて自由な時間に受け付けます。Dr.Lukeが直接回答いたします。
 

■ユーザー名とパスワードの発行

いずれの場合もKFBCから発行するユーザー名とパスワードの入力が必要です。これらは
 コースごとに発行いたします。発行手順は次のとおりです：

 

・　第１ステップ：メールフォームから受講の希望をお知らせください。
 

・　第２ステップ：下記の郵便振替口座に受講料をご入金ください。
 

・　第３ステップ：メールの受信と受講料の振込みが確認され次第、メールでユーザ
 　　ー名とパスワードをお知らせいたします。

 

・　第４ステップ：各コースの講義室に入室し、そこにある指示に従って聴講していた
 　　だけます。

 

【注意】発行されたユーザー名とパスワードは第三者に漏洩する事を禁じます。
 

■申し込み書の送信

こちらのメールフォームに必要事項を書き込み、送信ボタンを押してください。その際、１コ
 ースにつき、１メールにてお願いいたします。

 

バイブル・カレッジ登録申し込みメール送信ボタン

■入金先

郵便振替口座：00210-2-3630　キングダム・フェロシップ・ミニストリー
 

■受講/聴講料金

Ⅰ．聴講生の場合：
 

　　いずれのコースも１0,000円（１回１．５－２時間、合計１２回のレクチャーとレジメ付き）
 

Ⅱ．受講生の場合：
 

　　いずれのコースも20,000円（１回１．５－２時間、合計１２回のレクチャーとレジメ＋３回の
 　　レポート提出＋ご質問・討論などの個別指導）

 

Ⅲ．ビデオコース
 

　　6,000円（全５時間、視聴講のみでレポートコースはありません）
 

 


