
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducing 
 

The International Calvary Academy 
(Japan) 

 
A M inistry of  Yamato Calvary Chapel 

 

プレパラトリー・イングリッシュ・プログラム（ＰＥＰ） 

 
 英語での授業に備えるために、ＩＣＡでは２００３年４月２１日より
英語準備プログラム（ＰＥＰ）を用意しております。日本語を主要言
語として話すお子様方、また、英会話能力が充分でないと思われ
るお子様方はＰＥＰを是非受講される様にとお勧め致します。 
 
 

認 定 

 
ＩＣＡは、国際クリスチャン・スクール協会
（Association of Christian Schools Interna-
tional）のメンバーであり、ＡＳＣＩの認定を現在
申請中です。ＡＳＣＩは世界100ケ国、5,500校を
超えるクリスチャン・スクールを支え、学習素材
と認定サービス、教師・運営陣への訓練を提供しています。ＡＳＣ
Ｉの認定は国際的にも認められ、学生がより高度な教育を目指す
ことができ、国際社会での働きに備えることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

連絡先 

 

入学の申込みは、以下のいずれかの電話番号でもできます。 

詳細については以下のいずれかの方法でご連絡頂ければご説

明いたします。 

 

電話: (046) 264-9171 または (046) 200-1010 

 
FAX:  (046) 264-5207 
 

Eメール: 大川従道理事長 okawa@yamatocalvarychapel.com 

              岡村ケン校長     kmoka@nifty.com 
 
ＩＣＡでは、皆様からのお便りと皆様にお仕えできることと、そして
主の御栄光の為に皆様とご一緒に私達の愛する祖国日本の将
来を築き上げることができることをこの上ない喜びとしております。 
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  キリスト教教育が私達の愛する日本に根を下ろしはじめまし

た。それは私達の心をわくわくさせる様な新しい時代の到来で

す。その様な時期に、インターナショナル・カルバリー・アカデ

ミーの誕生を皆様にお知らせできることは私たちの大きな喜び

です。 

  そもそもＩＣＡは、大和カルバ

リー・チャペルの主任牧師、大川

従道師に与えられたヴィジョンに

よって育まれ誕生することになっ

たものです。そして、それは長い

年月をかけて検証されてきた聖

書の原則に基づいた新しい教育

を皆様に体験して頂くためのも

ので、ＩＣＡは今秋（２００３年）９月

に開校の運びとなりました。 

 

  大和カルバリー・チャペルは大

川牧師のリーダーシップのもとに３０年間祖国日本に仕えて参

りました。誤りなき聖書の聖言に対する揺るぎない献身と、神と

人とに仕えたいと願う情熱とが、日本とその素晴らしい文化に

対する愛着の心とあいまって聖霊に満ち溢れた賛美と礼拝、

バランスの取れた権威ある聖書の教え、信じる者を一致へと

導くイエス・キリストの御霊に溢れた教会として、イエス・キリスト

の福音を国の隅々にまで届けるための伝道最前線にある教

会です。  

 

  理事長である大川牧師がＩＣ

Ａに切望しておられる事は、日

本の将来を担う若者たちに同

じイエス・キリストのスピリットを

引き継ぎ、若者達が素晴らしい

人間として成長していくことで

す。今日、日本は第二次大戦

以降、空前の経済不況に直面

しております。様々な企業での

社員解雇、政治や教育はその

方向性を失い、日本は失望と

いう大きな重荷を負わされ、今

までにない自殺率の急激な増

加という結果を招いてしまって

います。ＩＣＡの使命は、若い

子供達が、この絶望的な暗闇の中で神様の愛と恵み、そし

て、聖霊の力を頂いて希望に輝かいて生きていくことができる

様にすることです。 

 
 
 

 
  神と人とに仕える敬虔さと命に対する飽くなき情熱に満

たされた教育を通して、新しい時代の教育の先駆けとなる

ために理事長である大川牧師は、オカムラ・ケン校長と柴

田順一牧師の協力を要請いたしました。 

 

  ケン師は南カルフォルニアから

招聘されました。師は家庭にあっ

ては二人の子供の父親であり、献

身的な夫でもあります。支教会の

牧会、カウンセリング等の経験を

生かしてＩＣＡの運営に当たりま

す。師は南カルフォルニア・バイブ

ル・セミナリーの修士を取得され、

現在はキングス・セミナリーの博士

課程で学んでいます。  

 

  柴田師は、カナダ・バンクーバー

より招聘され、家庭では、４人の子

供の優しい父親であり、誠実な夫

でもあります。広範囲で豊富なキリ

スト教教育、牧会経験を持ってお

られます。師は東京クリスチャン・

カレッジを卒業、ウイニペグ神学

校の修士を取得されています。 

 

  ケン師と柴田師は共に、日本の若者達に仕え、その教育

に献身することを決意されておられます。 

 

ＩＣＡのキャンパス：１９９２年から

２０００年まで大和カルバリー・

チャペルの会堂として役目を果

たして参りました森チャペルが

キャンパスとなります。広々とし

たプレイ・エリアやコンピュー

ター学習室を含む設備の整っ

た教室など、生徒達に知識と心

の両面での成長を促す挑戦と

楽しみの雰囲気を兼ね備えた

キャンパスであるという事が出

来ます。 

ＩＣＡの目的：ＩＣＡの教育は子供達が次の世代を生きるために神

様から与えられた命と知恵を用いて、心から神と人とにに仕える

ことの出来る人間を育てることにあります。教育の第一の目的

は、全ての教育的訓練を通して、創造主なる神とその御手の業

を理解できる子供達を育てるため、御両親の手助けをする事で

あると理解しております。 

ＩＣＡの使命：ＩＣＡの３つの使命は・・・・ 

１．   神のみことば聖書にしっかりと根ざした国際的な教育を提

供する。 

２．   地域は勿論、国際社会においても対話ができ、それらに仕

えることの出来るリーダーを育成する。 

３．   聖霊に満たされ、イエス・キリストに在る希望に満ちた福音

から力を与えられた指導者達を社会のあらゆる分野に送り

出す。 

ＩＣＡの基本的な考え方：子供達を教育するということは厳粛な

大事業でありますが、学習は楽しく感動の伴うものでなくてはな

らないと信じています。就任以来永い間、大川理事長は大和カ

ルバリー・チャペルを「明るく、元気で、のびのびと」のモットーに

基づいて導いて来られました。 

• 「明るく」 私達に対する神様の願いは、私達がどんな状況

にあっても明るく積極的な態度で生きることです。 

• 「元気で」 神様は私達を力づけ、励まして下さり、私達が他

者を力づけ、励ます存在となって欲しいと望んでおられるの

です。 

• 「のびのびと」神様の願いは、全てのことについて私達が神

様を信頼し、平安でいることなのです。 

ＩＣＡは、カルバリー・チャペルと同様に希望溢れる聖書のメッ

セージによって、それぞれの子供たちが活気にあふれ、のびの

びと成長し、素晴らしい人生を送ることのできる生徒たちを育成

します。 

ＩＣＡのカリキュラム： インターナショナ

ル・クリスチャン・スクールとして、ＩＣＡのカ

リキュラム（履修過程）は、永い年月をか

けて検証されてきた聖書の原則にしっか

りと根ざしています。２００３年９月、ＩＣＡは

小学校から中学校の児童を対象に英語

と日本語による授業を開始します。卓越した学習を示唆し、啓発

するキリスト中心の学習教材は海外から導入されたものであり、

全ての学科で聖書的な視点からの学習を実現するために幾つ

かの学科ではカストマイズ（手直し）されたカリキュラムが用いら

れます。将来的には、中国語によるクラスの追加や、Ｋ～１２方

式への拡大なども計画しております。 

Ken Okamura 
ICA Principal 

Chancellor Okawa and his 
wife Michiko. 

The distinct Calvary Tower of 
Yamato Calvary Chapel 

Mori-Chapel serves as 
ICA’s main campus 

International Calvary Academy 

Mr. & Mrs. Junichi Shibata 
ICA Chaplain 
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たプレイ・エリアやコンピュー

ター学習室を含む設備の整っ

た教室など、生徒達に知識と心

の両面での成長を促す挑戦と

楽しみの雰囲気を兼ね備えた

キャンパスであるという事が出

来ます。 

ＩＣＡの目的：ＩＣＡの教育は子供達が次の世代を生きるために神

様から与えられた命と知恵を用いて、心から神と人とにに仕える

ことの出来る人間を育てることにあります。教育の第一の目的

は、全ての教育的訓練を通して、創造主なる神とその御手の業

を理解できる子供達を育てるため、御両親の手助けをする事で

あると理解しております。 

ＩＣＡの使命：ＩＣＡの３つの使命は・・・・ 

１．   神のみことば聖書にしっかりと根ざした国際的な教育を提

供する。 

２．   地域は勿論、国際社会においても対話ができ、それらに仕

えることの出来るリーダーを育成する。 

３．   聖霊に満たされ、イエス・キリストに在る希望に満ちた福音

から力を与えられた指導者達を社会のあらゆる分野に送り

出す。 

ＩＣＡの基本的な考え方：子供達を教育するということは厳粛な

大事業でありますが、学習は楽しく感動の伴うものでなくてはな

らないと信じています。就任以来永い間、大川理事長は大和カ

ルバリー・チャペルを「明るく、元気で、のびのびと」のモットーに

基づいて導いて来られました。 

• 「明るく」 私達に対する神様の願いは、私達がどんな状況

にあっても明るく積極的な態度で生きることです。 

• 「元気で」 神様は私達を力づけ、励まして下さり、私達が他

者を力づけ、励ます存在となって欲しいと望んでおられるの

です。 

• 「のびのびと」神様の願いは、全てのことについて私達が神

様を信頼し、平安でいることなのです。 

ＩＣＡは、カルバリー・チャペルと同様に希望溢れる聖書のメッ

セージによって、それぞれの子供たちが活気にあふれ、のびの

びと成長し、素晴らしい人生を送ることのできる生徒たちを育成

します。 

ＩＣＡのカリキュラム： インターナショナ

ル・クリスチャン・スクールとして、ＩＣＡのカ

リキュラム（履修過程）は、永い年月をか

けて検証されてきた聖書の原則にしっか

りと根ざしています。２００３年９月、ＩＣＡは

小学校から中学校の児童を対象に英語

と日本語による授業を開始します。卓越した学習を示唆し、啓発

するキリスト中心の学習教材は海外から導入されたものであり、

全ての学科で聖書的な視点からの学習を実現するために幾つ

かの学科ではカストマイズ（手直し）されたカリキュラムが用いら

れます。将来的には、中国語によるクラスの追加や、Ｋ～１２方

式への拡大なども計画しております。 

Ken Okamura 
ICA Principal 

Chancellor Okawa and his 
wife Michiko. 

The distinct Calvary Tower of 
Yamato Calvary Chapel 

Mori-Chapel serves as 
ICA’s main campus 

International Calvary Academy 

Mr. & Mrs. Junichi Shibata 
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Introducing 
 

The International Calvary Academy 
(Japan) 

 
A M inistry of  Yamato Calvary Chapel 

 

プレパラトリー・イングリッシュ・プログラム（ＰＥＰ） 

 
 英語での授業に備えるために、ＩＣＡでは２００３年４月２１日より
英語準備プログラム（ＰＥＰ）を用意しております。日本語を主要言
語として話すお子様方、また、英会話能力が充分でないと思われ
るお子様方はＰＥＰを是非受講される様にとお勧め致します。 
 
 

認 定 

 
ＩＣＡは、国際クリスチャン・スクール協会
（Association of Christian Schools Interna-
tional）のメンバーであり、ＡＳＣＩの認定を現在
申請中です。ＡＳＣＩは世界100ケ国、5,500校を
超えるクリスチャン・スクールを支え、学習素材
と認定サービス、教師・運営陣への訓練を提供しています。ＡＳＣ
Ｉの認定は国際的にも認められ、学生がより高度な教育を目指す
ことができ、国際社会での働きに備えることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

連絡先 

 

入学の申込みは、以下のいずれかの電話番号でもできます。 

詳細については以下のいずれかの方法でご連絡頂ければご説

明いたします。 

 

電話: (046) 264-9171 または (046) 200-1010 

 
FAX:  (046) 264-5207 
 

Eメール: 大川従道理事長 okawa@yamatocalvarychapel.com 

              岡村ケン校長     kmoka@nifty.com 
 
ＩＣＡでは、皆様からのお便りと皆様にお仕えできることと、そして
主の御栄光の為に皆様とご一緒に私達の愛する祖国日本の将
来を築き上げることができることをこの上ない喜びとしております。 
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