
新入生オリエンテーションできめ
細やかに説明します。その時に、

わからないことはなんでも教職員や先輩
に聞いてみてください。

大丈夫です。主専攻が福祉学専攻
や文学・芸術専攻の先輩たち、実

家がお寺でない先輩たちも、仏教につい
てみんな一から一緒に学んでいきます。

専攻名が変更となり、文学と歴史
分野の科目が増えました。具体的

には、現代文学論・ポップカルチャー論・
現代サブカルチャー論・児童文学・考古学
概論・民俗学概論他の専門科目が開講さ
れます。※

副専攻の選び方が
よくわからないのですが、
どうすれば良いですか？

仏教のことを
よく知らなくても
大丈夫ですか？

文学・芸術専攻で学べる
ことを教えてください。

Q1 Q2 Q3

A A A

履修アドバイスQ&A

文学・芸術専攻※

（旧仏教芸術専攻）
福祉学専攻 日蓮学専攻

3専攻と資格 令和3年度から始まった主専攻に加えて、副専攻も履修する学び方。
視野を広げ、さまざまな資格をめざすことができます。

「文学・歴史系科目」では、多彩なジャ
ンルの表現活動や文化遺産、歴史学な
どを「文学」と捉えて広く学びます。「仏
教芸術系科目」では、仏教美術の精神・
文化的背景を学ぶと共に、仏教彫刻の
鑑賞や制作、修復などを学べる実習を
行います。また、学芸員資格をめざす人
に必要な「博物館学系科目」でも、京都
の寺院や博物館など学外で数多くの実
習を実施。さらに、毎年２月に１ヶ月間、
ラオスの世界遺産修復プロジェクトを現
地の大学と協働で行っています。

仏教思想を基盤として、福祉の現場が必
要とする知識と技術を体系的に学びま
す。ハンディキャップのある人もない人
も同じような満足が得られる社会を実現
する福祉の専門家を育てます。心の問題
や死についても向きあえる講義を通じ
て、福祉の現場に携わる専門家としての
基本的な姿勢と精神を培います。「福祉
理論系科目」には、社会福祉士国家試
験受験資格がめざせる科目があり、将来
に合わせた履修が可能です。

日蓮宗総本山身延山久遠寺の隣にキャ
ンパスのある環境だからこそ、毎日をこ
の山で過ごしていくことがそのまま修行
につながります。また、「日蓮学系」「仏
教学系」「仏教実践系」の３つの科目が
あり、理論と実践をバランスよく学べる
カリキュラムを開設。仏教の思想や歴史、
日蓮教学の基本をしっかりと理解してい
くと同時に、将来、僧侶になった時に役
立つ寺院運営の知識や法要の実践的な
技術なども実習を通じて学びます。

文学、仏教彫刻、音楽、絵画、
多彩な分野から仏教芸術の
ファシリテーターを
育成します。

これからの地域社会が
必要とする社会福祉の
エキスパートやファシリテ
ーターを育成します。

仏教の思想や歴史を基礎に
日蓮教学を学び高い実践力
を持つエキスパートを
育成します。

◦仏師・仏像修復家
◦博物館・美術館・歴史館などの学芸員
◦芸術文化関連施設スタッフ
◦社会教育士
◦一般企業　　◦大学院進学　など

◦高齢者・障がい者施設、児童福祉施設で
働くソーシャルワーカー・介護福祉士

◦社会教育士
◦地域の社会福祉協議会
◦福祉事務所、児童相談所の職員　など

◦僧侶
◦社会教育士
◦大学院進学
◦一般企業　など

将来は 将来は 将来は

仏教彫刻 社会福祉 仏教学
仏像修復 児童福祉 布教実践

文学 介護福祉 仏教史
博物館学 地域福祉 法要式

仏教美術 日蓮教学
など学びます など学びます など学びます

6Minobusan University 2023



令和５年度身延山大学仏教学部「教養科目」・日本語科目カリキュラムツリー(令和５年度入学者用）

哲学

歴史学 倫理学

日本国憲法 社会学

心理学 政治学

文学

自然科学入門

基礎ゼミⅠ 人間関係とコミュニケーションの基礎 人間の尊厳と自立

基礎ゼミⅡ 留学成果による単位認定

高大連携事業の単位認定

山梨県の福祉文化

地域教養科目 山梨県と峡南地域 サービスラーニングⅠ

サービスラーニングⅡ

情報科目 データサイエンス 情報処理技能

健康とスポーツの科学

保健体育科目 トレーニングと身体Ⅰ

トレーニングと身体Ⅱ

英語Ａ

英語Ｂ

韓国語Ａ

語学科目 韓国語Ｂ

現代中国語Ａ

現代中国語Ｂ

漢字Ⅰ 語彙Ⅰ 文法Ⅰ 文法Ⅲ

漢字Ⅱ 語彙Ⅱ 文法Ⅱ 文法Ⅳ

読解Ⅰ 読解Ⅱ 作文Ⅰ 作文Ⅱ

聴解Ⅰ 聴解Ⅱ 会話Ⅰ 会話Ⅱ

日本語科目（卒
業基準単位に含
みません）

人文・社会科学
系科目

自然科学系・総
合領域科目

D1 D2 D3 D4



日蓮学専攻

文学・芸術専攻

福祉学専攻

仏教福祉学概論

社会福祉概論Ⅱ

令和５年度身延山大学仏教学部「専門基礎科目」カリキュラムツリー(令和５年度入学者用）

手話入門

日蓮聖人伝

日蓮学入門  

生涯学習概論Ⅰ 生涯学習概論Ⅱ

ﾃﾞｽ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

仏教通史

総合仏教

手話基礎

法華経概論Ⅰ

法華経概論Ⅱ

カウンセリング入門教育原理

社会福祉概論Ⅰ

仏教文化史
日本文化史

発達心理学
介護福祉学
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令和５年度身延山大学仏教学部日蓮学専攻「専門基礎科目」「専門科目」カリキュラムツリー(令和５年度入学者用）

ゼミナールⅣ
ゼミナールⅢ

キャリア教育Ⅰ 
インターンシップⅡ

キャリア教育Ⅱ インターンシップⅢ インターンシップⅣ

ﾃﾞｽ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

ゼミナール(全専攻共通）
ゼミナールⅡ

キャリア教育Ⅲ

インターンシップⅠ

ゼミナールⅠ

日蓮学特講Ⅱ

仏教実践系科目 法要実践Ⅲ 布教実践Ⅰ
法要実践Ⅱ

法要実践Ⅰ 法要実践Ⅳ 布教実践Ⅱ
読経Ⅰ

仏教瞑想 寺院運営
読経Ⅱ

観心本尊抄講読
日蓮聖人真蹟研究

総合仏教 日蓮学特講Ⅰ

観心本尊抄概説
立正安国論講読

仏教通史 法華経概論Ⅱ 開目抄講読

宗学概論 教化学
日蓮教学と近代社会

は専門基礎科目です。 日蓮教団史 日蓮教学史
日蓮教学と現代社会

古文書学(文学・歴史系科目） 日蓮宗の歴史資料

　 寺院資料論

日蓮聖人伝
立正安国論概説

日蓮学入門  法華経概論Ⅰ 開目抄概説

日蓮学系科目

仏教学特講Ⅰ
漢文

日本仏教概論 仏教学Ⅱ（唯識） 仏教学特講Ⅱ
チベット語

東南アジア仏教概論

卒業論文

キャリア系科目(全専攻共通）

仏教学概論
仏教学系科目

大乗仏教概論
サンスクリット語

中国仏教概論 仏教学Ⅰ（中観）

中国天台学
チベット仏教概論

日本天台学
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令和５年度身延山大学仏教学部文学・芸術専攻「専門基礎科目」「専門科目」カリキュラムツリー(令和５年度入学者用）

仏教芸術系科目

仏教文化史

生涯学習概論Ⅰ

は専門基礎科目です。

日本文化史 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅰ

仏像の基礎知識

かたちと見方・描き方 仏教絵画Ⅰ

書道実践 仏教絵画Ⅱ

仏像修復の鑑賞と実践Ⅰ 仏教芸術特講Ⅰ

仏教美術史 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅱ 仏像修復の鑑賞と実践Ⅱ 仏教芸術特講Ⅱ

仏教音楽Ⅰ
音楽療法

仏教音楽Ⅱ

文学・歴史学系科目 考古学概論

古文書学 民俗学概論 日本史特講

児童文学

文化財研究

寺院資料論(日蓮学系科目） 世界宗教史 東洋史特講 世界遺産研究

日蓮宗の歴史資料(日蓮学系科目）

生涯学習概論Ⅱ

博物館展示論
博物館学系科目

博物館資料論 博物館教育論
博物館概論 博物館学習

博物館情報・メディア論 博物館資料保存論

卒業論文

ゼミナール(全専攻共通）
ゼミナールⅡ

ゼミナールⅠ
ゼミナールⅢ

ゼミナールⅣ

生涯学習支援論Ⅱ 社会教育演習
社会教育実習

社会教育経営論Ⅱ 社会教育課題研修

博物館経営論

現代サブカルチャー論 現代文学論

キャリア教育Ⅱ インターンシップⅢ インターンシップⅣ

キャリア教育Ⅲ

仏教瞑想(日蓮学系科目）

キャリア系科目(全専攻共通）

キャリア教育Ⅰ 
インターンシップⅠ インターンシップⅡ

生涯学習支援論Ⅰ

社会教育経営論Ⅰ

社会教育士系科目

宗教と文学 ポップカルチャー論

古典文学を読む
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令和５年度身延山大学仏教学部福祉学専攻「専門基礎科目」「専門科目」カリキュラムツリー(令和５年度入学者用）

卒業論文

は専門基礎科目です。

キャリア系科目(全専攻共通）
インターンシップⅠ インターンシップⅡ

キャリア教育Ⅰ 
キャリア教育Ⅱ インターンシップⅢ インターンシップⅣ

キャリア教育Ⅲ

手話入門 手話実践（日常会話）

手話基礎 手話実践（通常会話）

発達心理学
介護福祉学 ﾃﾞｽ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

仏教福祉学概論

介護総論

家庭教育
福祉理論系科目 カウンセリング入門 青少年問題と社会教育

子育て支援論
障がい児福祉

教育原理

保育原理 地域福祉演習

地域福祉実践

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ
高齢者福祉論

障害者福祉論 地域福祉と包括的支援体制Ⅱ
社会福祉調査の基礎

社会福祉概論Ⅰ 児童・家庭福祉

権利擁護を支える法制度
社会保障論Ⅰ 刑事司法と福祉

保健医療と福祉

福祉ｻｰﾋﾞｽの組織と運営 医学概論
社会福祉概論Ⅱ 貧困に関する支援

社会保障論Ⅱ

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの基盤と専門職
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法Ⅱ

ボランティア論 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの基礎と専門職(専門） ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法（専門）Ⅱ
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法（専門）Ⅰ

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの理論と方法Ⅰ

福祉技術系科目
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ演習（専門）Ⅰ ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ演習（専門）Ⅲ

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ演習
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ演習（専門）Ⅱ ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ演習（専門）Ⅳ

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実習Ⅱ
介護過程・医療的ケア演習

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実習指導Ⅱ
ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実習指導Ⅰ ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実習Ⅰ

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実習指導Ⅲ

ゼミナールⅣ
ゼミナールⅢ

ゼミナール(全専攻共通）
ゼミナールⅡ

ゼミナールⅠ
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