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開催日時▶月曜〜金曜 10：00 〜 15：00  
※土曜・日曜・祝祭日をご希望の方はご相談ください。

内容▶学部説明、入試説明、キャンパス案内など。

一人でも、友だちとでも、保護者の方
と一緒でもOK！スクールバス（無料）、
自家用車での来校も可能です。

★前日までに予約が必要です。

特別開催

全日とも 
10：00 〜 15：00

8/19（金）7/23（土）

9/25（日）

毎 日 が オ ー プ ン キ ャ ン パ ス !

令和2（2020）年度に（財）日本高等教育評価
機構による大学機関別認証評価を受けた結
果、同機構が定める大学評価基準を満たし
ていると認定されました。認定の期間は令
和2（2020）年4月１日から令和9（2027）年
3月31日までの7年間です。

甲府駅からJR身延線で身延駅まで90分（特急利用で50分）
スクールバスで約15分　
JR身延線で鰍沢口駅まで39分（特急利用で24分）
スクールバスで約40分
富士駅からJR 身延線で身延駅まで81分（特急利用で54分）

甲府 立川・東京方面
松本・岡谷方面

身延山大学● 身延

鰍沢口

新富士

富士

静岡 三島

静岡方面 沼津・東京方面

JR 身延線
JR 東海道新幹線
JR 中央本線

JR 東海道本線

ACCESS

OPEN CAMPUS 
EVERYDAY!

希望日時、名前、人数、連絡先電話番号、交通手段をお知らせ
ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況により、変更・
中止になる場合があります。

身延山大学
〒 409-2597 山梨県南巨摩郡身延町身延 3567

www .m i n . a c . j p

ご希望の方は、入試事務室までお問い合わせください。
TEL.0556-62-3700　FAX.0556-62-0727
e-mail nyuushi@min.ac.jp

いつでも大学の見学ができる！ 本館本館
附属図書館附属図書館

客殿客殿

身延山久遠寺身延山久遠寺

本堂本堂

仏殿仏殿

五重塔五重塔

体育館体育館

学生食堂学生食堂

附属身延山高等学校附属身延山高等学校

実習棟実習棟

仏像制作修復室仏像制作修復室

そ
し
て
、
次
の
自
分
へ
。

身延山大学身延山大学



関連情報は
ココから➡

本山にしかないもの。　
深い緑と木々に抱かれた身延山大学は、日蓮宗総本山である久遠寺の隣に抱

かれている大学です。

本山の懐にあるからこそ、自然豊かな環境の中にあるからこそ、ここでは、

都会では見えにくくなってしまう本当の学びに出会うことができるのです。

卒業後、僧侶をめざす人たちにとっては、ここで日々を過ごすことそのもの

が自分を試せるインターンシップの場。同じ夢を持った仲間たちと学び、共

に本山のお勤めに参加したり、工房で仏像制作や修復に没頭したり、地域福

祉の現場を体験したり…同じ空気を感じ、過ごしていく中で、将来の自分の

職業に真っ直ぐに繋がった知識や技術を高めていくことができます。

主専攻に加えて、副専攻でも学ぶ理由。
仏教学科には、「日蓮学専攻」、「文学・芸術専攻(旧仏教芸術専攻 2023年4月

名称変更予定)」、「福祉学専攻」の3つの専攻があります。また、主専攻と同

時に副専攻を取ることを求めています。グローバル化や科学技術の進展など、

変化の激しい現代の社会に対応するためには、幅広い視野と柔軟な対応力を

持った人財が必要です。主専攻と共に副専攻を選択し、複眼的に学びを深め

ることによって、その力を養うことができるのです。

身延山大学では、初級（教養）→中級（専門基礎）→上級（専門）というスリース

テップで段階的に学べるよう科目を配置して、副専攻に12単位以上の履修を

科しています。

少人数教育へのこだわり。
1学年30名の身延山大学は、全国で一、二を争う、学生数が少ない大学です。

科目によっては、教員と学生、マンツーマンの講義もあります。だからこそ、

同じ学びの場にいるみんなが専攻も学年も超えて交流することができます。

また、教員や職員が学生一人ひとりのことをよく知っていますので、将来の

目標に向かってどう学んでいけばよいのか、その人なりのモチベーションの

持ち方をアドバイスすることができます。

あなたも私たちと共に、4年間、ここで過ごし、自分の中にある何かを見つけ

てみませんか。

建学の精神
日蓮聖人の立正安国の精神に則り、健全なる社会人として、

広い視野に立った専門教育を施し、学術の理論及び応用を教授して、

社会のために身を以て尽くすことのできる人間の養成を目的とする。

ここにしかない何かを感じ、

自分の中にある

何かを見つけてほしい

学部長
池上 要靖　教授
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文学・芸術
専攻

（旧仏教芸術専攻）

（旧仏教芸術専攻）

（旧仏教芸術専攻）

（旧仏教芸術専攻）

«副専攻»
文学・芸術
専攻

«主専攻»
文学・芸術
専攻

«主専攻»
文学・芸術
専攻

«副専攻»
福祉学
専攻

«主専攻»
福祉学
専攻

福祉学
専攻

福祉学
専攻

«主専攻»
日蓮学
専攻

日蓮学
専攻

«副専攻»
日蓮学
専攻

日蓮学
専攻

仏教学科

仏教学科

仏教学科

仏教学科

講義を受け、法要に参加する日々で
知識や経験を重ねることができます

仏像修復の作業を学ぶ中で、
継続する大切さや完成した時の喜びを実感

日蓮宗について知ることが
できるような絵本を制作中

ここにしか ないもの。

ここで見つ けたもの。

児童館での実習で学んだことを実践、
自信がつきました！

両親が信仰深く、その影響を受けて
僧侶になろうと決心。知り合いのご
住職にここを紹介して頂き、進学。
僧階と社会福祉士受験資格の資格取
得をめざしています。主専攻と副専
攻どちらにも関わるテーマで自分が
一番興味のある「現代の自殺観と仏
教」を卒業論文のテーマにしていま
す。現役の僧侶の先生に教えていた
だいたり、講義の中に法要があった
り、感動する毎日です。

工房で仏像修復の勉強がしたくて
身延山大学へ。仏像修復には仏教の
詳しい知識が必要と思い、副専攻は
日蓮学専攻を選びました。年に数回、
久遠寺本堂で行われる法要に参列、
たくさんのお坊さんが集まり読経す
る姿はとても壮観で、感動的でし
た！博物館学芸員の資格取得もめざ
しています。仏像修復作業は地道な
ことが多いのですが、その体験を通
して継続することの大切さと完成し
た時の喜びを学んでいます。

介護福祉士と社会福祉士の受験資格
を同時にめざすことができるのに魅
力を感じて入学。少人数での講義が
多く、先生に質問もしやすいし、対
面授業が受けられるのもいいと思い
ました。児童福祉関連の授業で体験
した児童館での実習では、学んだこ
とが実践でき、自信もつき、その後
の大学生活のモチベーションに繋が
りました！介護の現場での実習やア
ルバイトなどにも積極的に参加し
て、経験を積んでいきたいです。

デザインなどを学んだことで、小さ
い頃から身近にあった仏像や仏教絵
画に興味を持ち、学びたいと編入し
ました。仏教芸術だけでなく日蓮聖
人の教えについて知ることで、人と
の接し方やものの見方について考え
るようになり、以前よりも視野が広
くなりました。伊東ゼミに所属。卒
業制作では、私自身が日蓮宗への理
解を深めるためにも、日蓮宗に関す
る絵本の制作を進めています。

林 龍子
4年
栃木県・宇都宮短期大学付属高等学校出身

久恒 佳織
2年
千葉県・翔凛中学校・高等学校出身

白川 朋樹
2年
山梨県・県立山梨高等学校出身

池上 真紀子
4年（編入生）
山梨県・県立身延高等学校出身
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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

仏教学科 文学・芸術専攻※
（旧仏教芸術専攻） 福祉学専攻 日蓮学専攻

文学・芸術専攻※

（旧仏教芸術専攻）

福祉学専攻

日蓮学専攻

仏教学科

履修アドバイスQ&A

身延山大学仏教学部仏教学科では、以下のような力を身につけ、かつ所定の単位
を修得した学生に学位を授与します。

※2023年4月から、仏教芸術専攻は文学・芸術専攻に名称が変わります。また、カリキュラム等も変わる予定があります。変更内容は随時HPで公表します。

◦各専攻における講義形式学習、演
習形式学習、実践形式学習を良く
修め、現代社会における多様な課
題に対して、学修した知識の活用
能力、批判的・論理的思考力、課
題探求力、問題解決力、表現力、
コミュニケーション力などの総合
力を用いて、発見、分析、解決す
る力を身につけた人。

◦現代的な仏教学に基づき、伝
統的な仏教に係る文学や芸術
を中心とする「広義の仏教学」
を身につけた人。

◦文学、仏教彫刻・修復、博物
館学を学び、芸術の発展に寄
与できる総合力を身につけた
人。

◦社会福祉や法制度の意義を理
解し、人権尊重の立場に立っ
て、利用者の全体を通した支
援ができる力を身につけた人。

◦地域福祉の諸問題を発見し、
協働して解決できる力を身に
つけた人。

◦仏教学・仏教史・日蓮教学・
日蓮教団史の専門知識を学修
し、仏教者として総合的・多
角的な知識を身につけた人。

◦実践形式科目を学修し、日蓮
宗僧侶として布教現場に即応
できる力を身につけた人。

ディプロマポリシー
（学位授与に関する方針）

身延山大学入学試験における
アドミッションポリシー

◦好奇心を持ち、さらなる探求心を
培おうと思う人。

◦見識を深め、自己を向上させよう
とする人。

◦一人一人の個性を尊重し、相手の
視点に立つことができる人。

◦主体的、かつ柔軟に思考すること
ができる人。

アドミッションポリシー
（本学が求める学生像）

文学・芸術専攻※

（旧仏教芸術専攻）
福祉学専攻 日蓮学専攻

3専攻と資格身延山大学が求める学生 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。

◦現代社会が直面している困難な問題に対して、常に問題意識を持ち、問題を解決し
ていく視点にたって、的確に対応できる基本的な力量とバランスのとれたものの見方、
判断力の育成が可能かどうか判断します。

◦仏教学や福祉学の基礎的な学力と、専門分野の基本的な知識や技術を身につけ、専門
分野はもちろん、専門以外の分野に対しても、柔軟に対応できる能力を判断します。

◦意欲的で、困難な問題に負けない強い精神力と健康な身体を併せ持ち、社会に出て
行く際には、チームの一員として信頼される人間的な魅力があるのか判断します。

◦僧侶として実践の場で活躍したい人。

◦仏教の教えを学び、社会に貢献した
い人。

◦宗教界の指導者を目指す人。

◦人を敬い、やさしい心をもった人。

◦将来、福祉の分野で活躍したいと思
っている人。

◦からだを動かし、五感をはたらかせ
て考えようとする人。

◦文学・歴史・美術が好きで、文学・
仏教美術を学びたい人。

◦アジアの仏教に関心があり、仏教の
ルーツを探ってみたい人。

◦博物館や社会教育に関する知識を身
につけたい人。

「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
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仏教学科 文学・芸術専攻
（旧仏教芸術専攻） 福祉学専攻 日蓮学専攻

（
旧
仏
教
芸
術
専
攻
）

教 養 科 目

専 門 基 礎 科 目

専 門 科 目 先輩たちの 4 年間の集大成！

飛鳥から鎌倉の
各時代を代表する
寺院等の美術が
わかる！

覚えた手話で聴覚
障害者に自己紹介

文
学・芸
術
専
攻

福
祉
学
専
攻

日
蓮
学
専
攻

身延山大学仏教学部仏教学科では、建学の精神「立正安国」（教育理念）に基づき、
高い専門性をもった人財を養成します。

◦仏教の持つ普遍的哲学性をより
発展させ、社会に対する奉仕、
実践・見識、社会貢献を重んじる
人財を育成するために、教養科
目と専門課程科目を開設します。

◦教養科目は専門課程を幅広く補
完し、問題解決に向けた基礎的
な教養を学びます。

◦現代的な仏教学を基礎とし、文
学、歴史、仏教彫刻、仏教絵画、
仏教音楽を学びます。

◦博物館や寺院が所有する資料の
収集・整理、調査・研究、展示・
保存の方法などを学びます。

◦文学・芸術分野のファシリテー
ターとして、企画力や交渉力を
実践的に学びます。

◦乳幼児から高齢者まで、多様な領
域の福祉に対応できる理論を体
系的に学びます。

◦高齢者や障がい者の生活上の課
題を解決できるように支援する
具体的方法を実践的に学びます。

◦こどもを取り巻く生活上の課題
を解決できるように支援する具
体的方法を実践的に学びます。

◦インド、中国、日本の仏教思想
や仏教史を学びます。

◦日蓮聖人の行動と思想を中心に、
法華思想や日蓮教学、日蓮教団
史を学びます。

◦仏教を応用し、社会的課題解決が
できる方法を実践的に学びます。

カリキュラムポリシー
（教育課程の編成方針）

先輩たち、先生たちのお勧め科目を紹介！
教養科目、専門基礎科目、専門科目で構成されるカリキュラム。

大学生として知っておくべき基礎・基本から、専門課程で応用力や発展的な力を身につけ、

４年間の集大成としての卒業論文までを、段階的なステップで学んでいきます。

工房で制作中の仏像を中心に制作過
程を鑑賞し、仏像彫刻などの実践も
体験。尊崇や敬愛を具体的に表現す
る手段として生まれた仏教美術や仏
像を制作面から知ることによって、
仏教美術をより身近に感じることが
できるようになります。

社会福祉士や精神保健福祉士の役割
と意義を理解し、相談援助の概念や
その範囲、他の機関との連携などソ
ーシャルワーク実践を行うために必
要な理念について学習することによ
り、援助活動の基本スキルを修得す
ることを目指します。

インドにおいて仏教の改革運動とし
て誕生した大乗仏教についてその成
立から展開までを学びます。さまざ
まな大乗経典から論書への展開を経
て金剛乗に至るインド仏教の思想的
変遷を理解していきます。

４年間の集大成である卒業論文は、
原稿用紙50枚、20,000字という条件
を満たす形で作成されます。一次資
料をよく読み込み、その資料に関す
る二次資料を精査し、専門性を高め
た内容になります。
また、指導教員が認めた場合には卒
業制作が中心となり、主に仏像彫刻
や仏教絵画が制作されます。
毎年、12月に卒論提出日が設定され
ます。

令和3年度  主な卒業論文のテーマ
『障がい者の能力に関する研究』
（福祉学専攻）

『「飛天画」制作』（文学・芸術専攻）
『「釈迦如来像」制作過程』
（文学・芸術専攻）

『死の受容に関する考察』（日蓮学専攻）
『身延山参詣の道について』
（日蓮学専攻）

2022年3月卒業の学生の卒業制作「飛天画」。
工房で半年かけて制作した。

仏教発祥の地インドの仏教文化を時
代ごとに追い、スリランカや東南ア
ジアで発展した仏教美術、シルクロ
ードと中国の仏教芸術と訳経、日本
の寺院建築と美術など、伝播した各
地域でそれぞれの地域文化と融合し
ながら、独特の発展を遂げた仏教文
化を辿ります。

手話とはどのような言葉なのかをま
ず知ります。今まで学ぶ機会のない
言語の手話を身に付けられるよう、
最初は単語が覚えられるよう繰り返
します。次にそれを使って自己紹介
ができるように実際に表現していき
ます。

日蓮聖人の教えを学んでいくにあた
って、まずその目的や学修の態度、
方法についておさえ、そして、本学
の建学の精神でもあり、日蓮聖人が
全生涯を捧げた立正安国の精神につ
いて、その根幹となる部分を受講生
のみなさんと一緒に学んでいきます。

大学は、自ら確かな向学心を持って、
能動的に学修し、研究をしていく場
所。データベースを活用して自分の
興味のあるテーマを調べたり、自分
の考えをまとめてプレゼンテーショ
ンしたり、体験的に学びながら、大
学で学ぶために必要な理解力・思考
力・表現力を身につけ、自主的に学
んでいく力を養っていきます。専門
の違う4人の教員が交代で授業を担
当します。

基礎ゼミⅠ
「基礎的なスキルを身につける」

基礎ゼミⅡ
「応用的なスキルを身につける」

カリキュラムについての
もっと詳しい内容は、ここでチェック！

仏教彫刻の鑑賞と実践

ソーシャルワークの基礎と専門職

大乗仏教概論

仏教文化史

手話入門

日蓮学入門

卒業論文

基礎ゼミⅠ・Ⅱ

住み続けられる
まちづくりを
考えたよ
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3専攻によってめざせる資格に大きな違
いはありませんが、社会福祉関連の仕

事をめざしたい方は、「福祉学専攻」を、学芸
員（博物館学芸員）の資格取得をめざす方は、

「文学・芸術専攻」を主専攻として選ぶことを
お勧めします。

社会福祉士と介護福祉士をめざせるカ
リキュラムがありますので、同時に取

得することは可能です。国家試験受験資格に
必要な科目を全て履修し、さまざまな実習を
行うことが必要ですので、少しハードな時間
割になるのでがんばってください。

「福祉学専攻」には、福祉や医療の相
談援助の場において、コーディネータ

ーとして重要な役割を担うソーシャルワーク
専門職の社会福祉士の国家試験受験資格を得
られるカリキュラムを用意。副専攻を取りな
がら、資格取得に向けた勉強が進められます。

令和2年度に新しくできた文部科学省認定の「社会
教育士」。「自分たちの暮らす地域を面白くしたい」、

「人ともっと出会いたい」、「多様な人とつながりながら活
動したい」という前向きな気持ちになれるきっかけとして

「学び」の機会を社会に提供し、豊かな地域づくりを進め、
地域コミュニティを活性化していきます。

児童相談所の相談員として仕事をする「児童福祉司」、主として公立
の児童福祉施設で、18歳以下の児童の支援を担う専門職の「児童相

談員」などの資格がめざせます。どちらも任用資格ですので、公務員試験
に合格する必要があります。

専攻によって
取得できる資格は、
どのように違ってきますか？

僧階の資格と同時に
社会福祉関連の資格を
取ることはできますか？

社会福祉士受験資格をめざす場合には、
どのように学んでいくとよいですか？

社会教育士とは、どのような仕事をするのですか？

将来、子どもたちのサポートをしていく
仕事をしたいと思っています。
どのような資格をめざすとよいですか？

Q1

Q3

Q2

Q4

Q5

Q&A
A

A

A

A

A

一人の学生に一人の教員が「アカデミック・
アドバイザー」として、いろいろな相談を受

け付けています。入学後、新入生ガイダンスが終わ
った後に面談を実施。「取りたい資格」や「希望す
る将来」に向けて、明確なビジョンを描けるように
アドバイスします。学修に対する不安や生活につい
ての悩みなど、気軽に相談してください。

平成26年度からタブレットを希望する学生
に貸与し、主体的に学べる「アクティブ・

ラーニング」の環境を整えています。タブレット
を活用してプレゼンテーションを行ったり、グル
ープでディスカッションする講義を通じて、社会
的能力に必要不可欠な「考える力」「言語化する力」
などを身につけられます。

1995年、世界遺産に指定されたラオス人民共和国・

ルアンパバーン県。36の寺院と1174体の仏像は、

ベトナム戦争や独立戦争の中で荒廃し、制作や修復

の伝統技法も途絶えていました。その文化の再興を

めざし、身延山大学とラオス文化情報局は2001年、

仏像修復に関する調印を交わしました。それから21

年、大学の国際日蓮学研究所の仏像制作修復室(通称

‘工房’)の柳本伊左雄特任教授と、工房で制作や修復

を学ぶ研究生や学生、卒業生たちは、毎年、後期終

了後の2月に3週間、現地でプロジェクトに参加。20

年で100体の仏像を修復しました。1年生が終わった

春休みに参加した先輩たちも数多くいます。

学生たちが、アカデミック・アドバ
イザーの教員に相談しやすいように、

教員の研究室をオープンにしている時間を
用意しています。これが「オフィス・アワー」
です。アカデミック・アドバイザーの教員
と職員によるサポートも充実させて、学生
と教職員の共鳴教育を大切にしています。

精神的に病んでしまった時にバッ
クアップできるようガイドラインを

用意。また、学力に応じた学修時間が持
てるように、履修登録の可能な単位数の
上限が学期ごとに変動する「変動型CAP
制度」を設置していますので、悩んだら
すぐ、なんでも相談してください。

資格取得や履修についての相談は
どのように受けられますか？

実社会で役立つ社会的能力を
身につけることはできますか？

ラオス世界遺産に関わることの
できるプロジェクト！

「オフィス・アワー」とは、
どういう支援なのですか？

大学生活に悩んだ時は
どうすれば良いですか？

Q1

Q3

Q2

Q4

Q&A

A

A

A

A

取得できる資格、めざせる資格取得できる資格、めざせる資格

受験対策講座も
開講しています！

4年間、学んだらどんな資格がめざせるの？　どんな仕事に就くことができるのか？
描いている未来が叶えられるのか、気になるところ。資格について、先生や職員の方がお答えします！

地域福祉

コーディネーター

もめざせるよ

気

になる資格

気

になる資格

まるごと
Check

!

これも

Check
!

ここが

ここがPOINT

学修支援

少人数の大学ならではの充実した支援体制で、学生一人ひとりに寄り添うサポートを行っています。

アカデミック・
アドバイザー
木村 中一 教授

3専攻共通でめざせる資格
めざせる資格 内 容

学芸員資格（博物館学芸員） 博物館・美術館や歴史館、郷土資料館などで、展示物の管理などを行う仕事。

社会教育主事（任用資格） 都道府県および市町村などの教育委員会の事務局で働く専門的職員。

社会教育士 専門性を活かし地域の様々な課題の解決に向けて地域住民を支援します。

社会福祉士国家試験受験資格 一人ひとりに応じた社会福祉サービスをコーディネートしていく仕事。

身体障害者福祉司（任用資格） 更生相談所で、身体障害者の福祉に関わる相談、調査、指導を行います。

社会福祉主事（任用資格） 都道府県および市町村などの福祉事務所や福祉関連施設で働く専門的職員。

知的障害者福祉司（任用資格） 都道府県および市町村などの福祉事務所や知的障害者更生相談所で働く仕事。

児童福祉司（任用資格） 都道府県の地方公務員の児童相談所で働く専門的職員。

生活指導員（任用資格） 老人福祉施設や障害者施設などで、入所者の健康管理を行います。

介護福祉士実務者研修修了 介護福祉士国家試験受験資格を得るために受講する研修です。

日蓮宗僧階（権僧都） 身延山内にある信行道場で所定の修行を経て、日蓮宗から認証されます。

オフィス・アワーは
毎週あります
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2種類の授業料減免制度を
用意するほか、兄弟姉妹同

時在学者（新設！）減免制度や単年
度成績優秀者への褒賞制度もあり
ます。

奨学金には、将来、返済する義
務のない「給付型奨学金」と、

将来、返済する必要がある「貸与型奨
学金」の2種類があります。身延山大
学では、大学や学園独自の給付型奨学
金を用意。みなさんの学びたい気持ち
を支援しています！

福祉学専攻のカリキュラムの中に社会
福祉士国家試験を受験するための科目

を設置。４年生からは、「社会福祉士国家試験
受験対策講座」も用意しています。

3回開催される就職ガイダンス。履歴書・
エントリーシートの書き方から面接時

の対応方法まで、時期と一人ひとりの状況に
応じたサポートプログラムで就職活動に役立
つ知識を体系的に身につけられます。

給付型奨学金には、「身延山学園奨学金」「身延山学
園同窓会・身延山大学保護者会奨学金」「立正育英会」

「財団法人赤尾育英奨学金」（山梨県在住者対象）など独自
の奨学金制度を用意しています。日本学生支援機構にも、
給付型奨学金（修学支援新制度）があります。

近年、社会問題となってきているヤングケアラーや児童福祉施設で暮らす人たちを応
援したいと始まった新制度。入学時に20歳以下のヤングケアラーには返済不要の奨学
金を用意。児童養護施設等減免制度では、施設に入所中あるいは退去して2年以内か
つ生活に困窮している方を対象に学納金を19万円減免します。経済的理由や家庭的理
由に縛られず、学びたい気持ちを持つ人たちを応援します！

寮や、大学が運営するアパー
ト以外に身延山内には宿坊が

あります。宿坊では、寄宿し、働き
ながら学ぶこともできますし、大学
の図書館でアルバイトをしている学
生もいます。

令和3年度は全学生の4割が
学内の返済義務のない奨学

金制度により給付を受けています。

就職指導はもちろん、学生生活の相談も学修支援室では行って
います。元看護師の私は健康面から学生をサポート。季節やそ
の時々に応じた「保健便り」を書き、ホームページに掲載して
います。どうぞ気軽に学修支援室をのぞいてみてください。

学びたい気持ちがあれば大丈夫！
どんな方でも学べるよう、学生一

人ひとりの思いや状況をていねいに掘り
起こして、奨学金が得られるようにバッ
クアップしていきます。

奨学金以外に
経済的援助を
得られる制度は
ありますか？

どのような奨学金が
用意されていますか？

社会福祉士をめざしていますが、
資格取得に向けてのサポートは
ありますか？

就職ガイダンスの内容について
教えてください。

将来、返済をしなくてもよい
奨学金にはどのようなものが
ありますか？

条件や金額などの詳しい内容は、ここでチェック！
https://www.min.ac.jp/admission/fee.html#scholarship

生活面での経済的な
サポートなどはありますか？

何人くらいの学生が奨学金を
受給していますか？

学修支援室からメッセージ

過去3年間の主な就職・進路実績

あまり勉学に自信はないの
ですが…奨学金を受給する
ことができますか？

Q5

Q1

Q1

Q2

Q3

Q6

Q2

Q4

Q&A

A

A

A

A

A

A

A

A

学びたい気持ちを応援したい！
2022年4月から3つの新制度がスタート！！

ヤングケアラー奨学金制度
児童養護施設等減免制度
兄弟姉妹同時在学者減免制度

医務室担当　芦澤すえ子

奨学金奨学金

一人ひとりの希望の就職へ、徹底サポート！
講義の空き時間に図書館
でアルバイトできるので
嬉しい (^_^)

独自の奨学金制度や減免制度などで、4年間、あなたの学びたい気持ちを徹底サポートしていきます！

就職ガイダンスやセミナーはもちろん、キャリア系科目を用意。学生一人ひとりが希望の将来を叶えられるよう、徹底サポートしています。

奨
学

金のアレコレ

奨
学

金のアレコレ

まるごと
Check

!

秋には、工房の仲間と銀座で個展を開催
仏像修復や制作の面白さを広めたい

自分なりの視点をもって施設の中でできる
最大限の支援をしていきたい

自分が描く未来を実現した先輩たち！

卒業と同時に、介護福祉士とともに社会福祉士の資格を取得しま
した。今は、静岡県の特別養護老人ホームでケアワーカーとして働
いています。ホームが終の棲家となる入所者さんも多いので、施設
の中でできる最大限の支援をしていきたいと思って仕事をしていま
す。４年目を終え、「こういう時にはこんな風にしよう」と考えら
れるようになりましたが、先輩たちのように自分なりの視点を持つ
ことがとても大切だと感じています。

鈴木 義孝さん　2006年３月卒業　
身延山大学国際日蓮学研究所研究生
神奈川県・県立横浜南陵高等学校出身

子どもの頃から古いものが好きでした。入学時、まだ漠然として
いた将来が１年の夏にラオスの世界遺産修復プロジェクトに参加
して見つかりました。卒業後もラオスへ行き、約70体の仏像修復
に関わり、記念式典のコーディネートや統括も担当。今は、秋に
銀座で工房の仲間たちと行う個展に向けて、截金（切金）の作品
を創っています。東京や山梨で個展を続け、仏像修復や制作の面
白さをみんなに知ってもらいたいですね。

仏師 社会
福祉士×

宗 門 関 係 七面山奥之院、身延山久遠寺、日蓮宗各本山、
全国の日蓮宗一般の寺院

芸 術 関 係 彫玄堂

一 般 企 業 等 コンビニエンスストア、身延山大学図書館、鈴与株式会社、
鍼灸院、（株）平山、JA山梨原生連、英雅堂グループ

福祉・保育関係 社会福祉法人かながわ共同会（神奈川県）秦野精華園、
ゆらぎデイサービス、身延町社会福祉協議会、
特定非営利法人楽笑、帯山のぎく保育園、
アドバンテージあさひ、県立あけぼの医療福祉センター

小泉 美佳さん　2018年３月卒業　
社会福祉法人富士厚生会 富士宮荘
山梨県・県立北杜高等学校出身

山梨県内に在住し
社会福祉士をめざ
す人向けの奨学金
もあるよ！詳しくは
聞いてみよう

奨学金があるから、
毎日の勉強も
がんばれるね

NEW

充実の
バックアップ制度で応援！
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4 SEASON

身延山大学YouTubeチャンネル 配信中！！

新しい自分が見つかる！

スクールバスの時間も
自分ペースで楽しんでます！

総本山の隣という環境の中、工房で
平日も休日も仏像修復三昧！

自宅生 下宿生

ものづくりの仕事に興味がありました。テレビで工房の様子を見
て、自分の中で感じるものがあり、工房の見学へ。実際に仏像の
修復をしている様子を見て、とてもレベルが高く、自分も工房で
働きたい！と思い、入学しました。日蓮宗の総本山身延山久遠寺
の隣にあり、仏教について学べる良い環境で、大学の近くで一人
暮らしをしながら、毎日、仏像修復や製作の技術について学んで
います。平日は授業の合間や終わってから、休日は10 ～ 11時間
を工房で過ごしています。仏像に対する知識や修復をする上での
技術を身につけると共に、修復をする側になったことで仏像に対
する見方が変わりました。

三浦 舞花　福祉学専攻　2年　
山梨県・甲斐清和高等学校通信制出身

手塚 真稔　文学・芸術専攻　2年　

山梨県・県立山梨高等学校出身

人のお世話をするのが好きで、専門学校と迷いましたが、4年間
かけて、ゆっくり自分のペースで勉強したいと思い、大学に進み
ました。入学式のお経には感動！仏教の歴史にも興味があったの
で、副専攻は文学・芸術専攻（旧仏教芸術専攻）を取っています。
通学時間は少し長いですが、スクールバスがあるので、睡眠時間
を補ったり、ゲームを楽しんだりしています。ここで学ぶ中で、
色々なことに挑戦する面白さに気づいています。今、人とのふれ
あいに関係する心理学に興味があります。子どもの世話をするこ
とが好きなので、将来は子どもに関わる仕事に就きたいと思って
います。

通学方法　スクールバスと電車
通学時間　約2時間

甲府方面や静岡方面から通学する
学生たちが利用する無料のスクー
ルバス。第1・2時限の始まり、第
4・5時限の終わりにあわせて朝夕
運行しているので、とっても便利！

通学方法　車
通学時間　about 10min

◆下宿（学園寮）
1K（6畳フローリング）、
バルコニー、トイレバス。

◆生活費
約10万円前後

宿坊
大学周辺・身延山内には多く
の坊があり、中でも参拝者が
宿泊する宿坊では、学生が寄
宿し、働きながら大学へ通っ
ています。居住費や食費が免
除される場合もあります。

学園寮
大学からバスで５分くらいの
ところにある学生アパート。
同じ大学の仲間が暮らしてい
るので、ひとり暮らしも安心。

他にもあるよ！
身延らしい生活の場

Summer

Winter Autumn

Spring

もちろん、寮も充実！ 詳しくはリーフレットでチェック！

先輩後輩みん
な

ファミリーみた
い

ここがお気に入り！
トイレとバスが別々

×
新入生ガイダンス
ではタブレットを
使用してアドバイス
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附属図書館

学生ホール（本館1階）

仏像制作修復室（工房）

実習棟“扶
ふ

蔬
そう

館
かん

” 学生食堂

附属身延山高等学校と同じ敷地内にあるキャンパスには、
本館、実習棟、附属図書館、体育館や学生食堂などがあります。
とってもアットホームで、みんながあいさつを交わしながら、過ごしています。

蔵書数は16万冊以上！
仏教や宗教に関わる貴重な典籍や資料も豊富。
自主的に学び、知識や情報を得られる

“ラーニングコモンズ”機器もあるので
自習やレポート作成に便利！

専攻を超えてみんなが集まる学生ホールは、
正面玄関を入ってすぐ。
自販機や“ラーニングコモンズ”機器、
いろんな冊子もあるので、
講義の空き時間にほっこりできます。

仏像制作や修復などに興味があるなら、
工房をのぞこう！
講義の後は、先輩たちが思い思いの制作や
修復に深夜まで励んでいる。
3Dスキャナを駆使した
仏像修復も進行中！

扶蔬館は社会福祉士や介護福祉士の
資格をめざす学生が、資格取得や実
習に役立つ知識や技術を体験しなが
ら学べる実習棟。
ロッカールームやパウダールームが
あるのも嬉しいね。

学食は、定食はもちろん、カツ丼
などのガッツリ系から、地元の食
材ゆばを使ったヘルシーなものま
でさまざま。自由にトッピングも
できるのが嬉しい。

紹介します！僕らのアットホーム学び舎

第1位！

第2位！

第3位！堂々堂々

福
祉

学専攻なら

福
祉

学専攻なら

ココ！

日
蓮

学

専攻なら

日
蓮

学

専攻なら

ココ！

本山の隣にある大学ならではの貴重な古文書がいっぱい

静かで
落ち着けるので、

レポートが進むよ！

みんなに出会える

学生ホールは

情報交換の場

定食から麺類、丼と、
メニューの数は
日替りメニューも含め
40 以上！

女子学生や
バリアフリーに
対応してるね

ラオスの
世界遺産修復
プロジェクトにも
参加できるよ！

身延山大学身延山大学

本館本館

本堂本堂
祖師堂祖師堂

仏殿仏殿

客殿客殿
法喜堂法喜堂

［身延山久遠寺］［身延山久遠寺］
五重塔五重塔

附属図書館附属図書館

体育館体育館
学生食堂学生食堂

附属身延山高等学校附属身延山高等学校

実習棟実習棟

仏像制作修復室仏像制作修復室

身延山大学
YouTubeチャンネルで
施設設備の動画を配信
しています

文
学

・芸術専攻
な

ら

文
学

・芸術専攻
な

ら

ココ！
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社会人推薦入学試験および編入学試験
があります。入学時に50歳以上の方で、

仏教や社会福祉に興味のある方には、「シニア
入学制度」を用意。入学金と授業料の30％が減
免されます。

筆記試験を課さない入試もあります。例えば「自己スタイル入学試験」
は、出願時に提出する自己表現書と面接で、あなたの学びたい気持ち

やアピールポイントを見ます。自宅等からオンラインで受験することも可能です。

指定校推薦入学試験は、入学
金が18万円減免され、10万円

になります。また、奨励特待生にな
ると授業料は、最高20万円まで減免。
一定水準の成績を満たせば、4年間
の減免も可能です。

社会福祉事業の経営実践をめざす社会福祉施設
の後継者や社会福祉事業に強い関心のある寺院

の後継者が受験できる「社会福祉施設後継者推薦入学
試験」をお勧めします。10月3日～ 3月30日の間で随時
受験ができ、入学金が18万円減免されます。

在学年数を5 ～ 10年で自由に決められる「長期履
修学生制度」を用意。在学年数は受験した入試

によって変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

一般入学試験Aにおいて、成績及び
品行優良な学生を対象に、特待生制

度を設置しています。試験科目の成績などに
よって、学納金の全額免除や授業料の半額
免除が受けられます。

会社を退職したら、仏教につい
てじっくりと学びたいと思って
います。社会人に対しての入試
制度について教えてください。

筆記試験には少し自信がないのですが、
面接などで受けられる入試はありますか？

指定校推薦入学試験で受験しよう
と思っています。奨励特待生制度
について教えてください。

学納金について詳しく教えてください。

入試についてのもっと詳しい内容は、ここでチェック！
https://www.min.ac.jp/admission/information.html

父がグループホームを経営しています。介護福祉士の
資格を取得して、その後を継ぎたいと思っています。
どの入試で受験すると良いですか？

仕事を続けながら、
学べる方法などはありますか？

一般選抜にも特待生制度はありますか？

Q5

Q3

Q1

Q7

Q6

Q4

Q2

Q&A

A

A

A

A

A

A

2023年度　身延山大学　仏教学部　入試案内
●募集学部・学科・募集人員 仏教学部　仏教学科（文学・芸術専攻、福祉学専攻、日蓮学専攻）　30 名　

●出願方法 出願書類は、郵送または窓口持参のいずれでもかまいませんが、出願締切日（各募集欄参照）必着とし
てください。なお、入試関係書類は無料送付させていただきます。

●受験料 30,000 円（指定校推薦、附属身延山高等学校特別推薦は 10,000 円）

●試験会場 身延山大学 または 自宅等（オンライン入試）  

※1. 令和 4 年12月24日（土）から令和 5 年 1 月 9 日（月）の期間を除きます。
※2. 令和 4 年10月 2 日（日）から令和 5 年 3 月30日（木）までの土・日を含む希望日から選ぶことができます。
※3. 新型コロナウイルスのまんえん状況によっては試験形態が変更になる可能性があります。（入試の変更内容は本学ホームページにて随時公表します。） 
  ★. 入試形態によっては、オンラインでの面接も選択ができます。

学校推薦型選抜 および 総合型選抜日程

一般選抜 および 第２、３年次編入学試験日程

試験区分

学校推薦型選抜 総合型選抜

指定校推薦入学試験

附属身延山高等学校
特別推薦入学試験

一般公募制推薦入学試験A ★
一般公募制推薦入学試験B ★

（自己推薦形式）

自己スタイル入学試験
社会人推薦入学試験
宗門後継者推薦入学試験       

★

社会福祉施設後継者推薦入学試験

募集定員 全推薦入学試験で 15 名

出願期間
令和 4 年11月 1 日（火）から
令和 4 年11月 8 日（火）まで

令和 4 年 9 月15日（木）から
令和 4 年11月25日（金）まで

令和 4 年10月 3 日（月）から
令和 5 年 3 月30日（木）まで ※1

試験日 令和 4 年11月13日（日） 令和 4 年12月 4 日（日） 随時 ※1 ※2

成績基準 3.0以上 Ｃ段階（2.7以上） 特にありません

試験形態
①書類審査　②小論文 ※3

③面接審査
①書類審査
②面接審査

合格発表日 令和 4 年12月 1 日（木） 令和 4 年12月 9 日（金） 合格発表日は本人に通知

試験区分
一般選抜

第２、３年次編入学試験 ★

一般入学試験Ａ 一般入学試験B

募集定員 10 名 5 名 若干名

出願期間
令和 5 年 1 月 6 日（金）から
令和 5 年 1 月31日（火）まで

令和 5 年 2 月22日（水）から
令和 5 年 3 月20日（月）まで

令和 4 年 9 月15日（木）から令和 5 年 3 月30日（木）まで ※1 

試験日 令和 5 年 2 月 5 日（日） 令和 5 年 3 月22日（水） 随時 ※1 ※2

試験形態
①書類審査　②国語総合、英語
③面接審査

①書類審査　②小論文 ※3

③面接審査
①書類審査
②面接審査

合格発表日 令和 5 年 2 月 9 日（木） 令和 5 年 3 月23日（木） 合格発表日は本人に通知

入学区分 学校推薦型選抜・総合型選抜 編入学・一般選抜

附属身延山高等学校
特別推薦

指定校推薦、社会人推薦、
社会福祉施設後継者推薦、宗門後継者推薦

一般公募制推薦A・B
自己スタイル

第2、3年次
編入学試験 一般選抜

項目

入学金 0円 100,000円 280,000円 100,000円 280,000円

授業料 630,000円 630,000円 630,000円 630,000円 630,000円

施設拡充費 190,000円 190,000円 190,000円 190,000円 190,000円

暖房費 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

研究費 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

実習料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

諸会費 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
合計 900,000円 1,000,000円 1,180,000円 1,000,000円 1,180,000円

消費税は上記金額に含まれています

入試
学納金が免除される特待生制度のほか、入学金が大幅に減免される入試区分を多数用意。入試によっては、自宅から

オンラインで受験することができます。自分にあった入試を見つけよう！

入
試

のアレコレ

入
試

のアレコレ

まるごと
Check

!

出願時に募集要項
などを熟読して出願
してくださいね！

特待生制度
A 種 最大限4年間の学納金全額免除
B 種 最大限4年間の授業料半額免除

入学金
100,000円

授業料減免額
第Ⅰ種 200,000円
第Ⅱ種 100,000円

入学金が

18万円減免に
なる

入試制度も！

宗門後継者推薦
入試もあるよ！

特待
生制度や入

学金減免制度も充実！
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