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１ 本 科 生 

 ①高等学校を卒業した者、および高等学校と同等以上の学力があると認め 

  られる１８歳以上の者。 

 ②修業年限１年。 

２ 別 科 生 

 ①本科卒業生、または有教師者。 

 ②修業年限１年 

◇出願手続 

 定 員    ３６名 （本科生、別科生の合計） 

        ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、２０２２年度 

         については、入寮者数を制限します。 

出願期間   １月１１日（火）から３月２５日（金）午後５時必着 

出願書類   ①～⑤の書類を用意し、⑥受験料を添え現金書留にて郵送の 

       こと。なお、３月２５日のみ持ち込み可とします。 

       ①志願者名票（所定） 

       ②写真（３cm×２．４cm）３枚 （志願者名票の貼付を含む） 

       ③最終学校の卒業証明書 

       ④最終学校の成績証明書 

        ※学校によっては発行できない場合があります。その場合 

         は発行できないことを記したものを提出してください。 

       ⑤健康診断書（所定） 

       ⑥受験料 ３０，０００円 

提出先    〒６０７－８０８７ 

       京都市山科区竹鼻サイカシ町１３－１７ 大谷専修学院入試係 

        TEL 075-501-5888  FAX 075-501-5858 

入学を志し、出願される方は所定の用紙（①志願者名票、⑤健康診断書）、 

および『呼応の教育』が必要になりますので上記までお問い合わせください。 

※全寮制の共同生活を行う上で、身心の健康、食物アレルギー等で特に留意す

べきことのある方は、事前にお知らせください。 

※なお知り得た個人情報は、学生生活に係る目的以外に使用いたしません。 

Ⅰ募集要項 本科生・別科生 
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◇入学試験 

日  時  ４月５日（火）午前９時より（午前８時３０分より受付開始） 

場  所  本学院 

考査内容  現代文  （５０分） 

      古文・漢文（４０分） 

      作文   （５０分） 

      面接   （午後より受験番号順） 

※『入学案内』、『呼応の教育』、『コンプライアンスマニュアル』（2021年度）、『新型コロ

ナウイルス感染症対応ガイドライン』（2021年度）、『症状別対応マニュアル』（2021年

度）は必ず本人が読んで、入学試験に臨んでください。 

◇合格発表・説明会   

      ４月６日（水）午前８時５０分より本学院にて合格発表、 

      ９時より入学説明会（終了予定時間１２時） 

      ※必ず本人が出席してください。 

◇入学式  ４月１４日（木）午前９時３０分より本学院にて行います。 

             （午前８時５０分より式説明） 

◇入寮の際の荷物 

寝具、座机、健康保険証、身の回り品。詳しくは、４月６日の入学説明会で伝

達いたします。なお、入寮は４月１４日の入学式後になります。 

※詳細は『入学案内』の１６頁を参照してください。 

◇荷物の発送 

荷物の発送は４月６日の合格発表後、決められた寮宛に説明会で指示する発送

手続きに従って各自送付してください。 

◇服装 

・制服は特に定めませんが、華美にならないように注意してください。 

・勤行等で着用する間衣は、得度受式後一学期中にご用意ください。 

                             （紋紗
もんしゃ

不可） 

・報恩講の勤修、真宗本廟参拝等のときはスーツ・ネクタイ等の正装で勤修、参

拝ができるように用意してください。 

入学試験、合格発表・説明会、入学式、入寮 
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①対象    １８歳以上で本学院で行われる授業の聴講を希望する者。 

➁聴講科目  ・歎異抄講義  ・仏教概説  ・声明（本科）（１１頁参照） 

③聴講料   １科目３０，０００円 

➃申込期間  ２０２２年１月１１日（火）～３月２５日（金） 

       ※４月以降でも申込可。ただし配信の延長はいたしません。 

⑤申込方法  Gmailアドレス（Googleアカウント）を取得してください。 

       名前・フリガナ・年齢・住所・電話番号・聴講希望科目を 

       明記し、Gmailアドレスを使用して以下のメールアドレスにお送 

       りください。 

       Ｅメール：2022otanisenshugakuin.tyoukou@gmail.com 

       ※メール確認後、聴講料の納入方法等をご伝達いたします。 

➅配信期間  ２０２２年５月上旬（予定）より ２０２３年３月３１日 まで         

⑦その他   聴講は大谷専修学院で行われる授業の録画配信です。 

       なお、この聴講は真宗大谷派教師資格を取得されようとする方の 

       単位にはなりませんのでご注意ください。 

 

オンラインによる聴講にあたっての注意事項 

・聴講生は入寮することはできません。 

・GoogleDrive（ウェブ上のクラウドサービス）を利用した動画配信 

 になります。 

・真宗聖典、教科書などは各自で用意してください。 

（６頁「オンラインによる聴講科目教科書一覧」を参照） 

Ⅱ募集要項 聴講生 

 オンラインによる聴講について 
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オンラインによる聴講科目教科書一覧 

  歎異抄講義 『真宗聖典』 

 

  仏教概説  『真宗聖典』 

        『改訂 大乗の仏道 ―仏教概要―』 

        『改訂 大乗の仏道 ―仏教概要―資料編』 

 

  声明（本科）『真宗大谷派声明集』 

        『真宗の儀式』 

        『真宗大谷派御伝鈔拝読稽古本』 

        『真宗大谷派御文拝読稽古本』 

        『新修浄土三部経音読教本』 ※ 

          

 ※『新修浄土三部経音読教本』は永田文昌堂から発行されていま 

  す。本三のものであれば授業で使用可能です。 

  これ以外はすべて「東本願寺出版」発行です。 

Ⅱ募集要項 聴講生 
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①対象    １８歳以上で本学院で行われる授業の聴講を希望する者。 

②聴講科目  本学院で行われる授業（参考１１頁）。ただし、聴講可能 

       科目に制限があります。 

③聴講料   １科目２０，０００円 

④申込方法  ４月１４日以降に学院事務室窓口でお申し込みください。 

       詳しくは４月１４日以降に学院事務（075-501-5888）へお問い 

       合わせください。 

⑤その他   この聴講は真宗大谷派教師資格を取得されようとする方の 

       単位にはなりませんのでご注意ください。 

 

来院による聴講にあたっての注意事項 

・聴講生は入寮することはできません。 

・真宗聖典、教科書などは各自で用意してください。 

 

Ⅱ募集要項 聴講生 

 来院による聴講について 
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区分 金額 単位円

受験料 30,000 出願時に送金

140,000

367,000

140,000

　実習費 28,000
　入寮費 20,000

　教養科目費 30,000
　記念品費 6,000
　卒業文集費 3,500

734,500
45,000 ×10回

450,000

　本科別科共通 33,990

　本科 22,580 詳細は9頁参照

56,570

受験料 30,000

140,000

315,000

20,000

　実習費 28,000

　入寮費 5,000

　記念品費 4,000

3,500

515,500

27,000 ×10回

270,000

　本科別科共通 33,990

　別科 8,030 詳細は9頁参照

42,020

学寮費
　学寮費 納入期日、納入方法は合格後に伝

達します。小 計 ③

合格後、②の金額を4月14日までに
納入してください。

納入方法は合格後に伝達します。

　卒業文集費 欄外の※も併せてお読みください。

小 計 ②

納入期日、納入方法は合格後に伝
達します。小 計 ③

合 計 （ ① + ② + ③ + ④ ） 1,271,070

別
科

　受験料① 　前年度本科卒業者は免除

学資

　入学金 　前年度本科卒業者は免除

　授業料

　校費

教科書

小 計 ④

合 計 （ ① + ② + ③ + ④ ） 857,520

内訳 備考

本

科

　受験料①

学資

　入学金

合格後、②の金額を4月14日までに
納入してください。

　授業料

　校費

納入方法は合格後に伝達します。

教科書

小 計 ④

欄外の※も併せてお読みください。

小 計 ②

学寮費
　学寮費

Ⅲ諸費用 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、諸研修・行事の開催が未定です。 

   開催の有無が決定次第、最大で行事費10,000円、研修旅行費40,000円を納入していた 

   だく場合がありますのでご承知おきください。詳しくは入学説明会でご案内いたします。

※この他に生活費などが必要です。 
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Ⅲ諸費用 

所持していないものは購入してください。入学後、書店が来院いたします。 

すべて金額は定価（税込み）です。 

※『歎異抄講読Ⅰ～Ⅲ』、『三経講読Ⅰ～Ⅲ』は学院より発行されています。 

 これら以外はすべて「東本願寺出版」より発行されています。 

 教科書一覧 

金額 単位円

　真宗聖典（小判） 3,300
　真宗聖教全書（一） 10,670
　真宗大谷派声明集 4,950

6,600

　真宗大谷派御文拝読稽古本 4,950

　真宗大谷派御伝鈔拝読稽古本 2,200
　女性史に学ぶ学習資料集 1,320

33,990

2,750

1,100

2,200

1,650

330

440

550

770

1,650

110

1,320

440

550

1,320

　歎異抄講読Ⅰ　※ 1,500

　歎異抄講読Ⅱ　※ 1,500

　歎異抄講読Ⅲ　 ※ 1,200

　三経講読Ⅰ　 ※ 1,000

　三経講読Ⅱ　 ※ 1,200

　三経講読Ⅲ　 ※ 1,000

22,580

　解読浄土論註 3,850
　解読　教行信証　上巻 4,180

8,030

　真宗の儀式

書籍名

　新修浄土三部経(折本)

本 科 別 科 共 通 合 計

　改訂大乗の仏道

　改訂大乗の仏道資料編

本科

別科

本科別科
共通

別 科 合 計

　仏教讃歌Ⅰ

　仏の名のもとに

　真宗大谷派宗憲・宗教法人法

　信の回復

本 科 合 計

　清沢満之の精神主義

　浄土の真宗

　教団のあゆみ

　宗祖親鸞聖人

　正信偈

　現代の聖典観無量寿経序分

　増補　真宗大谷派勤行集
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①志願者名票 

※記入は黒か青の万年筆、またはボールペンを使用し、楷書で正確に記入してく

ださい。消せるボールペン（フリクションボールペン）は使用不可。 

 写真       撮影が４月５日の前３ヶ月以内のもの。所定の大きさに裁断し、貼付。 

 志願       本科、別科いずれかを○で囲んでください。 

 本人現住所氏名  氏名は楷書で正確に記入。特に姓は２０２２年４月１４日現在で記入。 

          生年月日は西暦で記入してください。 

          学院から送付物があるので受験前に志願者本人と連絡が取れる住所、 

          電話番号を記入してください。 

 保護者現住所氏名 成人されている方も必ず記入してください。 

          志願者のご家族、身を案じていただける方を記入してください。 

 所属寺      すでにある方のみ記入してください。 

 最終学歴     年月は西暦で記入してください。 

 卒業後経歴    枠内で記入してください。書式は問いません。 

 

②写真 

 撮影が４月５日の前３ヶ月以内のもの。所定の大きさに裁断。志願者名票に貼付する以外に

２枚必要です。 

※裏面には何も書かないでください。 

 

③卒業証明書 

 卒業された各学校に問合せ入手してください。卒業証書ではありません。出願時に２０２２

年３月卒業見込の方は、見込証明書を提出し卒業後に証明書を送付してください。大学に在学

中の方は、高等学校の証明書を提出してください。専門学校は文部科学省認可の学校に限りま

す。 

 

④成績証明書 

 卒業された各学校に問合せ入手してください。出願時に２０２２年３月卒業見込の方は、見

込証明書を提出し卒業後に証明書を送付してください。大学に在学中の方は、高等学校の証明

書を提出してください。専門学校は文部科学省認可の学校に限ります。 

 経年等の都合により発行できない場合は、その旨を書いたものを添付してください。 

 

⑤健康診断書 

 所定の用紙で、受診日が４月５日の前３ヶ月以内のものを提出してください。 

Ⅳ提出書類要領 
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 歎異抄講読、三経講読、三経概説 

 七祖概説  （大谷大学准教授   山田恵文） 

 真宗概説  （大谷大学准教授   藤原正寿） 

 正信偈講義 （大谷大学教授    一楽真） 

 真宗史   （教学研究所     藤原智） 

 宗祖伝   （大谷大学准教授   藤元雅文） 

 真宗社会論 （教学研究所     武田未来雄） 

 仏教概説  （大谷大学名誉教授  宮下晴輝） 

 印度仏教史 （教学研究所     都真雄） 

 声明    （本廟部       野間顕  冨永淳） 

 宗教学   （教学研究所     藤井祐介） 

 哲学    （元同朋大学特任教授 菱木政晴） 

 音楽    （藤原憲）    

 華道    （仁科夏寿美）    書道    （白井千佳子） 

 御文 

 阿弥陀佛 私論（元教学研究所長  西田眞因） 

 声明      （本廟部      泉康夫） 

本科 

 大無量寿経講読 

 十住毘婆沙論 

 浄土論註講読 

 安楽集講読 

 観経疏講読 

選択集講読 

総序・教巻・行巻講読 

総序・教巻・信巻講読 

総序・教巻・証巻講読 

総序・教巻・真仏土巻・化身土巻講読 

真宗教団史論 

歎異抄師訓篇 

歎異抄異義篇 

別科 

※上記の授業科目は、2021年度のもので2022年度は一部変更される予定です。 

※その他に特別講義（如来の御名による解放学習、靖国問題、宗門法規など）があります。 

※講師名の表記がない科目は学院職員が担当します。 

 歎異抄講義 （学院長） 

本科・別科 

Ⅴ授業科目 2021年度 
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 得度受式後、教師修練を修了した者で、真宗大谷派教師資格を希望する者は、

卒業後、真宗本廟において補任式が行われます。 

※ただし、卒業時に２０歳未満の者は、２０歳の誕生日を待って補任されます。 

●得度 

 得度とは、真宗大谷派僧籍を取得し、仏弟子・僧侶となることです。得度を

出願する者は、その所属する寺院または教会を定め、住職または教会主管者の

同意を得なければなりません。なお、得度の手続きに関しては、本人・所属寺

住職・各教区の教務所の間で行われ、得度出願者は考査に合格しなければなり

ません。 

 出願に際して、願事礼金として１００，０００円、その他に得度受式に必要

な装束等として少なくとも１００，０００円程度必要になります。 

※詳しくは次頁の「得度を希望される方へ」を参照してください。 

●教師 

 教師は、僧侶であって、教法をひろめ、儀式を執行する資格を有する者をい

います。 

●教師修練 

 教師修練は、教師の初補を受けるにあたり、仏教崇敬の念をもって教法を聞

思し、儀式執行の行儀を習得して、宗門荷負の責務を自覚せしめることを目的

としています。 

 教師修練は、研修道場（真宗本廟内）において前期（９月上旬）、後期（１

月中旬）の２回を受講します。教師修練冥加金として各７５，０００円が必要

となります。 

●教師補任 

 教師修練の課程を経た者について、宗務総長が補任します。 

 教師補任冥加金として７０，０００円が必要となります。 

Ⅵ真宗大谷派教師資格について 

得度、教師、教師修練、教師補任 
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大谷専修学院は専修念仏の道場として、呼応の教育により、真宗大谷派の教師

たるにふさわしい「信（まこと）の人」の生まれ出ることが願われている学院で

す。 

入学を許可された方の中で、卒業と同時に真宗大谷派教師資格を取得するため

には、真宗大谷派の僧侶となる｢得度
とくど

｣(真宗大谷派僧籍取得)を受式しておかねば

なりません。 

また、すでに得度の受式をされた方、または入学前に受式を予定されている

方、得度の受式を希望されない方は下記の限りではありません。 

Ⅶ得度を希望される方へ 

得度受式日 

得度式は真宗本廟（東本願寺）にて執り行われます。学院在学中に受式を希

望される方は、６月２３日を予定しています。 

得度必要書類 

得度に必要な書類は所属予定寺院の所轄の教務所で請求できます。 

得度の手続きの流れ 

住職と相談 → 願書請求 → 得度考査 → 願書提出 → 得度受式 

書類提出 

５月上旬（本山・組織部の願書締切日）に間に合うように所属予定寺院の所

轄の教務所にて手続きを行ってください。なお、願書提出前に学院において

６月２３日に受式することを希望する旨を伝え、教務所長による得度考査（

声明
しょうみょう

の試験）に合格しなければなりません。 

得度考査 

得度考査の内容は浄土三部経、正信偈（草四句目下）、念仏讃三淘です。 

※得度考査は、各教務所で受けることが原則です。詳しくは各教務所にお尋ねく

ださい。 

問い合わせは、大谷専修学院（075-501-5888）武宮までご連絡ください。 

 
  



14 

 

●青草奨学生 

 大谷専修学院の卒業生で作る「青草びとの会」が奨学生を募集しています。 

 この奨学生は青草びとの会会員の推薦によって選考されるものです。申込書と

志願レポート、推薦理由のレポートを２月末日までに事務局に提出しなければな

りません。奨学生希望者は推薦者同伴の上、指定の日時に青草びとの会事務局と

面接を行います。 

内容 

１、奨学金は学資金、学寮費、修練冥加金に充当 

２、無利子、無担保 

３、返済は卒業後の４月より毎月１万円以上 

４、奨学生は志願レポート、在学中の生活レポートを学期ごとに事務局へ提出 

  ※レポートは機関紙『青草』で公開 

問い合わせ先 

事務局 岸本惠 

〒５２９－１５７２ 滋賀県東近江市桜川西町８４－１ 

電話・ＦＡＸ ０７４８－５５－０４７６ 

Ⅷ奨学金制度について 

■同窓会「青草びとの会」http://ohtaniaokusa.com/ 



15 

 

お問い合わせは、下記にお願いします。 

大谷専修学院 

〒607-8087 京都市山科区竹鼻サイカシ町１３－１７ 

      ＴＥＬ 075-501-5888  ＦＡＸ 075-501-5858 

      ＪＲ・地下鉄「山科」駅６番出口より徒歩約１５分 

      地下鉄「東野」駅１番出口より徒歩約１０分 

＜学院周辺地図＞ 


