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入学案内 募集要項

本校見学は随時受け付けております。まずはご連絡下さい。

オンライン聴講募集



【　創 立 ・ 沿 革　】

（昭和7年 行信教校全景）

明治15年 4月 大阪府高槻市富田町本照寺境内に、住職日野沢依を校長に、

利井明朗が設立者となり創立

明治19年 4月 常見寺境内に新築移転（現在地）

明治29年 1月 本校の同窓生により専精舎を結成する

昭和 7年 4月 講堂棟・会館棟を改築し落成

昭和12年 3月 財団法人 行信教校を設立

昭和24年 4月 本願寺地方仏教学院規定により行信仏教学院（学院部）を併設

平成 2年 6月 新館（講義室・図書室・食堂・浴室・事務所）を新築

平成22年 4月 財団法人 行信教校から学校法人 行信教校へ法人格を移行

平成24年 3月 講堂棟・会館棟の耐震修復工事完工

平成25年 6月 講堂棟・会館棟が国の登録有形文化財に指定



本 校 講 師 施 設 

山本 攝叡■
(本願寺派 輔教)

藤澤 信照■
(本願寺派 輔教)

中西 昌弘■
(本願寺派 輔教)

星野 親行■
(本願寺派 輔教)

寺川 幽芳■
(龍谷大学名誉教授)

大原 誠■
(真宗興正派非常勤職員)

近松 真定■
（本願寺名誉侍真）

平田 厚志■
（龍谷大学名誉教授）

長崎 陽子■
（龍谷大学講師）

上野 隆平■
（龍谷大学講師）

図書室■

天岸 浄圓■
(本願寺派 輔教)

(恵真)■淺田 正博
(本願寺派 勧学)

新館玄関■

会館棟■

講堂棟旧玄関■

会館2F教室■

新館2F教室■

校庭・駐車場■

講堂2F教室■

佐々木 覚爾■
(本願寺派 輔教)

濱畑　慧■
(本願寺派 布教使)

憭



年間行事 

新入生歓迎会■ 専精舎托鉢■

専精舎会読■

4月 入学式（11日）

5月 専精舎夏講（22日～26日）

6月 文化講演会

7月

8月 夏期休暇（7月21日～9月5日）

9月 前期試験

10月 後期開始 学生報恩講

11月 聖跡参拝

12月 研究発表会・学術講演会

1月 冬期休暇（12月21日～1月9日）

2月 後期試験

3月 卒業式・謝恩会（10日）

入学式■ 専精舎本講■

学生懇親会■ 学院部講義風景■ 学術講演会■

文化講演会■ 聖跡参拝■ 卒業式■

学生報恩講■

学生懇親会

（年度によって日程変更する場合があります。）



学 院 部 （１年制）

ɹ開講科目

ɹ入学資格

ɹ特 典

高等学校卒業者（同等以上と認められた者）■

浄土真宗本願寺派の仏教学院予科修了者■

※ 年度により科目が変更することがあります。

基礎から仏教を学ぶ

ɹ開講科目

卒業者は、本願寺派学階｢得業｣の予試並びに本試の免除、推薦がされます。

教 校 部 （２年制）

浄土真宗本願寺派の仏教学院本科卒業者■

上記と同等以上と認められた者■

ɹ入学資格

ɹ特 典

※ 年度により科目が変更することがあります。

専門的に教学を学ぶ

大在　莉沙

現在 教校部2年

日影　晃大

卒業者は、得度習礼講習会及び得度考査免除・本願寺派教師教修出願講習会免除。

年度学院部入学2021

行信教校がどのような学校ですかと聞かれたらお念仏の学校

ですと答えます。それほどに日々お念仏をお聞かせいただいて

いると感じます。僕が行信教校で過ごした日々を振り返るとい

つでもどこでもお念仏をお聞かせいただいてきました。どこを

切り取ってもお念仏の日々でした。

入学式の時に講堂でひびくお念仏に驚きました。それからも

勤行や法話の時だけでなくいつでもどこでもお念仏は聞こえて

きました。講義中であってもお念仏。廊下を歩いていてもお念

仏。生活の中にお念仏が充満していました。

先生方や先輩方はお念仏に生きるものの姿を見せてくださいます。そのような

お念仏の日々の中でお育ていただいています。お念仏に生きるものに広がる豊か

さ、そして厳しさとをこの行信教校の日々で伝えていただいていると感じていま

す。

『学仏大悲心』この言葉は、行信教校に入学する前に、とあ

る僧侶の先輩から教えていただいた言葉です。当時はその意味

がよく分かりませんでした。しかし、講義をはじめとした学び

の中で、南無阿弥陀仏の名号にこめられたおこころを聞かせて

いただき、お念仏を疑いなく聞きよろこぶことが「仏の大悲心

を学ぶ」ことではないかと思うようになりました。

今、私は、ただ仏教書を読むのではなく、一緒に学ぶ仲間と

共にお念仏を称えることによってお念仏のありがたさを肌で感

じています。特に先生方の生き方や話し方には阿弥陀様のご本願に出遇わせてい

ただいたよろこびがよく伝わってきます。そのお姿を見て、仏法を豊かな言葉で

伝えられるようになることが私の目標となりました。

また、事務局の方や先輩方は分からないことや困っていることがあった時に優

しく助けてくださいます。仏法を聴かせていただき、安心して学べる場所、それ

が行信教校です。

浄土真宗本願寺派の僧侶にとって必要な真宗学、仏教学、勤式作法等を 年間1

かけて基礎から学びます。同じ教室で学びを共にする法友との出合いは一生の宝

物となります。

殊に新型コロナ禍のなかで共に学ぶことの大切さを痛感しています。

また、初めて仏教を学ぶ方、人生への問を仏教を通して聞きたい方、浄土真宗

に関心のある方ならどなたでも学んでいただくことが出来ます。

真宗学、仏教学の基礎を学ばれた方で、お聖教をていねいに読み、教学をより

。 （ ） 。深く学びたい方 また学階 得業 や布教使を目指されている方にもお勧めです

、 、お聖教に込められた宗祖 祖師方の深いおこころをお念仏を通して学ぶことは

自らの生き方を学ぶことになります。

本典講読 安心論題 和語聖教 七祖講読（浄土論・観経疏）■ ■ ■ ■

三経講読 列祖教学 特殊講義（聖道権実・悪人正機）■ ■ ■

仏教学（天台・華厳・唯識・倶舎） 真宗教学史 真宗史■ ■ ■

宗教哲学 布教伝道学 布教実習 聲明■ ■ ■ ■

真宗要論 本典概論 安心論題 七祖概論（上三祖・下四祖）■ ■ ■ ■

三経概論 和讃要義 歎異抄 聖典講読演習■ ■ ■ ■

仏教要論 宗教要論 仏教各宗（天台・華厳・唯識・倶舎）■ ■ ■

真宗史 日本仏教史 印度中国仏教史■ ■ ■

布教伝道学 布教実習 勤式 宗門法規■ ■ ■ ■



募 集 要 項

学 費 《学院部・教校部共通》

合計45万円（年間）

(授業料 万円 学生会費 万円 入学金 万円 施設費 万円)18 2 15 10

 ※ 学院部から教校部への進学も含む合計20万円（年間）

(授業料 万円 学生会費 万円)18 2

入学年度

次年度以降

行 信 寮

浴室■寮室内（ 畳）■ 8

聴 講 制 度 

寮の1日

7:00 お朝事

7:30 掃除

8:00 朝食

9:00 講義

18:00 お夕事

19:00 夕食

２７名■定員

４５歳未満の男性■対象

入寮には面接による選考があります

国登録指定文化財 講堂棟・会館棟１階 耐震工事済■建物

１室和室８畳（ 押入１畳 ・１人部屋選択可+ ）

各室冷暖房・食堂・大浴場・洗濯場 完備■設備

机､本棚､自転車、貸出無料

月額・２人部屋３万円・１人部屋４万５千円■費用

※寮費には講義日の朝夕食込み・長期休暇中は減額あり

駐車場使用無料

お朝事の調声。お夕事法話当番あり（月１回程度）■日課

食事当番（週１回程度 ・休日土日の外泊可）

オンラインによる聴講ができます

23:00  消灯

。（ ）■聴講手続 本校所定の聴講申込書を提出 ホームページよりダウンロード出来ます

聴講審査（面接）を受けて下さい （オンラインによる面接も出来ます）。

登録料 （本校卒業生は審査、登録料を免除 ）■ 初回のみ、聴講登録料１万円。 。

①通学による聴講（オンライン利用も可）■聴講料

週1講義（75分）年間聴講料は3万円。10科目以上は一律30万円。

②オンラインのみによる聴講

週1講義（75分）年間聴講料は2万円。全科目受講は18万円（学部別 。）

オンライン聴講について■

講義をリアルタイムまたは録画（1ヶ月間）で視聴することが出来ます。

詳しくはオンライン利用規約をお読みください。

聴講生は学割・通学定期は適用されません。■その他

専精舎等の行事はご自由に参加できます。

学院部…30名 教校部…30名１.募集人数 ■ ■

※ 月上旬までは要相談２.出願期間 ■2月1日から3月18日まで 4

３.出願手続

本校所定の用紙を裏面の問い合わせ先まで請求して下さい。■入学願書…

卒業証明書又は卒業見込証明書■

（卒業見込の方は卒業後に卒業証明書を提出して下さい）

4.0㎝×3.0㎝ 2枚（1枚は願書に貼付）■写真…

10,000円を3月17日迄に直接本校か下記口座へお振込下さい。■受験料…

【口座名】ゆうちょ銀行

（ガッコウホウジン ギョウシンキョウコウ）学校法人 行信教校

14180 61009651ゆうちょ銀行からの振込 （記号） （番号）

四一八 6100965他銀行からの振込 （記号） 普通

直接本校か書留にて郵送して下さい。４.願書提出先 ■

（会場 本校）５.入学試験

日 時…3月24日午前9時～午後1時（当日合格発表）■

※やむを得ない理由が有る場合は試験日変更可。要連絡。

試験内容…以下のような筆記試験並びに面接を行います。■

（1）学院部…真宗についての一般常識

（2）教校部…仏教および真宗についての基礎知識

受験者宿泊…受験日前日に本校で宿泊可・要連絡■


