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善導大師の
『観経疏』を読む� （第20回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに
人間は生きているうちに本当に色々なことを体験します。

嬉しいこと、悲しいこと、どうして自分だけがこんな目に遭わ
なければならないのか、この世に神も仏もないのかとさえ思う
こともあります。悩みや迷い、苦しみや欲望を抱えた人間同
士が肩を寄せ合って生きているのがこの世界ならば、この世
界は矛盾と不合理と不条理でできており、生きている以上は
様々な苦悩や悲哀や涙から逃れることなどできようはずもあ
りせん。そして私たちは人生の中で、善いこともすれば、悪
いこともします。人を傷つけたり、人から傷つけられたりもしま
す。あるいは知らず知らずに人を傷つけたり、自らの優しさ
から自分自身が傷ついたりすることもあるでしょう。誰しもが
幸せに生きていきたいと願いつつも、実際の人生は悲哀や
涙や秘密に包まれたものです。しかし私たちはたとえ何があ
ろうとも、この身このままで、自らの人生を生きていかなければ
なりません。同時に、この身このままで生きていくということは、
自らの煩悩に押し流され、「自分だけが生きることができれば
いい」、「自分だけがいい思いができればいい」という欲望
に、心のすべてが支配されてしまいがちです。私たちの日常
生活は実はこのような欲望を剥き出しにしたものであり、この
欲望の集合体が現代社会の実態かもしれません。
阿弥陀仏や釈尊の慈悲の眼差しから私たちのこの現実

的なありようを見てみると、私たちは自らの根源的な煩悩で
ある「無明」を根拠として、全身から次 と々煩悩が溢れ出し、
自己の欲望の充足のために血眼になり、煩悩の炎が激しく
燃え上がっている姿が見えることでしょう。ひとつの悪行が
次の悪行を呼び起こし、ひとつの悪事を隠すためにまた別
の悪事を犯す。私たちはこうした現実の世界においては、己
の欲望のままに悪を重ねながらしか生きていくことができない
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善導大師の『観経疏』を読む（第20回）

のです。このように考えると私たちの人生の現実的なありようというものは、どこまでも辛く哀しく切ないもので
す。そして矛盾と不条理と不合理な世界と人生だからこそ、悪を重ねながらしか生きていけないというこの
現実は、本当に痛ましいものであるとともに、苦しみに他なりません。
さて、今回は『観経疏』「玄義分」の「重ねて九品を挙げて返対して破す」（返対破）の下品三生につい
て読み進めていきます。ここで善導大師が罪深き身である下品三生の作罪と、それぞれに対する阿弥陀仏
の救済をどのように説示しているかに気を付けながら、ここでの議論を見ていきましょう。

【１： 下品上生に関する諸師への批判】
次に下輩の三人を対せば、諸師の云わく、「これらの人はすなはちこれ大乗始学の凡夫な
り。過の軽重に随いて、分ちて三品となす。いまだ道位にあらざれば、階降を弁じ難し」とは、
まさに謂うに然らず。何ぞや。この三品の人、仏法・世俗、二種の善根あることなく、ただ作悪
を作るのみ。
何を以てか、知ることを得る。下上の文に説くがごとし。

「ただ五逆と謗法とを作らず、自余の諸悪、ことごとくみな具さに造りて、慚愧の乃至一念あるこ
となし。命終らんと欲する時、善知識の、ために大乗を説き、教えて仏を称すること一声せしむ
るに遇う。その時、阿弥陀仏、すなはち化仏・菩薩を遣わして、この人を来迎して、すなはち往
生を得せしめたもう」と。
 ただかくのごとき悪人、目に触れて、みなこれなり。
もし善縁に遇えば、すなはち往生を得。
もし善に遇わざれば、定めて三塗に入りて、いまだ出ずべからず。

【現代語訳】
次に下輩の三人について〔自説を提示して、諸師の解釈を〕否定しよう。諸師は「これら

〔下品三生〕の人々は、大乗を学びはじめた凡夫であり、〔犯した〕罪の軽重にしたがっ
て三段階に区別されている。〔彼らは〕まだ仏道修行の段階に至っていないから、〔その
位の〕上下を確定しにくい」と説くが、〔このような理解は〕絶対的に過ちである。その理
由は、この〔下品の〕三生は、仏教はもちろん、世間一般の善行の功徳がまったくなく、た
だ悪を犯すことだけしか知らない〔人々なのだ〕。
どうしてこのようなことが分かるかというと、〔『観経』の〕下品上生〔の経文〕に〔次のよ
うに〕説かれている。
「〔数々の悪業を重ねてしまう人がいる。ただしその者は〕五逆と大乗経典を誹謗するこ
と〔だけ〕は犯していないが、その他のさまざまな悪業という悪業はすべて犯した上に、
まったく恥じ入ることさえもない。〔この人が〕命が尽きようとする時になって、仏教へと
正しく導く人が〔その人の〕ために大乗〔の教え〕を説き、さらに〔この仏教へと正しく導く
人が、この罪深き人に〕教えて〔「南無阿弥陀仏」と阿弥陀〕仏の名号を一声、称

とな

えさせる
ことに出会う。その時、彼の〔阿弥陀〕仏は即座に化仏と菩薩を遣わせ、この人のために
来迎し、〔極楽〕世界へと往生をさせるのである」①と。

＊聖典からの出典は収録典籍名・漢文掲載ページ／書き下し文掲載ページの順に記した。

①	この『観経』（聖典１・１８６～１８７頁/３１０～３１１頁）の引用文は、善導による取意文である。
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ただしこのような悪人は、〔今この世界で〕目の前にいる人々すべてのことでもある。
〔このような衆生であっても〕仏教へと正しく導く人との出会いがあれば、〔極楽世界に〕
往生することがでる。
もし〔このような衆生が〕仏教へと正しく導く人との出会いがなければ、必ずや〔地獄・餓
鬼・畜生の〕三つの悪しき境涯に堕ち、再び〔この三種の悪しき境涯から〕抜け出すことは
できない。

まず慧遠をはじめとする諸師が下品三生の存
在を「大乗を学びはじめた凡夫であり、〔犯した〕
罪の軽重にしたがって三段階に区別されている」
と規定したことに対して、善導大師は「〔下品の〕
三生は、仏教はもちろん、世間一般の善行の功徳
がまったくなく、ただ悪を犯すことだけしか知らない
〔人々なのだ〕」と反論を行い、下品三生が「大
乗を学びはじめた凡夫」ではないことを前提とし
て、下品三生それぞれに関する説明が論述され
ていきます。
下品上生については、『観経』が
数々の悪業を重ねてしまう人がいる。〔ただ
し、その者は〕大乗経典を誹謗すること〔だ
け〕はないが…。こうした愚か者は悪事を重
ねるばかりで、少しも恥じ入ることがない。〔そ
の者は〕命が尽きようとする時になって、仏教
へと正しく導く人（善知識）が〔自分の〕ため
に諸々の大乗経典の経題を讃えてくれるの
に出会う。そうした諸々の経典名を耳にする
ことによって、千劫にわたって〔積み重ねてき
た〕極めて重大な悪業〔による報い〕が取り
除かれる。さらにまた〔その〕智者は〔その愚
か者に〕合掌させて指を組ませ、「南無阿弥
陀仏」ととなえさせる。〔阿弥陀〕仏の名をと
なえるので五十億劫もの間、生死を繰り返さ
ねばならない罪〔の報いさえも〕除かれるの
である。
その時、彼の〔阿弥陀〕仏は即座に〔自身
の〕化仏と観世音の化〔菩薩〕と大勢至の化
〔菩薩〕を遣わす。〔その〕行者の前に到っ
た〔彼らは、その者を〕褒め讃えて〔一様に〕
言う。『善良なる者よ。汝は〔阿弥陀〕仏の
名を称えたので諸々の罪〔の報い〕が消滅
し、私が汝を迎えに来たのである』と。このよ
うに告げ終えると、行者は即座に化仏〔から

発する〕光明がその室内に満ち満ちるのを
見る。〔そしてそれを〕見たとたんに歓びが
湧き起こり、そのまま命が尽きる。〔それから〕
宝蓮華に乗って、化仏に付き従って〔極楽世
界の〕宝の池の中に生まれる。

と説示する経文を、下品上生の者が生前に犯し
た罪と、往生するための実践行と、善知識への知
遇を機縁とする往生の三点から取意し要約して
を引用しています。『観経』と『観経疏』を比較
すると、生前に犯した罪について、「五逆」以外の
「その他のさまざまな悪業という悪業はすべて犯
す」ことが追加され、善導大師がこの下品上生を
「五逆と大乗経典を誹謗することだけは犯してい
ないが、その他の罪は犯している存在」として理
解していることが分かります。往生するための実
践行については「仏の名号を一声、となえさせる」
が追加されています。このことからこの下品上生
の説示は、『無量寿経』の第十八願文を根拠とし
た『観経』理解となっていることも分かります。
またここで善導大師は「ただしこのような悪人
は、〔今この世界で〕目の前にいる人々すべての
ことでもある」と述べています。つまりこの一文は
「この現実世界で目にするほぼすべての人々は、
実のところ下品上生の存在である」という衝撃的
な発言なのです。善導大師は「すべての人々は
罪という罪を犯す存在である」と説示し、人間の
不可避なる作罪性と、その作罪の結果が「仏教
へと正しく導く人との出会いに知遇することがなけ
れば、必ずや〔地獄・餓鬼・畜生の〕三つの悪しき
境涯に堕ち、再び〔この三種の悪しき境涯から〕
抜け出すことはできない」という悲劇性を指摘して
います。言い換えれば、今の私たちは「次の世は
極楽世界に往生する」か、「三悪道へと堕ちてい
く」かの、究極の選択の分岐に立っている人生で
あるといえるでしょう。そして極楽世界に往生する
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善導大師の『観経疏』を読む（第20回）

②	この『観経』（聖典１・１８８～１８９頁/３１１～３１２頁）の引用文は、善導による取意文である。

ためには、善知識の教えのままに、ただ阿弥陀仏
の名号をとなえるしかありませんし、またそうするこ

としかできない状況にあるのです。

【２： 下品中生に関する諸師への批判】
下中とは、「この人、先に仏戒を受く。受け已わりて持せず。すなわち毀破す。また常住僧物・
現前僧物を偸み、不浄説法す。乃至、一念慚愧の心あることなし。命終らんと欲する時、地
獄の猛火、一時にともに至りて、現にその前にあり。火を見る時に当りて、即ち善知識の、ため
にかの仏国土の功徳を説きて、勧めて往生せしむるに遇えり。この人、聞き已わりて、すなわ
ち仏を見たてまつり、化に随ひて往生す」と。
初め、善に遇わざれば、獄火来迎す。
後、善に逢うが故に化仏来迎したもう。これすなわち、みなこれ弥陀願力の故なり。

【現代語訳】
下品中生とは〔『観経』の経文には次のように説かれている〕。「この〔下品中生の〕人
は、先に仏教の戒を受けながらも、受戒以後に〔自らが受けたその戒を〕保持することな
く、〔その戒を〕破り〔罪を犯し続ける〕。また教団の物を掠め、教団に供養された物を盗
み取り、欲にかられて布教し、〔それでいて〕恥も外聞もまったくない。〔この人が〕命が
尽きようとする時になって、地獄で〔燃え盛っている〕様々な炎が一気に迫り来る。〔まさ
にその時、その人は〕仏教へと正しく導く人に出会う。〔仏教へと正しく導く人は〕その人
のために彼の〔阿弥陀〕仏の〔極楽〕世界の〔さまざまな〕功徳を説き示し、〔この極楽世
界に〕往生するようにと勧める。この人は〔仏教へと正しく導く人の話しを〕聞き終えると、

〔阿弥陀〕仏を目の当たりにし、化〔仏〕に付き従って〔極楽世界に〕往生する」②と。
〔この経文に説かれているように、このような悪を犯す人は、命が尽きようとする時〕はじめ
は仏教へと正しく導く人に出会うことがないので、地獄で〔燃え盛っている〕炎が迫り来る。

〔しかし〕その後に仏教へと正しく導く人に出会うことで、化仏が〔この人の前に〕来迎す
る。これらのことはすべて阿弥陀仏の本願力によるものである。

次に下品中生について、実際の『観経』の経
文には
下品中生の者とは〔悪人のうち、次のような
人のことである〕。
五戒、八戒、具足戒を破る人がいる。〔しか
も〕こうした愚か者は教団の物を掠

かす

め、教団
に供養された物を盗み取り、欲にかられて布
教し、〔それでいて〕恥も外聞もない。〔このよ
うな〕様々な悪業が、おのずと〔姿や立ち居
振る舞いに〕現れ出ている。これほどの罪深
き者は、悪業の報いとして必ずや地獄に堕ち
るはずである。

〔その者の〕命が尽きようとする時に、地獄で
〔燃え盛っている〕様々な炎が一気に迫り来
る。〔その時、その者は〕仏教へと正しく導く
人（善知識）に逢う。〔仏教へと正しく導く人
は〕大いなる慈悲をめぐらし、〔その者の〕ため
に阿弥陀仏に具わる十種の智慧によるすぐれ
たはたらき（十力威徳）を説き、詳しく彼の〔阿
弥陀〕仏の光明に具わる強大な力を説き、ま
た戒と定と慧と解脱と解脱知見〔という覚りの
境地〕を称讃する。〔仏教へと正しく導く人の
言葉を〕この者が聞き終えると、八十億劫もの
間、生死を繰り返さねばならない罪〔の報いさ
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③この『観経』（聖典１・１９０～１９１頁/３１２～３１３頁）の引用文は、善導による取意文である。

【３： 下品下生に関する諸師への批判】
下下とは、「これらの衆生、不善業たる五逆・十悪を作り、もろもろの不善を具す。この人、悪
業を以ての故に、定めて地獄に堕して、多劫窮

きわ

まりなからんに、命終らんと欲する時、善知識
の、教えて阿弥陀仏を称せしめ、勧めて往生せしむるに遇えり。この人、教に依りて仏を称し、
念に乗じて、即ち生ず」と。
この人もし善に遇わずんば、必定して下沈すべし。
終りに善に遇うによりて、七宝来迎す。

【現代語訳】
〔次に〕下品下生とは〔『観経』の経文には次のように説かれている〕。「この〔下品下生
の〕衆生は、不善の業〔の極み〕である五逆や十悪を犯して、〔さらにその他にも〕あら
ゆる悪事に手を染めている。この人は悪業を犯したがために、必ずや地獄に堕ち、〔そこ
で〕とてつもなく長い時間を過ごし〔、しかも果てしなく苦しみ続けることとなる。ところ
が〕このような人が、命が尽きようとする時になって、〔たまたま〕仏教へと正しく導く人と
出会い、〔この仏教へと正しく導く人から〕阿弥陀仏の〔名号を〕となえることを教えられ、

〔極楽世界に〕往生するようにと勧められる。この人は〔仏教へと正しく導く人の〕教えの
ままに〔阿弥陀〕仏の〔名号を〕となえ、〔その〕念〔仏の声に〕乗じて〔極楽世界に〕往
生するのである」③と。
この〔下品下生の〕人は、もし仏教へと正しく導く人との出会いがなければ、必ず〔永遠の
苦しみの世界である地獄に〕堕ち、沈みこむことになる。

〔ただ〕命が尽きようとする時に仏教へと正しく導く人に出会うからこそ、七宝〔の華台
が〕来迎するのである。

えも〕除かれ、〔迫り来る〕地獄の激しい炎は
心地よい涼風となって、天界に咲く諸々の花々
を舞い降らす。どの花の上にも化仏〔化〕菩
薩が乗っていて、この者に手を差し伸べて迎
え摂る。〔すると〕あっという間にそのまま〔西
方極楽世界に〕往生する。

とある部分を、善導大師は下品上生と同様に、生
前に犯した罪と、往生するための実践行と、善知識
への知遇を機縁とする往生の三点から取意し要約
して引用しています。『観経』と『観経疏』を比較
すると、生前に犯した罪について『観経』では「五
戒、八戒、具足戒を破る人がいる」という部分を、
「先に仏教の戒を受けながらも、受戒以後に〔自ら
が受けたその戒を〕保持することなく、〔その戒を〕
破り〔罪を犯し続ける〕」と改変しています。これは

善導大師が授戒の重要性を意図しつつも、罪深き
衆生は自らが縁あって授かった戒を、授戒した直後
から犯してしまうという悲しい現実を示唆しているの
です。だからこそ『観経』が「五戒、八戒、具足戒」
と具体的な在家戒と出家戒を説示していることに対
して、善導大師はあえて具体的な戒を提示せずに
「仏教の戒」としたと考えられます。
また「これらのことはすべて阿弥陀仏の本願力に

よるものである」という一文から、善導大師にとって
は、善知識に知遇した上で阿弥陀仏の化仏が来迎
することも、やはり阿弥陀仏の本願の力であり、どの
ような罪を犯した人であっても、阿弥陀仏の本願力
によるからこそ極楽世界に往生できることを主張し
ています。この場合の善知識の存在は、やはり釈尊
もしくは釈尊に準じる存在であるものと思われます。
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善導大師の『観経疏』を読む（第20回）

この下品下生では、『観経』の
下品下生の者とは〔次のような悪人のことで
ある〕。
ある人が不善の業である五逆や十悪を犯し
て、〔その他にも〕あらゆる悪事に手を染めて
いる。このような愚人は悪業を犯したがため
に、必ずや〔地獄・餓鬼・畜生の三つの〕悪し
き境涯に堕ちるであろう。〔そこで〕とてつも
なく長い時間を過ごして、しかも果てしなく苦
しみ続けるのである。〔ところが〕このような
愚人が、命が尽きようとする時になって仏教
へと正しく導く人（善知識）に逢う。〔そして
その人は愚人を〕なだめすかし、その者のた
めに、えも言われぬすばらしい教えを説き仏
に想いを馳せさせようとする。〔しかし、〕この
人は苦しみに苛まれて仏に想いを馳せる余
裕すらない。〔そこでその〕仏教へと正しく導
く人が、『汝、仏に想いを馳せることができな
いなら、無量寿仏ととなえなさない。』と告げ
る。そのように心の底から〔救いを求めて〕声
を絶やすことなく、十念欠けることなく『南無
阿弥陀仏』ととなえる。
仏の名をとなえると、一念となえるごとに
八十億劫もの間、生死を繰り返さねばならない
罪〔の報いさえも〕取り除かれる。〔そして〕命
が尽きようとするその時、まるで太陽のように眩

い金色の蓮華がその人の前に現れて、一瞬
の間に極楽世界に往生することができる。

という経文を改変した上で、五逆や十悪を犯した
者でも、阿弥陀仏の名号をとなえることで、阿弥陀
仏の本願力に乗じて極楽世界に往生することを
説示しています。余談ながら、『観経』の経典世
界の中で五逆や十悪、ひいては謗法の罪を犯し
たのは、ビンビサーラ王、イダイケ夫人、アジャセ、
ダイバダッタという登場人物たちそれぞれでありま
す。そして『観経』の下品下生はまさにこれらの
登場人物をはじめ、五逆や十悪や謗法の罪を犯
してしまったすべての人々の救済を説示している
ものといえるでしょう。人はその罪を犯さなければ、
自分が自分でなくなるのかもしれません。自分が生
きるために、自分を守るために犯す罪もあります。
あらゆる罪には必ず原因があり、その原因のすべ
てが人間の欲望といえばそれまでかもしれません
が、実はその欲望の裏側にはどうしようもない人
生の悲哀や、そうするしかできなかった自分、そう
としか生きようがなかった自分の姿があります。自
らが犯した罪の報いをそのままに受けるのであれ
ば、次の世は永遠の苦しみの世界である地獄に
墜ちる罪深き人々が、阿弥陀仏の名号をとなえる
ことで極楽世界に往生することが、今ここに明示
されています。

【４： 九品の階位について】
又この『観経』の定善および三輩上下の文意を看るに、総じてこれ仏、世を去りたまいて後
の五濁の凡夫なり。ただ縁に遇ふに、異なりあるを以て、九品をして差別せしむることを致す。
何ぞや。上品の三人はこれ大に遇える凡夫、中品の三人はこれ小に遇える凡夫、下品の三
人はこれ悪に遇える凡夫なり。悪業を以ての故に、臨終に善によりて、仏願力に乗じて、すな
はち往生を得。彼に到りて、華開けて、まさにはじめて発心す。何ぞこれ始学大乗の人と言うこ
とを得ん。
もしこの見をなさば、自ら失し、他を誤め、害をなすことこれはなはだし。

【現代語訳】
また〔この〕『観経』の定善および〔散善所説の〕三輩九品それぞれの経文の本旨を尋ね
ると、〔その対象は〕すべてただ釈尊がこの世界から立ち去った後の五濁の〔時代と世界
の中で生きるあらゆる〕凡夫である。〔この仏滅後の五濁悪世の中の人々の相異は〕ただ
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④この「発心」は往生以後の発心であり、発菩提心を意味する。

〔個々がこの世界で、たまたま〕出会う縁によって異なりがあり、〔それによって〕九品の
区別があるだけである。

〔その縁の相異とは〕何かというと、上品の三人は大乗〔の教え〕にたまたま出会った凡夫
であり、中品の三人は小乗〔の教え〕にたまたま出会った凡夫であり、下品の三人は悪に
たまたま出会った凡夫である。

〔下品の三人は、自らが犯した〕悪しき行いの故に、命が尽きようとする時に仏教へと正し
く導く人〔との出会いと、その導き〕によって、〔阿弥陀〕仏の本願力に乗じて、〔極楽世
界に〕往生することができるのである。彼の〔極楽世界に〕往生した後には、〔往生人を包
んだ蓮の〕華が開き、〔その往生人が姿を現したところで、この人は〕はじめて発心④する。

〔このように罪深く、また極楽世界ではじめて発心するような人のことを〕どうして大乗を
学びはじめた人ということができようか。〔いや、言い得ない。〕もしも〔下品三生につい
て〕このような理解をするのであれば、自身が過失を犯すとともに、他の人にも誤った理
解をさせてしまい、〔自他ともに〕甚だしい誤解を生むことになる。

このように九品に関する自説を論じた善導大師
は、そのまま引き続き九品の総説を述べています。
ここまでの善導大師の所説とこの部分の所説を
整理すると、善導大師は九品個々について、
上品上生…仏去世後、大乗極善上品凡夫
上品中生…仏去世後、大乗凡夫
上品下生…仏去世後、一切発大乗心衆生
中品上生…仏去世後、持小乗戒凡夫
中品中生…仏去世後、無善凡夫
中品下生…不遇仏法之人
下品三生…無有仏法世俗二種善根、唯知
作悪
下品上生…但不作五逆謗法。自余諸悪、
悉皆具造、無有慚愧乃至一念。
下品中生…此人先受仏戒。受已不持、即
便毀破。
又偸常住僧物現前僧物、不浄説法。乃至
無有一念慚愧之心。
下品下生…此等衆生、作不善業五逆十悪、
具諸不善。
此人以悪業故、定堕地獄、多劫無窮。

と設定しています。さらに上品・中品・下品について
上品三生…遇大凡夫
中品三生…遇小凡夫
下品三生…是遇悪凡夫。以悪業故、臨終
藉善、乗仏願力、及得往生。

致彼華開、方始発心。
と述べ、上品三生を「大乗に知遇した凡夫」、中
品三生を「小乗に知遇した凡夫」、下品三生を
「悪に知遇した凡夫」と設定しています。しかも
「〔この〕『観経』の定善および〔散善所説の〕三
輩九品それぞれの経文の本旨を尋ねると、〔そ
の対象は〕すべてただ釈尊がこの世界から立ち
去った後の五濁の〔時代と世界の中で生きるあら
ゆる〕凡夫である」と述べ、九品個々があくまでも
「仏滅後の五濁悪世の中に存在する凡夫」に他
ならないことを主張しています。ここで着目すべき
は「釈尊がこの世界から立ち去った後」という表
現でしょう。善導大師は九品すべてが「仏滅後の
五濁悪世の中に存在する凡夫」であることを説示
していますが、これは釈尊の不在、つまり「今、こ
の世界に現在仏が存在していない」という不安と
絶望ともいうべき事態を意味するものです。この
釈尊の不在が、そのまま現在仏としての阿弥陀仏
の存在を必要とする事態でもあり、現在仏の釈尊
が不在であるからこそ、すでに五濁悪世の世界
と化しているこの世界で生きていくことは苦に他な
りません。言い換えればこの世界に生を享

う

け、こ
の世界を生きていくことが苦であり、この世界で生
きていくすべての人々はそのまま「仏滅後の五濁
悪世の中に存在する凡夫」に他なりません。この
ような状況にあって、たまたま大乗に出会うか、小
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善導大師の『観経疏』を読む（第20回）

執筆者　柴田泰山（しばた・たいせん）

福岡教区弘善寺住職。大正大学非常勤講師、浄土宗総合研究所研究員、博士
（仏教学）。専門は中国仏教および浄土学。著書に『善導教学の研究』（単著、
１巻2006年、２巻2014年／いずれも東京・山喜房佛書林）、『現代語訳・聖光
上人御法語集』（単著、2013年、福岡・大本山善導寺）ほか多数。

【５： 九品がすべて凡夫であることに関する経証について】
今、一一に文を出し、証を顕すことを以てすることは、今時の善悪の凡夫をして、同じく九品に
沾
うるお

し、信を生じて、疑なく、仏願力に乗じて、ことごとく生ずることを得せしめんと欲す。

【現代語訳】
〔だからこそ〕今〔ここで〕一々に〔『観経』の〕経文を引用し、〔その経文によって『観経』
があくまでも凡夫を対象とした経典であることを〕証明しよう。今の時代〔を生きる〕善

〔行をなし、あるいは〕悪〔行を犯す〕凡夫をすべて九品に配し、〔そして釈尊がいないこ
の時代を生きるあらゆる凡夫が、必ず極楽世界に往生するという〕信を生じ、〔このことを
決して〕疑うことなく、〔阿弥陀〕仏の本願力に乗じて一切〔の凡夫は極楽世界に〕往生
することができるのである。

小結
人は誰しも罪を犯すものであります。様々な罪を犯すということは、心で悪を起こし、また行為としても身業・

口業ともに悪行を為すことです。つまり作罪という行為はそのまま行為悪であり、これはまず意業において悪
心が起き、その上で意業に対応して身業や口業において悪行を犯すというという構造となっています。つまり
悪意志が悪行の根源とも言えるでしょう。そして、いかなる行為であれ、それが何らかの悪業の果であり、そ
して次生以後のさらなる輪廻の因となるならば、その行為は悪として規定されるべきものです。凡夫にとって
あらゆる世間的ならびに日常的な行為は自らの煩悩の中での行為であり、悪意志のもとでのすべての行為
はそのまま輪廻の因となります。
善導大師がこの九品の階位設定において、九品すべてを凡夫と規定していますが、これは善導大師が
人間の本質を、そして罪の本質を深く思索し、そして人間の罪の深さと重さをよくよく知っていたからこそ、人
間の罪の裏側には常に人間であるが故の悲哀があること、そして人の罪をすべて許し、すべての人を救済
する仏身は阿弥陀仏一仏しか存在し得ないことを、この「返対破」において説示しているように思われます。

乗に出会うか、悪に出会うかの相違が、そのまま
九品の階位の相違であり、中品中生から下品下
生は善知識に知遇し、阿弥陀仏の教え、ひいては

ここで善導大師は、次の「出文顕証」を予告し
た上で、全衆生が阿弥陀仏の本願力に乗ずるこ

阿弥陀仏の名号をとなえることが、極楽世界に往
生するためには絶対的に必要なことであります。

とで極楽世界に往生することを明示しています。
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ことば・表現・差別
～「あたり前」を

1.無意識に使っていた“ふつう”

私が障害福祉の仕事に携わってすぐのころ、障

害のある方の生活にさまざまな課題が見つかり、

今後の生活でどんな支援ができるかと先輩と話し

合っていた時のことです。「“ふつう”の生活がで

きたらな…」私がそんな言葉を何気にぽろっと発

すると、即座に先輩から「あなたが考える“ふつう”

の生活ってどういう生活？」と問い返されました。私

自身、障害者に寄り添い、どんな支援ができるか一

生懸命考えていたつもりが、この先輩からの一言

で、“ふつう”と無意識に発した言葉の奥底に、障

害者は“ふつう”の生活ができないといった私自身

の中にある差別意識に気づかされた瞬間でした。

2.しばらく“ふつう”と言うのを	
	 やめてみた

それ以降、私は“ふつう”という言葉を使いたく

なった時、一旦やめてみることにしました。そして

「この状況で“ふつう”って、誰にとっての“ふつう”

だろうか…。」と考えるようになりました。最初はこん

なにもよく“ふつう”と使いたくなるものだと驚き、慣

れないものでした。それでも意識しながら言葉を使

うことを続けていると、	“ふつう”という言葉を使い

たいと思うこともほとんどなくなってきました。“ふつ

う”と言うのをやめて、あらためて自分自身の狭い

考えでしか物事を見ていなかったことに気づくととも

に、自分自身の考えを押しつけず周りの考えを聴い

てみよう、相手の立場に立って物事を見て考えてみ

ようというような意識に変わっていきました。

3.まわりにある“ふつう”

自分自身が意識していると、今度は他の人が発

した“ふつう”が気になってきます。「ふつう
4 4 4

さぁ、

女性は結婚して子どもが産まれたら仕事をセーブ

するよね。」「親が子どものために叩いてしつける

のはふつう
4 4 4

のことだ。」「結婚して子どもができる

のはふつう
4 4 4

のことでしょ。」「なんでもふつう
4 4 4

が一番	

よねー。」このような会話を耳にするとすごく気にな

ります。

我が家は共働きで、二人の子どもたちは１歳に

なる前から保育所に預けていました。もちろん私

達夫婦だけで子育てができているわけではなく、

それぞれの両親にも大変世話になり感謝していま

“ふつう”はだれにとっての“ふつう”なの…
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おとなの学び研究会 野中 祐加うたがう～ 8

おとなの学び研究会
人権について「まじめなおしゃべり」を活性化させることを目的に、
定期的に開催する多様な領域のメンバーによる研究会。

野中 祐加（のなか・ゆか）
大阪府内の市役所に勤務。昨年3月まで人権を担当。

★この連載はおとなの学び研究会12名によるリレー連載です。

す。ある時娘が、「お母さん、仕事の話している時

楽しそうね。」と笑って言ってくれたことがありまし

た。二人の子どもたちには寂しい思いをさせてい

ると思いますが、周りの人たちのおかげで仕事を

セーブすることなくやってこれました。そんな私の

“ふつう”を使わないルールは家でも実行し、姉や

弟、女の子や男の子だということで役割を決めつ

けることはせず、姉弟で比較はしないように心がけ

てきました。

そんな働く母の姿を見て育った息子が、小学１

年か２年生のころ、祖母宅でお祝いの席だったか

親戚が集まり大人数で食事をした時のことです。

「食べ終わったら、お皿運んでね。」と息子にお

願いすると、「ふつう
4 4 4

さぁー、女の人がお皿運ぶや

ろ。」という言葉にビックリ!!	 “ふつう”は使わない、

家事は性別に関係なくできる人がするという我が

家のルールをわかっていると思っていた息子から

の言葉に、思わず「男も女も関係ないよ。みんな

で片づけた方が早いでしょ。」と苦笑いで言うこと

がありました。こんな小さな息子も、母親が気をつ

けていても、「女の人が家事をする。」と刷り込ま

れていたのです。おそらく祖母たちが言っていた

のか、アニメの影響か…。そんな息子は現在小学

６年生。今では食べ終わったみんなのお皿を運ん

でくれたり、祖母に卵焼きの作り方を教わり作って

くれたりもします。

4.言葉を意識して使うと行動が変わる

“ふつう”の意味を辞書で調べてみると、「特に

変わっていないこと。ごくありふれたものであるこ

と。それがあたりまえであること。」と書かれていま

す。小学校の成績表にも“ふつう”があります。み

なさんもお気づきだと思いますが、“ふつう”という

言葉は差別語ではありません。

しかし“ふつう”という言葉は、私のように何気な

く使ったことで無意識に差別してしまったり、自分

の価値観を押し付けることで相手を傷つけたりす

ることもあります。差別語を使ってはいけないのは

当然のことですが、そうではない言葉でも使い方

や使う場面、使う相手によって人を傷つける言葉

になってしまうということもわかっておきたいと思い

ます。「家事分担は性別で決めつけるのではな

く、家族で話し合う。」「子どもも一人の人格ある人

間。子どもにも意思があり、親の思い通りにならな

い、してはいけない。叱ることはあっても叩くことは

許されない。」「結婚して子どもを産むか産まない

かは夫婦で相談することで、産めないこともある。

そして女性の体はその女
ヒ ト

性自身のものである。」

言葉は人を傷つけるばかりではありません。

ちょっとした一言で、励まされたり元気づけられたり

することもたくさんあります。そんな言葉をこれから

も意識して、大切に使っていきたいと思います。
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開宗 850 年企画

釈尊 “幸せ”の智慧
開宗 850 年のキャッチコピー『お念佛
からはじまる幸せ』をテーマに、日々を
“ 幸せ ” に過ごすための釈尊の言葉を
取り上げ、その伝え方をご提案します。

〈今月の智慧〉

功徳を積むと
楽しくなる

功徳を積んだら楽しくなる。この世でもあの世でも、どちらにおいても楽しく
なる。（この世においては）功徳を積んだと言って楽しくなる。（あの世におい
ては）善き行き先に赴いてもっと楽しくなる。� 『ダンマパダ』第 18偈

釈尊のことば

　日々をできるだけ楽しく、幸せに生きていきたい。
人はそう願う存在でしょう。その一方で「幸せとは
なんですか？」「楽しいとはどういうことですか？」
と問えば、その回答はさまざまです。裕福であること、
健康であること、人間関係が良好なことなど、人に
よって幸福な暮らしのイメージは異なります。
　今月の偈文では「功徳を積むこと」を楽しみとし
て説いています。ここでの功徳は「福徳」と同義で「良
い行い」のこと。良いことを行えばこの世では心が
晴れ渡り、あの世に行った時には、功徳を積んだお
かげで、こんなに良いところに来られたと思える楽
しさがあります。
　仏教的な良い行い、すなわち福徳は六波羅蜜の中
の布施、持戒、忍辱とされます。誰かのために何か
を提供し（布施）、規則正しく生活して身を慎み（持
戒）、腹を立てずに穏やかに過ごしていく（忍辱）
ということが、功徳を積むことであり、それは誰か
のためになる行い、すなわち利他の実践と受け止め
ることも可能でしょう。

　下段に関連として『無量寿経』とご法語をあげま
した。前者はいわゆる五

ご

悪
あく

段
だん

の末尾に付せられる五
ご

大
だい

善
ぜん

の一文で、良い行いに専念し、悪い行いをし
ないことが現当二世の幸福につながることを示しま
す。後者は、お念仏によって現世を安穏に過ごし、
極楽往生を遂げることができるという内容です。お
念仏は阿弥陀さまによって選び取られ、六波羅蜜の
功徳が全て込められた行ですから、お念仏をおとな
えすることは、功徳を積むことに他なりません。
　良い行いを実践しながら、お念仏をおとなえする
ことは、仏さまのお眼鏡にかなうと共に、ご先祖さ
まを喜ばせる営みでもありましょう。そう考えると、
善行に勤

いそ

しみ、功徳を積む生活を送ることは、自分
自身の幸せに繋がるだけでなく、亡くなった方への
供養にもなるといえそうです。
　八月盆で帰省する方々やお寺に来る皆さまに、お
念仏をとなえ、良い行いをして功徳を積み、「楽しい」
生活を送ることが、供養のひとつとなるとお伝えし
てみてはいかがでしょう。

【文】浄土宗総合研究所　釈尊聖語の広報・布教用現代語訳研究プロジェクト　石田一裕
本研究では広報・教化活動のさまざまなシーンを念頭に、法然上人や浄土三部経などの言葉と対照し得る釈尊の言葉
を選び出したうえで、浄土宗らしい現代語訳を施すことを目的とし活動するプロジェクトです。

毎月一言

•	この世で幸福となり、生死の世界から解脱して極楽世界に往生し、覚りへの道を歩むことができるのだ。
	 【『無量寿経』（『現代語訳浄土三部経』144頁）】
•	ただお念仏一行のみが、現世を幸せに過ごし、来世にも極楽往生を遂げるための祈りになるのです。
� 【鎌倉の二位の禅尼へ進ずる御返事（『法然上人のご法語①』196頁、『浄土宗聖典第4巻』92頁）】

関連する経典・ご法語

5
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大蔵経に関する手引書

本書は、仏教研究の初学者が「大蔵経」

を学ぶ手引き書としてまとめられたものであ

る。第一章では、最新の研究成果に基づき

インドにおける仏典の編纂がまとめられてい

る。ここでは浄土三部経についての言及も

ある。第二章では、中国における仏典翻訳

の歴史、そして版木によって印刷される版

本大蔵経の成立が紹介される。第三章で

は、日本における大蔵経の受容と大正新脩

大蔵経の刊行、さらにはインターネットで公

開されている電子化された仏典にまで言及

がなされる。

浄土宗では、法然上人が五遍、一切経に

目を通すという過程を経て開宗の文の発見

に至ったことは有名であるが、本書を読むと

それ以外にも大蔵経と浄土宗の関係が目に

留まる。鹿ケ谷の忍澂は一切経の校正作

業を行い、近代に入りそれが元になり卍正

蔵が出版されている。明治時代、福田行誡

は増上寺に所蔵されている高麗版大蔵経

に基づきつつ、それを同寺所蔵の宋版・元

版の二つの大蔵経と比較し縮刷蔵の出版

に尽力した。そして今も研究に用いられる

大正新脩大蔵経は、浄土宗教師である渡

辺海旭と小野玄妙が編纂の中心人物となっ

ている。

歴史的に浄土宗は大蔵経と様々な関わり

を持ってきたが、現在でも電子化された大

正新脩大蔵経が、同じく電子化された浄土

宗全書と連携している。さらに浄土宗開宗

８５０年事業として、増上寺所蔵の大蔵経を

電子データ化して公開するプロジェクトが進

展している。法然上人が紐解いた一切経、

そして浄土宗と大蔵経との深い縁を知るた

めに、ぜひ本書を活用して欲しい。

大蔵経の歴史 ―成り立ちと伝承―

宮崎 展昌 著
方丈堂出版／ 2019年／ A5版上製・304頁

評者紹介：石田 一裕（いしだ いちゆう）
１９８１年北海道生まれ。大正大学大学院仏教学研究科博士課程修了。博士（仏教学）。専門はインド部派仏教研究。
浄土宗総合研究所研究員、大正大学非常勤講師、横浜市・光明寺副住職。著書に『お坊さんは　なぜお経を
読む？』（浄土宗出版）ほか。

オススメの一冊オススメの一冊
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新型コロナウイルス感染拡大に伴う
教学部所管各種研修会等に関するお知らせ

　全国に発出されておりました緊急事態宣言は５月２５日をもってすべて解除されましたが、引き

続き「新型コロナウイルス」感染症拡大防止と皆様の健康・安全を考慮し、７月以降の開催につ

いては、やむを得ず中止もしくは延期させていただく場合のほか、規模を縮小（期間短縮・受講

者定員の縮小）するなど、従前のような講習会形態での研修会等の開催は行っておりません。

　参加者ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご承諾賜

りますようよろしくお願い申し上げます。

　各種研修会等へのご参加をご予定いただいておりました皆様には、お詫び申し上げます。

　中止もしくは延期、延期研修会等の再開や、規模縮小など各種研修会等に関する情報につ

いては、順次、『和合』及びホームページなどでお知らせいたします。

【中止または延期など変更となる各種研修会等】

• 教師研修講座 （少僧都研修講座）  
  9月3日（木） 〜 6日（日） 於：教化研修会館 会場変更

• 総合学術大会 9月10日（木） 〜11日（金） 於：浄土宗宗務庁（京都） 会場変更

• 実践講座（『御法語』編⑩） 9月15日（火）  於：教化研修会館 規模縮小

• 実践講座（布教編②） 9月16日（水）  於：教化研修会館 規模縮小

• 実践講座（『選択集』編⑪） 10月5日（月）  於：教化研修会館 規模縮小

【実施が決定した各種研修会等（延期分）】

• 令和元年度分実践講座（法式編） 「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」 
  11月5日（木）  於：教化研修会館 規模縮小

• 実践講座（法式編①） 令和3年1月21日（木）  於：教化研修会館 規模縮小

• 実践講座（法式編②） 令和3年3月15日（月）  於：教化研修会館 規模縮小

「執持法（散華）」
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令和2年度 教学部所管各種道場等開催予定一覧表
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『浄土宗宗報』掲載告示並びに『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※資料請求は、各種申込頁「案内資料請求書」にてFAXでお申し込みください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する場合があります。

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●伝法関係　※登嶺日は変更になる場合もあります

伝宗伝戒
知恩院道場

12.5（土）
 ～25（金） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（月）
 ～27（日） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（金）、増上寺道場は12月6日（日）です。

璽書伝授
知恩院道場

11.19（木）
 ～25（水） 知恩院 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
増上寺道場

10.25（日）
 ～31（土） 増上寺

※増上寺道場の登嶺日は10月24日（土）、知恩院道場は11月18日（水）です。

別開五重相伝 6.9（火）
 ～15（月） 知恩院 諸経費

¥80,000

※別開五重相伝の登嶺日は6月8日（月）です。

●法式関係

中央法式講習会
（式師養成講座・法式
教師養成講座） （開催時期調整中） 調整中 お知らせに

記載

法式教師研修会 4.9（木） 宗務庁（京都） 無

●詠唱関係

詠唱指導者養成講座 9.15（火）
 ～17（木） 増上寺

お知らせに
記載中央詠唱教司研修会

（詠唱教司検定試験併修）
11.25（水）
 ～27（金）百萬遍知恩寺

詠唱指導普及委員
研修会 （春期）

5.28（木）
 ～29（金）百萬遍知恩寺

無
詠唱指導普及委員
研修会 （秋期）

10.15（木）
 ～16（金） 増上寺

●布教関係

初級　前期 10.19（月）
 ～23（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費

￥35,000

　　　中期 12.14（月）
 ～18（金） 光明寺

　　　後期 R3.2.8（月）
 ～12（金） 光明寺

中級　前期 9.28（月）
 ～10.2（金） 善導寺

　　　中期 12.14（月）
 ～18（金） 善導寺

　　　後期 R3.2.22（月）
 ～26（金） 善導寺

上級　前期 10.26（月）
 ～30（金）教化研修会館

　　　中期 R3.1.11（月）
 ～15（金）教化研修会館

　　　後期 R3.3.8（月）
 ～12（金）教化研修会館

五重相伝研修講座 10.7（水）
 ～8（木）

宮城教区
愚鈍院

冥加料
￥5,000

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●講習会関係

第115回教学高等講習
会（夏安居道場併修）

6.23（火）
 ～26（金） 知恩院

無

第116回教学高等
講習会

R3.2.16（火）
 ～19（金） 増上寺

第485回教化高等講習
会（冬安居道場併修）

R3.1.27（水）
 ～29（金） 知恩院

総合学術大会 9.10（木）
 ～11（金） 宗務庁（京都）

●教師検定試験 8.26（水）
 ～28（金） 宗務庁（京都） 冥加料

￥30,000

※10科目以上は1科目につき￥5，000

●教師養成道場　※各期道場のいづれか1回に入行する

第１期道場

①11.7（土）～13（金）

百萬遍知恩寺

各道場入行
冥加料

￥40,000

道場冥加料
￥50,000

②12.2（水）～8（火）

③12.16（水）～22（火）

第2期道場

①10.16（金）～22（木）

金戒光明寺②10.26（月）～11.1（日）

③12.11（金）～17（木）

第3期道場

①9.7（月）～13（日） 百萬遍知恩寺

②10.6（火）～12（月） 金戒光明寺

③10.14（水）～20（火）
増上寺

④11.16（月）～22（日）

入行面談 5.29（金）、30（土）
6.5（金）、6（土） WEB 無

●助教師養成講座

第1期 R3.2.17（水）
 ～3.2（火） 光明寺 諸経費

¥90,000

第2期 6.2（火）
 ～8（月） 知恩院 諸経費

¥40,000

●宗門子弟教養講座 7.27（月）
 ～29（水） 知恩院 諸経費　

¥26,000

●教師研修講座（少僧都研修講座）

A期 （Ⅰ・Ⅱ） R3.3.6（土）
 ～9（火） 大正大学

無
B期 （Ⅰ・Ⅱ） 9.3（木）

 ～6（日） 教化研修会館

A期-Ⅰ （開催時期未定）

教化研修会館 無
A期 -Ⅱ R3.2.6（土）

～7（日）

B期 -Ⅰ （開催時期未定）

B期 -Ⅱ 11.14（土）
～15（日）

延期

延期

延期

中止

変更日程

変更日程

変更日程

変更日程

変更日程

会場変更

会場変更

変更日程

変更

変更

変更

中止

中止

中止

中止

中止

終 了
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令和2年度教化研修会館（源光院）  教師研修会等開催行事予定一覧
※この一覧表はあくまでも予定です。日程及び詳細は必ず『和合』掲載開催のお知らせにてご確認ください。
※各行事へ参加申し込みする際は、各種申込頁「教師研修会受講申込書」「実践講座各種申込書」にてFAXでお申し込みください。 
　なお、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、状況次第では一部行事を中止又は延期する場合があります。

行事名 日程 会所 必要経費

●教師研修会　※詳細は21～25頁
 第27回 4.13（月）～14（火）  中止

教化研修会館

 

 

 

第27回 6.29（月）～30（火）  中止

第27回 8.31（月）～9.1（火）
第28回 11.26（木）～27（金）
第29回 12.22（火）～23（水）
第30回 R3.2.24（水）～25（木）関東地区 大本山増上寺 個別に案内します

●実践講座『選択集』編　※詳細は30～31頁　
第11回 5.21（木） 延期

教化研修会館
第11回 10.5（月） 規模縮小 　
第12回 R3.1.18（月）
第13回 R3.3.2（火）

●実践講座『御法語』編 【布教編とタイアップにより連日開催】　※詳細は36・37・39頁
第9回 7.20（月） 規模縮小

教化研修会館
第10回 9.15（火） 規模縮小

第11回 11.16（月）
第12回 調整中

●実践講座（布教編） 【御法語編とタイアップにより連日開催】　※詳細は36・38・39頁
第1回 7.21（火） 規模縮小

教化研修会館
第2回 9.16（水） 規模縮小

第3回 11.17（火）
第4回 調整中

●実践講座（法式編）　※詳細は32～35頁
第1回 R3.1.21（木）  再開

教化研修会館
第2回 R3.3.15（月）  再開

第3回 7.22（水） 延期

令和元年度分 11.5（木） 規模縮小

第4回 11.19（木） 規模縮小

●実践講座（寺院運営編）　
第1回 7.3（金） 延期

教化研修会館
第2回 調整中

●実践講座（ともいき編）
第1回 6.15（月） 延期

教化研修会館令和元年度分 10.14（水）
第2回 R3.2.2（火）

●実践講座（阿弥陀仏編） 【新設】
第1回

調整中 教化研修会館第2回
第3回

●実践講座（授戒会編） 【新設（前年度計画より移行）】
第1回

調整中 教化研修会館第2回
第3回

●実践講座 その他
必要に応じ企画実施
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27 28 29 30 31 1 2
月 火 水 木 金 土 日

3 4 5 6 7 8 9
月 火 水 木 金 土 日

10 11 12 13 14 15 16
月 火 水 木 金 土 日

17 18 19 20 21 22 23
月 火 水 木 金 土 日

24 25 26 27 28 29 30
月 火 水 木 金 土 日

31 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 土 日

8 ※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

教師検定試験　於：宗務庁 （京都）

第27回教師研修会　於：教化研修会館　～9/1

8月 開催行事
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31 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 土 日

7 8 9 10 11 12 13
月 火 水 木 金 土 日

14 15 16 17 18 19 20
月 火 水 木 金 土 日

21 22 23 24 25 26 27
月 火 水 木 金 土 日

28 29 30 1 2 3 4
月 火 水 木 金 土 日

9 ※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

教師養成道場第3期①　於：百萬遍知恩寺

布教師養成講座中級前期
於：善導寺　～10/2

第27回教師研修会
於：教化研修会館　8/31～

少僧都研修講座B-Ⅰ・Ⅱ
於：教化研修会館

詠唱指導者養成講座　於：増上寺

実践講座（『御法語』編⑩）　於：教化研修会館

実践講座（布教編②）　於：教化研修会館

浄土宗総合学術大会
於：宗務庁 （京都）

9月 開催行事
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28 29 30 1 2 3 4
月 火 水 木 金 土 日

5 6 7 8 9 10 11
月 火 水 木 金 土 日

12 13 14 15 16 17 18
月 火 水 木 金 土 日

19 20 21 22 23 24 25
月 火 水 木 金 土 日

26 27 28 29 30 31 1
月 火 水 木 金 土 日

10

実践講座（『選択集』編⑪）
於：教化研修会館

五重相伝研修講座
於：宮城教区愚鈍院

教師養成道場第3期②
於：金戒光明寺

教師養成道場第3期③　於：増上寺

教師養成道場第2期①　於：金戒光明寺

布教師養成講座初級前期　於：光明寺

※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

布教師養成講座中級前期
於：善導寺　9/28～

教師養成道場第3期②　於：金戒光明寺　～10/12

教師養成道場第2期②　於：金戒光明寺　～11/1

布教師養成講座上級前期　於：教化研修会館

璽書伝授道場　於：増上寺

教師養成道場第3期③　於：増上寺　～10/20

詠唱指導普及委員研修会（秋期）　於：増上寺

教師養成道場第2期①　於：金戒光明寺　～10/22

璽書伝授道場
於：増上寺　～10/31

実践講座（ともいき編）於：教化研修会館

10月 開催行事
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26 27 28 29 30 31 1
月 火 水 木 金 土 日

2 3 4 5 6 7 8
月 火 水 木 金 土 日

9 10 11 12 13 14 15
月 火 水 木 金 土 日

16 17 18 19 20 21 22
月 火 水 木 金 土 日

23 24 25 26 27 28 29
月 火 水 木 金 土 日

30 1 2 3 4 5 6
月 火 水 木 金 土 日

11

令和元年度分実践講座（法式編）
於：教化研修会館

教師養成道場第１期①
於：百萬遍知恩寺

教師養成道場第１期①
於：百萬遍知恩寺　～11/13

実践講座（『御法語』編⑪） 
於：教化研修会館

実践講座（法式編④） 於：教化研修会館

第28回教師研修会
於：教化研修会館

実践講座（布教編③）
於：教化研修会館 璽書伝授道場　於：知恩院　～11/25

※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の
　申し込み締切日を厳守してお申し込みください。11月 開催行事

教師養成道場第2期②　於：金戒光明寺　10/26～

教師養成道場第3期④　於：増上寺

璽書伝授道場　於：知恩院
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令和２年度 教師研修会令和２年度 教師研修会
　平成28年10月の第1回開催以降、教師研修会は延べ923人の教師の方々にご受講いた
だき、皆様には、改めて法然上人のみ教えを感じていただき、広く社会に求められる存在
感のある寺院・僧侶であるための研鑽をいただいております。
　開催する中で、より実践的かつ効果的な研修とすべく、令和元年度より開始した地方開
催を含め、次のとおり開催予定をご案内します。

● 開催日

● 基本日程（源光院）

第27回 4月13日（月）～14日（火）　
 ※諸般の事情により中止

於：教化研修会館（源光院）
　

第27回 6月29日（月）～30日（火） 於：教化研修会館（源光院）

第27回 8月31日（月）～9月1日（火） 於：教化研修会館（源光院）

第28回 11月26日（木）～27日（金）
 ※地方開催（中四国地方）

於：極楽寺（石見教区浜田組№39）
　 教化研修会館（源光院）へ変更

第29回 12月22日（火）～23日（水） 於：教化研修会館（源光院）

第30回 令和3年 2月24日（水）～25日（木）
 ※地方開催（関東地方）

於：大本山増上寺（東京都港区）

※ 教師研修会（地方）では「法式・別時」の後に「半斎供養（15分）」を組み入れる予定です。
 そのため、第2日目「法式・別時」以降は15分ずつずれ込んでの日程です。

第1日目 第2日目

朝の勤行（任意）

9：00 ④「現代住職学」 〔90分〕

11：15 受付 10：30 休憩

11：40 開会式 10：45 ⑤「法式・別時」 〔90分〕

12：00 ①「仏教学」 〔90分〕 12：15 休憩

13：30 休憩 13：15 ⑥「実践僧侶論」 〔90分〕

13：45 ②「宗学」 〔90分〕 14：45 休憩

15：15 休憩 15：00 ⑦「社会貢献」 〔90分〕

15：30 ③「伝道」 〔90分〕 16：30 閉会式

17：00 第1日目　終了 16：45 解散

中 止

中 止
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● 受講対象
本宗教師

● 受講について
日毎、講義毎の一部科目受講にも対応させていただいておりますので、ご都合に合わせて受講いただけます。
なお、⑥「実践僧侶論」と⑦「社会貢献」につきましては、同一日程内に連続して受講しなければ修了となりま
せんので、ご注意願います。

● 昼食・宿泊について
現在、昼食および宿泊の申込は受付しておりません。

● 僧階進叙任について
僧階「僧都」進級希望の方は、教師研修会の受講が必須となります。

● 教階新（進）叙任について
第119次定期宗議会において「僧階、教階および学階査定に関する規程（宗規第78号）」の一部が改正
されました。この改正により、教師研修会の修了が教階叙任要件に加えられ、高等講習会等1回修了の扱
いとなります。 （施行日：平成31年4月1日より施行）

また、教師研修会を複数回修了されている場合は、修了回数分の高等講習会等を修了とみなされます。
なお、改正内容は施行日（平成31年4月1日）以前に教師研修会を修了された方にも適用されます。

※受講申込は本紙後頁の教師研修会受講申込書よりお申込みください。 
　問合・申込は次頁浄土宗教化研修本部まで。

※現在コロナウイルス感染症対策の為、受講人数を制限しております。

● 担当講師

科目
回数 仏教学 宗学 伝道 現代住職学 法式・別時 実践僧侶論

社会貢献

第27回 中御門敬教 藤本淨彦 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第27回 勝崎裕彦 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第27回 中御門敬教 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄

第28回 齊藤舜健 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第29回 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 今岡達雄

第30回
（関東地方） 勝崎裕彦 藤本淨彦 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 今岡達雄
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知恩院前
バス停

浄土宗教化
研修会館
（源光院）

東山駅

山科駅

河原町駅

京都駅

東
山
通

地
下
鉄
烏
丸
線

京
阪
本
線

Ｊ
Ｒ
奈
良
線

神
宮
道

鴨　

川

三条駅

祇園
四条駅

地下鉄東西線

阪急
京都線

JR東海道本線

烏丸
御池駅

三条
京阪駅

四条駅

烏丸駅

東福寺駅

総本山
知恩院

知恩院前
バス停

三条駅

総本山
知恩院

祇園
四条駅

浄土宗教化研修会館（源光院） MAP

各路線の最寄り駅から 
浄土宗教化研修会館までのアクセス

京都市バス  ...........................................................

•「知恩院前」下車、東へ150m

京都市営地下鉄  ...................................................

•東西線「東山」駅［出口2］から南へ徒歩4分

京阪電鉄  ..............................................................

•本線「祇園四条」駅［出口7］から東へ徒歩10分
•本線「三条」駅［出口2］から東へ徒歩8分

阪急電鉄  ..............................................................

•京都線「河原町」駅［出口1］から東へ徒歩13分

ＪＲ  ......................................................................

•「京都」駅から市バス206系統にて 
「知恩院前」下車、東へ150m
•「山科」駅から地下鉄東西線にて 
「東山」駅［出口2］から南へ徒歩4分

駐車スペースがないため、
公共の交通機関をご利用ください。

浄土宗教化研修本部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町416番地　
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp
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「教師研修会」のご案内

「仏教学」　90分 1コマ

「宗　学」　90分 1コマ

「伝　道」　90分 1コマ

　仏教の歴史と思想を再確認し、宗学との連携を踏まえて、仏陀観と菩薩思想を中心に仏
教の核心（基礎）を理解することを目的とします。
　仏陀釈尊の教えと生涯を改めて確認して、インドからアジア全域へと展開する大乗仏
教の思想形成の中で、大乗経典の発達を考えながら、仏教2500年の歴史を学びます。

　宗学とはどこまでも自らの思想と信仰と実践が根拠となって展開していく学問であり、
仏と向き合い、そして仏の視座から人間の存在と当為を説明できる唯一の学問領域でも
あります。その意味で浄土宗学とは選択本願称名念仏一行こそが現実かつ実際に自らの
人生の上において実践することを仏教思想史上において解釈することであり、そして自
らの人生の意義を往生において見出すことでもあります。
　そこでこの宗学の講義では、まず宗学の意義をご一緒に考えた上で、法然上人のお言葉
などを根拠としつつ浄土宗の教えを学ぶ意義を考え、個々が主体的に宗学の実践ができ
ることを目標としつつ講義形式で展開して参ります。

　布教伝道規程第2条に「本宗の教師は布教伝道を行うものとする」とありますように、
浄土宗教師には法然上人のみ教えを布教伝道していく責務があります。
　お説教師に任せきりではなく、住職自身が檀信徒を前に語り掛けることで寺院と檀家
との関係性もより深まっていくことでしょう。また、檀信徒を前に話をするためには年中
行事の意味や由来、関連する逸話を学ぶきっかけとなり、自身の信仰も深まります。
　この講義では、法話の組み立て方・『御法語』や話材等を、講師の実演を含めながら解説
し、年回法要・通夜・葬儀等の場で布教伝道ができることを目標にしています。

講義概要
講師 ： 勝崎裕彦先生 （東京教区 香蓮寺）
 齊藤舜健先生 （出雲教区 西方寺）
 中御門敬教先生 （大阪教区 圓通寺）

講師 ： 藤本淨彦先生 （山口教区 西蓮寺）
 柴田泰山先生 （福岡教区 弘善寺）
 工藤量導先生 （青森教区 本覚寺）

講師 ： 井野周隆先生 （滋賀教区 雲住寺）
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「現代住職学」　90分 1コマ

「法式・別時」　90分 1コマ

「実践僧侶論／社会貢献」　90分 2コマ

　浄土宗寺院は宗教法人として、「宗教（法然上人）の教義を広め、儀式行事を行い、信者
を教化育成する」など日々の宗教活動・寺院運営を行っています。そして、住職には代表役
員としての法令遵守（適正な管理運営・説明責任・情報開示）などの社会的責任が課せられ
ています。具体的には、宗教法人法や宗門法制に則り、会計帳簿・税務・責任役員会議事録
などの書類の作成・提出が義務付けられています。その責任を果たすことにより、檀信徒
や地域社会との信頼関係を更に強固なものとすることができます。また、宗教者（住職）
と寺院運営者（代表役員）の二面性を持つ我々が、できること・しなければいけないこと・
してはいけないこととは何か、実際の事例などを用いてわかりやすく講義し、檀信徒、社
会から期待される住職、寺院とはなにかを共に探求したいと思います。

　各教師は日々の自行と化他の法要に臨んで、宗教者としての勤め方を尋ね実践するこ
とは、今日的な課題であるといえましょう。

ここでは「導師の威儀作法」を拠り所として、導師の所作を身・口・意の三業を通してどの
ように表現することが法要に活かされ教化となり、檀信徒を導くのかを考えて参ります。
　また「元祖大師御法語　前篇第二十四　別時念仏」の御文を味わい“合間打ち”と相俟っ
た別時の法味を体感し、礼拝とともに念仏行に励みます。

　地域社会（コミュニティー）の一員である我 （々僧侶）を取り巻く環境変化や問題点を指
摘する中で、社会から望まれる僧侶像とは何か、具備すべき要素は何か、を考えます。
　一般社会から聞こえてくる「葬式仏教」や「坊主丸儲け」の声を、“僧侶や寺院は本当の
意味で宗教を行っていないのではないか、己の利益だけでなく社会に役立つ存在である
べきだ。”と捉え、現代の寺院・僧侶の地域コミュニティーへの積極的な参加やボランティ
ア活動などにみられる社会貢献の必要性、またその方法について、考えます。
※講義のあと、グループディスカッションで種々意見を交え、広い見識をもって取り組みます。

講師 ： 田中勝道先生 （茨城教区 宝輪寺）
 大澤亮我先生 （京都教区 大圓寺）

講師 ： 戸松義晴先生 （東京教区 心光院）

講師 ： 今岡達雄先生
　　　（千葉教区 善照寺）
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令和2年度 実践講座（予定）
ご好評につき延べ3017名の方々にご受講、ご研鑽いただいております。
令和2年度は“阿弥陀仏編”“授戒会編”を増設し、32回の開催を予定しておりましたが、下記のとおり変更があります。
今後も、皆様のニーズに応えるべく多種多様な講座を企画実施してまいりますので、是非ご参加ください。

合　掌

布教編では、〜法然上人のお言葉を伝える〜をコンセプトに、各回、直近に開催される実践講座『御法
語』編で取り上げられる「元祖大師御法語」をいただき、檀信徒へどのように説くか。を分かりやすく講
説していただきます。また、各回実演布教講師をお招きし、各回の御法語に沿って通夜・年忌法話の実
演と解説をいただきます。

第1回  7月 21日（火） 「精進」「無常迅速」「一枚起請文」 布教実演：神田眞晃
第2回  9月 16日（水） 「別時念仏」「導師嘆德」「光明摂取」 布教実演：後藤真法
第3回  11月 17日（火） 「親縁」「来迎引接」「対治慢心」 布教実演：調整中
第4回   　　調整中　　「一期勧化」「勧進行者」「難易二行」 布教実演：調整中

『御法語』編では、『法然上人のお言葉‐元祖大師御法語‐』（総本山知恩院布教師会発行）から法然
上人のお言葉・お便り・お詠を通じて、法然上人のみ心、念仏のみ教えを学びます。年4回×5ヵ年の計
20回開講予定の3年目は前篇第二十一〜後編第一を中心に、『元祖大師御法語』を読み解きます。

第9回  7月 20日（月） 「精進」「無常迅速」「一枚起請文」
第10回  9月 15日（火） 「別時念仏」「導師嘆德」「光明摂取」
第11回  11月 16日（月） 「親縁」「来迎引接」「対治慢心」
第12回   　　調整中　　「一期勧化」「勧進行者」「難易二行」

『選択集』編では、『浄土宗新聞』にて連載中の“心ゆくまで味わう　法然さまの『選択集』”を教師向け
の内容にし、年4回×5ヵ年の計20回の予定で開講しています。阿弥陀仏の選択本願念念仏のみ教え
を法然上人が体系的にお示しになられた浄土宗第一の聖典をより深く味わえる内容となっております。

第11回  5月 21日（木）
第11回  10月 5日（月） 
第12回   令和3年 1月18日（月）
第13回   令和3年 3月  2日（火）

法式編では、第一線で活躍されている法式教師を講師にお招きし、本宗教師が必要とする知識・作法
を学び、日常の法務の現場で実践いただける内容にて、年4回開講します。

第1回  令和3年 1月21日（木） 「悉曇（梵習字）」　講師： 清水秀浩
第2回  令和3年 3月15日（月） 「日常勤行式」「洒水作法」　講師： 山本晴雄
第3回  7月 22日（水） 「晋山式・落慶式」　講師： 橋本知之　　
令和元年度分  11月 5日（木） 「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」　講師： 小林常晋
第4回  11月 19日（木） 「葬儀式」　講師： 伊藤広喜

講師 ： 大本山善導寺布教師会副会長・ 
 布教師養成講座常在指導員 安永宏史

講師 ： 知恩院浄土宗学研究所副主任・ 
 華頂短期大学准教授 伊藤茂樹

講師 ： 大正大学教授　林田康順

第四章 「三輩念仏往生篇～三輩念仏往生の文～」
第五章 「念仏利益篇～念仏利益の文～」
を中心に読み解きます。

布教編　年4回開催

『御法語』編　年4回開催

『選択集』編　年4回開催

法式編　年4回開催

※5ヵ年計画第3年目

※5ヵ年計画第4年目

延 期

延 期

再 開
再 開

規模縮小

規模縮小

規模縮小

規模縮小

規模縮小

規模縮小
規模縮小
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阿弥陀仏編では、『浄土三部経』を題材とし、所帰（阿弥陀仏）・所求（西方極楽浄土）を学び、去行
（本願念仏）を実践する上での信を確かなものとするべく開講します。また、各回布教師講師を招聘し
てテーマに則した布教実演を行うことで、檀信徒教化へと繋げるための一助とします。

第1回   　　調整中　　
第2回   　　調整中　　
第3回   　　調整中　　　　

授戒会編では、戒法相伝をもって受者を仏弟子としその後の念仏生活へと導くための円頓戒の正しい
理解、受者に正しく受け止めてもらうための心を養う前行期間の勧誡のポイント、法要儀式としての授戒
会における要となる正授戒をいかに厳かで、受者にとり宗教的感動を与えるものとするか、について“円
頓戒講説（教学）”“授戒会勧誡（布教）”“授戒会開筵（法式）”の3回に分けて学ぶ。

第1回   　　調整中　　
第2回   　　調整中　　
第3回   　　調整中　　

ともいき編では、現代社会を取りまく諸問題は寺院にとり無関係ではなく、社会（コミュニティ）の一員であ
る寺院をも取り巻いている問題であるという視点に立ち、社会から寺院・僧侶が求められる存在であるた
めには何をすべきか。今一度問いかけ、その答えを共に考えるべく開講します。

第1回 6月 15日（月） 「檀信徒と共に考えるクオリティ・オブ・ライフ～より良い人生を生き往くために～
    『縁の手帖』を用いた平生教化で寺院（僧侶）主導の終活を！」
    講師： 曽根宣雄 ・ 大河内大博 ・ 寺尾昌治
第2回   令和3年 2月 2日（火）「LGBTについて」（仮題）　　
令和元年度分  10月 14日（水）「お寺での介護者カフェ立ち上げ講座」
    講師： 東海林良昌 ・ 岡村毅

寺院運営編では、アンケートでのご要望にも数多く見られた“寺院会計、税に関する事・法律や規則に
関する事”を中心に、現代社会においてどのように寺院を管理・運営してゆくのか。受講者からの疑問も
伺いながら、その方法を手解きます。

第1回   7月 3日（金） 「寺院の会計管理方法（宗教法人会計の健全化）」　講師： 山本正人
第2回   　　調整中　　

必要に応じ、企画実施いたします。決定次第、ご案内いたします。

阿弥陀仏編【新設】  年3回開催

授戒会編【新設】　年3回開催

その他　年若干回開催  華道 ・ 特殊布教等

ともいき編　年3回開催

寺院運営編　年2回開催

上記以外にも必要に応じて企画実施いたします。詳細決定次第、『和合』等にてご案内いたします。

再 開

延 期

延 期

※新型コロナウイルスの影響により令和2年度は6回
を予定しておりましたが、3回に変更いたしました。
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今後の実践講座のお知らせ

　5月25日をもちまして、「新型コロナウイルス」の感染拡大による緊急事態

宣言がすべての都道府県で解除されました。また新たな生活様式が提唱され

ています。

　実践講座では、これまで定員制を設けつつも、一人でも多くの受講者を受

け入れてまいりました。しかしながら「新型コロナウイルス」の第二波の可能

性を考慮し、また、新たな生活様式による間隔を確保しますと教化研修会館

での受講者を25名以下の少人数制とせざるを得ない状況にあります。

　また、受講者規模の縮小に伴い、一部の実践講座において、時間割を変更い

たします。こちらにもご留意くださいますようお願いいたします。

　なお、実演・グループワーク等を伴わない実践講座では、受講者規模の縮

小に伴い、遠隔講義システムを使用した受講体制を整えることといたしまし

た。ご遠方の皆さまも是非ご活用ください。

　受講者皆様の安全と健康に十分配慮のうえ開催させていただきますので、

何とぞご理解のうえ、今後ともご参加くださいますようお願い申しあげます。

※今後の感染状況にもよりますが、実践講座を延期とする場合もございます

ので、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご了承くださいますよう宜しく

お願いいたします。

◆実践講座開講にかかる新型コロナウイルス感染予防対策

　•教化研修会館に入館される際は、マスクの着用及び手指消毒の徹底をお願い 
　　します。
　•発熱がある方、体調不良者については、会館への立ち入りをご遠慮ください。
　•受付時、サーマルカメラを設置し、発熱者を検知します。
　•受講人数を制限し、概ね2m以上間隔を開けて着座位置を設けます。
　•講師席にクリアスクリーンを設置し、飛沫感染を予防します。
　•施設使用後、消毒作業を実施します。
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Zoomを使用した遠隔講義システム実施のご案内

　令和2年9月より、教化研修会館で開催される実践講座（一部を除く）はZoom
を用いてリアルタイムでの配信を行い、ご自坊にいながらの受講が可能となり
ます。（これまでどおり研修会館での受講も可能、ただし定員があります。）これ
により「新型コロナウイルス」の影響により研修会の受講を見合わせる方や距離
的・時間的な制約があった方も研鑽を積めることができる環境を整えることにな
りました。是非ご参加くださいますようよろしくお願いいたします。
　なお、遠隔講義システム実施に伴い、下記に注意事項を掲載いたしますので、
ご留意くださいますようお願い申しあげます。
　

遠隔講義システム実施上の注意事項について　

１. 実践講座で使用する遠隔講義システムについて
　実践講座はZoomを利用して実施いたします。Zoomで受講をされる方は、
あらかじめZoomのHPよりZoomのダウンロードをお願いいたします。
　当講座は、長時間の想定であり、受講者の皆様の目の負担を少しでも軽減
するため、PCからの講義参加を推奨しております。

２. Zoomでの参加方法について
遠隔講義での受講を希望された方には、後日、教化研修本部から送付される
案内状に「ミーティングID」及び「パスワード」が掲載されておりますので、
掲載されている「ミーティングID」及び「パスワード」を入力し、実践講座に
ご参加ください。
※「ミーティングID」及び「パスワード」を他者、SNS等へ公開することは固

く禁じます。

３. 遠隔講義受講時の注意事項について
　受講中、講師の講義の妨げにならないよう、音声をミュート（消音）にして
参加ください。
　また、その他、誹謗中傷のようなチャット及び「画面共有」の使用などは固
く禁じます。

４. 講義内容の録音・録画について
　講師及び実践講座担当者に無断で講義内容を録音・録画することはできま
せん。また、配布された資料やテキストにも著作権があり、権利者に無断で
SNS等に掲載することは著作権侵害にあたり、処罰されたり損害賠償請求を
受けたりすることがありますので、十分注意してください。
※当面の間は、案内の他にZoomのダウンロード及び参加の手順書を添付し

送付いたします。
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実践講座
― 『選択集』編（第11回） ―

　『浄土宗新聞』にて連続掲載中の “心ゆくまで味わう  法然さまの 『選択集』” が 
教師向け講座となりました。
　林田康順師を講師に迎え、年4回×5ヵ年の計20 回（予定）の講座を開設いたします。

● 講師
大正大学教授

林
は や し だ

田 康
こうじゅん

順 （神奈川教区 慶岸寺 住職）

● 講師コメント
『選択本願念仏集』
は、阿弥陀仏に選
択された本願念仏
の教えを、宗祖法
然上人が体系的に
お示しになった浄
土宗第一の聖典で
す。皆さまと共に
『選択集』に込めら
れた法然上人の教えを深く味わい、お念仏の声が響
く中、開宗850 年を迎えたいと思います。

『浄土宗新聞』掲載3カ月分を講義 1 ～3
に割り振った講義を基本とします。加え
て、『選択集』をはじめ、法然上人や浄土
宗学について、日頃の法務において、疑問
に抱いている点への質疑応答等、意見交
換の場を設定！

浄土宗開宗850年
〔令和６年〕

知恩院所蔵「選択集撰述の図」

廬山寺所蔵「選択本願念仏集」

日 時

● 時間割
12：30 受付 15：15 休憩

12：55 資料の確認及び
講師紹介等 15：30 講義3

13：00 講義1 16：30 閉講式

14：00 休憩

14：15 講義2

令和2年 10月5日（月） 
午後零時55分 から 午後4時30分 まで

規模縮小
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●募集定員  ........................................................

25名（先着順）
ただしZoomでの受講申込者は300名

●注意事項  ........................................................

•自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

•服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。

●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入の上、FAX・郵送又はEメールにてお申
し込み下さい。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

● 受講者の声
◦選択集を体系的に講義していただき大変よく理解できました。
◦大学でしっかりと『選択集』を学ぶことができないことを残念に思っていましたので、大変う

れしく学んでおります。
◦何度聞いても新たな気付きがあります。
◦噛み砕いて、とても分かりやすくご講義を賜りました。ありがとうございました。
◦かなりの勉強になった。ますます勉強を深めねばと意欲につながったように思います。
◦自分一人では読み進めるとことの難しい「選択集全講」を林田先生に講義していただけ

るのは有り難いです。
◦学習意欲が湧きました。ありがとうございました。
◦選択集全講を丁寧に解説いただきながら読むことができ、とても身になりました。
◦様々な流れを見つつ、自分の立ち位置を再確認できたことは有意義でした。

● 令和2年度実践講座 『選択集』編　開講予定

回数 開催日

第12回 令和3年1月18日（月）

第13回 令和3年3月2日（火）
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令和2年 11月19日（木）
午後零時55分 から 午後4時30分 まで

日 時

講 師 一級法式教師 伊
い と う

藤 広
こ う き

喜 （東京教区 安楽寺 住職）

● 講義概要

　葬儀式には三つの重要な機能がある。「悲しむ」
通夜、「送る」葬儀、「別れる」告別式という三機能で
ある。この三機能が相互に強めあってはじめて葬儀
式は人々の心にしみ入る儀礼になるのだと思う。し
かし今日その機能がバラバラに解体され、一つ一つ
の機能が風化してしまい、葬儀式の儀礼的意味が失
われようとしてきている。
　ここでもう一度基本に立ち返りそれぞれの威儀、
作法、裏付けを学び、併せて能化の葬儀式、又今日の
簡略化された葬儀についても考察してみたい

実践講座
― 法式編（第4回） ―

「葬儀式（能化と在家）」
　本講座では、各種講習会等においてご活躍されている法式教師をお招きし、本宗教師として必
要な知識・作法を学び、法務の現場において実践・活用いただくべく開講します。
　第四回は「葬儀式（能化と在家）」をご講義いただきます。本講座では、能化の場合と在家の場合
の式の在り方の違いをポイントに据え、枕経から出棺までの流れと注意点、威儀作法と差定につ
いて講義いただく。

規模縮小

12：30 受付

12：55 資料の確認及び
講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

16：30 閉講式

● 時間割
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●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにてお
申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

25名（先着順）
ただしZoomでの受講申込者は300名

●注意事項  ........................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

◦服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。

● 令和2年度実践講座法式編　開講予定

回数 開催日 講題

令和元年分 令和2年11月5日（木） 「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」

第1回 令和3年1月21日（木） 「悉曇（梵習字）」

第2回 令和3年3月15日（月） 「日常勤行・勤行」「洒水作法」

● 受講者の声（昨年度開催時アンケートより一部抜粋）

◦実技を伴う講習会だったので有意義だった。
◦書籍ではわかりにくいところが実習で分かりやすく説明を

頂けました。
◦先生が、一人一人の書いたものに添削いただき、自分の

欠点を指摘してもらい、大変役に立った。

●テーマに関する質問事項の事前受付について ...................................................................

案内通知同封の質問事項記入用紙にて、テーマに関する疑問点等をご記入いただけます。
提出いただいた質問は事前に講師にお渡しし、講義の中で回答いただきます。
※時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。予めご了承ください。
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実践講座
― 法式編 ―

「執持法（散華）」「表白・宣疏」「回向」
　浄土宗法要集（上巻）では、執持法として数珠、払子、扇、如意、柄香炉、華籠、経本、経巻、三方につ
いて説明している。講義では改めて各々法具の使用方法、注意点を講説の上、実物を受講者に扱って
いただきたい。また、四（三）奉請散華、礼讃散華を講師指導のもと受講者に実演練習させる。
　表白・宣疏では、登高座の有無や諸注意事項の講説と威厳ある読み方の工夫を紹介し、実演練習を
組み入れる。
　回向では、“功徳を廻し向ける”という教義解釈の確認ではなく、五重相伝会などにおいてみられ
る特殊な節回しのスキルを勉強することを目的に据える。

令和2年 11月5日（木）
午後零時55分 から 午後4時30分 まで

日 時

講 師 一級法式教師 小
こ ば や し

林 常
じょう し ん

晋 （大阪教区 正縁寺 住職）

● 時間割 ● 講義概要

　本講義では、講義を聴くだけでなく、明日から実践できる
技術の習得を目的に開講いたします。
　「執持法」の講義においては、法具の使用方法、注意
点等を解説したうえで、実際に受講者に扱ってもらい、改
めて作法の再確認をしていただきます。また、四（三）奉
請散華、礼讃散華を受講者に実演していただくことで、改
めて作法の再確認をしていただきます。
　「表白・宣疏」の講義においては、捧読する際の威儀作
法について解説いたします。また『浄土宗大辞典』におい
て、表白は「敬って白す」、宣疏は「謹んで疏す」と説明さ
れているとおり、威厳ある読み方をする必要があり、威厳
ある読み方を習得するために、受講者と一緒に実演練習
いたします。
　「回向」の講義については、普段の法要では使用しない
（五重相伝会など）特殊な節回しの解説いたします。

12：30 受付

12：55 資料の確認及び
講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

16：30 閉講式

令和元年度分 規模縮小

新着

34 和合　令和2年　8月号



教
師
研
修
会
等
開
催
行
事

●テーマに関する質問事項の事前受付について .........................................................................

案内通知同封の質問事項記入用紙にて、テーマに関する疑問点等をご記入いただけます。
提出いただいた質問は事前に講師にお渡しし、講義の中で回答いただきます。
※時間等の都合上、全ての質問に回答できかねる場合がございます。予めご了承ください。

●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにてお
申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

25名（先着順）
ただしZoomでの受講申込者は300名

●注意事項  ........................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

◦服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。
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実践講座『御法語』編と布教編
連携企画のご案内

「本宗の教師は布教伝道を行うものとする」
（布教伝道規程第2条）

　平成30年度より浄土宗教化研修会館（源光院）では、実践講座『御法語』編にて「法然上人の
お言葉�─元祖大師御法語─」（総本山知恩院布教師会発刊）をテキストに、『御法語』を正しく
読み解く講座を連続開講しております。
　また、平成28年度より実践講座（布教編）においては、法話の構成・組み立て方・季節の話材
紹介や実演布教を通して、年中行事法話や通夜・年忌法要における法話についてご研鑽いただ
く機会を設けてまいりました。
令和元年度からは、両講座のテーマを『元祖大師御法語～法然上人の御言葉に込められた心～』

に統一し、『御法語』を学び、『御法語』に込められた法然上人のみ心を伝えるための講座とし
てタイアップ講座として開講いたします。

『御法語』編
テーマとなる『御法語』が説かれた経
緯の解説や、『御法語』を正しく理解
する上でのポイントの紹介、全文の解
説や講師による補足・関連法語の紹
介を通して、“法然上人の御言葉に込
められた心”を正しく受け止める。

布教編
『御法語』編にて講説の“法然上人の
御言葉に込められた心”を、いかにし
て檀信徒はじめ一般社会へと伝える
か、特に通夜・年忌法話のお話の中で、
どのように法然上人の心を説き、故人
の往生浄土をお伝えするかについて、
講師による実演を交えつつ学ぶ。

統一テーマは
『元祖大師御法語 ～法然上人の御言葉に込められた心～』

学 伝
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実践講座
― 『御法語』編（第10回） ―

「別時念仏」「導師嘆德」「光明摂取」
　本講座では『元祖大師御法語』を読み解き、改めて法然上人の御教えを感じ日々の教化活動等に
活用していただきたく開講いたします。
　今年度は、布教編とのタイアップにより檀信徒はじめ一般社会へ伝えるべき法然上人のお言葉、
込められた心を正しく受け止め、次に続く布教編へと繋ぎます。
　法然上人の教えを正しく伝えるためにはまず、教えを正しく受け止める必要があります。この
機会に、共に『元祖大師御法語』法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

令和2年 9月15日（火）
午後零時55分 から 午後4時30分 まで

12：30 受付

12：55 資料の確認及び
講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：15 休憩

15：30 講義③

16：30 閉講式

日 時

講 師 華頂短期大学准教授・総本山知恩院浄土宗学研究所副主任
　　　　　　　　　　　　 伊

い と う

藤 茂
も じ ゅ

樹（奈良教区 称念寺 住職）

● 時間割 ● 講義概要

前篇第二十四「別時念仏」
浄土宗には、尋常行儀、臨終行儀、別時行儀という、三種の念仏の

方法があります。日々 、念仏にはげむことは大事ですが、わかってもなか
なか出来ません。特別な時間と場所を準備して、念仏に励むことも大事
なことです。前篇第二十四は、「別時念仏」についてお話しします。

前篇第二十五「導師嘆徳」
　法然上人の浄土宗は、善導大師の教えをもとにお開きになられ
ました。善導大師の著作は五部九巻がありますが、特に『観経
疏』は重要で、西方浄土への唯一の指南とされます。本法語は

『選択集』末尾にみえます。前篇第二十五は、『観経疏』の重要
性を法語から学びます。

前篇第二十六「光明摂取」
　「光明遍照十方世界念仏衆生摂取不捨」『観経』にみえるよう
に、阿弥陀仏の光明は、念仏の者を照らし、他の修行者を照らす
ことはありません。念仏して、阿弥陀仏の光明に救い取られること
は、善導大師、法然上人も注目されたところです。前篇第二十六
では、「光明摂取」についてお話しします。

連携企画
規模縮小

新着
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実践講座
― 布教編（第2回） ―

「別時念仏」「導師嘆德」「光明摂取」
本講座は令和元年度から、実践講座『御法語』編とのタイアップにより、『元祖大師御法語』を

テーマにいただき、“法然上人の御言葉に込められた心”を檀信徒はじめ一般社会へとお伝えする
ことを目的に開講いたします。
　講義では安永宏史先生による原稿作成のポイントや講説をはじめ、布教の第一線で活躍されて
いる方をお招きした布教実演などを通して、通夜・年忌・年中法要の法話の中でいかにして法然上人
のみ心をお伝えできるか、を学びます。
　先の『御法語』編のポイントを踏まえ、実践・活用できる『御法語』法話を会得しましょう。

令和2年 9月16日（水）
午後零時55分 から 午後5時 まで

12：30 受付

12：55 資料の確認及び
講師紹介等

13：00 講義①

14：00 休憩

14：15 講義②

15：45 休憩

16：00 講義③

17：00 閉講式

日 時

講 師

実演
布教師

大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導員
　　　　　　　　　　　　　安

や す な が

永 宏
こ う し

史（福岡教区 生往寺 住職）

大本山増上寺布教師会副会長後
ご と う

藤 真
し ん ぽ う

法（東京教区 圓通寺 住職）

● 時間割 ● 講義概要

連携企画

【講義①】【講義③】　
大本山善導寺布教師会副会長・布教師養成講座常在指導員　
 安永宏史

新型コロナウイルス感染症の影響で何かと制限される昨今です
が、法話をする際はもちろん気を遣わなくてはなりません。例えば法事
や通夜の席で聴衆が少数人であれば、声は抑えて、話の内容をまと
め、そして「説教は全体として興味なかるべからず」とあるように何か
興味がある話材を入れて簡潔に話すことも一つの方法でありましょう。
　今回は「別時念仏」「導師嘆徳」「光明摂取」のみ教えを踏まえ
ながら、話の核心に誘い込むような譬喩を用いて法話の実例を挙げ
てみます。さらに法説と比喩を用いた短い法話の作成方法につい
て解説します。

【講義②】　
大本山増上寺布教師会副会長　後藤 真法

　　　　　　　　　　　　調整中

規模縮小

新着
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●開催場所（申込・問合先）  ...............................

場所：浄土宗教化研修会館（源光院）
申込・問合先：教化研修本部
〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申込方法  ........................................................

各種申込頁「実践講座各種申込書」に必要事項
を記入のうえ、FAX、郵送又はEメールにてお
申し込みください。

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

25名（先着順）
ただしZoomでの受講申込者は300名

●注意事項  ........................................................

◦自家用車でのお越しはご遠慮ください。公
共交通機関をご利用ください。

◦服装は平服の上から道衣（改良服）または洋
式道衣（伝道服）、袈裟、数珠の着用をお願い
します。

●テキストについて  .........................................

実践講座『御法語』編の講義では『法然上人のお
言葉�─元祖大師御法語─』（総本山知恩院布教
師会�発刊）をテキストとして使用します。お持
ちでない方へは当日受付にて販売いたします。

（一冊税込500円・要実践講座（布教編））
テキストのご購入をご希望の方は申込書のテ
キスト購入希望欄に明記ください。

● 『御法語』編 受講者の声 ● 布教編 受講者の声
◦自坊を離れて、こうして御法語だけに向き合う時

間は有意義。
◦御法語の内容を丁寧に解説していただき、理解

を深めました。
◦檀家さんに御法語のどんなところをどのように伝

えればよいか、その一例を示していただけたの
で参考になった。

◦講座の組み立てもよく、教化に十分利用出来る
と思います。

◦考え方の枝葉がほんの少し見えてきたのが有
難かったです。

◦浄土宗教師が布教する前の心がまえ、法然上人
の教えを正しくうけとめるところからはじめなけれ
ばならない。そのことに、より努めようと思った。

◦僧侶としての心構えの部分が示されたこと、心
に沁みました。基盤としての教学、その上に法
式、またそれらを土台とした布教という位置づけ
は、これからの歩むべき姿、またあるべき姿をあ
らわしている、と思いました。よい話しをいただき
有難かったです。

◦大事な部分を聞いた上で実践していただき、理
解と感じ入ることが出来ました。

◦毎回、先生の方々が違ったやり方、見方が実践でき
るので、自坊でもやってみようと思うことが多いです。

「『御法語』編と布教編の内容が連動してい
るため、より分かり易く、理解が深められた。」
とのお声を多数いただいております。
御参加お待ちしております！！
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新着

五重相伝研修講座

●研修内容  ........................................................

本講座は、五重相伝を基礎から学ぶことを目
的とする。さらに、本講座を修了した受講生が
自信をもって五重相伝を開筵できることを目
指すものである。
今回は、剃度式・要偈道場・密室道場について
研修を行う。

●テキスト  ........................................................

研修会当日、配布いたします。

●服　装  ...........................................................

改良服、伝道袈裟（または威儀細）、念珠

●受講対象  ........................................................

本宗教師

●募集定員  ........................................................

50名

総本山知恩院浄土宗学研究所
嘱託研究員� 安達�俊英
法儀司� 大澤�亮我
総本山知恩院布教師� 阪口�祐彦

●講　師

日 時

場 所

令和2年 10月 7日（水） 午前10時 から
 8日（木） 午後5時 まで

愚鈍院（宮城教区第二組№14）
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺三丁目12番17号
TEL 022-256-6057　FAX 022-299-3555

●日　程

10月7日（水） 10月8日（木）

10：00 開講式 9：00 実演「要偈道場」

10：30 講義「五重相伝の準備」 11：00 講義「密室道場」

12：00 昼食休憩 12：00 昼食休憩

13：00 講義「剃度式」 13：00 実演「密室道場」

14：00 実演「剃度式」 15：00 質疑応答

16：00 講義「要偈道場」 16：30 閉講式

17：00 質疑応答 17：00 解散

※上記日程から一部変更となる場合があります。

40 和合　令和2年　8月号



中
央
開
催
行
事

●申込方法  ........................................................

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、浄土
宗教学部に提出してください。所定の申請書
の請求は、郵便・FAX・TEL・Eメールにて受け
付けます。なお、郵便・FAX・Eメールでの請求
は、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を
明記のうえ、浄土宗教学部にご請求ください。
また、昼食は用意しておりますが、宿は各自で
手配願います。

●申込締切  ........................................................

令和2年9月25日（金）必着

●参加費  ...........................................................

5 ,000円
申請後、速やかに次の口座にお振り込みくだ
さい。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメールkyogaku@jodo.or.jp

振込先（ゆうちょ銀行払込）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９
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詠唱指導者養成講座
（詠唱講司検定試験併修）

●日　程

9月15日（火） 9月16日（水） 9月17日（木）

9：30 受付 9：00 各級講座④ 9：00 筆記試験

10：00 開講式 10：30 休憩 9：15 実技試験

10：30 各級講座① 10：45 各級講座⑤

12：00 昼食 12：00 昼食

13：00 各級講座② 13：00 各級講座⑥ ※終了者から

14：30 休憩 14：15 休憩 　順次解散

14：45 各級講座③ 14：30 各級講座⑦

16：00 終了 15：30 閉講式

16：00 終了

5級詠唱講司講座（入門）（対象：無級者）
◆ 併修検定試験　検定科目（3曲）

「月かげの御詠歌・光明摂取和讃・入堂和讃」

4級詠唱講司講座（対象：5級詠唱講司）
◆ 併修検定試験　検定科目（4曲）

「十夜和讃・御忌和讃・彼岸和讃・誓願寺の御
詠歌」

3級詠唱講司講座（対象：4級詠唱講司）
◆併修検定試験　検定科目（5曲）

「霊まつり和讃・来迎和讃・施餓鬼和讃・かぐ
山の御詠歌・報恩講寺の御詠歌」

2級詠唱講司講座（対象：3級詠唱講司）
◆併修検定試験　検定科目（5曲）

「追善供養和讃・涅槃和讃・秋の御詠歌・小松
谷の御詠歌・一心寺の御詠歌」

1級詠唱講司講座（対象：2級詠唱講司）
◆併修検定試験　検定科目（5曲）

「高祖善導大師和讃・選擇集和讃・弥陀本願
の御詠歌・法然上人ふたはたの御詠歌・蓮華
寺の御詠歌」

●開講講座

日 時

場 所

令和2年 9月 15日（火） 午前10時 から
 17日（木） 正午 まで

大本山増上寺
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35

TEL 03-3432-1431　FAX 03-3432-1437
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●受講対象  ........................................................

本宗僧侶・寺族

●検定試験受験資格  .........................................

本講座を修了と認められた方は、所定の経験
年数に関わらず、講座併設の検定試験におい
て1階級上位を受験することができます。

●必要経費  ........................................................

5級詠唱講司講座 6 ,000円
3級・4級詠唱講司講座 8 ,000円
1級・2級詠唱講司講座 9 ,000円
◎内訳
　①講座受講冥加料 2 ,000円
　②昼食代（15・16日分） 2 ,000円
　③検定冥加料 2 ,000円
　④認定冥加料 3 〜4級 2 ,000円
  1、2級 3 ,000円
※④については、検定試験に不合格の場合、お

返しいたします。
※必要経費は申請後、速やかに次の口座にお振

り込みください。

●申込方法  ........................................................

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、浄土
宗教学部まで提出ください。
申請書の請求は、浄土宗教学部にて受け付け
ます。郵便・FAX・Eメールでの請求は、所属教
区・組・寺院№・寺院名・氏名・送付先を明記して
ください（浄土宗ホームページからのダウン
ロードも可能です）。

●申込締切  ........................................................

令和2年8月17日（月）

●注意事項  ........................................................

①十分にご準備のうえ、講座に臨まれますよ
うお願いいたします。

②講座修了者は必ず併設の検定試験を受験し
てください。

③当日は鈴鉦、詠歌集、和讃集、詠唱マニュア
ル等の販売は行いませんのであらかじめご
用意ください。

④所属寺院が一宗課金等滞納の場合は申請書
を受理いたしません。

⑤既納の受講冥加料（その他経費は除く）は理
由のいかんに関らず返金いたしません。

⑥身体的な理由で椅子を使用する場合、また
は特に申告しておかなければならないこと
がある場合は、申請書の所定の欄に記入し
てください。

⑦自家用車での登嶺は禁止いたします（送迎
は除く）。

⑧新型コロナウイルスの感染状況によっては
急遽延期または中止の判断を取らせていた
だく場合がございます。あらかじめご了承
ください。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp

振込先（郵便振替）
加入者名　　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　　０１０５０－０－２１４９
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助教師養成講座
日 程

場 所

第1期　令和3年 2月17日（水） から 3月2日（火） まで

第1期　大本山光明寺 〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座六丁目17番19号
 TEL 0467-22-0603　FAX 0467-22-0622

●受講資格  ........................................................

第1期　本宗宗徒（義務教育を修了した18歳
以上の宗徒）

●開講科目  ........................................................

第1期　仏教学の基礎・浄土学の基礎・釈尊の
生涯と思想・法然上人の生涯と思想・
御法語・仏教と人権・法式

●受講手続  ........................................................

（１）提出書類
①助教師養成講座受講願書兼別開五重相

伝入行許可申請書（写真貼付） 2通
※4枚申請用紙の宗務提出用（1枚目）と

道場提出用（4枚目）を提出
※道場提出用には申請前3カ月以内に撮影

した写真（縦30mm 横30mm）を貼付
②健康診断書（助教師養成講座兼別開五

重相伝用） 1通
※3カ月以内に診断したもの
③受講に関する自己申告書 兼 師僧所見票

 1通

●申込方法  ........................................................

受講希望者は、提出書類を揃えて所属教区教
務所を経由し、浄土宗教学部に提出してくだ
さい。願書の請求は、浄土宗教学部にて受け付
けます。郵便・FAX・Eメールでの請求の場合
は、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を
明記してください。

●申込締切日  ....................................................

第1期　令和3年1月18日（月）必着
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●道場冥加  ........................................................

第1期　90 ,000円
※申請後、速やかにつぎの口座へお振込みく

ださい。
※入行許可後に入行辞退された場合、既納の

道場冥加は返金できない場合がありますの
でご了承願います。

●注意事項  ........................................................

（１）受講開始後4年以内に全期を修了しなけ
ればなりません。

  ※第2期が中止になりましたので、修了
　年限の延長を検討しています。

（２）第1期、第2期修了後、別開五重相伝を受
け、満行しなければ助教師は叙任されま
せん。

（３）受講期間中は原則として道場からの外出
を許可しません。

（４）自家用車での登嶺は一切禁止します（送
迎は除く）。

（５）開講中の面会及び飲食物等の差し入れは
一切禁止します。

振込先（郵便振替）
加入者名　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　０１０５０－０－２１４９

第2期は中止
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（６）受講者に対する見舞金、祝金等は一切預
かりません。

（７）宅配便等による荷物の道場への事前送付
は一切禁止します。

（８）飲食物・雑誌・新聞・電化製品（携帯電話・テ
レビ・パソコン・その他）・娯楽品等の持ち
込み、公衆電話の使用は一切禁止します。

（９）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は申請書を受理しません。

（10）所定人員（10名）に満たない時は開設し
ない場合があります。

（11）その他ご不明な点は、浄土宗教学部まで
お問い合わせください。

●携行品  ...........................................................

（１）教科書
『折本 浄土三部経(浄土宗聖典版)』『浄土
宗法要集（上・下巻）（新訂改版 Ａ5判）』

『元祖大師御法語（前篇）』『教師養成道場
勤行式』『新訂仏教学概論』『平等へのめざ
め』『ビジュアル法然上人』※『法然上人の
お言葉︲元祖大師御法語︲』
※教科書は1期・2期を通じて使用します。
※受講にあたっては、教科書を予習し、日

常勤行は師僧から十分指導を受けてお
いてください。

※『法然上人のお言葉-元祖大師御法語-』
は浄土宗出版では取り扱っておりませ
ん。助教師養成講座第1期受付にて販
売いたします。

（２）服装
黒衣（無地）・如法衣（茶系）・改良服・白衣・
襦袢・マジック帯・腰紐・白足袋・作務衣

（黒・紺・茶系）・肌着（ステテコ）・念珠・威
儀細（黒または茶の無地）・草履（白鼻）
※冬物を用意してください。
※衣類に関しては、受講者の身丈にあっ

たものをご準備ください。

（３）その他
健康保険証・筆記用具・携帯裁縫道具・傘・
日用品等
※期間中は外出を許可しないので、その

他必要なものは揃えておいてください。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp

浄土宗出版　（テキスト販売）
〒105 -0011 
東京都港区芝公園4-7 -4 明照会館内
TEL 03 -3436 -3700　FAX 03 -3436 -3356
Eメール syuppan@jodo.or.jp
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日 程

場 所

令和2年 9月 10日（木） 午前9時30分 から
 11日（金） 午後3時30分 まで

浄土宗宗務庁（京都）
〒605-0062 京都市東山区林下町400-8　　TEL 075-525-0480

9月10日（木） 9月11日（金）

 9：00 受付 9：00 一般研究発表

 9：30 開会式 12：15 昼食

10：00 基調講演 13：00 ポスターセッション

11：30 記念写真 13：20 パネル発表

11：40 昼食 15：30 閉会式

12：40 ポスターセッション 15：50 解散

13：15 一般研究発表

16：30 終了予定

●日　程

令和2年度 浄土宗総合学術大会
テーマ： お念佛からはじまる幸せ「立教開宗の歴程」

基調講演

「立教開宗の歴程」
大本山百萬遍知恩寺法主　福𠩤 隆善 台下

北嶺南都の碩学に教えを受けられた元祖は、既
成仏教のままでは人間平等を説く釈尊の教え
は顕われなく、特に乱想をとめられないヒラ凡
夫を含めて救済される道を求めて報恩蔵に籠
り、一切経や善導大師の書を何度も読みかえさ
れた。すべての人が救われるためには凡入報土
を可能にしなければならず、そのためには既成
仏教のありかたを根本的に転換する必要があっ
た。元祖のご法語によりながら、すべての衆生
救済の道すじをたどりたい。

●受講資格  ........................................................

本宗教師

●受講申込  ........................................................

各種申込頁「総合学術大会受講申込書」に必要
事項を記入の上、FAX、郵送又はEメール（申込
書をPDF化して添付）にてお申込みください。

●受講申込締切  ................................................

令和2年8月17日（月）

会場が変更になりました

46 和合　令和2年　8月号



中
央
開
催
行
事

●研究発表  ........................................................

＊一般研究発表
　個人単位で研究成果を発表するスタイル

で、発表時間は20分です（発表15分、質問
5分）。

＊ポスターセッション
　ポスターセッションとはキーワードや図表

などを書いた10枚ほどの紙を壁や黒板に貼
り、研究内容について視覚的・総合的に提示
する発表方法のことです。

　会場に発表者がいる時は、直接質問、対話を
することができます。

　学会での発表形式の1つで、発表者と聴衆の
距離が近いため率直なやり取りが期待でき
るなどの利点があります。

　また、発表者は、研究の中間報告として発表
し、ヒントやアドバイスを受けることもで
きます。

＊パネル発表
本年度も個人研究発表の他に、特定のテー
マをめぐって複数のパネリスト（登壇者）に
よって構成される「パネル発表」を設けます。
1名以上の浄土宗教師を含む最大5名のパネ
リスト、が120分間の範囲で発表します。フ
ロアとの質疑応答の時間もあります。

　（『佛教論叢』に抄録を掲載します。）

＊発表申込は締め切りました。

※律師は3回以上、少僧都は2回以上総合学術
大会を修了された方は教階新叙任の輔教に
申請できます。（僧階、教階及び学階査定に
関する規程（宗規第七十八号）第14条）

●プログラム  ....................................................

詳細な発表時刻につきましては申込者に発送い
たしますプログラムをご確認願います。

●記念写真  ........................................................

当日1700円で販売いたします。希望される方は
お釣りのないようにお支払いください。

●申込先（問合先）  ............................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール　kyogaku@jodo.or.jp

次頁へつづく→
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パネル発表

ウィズ・コロナ時代に寺院はどう向き合うか

代表者 総合研究所　東海林 良昌

概要

新型コロナウイルスの世界的な大流行は、世界中の人々の健康と諸活動に大きな影響を与え続け
ている。国内外の宗教団体では、葬儀、施設閉鎖、諸行事の中止と共に、オンライン法要や実践指導
が行われた。現在はいわゆる新しい生活様式の中で、各人が注意深く生活を送っている。この問題
を浄土宗のみならず宗教界全体の問題としてとらえ、ウィズ・コロナ時代に仏教寺院がどう向き合う
かを議論することにより、これからの展望を見出していきたい。

登壇者

●新型コロナウイルスがもたらした影響―寺院向けWeb調査より―
大正大学専任講師 高瀬 顕功

●持続可能な法務の提案 ―月参り・法事・葬儀の本質と変質
佛教大学非常勤講師 大河内 大博

●公衆衛生を踏まえた儀式執行のあり方を考える
佛教大学非常勤講師 森田 康友

●コロナ禍における全日本仏教会･日本宗教連盟の取り組みと課題
総合研究所主任研究員 戸松 義晴

コメンテーター 佛教大学教授 大谷 栄一
コーディネーター 総合研究所副所長 今岡 達雄
概要説明・司会 浄土宗総合研究所研究員 東海林 良昌

時間配分
（120分）

概要説明 ： 5分 発表 ： 15分×4名 コメント ： 15分
意見交換 ： 35分 総括 ： 5分

一般研究発表

1 ヴァスバンドゥ（世親）の刹那滅論の考察 京都教区№419西念寺 渡邊 良昭

2 『無量寿経』所説の如来五徳について 福岡教区№52弘善寺 柴田 泰山

3 『十夜略縁起』について 神奈川教区№164不断寺 杉浦 尋徳

4 『群疑論』諸本の研究 ―新出本の紹介と諸本の系統― 青森教区№63淨満寺 長尾 光恵

5 新出の常福寺入寺帳について 千葉教区№40大巖院 石川 達也

6 法然上人における四修釈の受容と展開②
―東大寺講説「三部経釈」を中心に― 神奈川教区№11慶岸寺 林田 康順

7 称念上人と御忌 ―前近世の御忌を探って― 和歌山教区№5西要寺 横田 友教

8 矢吹慶輝の浄土教思想について 福島教区№51無能寺 赤坂 明翔

9 『浄土宗僧侶生活訓』の公開にあたって 滋賀教区№392雲住寺 井野 周隆

10『選択集』諸本について
―廬山寺本『選択集』を中心とした一考察― 茨城教区№94西光寺 春本 龍彬

11 増上寺学寮無為窟のひとびと 
―増上寺入寺帳・知恩院日鑑、そして成就寺院に残された史料より― 滋賀教区№229善隆寺 伊藤 真昭

12 良忠『往生要集義記』における来迎正念思想の受容 和歌山教区№163極樂寺 下端 啓介

13『決定往生集』第三昇道決定について 伊賀教区№35西光寺 服部 純啓

※発表時刻はプログラムをご確認ください。
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ポスターセッション

1 日本各地の徳本名号塔
念仏行者徳本上人研究会　代表 石川 達也

2 浄土宗基本典籍の英訳研究成果報告
総合研究所 浄土宗基本典籍の英訳研究班　代表 北條 竜士

3 
『はじめよう！お寺での介護者カフェ』発行への研究協力と開催事例について

総合研究所 浄土宗寺院における社会事業の
地域間連携研究プロジェクト研究班　代表 東海林 良昌

14 施餓鬼会の表白について 東京教区№254大雲寺 西城 宗隆

15 西ノ京成等庵に伝来した目黒長泉院普寂徳門の如法衣について
―「京都文教学園資料室」の一所蔵品に関する考察― 滋賀教区№193常念寺 南 尊融

16 唐代における浄穢の議論について 青森教区№73本覚寺 工藤 量導

17『一枚起請文』の「存ぜば」解釈考
―中世の敬譲法「存ず」から見る起請・教誡説― 東京教区№415極楽寺 佐々木 誠勇

18 宝洲による『菩提心集』夾註について 東京教区№329勝運寺 坂上 雅翁

19 日本近世における寺檀制度再考 京都教区№183冷聲院 林 宏俊

20 ヨーガ階梯に対するヴィヴァラナの開設⑪（自在神への祈念Ⅱ–5） 三河教区№190無能寺 近藤 辰巳

21 誓願思想の展開から見たインド浄土教の興起 大阪教区№262圓通寺 中御門 敬教

22 黒田眞洞の思想-輪島聞聲への影響- 長野教区№123城泉山観音寺 鷹司 誓榮

23 立教開宗と現代社会 奈良教区№310観音寺 勝部 正雄

24 形象虚偽論者トリラトナダーサと形象真実論者シャーキャブッディ
―『般若経』解釈を巡る唯識二派― 大阪教区№282薬師寺 森山 淸徹

25 大日比法洲上人の『現代語訳 三法語講説大意』について 東京教区№202良感寺 宮入 良光

26「南無阿弥陀佛」の読誦音について 京都教区№79西願寺 八橋 秀法

27『阿弥陀経隋聞講録』のテキストデータ作成 出雲教区№40西方寺 齊藤 舜健

28 平安貴族社会における受戒の位置づけ ―『玉葉』を中心として― 茨城教区№92本願寺 峯崎 就裕

29 昭和10年代「英霊公葬運動」と仏教界 東京教区№17大眼院 小林 惇道

30 時国が勢至丸に示した「会稽の耻」の意味 宮城教区№21雲上寺 東海林 良昌

31 近世における諸宗の僧侶養成について 千葉教区№132東漸寺 青木 篤史

32 病苦についての一考察 神奈川教区№19光明寺 石田 一裕

33『無量寿経』第32願をめぐる一考察 長野教区№41十念寺 袖山 榮輝

34 『諸仏菩薩本誓願要文集』における五逆罪の衆生の救済について 山形教区№53浄土寺 小笠原 紀彰

35 浄土宗21世紀劈頭宣言とSDGs 神奈川教区№24大蓮寺 大橋 雄人

36 道綽の仏土論について 埼玉教区№144源光寺 里見 奎周

37 ヴァイシェーシカ学派における相続（sam
4
tāna）説 東京教区№103西方寺 渡邉 眞儀

38 『群疑論序』「 歳易掩　長年先逝」の意味 尾張教区№15建中寺 村上 真瑞
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

A期 Ａ⊖Ⅰ 教化研修会館（源光院） 令和2年 6月 20日（土） 午前10時30分 から
     21日（日） 午後6時 まで

 Ａ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和3年 2月 6日（土） 午前9時分 から
     7日（日） 午後3時30分 まで

 Ａ⊖Ⅰ 大正大学 令和3年 3月 6日（土） 午前10時30分 から
     7日（日） 午後6時 まで

 Ａ⊖Ⅱ 大正大学 令和3年 3月 8日（月） 午前9時 から
     9日（火） 午後3時30分 まで

B期 Ｂ⊖Ⅰ 教化研修会館（源光院） 令和2年 5月 16日（土） 午前10時30分 から
     17日（日） 午後6時 まで

 Ｂ⊖Ⅰ 教化研修会館（源光院） 令和2年 9月 3日（木） 午前10時30分 から
     4日（金） 午後6時 まで

 Ｂ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和2年 9月 5日（土） 午前9時 から
     6日（日） 午後3時30分 まで

 Ｂ⊖Ⅱ 教化研修会館（源光院） 令和2年 11月 14日（土） 午前9時 から
     15日（日） 午後3時30分 まで

教化研修会館（源光院）
〒605-0062 京都市東山区林下町416　TEL 075-744-0360

大正大学
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1　TEL 03-3918-7311

延 期

延 期

（開催時期未定）

（開催時期未定）

会場が変更になりました

会場が変更になりました
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●受講資格  ............................................................

（１）教師養成道場の修了者で、平成20年度以降
の伝宗伝戒道場に入行し、成満日に僧階「律
師」が叙任され、現僧階が「律師」の者

（２）平成20年度以降の律師検定試験に合格後、
伝宗伝戒道場に入行し、成満日に僧階「律
師」が叙任され、現僧階が「律師」の者

（３）大正大学または佛教大学において、教師資
格取得の必要単位を修得した者で、平成20
年度以降の伝宗伝戒道場に入行し、成満日
に僧階「律師」が叙任された後「少僧都」進
叙任18単位を修得せず、大正大学ならびに
佛教大学を卒業または退学し、現僧階が「律
師」の者

●申込方法  ........................................................

受講希望者は、申請書をご記入いただき、所属教
区教務所を経由のうえ、浄土宗教学部に提出して
ください。申請書の請求は、浄土宗教学部にて受
け付けます。郵便・FAX・Eメールでの請求は、所
属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を明記してく
ださい。

次頁へつづく→

Ａ⊖Ⅰ ・ Ｂ⊖Ⅰ Ａ⊖Ⅱ ・ Ｂ⊖Ⅱ
1日目 2日目 1日目 2日目

8：30 受付 8：30 受付 8：30 受付

9：00 講義① ｰ 5         9：00 開講式 9：00 講義④ ｰ 1

  10：00 受付 10：10 休憩 オリエンテーション 10：10 休憩

        10：30 開講式 10：20 講義① ｰ 6 9：30 講義② ｰ 1 10：20 講義④ ｰ 2

オリエンテーション 11：30 休憩 10：40 休憩 11：30 休憩

11：00 講義① ｰ 1 11：40 講義① ｰ 7 10：50 講義② ｰ 2 11：40 講義④ ｰ 3

12：10 休憩 12：50 休憩 12：00 休憩 12：50 休憩

13：10 講義① ｰ 2 13：50 講義① ｰ 8 13：00 講義② ｰ 3 13：50 閉講式

14：20 休憩 15：00 休憩 14：10 休憩 14：10 休憩

14：30 講義① ｰ 3 15：10 講義① ｰ 9 14：20 講義③ ｰ 1 14：20 試験②

15：40 休憩 16：20 閉講式 15：30 休憩 15：30 解散

15：50 講義① ｰ 4 16：40 休憩 15：40 講義③ ｰ 2

  17：00 解散 16：50 試験① 16：50 休憩 ※Ｂ期-Ⅱのみ
　宗務説明あり18：00 解散   17：00 講義③ ｰ 3

18：10 解散

●基本日程

※上記は日程案ですので変更する場合があります。予めご了承ください。
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●講義科目およびコマ数について

※講義時間はいずれの科目も1コマ70分

※Ａ-Ⅰ、Ａ-Ⅱ、Ｂ-Ⅰ、Ｂ-Ⅱそれぞれ9コマ合計36コマを履修

Ａ 期

開講期 科目群 科目名 日程 コマ数

Ａ⊖Ⅰ 浄土学に関する科目群 浄土宗聖典の思想（三部経・選択集の講読） 講義① 9コマ

Ａ⊖Ⅱ 仏教学に関する科目群

インド仏教史 講義② 3コマ

中国仏教史 講義③ 3コマ

各宗概論 講義④ 3コマ

B 期

開講期 科目群 科目名 日程 コマ数

B⊖Ⅰ 浄土学に関する科目群 浄土列祖の思想（各種聖典の講読） 講義① 9コマ

B⊖Ⅱ 
現代社会と教団に関する科目群

現代宗教論 講義② 3コマ

現代教化論 講義③ 3コマ

僧侶の実践に関する科目群 伝道学 講義④ 3コマ

●受講諸経費  ........................................................

受講冥加料はありません。ただし、交通費、宿泊
費および食費については、個人負担となります。

●注意事項  ............................................................

（１）本講座は、僧階「律師」に叙任された者が、
「少僧都」に進級するための研修です。

（２）本講座は、Ａ期およびＢ期の2期制で開講い
たします。なお、平成30年度よりＡ期およ
びＢ期をＡ -Ⅰ、Ａ -Ⅱ、Ｂ -Ⅰ、Ｂ -Ⅱの4回
に分けて各期2回開講いたします。

（３）Ａ期またはＢ期ならびにⅠまたはⅡのどれ
からでも受講することができます。

（４）研修形式は通学研修（スクーリング制）です。
（５）受講者は、2日間を通して科目ごとに定めら

れた講義全コマを受講しなければ、試験を
受けることはできません。

（６）本講座は、Ａ期（Ⅰ、Ⅱ）およびＢ期（Ⅰ、Ⅱ）
の全科目全コマを受講し、試験に合格する
ことによって修了となります。

（７）本講座の受講者は、受講後4年以内に全期を
修了しなければなりません。

（８）所属寺院において、一宗課金等滞納の場合
は受講申請書を受理いたしません。

（９）自家用車での受講は一切禁止します。公共
の交通機関をご利用ください。

（10）受講者の服装は、改良服または伝道服（洋式
道衣）に伝道袈裟被着のうえ、受講願います。

（11）昼食については、休憩時間中に各自でおと
りください。

（12）宿泊については、各自でお手配ください
（13）日程及び持ち物の詳細は、申し込み締め切

り後、別途ご案内いたします。
（14）所定人員（5名）に満たない時は開設しない

場合があります。
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●僧階「少僧都」進級並びに学階「得業」授与  ......

（１）僧階「少僧都」進叙任の条件は、本本講座の
全期（Ａ期およびＢ期）を修了しているこ
と、「律師」叙任後5年以上が経過している
こと、および教階「輔教」以上を有している
ことが条件となります（「少僧都」進級に関
しての功績点は必要ありません）。

（２）僧 階「少 僧 都」申 請 時 に 冥 加 料 と し て、
50 ,000円が必要です（教区冥加料別途）。

（３）本講座修了による僧階「少僧都」進叙任者
は、学階新授与申請を提出することにより、
学階「得業」を取得することができます。ま
た、功績点については、僧階「少僧都」へ進
叙任と同時に、功績点50点に達するよう相
当分の点数が付加されます（※叙任時に功
績点50点以上を有している者への功績点付
加はありません）。

●申込締切  ............................................................

Ａ期
 • Ａ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）

 • Ａ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）… 2月開催
 令和3年1月6日（水）
 • Ａ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学 … 3月開催
 令和3年2月5日（金）
Ｂ期
 • Ｂ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）

 • Ｂ-Ⅰ・Ⅱ　教化研修会館（源光院）… 9月開催
 令和2年8月3日（月）
 • Ｂ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）… 11月開催
 令和2年10月14日（水）
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●申込先（問合先）  ................................................

浄土宗教学部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp

延 期

延 期
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講　座 実演テーマ 実　演　課　題

初級前期 布教の基礎Ⅰ 講座期間内に作成 15分

初級中期 布教の基礎Ⅱ ①設定：通夜 5～10分
②設定：自由 「一枚起請文」から 15分

初級後期 布教の基礎Ⅲ ①設定：中陰・年忌 5～10分
②設定：自由 「一枚起請文」から 15分

中級前期 年中行事
（御忌）

①設定：御忌 「御法語（前篇）」から 15分
②設定：自由 「一紙小消息」から 15分

中級中期 年中行事
（十夜）

①設定：十夜 「御法語(前篇)」から 15分
②設定：自由 「一紙小消息」から 15分

中級後期 年中行事
（彼岸）

①設定：彼岸 「御法語（前篇）」から 15分
②設定：自由 　　　　　〃 15分

上級前期 年中行事
（施餓鬼）

①設定：施餓鬼 「御法語（前篇･後篇）」から 15分
②設定：自由 　　　　　〃 15分

上級中期 年中行事
（まとめ）

①設定：年中行事 「御法語(前篇･後篇)」から 15分
②設定：自由 　　　　　〃 15分

上級後期 応用学習 　設定：自由 「御法語（前篇･後篇）」から 30分

※讃題の「御法語（前篇･後篇）」は、『元祖大師御法語集（前篇・後篇）』に限ります。
※詳細につきましては、お申し込み後に別途ご案内します。
※諸事情により、内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●各級各期布教実演課題予定表

布教師養成講座
日 程

場 所

初級課程…前期　令和2年 １0月１9日（月） から 23日（金） まで
　　　　　中期　令和2年 １2月１4日（月） から 18日（金） まで  
　　　　　後期　令和3年 2月  8日（月） から １2日（金） まで
中級課程…前期　令和2年 9月28日（月） から １0月2日（金）まで
　　　　　中期　令和2年 １2月14日（月） から 18日（金） まで
　　　　　後期　令和3年 2月22日（月） から 26日（金） まで
上級課程…前期　令和2年 10月26日（月） から 30日（金） まで
　　　　　中期　令和3年 1月11日（月） から １5日（金） まで
　　　　　後期　令和3年 3月  8日（月） から １2日（金） まで

初級課程…大本山光明寺 〒248-0013 鎌倉市材木座6-17-19
 TEL 0467-22-0603

中級課程…大本山善導寺 〒839-0824 久留米市善導寺町飯田550
 TEL 0942-47-1006

上級課程…浄土宗教化研修会館 〒605-0062 京都市東山区林下町416
　　　　　 （源光院） TEL 075-744-0360

変更日程

変更日程

変更日程
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【布教師養成講座の目的と魅力】
　本講座では、受講生自らが布教実演を行い、指導員の丁寧
な指導と受講生相互の研鑽により、人前で話すことへの恐怖
心や不安を克服し、自信をもって布教のできる教師になるこ
とを目指しています。また、第一線で活躍中の講師の講義や、
会所本山でしか味わえない貴重な体験を通して、自己の内面
を深めるだけでなく、仲間同志の縁を結ぶことができます。

【受講生からの声】
＊布教を学ぶ者にとってこれほど無駄なく効率よく学

べる場はないと思います。本当に一押しです。
＊多くのお仲間と共有した時間は励みになり、 一生の

宝です。先生方をはじめ、皆様には感謝しています。
＊浄土の教えについてお檀家さんに気軽にお話できる

ようになりました

●受講対象  ............................................................

初級課程　本宗教師
中級課程　初級修了者または教階正輔教以上の者
上級課程　中級修了者または教階讃教以上の者
※初級から上級まで一貫した養成を行っております。

初級課程より受講されることをお勧めします。

●受講諸経費  ........................................................

受講冥加料（前・中・後期通しての冥加料）
3,000円
受講経費（各期の経費。賄費・寝具費等含む）
35 ,000円
※受講経費は一部変更する可能性があります。
※受講冥加料及び受講経費は、締切日までに次

の口座へお振り込みください。
※資料代等、別途実費請求することがあります。

●振替受講  ............................................................

前年度までに、初級または中級課程の前・中・後
期のいずれか1期を欠席した方は、今回の同級前

期を修了すれば、今回の次の級を受講すること
ができます。
また、上級各期のいずれかを欠席した方は、その
欠席した回数に応じて今回の前・中・後期のいず
れかを受講をすれば、修了といたします。
※ただし、令和2年度に進級（上級は修了）の意

思がない場合は対象外となります。

●申込方法  ............................................................

受講希望者は、所定の申請書に必要事項をご記入
のうえ、所属教区教務所を経由し、浄土宗教学部
に提出してください。受講申請書の請求は、浄土
宗教学部にて受け付けます（郵便・FAX・Eメール
での請求は、所属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付
先を明記してください）。

●申込締切  ............................................................

令和2年8月21日（金）
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●申込先（問合先）  ................................................

浄土宗教学部
〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
TEL 075 -525 -0480　FAX 075 -531 -5105
Eメール kyogaku@jodo.or.jp

振込先（郵便振替）
加入者名　　　　浄土宗宗務庁
振替口座番号　　０１０５０－０－２１４９

大本山光明寺での日想観別時念仏

受講生の布教実演中の様子
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令和2年度 地区開催行事予定一覧表
※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。

教化高等講習会 布教研修会 法式講習会 詠唱講習会 詠唱教司研修会 詠唱大会 宗門子弟教養講座

北海道地区

北海道第一教区 
（第480回）
8月29日～30日
茅部郡森町
グリーンピア 
大沼

北海道第二教区
6月29日～30日

南組№39 
長専寺

北海道第一教区
6月23日～25日
旭川市
函松組№5 
極楽寺

北海道第一教区
11月9日～10日
小樽組内寺院

北海道第二教区
9月3日～4日
札幌市
南組№34 
新善光寺

北海道第一教区
6月2日
中央組・室蘭組 
寺院

北海道第二教区
11月18日～19日

南組№39 
長専寺

北海道第二教区
6月20日

西組№27 
豊國寺

東北地区

秋田教区 
（第479回）
6月24日～25日
秋田市
秋田キャッスル
ホテル

岩手教区
10月28日～29日

盛岡組№5 
吉祥寺

山形教区
6月16日～18日

上組№40 
三宝寺

岩手教区
10月1日～2日

岩手教区
10月1日～2日

関東地区

山梨教区 
（第487回）
令和3年 
2月18日～19日
甲府市
ベルクラシック
甲府

東京教区 神奈川教区
11月30日 
　～12月2日

茨城教区 群馬教区
10月21日～22日
大本山増上寺

埼玉教区
10月27日
久喜市
栗橋文化会館

神奈川教区
7月28日～30日
大本山光明寺

東海地区

伊勢教区 
（第484回）
11月10日～11日
伊勢教区教務所

尾張教区
令和3年 
1月20日～21日

静岡教区
10月26日～28日

静岡組№97 
法伝寺

伊賀教区
10月9日

岐阜教区
12月1日～2日
高山市
ひだ 
ホテルプラザ

伊賀教区
11月28日
伊賀市
伊賀市文化会館

静岡教区

北陸地区

石川教区 
（第483回）
9月29日～30日
金沢市
KKRホテル金沢

富山教区 富山教区 石川教区 石川教区
6月23日～24日
金沢市
兼六荘

石川教区
11月7日
金沢市
石川県 
女性センター

近畿地区

奈良教区 
（第486回）
令和3年 
2月4日～5日
奈良市
ホテル日航奈良

滋賀教区 兵庫教区 和歌山教区
6月29日～30日
海南市
かめや

滋賀教区
9月2日～3日
大本山 
清浄華院

滋賀教区
6月17日～18日
総本山知恩院

中四国地区

愛媛教区 
（第481回）
9月28日～29日
松山市
ホテル 
メルパルク松山

岡山教区
6月29日～30日
那岐山菩提寺・
特別寺院誕生寺
ザ・シロヤマテラ
ス津山別邸

山口教区
10月26日～28日
福山市
周西組№083 
定念寺

広島教区
11月17日～18日

西部組№53 
長性院

出雲教区
9月7日～8日
松江市

鳥取教区
10月19日
鳥取市
梨花小ホール

石見教区

九州地区

長崎教区 
（第482回）
9月28日～29日
長崎市
ホテル 
ニュー長崎

福岡教区
9月3日～4日

大分教区
11月9日～10日
大本山善導寺

福岡教区
12月8日～9日
筑後市
船小屋温泉 
ホテル樋口軒

　
令和3年 
3月29日
大本山善導寺

中止
中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止 中止

中止
中止

中止

中止 中止

中止

中止

中止中止

検討中

検討中

検討中

検討中 検討中

検討中

検討中

検討中

中止

中止

中止
中止

中止

中止

中止

中止

中止
中止

中止

延期

中止

中止
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関東地区詠唱教司研修会

●受講対象  ........................................................

詠唱教司・1級詠唱講司
※令和元年度に中央詠唱教司研修会（新規程）
を修了した方は、本研修会の修了が詠唱教
司進級の要件となります。

●必要経費  ........................................................

参加費　5,000円
※宿泊につきましては、各自にてお手配いた
だきますようお願い申し上げます。

詠唱教導司 蓮池 光洋
1級詠唱教司 三浦 正英
1級詠唱教司 和氣 昭祐
1級詠唱教司 石田 順子
1級詠唱教司 荒木 憲子

●申込方法  ........................................................

教区名、組名、寺院№、寺院名、氏名、性別、現
詠唱階級を明記のうえ、FAXまたは郵送にて
申込先までお申し込みください。

●申込締切  ........................................................

令和2年9月25日（金）必着

●申込先（問合先）  ............................................

群馬教区参事　石垣成海
成道寺（群馬教区藤岡組№14）
〒375 -0024 群馬県藤岡市藤岡396 -1｠｠
TEL 0274 -22 -0778　FAX 0274 -22 -0857

●日　程

●講　師

日 時

場 所

令和2年 10月 21日（水） 午後零時45分 から
 22日（木） 午後零時30分 まで

大本山増上寺
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-35　　TEL 03-3432-1431

【交通の便】ＪＲ山手線「浜松町駅」下車 徒歩10分

10月21日（水） 10月22日（木）

12：00 受付 9：00 研修④⑤

12：45 開講式 12：10 閉講式

研修①②③ 12：30 解散

17：40 終了
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「中世仏教の諸相 
　―嘉禄の法難の意味するもの―」

大正大学名誉教授・浄土宗教学院理事 
　小此木 輝之

「全国水平社宣言について」
人権フォーラム石川事務局長　吉田 樹

「オリンピアンの宗教観・信仰心」
大地主神社宮司　大森 重宜

●受講対象  ........................................................

本宗教師（受講者は改良服又は洋式道衣およ
び数珠・袈裟）

●必要経費  ........................................................

受講費　3,000円
※宿泊ホテルは、各自でお願いします。

●申込方法  ........................................................

はがき・FAX

●申込締切  ........................................................

令和2年9月10日（木）

●申込先（問合先）   ...........................................

講習会事務局
〒926 -0852 
石川県七尾市小島町リ部11番甲　宝幢寺内
TEL・FAX 0767 -52 -2796

第483回教化高等講習会

●日　程

●講題・講師（日程順）

日 時

場 所

令和2年 9月 29日（火） 午後零時30分 から
 30日（水） 午前11時50分 まで

KKRホテル金沢
〒920-0912 石川県金沢市大手町2-32　　TEL 076-264-3261
【交通の便】ＪＲ新幹線「金沢駅」下車 タクシー10分

9月29日（火） 　9月30日（水）

12：30 受付 8：45 朝のおつとめ

13：00 開講式　 9：00 講義③　吉田樹

13：20
浄土門主猊下動画メッセージ 
「教諭の心」

10：00 休憩

10：20 講義④　大森重宜

13：50 休憩 11：20 閉講式

14：10 講義①　小此木輝之 11：50 解散

15：40 休憩

16：00 講義②　小此木輝之

17：30 休憩

18：00 懇親会 中止 状勢を考慮し中止します
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《お問い合わせ先》 

浄土宗東京教区教務所 

〒105-0011 

東京都港区芝公園 4-7-4 

TEL 03-3434-3045 FAX 03-5472-4567 

E-mail ： info@jodo-tokyo.jp 

浄土宗東京教区「寺院ネットワーク」 
 

東京教区では、浄土宗教師の「身命をなげうっても、浄土の法門を伝うるべき」という信条

に基づき、広く有縁の人々に、その教えをお伝えするために、開宗八百五十年慶讃事業の一環

として「寺院ネットワーク」を開始いたしました。 

 「寺院ネットワーク」は、他教区寺院の檀信徒等で、東京近郊に居住されている方の求めに 

応じて、東京教区内の浄土宗寺院・教師を紹介し、法務を介してお念仏を伝えるためのネット 

ワークです。 

◆紹介する寺院・教師 

 上記の趣旨を共有し、偏りなく安定した法務を行えるよう、実際の法務に則した研修を受け、

東京教区「寺院ネットワーク」に登録された寺院・教師です。 

◆「寺院ネットワーク」のシステム 

「寺院ネットワーク」を利用して、安心して大切な檀信徒様のご法務をお任せください。 
原則として、お納めいただいたお布施の半額を、菩提寺様へは御本尊前としてお納めいたします。 

 

浄土宗東京教区公式 WEB サイト 

（http://jodo-tokyo.jp/） 

↑ 
こちらから「寺院ネットワーク」へ 

アクセスしてください。 

令和２年４月より運用開始 
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浄土宗の教師資格を
取得するためには

浄土宗の教師資格を
取得するためには

浄土宗の教師資格を取得するための主なフローは以下のとおりです。

本宗の僧侶は大きく分けて、宗徒・助教師・教師と区別されており、まずは宗徒にならなけれ
ばなりません。
宗徒とは、得度をし、度牒授与をうけて本宗へ僧籍登録された者です。
僧籍登録など、宗徒に関することについては、浄土宗総務部までお問い合わせください。

浄土宗総務部 〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
 TEL 075 -525 -0479　　Eメール somu@jodo.or.jp

宗徒になった者は、伝宗伝戒道場の入行条件となります律師検定に合格しなければなりません。
律師検定に合格するためには、次の機関で行学に励む必要があります。

※それぞれの機関において、律師検定に合格する方法があります（図１参照）。

律師検定に合格した者は、原則として３年以内に伝宗伝戒道場へ入行しなければなりません。
伝宗伝戒道場とは、本宗教師となるべき者に対し、本宗の宗義の極地を相伝し、列祖相承の宗
脈を授与し、円頓戒を伝授して戒脈を授与するために、毎年12月に21日間、総本山知恩院と
大本山増上寺の２会場にて開催している道場です。
伝宗伝戒道場を成満すると、僧階「律師」が新叙任され、晴れて浄土宗教師となります。
律師検定に関すること、また伝宗伝戒道場に関することは、浄土宗教学部までお問い合わせ
ください。

※僧階「律師」新叙任の他、僧階、教階、学階の相当階級に叙任（授与）する場合は、別途申請が
必要となります。

伝宗伝戒道場を成満する律師検定に合格する宗徒になる
321

1

2

3

浄土宗教学部 〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
 TEL 075 -525 -0480　　Eメール kyogaku@jodo.or.jp

A. 佛教大学 B. 大正大学 C. 浄土宗
（教師養成道場 等）
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※図1　浄土宗教師資格を取得するコース一覧

●問合先 佛教大学　〒603-8301京都市北区紫野北花ノ坊町96
 ◦僧侶養成について ▶ 宗教教育センター  TEL 075-491-2141（代表）
 ◦入学試験（通学課程）について ▶ 入学部入学課  TEL 075-366-5550（直通）
 ◦通信教育課程について▶ 通信教育課程インフォメーションセンター  TEL 075-491-0239（代表）

※1 2019年4月から新設

区分

A. 佛教大学

（通学課程）

仏教学部
１年次入学

仏教学部
３年次編入学

仏教学部以外の
学部

１年次入学

資格併修制度
（通信教育課程）

大学院
（修士）

入学資格 高卒以上
大卒又は短大卒

以上
高卒以上

佛教大学
通学課程在籍者
※仏教学部を除く

大卒

修業年限
（最短）

4年 2年 4年 2年 2年

最長在籍期間 8年 6年 8年 7年 4年

他大学在学者 × × × × ×

取得可能
僧侶分限

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

区分

A. 佛教大学

（通信教育課程）

別科（仏教専修）
仏教学部

１年次入学
仏教学部

３年次編入学
科目履修コース

（浄土宗教師資格）※1

入学資格 高卒以上 大卒又は短大卒以上
大卒者又は四年制大学
在学者で入学年度に
満20歳を越える者

高卒以上

修業年限
（最短）

4年 2年 2年 2年

最長在籍期間 8年 6年 6年 4年

他大学在学者 × × 〇 ×

取得可能
僧侶分限

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業
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●問合先 浄土宗宗務庁  〒605-0062 京都市東山区林下町400-8
 ◦僧侶養成について ▶ 教学部  TEL 075-525-0480（直通）

●問合先 大正大学  〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1
 ◦僧侶養成について ▶ 浄土学研究室  TEL 03-3918-7311（代表）
 ◦入学試験について ▶ アドミッションセンター  TEL 03-5394-3024（直通）

※2 科目等履修（学部）を利用しての取得となります。

区分

B. 大正大学

（通学課程）

仏教学部
１年次入学

仏教学部
３年次編入学

仏教学部以外の学部
（地域創生学部を除く）

１年次入学

大学院
　（修士）※2

入学資格 高卒以上 大卒又は短大卒以上 高卒以上 大卒

修業年限
（最短）

4年 2年 4年 3年

最長在籍期間 8年 4年 8年 4年

他大学在学者 × × × ×

取得可能
僧侶分限

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

区分

C. 浄土宗

教師養成道場 教師検定試験（律師）

入行資格
義務教育修了者又はこれと同等以上
の学力があると認められる18歳以上
の宗徒、助教師

義務教育修了者又はこれと同等以上
の学力があると認められる18歳以上
の宗徒、助教師

修行年限
（最短）

3年 3日

最長在籍期間 6年 6日（3日×2年）

大学在学者 〇 〇

取得可能
僧侶分限

僧階：律師 僧階：律師
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浄土宗教化研修会館（源光院）を
ご利用いただけます

ご利用いただける行事等

① 教区、組又は自主的な活動グループ等が教化研修に則する研修会の開催
② ①を主催する組織の会議
③ 教学院、布教師会、法式教師会、吉水講又は、公益教化団体の研修会及び会議

収容人数… 90名 
　　　　　（机・椅子使用時）。

椅子のみ使用の場合
100名収容可能。

プロジェクターから正面左右のスク
リーンへ映写が可能です。

※当分の間30名程度とさせて 
いただきます。

プロジェクターからスクリーンへの
映写が可能です。

※当分の間5名程度とさせて 
いただきます。

大ホール

多目的ホール

1F

1F

設　備

浄土宗教化研修会館（源光院）を
ご利用いただけます

7月1日より「新型コロナウイルス感染症」対策に万全を期したうえで、ご利用の再開をいたします。
※利用（収容）人数については、当分の間、制限を設けさせていただいております。
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収容人数…約5名　研修会の係員控室等にも利用いただけます。

可変壁により15畳、33畳、48畳の研修室としてご利用いただけます。

会議室（1・2）

中研修室1・2・3（1=15畳、2=18畳、3=15畳）

2F

2F
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78畳（6×13）の大広間です。布教・詠唱・法式等各種研修会・別時念仏などにご利用いただけます。

道 場3F

ご利用の流れ

STEP1  空き状況の確認
事前に開催日・使用施設の空き状況をお問い合わせください。

「教化研修会館使用許可申請書」ならびに使用規約を送付いた
します。

※状況により使用いただけない場合がございます。

使用規約をご確認のうえ、「教化研修会館使用許可申請書」に
必要事項をご記入いただき教化研修本部までご送付ください。

許可番号の付された「教化研修会館使用許可申請書」が
返送された時点で、予約が成立します。

STEP2  申請書の提出

STEP3  申請書の返送

STEP4  研修会等行事の実施

65和合　令和2年　8月号



● 利用時間

（原則） 平日午前9時から午後5時まで

● 注意事項

◦使用後は備品類を元の状態に戻してから退館ください。

◦教化研修本部の指示に従い、他の来館者に迷惑を及ぼさないようにしてください。

◦使用責任者は、使用期間中は常駐し、円滑な研修の運営・管理、盗難・事故防止は、使用者側の責任
の元に行ってください。

◦会場利用に伴う人身事故および物品の盗難・破損事故が発生した場合、本宗は一切の責任を負い
かねます。

◦来場者の受付、人員整理、誘導につきましては、使用者側の責任で行ってください。

◦研修で出たゴミ類は使用者側で分別願います。

● 禁止事項

◦公序良俗に反する、または法律に違反する恐れがあると当会館が判断する行為

◦使用者が、当施設を使用する当該権利を第三者に譲渡または転貸すること

◦申し込み時の使用目的以外で使用すること

◦当会館内で許可無く飲食を行うこと

◦当会館および敷地内で許可無く宣伝活動、寄付金の募集、商品の販売、看板、ビラの配布等および 
これに類する行為を行うこと

◦火気を使用すること、その他危険を生じる恐れのある物または悪臭を発する物品を持ち込むこと

◦大きな音・振動の出る物を持ち込むこと

◦収容人数を超えて入場させること

◦所定の場所以外での喫煙をすること

◦当会館内に身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬等）以外の動物を持ち込むこと

◦会館の内外を問わず、壁面・柱・パネル・床等にガムテープ・両面テープ・釘等を使用すること

◦当会館の備品、設備等を汚損し、損害を与えること

● 問い合わせ先

浄土宗教化研修本部

〒605 -0062 京都市東山区林下町416浄土宗教化研修会館（源光院）

TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363

Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

研修会館の利用について
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特任布教師制度について特任布教師制度について

特任布教師制度とは？

特任布教師プロフィールについて

特任布教師制度とは、一般寺院等における定期法要等で、会所寺院が、特任布教師の内から
布教師を選定し、布教に招聘いただくと、会所寺院が経済的助成を受けられる制度です。

和合4月号（P.81 〜P.108）または浄土宗ネットワークに掲載しておりますので、ご確認く
ださい。また、和合8月号に同封の「特任布教師制度案内 特任布教師一覧」の冊子をご覧くだ
さい。

特任布教師の招聘について

招聘 招聘は、会所寺院が行います。

助成

25 ,000円＋交通費分（実費計算で上限1万円）を助成します。
ただし、51等級以下の寺院は、35 ,000円＋交通費分（実費計算で上限1万円）
を助成します。
※会所寺院に助成します。
※同一年度内に１寺院１回のみの助成となります。

備考

◦特任布教師1人につき、年度内活動を6会所までとなります。（7会所目から
は会所寺院に助成されませんので、会所寺院と特任布教師は調整の際、ご注
意ください。）

◦前年度と同じ特任布教師を招聘する場合は、助成の対象外となります。
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特任布教師招聘の流れ

（会所寺院）

（会所寺院）

（会所寺院）

各教区

（教学部）

（教学部）

（教学部）

（教学部）

布教実施

❼報告書を送付

❷相談・調整※1

❹申請書・報告書を送付

❽助成金交付

❺教区長進達で申請

❻書類審査

❶招聘したい特任布教師を決める
❸「特任布教受諾書（ハガキ）」に
　 会所寺院・日時を記入して送る

（特任布教師）

最大45,000円
助成いたします！

❶ 特任布教師を招聘したい寺院（以下、会所寺院）は、『和合』・浄土宗ネットワーク等を見て、招聘
したい特任布教師を決定します。

❷ 会所寺院は、特任布教師に連絡をとり、布教依頼や日程調整を行います。
（※1．特任布教師としてすでに年度内６回招聘されている方は助成対象外なので確認願います。
また、前年度と同じ特任布教師を招聘する場合も助成対象外となりますので、ご注意願います。）

❸ 依頼を受けた特任布教師は「特任布教師活動受諾書」（任命時に配布）に会所寺院・日時を記入
して投函します。

❹ 「特任布教師活動受諾書」を基に、教学部から会所寺院に申請書及び報告書一式を送付します。
❺ 会所寺院は、申請書に必要事項を記入のうえ、教区長進達で布教実施1ヶ月前までに申請します。

❻ 教学部は、届いた申請書と「特任布教師活動受諾書」を照会し、精査します。精査後、対象外の
事例の場合は、特任布教師及び会所寺院へ通知します。

❼ 会所寺院は布教を実施した後1ヶ月以内に、報告書に必要事項と助成金振込先を記入し、教学部に
報告します。

❽ 報告書が届いたら、教学部より振込先に助成金を振り込みます。

特任布教師制度について
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1　浄土宗ネットワークにアクセス。ログイン画面から新規登録へ

1  浄土宗ネットワーク（https://jodoshu.net/）
にアクセスし、　　　　をクリック1

※スマートフォンの場合は、右記
QR からもアクセスできます

2

2  新規登録をクリック

2　必須事項を記入して新規登録

3  下記の必須事項を入力

3

4

3　登録完了

担当者が申請を確認後、登録いただいたメールアドレスに通知が届けば登録完了。
ログイン後、浄土宗ネットワークの「寺院専用ページ」がご利用できるようになります。

共通 ID・パスワード廃止につきまして
『浄土宗宗報』に掲載しておりました共通ID・パスワードは、セキュリティ上の観点から平成31年3月を
持ちまして廃止させていただきました。上記のように、個人でID登録のうえ、ご利用ください。

※申請いただいてから、登録が完了するまでお時間がかかる場合があります。ご了承ください。
※後日、郵送にて、登録完了通知をお送りいたします。

4「新規登録する」をクリックして申請

・メールアドレス
・メールアドレス（確認用）
・姓
・名
・生年月日
・教区
・寺院番号
・寺院名
・電話番号
・パスワード

浄土宗ネットワークに関するお問い合わせは浄土宗社会部まで
浄土宗社会部　☎：03（3436）3351　FAX：03（3434）0744　E-mail：syakai@jodo.or.jp

「浄土宗ネットワーク」に会員登録いただくと、『和合』『布教羅針盤』や『浄土宗新聞』『かるな』
などの研鑽・布教資料の閲覧のほか、寺院行事や情報の発信もできるようになります

※
。

※内容により、掲載できない場合もございます。

「浄土宗ネットワーク」の会員登録方法
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浄土宗教師修練道場のご案内

浄土宗教師修練道場をご紹介いたします
　浄土宗教化研修会館にて開設しています浄土宗教師修練道場についてご紹介いたします。
　なお、令和3年度の入行生募集については、研鑽・教化情報誌『和合』にて、今秋の案内
開始を予定しております。入行を志望する方や、検討されている方がおられましたら、道場見学
も可能ですのでご連絡ください。

■　道場の目的　■

　浄土宗教師が自らの意志で行学に励む道場です。一年間の自炊による共同生活を
体験しつつ本宗教師としてさらに高度な研鑽を積み、今後、幅広く活躍できる僧侶
を養成することを目的としています。

■　道場について　■

　本道場は、昭和49年に新知恩院に開設され、その後、大本山金戒光明寺内に移転。
そして令和元年に浄土宗教化研修会館に設置されました。
　浄土宗教化研修会館という充実した設備環境において、錚々たる講師の指導のも
と、現在3人の道場生が日々精進しています。
　同行の道場生と寝食を共にし、行学に励む一年間の修練が、生涯続く本宗教師と
しての自覚と自信の礎となります。

■　実施科目及び講師　■

仏教学：中御門敬教先生 浄土学：藤堂俊英先生 布　教：日下部謙旨先生

法　式：太田正敬先生 詠　唱：藤田教司先生 書　道：大田珠光先生

華　道：大津憲優先生

■　冥加料（年額）　■

　入行冥加料　20 ,000円　　　道場冥加料　300 ,000円
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■　道場日課（概要）　■ 

■　道場の年間行事（参考）　■

 4月 入行宣誓式・入行三千礼拝・清凉寺御身拭式・當麻寺お練り供養など

 6月 教学高等講習会（知恩院）・元黒谷青龍寺にて一昼夜不断念仏

 8月 自坊研修（7月中旬～8月下旬まで）

 10月 念仏行脚・詠唱大会

 11月 十夜法要随喜（法話実演） 

 12月 清凉寺仏名会三千礼拝・歳末助け合い街頭募金活動・自坊研修（年末年始）

 1月 嘉禄の法難念仏行脚・教化高等講習会（知恩院）

 3月 清凉寺涅槃会御松明式・成満式

※上記のほかに、念仏行脚、托鉢、別時念仏、浄土宗研修会館開催の研修等の 
参加、寺院参拝（法然上人二十五霊場など）、教化活動見学、研修旅行、ボラン
ティアなどを実施。

｠■　道場内の生活　■

◦お念仏を中心とした道場生活です。
◦一年間の集団生活で、食事は自炊です。

◦外出・外泊等は不可、師僧等との面会は許可による。

◦自坊研修期間あり（夏期・冬期）。

◦自室（居室）は個室。

◦尼僧（女性）の入行可。頭髪は剃髪。

◦娯楽用品は持込不可。携帯電話（スマートフォン）は持込可（使用制限あり）。

◦道場での服装は法衣または作務衣。

　4：30 起床 12：45 飯食（昼食）

　5：00 勤行 13：30 講義・作務・習礼

　7：00 清掃・作務 17：30 勤行

　8：00 小食（朝食） 19：00 薬石（夕食）

　9：00 講義・作務・習礼 20：00 自習・入浴

12：00 勤行（半斎供養式） 22：00 点呼・就寝

日曜日を除き、概ね午前または午後に1科目の講義が行われています。

浄土宗教学部　教師修練道場担当
〒605 -0062 京都市東山区林下町416 浄土宗教化研修会館（源光院）内
TEL 075 -744 -0360　FAX 075 -744 -0363
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp 
道場について、皆さまのご意見やご感想がありましたら、お聞かせ頂ければ幸いです。

問合先
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令和二年度 大本山増上寺布教師会 
『布教入門道場』のご案内 

 

南無阿弥陀仏 
●布教の基礎を学んでみたい！   ●将来は増上寺の布教師を目指したい！ 
●法話をもう一度勉強し直したい！ 
布教の基礎や心構えを学ぶ「布教入門道場」を開催致します。布教の勉強を一から学び 
たい方、さらなる研鑽に励みたい方、志のある方は是非受講ください。     合掌 

※コロナ禍を考慮いたしまして、本年は１日開催とさせていただきます。 
新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止の場合もあります。 

                    

記 

 
日  時  令和2年10月5日(月)9時受付 ～ 17時30分頃解散予定 
会  場  大本山増上寺 
講  師  慶野匡文会長、花田俊岳副会長、後藤真法副会長、郡嶋泰威副会長 
受講資格  本宗教師 
定  員  10名程度 ＊入行者数が少ない際は開催を見合わせる場合もあります。 
冥 加 料   10,000円（食費等を含む） 
布教実演  浄土宗のお念仏のみ教えを伝える15分の原稿をご準備ください。 
申込方法  入行者名・所属教区・寺院番号・寺院名・送付先住所・電話番号を明記の上、 
      ハガキ又はＦＡＸにて下記までお申込み下さい。折り返し「登嶺案内」を送付

いたします。 
申込締切  9月26日（土）  
 

「 
響
け
念
仏
の
声 

 

‐
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り
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生
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う
‐
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今
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そ
、 

法
然
上
人
の
み
教
え
を
世
の
灯
に
！ 

大本山増上寺蔵『法然上人御影』 

【申込および問合先】 大本山増上寺 布教師会事務局 宮田 恒順 
           〒112‐0002 東京都文京区小石川 3‐17‐8 善光寺内 

TEL 090-3548-1128  FAX 03-3811-4852 
 

新着
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大本山光明寺記主禅師研究所  公開講座

●申込方法  ........................................................

当日参加も可能ですが、資料等準備のため事前
のお申し込みをいただけると幸いです。教区・
寺院名・氏名を明記のうえ、電話・FAX・Eメー
ル、いずれかの方法でお申し込みください。

●申込先（問合先）  ............................................

大本山光明寺記主禅師研究所
〒248 -0013 鎌倉市材木座6-17 -19
大本山光明寺教務部内
TEL 0467 -22 -0603　FAX 0467 -22 -0622
Eメール kishuken1199＠gmail.com

●参加資格  ........................................................

どなたでもご参加になれます。

●参加費  ...........................................................

初回　1,000円（テキスト・資料代として）

良忠上人『決答授手印疑問抄』を読む

　当研究所では「報夢鈔五十余帖」と称される良忠上人著作の研究を行っていきます。
　2020年度からは『決答授手印疑問抄』（『決答抄』）の講読講座を年4回、下記の通り開催いたします。
　『決答抄』は、聖光上人の『末代念仏授手印』について在阿が抱いた疑問に対して良忠上人が答
えたもので、五重伝書の四重・証を明かす書と位置づけられています。どうぞご一緒に良忠上人の著
作を学びましょう。多くの方のご参加をお待ちしております。
　なお、分量の関係で次年度以降も『決答抄』の講読を継続予定となっています。

期 日

場 所 大本山光明寺

第1回　講義　2020年 9月17日（木） 15時 から 17時 まで
第2回　講読 10月20日（火） 予定
第3回　講読 12月  8日（火） 予定
第4回　講読　2021年 2月  2日（火） 予定

※随時お知らせいたします。

第1回　講義
「良忠上人撰『決答授手印疑問抄』を 
　　　　　　　　　　めぐる一考察」
 記主禅師研究所所長／大正大学教授 

　林田�康順
第2回～　講読

「良忠上人撰『決答授手印疑問抄』講読」
 記主禅師研究所研究員／大正大学非常勤講師 

　大橋�雄人

●講題・講師
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令和2年度 団体開催行事予定一覧表

全国浄土宗青年会 浄土宗寺庭婦人会 浄土宗吉水会 浄土宗保育協会

中央
・
全国

全国大会
8月27日

（札幌市）
ロイトン札幌

中央研修会
5月21日～22日
浄土宗宗務庁（京都）

全国研修会
5月27日
10月2日
東京教区№127善光寺

全国研修会
8月29日～30日

（東海地区）
ホテルリソル岐阜

代表者
・
指導者

総合研修会
2月頃の開催予定

代表者研修会
11月5日～6日 

大本山百萬遍知恩寺
―

第27回施設職員のための
帰敬式
令和3年2月6日～7日

【保育・社福合同】
尾張教区№15建中寺

北海道地区

北海道第二教区
8月26日 

（札幌市）
ロイトン札幌

北海道第二教区
6月4日～5日

（帯広市）
北海道第二教区№3大然寺

― 未定

東北地区

宮城教区
9月29日 

（仙台市）
江陽グランドホテル

福島教区
5月26日～27日

（いわき市）
いわきワシントンホテル 
椿山荘

― 未定

関東地区

東京教区
6月24日

大本山増上寺

千葉教区
6月2日～3日

（成田市）
成田ヒルトンホテル

―

長野教区
6月20日～21日

大本山善光寺大本願

東海地区

尾張教区
6月2日

（名古屋市）
ホテル名古屋ガーデンパレス

三河教区
6月24日～25日

（豊橋市）
ロワジールホテル豊橋

未定

岐阜教区
8月29日～30日

【保育全研、保育・児童地区
研合同】
ホテルリソル岐阜

北陸地区

福井教区
6月13日

（あわら市）
あわら温泉清風荘

石川教区
9月10日～11日

（七尾市）
和倉温泉　あえの風

― 未定

近畿地区

京都教区
6月1日

（京都市）
ホテルオークラ京都

和歌山教区
6月10日～11日

（和歌山市）
ホテルグランヴィア和歌山

― 未定

中四国地区

愛媛教区
10月8日

（松山市）
ネストホテル

南海教区
10月27日～28日

（高松市）
ＪＲホテルクレメント高松

― 未定

九州地区

福岡教区
10月5日

（北九州市）
ステーションホテル小倉

熊本教区
10月21日

（熊本市）
ANAクラウンプラザホテル 
熊本ニュースカイ

―

佐賀教区
6月27日～28日

（嬉野市）
大正屋

※各行事へ参加申し込みする際は、各行事開催のお知らせに記載の申し込み締切日を厳守してお申し込みください。
※以下の行事予定は令和2年7月9日現在となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の為、変更が多数生じておりますのでご注意ください。

中止 中止

中止

延期

日程変更

中止

中止

中止

中止中止

中止

中止

中止 中止

中止

中止中止

中止 中止

中止

中止

中止

中止
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浄土宗児童教化連盟 浄土宗保護司会 浄土宗教誨師会 浄土宗民生・児童委員協議会

中央
・
全国

全国研修会
9月7日～8日

（関東地区）
大本山増上寺

中央研修会
12月8日～9日

【保護・教誨合同】
浄土宗宗務庁（京都）

中央研修会
10月22日～23日

（橿原市）
THE KASHIHARA

代表者
・
指導者

指導者講習会　
令和3年2月4日～5日

浄土宗教化研修会館

全国保護司研修会
6月11日～12日

【保護・教誨・民児地区研合同】
ANAクラウンプラザ 
ホテル熊本

未定 ―

北海道地区

北海道第一教区
11月24日
北海道第二教区 
№34新善光寺

未定 未定 未定

東北地区

秋田教区
11月25日

青森教区
9月7日

（青森市内） 未定

関東地区

東京教区
9月7日～8日

大本山増上寺

未定 未定

東海地区

岐阜教区
8月29日～30日

【保育全研、保育・児童地区
研合同】
ホテルリソル岐阜

未定 未定 未定

北陸地区

新潟教区

未定 未定 未定

近畿地区

滋賀教区
10月7日

（草津市）
ホテルボストンプラザ草津

未定

滋賀教区 奈良教区

中四国地区

広島教区

未定 未定

九州地区

福岡教区
10月22日

大本山善導寺

熊本教区　6月11日～12日
【保護・教誨・民児合同】
ANAクラウンプラザホテル熊本

中止

中止

中止

中止

中止

未定

中止

中止
中止
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浄⼟宗児童教化連盟 関東地区児童教化連盟 
 
 
 
 
 

 
聖号⼗念 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、今年度の全国研修会を東京 
教区児童教化連盟担当にて下記の通り開催致しますので会員の皆様、教師、寺庭婦⼈、⻘年員、 
児童教化に関⼼のある⽅々のご参加をお待ちしています。                  合掌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※新型コロウイルスの感染状況により、人数制限や直前で中止となる 

可能性もありますので、ご承知おき下さい。 

『第 45 回 浄土宗児童教化連盟全国研修会』 
（併修：関東地区研修会）のご案内 

 

【研修①】 
「⼦供から⼤⼈における 

活動を通じた 
健康づくりを考える」 

 
福島教照先⽣ 
（浄⼟宗僧侶・医師） 

【研修②】 

「科学で遊ぶ‼」 

 
チャーリー⻄村先⽣ 
（サイエンス  

エンターティナー） 
 

【研修③】 
「世界の童謡と 
     ⽇本の童謡」 
 
⻘島広志先⽣ 
（作曲家・「世界⼀受け 

たい授業」出演） 
 

 記 
【日    時】 令和2年 9 月 7日(月)、8日(火） 
【会    場】 浄土宗大本山増上寺 光摂殿 
【テ  ー  マ】 コドモ☆イノチ 〜⼦どもを共に育てよう〜 
【日    程】 9 ⽉ 7 ⽇（1 ⽇⽬）          8 ⽇（2 ⽇⽬） 
          12：30 受付            09：45 お勤め 
          13：00 開講式           10：00 研修③ 
          13：30 研修①                      11：30 閉講式・解散 
          15：15 研修② 
          16：45 解散 
【会    費】 参加費 3000 円 (研修③のみ参加、1000 円) 
【申し込み方法】 児童教化連盟会員 
            ・各教区児童教化連盟で取りまとめて東京教区事務局へお願いします。 
         会員以外の⽅ 
           ・研修③のみの参加となりますが、郵送、FAX、またはメールにて 

お申し込み下さい。 
【お申し込み先】 〒176 0001 東京都練⾺区練⾺ 4-25-5 本性院内  TEL &FAX 03-3991-9273 
         東京教区児童教化連盟 三輪優順    メール isigami.tosinori@gray.plala.or.jp 
【締   切   り】  令和2年 ８月２０日(木) 
 
 

新着
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令和２年度 浄土宗寺庭婦人会 

事業中止のお知らせ 

 
  

 平素は  浄土宗寺庭婦人会活動に  御支援 御協力を賜り 

心から厚く御礼を申し上げます 

 この度の「新型コロナウイルス感染症」の拡散防止に配慮し 

下記の事業を中止させていただきます 

 何卒 御理解と御協力の程 よろしくお願い申し上げます   

              

  

  

 

一、心のケア支援プロジェクト「第二回研修会」 

   ９月１５日（火）  於：大本山増上寺 

 

一、代表者研修会 

  １１月  ５日（木）～ ６日（金）   

             於：大本山百萬遍知恩寺 

 

 

 

 令和 2 年度　浄土宗寺庭婦人会
 事業中止のお知らせ
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令和３年 浄土宗寺庭婦人会 

第５回「五重相伝」開筵のご案内 

 浄土宗寺庭婦人会五重相伝を大本山百萬遍知恩寺様に於いて

下記の日程で開筵致します。 

皆さまにおかれましては、何かとご多用のこととは存じますが 

念仏信仰をより深められる機縁にしていただくことが出来れば

幸いです。どうか万障お繰り合わせのうえ、多数ご入行くださ

いますようご案内申し上げます。 

 

日時 令和３年１１月２３日（火）午前８時～９時 受付   

          ～２７日（土）午後１時半まで〔５日間〕 

会所  大本山 百萬遍知恩寺 

    〒606-8225  

    京都市左京区田中門前町 103-27  TEL 075-781-9171 FAX 075-781-0157 

 

伝 灯 師   大本山百萬遍知恩寺法主  福  隆  台下 

勧 誡 師   大阪教区大鏡寺住職    有 本 亮 啓 上人 

回 向 師   京都教区光照寺住職    池 上 良 賢 上人  

入行資格   浄土宗寺庭婦人会会員 

入行人数    １００名 

費  用   入行冥加料  100,000円（宿泊者） 

               80,000円（通い希望者） 

申込期間   令和２年７月１日（水）～令和３年７月３１日（土） 

◎詳細は各教区会長配布の案内状をご覧下さい 

 令和 3 年　浄土宗寺庭婦人会
 第5回「五重相伝」開筵のご案内

日 時

会 所
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浄土宗教師資格の取得について 

お知らせ

本学では、浄土宗教師資格取得を目指す学生のために宗門子弟教育を行っ

ています。入学後は、所定の科目を履修し単位を取得することによって伝宗

伝戒道場（加行）の入行資格を得ることができます。

＜編入学について＞

既卒大学の単位を活かし、新たに僧侶資格単位を取得することによって、

2 年間で資格を取得することができます。短期間で浄土宗の教えを広く、深く

学ぶことができます。

入学試験・僧階取得についての問い合わせ先

アドミッションセンターアドミッションセンターアドミッションセンター
〒170－8470 東京都豊島区西巣鴨 3-20-1 〒〒170170－84708470 東京都豊島区西巣鴨東京都豊島区西巣鴨 3-3-2020-1 -1 〒〒170170 84708470 東京都豊島区西巣鴨東京都豊島区西巣鴨 3-3-2020-1 -1 
Tel. 03-5394-3024（直通）

【受付時間 10：00～18：00（月～金）】

※仏教学科以外で僧階の取得をご希望の方はご相談ください。

文学部 

日本文学科 
人文学科 

文学部 文学部 

人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 

表現学部

表現文化学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 

文学部 文学部 

日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 

文学部 

日本文学科 日本文学科 

仏教学部

人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 
人文学科 
日本文学科 
人文学科 人文学科 
日本文学科 日本文学科 日本文学科 日本文学科 仏教学科 

表現学部表現学部地域創生学部

地域創生学科 

心理社会学部

人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 人文学科 人文学科 人文学科 人文学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 臨床心理学科 
歴史学科 

表現学部

表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科表現文化学科 人間科学科 

社会共生学部

社会創造系学部群 探究実証系学部群

公共政策学科

社会福祉学科
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現役大学生でも少僧都の取得が可能 

［僧階-少僧都 教階-輔教 学階-得業］ 

最短２年で取得が可能 

Web学習システムを導入 

在宅での科目最終試験受験が可能 

実践道場を夏に加え、冬にも開講 

※実践道場は8泊9日（２回） + 2泊3日（1回）が必要 

 

佛教大学・大正大学以外の大学在籍者も 

「浄土宗教師資格」が取得できます！ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

※入学についての詳細は、佛教大学通信教育課程「2020入学要項」をご確認ください。 
◇佛教大学通信教育課程ホームページ「願書・資料請求」（QR）からご請求いただくか、 

入学要項発送センター（TEL:06-4259-0370）までご請求ください。 
 

【留意事項】 
① 本科目履修コースの修業年限は 2年間となり、最長 6年間在籍することが可能です。 

 

② 2年間で 60単位の修得が必要となります。（取得可能分限：僧階-少僧都、教階-輔教、学階-得業） 
※カリキュラムやスクーリングの日程等の詳細は次頁を確認してください。 

 

③ 必要経費（学費・スクーリング履修費・学友会費等）は 2年間で、510,500円となります。 
※学費、スクーリング履修費は毎年改定する可能性があります。 

※在籍を延長する場合［3年以上在籍する場合］は、継続料（年間 12,000 円）、学友会費（年間 2,000 円）および継続して履修する科目の 

学費またはスクーリング履修費が必要となります。 

 

 ④ 本科目履修生コースを修了しても、4年制大学を卒業できなかった場合は、僧階－少僧都は叙任されません。 

『現役大学生』も対象！ 
 

大学に在籍しながら浄土宗教師資格（少僧都）

の取得が可能です。 
 

※科目履修生のため、二重学籍にはなりません 

※入学条件は学校教育法に定める 4 年制大学在籍者

または卒業者で入学年度に満 20歳を超える方 

『実践仏教（冬期）』を始めます！ 
 

「実践仏教スクーリング」を冬期にも開講し

ます。受講の機会が年 2 回に増え、実践道場

に入行しやすくなります。 
 

※実践道場は夏休み期間（8月下旬）と春休み期間 

（2月中旬）に開講予定 

※実践道場以外のスクーリングは土日祝、夏休みに

受講できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Web 学習システム』で快適に！ 
 

インターネットを利用して、科目最終試験も

自宅で受験できます。 
 

※テキスト履修科目のみ 
※スクーリング科目は登学が必要です 

『最短２年』で取得可能！ 
 

大学卒業者および大学在籍者であれば、最短 2

年間で浄土宗教師資格の取得が可能です。 
 

※高卒の方は学部（本科）へのご入学が必要となり、

最短 4年の在籍が必要です 
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僧階 教階 学階

少
僧
都

輔
　
教

得
　
業

1年目
2年目
以降 種別 日程

（開講日程は予定であり、変更する場合があります）

法然上人の生涯と思想 法然の生涯と思想 2 SR 必
春期
春夜間

冬期

6/6午後,6/7終日
5/27,6/3,10,17,24
11/21,22,23午前

2

浄土学の基礎 浄土学の基礎 2 T 必 2

三部経の思想 浄土三部経研究１ 2 SR 必 春期 5/30午後,5/31終日 2

浄土宗日常勤行式の解説 浄土宗日常勤行式の解説 2 T 必 2

浄土教の歴史 浄土教史 2 T 必 2

選択集の思想 選択集講読１ 2 SR 必 夏期 8/6終日,8/7午前 2

浄土宗の歴史 浄土宗史 2 T 必 2

浄土三部経研究２ 2 SR 必 春期 6/6午後,6/7終日 2

選択集講読２ 2 SR 必 夏期 8/7午後,8/8 2

浄土学研究 2 SR 選 夏期 8/3,4,5午後

浄土宗学研究 2 SR 選 夏期 8/3,4,5午前

三部経特講 1 S 選

選択集特講 1 S 選

法然の法語特講 1 S 選 冬期 1/9終日,1/10午前

三巻書特講 1 S 選

円頓戒特講 1 S 選

論註特講 1 S 選 冬期 12/13,19,20午後

観経疏特講 1 S 選 冬期 12/13,19,20午前

安楽集特講 1 S 選 冬期 1/10午後,1/11終日

法然門下の思想 法然門下の思想 4 T 選

小　　計 24 0 0 18 6 24

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 2 SR 必
春期
冬期
冬夜間

5/30午後,31終日
11/21,22,23午後

11/25,12/2,9,16,23
2

仏教学の基礎 仏教学の基礎 2 T 必 2

日本仏教史（仏教伝来～平安） 2 T 選

日本仏教史（鎌倉以降） 2 T 選

仏教学研究（初期・部派） 2 SR 選 夏期 8/6,7,8午後

仏教学研究（大乗・チベット） 2 SR 選 春期 6/27午後,6/28終日

大乗仏教思想史 4 T 選

中国仏教史 2 T 選

インド仏教史 2 T 選

各宗の概要等 天台教学 4 T 選

小　　計 12 0 0 4 8 12

現代社会と人間 浄土宗と加行１（伝法） 1 S 必 集中Ⅰ 4/25午後,4/26終日 1

浄土宗と加行２（円頓戒） 1 S 必 1

人権（同和）教育 2 T 必 2

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 2 SR 必
夏期
集中Ⅴ

7/23午後,7/24終日
1/23午後,1/24終日

2

仏教と人権 仏教と福祉 2 T 　 選

仏教の儀礼と儀式 宗教法制 2 T 選

宗教学概論 2 T 選

仏教看護 2 T 選

小　　計 6 4 0 6 4 10

実践仏教学１ 2 S 必 2

法式実習１ 1 S 必 1

実践仏教学２ 2 S 必 2

法式実習２ 1 S 必 1

法式実習３ 1 S 必 1

法式実習４ 1 S 必 1

伝道Ⅰ（念仏講話） 仏教伝道学 2 T・S 必 夏期 7/25午後,7/26終日 2

詠唱 詠唱 2 S 必 夏期 8/1,2,3終日 2

伝道Ⅱ 2 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 必 夏期 8/4午後,8/5終日 2

小　　計 12 2 0 14 0 14

合　　計 54 6 0 42 18 60 上記60単位を履修すること

　必修科目9科目18単位、選
択科目6単位、合計24単位を
履修すること

-

科目履修コース（浄土宗教師資格）カリキュラム表
●「備考」欄および《注意事項》に掲載している要件を満たし、「修得単位」欄に掲載している単位すべてを修得する必要があります。

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名 科　　目　　名
開講
単位

開講年次
・履修方法

必修・
選択別

スクーリング日程
（2020年度）

修得
単位

備　　　考

-

-

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

-

6

-

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

6

-

-

-

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

12

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等） 12

　必修科目2科目4単位、選択
科目8単位、合計12単位を履
修すること

-

日本仏教の歴史と教え
-

8

-

仏教の受容と展開

6
-

仏教史

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1（8泊9日）
2/13～2/21（8泊9日）

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

6

-

開講日程調整中

　必修科目4科目6単位、選択
科目4単位、合計10単位を履
修すること浄土宗と加行

　　（伝法と円頓戒） -

-

4
-

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論科目

4
-

《履修上の注意事項》
　①「実践仏教学１」「法式実習１」のスクーリングは、「仏教の儀礼と儀式」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「仏教の儀礼と儀式」が不合格となった場合、「実践仏教学１」「法式実習１」の受講は取り消しとなる。）
　②「実践仏教学２」「法式実習２」「仏教伝道学」「仏教伝道学２」「詠唱」のスクーリングは、「実践仏教学１」「法式実習１」を履修完了しなければ受講することはできない。
　③「選択集講読２」のスクーリングは、「選択集講読１」を履修後に受講することが望ましい。
　④「法式実習３」「法式実習４」のスクーリングは、「実践仏教学２」「法式実習２」を履修後でなければ受講することができない。
　　（同時に申込可能であるが、「実践仏教学２」「法式実習２」が不合格となった場合、「法式実習３」「法式実習４」の受講は取り消しとなる。）

《伝宗伝戒道場入行資格について》
　①入行資格の有無は、上記60単位の科目が履修済であるかで判定する。テキスト履修科目は、入行を希望する当該年の8月に実施される科目最終試験までに受験・合格すること。
　　スクーリング科目は夏期・集中（実仏1）スクーリングまでに受講し合格すること。
　②「実践仏教学１」「法式実習１」を履修後５年以内に入行資格を得て伝宗伝戎道場に入行すること。

　合計14単位を履修すること

法式（上級）

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1（8泊9日）
2/13～2/21（8泊9日）

集中Ⅲ 10/3～10/5（2泊3日）

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

12
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階

僧

階

教

階

得

　

業

少

僧

都

輔

　

教

B5213 浄土学研究 2 SR - 夏期 8/3,4/,5午後 9,000

B5214 浄土宗学研究 2 SR - 夏期 8/3,4/,5午前 9,000

B5545 三部経特講 1 S - 4,500

B5546 選択集特講 1 S 4,500

B5547 法然の法語特講 1 S - 冬期 1/9終日,1/10午前 4,500

B5548 三巻書特講 1 S - 4,500

B5549 円頓戒特講 1 S - 4,500

B5550 論註特講 1 S - 冬期 12/13,19,20午後 4,500

B5551 観経疏特講 1 S - 冬期 12/13,19,20午前 4,500

B5552 安楽集特講 1 S - 冬期 1/10午後,1/11終日 4,500

B5401 法然門下の思想 4 T 18,000 - -

B5107
日本仏教史
（仏教伝来～平安）

2 T 9,000 - -

B5108
日本仏教史
（鎌倉以降）

2 T 9,000 - -

B5231
仏教学研究
（初期・部派）

2 SR - 夏期 8/6,7,8午後 9,000

B5232
仏教学研究
（大乗・チベット）

2 SR - 春期 6/27午後,6/28終日 9,000

B5430 大乗仏教思想史 4 T 18,000 - -

B5109 中国仏教史 4 T 18,000 - -

B5110 インド仏教史 2 T 9,000 - -

B5434 天台教学 4 T 18,000 - -

B5532 仏教と福祉 2 T 9,000 - -

B5113 宗教学 2 T 9,000 - -

B5554 仏教看護 2 T 9,000 - -

僧侶の実践に
関する科目

2 B5555 仏教伝道学Ⅱ 2 T・S 2 4,500 夏期 8/4午後,8/5終日 9,000

スクーリング履修費

36,000

45,000

〒603-8301　京都市北区紫野北花ノ坊町９６
佛教大学通信教育課程インフォメーションセンター

82,500

105,000

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

4

僧階・教階・学階

　お問い合わせ方法は、以下の①に入学検討の旨を記入し、①②を下記の宛先まで送付してください。

合計

118,500

150,000

　わせください。

◆上記の金額は「浄土学に関する科目」、「仏教学に関する科目」についてテキスト履修を選択した場合の金額です。スクーリング履修を選択

◆履修科目について、佛教大学通信教育課程においてすでに修得済み科目がある方は、一部履修が不要となる場合がありますので、入学志願前に本学へお問い合

入学時の必要経費（登録料+学費） スクーリング受講日数（科目数）

　申請の詳細については、浄土宗宗務庁へお問い合わせください。

少僧都・得業

【留意事項】

◆必要単位を修得後、申請により「単位修得証明書（宗務庁用）」を発行いたしますので、各自で僧階の進叙および教階・学階の新授与の申請を行ってください。

【開講科目一覧】

【修了までに要する経費（概算・単位：円）およびスクーリング受講日数（目安）】

学　費
（円）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科　　目　　名

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

2020年度 休　講

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論
科目

伝道Ⅱ

履修費
（円）

12

4

【入学資格】
僧侶分限規程（宗規第34号）,僧階、教階及び学階査定に関する規程（宗規第78号）に基づく「律師資格」を有し、かつ、学校教育法に定める大学を卒業し、
又はこれと同等以上の学力があると認められる方

日程

仏教学に
関する科目

備考

12

「少僧都」、「得業」
を取得希望の場合は、
「浄土学に関する科
目」から12単位以上、
「仏教学に関する科
目」から6単位以上を選
択履修すること

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
三巻書、円頓戒等）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要等

宗　　　定　　　基　　　準

科　　　　　目　　　　　名

6

修得
単位

種別
開講
単位

　　①所定の質問用紙（本誌同封）に在籍時の学籍番号を明記
　　②返信用封筒（長3〔23.5cm×12cm〕、宛名明記、92円切手貼付）

宛先

法然門下の思想

スクーリング（2020年度）

少僧都・輔教・得業

◆スクーリングの受講種別により開講形態が異なるため、受講日数が変動する場合があります。

12日間（7科目）

10日間（6科目）

　した場合は学費およびスクーリング履修費は異なります。

「輔教」を取得希望の
場合は、「現代社会と
教団に関する科目」か
ら4単位以上、僧侶の実
践に関する科目」から2
単位の合計6単位以上を
履修すること

履修
方法

浄土学に
関する科目

6

現代社会と教
団に関する科

目

教階の新授与の申請資格を得ることができます。

「律師」から「少僧都」への進叙をお考えの方へ
佛教大学通信教育課程では、律師叙任後、最短１年（18単位）で

「少僧都」に進級できます！
佛教大学通信教育課程の科目履修コース「少僧都進叙」にて必要な単位を修得すれば、僧侶分限規程（宗規第34号）の「少僧都検定に合格した方」に該当し、
最短１年で「少僧都」に進級および学階の新授与（得業：18単位）の申請資格が得られます。また教階の「輔教」おいても、さらに6単位を修得することで
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■ 受講希望回の〈全科目受講・部分受講〉当てはまる方に○印をお付けください。
※部分受講の方には、どの講義に出席予定か、後日お電話にて確認を取らせていただきます。
■現在昼食および宿泊の申込は受付しておりません。

※原則として各回開催の1ヶ月前までにお申し込みください。
※申し込み受付後、御案内を送付いたします。

回数 開催期日 全科目受講 部分受講

第27回 令和2年 4月13日～14日

第27回 令和2年 6月29日～30日

第27回 令和2年 8月31日～9月1日

第28回 令和2年 11月26日～27日

第29回 令和2年 12月22日～23日

第30回
（関東） 令和3年 2月24日～25日

受付印
　　月　　日

教区名 組　名 寺院№ 寺院名

氏　名

連絡先　※寺院住所と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL 携帯

FAX E-mail

●申し込みの受付確認を行うため、受付印を捺印し、FAXにて返信いたします。
　必ずご確認ください。

申込・問合先  ...........................................................................................
浄土宗教化研修本部 〒605 -0062 京都市東山区林下町416番地
（源光院） TEL  075 -744 -0360　FAX  075 -744 -0363
 Eメール  kenshu-honbu@jodo.or.jp

FAX
075-744-0363

教師研修会受講申込用紙

※諸般の事情により中止

※諸般の事情により中止
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FAX
075-744-0363

実践講座 各種申込書

教　区 組 №

寺院名 氏　名

連
　
絡
　
先

住　所　※寺院所在地と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL FAX

携帯 E-mail

実践講座の申込先および問合先  ...............................................................
浄土宗教化研修本部　〒605 - 0062 京都市東山区林下町416番地
TEL 075 - 744 - 0360　FAX 075 - 744 - 0363　Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

●申し込みの受付確認を行うため、受付印を捺印し、ＦＡＸにて返信いたします。
必ずご確認ください。
●当面の間、規模縮小に伴い、昼食及び宿泊の申込は受付しておりません。
●Zoomでの受講希望者は必ず「E-mail」もご記入ください。

受付印
　　月　　日

希望する講座の申込欄に〇をつけてください

令和2年9月15日（火） 開催 研修会館での受講 Zoomでの受講 テキスト購入

『御法語』編 （第10回）

令和2年11月5日（木） 開催 研修会館での受講 Zoomでの受講

法式編 （令和元年度分）
質問
事項

令和2年11月19日（木）開催 研修会館での受講 Zoomでの受講

法式編 （第4回）
質問
事項

令和2年9月16日（水） 開催 研修会館での受講 Zoomでの受講

布教編 （第2回）
令和2年10月5日（月） 開催 研修会館での受講 Zoomでの受講

『選択集』編 （第11回）
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FAX
075-531-5105

案内資料請求書

【注意事項】
● 案内資料請求は随時受付けいたします。但し、案内資料は開催告示後に発送いたします。
● 開催告示につきましては、『浄土宗宗報』をご確認ください。
● 案内資料請求の受付け確認を行うため、受付印に捺印し、 

FAXにて返信いたします。必ずご確認ください。

 璽書伝授道場

 中央法式講習会

 詠唱指導者養成講座

 中央詠唱教司研修会（併修：詠唱教司検定試験）

 布教師養成講座

 第116回教学高等講習会

 第485回教化高等講習会（冬安居道場併修）

 助教師養成講座（第１期）

 少僧都研修講座（A期・B期）

 寺庭婦人若葉研修会

資料請求及び問合先  ................................................

浄土宗教学部
〒605 - 0062　京都市東山区林下町400 - 8
TEL  075 - 525 - 0480　　FAX  075 - 531 - 5105
Eメール  kyogaku＠ jodo.or.jp

案内資料請求は、太線内の必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお送りください。

所属寺院

教　区 寺院№ 寺院名

氏　名

住　所（送り先）　※寺院所在地と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL FAX

受付印

資料請求行事一覧　　◆案内資料を請求する行事名に  してください。
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教区名 組　名 寺院№ 寺院名

氏　名

連絡先　※寺院住所と異なる場合のみご記入ください

〒

TEL 携帯

FAX E-mail

一般研究発表を希望される方は、タイトルを記載してください。　　　　プロジェクター使用　有  ・  無

タイトル：

ポスターセッションを希望される方は、発表者名（個人・組織）、タイトルを記載してください。

発表者名：

タイトル：

パネル発表に応募する方（浄土宗教師）は、パネルタイトルを記載してFAX・郵送にてお申し込みの上、下
記①～⑦をEメールにてお知らせください。　　　　※どちらか片方だけでは応募は完了致しません。

パネルタイトル：

①申込者名、②パネルタイトル、③概要（200 ～400字）、④パネリスト氏名（浄土宗教師の場合は所属寺院名）・所属・
役割（発表者、コメンテーター、コーディネーター等）、⑤発表順、⑥各発表タイトル、⑦プロジェクター利用の有無

FAX
075-531-5105

総合学術大会受講申込書

申込・問合先  ........................................................................................................................................

浄土宗教学部 〒605 -0062 京都市東山区林下町400 -8
 TEL  075 -525 -0480　 FAX  075 -531 -5105　 Eメール  kyogaku@jodo.or.jp

●発表申込：締め切りました ●受講申込締切：令和2年8月17日（月）
　※締切は厳守でお願いします。

発表申込の方は、発表方法を選択の上、プログラムに掲載する所属をご記入ください。

一般研究発表 所属（学校名・組織名）

例：○○大学／○○研究所　　※記入がない場合は教区・寺院名を掲載

ポスターセッション

パネル発表
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☆ ご注文は郵送又はFAXで下記宛にお願いいたします。 
 　（個人様でのお申込の場合は寺院名の欄にお名前をご記入の上、住所欄にご記入ください。 
　又電話番号も必ずご記入ください。お送り先が御寺院様の場合住所欄のご記入は不要です。）

コード 商品名 単価 数量 金額

1001 図表詠歌 1,000 

1002 図表和讃 1,000 

1003 本譜詠歌 1,000 

1004 本譜和讃 1,000 

1006 ハワイ開教区の 
御詠歌 300 

1007 仏名会和讃 300 

1008 久美浜本願寺・ 
念仏往生 400 

1009 袋中上人顕彰和讃 300 

1010 日日に新たの御詠歌 300 

1011 引接和讃 300 

1012 金戒光明寺・聖冏上人 400 

1013 蓮華寺・蓮生法師 400 

1014 法然上人八百年 
大遠忌和讃 300 

1016 かたみとての御詠歌 300 

1017 熊谷寺の御詠歌 300 

1018 鎌倉光明寺・霊沢上人 400 

1019 善導寺和讃 300 

1020 平和和讃 300 

1021 蓮華寺和讃・一向上人
和讃 400

1022 母の祈り和讃 300

1101 詠歌集（伴奏用） 1,500  

1102 和讃集（伴奏用） 1,500  

1103 和讃解説書 1,000  

1104 詠唱マニュアル 1,500 

1105 太字折本（25霊場） 500  

1106 本願調 300 

コード 商品名 単価 数量 金額

1210 舞踊合本  詠歌編 1,500 

1211 舞踊合本  和讃編 1,500 

1212 舞22集（大遠忌和讃） 300 

1213 舞23集（増上寺和讃） 300 

1214 舞24集 
（蓮生法師・熊谷寺） 400 

1215 舞25集（呑龍上人・
二祖鎮西上人） 400 

2101 CD吉水流詠讃歌集 6,000 

2104 CD熊谷寺の御詠歌 1,500 

2107 CD平和和讃 1,500 

2108 CD蓮華寺和讃・一向
上人和讃 1,800 

2109 CD吉水流詠唱  
平成新曲集 4,000 

2110 CD母の祈り和讃 1,500 

2203 舞DVD（3枚組） 15,000 

2204 舞DVD 第2巻 3,000

3001 舞用鈴（2本1組） 3,500 

3002 舞用扇 4,500 

3003 舞用扇（大） 5,000 

3005 調子笛（ソの音） 350 

3006 鈴鉦（赤） 13,200

3007 鈴鉦（紫） 13,200

3101 袈裟止（黒） 1,000 

3102 袈裟止（青） 1,000 

3201 支部旗 総本部へ 
お問い合わせください3202 教区本部旗

総本山知恩院  吉水講総本部　吉水講教材 ・ 教本注文書

FAX 075-531-2160

合 計　￥
☆別途送料（着払い・ゆうメール）をご負担願います。

教　区 組 寺院№ 寺 院 名

〒
TEL
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☆教材代金は郵便振替、送料は着払いです。
☆教材発送には時間がかかります余裕をもってご注文下さい。 伝票No.

大本山増上寺  吉水講総本部 吉水講教材注文一覧表

FAX 03-3432-1437

教　区 組 寺院№ 寺 院 名

〒
TEL

商品名 単価 数量 金額

1

和
讃
集

音　譜  1,000

2 図　表 1,000

3 伴奏譜 1,500

4 増上寺オリジナル
教本カバー 1,800

5

詠
歌
集

音　譜　 1,000

6 図　 表 1,000

7 伴奏譜 1,500

8 増上寺オリジナル
教本カバー 1,800

9 吉水流詠唱入門者DVD 1,000

10 吉水流詠讃歌集CD（3枚組） 6,000

11 新曲集CD 2,000

12 吉水流詠唱 平成新曲集CD
平成31年4月発売（20曲） 4,000

13 浄土宗詠唱マニュアル 1,500

14 浄土宗吉水流和讃解説書 1,000

15 (P) 浄土宗ハワイ
 開教区の御詠歌 300

16 (P) 仏名会和讃 300

17 (P) 久美浜本願寺の
 御詠歌･念仏往生和讃 400

18 (P) 袋中上人顕彰和讃 300

19 (P) 日日に新たの御詠歌 300

20 (P) 引接和讃 300

21 (P) 金戒光明寺和讃・
 聖冏上人鑽仰和讃 400

22 (P) 蓮華寺の御詠歌・
 蓮生法師和讃  　  400

23 (P) 宗祖法然上人
 八百年大遠忌和讃 300

24 (P) かたみとての御詠歌 300

25 CD かたみとての御詠歌 1,500

26 (P) 熊谷寺の御詠歌 300

27 CD 熊谷寺の御詠歌 1,500

28 (P) 鎌倉光明寺和讃・
 霊沢上人和讃 400

商品名 単価 数量 金額

29 CD 鎌倉光明寺和讃・
 霊沢上人和讃 1,800

30 (P) 善導寺和讃 300

31 CD 善導寺和讃 1,500

32 (P) 平和和讃 
 平成29年度新曲 300

33 CD 平和和讃 1,500

34
(P) 蓮華寺和讃・
 一向上人和讃
 平成30年度新曲

400

35 CD 蓮華寺和讃・
 一向上人和讃 1,800

36 (P) 母の祈り和讃
 令和元年度新曲 300

37 CD 母の祈り和讃 1,500

38 吉水流鈴鉦セット（赤房）
女性用 令和元年10月価格変更 13,200

39 吉水流鈴鉦セット（紫房）
男性用 令和元年10月価格変更 13,200

40 調子笛 （ソの音） 350

41 舞DVD （3枚組） 15,000

42 舞DVD 第2巻
平成29年10月発売 3,000

43 舞踊合本  和讃編    1,500

44 舞踊合本  詠歌編 1,500

45 舞踊教本22集
宗祖法然上人八百年大遠忌和讃 300

46 舞踊教本23集
増上寺和讃 300

47 舞踊教本24集
蓮生法師和讃・熊谷寺の御詠歌 400

48
舞踊教本25集
二祖鎮西上人鑽仰和讃
・呑龍上人和讃

400

49 舞扇（大ー29cm） 5,000

50 舞扇（小ー27cm） 4,500

51 舞用鈴（2本1組） 3,500

52 舞用鈴五色リボン（2本1組） 500

合 計　￥

　月　　　日
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大本山善導寺  吉水講総本部　吉水講教材注文書

FAX 0942-47-3772
教　区 組 寺院№ 寺 院 名 TEL

教本 単価（円） 数量

詠歌集（音譜用） 1,000

詠歌集（図表用） 1,000

和讃集（音譜用） 1,000

和讃集（図表用） 1,000

ハワイ開教区の御詠歌 300

仏名会和讃 300
久美浜本願寺の御詠歌・
念仏往生和讃 400

袋中上人顕彰和讃 300

日日に新たの御詠歌 300

引接和讃 300
金戒光明寺和讃・
聖冏上人鑽仰和讃（H18） 400

蓮華寺の御詠歌・
蓮生法師御和讃（H19） 400

宗祖法然上人
八百年大遠忌和讃（H20） 300

かたみとての御詠歌（H23） 300

熊谷寺の御詠歌 300

鎌倉光明寺和讃・霊沢上人和讃 400

善導寺和讃 300

平和和讃 300

蓮華寺和讃・一向上人和讃 追加 400

母の祈り和讃 追加 300

和讃解説書 1,000

詠唱マニュアル 1,500

詠歌集（伴奏用） 1,500

和讃集（伴奏用） 1,500

舞関係 単価（円） 数量

吉水流舞踊合本（詠歌篇） 1,500

吉水流舞踊合本（和讃篇） 1,500

舞踊教本（第22集） 300

舞踏教本（第23集） 300

舞踏教本（第24集） 400

舞踏教本（第25集） 400

法然上人二十五霊場御詠歌 単価（円） 数量

本願調 300

太字折本 500

CD 単価（円） 数量

詠讃歌集（3枚組）（CD） 6,000

新曲集（CD） 2,000

吉水流詠唱 平成新曲集 4,000
かたみとての御詠歌（CD）

（H23年新曲） 1,500

熊谷寺の御詠歌（CD）（H24年新曲） 1,500

鎌倉光明寺和讃・霊沢上人和讃 1,800

善導寺和讃（CD）（H27年新曲） 1,500

平和和讃（CD）（H29年新曲） 1,500
蓮華寺和讃・一向上人和讃

（H30年新曲） 追加 1,800

母の祈り和讃（CD）（R1年新曲） 1,500

DVD 単価（円） 数量

舞DVD 15,000

舞DVD 第2巻 3,000

用具 単価（円） 数量

鈴（2個1組） 3,500

舞扇　（大） 5,000

舞扇　（小） 4,500

調子笛 350

袈裟止（黒） 1,000

袈裟止（青） 1,000

袈裟止（白・花瓜） 1,000

ネクタイピン（赤紫花瓜紋） 1,000

鈴鉦（紫房） 13,200

鈴鉦（赤房） 13,200

撞木用房（赤・紫） 400

鈴用房（赤・紫） 750

合 計　￥

受付日 発送日 備考 入金日 NO.

※別途送料をご負担願います。
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浄土宗出版おすすめ書籍のご案内
※全て税別価格です。

浄土宗日常勤行式
（付・阿弥陀経 真身観文 般若心経）

630円
天地20.5cm×左右8.7cm・114頁　
監修/浄土宗総合研究所　
編/浄土宗出版

『浄土宗信徒日常勤行式　付・阿
弥陀経・真身観文』をリニューアル
（2019年4月）。
『阿弥陀経』「真身観文」に加え、
「般若心経」を追加収録しました。
目次、各偈文の解説文も付し、檀信
徒さまも使える経本の決定版です。

浄土宗日常勤行式

300円
天地17.2cm×左右7.3cm・70頁　
監修/浄土宗総合研究所　
編/浄土宗出版

浄土宗の日常勤行式を音読、訓読
の２パターンで編集。
リニューアルに伴い、目次を追加し、
「三尊礼」「三唱礼」には博士（節）
を付けるなど、さらに使いやすくしま
した。

仏教読本
刊行からおよそ50年、全面改訂
しました。インドから中国、そして
宗祖法然上人にいたる仏教の変
遷をまとめました。
高校生用のテキストですが、「若い
世代への伝え方」のエッセンスが
込められていますので、教師の皆
さまにこそおすすめの一冊です。

新版檀信徒宝典  読んでわかる浄土宗

900円
四六判 ・ 330頁

浄土宗の教えや、宗祖法然上人の
ご生涯をはじめ、檀信徒の皆さまが
疑問に感じやすい作法やお仏壇の
祀り方なども、イラストや写真ととも
に解説しています。

800円
B5判 ・ 128頁　監修/浄土宗宗立宗門校教育振興会

一百四十五箇条問答
法然が教えるはじめての仏教

Call My Name
コール マイネーム　大丈夫、そばにいるよ

法然上人のご生涯を訪ねて
―『四十八巻伝』をてがかりに―

1200円
文庫判 ・ 320頁　
訳・解説/石上善應　発行/筑摩書房

1,400円　A5判 ・ 48頁　
発行/浄土宗　編集協力/株式会社みらいパブリッシング

2,273円　AB判・182頁　
発行/大本山増上寺布教師会　
制作・印刷/株式会社図書出版

法然上人に寄せられた、信者や
弟子などからの質問と上人の返
答145箇条からなる問答集。
原文、現代語訳、解説の構成。
当時の文化や習俗などもうかが
え興味は尽きない。

購入を望むたくさんの声にお応
えし、浄土宗開宗850年（2024
年）記念として復刊が実現！
絵本作家 葉祥明氏の研ぎ澄まさ
れた感性によって表現される『阿
弥陀経』の絵本。
最愛の方やご家族を失くして悲嘆
に暮れていらっしゃる檀信徒に、
そっとお渡しください。

増上寺布教師会が、12年か
けて法然上人の足跡を辿った
参拝旅行記。各地の解説と写
真を多数収載し、視覚で楽し
みながら学べ、法然上人の深
い魅力に出会える一冊です。
全ページフルカラー！

悩みによく効く！ お釈迦さまの処方箋

700円
新書判　160頁　著/平岡聡

浄土宗新聞に連載した『お釈迦さま
の処方箋』を大幅加筆し、単行本化。
SNSや子育て、結婚、学校の成績
など、現代人の悩みに「お釈迦さま
ならきっとこう答えてくれるはず」、
と執筆したエッセイ集。付録として
お釈迦さまのことば集も。

取扱本

取扱本
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教師研鑽書籍 威儀・作法を解説する資料も取り揃え、
貴寺の法務を力強くサポートします。

図と写真で見る知っておきたい
基本的な法式作法（上）
追善法要・葬儀式篇

図と写真で見る知っておきたい
基本的な法式作法（下）
施餓鬼会・十夜会・法服篇

浄土宗法要集 DVD

新版  浄土宗経偈集

2,500円
B5判 ・ 192頁　著/熊井康雄　監修/浄土宗総合研究所

2,500円
B5判 ・ 132頁　著/熊井康雄　監修/浄土宗総合研究所

10,000円
2枚1セット ディスク1（威儀・犍稚 92分）
 ディスク2（日常勤行式 60分）
制作・著作/浄土宗　監修/浄土宗法式審議会

2,000円
天地15cm×左右7.5cm ・ 197頁　編/浄土宗出版

枕経から表葬式まで、場面ごとの写
真を掲載し、動作ひとつひとつを解
説した、法式指導の書。
養成道場入行前の方にもおすすめ。

動作ごとの解説に加え、施餓鬼会・
十夜会の荘厳や犍稚まで、詳細に解
説。法服の畳み方も写真付きで解説
しており、青年僧にも好評。

『浄土宗法要集　上巻』を映像
化。文字だけでは把握しづらい
部分も、解説付きの映像でわか
りやすく。

ご好評いただいている『浄土宗経偈集』をリニューアル（2019年4月）しました。
袂に入れやすいコンパクトなサイズはそのままに、経文・偈文を大幅に追加！
施餓鬼会で用いる偈文もまとめて収録し、さらに利用度を高めました。

※全て税別価格です。

浄土宗　法話のいろは

5,800円
2冊組　B5判　特製箱入り・〔基礎編〕192頁　〔実例編〕168頁
監修/浄土宗布教師会　編/浄土宗出版

法話への臨み方や準備、解説のほか法話の材
料となる資料が充実！

布教師32名による、40以上の法要別法話実
例。話材や話し方などのポイントも。

浄土宗布教師会監修による、初学者の法話研鑽のための指
南書です。心がまえ、作法、知識をまとめた［基礎編］、諸法
要の法話実例を収録した［実例編］の２冊組。

〔基礎編〕

〔実例編〕

浄土宗 書式文例集

3,500円
B5判 ・ 152頁　編/浄土宗書式文例集編集委員会

各法要の表白の文例、卒塔婆や
位牌の書式例に加え、いざという
ときに迷いがちな案内状文例な
どを掲載。寺院に備えておきた
い一冊です。
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（38）お坊さんはなぜお経を読む？ （17）法然上人

各90円+税
24頁

「お経はどうして生まれたの？」
「お坊さんがいつも読んでい
るお経って？」「なぜ読むの？」
檀信徒さまに知ってほしいお
経のいろはをわかりやすく解
説しました。

著/石田一裕

文字もサイズも大きくなって、さらに
読みやすくなりました。法然上人80
年のご生涯を18の事跡から順を
追ってご紹介しており、上人との親
近感が深まる入門書です。檀信徒の
みなさまへ是非お配りください。

編/浄土宗出版

てらこやブックス　ワイド版（B6判）
サイズと文字が大きくなって、さらに読みやすく！

（34）極楽って どんなところ？
　　再会を願って

（28）お葬儀はなんのため？
だれのため？

（30）法事はなんのため？
だれのため？

（35）よくわかる浄土宗のお仏壇 （29）阿弥陀さまって どんな方？

（36）よくわかる浄土宗の作法

（37）お念仏って なぁに？（26）浄土宗のしおり

浄土宗の教えのかなめ
4 4 4

、極楽浄土。
お話だけでなく、文字でお伝えする
ことも、教化のひと
つの方法です。

著/藤井正史

葬儀の大切さ、さまざまな儀礼・作法
の意義などを示したほか、近年増加
傾向の直葬などに
も触れ、時流に流さ
れずに、心のこもっ
た葬儀を勤めたくな
る内容にしました。
著/熊井康雄
武田道生
今岡達雄

法事の意味、そして目的がわかれば
こそ、檀信徒さまもさらに心をこめて、
主体的にお勤めい
ただけるはず。さま
ざまな場面でご活
用いただける手引
書です。
著/熊井康雄
武田道生
今岡達雄

「どうやってお祀りしたらいいの？」
「お掃除は？」「お供えものは？」な
ど、お仏壇にまつわる様々な疑問や
不安にわかりやす
い解説と豊富なイ
ラストでお答えし
ます。

編/浄土宗出版

阿弥陀さまをよくわかっていただくこ
とができるよう、さまざまな工夫を盛
り込んで生まれました。
きっと重宝な一冊
になるはずです。

著/藤井正史

お焼香・合掌・数珠の持ち方…。僧侶
には当たり前のことでも、檀信徒さま
には難しいもの。心静かに仏事に臨
んでいただくため
にこの一冊をお役
立てください。

編/浄土宗出版

「お念仏とは何ですか？」
「どうして浄土宗ではお念仏をとなえ
るのですか？」
檀信徒さまの素朴な疑問に、やさしく
丁寧にお答えします。

著/藤井正史

累計8万部の大好評ロングセ
ラー商品がB6判にワイド化リ
ニューアルいたしました！ 檀信
徒さまに伝えたい浄土宗の基本
的な知識がこの一冊に。

編/浄土宗出版
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『浄土宗毎日のおつとめ』『浄土宗日常勤行式』『浄土宗日常勤行式（付・阿弥陀経 真身観文 般若心経）』に

ご寺院名、行事等の刷込み  承ります！
●『浄土宗日常勤行式』（300円）
●『浄土宗日常勤行式
　 （付・阿弥陀経  真身観文  般若心経）』（630円）
に加え、
●『浄土宗毎日のおつとめ』（250円）
にもご寺院名、行事などの箔押し刷りが可能に
なりました。
　晋山式や落慶法要の記念品、またお寺さまの
備品としても是非、ご活用ください。

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700　FAX 03-3436 -3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/　

浄土宗出版

ご注文は右記をご確認いただき、別紙「刷込み専用
FAX台紙」にてお申し込みください。

１ 商品の選択
刷込みを希望される商品と部数をご指定ください。

２ 刷込み箇所の指定
片面（表面・裏面）、または両面の刷込みが可能です。
いずれかを選択してください。

３ 文字色の選択
刷込む文字の色を下記から選択してください。
（商品により選べる文字の色が異なります）

４ 刷込み内容
刷込み内容をご記入ください。
片面28文字（14文字ずつ2行まで）
※お申し込みからお届けまで１ヶ月程かかりますので、納期にご注意ください。

刷込み箇所 色 刷込み料金
1～100部 101～200部 201～300部 301～400部 401～500部

『浄土宗
 毎日のおつとめ』

片面
黒・金・銀

33,790 円 35,970 円 38,150 円 40,330 円 43,600 円
両面 44,690 円 46,870 円 53,410 円 55,590 円 63,220 円

『浄土宗
　　日常勤行式』

片面
金・銀

33,790 円 35,970 円 38,150 円 40,330 円 43,600 円
両面 44,690 円 46,870 円 53,410 円 55,590 円 63,220 円

『浄土宗
　　日常勤行式』
（付・阿弥陀経  真身観文 般若心経）

片面
黒・金

33,790 円 35,970 円 38,150 円 40,330 円 43,600 円
両面 44,690 円 46,870 円 53,410 円 55,590 円 63,220 円

※500部を超えるお申し込みの際は別途ご相談ください。※価格は税別です。別途消費税がかかります。

刷込み料金表 別途ご注文数に応じた商品の本体料金がかかります。

経本の種類 文字の色
浄土宗毎日のおつとめ 黒・金・銀
浄土宗日常勤行式 金・銀
浄土宗日常勤行式（付・阿弥陀経  真身観文  般若心経） 黒・金
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コンビニ・郵便振替・代金引換クレジットカード

ハガキで
『浄土宗宗報』各号同封
の注文用紙にご記入の
上、切手を貼ってお送
りください。

電話で
浄土宗出版までお電話ください。

◆�受付：９時～17時
◆�休日：土曜・日曜・祝日・
　年末年始・７、８月盆時期

TEL 03︲3436︲3700

FAXで
『浄土宗宗報』各号同封の注文用
紙にご記入の上、下記に送信し
てください。

FAX 03︲3436︲3356

商品を購入したい！

宗務庁窓口で
浄土宗宗務庁 （東京都港区芝公園４－７－４）
� （京都市東山区林下町400－８）
◆時間：９時～17時
◆休日：土曜・日曜・祝日・年末年始・７、８月盆時期

浄土宗出版ご利用ガイド

S T E P 1 　　ご 注 文

クレジットカード
ホームページからのお申し込みでは、各種
クレジットカードがご利用いただけます。
（定期購読は除く）

VISA ,mastercard ,JCB ,AMERICAN�
EXPRESS ,Diners�Club

コンビニ・郵便振替
商品に同封の請求書（振替用紙）で最
寄のコンビニエンスストア、ゆうちょ銀
行または郵便局にてお支払いください。

※ �30万円を超えるお支払いの場合、郵
便局のみでのお取り扱いとなります。

代金引換
商品受け取りの際、配送業者に代金
をお支払いください。（代引き手数料
はお客様負担）

※�「領収書」は配送業者発行のもの
となります。

2、3 日程度でお届け

S T E P 2 　お 支 払 い

S T E P 2 　お 支 払 い

2、3 日程度でお届け

〒105⊖0011　東京都港区芝公園 4⊖7⊖4　明照会館3階
TEL 03⊖3436⊖3700　FAX 03⊖3436⊖3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版

⃝�ご注文の際、お支払い方法（「コンビニ・郵便振替」または「代
金引換」）をお選びください。なお商品代とは別に送料（代金引
換をお選びの方は代引き手数料も）が必要となります。

⃝��予告なく価格・デザインが変更になる商品もございますので、予
めご了承ください。

⃝��商品の在庫には万全を期しておりますが、ご希望の商品が品切
れの場合はご容赦ください。

⃝�お届けまでの期間（通常２、３日）は休日、祝日などを除いた�
日数です。繁忙期・交通状況により前後することがあります。

⃝��お急ぎの場合は、お電話でご相談ください。

⃝�お買い求めの商品に万一落丁等のある場合は、お取り替えいた
します。送料は当方で負担いたします。

⃝��お客様のご都合（誤注文、二重注文など）による返品について
　①�到着から８日以内の未使用の場合に限り返品を承ります。返品
送料はお客様でご負担ください。

　②�代金引換の場合は、後日、返品商品代金のみをご返金いたし
ます。

　③�商品受け取り前（配送途中・受け取り拒否）の返品・キャンセル
の場合、及び「コンビニ、郵便振替」でご注文の場合でも、
発送送料は別途ご請求申し上げます。

ホームページから
https://press.jodo.or.jp/
からご注文ください。

ご寺院さま専用 IDがござい
ますので、ご希望の方は浄
土宗出版までお問い合わせく
ださい。
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〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700　FAX 03-3436 -3356
ホームページ　https://press.jodo.or.jp/　

浄土宗出版

秋彼岸

仏教から趣味・生活まで豊富な話題！
どなたにも楽しみながら学んでいただける季刊冊子です。

お寺と檀信徒をむすぶ

ご利用には定期購読が便利です！

ご利用には定期購読が便利です！

充実の9項目

ふれあいマガジン

行事シリーズ

A5判　24ページ　オールカラー

19.6cm×39cm（四つ折り） 1部40円（税別）

価格：111円（税別）

1回のお申し込みで、出来上がり次第、順次お届け
いたします。詳細につきましては、浄土宗出版へ
お問い合わせください。
お届けの目安  ..............................................................

　　春彼岸（2月上旬）　おせがき（4月上旬）
　　お盆（6月上旬）　　秋彼岸（8月上旬）
　　お十夜（9月上旬）　御忌（12月上旬）

1回のお申し込みで、出来上がり次第、順次お届
けいたします。詳細につきましては、浄土宗出版
へお問い合わせください。

お届けの目安  ...........................................................

　春号：2月上旬　　夏号：5月上旬
　秋号：8月上旬　　冬号：11月上旬

浄土宗の年中行事の由来・意味はもちろん、
コラム、エッセイを収録。
エッセイは、全国の浄土宗教師による法話
「北から南から」を。
コラムは「法然上人のお歌」と題し、上人が詠
まれたお歌と現代語訳だけでなく、そのお歌を
詠まれた背景をわかりやすく解説しています。

◦この人を訪ねて
ともいきインタビュー

老いとともに生きる
― 認知症の人や介護者が
　　　　　孤立しない社会を
東京都健康長寿医療センター研究所
研究員 宇良千秋さん

◦心に残る法然さまの言葉
◦ほとけにあいに
◦仏像なぞり描き
◦ぐっすり眠って 健康生活

　坪田先生の安眠アドバイス
◦“もしも”の前に考える８のこと
◦おいしく健康！ 精進スイーツ
◦読者のひろば
◦季

4

になる仏教行事【秋彼岸】

2020
秋号
No.108

年中行事の意義をやさしく解説したリーフレットです。
各ご寺院の法要のご案内に、ぜひ同封ください。

『浄土宗宗報・和合』本号に『かるな』秋号、行事シリーズ「秋彼岸」のサンプルを同封しておりますので、お手に取ってご覧ください。

秋彼岸

お知らせ 『かるな』夏号の納品日が5月下旬から 4月下旬に変更になりました。
※納品時期変更に伴い、定期購読いただいているお寺さまへの発送時期も早まりますので、予めご了承ください。

秋彼岸、お十夜で檀信徒さまに
お配りください！



表 裏表 裏

なむちゃんグッズ
新商品

車や自転車のライトが当たると
キラっと反射するキーホルダー
です。
暗い夜道で子どもやお年寄り
の存在を知らせます。
お盆やお施餓鬼など年中行事
でお配りください。

10個セットだとお得！！
10個セット価格

実物大
（円の直径は6.5センチです）

素材/ポリ塩化ビニール

単品： 290円（税別）

カバンなどにつけて、
お子さまやお年寄りの
安全を守りましょう！

2,480円（税別）

なむちゃん
交通安全キーホルダー



他にもなむちゃんグッズ多数あります！
※全て税別価格です。

なむちゃんの微笑ましいイラスト入りボールペ
ン。かわいいだけでなく、書きやすいよう機能
性にもこだわりました。書き味の良いPILOT
社製のAcroball。

1本　144円
10本セット　1,343円
個包装

ボールペン

A
B

本堂や玄関に置けば、片手を
あげたなむちゃんがお客さま
をお出迎え。大きさ20cmの
ちょうどいいサイズです。お
子さまへの贈り物にもどうぞ。

2,750円
大きさ/20cm　個包装

人気のポケットティッシュ。
お子さまのポケットにいつも
なむちゃんを。お檀家さまに
配りやすいと大変ご好評い
ただいております。

50個入り　1,000円
大きさ/8cm×12cm

色々な表情のなむちゃんが楽
しめる、20センチ四方の日
本製ミニタオルです。裏に名
前が記入できるタグ付き。

1枚　330円
10枚セット 2 ,980円
個包装

なむちゃんの笑顔が可愛い鉛筆を２
種類ご用意しました。消しゴムは取
り外しも可能。卒園・入園式、子ども
修養会などのプレゼントに最適です！

1本　各110円
A（元気）10本セット
B（舌出し）10本セット
A B  各5本セット　各1,000円
消しゴムの大きさ/約3cm
個包装

親玉になむちゃんが入ったかわいらしい
うでわ念珠です。
プラスチック製のため軽く、割れる心配
もないのでお子さまにお持ちいただくの
にぴったりです。セット購入がお得です！

1個　241円
10個セット　2,130円
大きさ/6cm　色/紫　材質/プラスチック
個包装

かわいいなむちゃんといつも一緒に。ボール
チェーンがついているので、カバンにつけた
り、キーホルダーとして使うことができます。
ぜひ子ども会などでご活用ください。

1個　370円
10個セット　3,241円
大きさ/8cm（キーチェーン除く）　個包装

ぬいぐるみ

ポケットティッシュ

ミニタオル

鉛筆

マスコットキーチェーン

うでわ念珠

ちょっとした小物やお弁当
を入れるのにちょうどいい
大きさのトートバッグです。

361円
本体/約20cm×30cm
　　　×10cm
材質/綿
色/ナチュラル
個包装

トートバッグ
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ご注文内容の詳細は本号95頁をご確認ください。

『浄土宗 毎日のおつとめ』『浄土宗 毎日のおつとめ』『浄土宗 毎日のおつとめ』『浄土宗 毎日のおつとめ』

『浄土宗 毎日のおつとめ』にも
刷込みができます！

裏面は
バーコードを取り、
スッキリした
デザインに
リニューアル！

ご寺院名も刷込めます！

表 裏

記念行事名や
法然上人のお言葉も
入れられます

「経本（折本）に不慣れな檀信徒にも使いやすく、

偈文も探しやすく」をコンセプトとした日常勤行式

のブックタイプのお経本です。

各偈文には書き下し文と現代語訳も掲載。

付録には仏壇のしつらえ方や、数珠・合掌の作法

などをイラスト付きで解説するなど、檀信徒の皆

さまが知りたい知識も！

ご寺院名のほか、行事はもちろん、
お好きなお言葉を刷込みいただけます！

 晋山式や落慶法要の記念品として

 お寺さまの備品

是非ご活用ください！

250円（税別）
A5判 / 48頁『浄土宗 毎日のおつとめ』




