


　昨年度より浄土宗では、浄土宗のご寺院さまが門主、法主、歴代高僧

のご揮毫による名号軸・名号額を、全国でどの程度所蔵されているのか

調査させていただいております。

　調査の目的といたしましては、浄土宗開宗850年を期に、浄土宗寺

院ご所蔵の「名号」の情報収集を行い、浄土宗内の貴重な記録として把

握することでございます。そして、この中から令和6年まで毎年開催

する「浄土宗高僧名号展」に出陳する名号を選定いたします。

　去る令和3年11月2日（火）〜7日（日）に京都市美術館別館にて「芸

術祭美術展」に併修する形で「浄土宗高僧名号展」を開催し、5日間で

500名を超える来場者に歴代高僧方の名号をご覧いただき、盛況のう

ちに幕を閉じました。浄土宗開宗850年ホームページにおいて開催報

告を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

　本年は11月15日（火）〜20日（日）に京都市美術館別館にて令和4

年度「浄土宗高僧名号展」を開催予定でございます。皆さまからの調査

のご協力をお願い申しあげます。

ご所蔵の「名号」情報は本誌64頁に掲載しております調査カードを切り取っていただくか、
浄土宗公式ホームページからも調査情報を入力・投稿できますので、そちらをご利用ください。
　また、サイズの測り方や添付していただく写真の詳細につきましては、本誌63頁に掲載させ

ていただいております。

ご記入後、提出先のEメールアドレスまたは住所まで、カラー写真（複数枚）を添付のうえお送り

ください。ご所蔵の名号をお借りさせていただく際には、こちらからご連絡させていただきます。

　名号調査・撮影のお手伝いをさせていただく場合もございますので、お気軽にお問合せ下さい

ますようご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

【提出先・問い合わせ先】
浄 土 宗 社 会 部

〒105 - 0011 東京都港区芝公園4-7 - 4 明照会館内
TEL：03 - 3436 - 3351　Eメール：syakai@jodo.or.jp

浄土宗寺院対象　名号調査ご協力のお願い

【浄土宗開宗850年慶讃事業】

開宗850年ＨＰ 名号調査カード



和合
「和合」お互いに心をひとつにし、協調しあっている状態。源智上人が師の法然上人の報恩謝徳のために造立した阿弥陀如来立像の胎内に
収められた造立願文に「自他善く和合すること偏に網の目に似たり」とあります。本誌の題字「和合」は造立願文から採りました。
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善導大師の
『観経疏』を読む� （第42回）

柴田泰山

善導大師像（大本山百萬遍知恩寺蔵）

はじめに

悲劇とは人知をはるかに超えた不条理と非合理の世界

であり、絶対的な不安と苦悩をもたらす否定的な領域ともい

えるでしょう。この領域のことを絶望と言い換えることもできま

す。絶望とは、自己が自己を生きることを諦めること、つまり自

己が自己を放棄することであり、ここには一縷の希望さえもあ

りません。S・キルケゴールが絶望を「死に至る病」と呼称し

たことも、よく分かります。

『観経』の舞台設定を説示している「王舎城の悲劇」と

は、まさに韋提希夫人の絶望を表現したものであり、我が子

である阿闍世王子に殺されそうになり、最後には幽閉される

場面までの一連のストーリーの総称でもあります。この韋提

希夫人の絶望、それはさましく絶望さえもが絶望するような 

ものであり、この世の悲劇の最たるものでもあります。今回 

からは、この韋提希夫人の絶望を描いた禁母縁の内容を読

み進めていきましょう。
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善導大師の『観経疏』を読む（第42回）

【１： 阿闍世王による頻婆娑羅王の存命確認】

三に禁母縁の中に就いて、すなわちその八有り。
一に「時阿闍世」より、下「由存在耶」に至る已来は、正しく父の音信を問うことを明す。
これ闍王、父を禁ずること、日数すでに多く、人の交りすべて絶ちて、水食通ぜざること二七なれ
ば、余命終わるべきことあり。この念を作し已って、すなわち宮門に到りて、守門の者に問うに、

「父王、今、なお存在せりや」ということを明す。

【現代語訳】

第三に禁母縁について八項目がある。

第一に「時阿闍世」から「由存在耶」までは、これは〔阿闍世が〕父〔である頻婆娑羅王〕

の状態を確認したことを明らかにしている。

これは阿闍世王が父〔である頻婆娑羅王〕を監禁してすでに多くの日数が経ち、〔頻婆娑

羅王と他の〕人たちとの交流も絶ち、水も食事も与えず、十四日もすれば〔父の〕余命も

尽き果てたものと思った。こう考えて〔頻婆娑羅王を幽閉している〕王宮の門に行き、門

番に「父〔である頻婆娑羅〕王は、今まだいるのか」と聞いた。

ここは『観経』の「時阿闍世問守門人。父王今

者猶存在耶」という経文を注釈した部分です。阿

闍世が門番に対して「頻婆娑羅王はまだ生きてい

るのか」と質問したことについて、善導大師は「あ

れから随分と日数も経ち、外との接触も経ち、まとも

に食事も与えていないのだから、父もそろそろ命

が尽きたことであろうと考えた」と説明しています。

なお『観経』には「三七日」とあり、『観経疏』

では「二七」（二七日）と表記されていることに

ついて、良忠上人は『観経疏伝通記』①で、この

「二七日」の表記を「三七日」の誤記と読んでい

ます。ここでは大師があえて「二七日」と表記し、

「誰でも十四日も食事を摂らなければ餓死するで

あろうから、頻婆娑羅王もそろそろ餓死している

であろう」との考えのもとで、「二七」と記したもの

と読んでおきます。

【２： 阿闍世王の発言とその意図】

問うて曰く、「もし人一餐の飯を食して、限り七日に至りぬればすなわち死す」と。
父王、三七を経るを以て、計るに命断つべきこと疑い無し。
闍王、何を以てか直に問うて「門家、父王今死し竟りや」と曰わずして、云何ぞ疑いを致し
て「なお存在せりや」と問えるは、何に意かあるや。
答えて曰く、これはこれ闍王、意密の問なり。
ただし以れば、万基の主としては、挙動宜しきに随うべからず。

①浄全２・２５０頁・上
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父王はすでにこれ天性の情親。言に「死せりや」と問うべきこと無し。恐らくは失当時に在っ
て、以て譏過を成さんことを。ただし以れば内心に死を標して、口に「在りや」と問うことは、
永く悪逆の声を息めんと欲するが為なり。

【現代語訳】

問う。もし人が一回の食事だけで七日もすれば死に至る。父〔である頻婆娑羅〕王は

二十一日を経過しており、命が絶えることに疑いの余地もない。

〔では何故に〕阿闍世王は直接に「門番よ、父〔である頻婆娑羅〕王はもう死んでしまった

か」と聞かず、どうして〔その死に〕疑念を持ち、「まだいるのか」と聞いたことにはどの

ような理由があるのか。

答える。これこそ阿闍世王にとって心に秘めたことがある問いである。

よくよく思うに全世界の主たる者は、その一挙手一投足がその場その場限りのものであっ

てはならない。

〔阿闍世王にとって〕父〔である頻婆娑羅〕王は生まれもっての本当の親であり、〔自ら〕

言葉にして「もう死んでしまったのか」〔など不遜なことを〕問うことができようか。〔も

し阿闍世が自ら「もう死んでしまったのか」と問えば、〕おそらく〔頻婆娑羅王を死に追い

やった〕罪で、〔阿闍世が〕その時代にあって、〔親殺しの〕非難を受けることとなる〔か

ら、阿闍世はこのように問うことを意図的に避けたのであろう〕。よくよく考えれば、心の

うちには〔父の〕死を想いつつ、口には「いるのか」と問うことは、〔阿闍世が〕永きにわ

たり悪しき逆罪〔を犯した王として〕の汚名を受けることを避けようとしたからである。

ここは『観経』が「父王今者猶存在耶」と説示

していることに関して、善導大師は「心の中では

頻婆娑羅王の死を確信しながらも、後々に自身が

汚名を着ることを避けるために、あえてこのように

発言した」と解説をしています。

この解釈そのものも興味深い内容ですが、それ

以上にこの問答こそ「阿闍世が頻婆娑羅王を死

に追いやるという罪を犯したこと」、つまり五逆罪を

犯したことを示唆するものであります。そして善導

大師の解釈を前提とするならば、阿闍世本人もそ

のことを自覚していることとなります。そして阿闍世

は世間的な汚名を免れることだけを考え、自らが

犯した罪の重さにはまったく考えが及んでいないこ

とを示唆するものであります。

【３： 門番から阿闍世への返答】

二に「時守門人白言」より、下「不可禁制」に至る已来は、正しく門家、事を以てつぶさに
答うることを明す。これ闍世、前に父王在りやと問えば、今次に門家奉答することを明す。

「白言大王国大夫人」より已下は、正しく夫人密かに王に食を奉ずれば、王すでに得て食
す。食能く命を延ぶ。多日を経といえども、父命なお存する。これすなわち夫人の意にして、
これ門家の過には非ずということを明す。
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善導大師の『観経疏』を読む（第42回）

ここは『観経』の「時守門人白言大王国大夫

人身塗麨蜜瓔珞盛漿持用上王沙門目連及富楼

那従空而来為王説法不可禁制」という経文を注

釈した部分です。阿闍世王から「頻婆娑羅王は

まだいるのか」という問いかけを受けた門番は、

阿闍世王の意図に反して「韋提希夫人が密かに

食事を運んでいるので、いまだ存命であります」と

答えた背景が説明されています。ここで善導大

師が「これこそ〔韋提希〕夫人の想いであって、こ

れは門番の罪ではない」と説示していることこそ、

この後に韋提希夫人の身の上に起こる絶望的な

悲劇を示唆するものであります。

【現代語訳】

第二に「時守門人白言」から、「不可禁制」までは、これは門番が〔この二十一日間の〕

事の仔細を〔阿闍世に〕答えたことを明かしている。これは阿闍世が「父〔である頻婆娑

羅〕はいるのか」と問うたので、今、その問いに対して門番が答え奉ったことを明らかにし

ている。

「白言大王国大夫人」から以下は、〔次のことを明かしている。〕〔韋提希〕夫人が密かに

〔頻婆娑羅〕王に食事を献上し、〔二十一日の間、頻婆娑羅〕王は〔これを〕受け取って

食べた。〔この〕食事によって、〔頻婆娑羅王は〕生き長らえ、〔幽閉されてから〕多日を

経過しても、父〔である頻婆娑羅王が〕なお存命していることは、これこそ〔韋提希〕夫人

の想いであって、これは門番の罪ではない。

【４： 門番の告白】

問うて曰く、夫人食を奉るに、身上に麨を塗り、衣下に密かに覆う。出入往還、人得て見る
こと無けん。何が故ぞ、門家つぶさに夫人奉食の事を顕すや。
答えて曰く、一切の私密、久しく行わるべからず。たとい巧に牢く蔵すとも、事還って彰露る
べし。
父王すでに禁ぜられて宮内に在り。夫人日日に往還す。もし密かに麨を持して食せしむる
にあらずんば、王の命活することを得るに由し無し。
今、密と言うは、門家に望めて夫人の意を述ぶるなり。夫人謂えらく、外人に密して知らしめ
ずと。その門家としてことごとく以てこれを覚らざらんや。
今すでに事窮って相い隠すに由し無し。これを以て一一つぶさに王に向いて説く。

【現代語訳】

問う。〔韋提希〕夫人が〔頻婆娑羅王に〕食事を運ぶ際、身体の上に麦焦がしの粉を塗り、

〔それを〕衣の下に密かに隠し、〔頻婆娑羅王が幽閉されているところを幾度も〕往復し

ても、他人が〔韋提希夫人が頻婆娑羅王に食事を運んでいることに〕気付くことはない。

どうして門番が、韋提希夫人が頻婆娑羅王に食事を運んでいることを明かすことができよ
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うか。

答える。あらゆる個人的な秘密は、いつまでも隠し続けられるものではない。たとえ〔その

秘密を〕巧みに、〔そして〕どこまでも内密に隠そうとも、〔いつか〕その〔秘密は〕露見

するものである。

父〔である頻婆娑羅〕王はすでに監禁され王宮〔の深く〕にあり、〔韋提希〕夫人は毎日、

〔頻婆娑羅王のもとに〕通い続けた。もし〔韋提希夫人が〕密かに麦焦がしの粉を持参し

て〔頻婆娑羅王に〕食べさせなければ、〔頻婆娑羅〕王が〔命ながらえ〕元気でいることな

どできようはずもない。

今、〔『観経』に〕「密」と説くことは、門番に対して〔密かに食事を運ぼうとする韋提希〕

夫人の思いを説明しているのだ。〔韋提希〕夫人は〔このことを〕他の人には秘密にして

分からないようにし、門番はすべてに気付きつつも〔見て見ぬ振りをした〕。

〔しかしながら〕今すでに〔阿闍世が頻婆娑羅王の安否を問い、〕事ここに極まり、〔韋提

希夫人と門番の〕秘密を〔これ以上〕隠蔽することができなくなった。それ故、〔門番は〕

ことの次第を詳細に〔阿闍世〕王に向かって説明してしまったのである。

ここは「韋提希夫人の秘密がどうして門番に露

見しているのか」という問いに対して、善導大師

は「あらゆる個人的な秘密は、いつまでも隠し続

けられるものではない。たとえ〔その秘密を〕巧み

に、〔そして〕どこまでも内密に隠そうとも、〔いつ

か〕その〔秘密は〕露見するものである」と述べた

上で、「門番はすべてに気付きつつも〔見て見ぬ

振りをした〕」と説明しています。そして「〔しかし

ながら〕今すでに〔阿闍世が頻婆娑羅王の安否

を問い、〕事ここに極まり、〔韋提希夫人と門番の〕

秘密を〔これ以上〕隠蔽することができなくなった。

それ故、〔門番は〕ことの次第を詳細に〔阿闍世〕

王に向かって説明してしまったのである」と説示

し、門番が隠しきれなくなった状況にあることを指

摘しています。

【５： 目連と富楼那の飛来と門番の陳述】

「沙門目連」と言うより已下は、正しく二聖、空に騰
のぼ

って来去して、門路に由らず、日日に往
還して、王の為に説法す。
大王まさに知るべし。夫人の食を進むることは、先に王教を奉けず、所以にあえて遮約せ
ず。二聖は空に乗ず、これまた門制に猶らずということを明す。

【現代語訳】

「沙門目連」から以下は、〔次のことを明かしている〕。まさに〔目連と富楼那の〕二人の

偉大なる仏弟子が空中を飛んで〔耆闍崛山と王舎城を〕往来し、〔頻婆娑羅王が幽閉され

ているところの〕門までの道を通ることはなかった。〔この二人の仏弟子は〕毎日〔耆闍
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善導大師の『観経疏』を読む（第42回）

崛山と王舎城を〕往来し、〔頻婆娑羅〕王のために法を説いた。

〔この韋提希夫人および目連と富楼那の行いを、門番は阿闍世王に対して〕「大王様、ど

うかご理解ください。〔韋提希〕夫人が〔頻婆娑羅王に〕食事を運ぶことは、〔頻婆娑羅〕

王が〔目連と富楼那から〕教えを受けるよりも以前のことであり、〔門番としては〕あえて

〔韋提希夫人のことを〕お止めいたしませんでした。〔そして目連と富楼那の〕二人の

仏弟子は空中から飛んでくるので、これはもはや門番では制止することなどできません」

〔と答えた〕。

ここは、『観経』では「偉大なる〔阿闍世〕王

よ。〔実は〕王妃〔韋提希〕様がお体に小麦粉を

混ぜた酥蜜を塗りつけ、首飾り〔などの装身具の

どこかに〕ブドウのジュースをしのばせて〔頻婆娑

羅〕王に差し上げておられます。〔さらに霊験あら

たかな〕修行者である目連や富楼那が空から飛

んできて、〔頻婆娑羅〕王のために教えを説き聞

かせています。〔門番ごときには〕とてもお止めす

る術もございません」となっていますが、善導大師

は「〔韋提希〕夫人が〔頻婆娑羅王に〕食事を運

この第三段は『観経』の「時阿闍世聞此語已

怒其母曰我母是賊与賊為伴沙門悪人幻惑呪術

令此悪王多日不死即執利剣欲害其母」を注釈

した部分であり、阿闍世が実の母である韋提希

ぶことは、〔頻婆娑羅〕王が〔目連と富楼那から〕

教えを受けるよりも以前のことであり、〔門番として

は〕あえて〔韋提希夫人のことを〕お止めいたしま

せんでした。〔そして目連と富楼那の〕二人の仏

弟子は空中から飛んでくるので、これはもはや門

番では制止することなどできません」と読み込み、

門番が韋提希夫人を救おうとしていることを強調

しています。しかし事態はまったく反対の方へと

進んでいくこととなります。

夫人に対して激しい怒りをぶつけたこと説示して

います。

この阿闍世の怒りは、今の言葉で言えば「キレ

た」というような状況かもしれません。両親からの

【６： 阿闍世王の母への怒り】

三に「時阿闍世聞此語」より、下「欲害其母」に至る已来は、正しく世王の瞋怒を明す。
これ闍王、すでに門家の分疏を聞き已って、すなわち夫人に於いて、心に悪怒を起し、口に
悪辞を陳ぶることを明す。

【現代語訳】

第三に「時阿闍世聞此語」から、「欲害其母」までは、これは阿闍世王の激しい怒りを明

かしている。

〔このことは〕阿闍世王はすでに門番の弁明を聞き終わって、すぐさま〔母である韋提希〕

夫人に対して、心には悪しき怒りをおぼえ、口には悪しき言葉を並べたことを明かしている。

7和合　令和4年　6月号



【７： 阿闍世王の逆罪と悪行】

また三業の逆、三業の悪を起す。
父母を罵って、賊と為るを、口業の逆と名づく。沙門を罵るを、口業の悪と名づく。
剣を執って母を殺さんとするを、身業の逆と名づく。
身口の所為は、心を以て主とす。すなわち意業の逆と名づく。
また前方便を悪とし、後の正行を逆となす。

【現代語訳】

また〔阿闍世王は身口意の〕三業における〔両親への〕反逆〔の罪〕と、三業における

〔両親への〕悪行を起こした〔ことを明かしている〕。

〔これは阿闍世が〕父と母を〔悪し様に〕罵って「反逆者」と言ったことを、口業における逆

〔罪〕という。〔また〕沙門を〔悪し様に〕罵って〔「悪人」と言ったことを、〕口業におけ

る悪〔行〕という。

〔また阿闍世が〕剣を手に取り、母を殺めようとしたことを、身業における逆〔罪〕という。

身と口の行いは〔すべて〕、心をその主とする。このことを意業における逆〔罪〕という。

また〔阿闍世が〕始めに〔目連と富楼那に対して、悪し様に罵った〕方便を悪〔行〕とい

い、その後に〔母に対して剣を振り上げた〕行為を逆〔罪〕というのである。

ここで善導大師は阿闍世が犯した五逆と悪行

を指摘し、韋提希夫人に対する悪しき三業を逆罪

とし、また目連と富楼那に対する罵詈雑言を悪行

としています。王舎城の悲劇とは、阿闍世が犯し

た一連の五逆と悪行の総称であり、両親の愛情を

まったく知らない阿闍世が、母である韋提希夫人

に対してはじめて感情をむき出しにした場面でも

あるのです。

【８： 阿闍世王から韋提希夫人への悪言】

「我母是賊」と言うより已下は、正しく口に悪辞を出すことを明す。
云何ぞ母を罵って賊なり、賊の伴なればなりとなす。
ただ闍王の元心、怨みを父に致す。恨むらくは早く終らざることを。母すなわち私

ひそ

かに為に
糧を進む、故に死せざらしむ。
この故に罵って我が母はこれ賊なり。賊の伴なりと言うなり。

愛情を肌で感じたこともなく、両親の優しさもぬくも

りも知らず、両親に対して憎悪の念を抱いていた

阿闍世だからこそ、実の母である韋提希夫人に

対して感情をぶつけた時、その激しい感情を抑え

ることができなかったことでしょう。
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【９： 阿闍世王から目連と富楼那への悪言】

「沙門悪人」と言うより已下は、これ闍世、母の食を進むることを瞋り、また沙門の王の与に
来去することを聞いて、更に瞋心を発さしむることを致すことを明す。
故に何の呪術有ってか、悪王をして多日に死せざらしむるやと云う。

【現代語訳】

「沙門悪人」から以下は、これは阿闍世が母〔韋提希夫人〕が〔密かに頻婆娑羅王に対し

て〕食事を運んでいたことを怒り、また〔二人の〕沙門が〔頻婆娑羅〕王のために〔耆闍

崛山から〕飛んでくることを聞いて、さらに怒りの心が増長したことを明かしている。

だからこそ〔『観経』に〕「どのような怪しげな妖術を駆使して、悪しき王を何日も死なせず

にいたのか」と説かれている。

【現代語訳】

「我母是賊」から以下は、これは〔阿闍世が〕口に悪しき言葉を並べたことを明かしている。

〔では、阿闍世は〕何故に母〔である韋提希夫人〕に対して罵り、「反逆者」〔と言い、ま

た〕「反逆者〔である父〕にくみした」と〔言ったのか〕。

阿闍世王のもともとの怒りの矛先は父〔である頻婆娑羅王に〕向いていたものである。

〔だからこそ阿闍世王は、頻婆娑羅王が〕早々に死んでしまわないことを恨んだ。母〔で

ある韋提希夫人〕が密かに〔頻婆娑羅王に対して〕食事を運んだからこそ、〔頻婆娑羅王

は〕死にいたることがなかった。

だから〔阿闍世王は母を〕罵り、「我が母〔とはいえこの者〕は反逆者である。反逆者〔で

ある父〕の味方をしたからである」と言ったのだ。

ここで善導大師は、『観経』が「我母是賊」と

説示している理由を説明し、本来は父である頻婆

娑羅王への怒りと恨みであって、母の韋提希夫人

に向けたものではなかったが、韋提希夫人が頻

婆娑羅王を延命し、自身ではなく頻婆娑羅王の味

方となったことがこの発言の背景にあることを指摘

しています。

この善導大師の発想を前提とすると、当初の阿

闍世王は、韋提希夫人だけは自らの味方となって

くれるものと思っていたのかもしれません。父親の

裏切りに続き、さらに母親までも裏切ったことへの

恨みが、この「我母是賊」となったのでしょう。こ

の時の阿闍世はどのような気持ちであったことで

しょうか。両親から完全に裏切られたと思った阿

闍世もまた、この場面において目の前が真っ暗に

なる絶望を経験したのかもしれません。この阿闍

世の絶望が、母である韋提希夫人に対して剣を

振り上げさせた感情であったと考えられます。

善導大師の『観経疏』を読む（第42回）
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【１０： 阿闍世が振り上げた剣】

「即執利剣」と言うより已下は、これ世王の瞋り盛んにして、逆の母に及ぶことを明す。
何ぞそれ痛ましいかな。頭を撮って剣を擬す。身命たちまち須臾に在り。
慈母、合掌して身を曲げ頭を低れて、児の手に就く。夫人その時、熱汗徧く流れて心神悶
絶す。
嗚呼、哀れなるかな。怳忽の間に、この苦難に逢えること。

【現代語訳】

「即執利劍」から以下は、阿闍世王の怒りがいよいよ激しくなり、逆〔罪〕が母〔である韋

提希夫人〕に及ぶことを明かしている。

これ以上の悲劇的なことがあろうか。〔阿闍世は実の母に対して〕髪をつかみ、剣を振り

下ろそうとし、〔韋提希夫人の〕命は〔もはや〕風前の灯火のようであった。

慈しみ深き母は合掌して、身をかがめて頭を下げて我が子の手にかかろうとした。〔韋提

希〕夫人はその時、〔全身から〕熱い汗が流れ出し、心も魂も〔悲しみのあまり〕悶え苦し

んでいた。

あぁ〔なんという〕悲哀であろうか。〔韋提希夫人は〕たちまちにこのような苦難にあった

のだ。

まさに阿闍世が実の母である韋提希夫人をそ

の手にかけようとしている場面であります。『観経』

には「即執利剣欲害其母」とあるこの部分につ

いて、善導大師は「〔阿闍世は実の母に対して〕

髪をつかみ、剣を振り下ろそうとし、〔韋提希夫人

の〕命は〔もはや〕風前の灯火のようであった。慈

しみ深き母は合掌して、身をかがめて頭を下げて

我が子の手にかかろうとした。〔韋提希〕夫人は

その時、〔全身から〕熱い汗が流れ出し、心も魂も

〔悲しみのあまり〕悶え苦しんでいた」と経典に書

かれていない描写を説示しています。この解説を

前提とすると、この時の韋提希夫人は我が子の手

にかかることを受け入れ、実の母として自らが我

が子に対して犯した罪を、我が子が振り上げた刃

の下で悔いていたのかもしれません。

ここは『観経』が「沙門悪人」と説示している

理由を説明し、阿闍世が目連と富楼那に対して

「どのような怪しげな妖術を駆使して、悪しき王を

何日も死なせずにいたのか」と言ったと指摘してい

ます。この善導大師の解釈からは、阿闍世は頻

婆娑羅王の命が尽き果てない理由のひとつに、目

連と富楼那が怪しげな妖術を使ったことが分かり

ます。この発言から、阿闍世は頻婆娑羅王がま

だ死んでいない状況を信じることができず、むしろ

頻婆娑羅王がもはや人ではない存在となっている

と感じ、言葉にならない恐怖さえ感じたのかもしれ

ません。
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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、3巻2021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。

【小結】

我が子が振り上げた刃の下で、韋提希夫人はこれまでの我が子への対応を悔いるとともに、この世のす

べてに絶望を感じていたことでしょう。善導大師が「何ぞそれ痛ましいかな」「嗚呼、哀れなるかな」と表現

されたのが、この王舎城の悲劇であります。余命幾許もない頻婆娑羅王、我が子の刃のもとで絶望の淵に

陥った韋提希夫人、両親の裏切りを知り親子の愛情のすべてを失った阿闍世。まさに三者三様の絶望、人

生の苦悩と悲哀が極まった一場面がここにあります。

善導大師の『観経疏』を読む（第42回）

11和合　令和4年　6月号



SDGs（持続可能な開発目標）とは、
2015年9月の国連サミットで採択され
た2030年までに持続可能でよりよい世
界を目指す国際目標です。

なぜ、いまSDGsが求められるのか、
仏教や浄土宗はどのようにSDGsと向
き合うべきなのかといったことをはじめ
として、実際に宗内外で行われている
SDGsの取組み事例など、全6回にわ
たって解説・紹介していきます。
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SDGsへの取り組みが顕著である教団を①新

宗教教団（創価学会、立正佼成会）、②伝統教

団（曹洞宗、浄土真宗本願寺派、日蓮宗）、③宗

派を超えた団体（全日本仏教会、全日本仏教青

年会）、④国際的な団体（カトリック、世界仏教徒

連盟、世界仏教徒大学、世界仏教徒青年連盟）

の4つに分類し取り上げてみたい。

まず①新宗教教団について取り上げると、創

価学会では、同教団の国際組織であるSGI（創

価学会インタナショナル）は、国連経済社会理事

会の協賛資格を持つNGOとして、国際的なカー

ボンニュートラルの動きと同調している。その一環

として、全国の会館の使用電力の再エネ化に取

り組んでいる。それと共にこれまで同教団が行っ

てきた「生命の尊厳」の確立、「万人の幸福」、

「世界平和の実現」に関する事業をSDGsの活

動として位置付けている。

また、立正佼成会では、ユニセフへの協力を行

う「一食を捧げる運動」に代表される国連と歩調

を合わせる活動を青年部が主体となって行って

いる。このように①では、これまでの各教団が取り

組んできた国連との協調路線の延長線上で、気

候変動や人道支援に関する活動を中心に取り組

んでいるのが特色である。

次に②伝統教団では、周年事業や大規模行

事の関連として行う例が顕著である。そして、事

他教団における
SDGsへの取り組み

第 3 回

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
と

こ
れ
か
ら
の
寺
院
活
動
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業に取り組む際には、各宗務庁で担当部署を横

断する実行チーム編成を行い、様々な企画を練

り上げ実施している。また、宗祖の教えそのもの

との親和性と、近代以降各教団が大切にしてき

た「平和」「人権」「環境」などに関する事業を

SDGsの取り組みとして位置付けが行われている

こともその特色である。

次の③宗派を超えた団体では、2018年に日本

で開催された世界仏教徒会議や世界仏教徒青

年会議という大規模事業の主管団体としての取

り組みが発端となっている。特に全日本仏教会

では、同会議のテーマである「慈悲の行動」に

基づきSDGsの推進にも言及した「2018年東京

宣言」の取りまとめを行い、社会的な発信や継続

的なシンポジウムの開催を行っている。

また全日本仏教青年会では、大規模事業に

合わせて曹洞宗大本山總持寺での全国大会を 

一般に開放し、仏教とSＤＧｓの連携の観点から、

パラリンピックスポーツの体験会や男女共同参画

に関連したシンポジウム開催などを行った。このよ

うに③では大規模事業の主管団体としてSＤＧｓ

に関する事業を行い、その後も継続した普及活

動に取り組んでいる特色がある。

最後に④国際的な団体について、カトリックで

は2015年にローマ教皇がSDGsが決議された

国連サミットにおいて、それを歓迎するとともに、

各国の首脳に向けて、貧困、戦争、格差拡大な

どの諸問題の根本には、気候変動という共通の

課題があるという発信を行っている。また、世界

仏教徒大学や世界仏教徒青年連盟では、オンラ

インでシンポジウムやワークショップを行い、仏教

の教えを表す法輪はSDGsのカラーホイールと同

義であるとし、仏教徒としての生活がそのままに 

SDGsの目標達成に貢献するという観点から、普

及活動に注力している。このように④では、地球

環境や持続可能な世界の実現のために宗教が

果たせる役割という、大局的な観点から普及活

動が行われているのが特色である。

以上取り上げたように、すでに各教団では、こ

れまで取り組んできた平和や人権についての活

動、気候変動対策、仏教徒らしい生活を基盤と

して事業が行われている。このSDGsは、正負の

評価を含みながらも現時点から2030年までの国

際的な指標となり得る。

また、2017年より、ユニセフのガイドラインを基盤

とした「SDGs教育」が学習指導要領に導入され

ている。つまり私たちが今後教化を行っていく若

い世代は、すでにSDGsを学び、それに取り組ん

でいく人材として教育を受けているのである。

各教団の事例を踏まえた上で、教団や各寺院

で具体的な取り組みを行うことが重要である。
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今回は、現在の仏教と人権との関係についてで

す。結論から言えば、現代の仏教が存在意義を高

めるためには、人権を土台に据えて組織や活動を

点検し、必要ならば変えていくことが求められるとわ

たしは思います。そう考える根拠として、今回は「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」を取り上げます。

2011年、国連では「ビジネスと人権に関する指導

原則」を策定しました。この指導原則は3つの柱で

構成されています。第一は人権侵害から個人を保

護する国家の義務、第二は人権を尊重する企業の

責任、第三は被害者が実効ある救済手段を利用で

きるようにすることです。この国家の義務、企業の

責任、被害者救済制度確立という三点は、現在の

人権保障の重要なポイントです。

人権保障に関わる企業の責任は、たんにその企

業が自社内で人権を守ることだけではありません。

自社事業の社会的影響を考慮することはもちろん、

契約先の企業や団体、個人などがきちんと人権を

守って事業を展開しているかを把握し、人権侵害を

してきた相手とは契約しないようにすることが求めら

れています。

このようなプロセスを指して、人権デュー・ディ

リジェンスという概念が用いられています。人権

デュー・ディリジェンスとは、企業のかかわりによって

発生する、人びとに対する顕在的・潜在的な負の

影響をはっきりさせて、人権の観点から評価するこ

とを意味します。たとえば、電気自動車を開発しよ

うとするならば、どのような原料が必要となり、その

ためにどの国のどのような人びとの人権を侵害す

る可能性があるのかをチェックするということです。

このような影響は時々刻 と々変わっていきますから、

このチェックは定期的に行う必要があります。企業

は、市民団体や活動家など、専門家との協議など

を位置づけなければなりません。事業展開後も評

価を重ね、問題がわかれば手を打つ必要が出てき

ます。被害が発生したときのために、国家は被害

者が安心して訴えられるような救済措置を用意す

るのです。

「ビジネスと人権に関する指導原則」は、形成段

階から企業が関わり、すでに企業が行っている事柄

を土台に構想され、可能だと検証したうえで提案さ

れています。そのため、ビジネス界でも肯定的に評

価されているとのことです。

こうしてみてくると、日本社会の問題も明らかで

す。たとえば2021年の8月に行われた東京オリン

ピック・パラリンピックに関わって辞職・解任された人

③「現在の仏教と人権は？」

[1] 人権と仏教

いまさら聞
けない！人権ってナニ？
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たちがいましたが、あのような人たちと契約していた

というのは、それ自体がこの人権デュー・ディリジェ

ンスから逸脱していることになります。これは、日本

社会が国際的な人権基準に照らせばアウトだった

ということを意味します。国連の「ビジネスと人権に

関する指導原則」を受けて日本政府が2019年に

は「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020－

2025）」を策定していたにもかかわらずです。

さて、この流れで現代の仏教について考えてみま

しょう。仏教がさまざまな科学や技術、文物などを

伴って日本にやってきて、日本の民衆の暮らしを改

善しました。その後、次第に仏教が権威を高めた

一方、仏教とともにあった科学や技術は仏教を離れ

て自立していくようになりました。平安時代から鎌倉

時代になると、仏教組織に疑問や反発を感じた宗

教者が、民衆の中に入り込み、ときには権力と闘っ

て民衆の暮らしを守ろうとするようになりました。とこ

ろが、江戸時代の最初の1世紀のあいだに寺請制

度がつくられ、仏教は民衆支配の一端を担うように

なりました。この影響は、今でも続いていると言える

でしょう。現在全国各地の寺院を支えているのは、

多くの場合、江戸時代につくられた寺請制度とその

もとで形成されたシステムなのではないでしょうか。

科学や技術が去って行った仏教がそれでも社会に

しかるべく存続し、さらに発展するには何が必要な

のでしょうか。

科学や技術をうちに持っていたころの仏教であ

れば、それらを手がかりとして民衆の暮らしを支え、

民衆を支援することが出来ました。では今、仏教は

何を手がかりに民衆の暮らしを支え、支援すること

が出来るでしょう。

いま仏教が依拠するべきは人権なのではないで

しょうか。民衆の暮らしに入り込んできた仏教にとっ

て、これは得意な領域のはずです。日本の企業な

どがまだ人権を自分たちのものにできているわけで

はない今のタイミングで仏教が人権を携えて民衆の

暮らしに入り、民衆を支えることが、現代の仏教の

果たすべき使命となりつつあるのではないかと思い

ます。人権は、SDGsの中核でもあります。

では仏教界は、今回取り上げた人権デュー・ディ

リジェンスはじめ、どれほど現代の人権を我が物と

しているでしょう。そこで、次回からは、現代の人権

がどのように展開されてきたのかを見ていくことにし

たいと思います。

次号…④「現代的人権の出発」

森　実　（もり みのる）

大阪教育大学　名誉教授
１９５５年生まれ
専門分野 ： 同和教育、人権教育、識字学習
著　　書 ：『「教室の人権教育」何が実践課題か』（明治図書）
 　　　　　『知っていますか？ 人権教育１問１答』（解放出版社）
 　　　　　『人権教育への招待』（共編著、解放出版社）他多数いまさら聞

けない！人権ってナニ？
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真の品格を
� 求めよ

言葉だけでも、美しい見た目だけでも、品格のある人にはなれない。
嫉妬深く、けちで、ずるい人は。

『ダンマパダ』第 262偈

釈尊のことば

人間の本質というのは見た目や上辺の言葉ではな
く、その心持ちに秘められているということは、古
今東西の賢者がみな説いていることです。例えば
孔子は「巧

こう

言
げん

令
れい

色
しょく

、鮮
すく

なし仁
じん

」と述べて、見掛け
が良くて口がうまいことを戒めています。

釈尊も今回紹介する偈文で、そのような外面だ
け繕ったような人のあり方を厳しく批判していま
す。たとえいくら見た目や言うことが立派であって
も、内面が嫉妬深く、けちで、ずるい人には真の品
格はないというのです。このような人というのは、
言い換えれば煩悩に捉われたままの人ということで
す。けちというのは貪欲の現れであり、嫉妬は瞋恚

（怒り・憎しみ）に通じます。また、ずるさというの
は真実の智慧ではなく、他人を出し抜いて自分だけ
良い思いをしようという表面的な賢しさであり、愚
痴（愚かさ）の一種と言えます。この貪・瞋・痴とい
うのは三毒と呼ばれる最も根本的な煩悩であり、こ
れを断ち切ることが仏教の目標です。一方で、見た
目がいくら良くてもこれらの煩悩に支配されたまま
では、我々の目指すべき姿とは言えないでしょう。

とはいえ我々は末代という困難な時代に生きる凡
夫であり、煩悩を断つことは実際には容易ではあり
ません。それゆえ法然上人は、念仏往生という誰に
でも実践できる易行を正行として見出したのです。

しかしながら、浄土宗が現在でも宗脈と並んで戒
脈を伝えていることからも分かるように、法然上人
は煩悩にまみれた怠惰な生活を肯定しているわけで
はありません。むしろ、関連するご法語に示されて
いるように、安心・起行といって心身両面において、
往生に向けたふさわしいあり方を追求することが求
められています。安心とは極楽（所求）、阿弥陀仏

（所帰）、念仏（去行）の三つに心を安置して、決定
往生を確信することです。起行とは往生に向けて、
念仏を中心とした修行の実践を行うことです。した
がって、浄土宗の教義を信じる者がすべきことは、
自らが煩悩を断ち切れない凡夫であることを自覚し
ながらも、その状態に甘んじることなく往生に向け
て自分を律していくことです。これこそが真の品格
というものであり、それを身に付ければ釈尊の教え
にも適うことになるでしょう。

【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　渡邉眞儀
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。

浄土に往生しようと志す人は、安心・起行と申しまして、心と行いが合致するようにすべきです。

【御消息（『文庫版 法然上人のご法語①』法語番号64、『昭法全』577頁）】

関連する経典・ご法語

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〉毎月一言
27

16 和合　令和4年　6月号



教化研修会館HP開設

　教化研修会館で開催する行事を閲覧できるWEBサイトです。
　主に教化研修会館で開催する教師研修会及び実践講座の講座情報が閲覧できます。
　また講座情報のほか、教師研修会及び実践講座の申し込みがWEBより可能となります。
　今後は、HPの公開を通して、教化研修会館の情報を積極的に伝えてまいりますので、何卒
ふるってご利用いただきますようお願いいたします。

公開URL▶https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

教化研修会館HPとは？

教化研修会館HP開設

今後の予定

•人権センター及び図書室の情報が
閲覧できます。

•動画配信のコーナーを設置。
•研修会館の講習会に限らず、教学部

の各種講習会の情報及び申し込み
ができます。

問合先  浄土宗教化研修本部 〒605 -0062 京都市東山区林下町４１６
TEL０７５-７４４-０３６０　FAX０７５-７４４-０３６３
Eメール kenshu-honbu@jodo.or.jp

▲スマホ版
　トップページ

▲PC版
　トップページ

◀実践講座
　申込フォーム
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道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●伝法関係

伝宗伝戒
知恩院道場

12.5（月）
～25（日） 知恩院

諸経費
¥180,000伝宗伝戒

増上寺道場
12.7（水）

～27（火） 増上寺

※知恩院道場の登嶺日は12月4日（日）、増上寺道場は12月6日（火）です。

璽書伝授
増上寺道場

10.25（火）
～31（月） 増上寺 冥加料

¥50,000
諸経費

¥90,000
璽書伝授
知恩院道場

11.19（土）
～25（金） 知恩院

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

別開五重相伝 6.9（木）～15（水） 知恩院 諸経費
¥80,000

※別開五重相伝の登嶺日は6月8日（水）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）

6.7（火）
～10（金）百萬遍知恩寺

お知らせに
記載

法式教師研修会 4.13（水） 増上寺 無

●詠唱関係

詠唱指導者養成講座 9.14（水）
～16（金） 善導寺

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）
11.15（火）
～11.17（木） 増上寺

詠唱指導普及委員
研修会（春期）

5.31（火）
～6.1（水） 増上寺

無
詠唱指導普及委員
研修会（秋期）

10.26（水）
～27（木）金戒光明寺

●布教師養成講座

初級　前期 6.6（月）
～10（金） 光明寺

冥加料
￥3,000

各期
諸経費
￥35,000

　　　中期 10.3（月）
～7（金） 光明寺

　　　後期 R5.2.6（月）
～10（金） 光明寺

中級　前期 6.13（月）
～17（金） 善導寺

　　　中期 10.17（月）
～21（金） 善導寺

　　　後期 R5.2.20（月）
～24（金） 善導寺

上級　前期 7.4（月）
～8（金） 清浄華院

　　　中期 11.7（月）
～11（金） 清浄華院

　　　後期 R5.2.27（月）
～3.3（金） 清浄華院

道場名・行事名 期日 会所 必要経費

●五重相伝研修講座 未定 愚鈍院
（宮城教区7番） 無

●講習会関係

第119回教学高等講習
会（夏安居道場併修）

6.28（火）
～7.1（金）

知恩院
WEB

無

第120回教学高等
講習会

R5.2.20（月）
～23（木） 増上寺

教化高等講習会
（冬安居道場併修）

R5.1.31（火）
～2.2（木） 知恩院

総合学術大会 9.15（木）
～16（金） 佛教大学

●教師検定試験 8.23（火）
～25（木）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

第１期道場 8.20（土）
～9.8（木）百萬遍知恩寺

各道場入行
冥加料
￥40,000

道場冥加料
￥100,000

第2期道場 8.21（日）
～9.9（金）金戒光明寺

第3期道場 8.22（月）
～9.10（土） 増上寺

入行面談（京都） 5.27（金）
～28（土）百萬遍知恩寺

無
入行面談（東京） 6.3（金）～4（土） 増上寺

●助教師養成講座

第1期 R5.2.14（火）
～27（月） 光明寺 諸経費

¥90,000

第2期 6.2（木）
～8（水） 知恩院 諸経費

¥40,000

●宗門子弟教養講座 7.27（水）
～29（金） 知恩院 諸経費

¥26,000

●教師研修講座（少僧都研修）

A期（Ⅰ・Ⅱ） 9.3（土）～6（火） 大正大学

無

B期（Ⅰ・Ⅱ） Ｒ5.3.9（木）
～12（日） 佛教大学

A期-Ⅰ 6.25(土）
～26（日）

教化研修会館
WEB

A期 -Ⅱ R5.1.14（土）
～15（日）

B期 -Ⅰ 5.14（土）
～15（日）

B期 -Ⅱ 11.12(土）
～13（日）

●寺庭婦人若葉研修会 Ｒ5.3.29（水）
～31（金）金戒光明寺 未定

令和4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。

終 了

終 了

終 了
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行
事
予
定

令和4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20～23頁
4.27（水）～28（木）

教化研修会館

 

6.22（水）～23（木）

9.5（月）～6（火）

R5.3.8.（水）～9（木）

10.4（火）～5（水） （地方開催） 尾張教区：名古屋ガーデンパレス

未定 （地方開催） 調整中

●実践講座（『選択集』編）　※詳細は31頁　
第18回 5.17（火）

教化研修会館
※WEB併修

第19回 8.30（火）

第20回 12.1（木）

第21回 R5.2.9（木）

●実践講座（『御法語』編）　※詳細は28頁　
第17回 4.25（月）

教化研修会館
※WEB併修

第18回 6.27（月）

第19回 10.17（月）

第20回 R5.1.23（月）

●実践講座（布教編）　※詳細は32・33頁
第1回 9.8（木）

教化研修会館
※WEB併修

第2回 9.12（月）

第3回 12.13（火）

第4回 R5.2.24（金）

●実践講座（法式編）　
第1回 調整中

教化研修会館
※WEB併修

第2回 調整中

第3回 調整中

第4回 調整中

●実践講座（寺院運営編）　※詳細は29頁
第1回 7.8（金）

教化研修会館
※WEB併修第2回 調整中

第3回 調整中

●実践講座（ともいき編）　
第1回 調整中 教化研修会館

※WEB併修第2回 調整中

●実践講座（阿弥陀仏編） 　※詳細は27・30頁
第8回 4.12（火）

教化研修会館
※WEB併修第9回 6.21（火）

第10回 7.12（火）

●実践講座 その他
必要に応じ企画実施

終 了

終 了

終 了

終 了
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令和4年度 教師研修会令和4年度 教師研修会
　平成28年10月の第1回開催以降、多く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）

4月27日（水）～28日（木） 於：教化研修会館（源光院）

6月22日（水）～23日（木） 於：教化研修会館（源光院）

9月5日（月）～6日（火） 於：教化研修会館（源光院）

令和5年3月8日（水）～9日（木） 於：教化研修会館（源光院）

10月4日（火）～5日（水）
※地方開催（東海地区）

於：名古屋ガーデンパレス
　　（〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-11-13）

未定
※地方開催（近畿地区）

於：調整中

※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

終 了
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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
令和4年度は、引き続き、教化研修会館での昼食・宿泊は受付ておりません。
なお、教師研修会（地方開催）は各回別途ご案内いたします。

● 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。

※教師研修会を修了後、現在まで、規定改正の施行日（平成31年4月1日）までに教階を進（新）叙任を受けて
　いる場合は、次の教階進叙任要件には適用されませんのでご留意ください。

※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
開催日 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

4.27～28 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 石田一裕

6.22～23 中御門敬教 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 石田一裕

9.5～6 齊藤舜健 柴田泰山 井野周隆 戸松義晴 大澤亮我 石田一裕

R5.3.8～9 中御門敬教 工藤量導 井野周隆 戸松義晴 田中勝道 石田一裕

10.4～5
※地方開催

調整中
未定

※地方開催
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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 ： 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 ： 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 ： 石田一裕先生
　　　（神奈川教区 光明寺）

23和合　令和4年　6月号



令和4年度 実践講座開催案内
皆様が日々の法務・山務で実践できる講座を多種多様企画しております。
令和4年度は以下24講座の開催を予定しております。

『選択集』編 大正大学教授 林田康順
『選択本願念仏集』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年をお迎
えしたいと思います。

第18回 5月17日（火） 第八章「三心篇」 『観経』『観経疏』『往生礼讃』の引文に基づき、
第19回  8月30日（火） 念仏の行者は必ず三心を具えるべきことを説きます。

第20回  12月1日（木） 第九章「四修法篇」『往生礼讃』『西方要決』の引文に基づき、

第21回 令和5年2月9日（木） 念仏行者は四修を用いるべきことを説きます。

『御法語』編 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
『元祖法然上人御法語』を読み解き、法然上人の御言葉に込められた心を読み解きましょう。

第17回 4月25日（月） 「四修」「日課」「念珠」　　終了

第18回  6月27日（月） 「百万遍」「深信因果」「孝養父母」

第19回  10月17日（月）「行者存念」「随順仏教」「退縁悪知識」
第20回 令和5年1月23日（月）　「慈悲加祐」「滅罪増上縁」「護念増上縁」

阿弥陀仏編 浄土宗総合研究所主任研究員 齊藤舜健　同研究員 井野周隆
『浄土三部経』に基づき、所帰（阿弥陀仏）・所求（西方極楽浄土）を学び、布教実演を通して実践・活用で
きる法話を会得しましょう。

第8回 4月12日（火） 『観経』念仏付属　　終了

第9回  6月21日（火） 『阿弥陀経』倶会一処

第10回  7月12日（火） 『阿弥陀経』

布 教 編 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
『法話のいろは』を基に布教の基礎基本を学びなおすとともに、様々な布教機会に応じた5～10分程度
の短い法話を実践できるようお手伝いします。また、各回に第一線で活躍されている布教師をお招き
し、実際の法話を拝聴できる機会を設けます。

第1回  9月8日（木） 「法話のい・ろ・は」（前編）

第2回  9月12日（月） 「法話のい・ろ・は」（後編）

第3回  12月13日（火）「法話の実際」
第4回 令和5年2月24日（金）　「布教実演」

終了
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法務に必要な知識・作法など、日々の寺院活動現場で知っておきたいテーマを取り上げます。

第1回
第2回
第3回
第4回

ともいき編 調整中
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
考えましょう。

第1回
第2回

寺院運営編 調整中
寺院を適正に管理・運営していくために必要は「会計・税務」「法律・規則」について学びます。

第1回  7月8日（金） 「墓地の管理運営」 講師：浄土宗総合研究所研究員 名和清隆

第2回
第3回

そ の 他
随時企画し、その都度ご案内いたします。
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● 受講の形態について
実践講座は、〔対面〕または〔オンライン〕での受講ができます。
〔対　　面〕 教化研修会館にて対面で受講します
〔オンライン〕 Zoomを使用したリアルタイム配信で受講します

● 講座検索
各講座の概要、日程については開催案内ページをご覧いただくか、
教化研修会館ホームページ（下記URL、右記QRコード）から検索できます。
https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

● 申込方法
各講座開催の1カ月前までに各種申込ページの用紙にてFAX又は郵送でお申し込みいただく
か、HPの講習会申込フォームからお申し込みください。また、E-mailでのお申し込みも受付
いたしております。開催1週間前を目途にご案内を送付いたします。

● 受講対象
本宗教師（但し、寺院運営編やともいき編など一部講座は寺族・宗徒も受講可能）

● 受講方法
〔対　　面〕 開催場所 … 教化研修会館（源光院）〒605-0062 京都市東山区林下町416番地

募集定員 … 50名（先着順）
注意事項 … 公共交通機関をご利用ください。（駐車スペースはありません）

  改良服または洋式道衣、袈裟、数珠着用。（宗徒・寺族は袈裟、数珠のみ）
感染症予防にご協力ください。

〔オンライン〕 募集定員 … 300名（先着順）
注意事項 … Zoomログイン時の参加名は僧籍登録している漢字の僧名以外は

許可いたしません。
例：〇「浄土　法道」
　　×「〇〇寺」「じょうど　ほうどう」「Jodo　Norimichi」
肖像権・著作権等により、講義の録画・録音、資料の複製・転載を禁止
します。

● 実践講座の感染対策について
教化研修本部は、新型コロナ感染症対策を徹底し、対面受講に人数制限を設け、オンライン受
講を併用して開催いたしております。なお、感染状況による、中止・変更などは『和合』、ホーム
ページでお知らせいたします。

実践講座受講方法

問合先　教化研修本部　TEL 075-744-0360　FAX 075-744-0363　E-mail：kenshu-honbu@jodo.or.jp
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※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。

12：00 受付

12：20 開講式

12：30 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

● 時間割（予定）
※変更する場合があります。

● 各講義の内容
【講義①】【講義②】 担当講師： 齊藤舜健
『阿弥陀経』では、三部経の締め括りとして徹頭徹尾、
念仏往生を勧めます。極楽への往生を遂げると必ず
阿鞞跋致（不退転）の菩薩となり、中には一生補処の
菩薩となる方もいます。そして極楽に往生すれば自ら
がそうなるだけではなく、先立って往生して、すでにす
ぐれた菩薩となられた方 と々出会います。そのことが
「倶会一処」と表現されています。『阿弥陀経』前半の
所説を解説し、往生を願う意義を考えます。

【講義③】担当講師：井野周隆
本講義では、『阿弥陀経』の「諸もろの上善人と俱に
一処に会することを得ればなり」の言葉を讃題に挙げ、

「俱会一処」をテーマに浄土の再会について実演法
話いたします。

『阿弥陀経』倶会一処

実践講座　阿弥陀仏編（第9回）

日　時 令和4年 6月21日（火）　午後零時20分 から 5時まで

講　師 総合研究所主任研究員  齊藤 舜健  （出雲教区 西方寺 住職）

実践布教師 総合研究所研究員  井野 周隆  （滋賀教区 雲住寺 副住職）

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があります。

● 講義概要
本講座では、浄土三部経に基づいて、阿弥陀仏が、どのような願いをもって修行されて、お念仏申す者

を極楽へと迎え取る仏となられたのかを学びます。
また、阿弥陀仏がどのようなお姿・存在なのか（所帰）、阿弥陀仏が衆生（我々）を迎えるために建立さ
れた西方極楽浄土がどのような世界であるのか（所求）を学び、極楽浄土へ生まれ往くためには阿弥陀
仏が本願に選択された称名念仏によらなければならないこと（去行）を確信するための講座です。
浄土三部経のポイントを踏まえ、実演布教師より実践・活用できる法話を講説いただきます。
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12：30 受付

12：55 開講式

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（予定） ● 各講義の内容
後篇17「百万遍」
念仏の数を多く唱えることは大事です。その究極が
百万遍念仏でしょう。ただし法然上人は数量にこだわ
るわけではありません。百万遍念仏もあくまで一念十
念の積み重ねとします。法然上人の「百万遍念仏」に
ついて学びます。

後篇18「深信因果」
法然上人は、戒律に往生浄土の業因としての価値は
みとめていません。しかしいくら万人の往生が可能とし
ても、悪業を犯すことはよくありません。可能な限り戒律
を守り念仏を唱える。「深信因果」の法語を学びたい
と思います。

後篇19「孝養父母」
父母の親の追善。孝養という言葉には、亡くなった父
母への追善という意味があります。法然上人は、まず
は自分が往生することを願い念仏し、その念仏の功徳
を阿弥陀仏が哀れみ、父母を極楽に迎えてくれると言
います。追善、孝養について学びます。

「百万遍」「深信因果」「孝養父母」

実践講座　御法語編（第18回）

● 講義概要
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。
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。

日　時 令和4年 6月27日（月）　午後零時55分 から 4時30分 まで

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所長  
伊藤 茂樹  （奈良教区 称念寺 住職）

定　員 会館受講者  5０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があります。

※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。
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日　時 令和4年 7月8日（金）　午後零時30分 から 5時30分まで

講　師
浄土宗総合研究所　祭祀・信仰継承問題研究プロジェクト（H24-25）チーム  
研究員  名和 清隆  （埼玉教区淨念寺住職）

定　員 会館受講者50人（先着順） ／ Zoom受講者300人（先着順）

12：00 受付

12：30 開講式

12：45 講義①

13：45 休憩

14：00 講義②

15：00 休憩

15：15 講義③

16：15 休憩

16：30 講義④

17：30 閉講式

● 時間割（予定） ● 講義の内容
⑴仏教・浄土宗における「墓」
⑵「墓地・埋葬等に関する法律」の理解
⑶現代の寺院が抱える「墓」に関する課題
⑷社会全体の風潮と特徴
⑸これからの寺院がどのように「墓」を管理運営して
いくのか

「墓地の管理運営」
～社会の変化と多様化する価値観の中で～

実践講座　寺院運営編（第1回）

● 講義概要
人口の都市部集中・過疎化・少子化・非婚化といったライフスタイルの変化や経済的な理由による「墓の
継承問題」について、浄土宗総合研究所の研究成果報告を基に講義いただきます。
「樹木葬」や「散骨」、「手元供養」など、様々な墓の在り方が台頭する中、〔寺院〕‒〔檀信徒〕‒〔墓〕
の関係性について考える機会とします。

対象
僧侶・寺族

※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。
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※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。

12：00 受付

12：20 開講式

12：30 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

● 時間割（予定）
※変更する場合があります。

● 各講義の内容
【講義①】【講義②】 担当講師： 齊藤舜健

　　　　　　　　調整中

【講義③】担当講師：井野周隆

　　　　　　　　調整中

『阿弥陀経』

実践講座　阿弥陀仏編（第10回）

日　時 令和4年 7月12日（火）　午後零時20分 から 5時まで

講　師 総合研究所主任研究員  齊藤 舜健  （出雲教区 西方寺 住職）

実践布教師 総合研究所研究員  井野 周隆  （滋賀教区 雲住寺 副住職）

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があります。

● 講義概要
本講座では、浄土三部経に基づいて、阿弥陀仏が、どのような願いをもって修行されて、お念仏申す者

を極楽へと迎え取る仏となられたのかを学びます。
また、阿弥陀仏がどのようなお姿・存在なのか（所帰）、阿弥陀仏が衆生（我々）を迎えるために建立さ
れた西方極楽浄土がどのような世界であるのか（所求）を学び、極楽浄土へ生まれ往くためには阿弥陀
仏が本願に選択された称名念仏によらなければならないこと（去行）を確信するための講座です。
浄土三部経のポイントを踏まえ、実演布教師より実践・活用できる法話を講説いただきます。
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※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。

12：30 受付

12：55 開講式

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（予定） ● 各講義の内容
【講義①】【講義②】【講義③】 
『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
を設定します。

実践講座
『選択集』編（第19回）

日　時 令和4年 8月30日（火）　午後零時55分 から 4時30分 まで

講　師 大正大学教授  林田 康順  （神奈川教区 慶岸寺 住職）

定　員 会館受講者  ５０人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
※感染症の拡大状況により変更する場合があります。

● 講義概要
『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、講座を開設いたします。

● 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。

● 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。
•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。
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※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。

12：00 受付

12：30 開講式

12：45 講義①

13：45 休憩

14：00 講義②

15：00 休憩

15：15 講義③

16：15 休憩

16：30 講義④

17：30 閉講式

● 時間割（予定） ● 各講義の内容（講師からのメッセージ）
布教を志す者にとって通夜や年忌法事の席で、初めは
何を話せばよいか戸惑ってしまうかもしれません。しか
したとえわずかであっても「極楽浄土」「阿弥陀さまの
お救い」「本願のお念仏」に触れてお話をすれば、そ
れが法話の第一歩となります。
この講座では、まずは身近な檀信徒を対象とした、10
分どの通夜・中陰・年忌に絞り、その法話にあたっての
構成や心構え、さらには話材例を挙げて解説します。
人前で話すことを苦手に感じる方でも法話の基本を身
につければ、「大悲伝えて普(あまね)く化すれば」とあ
るように、大きな慈悲の心で自信をもって檀信徒に法然
上人のみ教えをお伝えすることができます。

「法話のい・ろ・は」（前編）

実践講座　布教編（第1回）

● 講義概要
「話すことが苦手」「何を話せばいいかわからない」「お説教は布教を勉強した教師が行えばいい」と
いった理由から、お檀家さんに法話することを避けていませんか？
布教伝道規定第二条に“本宗の教師は布教伝道を行うものとする。”とあるように、布教伝道し檀信徒

を教化することは本宗教師の使命です。
本講座では法話の基礎基本を丁寧に解説するとともに、通夜葬儀や年忌といった代表的な布教機会

における10分程度の短い法話への活用を年間テーマとし、教師一人ひとりの布教に対する意識喚起と
知識習得・実演の拝聴をもって様々な場面において本宗教師が使命を全うするための一助となることを目
的に開設します。

日　時 令和4年9月8日（木）　午後零時45分 から 5時30分 まで

講　師
布教師養成講座常在指導員・大本山善導寺布教師会副会長  
安永 宏史  （福岡教区生往寺）

定　員 会館受講者  50人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
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※講座のお申込みは、83ページをご覧ください。

12：00 受付

12：30 開講式

12：45 講義①

13：45 休憩

14：00 講義②

15：00 休憩

15：15 講義③

16：15 休憩

16：30 講義④

17：30 閉講式

● 時間割（予定） ● 各講義の内容（講師からのメッセージ）
いくら布教を学んでも、実際に「人前で話すのは緊張
する」「なかなか思う通りに話せない」と感じている人
は少なくないと思います。「初入(そにゅう)はまことに入
り難し、入り難きをもって入らずば終(つい)に入らずし
て止(や)みなんものか」『説法式要』とあるように、初
めは皆、人の前に立つだけで頭の中が真っ白になって
難しいものです。
さらにその状態で内容を整理せずに話されると、聞い
ている側には、話の趣旨がさっぱり伝わってきません。
布教書の『沛雨遺書』に、「抑 (々そもそも)人の意見
に一定の順序あるべきは人心の自然の要求なり」と
あって、法話に順序を立てることは必要条件だと示され
ています。今回は、どのように話を順序立てれば聞き手
により伝わるのか、「法話の構成法」と実例を挙げて解
説いたします。

「法話のい・ろ・は」（後編）

実践講座　布教編（第2回）

● 講義概要
「話すことが苦手」「何を話せばいいかわからない」「お説教は布教を勉強した教師が行えばいい」と
いった理由から、お檀家さんに法話することを避けていませんか？
布教伝道規定第二条に“本宗の教師は布教伝道を行うものとする。”とあるように、布教伝道し檀信徒

を教化することは本宗教師の使命です。
本講座では法話の基礎基本を丁寧に解説するとともに、通夜葬儀や年忌といった代表的な布教機会

における10分程度の短い法話への活用を年間テーマとし、教師一人ひとりの布教に対する意識喚起と
知識習得・実演の拝聴をもって様々な場面において本宗教師が使命を全うするための一助となることを目
的に開設します。

日　時 令和4年9月12日（月）　午後零時45分 から 5時30分 まで

講　師
布教師養成講座常在指導員・大本山善導寺布教師会副会長  
安永 宏史  （福岡教区生往寺）

定　員 会館受講者  50人（先着順） ／ Zoom受講者  300人（先着順）
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教師研修（少僧都研修）講座
日 程

場 所

A期 ＡⅠ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和4年 6月 25日（土） 午前10時30分 から 
     26日（日） 午後6時 まで

 ＡⅠ 大正大学 令和4年 9月 3日（土） 午前10時30分 から 
     4日（日） 午後6時 まで 

 ＡⅡ 大正大学 令和4年 9月 5日（月） 午前9時 から 
     6日（火） 午後3時30分 まで 

 ＡⅡ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和5年 1月 14日（土） 午前9時 から 
     15日（日） 午後3時30分 まで 

B期 ＢⅠ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和4年 5月 14日（土） 午前10時30分 から 
     15日（日） 午後6時 まで　終了  

 ＢⅡ 教化研修会館（源光院）・WEB 令和4年 11月 12日（土） 午前9時 から 
     13日（日） 午後3時30分 まで

 ＢⅠ 佛教大学 令和5年 3月 9日（木） 午前10時30分 から 
     10日（金） 午後6時 まで

 ＢⅡ 佛教大学 令和5年 3月 11日（土） 午前9時 から 
     12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

佛教大学 
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96　TEL 075-491-2141

【WEB受講について】
教化研修会館（源光院）での開催時はWEB受講を併用いたしますので、WEBにて受
講される方は受講確認をこちらのモニターにて行うため、カメラ付きの端末をご準備く
ださい。
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次頁へつづく→

●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、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、浄土宗
教学部に郵送・FAXにてお申し込みください。
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メールでの申請書の請求は、所
属教区・寺院№・寺院名・氏名・送付先を明記して
ください。

●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

ＡⅠ 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

ＡⅡ 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

BⅠ 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

BⅡ
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
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ＡⅠ・ＢⅠ ＡⅡ・ＢⅡ
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

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。

●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。

（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。また、
会場の大正大学ならびに佛教大学について
は、隔年で入れ替え開講いたします。

（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）自家用車での来場は一切禁止します。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）所定人員に満たない時は開設しない場合が

あります。
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●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。

●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  ........................................................

教師研修（少僧都研修）講座　Ａ期

	•	Ａ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年5月25日（水）　 締め切りました

	•	Ａ-Ⅰ・Ⅱ　大正大学
	 令和4年7月27日（水）
	•	Ａ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年12月14日（水）
教師研修（少僧都研修）講座　Ｂ期
	•	Ｂ-Ⅰ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年4月14日（木）　 締め切りました

	•	Ｂ-Ⅱ　教化研修会館（源光院）・WEB
	 令和4年10月12日（水）
	•	Ｂ-Ⅰ・Ⅱ　佛教大学
	 令和5年2月9日（木）
※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
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●検定試験の種類  .............................................

律師検定試験及び少僧都検定試験

●検定試験時間  ................................................

1科目90分

●検定科目合格基準  .........................................

各科目100点満点中、70点以上を合格

●受験手続  ........................................................

（１）提出書類　
①律師又は少僧都検定試験受験願書	 1通
②身分（元）証明書	 1通
※次の事項が登記されていないことの証
明。3 ヵ月以内に本籍地の市区町村が
発行したものを提出してください。
　◦禁治産又は準禁治産の宣告の通知
　◦後見の登記の通知
　◦破産の通知
③受験資格を証する証明書（卒業又は在
学証明書等）	 1通

（２）申込方法
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。受
験願書の請求は、浄土宗教学部にて受け
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・送付先を明記してください。

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

令和4年6月30日（木）
※締切日以後の申請は受理いたしません。

●検定諸経費  ....................................................

検定試験冥加料　30 ,000円（10科目まで）

※申請後、速やかに上記口座へお振込みくだ
さい。

※1科目増える毎に5,000円を申し受けます。
※受験許可後に受験辞退した場合、既納の冥
加料は返金できない場合があります。

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

（１）所属寺院において一宗課金等滞納の場合
は受験願書を受理いたしません。

（２）本試験を受験する者は、受験開始後2年以
内に全科目に合格しなければなりません。

（３）その他、問合せ等は浄土宗教学部まで。

●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

教師検定試験
日 時

場 所

令和4年 8月 23日（火） 午前8時 から 
 25日（木） 午後6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　FAX 075-531-5105

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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律師検定試験

●日　　時  ........................................................

令和4年8月23日（火）午前8時から
　　　　　　25日（木）午後6時30分まで

●受験資格  ........................................................

①僧籍登録を完了されていない者は、本試験
を受験することができません。
②学校教育法による高等学校卒業又はこれと
同等以上の学力があると認められる宗徒及
び助教師
※ただし、次に該当する者は受験すること
ができない。
•未成年者
•成年被後見人又は被保佐人
•禁固以上の刑に処せられ、その執行を終
わるまで又は執行を受けることがなくな
るまでの者

●検定試験科目　全18科目  ............................

●検定試験合格者  .............................................

伝宗伝戒入行資格が与えられます。
律師検定合格を経て、18歳で伝宗伝戒道場に
入行は可能ですが、「律師」叙任は満20歳とな
ります。

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

筆記用具・伝道袈裟又は威儀細・日課念珠
※「法式」受験者は、黒衣・如法衣・改良服・伝道
袈裟又は威儀細・白衣・白足袋・日課数珠・荘
厳数珠・朱扇・中啓・帯・雪駄・『浄土宗法要集
　上・下』（浄土宗出版刊）等を持参のこと

※「詠唱」受験者は、鈴鉦・『吉水流詠歌集』・『吉
水流和讃集』を持参のこと

少僧都検定試験

●日　　時  ........................................................

令和4年8月23日（火）
午前8時から午後5時まで

●受験資格  ........................................................

①律師叙任後3年以上を経過した教師
②律師にして、学校教育法による大学卒業者
又はこれと同等以上の学力があると認めら
れる者（①の経過年数にかかわらず、受験す
ることができる）
※ただし、次に該当する者は受験すること
ができない。

•未成年者
•成年被後見人又は被保佐人
•禁固以上の刑に処せられ、その執行を終
わるまで又は執行を受けることがなくな
るまでの者

●検定試験科目　全5科目  ..............................

●検定試験合格者  .............................................

経過年数にかかわらず「少僧都」に進むことが
できます。

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

筆記用具・伝道袈裟又は威儀細・日課念珠

科目群 科目名

浄土学に関する科目
（2科目）

浄土教の思想と展開

法然門下の思想

仏教学に関する科目
（3科目）

仏教の受容と展開

仏教史

各宗の概要

科目群 科目名

浄土学に
関する科目
（7科目）

法然上人の生涯と思想
浄土学の基礎
三部経の思想
浄土宗日常勤行式の解説
浄土教の歴史
選択集の思想
浄土宗の歴史

仏教学に
関する科目
（3科目）

釈尊の生涯と思想
仏教学の基礎
日本仏教の歴史と教え

現代社会と教団に
関する科目
（5科目）

現代社会と人間
浄土宗と加行
宗教法制
仏教と人権
仏教の儀礼と儀式

僧侶の実践に
関する科目
（3科目）

法式
伝道
詠唱
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6月28日（火）
＜令和3年度浄土宗学術賞＞

「敬西房信瑞の著作と背景」
国際仏教学大学院大学日本古写経研究所研究員	
	 前島�信也
◆講義概要
　法然上人の孫弟子である敬西房信瑞は、非常に
マイナーな人物であるが、音義書や伝記といった
多彩な著作を著している。なかでも、浄土三部経
に対して音義を付した『浄土三部経音義集』や諏
訪信仰者との問答書である『広疑瑞決集』は、非常
に特異な内容を有しながらも、当時の宋代文化や
説話の影響を強く受けていることが明らかとなっ
た。本講義では、信瑞著作を紹介しながら、各著作
の成立背景などについて明らかにしたい。

6月28日（火）・29日（水）
＜本講＞

「法然教団形成の足跡  
─法然上人滅後から室町時代中期にかけて」

京都華頂大学学長　中野�正明
◆講義概要
　法然上人滅後から概ね室町時代中期、具体的に
は浄華院等凞が香衣勅許を蒙り参内し没後恵照国
師号が下賜されるまでの間が、法然上人を祖師と
する専修念仏教団の基礎が形成された足跡を考察
するうえに重要な期間ということができる。
　『醍醐本』『四巻伝』『四十八巻伝』、『西方指南抄』
『黒谷上人語灯録』などの各種法然上人伝記及び法
然遺文集などの編集経過や編集目的の考察によっ
て、従来法然上人滅後の実態把握は難しいとされ

第119回教学高等講習会
（総本山知恩院夏安居道場併修）

テーマ：「─中・近世の浄土宗史を
　　　　　　　　　　　　ふりかえる─ 」 協力　浄土宗教学院

日 時 場 所令和4年 6月 28日（火） 午前9時30分 から
　　　　7月 1日（金） 午後4時30分 まで

総本山知恩院雪香殿
〒605-8686 京都市東山区林下町400

またはWEB受講（Zoom使用）

6月28日（火） 6月29日（水） 6月30日（木） 7月1日（金）
9：00 受付  8：30 受付 8：30 受付  8：30 受付  

9：30 御影堂参拝

 9：00 講義　中野正明  9：00 講義　伊藤真昭 9：00 講義　服部淳一
10：00 開講式

10：30 講義　前島信也

12：00 昼食休憩  12：00 昼食休憩  12：00 昼食休憩  12：00 昼食休憩

13：00 講義　中野正明  13：00 講義　松永知海

 13：00 夏安居道場別時念仏会
 13：00 講義　青木淳

13:40 講義　南宏信
（総本山知恩院夏安居道場）  16：00  閉講式

  16：00 第1日目終了  16：00 第2日目終了  16：00 第3日目終了 16：30 全日程終了

●日程表

●講題・講師
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次頁へつづく→

てきたことに新たな視点を提供するとともに、黒谷
伝来の戒脈、『末代念仏授手印』の成立、聖冏・聖聰に
よる伝法書の確立等による宗脈の存在が結集して法
然教団の基礎が形成されるまでの足跡を論じる。

6月29日（水）
＜助講＞

「宗典の範囲と刊行」
元佛教大学仏教学部教授　松永 知海

◆講義概要
　宗典の定義や範囲について、漠然として使用され
てきた観がある。中核には法然上人の『選択集』があ
り、浄土宗開宗にあたり正依の経論として三経一論
が挙げられている。また広義には宗典を網羅して集
大成した叢書としての『浄土宗全書』正続を挙げるこ
とができる。『選択集』から『浄土宗全書』正続の出版
に至る経緯を検討し、そのなかで特に近世の宗典研
究を大蔵経と伝本の校訂出版から宗典を概観したい。

6月30日（木）
＜助講＞

「中世後期浄土宗の実態」
京都西山短期大学教授　伊藤�真昭

◆講義概要
　法然上人が浄土宗を開かれてからもうすぐ850年
です。この間浄土宗はどのような歴史を辿ってきた
のでしょうか。ここでは特に江戸時代以前の中世後
期に的を絞ってお話しします。この時期は浄土宗寺
院が数の上で急成長し、現在に直接繋がってくる重
要な時期です。しかし残存史料が少なく、その実態は
まだまだ不明なことがたくさんあります。その一端
をお伝えしたいと思います。

≪総本山知恩院夏安居道場≫

「法然上人「選択留教」の成立に見る 
　　　　　　　　　『往生要集』の影響」

知恩院浄土宗学研究所嘱託研究員　南�宏信
◆講義概要
　法然上人は、源信僧都『往生要集』（観想念仏）から
善導大師『観経疏』（本願念仏）を経て『選択集』（選択
本願念仏）を著しています。『選択集』の最重要概念
である「八種選択義」はその到達点です。「八種選択
義」の成立に関して、「偏依善導一師」を標榜しつつも
その淵源には『往生要集』の影響が確認できます。今

回は「八種選択義」の中でも『無量寿経』の流通分から
導出される「選択留教」を中心に追っていきます。

7月1日（金）
＜助講＞

「聖冏上人・聖聰上人は何を遺したのか 
　　　　　　　　　─その評価と業績─」

埼玉工業大学特任客員教授　服部 淳一
◆講義概要
　浄土宗の基本は二祖三代の教学と言われ、宗祖法
然上人の教え受容の定判となっている。しかし浄土
宗では第七祖に聖冏上人、第八祖に聖聰上人をあげ
ており、聖冏上人は「浄土宗中興の祖」と讃えられて
いる。その聖冏上人については伝法の基礎を築いた
にもかかわらず江戸中期以降、その教学は評価が賛
否両論に分かれ現在に至っている。この評価につい
て検証し、聖聰上人への付法を含めその業績と対比
して「聖冏・聖聰の教学」を考察する。

＜助講＞
「仏師快慶からの伝言 
　　　　─法然上人の祈りのかたち─」

多摩美術大学美術学部教授　青木�淳
◆講義概要
　わたしは永らく美術史を学んできました。その中
でも鎌倉時代に活躍した仏師快慶の動向に興味を持
ち、かれこれ四十年近くこれに関わってきました。
この十数年の間に、快慶の仏像からは法然上人をは
じめ、初期浄土宗を支えた信空・感西・感聖といった
人々の結縁が確認されています。法然上人が生きた
時代の「祈り」の様相を、快慶の仏像に納められた納
入品を読み解きながらみなさんと一緒に考えてみた
いと思います。

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

本宗教師
※定員　対面100名、WEB250名、先着順
※総本山知恩院としての感染症対策の為、定員
を設けます。

　期間中一貫していずれかの受講方法を選択いた
だきます。日によって変えることはできません。

●WEB受講  .........................................................

WEB受講者にも一定の条件のもと、修了証を発
行します。
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●申込方法  ........................................................

総本山知恩院での対面受講の方は、対面受講
申請書に必要事項を記入のうえ、浄土宗教学
部に郵送・FAXにてお申し込みください。
WEB受講の方は、メールのみにて受け付けま
す。申込メールに所属寺院・氏名・電話番号・
FAX番号・許可証送付先を明記して、浄土宗	
教学部（kyogaku＠jodo.or.jp）に送信してくだ
さい。

●受付期間  ........................................................

令和4年5月1日から6月10日まで（必着）
※人数制限に公平を期すため、受付開始日を
設けます。これより前の申請は無効です。

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

（１）受講者の服装は、改良服または伝道服（洋式
道衣）に伝道袈裟被着とします。

（２）各講義開始15分を超える遅刻、早退及び不
在を認めた場合は、受講認定しません。

（３）3日間6コマ受講で修了となります。（夏安
居道場含む）

〈対面〉
（１）受講者の自家用車での登嶺は一切禁止し

ます。公共の交通機関をご利用ください。
（２）講習会開催期間中、受講者の知恩院食堂

の利用はできません。
また、希望者への昼食の提供も行ってお
りません。昼食は各自でご手配ください。

（３）「浄土宗総本山知恩院和順会館」への宿泊
を希望される方は以下へ直接お問合せく
ださい。
●宿泊問合先
浄土宗総本山知恩院和順会館
〒605 -0062	京都市東山区林下町400 -2
TEL	075 -205 -5013
和順会館ホームページ
https：//www.wajun-kaikan.jp/
※お問合せの際に「夏安居道場へ参加」と
お知らせください。
※残室の関係上、ご希望に沿えない場合
にはご容赦ください。

〈WEB受講〉
（１）受講確認・修了要件について

◦受講の確認は、Zoomの接続記録と、講
義中、不定期に要求するチャット機能を
併用して行います。

◦配信不良等の不具合含め、当方で受講が確
認できなかった場合は、理由如何によらず
承認いたしかねます。ご了承願います。

（２）修了証（受講証）の交付について
◦修了証は、当方で押印の後、後日、送付い
たします。（1コマの受講も確認ができな
い方には、修了証は送付いたしません。）

（３）受講について
◦受講中は必ずカメラをオンにしてくだ
さい。

◦開催日までにZoomの設定をメールに
て連絡申しあげます。

◦講義開始の10分前には接続いただきま
すようお願いいたします。

◦受講当日、指定されたミーティングID、
パスコードを入力してください。

◦ミーティングに参加いただく際の名前
には、受講番号と氏名を入力願います。
（受講番号は別途通知します。）
◦一台のパソコンを使い、二人で受講され
る場合は、それぞれの受講番号と氏名を
名前欄に入力してください。

◦各コマ毎（午前・午後）に接続のためのミー
ティングID・パスコードを変更します。

◦安定した受信環境、疲労の軽減のため、パ
ソコンでの受講を強く推奨いたします。
◦タブレット、携帯での受講も可能です
が、チャットでの資料配布を受けられな
いなど受講上の制約があり、推奨いたし
ません。

◦講義の録画は禁止いたします。
（４）講義資料について

◦講義資料は、メールにてデータをお送り
いたします。各自印刷してご準備願い
ます。

●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
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宗門子弟教養講座
日 時 場 所令和4年 7月27日（水）午後3時30分から

 29日（金）午後1時まで
総本山知恩院
〒605-0062 京都市東山区林下町400

TEL 075-531-2111 FAX 075-531-0099

●日　程（予定）　※日程等は諸事情により変更することがあります。

●受講者の感想（過去の感想文より一部抜粋）

7月27日（水） 7月28日（木） 7月29日（金）
6：00 ※総本山知恩院

宗門子弟得度式
13時30分より開式

戒師　浄土門主伊藤唯眞猊下

※得度式につきましては、宗門子弟
　教養講座とは別途申請が必要です。

起床、勤行、朝食、作務等

9：00 ②基礎学習2（おつとめの練習） ⑦基礎学習3（おつとめの練習）

勤行、昼食
12：00

③講話「宗門子弟の心構え」
④講話「釈尊の教え」
⑤講話「法然上人の教え」

閉講式
15：00 受付

解散

15：30 開講式、オリエンテーション

17：00 夕　食 夕　食
①基礎学習1
   （衣の着帯・おつとめの練習） ⑥パネルシアターで遊んでみよう

入浴、自習、就寝21：00

• 高校生になり、仕事の事、進路の事で悩んでいたので、自分の進路を増やす為に参加しました。講座で教えてもらった事を
僧侶になってもならなくても、自分の人生に活かしていきたいです。（高校2年生）
• 今回、知恩院で学んだことは家に帰ってからも活かしていけるはずなので、少なくとも前よりは、お寺の行事に積極的に取り
組んでいこうと思います。（高校2年生）
• 学年もバラバラで、住んでいる地域もバラバラな人たちが一つになり、お念仏を唱えたり、ご飯の準備をするなどという、
ある意味貴重な体験ができた三日間であったと思います。（高校3年生）
• パネルシアターの講義を受けて、今、私たちのまわりにある「遊び」は、ゲームなど機械のもの、一人でできるものが多いこ
とを再認識し、たくさんの道具がなくても、紙一つでも人が集まれば楽しく遊べる、人と人とのつながりが大切なんだと感じ
ました。（中学2年生）
• 得度式の際、けさやじゅずがじゅよされて、今からおぼうさんとしての第一歩をふみ出すんだなぁと思いました。講義で習った
心構えなどを深めていき、住職のような立派なおぼうさんを目指して、常に念仏を唱えていきたいと思います。（小学6年生）
• 食事を食べることができるということに感謝の気持ちを忘れずに、すべてのことに対して感謝をするということを学んだ
（中学1年生）

①②⑦基礎学習1～3の様子 ③④⑤講話の様子 ⑥パネルシアターの様子

次頁へつづく→

43和合　令和4年　6月号



44 和合　令和4年　6月号



中
央
開
催
行
事

次頁へつづく→

●開設の目的  ........................................................

寺院子弟を対象に、釈尊・法然上人のみ教えを学
び、作務、勤行などを体験することにより、宗門
子弟としての基礎的な教養を身につけてもらう
ことを目的とする。

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

小学5年生から高校3年生までの宗門子弟

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

（１）提出書類
①宗門子弟教養講座受講願書	 1通
②自己申告書	 1通
※場合により健康診断書の提出を求めるこ
とがあります。

（２）書類提出先
所属教区教務所を経由し、浄土宗教学部ま
で提出してください。

（３）申込締切
令和4年6月27日（月）

（４）書類請求
願書のご請求は、電話・FAX・Eメール・郵便
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・送付先を明記して送付願います。

●受講経費  ............................................................

26 ,000円
申請後、速やかに次の口座へお振り込みください。

※受講許可後に受講を辞退された場合、既納の
諸経費は返金できない場合がありますのでご
了承願います。

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

（１）服装
改良服・白衣・威儀細（黒又は茶の無地）・伝
道袈裟・帯・腰紐・念珠・白足袋・作務衣（ト
レーニングウェアーでも地味なものであれ
ば可）

（２）その他
マスク、体温計、携帯消毒液、健康管理票（検
温票）、筆記用具・洗面具・着替え・下着類・運
動靴・草履（白鼻緒）・雨具・その他日用品

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

（１）所定人員（10人）に満たない時は開設しない
場合があります。

（２）受付は総本山知恩院新玄関にて行います。
	 	 ※27日（水）午後3時より受付を開始いたし

ます。
（３）開講中の面会および飲食物等の差し入れ

は、一切禁止します。
（４）飲食物・雑誌・電化製品（携帯電話・テレビ・

パソコン・その他通信機能がついているも
の）等の娯楽品の持ち込み、公衆電話の使用
は一切禁止します。

（５）開講前後日の宿泊は、各自で手配願います。
（６）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。
（７）その他、ご不明な点は浄土宗教学部までお

問合わせください。

「基礎学習1 ～3」（衣着帯・おつとめの練習）
	 奈良教区興善寺住職　森田�康友

「宗門子弟の心構え」
「釈尊の教え」
「法然上人の教え」

福岡教区生往寺住職　安永�宏史

「パネルシアターで遊んでみよう」
	 浄土宗パネルシアター普及推進員・佛教大学名誉教授	

髙橋�司

●講題・講師

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

45和合　令和4年　6月号



●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

●御門主猊下御親修による得度式について
仏門に入り僧侶の道を歩む「第1歩」として
得度式を受けませんか。
宗門子弟教養講座では、講座初日の午後1時
30分より、総本山知恩院の主催により御門
主猊下御親修の得度式が実施されます。是
非この機会に得度を受け、引き続き宗門子
弟教養講座を受講していただきますようよ
ろしくお願いいたします。
なお、得度希望者は宗門子弟教養講座願書
に同封しております得度式願書に必要事項
を記入のうえ、総本山知恩院法務部法要係
に直接郵送にてお申し込みください。
得度式冥加料30 ,000円につきましては、当
日受付にて徴収いたします。
また、得度式についての詳細は本誌69頁を
ご覧いただくか、総本山知恩院法務部法要
係にお問い合わせください。
※総本山知恩院法務部法要係
　TEL	075 -531 -2273（直通）

●新型コロナウイルス対策について
新型コロナウイルス感染症の対策を行い開
設いたします。
国内の感染状況によっては開設を取りやめ
る場合があります。
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場 所

令和4年 9月 15日（木）午前9時30分 から
 16日（金）午後3時30分 まで

佛教大学
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96　　TEL 075-491-2141

9月15日（木） 9月16日（金）

 9：00 受付 9：00 一般発表

 9：30 開会式 12：00 昼食

10：00 基調講演 12：40 ポスターセッション

11：40 記念写真 13：00 パネル発表

12：00 昼食 15：10 閉会式

12：40 ポスターセッション 15：30 解散

13：00 一般発表

17：30 終了予定

●日　程（発表申込状況により変動する可能性があります）

令和4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

「お念佛からはじまる幸せ
　　　『立教開宗の歴程』」

大本山百萬遍知恩寺法主　福𠩤 隆善 台下

●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メールにて
お申込みください。

※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）

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

令和4年8月9日（火）

＊講演概要
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。

次頁へつづく→
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●発表の形式  ....................................................

＊一般研究発表
　個人単位の、20分（発表15分、質問5分）の
研究発表。
＊ポスターセッション（PS）
　個人又はグループによる、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
る形式の、視覚的・総合的な掲示型の発表。
　両日12時40分から13時まで、または会場に
発表者がいる時は、直接質問、対話をするこ
とができます。
＊パネル発表
　特定のテーマをめぐって複数のパネリスト
（登壇者）が構成する、質疑応答含む120分
間の発表。

※発表申込は締切りました。

●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
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テーマ：「地蔵盆」

　浄土宗では、パネルシアターの実演者を養成する研修会を年間6回（東京3回、京都3回）、研修会
ごとにテーマを設け開催いたしております。今回は浄土宗が昨年新たに作成いたしました「地蔵盆」を
テーマにしたパネルシアターを教材として、鑑賞・制作研修・実演の個別指導を行う予定です。
　お寺での法話会や子ども会、幼稚園や保育園の諸行事などでパネルシアターをぜひご活用ください。
　ご興味のある方は、この機会にご参加いただきますようご案内申しあげます。

令和4年度

パネルシアター実演者養成研修会

日 時

場 所

令和4年 6月16日（木） 午後1時 から 4時 まで（予定）

浄土宗教化研修会館　大ホール　　
〒605-0062 京都府京都市東山区林下町416

●参加対象  ........................................................

浄土宗教師及び寺族・保育関係者・宗門関係学
校生

●定　員  ...........................................................

20名（先着順）

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

4 ,000円
※教材費含む

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

浄土宗社会部
〒105 -0011	東京都港区芝公園4-7 -4
TEL	03 -3436 -3351　FAX	03 -3434 -0744
Eメール	syakai@jodo.or.jp

※なお、新型コロナウイルスの感染状況によ
り、予定を変更させていただく場合もござ
いますので、予めご了承ください。

浄土宗パネルシアター普及推進員・	
佛教大学名誉教授	
	 髙橋�司

浄土宗パネルシアター普及推進員・	
千葉教区葛飾組医王寺住職	
	 八木�英哉

●講　師

【京都開催 第1回】
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令和4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

北海道第二教区
8月26日～27日
ホテル
ライフォート札幌

北海道第二教区
7月6日～7日
南組№39
長専寺

北海道第二教区
6月20日～22日
南組№34
新善光寺

北海道第一教区
9月14日～15日
小樽組№75
無量寿寺

北海道第一教区
9月7日～8日
南組№34
新善光寺

北海道第一教区
7月1日
室蘭組№56
満冏寺

北海道第二教区
11月21日～22日
南組№39
長専寺

北海道第二教区
5月17日
南組№35
観音寺

東北地区

山形教区
6月20日～21日
ホテルメトロ
ポリタン山形

福島教区
10月中旬
会津若松
ワシントンホテル

岩手教区
6月8日～9日
盛岡組№2
圓光寺

宮城教区
11月中旬

未定

宮城教区
7月1日
第二組№14
愚鈍院

関東地区

東京教区
令和5年
2月15日～16日
大本山増上寺
光摂殿

群馬教区

未定

山梨教区
10月25日
甲府組№10
善光寺

長野教区
10月12日～13日

未定

東京教区
10月頃
増上寺

神奈川教区

未定

神奈川教区
7月26日～28日
大本山光明寺

中止

東海地区

岐阜
10月13日～14日
高山組№81
大雄寺

尾張教区
9月13日～14日

伊勢教区
令和5年
2月14日～15日
松阪組№98
樹敬寺

伊賀教区

未定

岐阜教区
9月8日～9日
大垣市
大垣フォーラム
ホテル

伊賀教区
10月30日
伊賀市
伊賀市文化会館

三河教区

未定

北陸地区

新潟教区
8月22日～23日
ホテル日航新潟

福井教区
10月1日
坂井組№7
松龍寺

石川教区

未定

新潟教区
7月31日
佐渡組№81
廣源寺

富山教区

未定

近畿地区

京都教区

未定

兵庫教区

未定

大阪教区

未定

奈良教区

未定

兵庫教区

未定

和歌山教区

未定

中四国地区

愛媛教区
9月7日～8日
大和屋本店

岡山教区
6月7日～8日
菩提寺・誕生寺
シロヤマテラス

山口教区
11月15日～16日
周西組№83
定念寺

広島教区
12月8日～9日
東部組№1
大念寺

出雲教区
10月18日～19日
松江市

（会場未定）

鳥取教区
10月26日
鳥取市
とりぎん文化
会館小ホール

石見教区
令和5年
1月29日
益田組№49
妙雲寺

九州地区

長崎教区
9月1日～2日
ホテル
ニュー長崎

佐賀教区
9月28日～29日

未定

11月9日～10日
大本山善導寺

6月7日～8日
春季
大本山善導寺

3月29日～30日
70周年
大本山善導寺

12月14日～15日
秋季
大本山善導寺

終 了
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●受講対象  ........................................................

本宗教師

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

参加費　3,000円

北海道地区布教研修会
日 程

場 所

令和4年 7月 6日（水）午後1時 から
 7日（木）正午 まで

長泉寺（北海道第二教区南組№39）
〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸3条16丁目1-40　　TEL 011-831-6787

【交通の便】ＪＲ札幌駅からタクシーで約20分

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

所属の教区名・組名・寺院番号・寺院名・氏名
を明記のうえ、下記申し込み先へハガキ又は
FAXにてお申込みください。
なお、宿泊先につきましては各自でお手配く
ださい。

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

令和4年6月30日（木）

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

浄土宗北海道第二教区布教師会事務局
〒078 -8205
北海道旭川市東旭川町倉沼10番地　浄道寺内
TEL 0166 -36 -3863　FAX 0166 -39 -7550

●日程表

7月6日（水） 7月7日（木）

12：30 受付  9:00 講義3　柴田泰山（90分）

13：00 開講式 10:30 休憩

13：30 講義1　柴田泰山（90分） 10:45 布教実演・講評

15：00 休憩 12：00 閉講式・解散

15:15 講演2　柴田泰山（90分）

16:45 1日目終了

「末代念仏授朱印」
福岡教区東筑組弘善寺　柴田 泰山

　　未定

●講題・講師（講義順・敬称略）

●布教実演（敬称略）
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奈良教区普通講習会
日 時

場 所

令和4年 7月12日（火）午前9時 から午後5時まで

オンラインのみ（YouTube Liveを使用）
※申し込み受付後にメールにて視聴アドレスをお知らせします

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

本宗教師

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

無料

●WEB受講  .....................................................

•申し込み受付後にメールにて視聴アドレス
をお知らせします

•パソコン、スマートフォン、タブレットなど
で視聴できます

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

•下記のフォームまたは右記
二次元バーコードから送信

　https://forms.gle/MUbmsaKT6BiU1cPY6
•メールでのお申込み
　jodonara@gmail.com

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

令和4年7月10日（日）

●問合先  ...........................................................

奈良教区教区所（月～金 13：00 ～16：00）
TEL 0744 -33 -6123

●視聴方法問合先  .............................................

Eメール jodonara@gmail.com
TEL 090 -4275 -7040　担当：平井

「檀信徒に想いをよせる法式」
京都教区光照寺住職　池上 良賢

「檀信徒の想いに気づく布教」
滋賀教区長光寺　池上 良慶

●講題・講師

●日　程

9：00 開講式

9：15 講義①　池上良賢

10：45 講義②　池上良賢

12：00 休憩

13：00 講義③　池上良慶

15：00 講義④　池上良慶

16：30 閉講式

新着
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ご注文数　　　　　　セット（　　　　　部）
注：1セット（100部）より受付いたします

配　送 ・ 教務所渡

教区 組（　　　　番） 寺・院

配送をご希望の方は、配送先をご記入ください

〒

ご連絡先　TEL　　　　　　　　ー　　　　　　　　ー

こちらからお送りください
FAX送信先  03-5472-4567

コロナ対応リーフレット 
「幸せ」に向かって生きる

注 文 用 紙

コロナ対応・リーフレット「幸せ」に向かって生きる1部 30円

新型コロナウイルス感染症に苦労を強いられる人々の心をいやすための、東京教区教化団でリー
フレットを作成しました。檀信徒向け施本等として活用できます。どうぞご利用ください。
　気軽に配布できる価格にし（1部30円）、定型封筒に入れて、送付も可能なサイズです。
　このコロナの状況の中で、お寺から「仏教が心の支え」となることを発信するためにも、どうぞ
まとめてご購入いただき、教化の助けにしていただければ幸いです。

教化団長　佐藤雅彦

■ FAXにてお申込みを承ります。必要事項をご記入の
上、お申し込みください。

■ 配送の場合は、振込み用紙を同封いたします。

 ※着払いで発送いたします。

 振込用紙の受領証を以って領収書とさせていただき
ます。

■ その他、ご不明な点がありましたら、東京教区教務所
TEL 03 -3434 -3045 まで、ご連絡ください。

キ
リ
ト
リ
線
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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、お収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

「寺院ネットワーク」

（hhttttppss::////ssaammgghhaa..jjooddoo--ttookkyyoo..jjpp//）
こちらからアクセスしてください。

東京教区内の法務を代行いたします！

※パソコンの取り扱いが苦手な方は、お電話にてお問合せ下さい
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お問い合わせ：東京教区教務所 03-3434-3045TEL

次頁へつづく→

新着
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03-5472-4567
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次頁へつづく→

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。

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（次頁表１参照）。
※教師資格取得を目指される方に対して浄土宗奨学金があります。（上限あり）

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。

宗徒になる

律師検定に合格する

伝宗伝戒道場を成満する

1

2

3

大正大学へのお問い合わせ
◦僧侶養成に関することは浄土学研究室まで		TEL03 -3918 -7311（代表）
◦入学試験に関することアドミッションセンターまで		TEL03 -5394 -3024（直通）

佛教大学へのお問い合わせ
◦僧侶養成に関することは宗教教育センターまで		TEL075 -491 -2141（代表）
◦入学試験（通学課程）に関することは入学部入学課まで		TEL075 -366 -5550（直通）
◦通信教育課程に関することは通信教育課程インフォメーションセンターまで		TEL075 -491 -0239（代表）

A. 大正大学 B. 佛教大学 C. 教師養成道場等
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区分 入学資格 修行
年限

最長在
籍期間

他大学
在学者 取得可能 浄土宗

奨学金

A
大
正
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

15万円
/年

仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 4年 ×

仏教学部以外
（地域創生学部を

除く）の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年 ×

大学院（修士）※1 大卒 3年 4年 × 10万円

B
佛
教
大
学

通
学
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講 15万円

/年
仏教学部

3年次編入学
大卒又は

短大卒以上 2年 6年 ×

仏教学部
以外の学部
1年次入学

高卒以上 4年 8年 ×
僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業資格併修制度

（通信教育課程）
通学課程在籍者

（仏教学部を除く） 2年 7年 ×

10万円

大学院（修士） 大卒 2年 4年 ×
僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

通
信
教
育
課
程

仏教学部
1年次入学 高卒以上 4年 8年 ×

僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：擬　講

10万円仏教学部
3年次編入学

大卒又は
短大卒以上 2年 6年 ×

科目履修コース
（浄土宗教師資格）

大卒又は4年生大学
在学者で入学年度に
満20歳を越える者

2年 6年 〇
僧階：少僧都
教階：輔　教
学階：得　業

別科（仏教専修） 高卒以上 2年 4年 × 15万円
/年

C
教
師
養
成
道
場
等

教師養成道場 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

3年 6年 〇

僧階：律　師

12万円

教師検定試験（律師） 3日
6日

（3日×
2年）

〇 －

※1  科目等履修（学部）を利用しての取得となります
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大ホール
（プロジェクター有）

収容人数 … 90名
（机・椅子使用時）

中研修室①②③
①③ … 各15畳
② … 18畳

道 場
78畳

多目的ホール
収容人数 … 20名

会議室①②
収容人数 … 5名

浄土宗教化研修会館（源光院）施設利用案内

●ご予約・ご利用方法について
浄土宗研修本部にお問い合わせいただくか、浄土宗教化研修会館ホームページからご予約が可能です。

浄土宗教化研修会館（源光院）は、事前に申請することで研修会や会議の場としてご使用いただくこと
が可能です。

貸し会議室・ホールについて

●利用時間
　午前９時から午後５時　（土日祝日は休館）

●ご利用いただける行事
　教区、組または浄土宗関係者の自主的な活動グループ等が教化研修に則する研修会、会議の開催
　教学院、法式教師会、吉水講または公益教化団体の研修会、会議の開催

●設備

※詳細は浄土宗教化研修会館ホームページ
をご覧ください。

フロアガイド

3F 道場
2F 会議室（１・２）・中研修室（１・２・３）
1F 大ホール・多目的ホール

B1F 図書室
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※駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください。

図書室のご利用について

浄土宗教化研修会館地下1階の図書室は、浄土宗総合研究所（京都分室）、浄土宗教学院、浄土宗人権
センターの資料を中心に約7000冊の書籍等を所蔵しております。この図書室は事前に申し出を行い来館
された方が利用できます。

●利用時間　浄土宗教化研修会館の開館日（平日）　午前10時から午後4時
●利　　用　事前予約制　（研修会開催日は除く）
●貸　　出　資料保全のため、館外への持ち出しはできません。
●備　　考　ご希望の図書・資料の有無を確認いたしますので、来館前にお問合せください

浄土宗研修会館・図書室ホームページ
詳細は下記URLまたは左記二次元バーコードから
https://jodo.kenshu-kaikan.jp/

アクセス

申込・問合先
浄土宗研修本部 〒605-0062 京都市東山区林下町416
  TEL 075-744-0360　FAX 075-744-0363　E-mail kenshu-honbu@jodo.or.jp
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特任布教師制度について
 令和4年度より、新たに特任布教師が任命されました。

特任布教師制度とは
特任布教師制度とは、一般寺院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、会所寺院が助成を受けられる制度です。

招聘について

招聘の流れ
① 特任布教師を招聘したい寺院（以下、会所寺院）は、浄土宗ネットワーク内特任布教師紹介から
招聘したい特任布教師を決定します。

② 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。
（※上記注意事項をご確認ください。）
③ 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
して教学部までお送りください。

④ 「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一式を送付します。
⑤ 会所寺院は、申請書に必要事項を記入のうえ、教区長進達で実施１か月前までに申請します。
⑥ 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。

⑦ 会所寺院は実施後１か月以内に、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。

⑧ 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。

特任布教師紹介
下記URLまたは右記二次元バーコードから、特任布教師紹介の情報をご覧いただけます。
https://jodoshu.net/library/fukyoshi/

招聘 会所寺院が行います。

助成

25,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
ただし、51等級以下の寺院は、35,000円＋交通費（実費計算で上限1万円）
※会所寺院に助成します。
※年度内に1寺院につき2回まで、この制度の助成を受けられます。（新型コロナウイルス

感染症にかかる特例措置：令和6年度まで）

注意事項
◦特任布教師1人につき、年度内活動は6会所までです。（7会所目以降は会所寺院に

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、また、同一年度内に同一の特任布教師を招聘する場合は、助成対象外です。
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　令和４年4月1日付にて新たな特任布教師が任命され、全国での布教活

動に活躍いただいております。

　さて、特任布教師制度は、令和２年度から開始した新しい布教制度で

ありますが、奇しくも令和２年度及び令和３年度は新型コロナウイルス

感染症の影響と相応して、本制度の利用数にも大きく影響を受けまし

た。各ご寺院におかれましても、法要や行事等の制限により、布教の機会

も減少したことと存じます。

　つきましては、通常の寺院活動の再開にはまだまだ予断を許さない状

況ではありますが、令和６年に迎える開宗８５０年と、コロナ後を見据

え、寺院での布教機会の充実を図っていただくべく、令和４年度から令

和６年度の３カ年に限り、本制度利用回数について下記のとおり特例措

置を講じることといたしました。

記

【特任布教師制度特例措置】

１．利用回数　　寺院での年度内利用回数を1回から２回に増やします。

２．適用期間　　令和４年度から令和６年度の３カ年

※ただし、同じ特任布教師を招聘の場合は助成対象外となります。

以　上

令和４年４月

浄土宗教学部

新型コロナウイルス感染症にかかる
特任布教師制度特例措置について
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【浄土宗開宗 850年慶讃事業 大名号展】

名名号号調調査査カカーードド 記記入入ににつついいてて

名号調査カードにご記入いただくサイズの測り方、添付していただく写真のポイン
トをまとめましたので、以下をご参照の上、調査カードのご記入をお願いいたしま
す。
【サイズの測り方】

《軸》                 《額》

【添付していただく写真について】

お送りいただく名号のカラー写真は、ご所蔵の名号を把握するための大切な情報となります。

そのため、以下のような写真を複数お送りいただけますと、大変ありがたく存じます。

・作品全体の写真

・名号本体が大きく写っている写真

・外題や箱書きの写真

・（書かれている場合は）名号を書いた人物の署名（※１）や落款（※２）の写真

【写真撮影のポイント】

・名号をまっすぐに掛けた状態で正面から撮影してください。

・三脚がある場合は、三脚を使用して撮影すると撮影しやすくなります。

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
八
双
か
ら
軸
ま
で
を
測
っ
て
く
だ
さ
い
。

※１

※２

南
無
阿
弥
陀
仏

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
額
の
上
部
か
ら
下
部
ま
で
を

測
っ
て
く
だ
さ
い
。

【浄土宗開宗850年慶讃事業　名号展】

【サイズの測り方】

【添付していただく写真について】

お送りいただく名号のカラー写真は、ご所蔵の名号を把握するための大切な情報となります。
そのため、以下のような写真を複数お送りいただけますと、大変ありがたく存じます。

• 作品全体の写真
•名号本体が大きく写っている写真
•外題や箱書きの写真
•（書かれている場合は）名号を書いた人物の署名（※ 1）や落款（※ 2）の写真

【写真撮影のポイント】

• 名号をまっすぐに掛けた状態で正面から撮影してください。
•三脚がある場合は、三脚を使用して撮影すると撮影しやすくなります

名号調査カード　記入について
名号調査カードにご記入いただくサイズの測り方、添付していただく写真のポイントをまとめ
ましたので、以下をご参照の上、調査カードのご記入をお願いいたします。

※ 1

※ 2

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
額
の
上
部
か
ら
下
部
ま
で
を

測
っ
て
く
だ
さ
い
。

全
体
の
縦
サ
イ
ズ
は
八
双
か
ら
軸
ま
で
を
測
っ
て
く
だ
さ
い
。

次頁へつづく→
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浄土宗 名号　調査カード 管理番号
　　No.

教区 教区 組 組

寺院番号 No. 寺院名

制作者
(作者 ) 御筆

制作年代 　　　　　　年　　　　　　月

種類 軸装　　　・　　　額装

サイズ 全体　　縦　　　　m　　　cm　　×　　横　　　　m　　　cm

付属品
名号の状態

有　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　　無

備考

展覧会
貸出 可　　　・　　　不可

※制作年代が不明な場合は〈不明〉とご記入ください。
※作品の文化財指定等があれば、備考にてお知らせください。
※作品の内容が分かる鮮明なカラー写真（複数枚）の別途添付をお願いいたします。
※郵送での提出の場合は添付いただく写真裏に教区・寺院番号・寺院名の記載をお願いいたします。
ご提出いただいた写真は名号の貴重なデータとなりますので、宗にて保管いたします。
※名号を複数お持ちの場合、作品1つにつき、調査カード1枚のご記入をお願いいたします。

【記入例】
制作者
(作者 ) 総本山  知恩院  七十九世  御門主  孝誉（山下現有）　御筆

制作年代 大正○○　年　　　　◆　月

種類 軸装　　　・　　　額装

サイズ 全体　　縦　２　ｍ　１０ cm　×　横　０　ｍ　　５０　　cm

付属品
名号の状態

有　（　　　　　　　　　軸　箱　　　　　　　　　　）　・　　無
本体表右上キズにあり。裏の下部に破れあり。

備考
・本体左に「浄土門主」（白文方印）「現有之印」（朱文方印）とあり。
・本寺院第○○代住職時に揮毫されたもの。

展覧会
貸出 可　　　・　　　不可
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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、
右記二次元バーコードから
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

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。
※申請内容確認のため、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、『浄土宗宗報』や『布教羅針盤』など、宗の
情報や教化資料の閲覧のほか、寺院行事などの情報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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練習生課程（四級式師以下 対象）

令和4・5年度課程

総本山知恩院　『法式指導所』
自ら信じ　人をして　信ぜしむる
自信教人信　の精神の下に

月曜日（週1回）午後5時30分から7時まで

月曜日（月1回）午後5時30分から7時まで

知恩院山内 諸堂（昇降口：庫裏玄関）

知恩院山内 諸堂（昇降口：庫裏玄関）

本宗教師
※出席数に応じ三級式師までの式師
検定試験を受けることができます。

※日時・講義内容につきましては諸般の都合により変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
　P○～○は『新訂浄土宗法要集』の頁数です。

三級式師以上の本宗教師

『新訂浄土宗法要集』に準じた
講義・実習など

祖山伝承法要（声明･威儀等）の
講義・実習など

講義内容

講義内容

受講資格

受講資格

研究生課程（三級式師以上 対象）

日 時

日 時

場 所

場 所

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

Eメール・FAX・郵送にて教区・組・寺院名・氏名
電話番号・送付先を明記し下記までお送り下さ
い。後日詳細資料と申込用紙を郵送いたします。

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

総本山知恩院 法務部法要係
〒605 -8686 京都市東山区林下町400
TEL 075 -531 -2273　FAX 075 -205 -5101
https://www.chion-in.or.jp/

●持ち物  ...........................................................

講義中に指定の衣帯、『新訂浄土宗法要集』、必
要に応じ資料配布

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

改良服、数珠、朱扇、袈裟、白衣等如常

●受講料  ...........................................................

無料

●第1期令和4年度　総本山知恩院法式指導所予定表

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止する場合がございます。ご了承ください。
総本山知恩院では、法要・儀式を通し、教化・自行の研鑽に努められる方々の一助として法式講習を
開講いたしております。
※講習は2カ年で1課程です。本年度は2年目の課程となりますが、途中からの受講も可能です。
　続けて受講できる方の参加をお待ちしております。

月　日 講師 講義内容 月　日 講義内容
 6月 6日 西山 犍稚法① P72～P83  7月 4日 小林 執持法② P58～P65

13日 別所 音声① –音階十二律五音– 11日 西山 犍稚法② P80～P83
20日 中西 威儀法② P18～P25 18日 別所 音声② P4～P25
27日 橋本 法服法② P38～P47 25日 中西 威儀 –散華作法・四奉請散華–

研究生 小林 声明 –前伽陀– 研究生 橋本 声明 –後伽陀–
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おてつぎ運動だより
 

■■第第５５６６回回ここどどもも奉奉仕仕団団  申申しし込込みみ状状況況  ((令令和和４４年年５５月月１１日日現現在在))  

毎年全国のご寺院より多数のお申込みをいただき誠にありがとうございます。本年も 

4 月 1 日から受付を開始いたしました。すでに 50 名の定員に達したブロックもあり、多く

のお申し込みをいただいておりますことを心より御礼申し上げます。お念仏のみ教えに触

れる機会が、子どもたちにとって夏休みの良き思い出となり、檀信徒教化の一助となれば

幸いです。 
 またこの度は、参加者の安全確保のために、できる限りの感染症対策を講じて開催いた

します。ご寺院はじめご関係の皆さまにはご理解ご協力のほどお願い申し上げます。 
 まだ受け入れ可能なブロックもございます。お申し込みの際はご面倒ですが、おてつぎ

運動本部へ受入状況をご確認いただいた後、各教区を通じてお申し込みください。 
申込みや行事内容など詳細に関してご不明な点がございましたらおてつぎ運動本部まで

お問い合わせください。多くのご参加をお待ちしております。 
 

【【開開催催日日程程】】 全 9 ブロック開催（各ブロック 2 泊 3 日の行程） 
        前半：①7 月 25 日～27 日 ②7 月 27 日～29 日 ③7 月 29 日～31 日 

④7 月 31 日～8 月 2 日 ⑤8 月 2 日～4 日 
             後半：⑥8 月 18 日～20 日 ⑦8 月 20 日～22 日 ⑧8 月 22 日～24 日 

⑨8 月 24 日～26 日 
【【  定定  員員  】】 各ブロック 50 名（1 団体 25 名まで） 
【【  対対  象象  】】 小学校 4 年生～中学校 3 年生 

※住職・保護者の許可がある場合は小学校 3 年生も可 
【【  参参加加費費  】】 無料 
【【申申込込方方法法】】 各教区教務所を通じてお申込みください。 

※教区事務の都合により直接お申込みいただける場合があります。 
 

【【申申込込おおよよびび問問合合先先】】  総総本本山山知知恩恩院院  おおててつつぎぎ運運動動本本部部  

〒605-8686 京都市東山区林下町 400 TEL(075)541-5142 FAX(075)541-0224 

E ﾒｰﾙ otetsugi@chion-in.or.jp https://www.chion-in.or.jp/ 
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知恩院念仏行脚のご案内

～予ガ遺跡ハ、諸州ニ偏満スベシ。

念佛ヲ修セントコロハ、予ガ遺跡ナルベシ～

（元祖大師御法語より）

 
元祖大師御法語の実践、能化たる器量を積累せんがため、総本山知恩院では昭和

49 年法然上人開宗八百年大法要を好機とし、以来毎月 25 日に念仏行脚を行って 

おります。自由参加にて一人でも多くのご参加をお待ち申し上げております。随時

休憩をはさみながら、御遺跡参拝を含め京都市内を約 2 時間ほど周るものです。 

自信教人信の実践、念仏弘通に邁進せられます一助とし、ご参加をお待ち申し上

げております。 

●日時――――毎月 25 日 午後 1 時半集合 

                    午後 2 時出発 
 

●集合場所――総本山知恩院顧問寮 
               ※行事等により変更になる場合がございます。 
 

●参加対象――本宗教師・宗徒 
 

●参加費―――無料 
 

●携行品―――白衣・足袋・マスク ※黒衣・草履・手甲・脚はん等 

は本山の準備がございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策(使い 

回しを防ぐ)のため、できる限りご持参ください。 
 

●申し込み――事前申し込み不要。当日直接お越しください。 
 
※※新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの拡拡大大状状況況にによよりり急急遽遽中中止止ととななるる場場合合ががごござざいいまますす。。ままたた、、

当当日日体体調調にに不不安安ののああるる方方はは、、参参加加ををおお控控ええいいたただだききまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  
※その他、ご不明な点がございましたら、布教部教務係までお問い合わせください。 
 

【【問問合合先先】】  総総本本山山知知恩恩院院  布布教教部部教教務務係係  
〒605-8686 京都市東山区林下町 400 

TEL (075)531-2157 FAX (075)531-2160 https://www.chion-in.or.jp/ 
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総本山知恩院 『宗門子弟得度式』     
 

浄土宗の教旨を信奉し、僧侶となるべき宗門子弟を対象に得度式を行います。 

総本山知恩院での得度式は宗門子弟にとって良き思い出となるでしょう。 

 

■ 御親修得度式 令和４年 7 月 27 日（水） ※毎年７月下旬開催 

 宗門子弟教養講座開催に伴い浄土門主・知恩院門跡猊下 御戒師のもと得度式を行います。 

【日  程】 １２時００分 受  付（新 玄 関）  

       １３時００分 日程説明（古 経 堂） 式中の作法などをお伝えします。 

       １３時３０分 開  式（阿弥陀堂）  

       １４時３０分 記念写真（大 方 丈）  

【冥 加 料】 ３０，０００円（当日受付にてお納め下さい。） 

【服  装】 黒衣(改良服も可)・白衣・帯・足袋・マスク 

【申込方法】 下記までお電話・Ｅメールにて参加のご意向をお伝え下さい。 

       実施要項・願書をお送り致します。 

【申込締切】 令和４年７月１２日（火） 

【備  考】 僧籍登録は、得度後宗務庁所定の申請書によりお手続き下さい。（満６歳以上） 

             記念写真をご希望の方は、当日お申し込み下さい。（１，７４０円） 

   

■ 得度式（別座） 受入れ随時・要予約 

 御親修又は当山執事戒師のもと別座にて得度式を行います。 

【冥 加 料】 １００，０００円～ 

【会  場】 阿弥陀堂 

【申込方法】 下記までお電話・封書にて参加のご意向をお伝え下さい。 

       開催日の決定後、実施要項・願書をお送り致します。 

【備  考】 別座の場合、祖山参拝（３０名程度）と合わせての開催も可能です。 

       総代様はじめ檀信徒の方々の前での得度式も良き思い出となるでしょう。 

 

            

         総本山知恩院 法務部法要係 〒605-8686 京都市東山区林下町 400 
 

            TEL 075-531-2273（直通） FAX 075-205-5101  Eメール houyou@chion-in.or.jp 
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黒黒谷谷布布教教師師養養成成道道場場ののごご案案内内  

主主催催  大大本本山山金金戒戒光光明明寺寺布布教教師師会会 

下記の通り令和 4年度「黒谷布教師養成道場初級および上級」を開講いたします。 

記 

●日程       ◎初級 前期 令和 4年 6月 8日(水)～9日(木) 

             後期 令和 5年 1月 30日(月)～31日(火) 

        ◎上級 前期 令和 4年 7月 4日(月)～5日(火) 

            後期 令和 4年 12月 12日(月)～13日(火) 

       ※黒谷には宿泊できません。宿は各自でご手配ください。（費用は各自負担） 

●会場     大本山金戒光明寺 

●指導員   日下部謙旨会長、田中玄恵副会長、小泉慶典副会長、他 

●受講資格   ◎初級 布教を学ぼうとする本宗教師 

◎上級 初級修了者 

※前期・後期続けて受講することを原則とします。 

●受講定員  各級 8名(定員になり次第締め切ります。受講願書先着順) 

●受講経費  各期 15,000円(初日夕食費・2日目昼食費含) 

●準備物   布教実演(高座説教)原稿：初級 15分。初級前期は、讃題を『元祖大師御法

語(前篇)』よりいただき、1席の原稿をご準備ください。 

       上級 25分（1席）。上級の詳細は事務局よりご案内いたします。 

●持ち物      黒衣、如法衣、日課数珠、改良服、伝道袈裟(または威儀細)、朱扇、『浄土 

三部経』、『元祖大師御法語(前・後篇)』、実演原稿、筆記用具、着替え、 

不織布マスク等 

●申込方法    ◎初級 受講願書(A 4・横書き。各自で作成)に以下の項目を記入のうえ 

事務局宛に郵送してください(Ｅメールでも可）。後日、詳細をご連絡いた  

します。 

       【記入項目】教区、組、寺院名、寺院番号、氏名、性別、年齢、住所、電話

番号、携帯電話番号、現住所・現電話番号(寺院と異なる場合のみ)、特記事

項(健康状態等) 

        ◎上級 令和元年度初級修了者およびそれ以前の初級修了者に、事務局よ

りご案内いたします。 

●申込締切    初級…令和 4年 5月 25日必着 上級…令和 4年 6月 20日必着 

●申込・問合先 

大本山金戒光明寺布教師会 事務局内 北村隆彦  

〒661-0035  兵庫県尼崎市武庫之荘 4-4-10 法輪寺  

TEL 06-6431-2695   FAX 06-6431-2796 

Eメール Hourinji.Mukonoso@gmail.com 
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お勤めの初歩から修練します
教師養成道場面接前の道場経験にもどうぞ

大本山百萬遍知恩寺  法式研修道場

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

1回のみ　20 ,000円
2回とも　35 ,000円

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

僧籍登録がお済の方（18歳以上）

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

黒衣、如法衣、改良服、白衣および着物一式、
威儀細、日課数珠、作務衣、『浄土三部経	聖典
版』、『浄土宗法要集（上・下）』、『浄土宗法要集
（音声部）』、『教師養成道場勤行式』、マスク、入
行前検温記録、体温計、携帯用消毒液

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

次頁のファックス申込書に記入の上お申し込
み下さい。

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

5月開催　4月27日（水）	
7月開催　6月30日（木）	

●その他  ...........................................................

途中入行、途中退行も相談いたします。
また、新型コロナウイルスの感染拡大、他府県往
来自粛要請発令の場合は開催中止といたします。
入行希望者は、各自入行2週間前より検温記録
をお願いいたします。

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

大本山百萬遍知恩寺
〒606 -8225	京都市左京区田中門前町103
TEL	075 -781 -9171　FAX	075 -781 -0157
受付：	大本山百萬遍知恩寺	式衆会
	 担当　小泉範幸　TEL	090 -8886 -1266
	 Eメール	kyoudenji@gmail.com	

日 程

場 所 大本山 百萬遍知恩寺

令和4年 5月 10日（火） 午前9時 から 

  12日（木） 午後5時 まで 

令和4年　7月 6日（水） 午前9時 から 

  8日（金） 午後5時 まで

一級法式教師　橋本�知之

一級法式教師　別所�良道

二級法式教師　加藤�宜敬

二級法式教師　林　�陽宏

●講　師

次頁へつづく→
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教区 組 寺 ・ 院

受講者名 年齢 性別

男　・　女

　　　　　教区　　　　　組　　　　　寺・院

師僧名

連絡先住所　※受講者の現住所をお書きください。

〒　　　　－

TEL　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　Eメール

各種道場
　　① 教師養成道場入行中 （ 1 ・ 2 ・ 3 ）期まで受講
　　② 通信過程（ 初級 ・ 上級 ）まで受講
　　③ 入行経験なし（教師養成道場以外の方は、具体的に記入してください） 

【注意事項】参加資格は、僧籍登録済みの18歳以上で、伝宗伝戒道場成満でない方です。

備考 ：

大本山百萬遍知恩寺『法式研修道場』申込用紙
　入行を希望される方は、下記の記入欄に必要事項をご記入の上、ファックスにて締切期日までに 
お送りください。その際に、アレルギー等の申告がありましたら備考欄に併せてお申し付けください。道場 
に関する詳しい内容については、後日連絡先の住所にお送りさせていただきます。

以下の内容についてご記入の上、075 -781 -0157 までファックスください

※本山記入欄　　受付日	令和4年　　月　　日	 受付者　　　　　　　　　　　　 

申込用紙ファックス送付先番号

075-781-0157  大本山百萬遍知恩寺内 式衆会 宛
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●参加費  ........................................................

法式、布教、詠唱については1回1000円。
仏像彫刻については1回2500円です。

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

〒602 -0852
京都市上京区寺町通広小路上ル北之辺町395
TEL	075 -231 -2550　FAX	075 -212 -7211
Eメール	kensankouza@jozan.jp

大本山清浄華院 「浄山研鑚講座 ～はじめの一歩から～」
　大本山清浄華院では、浄土宗の大本山としての存在意義を果たすべく、３つのテーマを掲げました。

　「研鑚道場としての大本山」・「公共福祉の充実した大本山」・「伝統文化を重んじる大本山」
　その中「研鑚道場としての大本山」の事業として、資質向上を目指す浄土宗教師の皆さんが、気軽
に研鑚できる場を提供したいと考え、「浄山研鑚講座～はじめの一歩から～」と題する様々な教室を
開催することといたしました。
　まずは本年度（令和４年４月）より浄土宗教師あるいは僧侶として役立つ４つの講座を開催いたしま
す。皆様のご参加をお待ちしております。

【講座と先生のご紹介】

○法式研鑚講座　講師 大澤亮我先生　第3土曜日　19時～
初心を忘れることなく、法式を学ぶ機会にと思っています。研鑚の基本は、先ず共に
声を出し、威儀を正しての日常勤行におきます。知っておきたいこと、疑問に思ってい
ること等を共に共有できる学ぶ場でありたいと考えています。

○布教研鑚講座　講師 阪口祐彦先生　第3水曜日　19時～
僧侶には必修の勤めが様々あります。昔から「一掃除二勤行三学問」などといわれま
すが、それは最低限の勤めであり、『布教』を抜きにして寺門の興隆はありません。布
教を志す若い僧侶を中心に幅広い布教（口説・掲示伝道・ネット伝道等）	を初歩から
学んでいく講座を開設致します。何卒、ご参加下さいますよう御案内申し上げます。

○詠唱研鑚講座　講師 伏見淨香先生　第1木曜日　19時～
もともとあった男性僧侶の詠唱勉強会「沙羅の会」を清浄華院の講座と合併してより発
展した形で行うこととなりました。男女を問わず、どなたでもご参加頂ける勉強会です。
ご詠歌や和讃を通して檀信徒の皆さんと共にお念仏を唱える会を目指しております。

○佛像彫刻講座　講師 前田昌宏先生　第1、第3金曜日　18時～20時
心の仏さまを彫ってみませんか。初心者の方は、まず片手サイズの可愛らしいお地蔵
さまからスタート。彫るごとに少しずつ姿を表してくれる仏さまと向き合いながら、ゆっく
りと流れていく時間を過ごしましょう。個々のペースに合わせて進めていきますので、
お気軽にご受講ください。　※この講座のみオンライン参加不可です。

各教室それぞれ月1回～2回を予定して
おります。
日程は変更する場合がありますので、詳
細はお問い合わせください。

大本山清浄華院　諸堂
なお、講座の内容によっては現地開催だ
けでなく、遠方の方も参加できるようzoom
等によるオンライン配信も予定しています。

日 程

場 所
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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

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

全国大会
8月29日
オンライン開催

中央研修会
5月20日
浄土宗
教化研修会館
（源光院）

全国大会
5月31日
（京都市）
清水寺

全国研修会
8月
岐阜教区

全国研修会
9月8日
佐賀教区
（佐賀市）
グランデはがくれ

中央研修会
【保護・教誨合同】

12月8日～9日
浄土宗宗務庁（京都）

中央研修会
6月8日~9日
（金沢市）
KKRホテル金沢

代
表
者
・
指
導
者

総合研修会 代表者研修会
10月7日
大本山
金戒光明寺

施設職員の
ための帰敬式
【保育・社福合同】
令和5年2月
大本山増上寺

指導者講習会
令和5年2月
浄土宗
教化研修会館
（源光院）

全国保護司
研修会
北陸地区

教誨師会
研修会
中四国地区
6月30日～7月1日
（岡山市）
岡山シティホテル
桑田町

北
海
道
地
区

北海道第二教区
9月7日
（札幌市）
北海道第二教区
№34 新善光寺

北海道第二教区
6月7日~8日
（帯広市）
北海道第二教区
№3 大然寺

北海道第二教区
【保護・教誨・民児合同】

12月
（札幌市）

札幌ガーデンパレス

東
北
地
区

宮城教区
10月7日
（仙台市）
江陽グランド
ホテル仙台

山形教区
6月2日
天童温泉
ほほえみの宿
滝の湯

関
東
地
区

千葉教区
6月2日
オンライン開催

群馬教区
6月20日
ホテルメトロ
ポリタン高崎
（オンライン併催）

神奈川教区
9月8日
（横浜市）
ローズホテル
横浜

千葉教区

東
海
地
区

伊勢教区
5月30日
（松阪市）
伊勢教区
No.98 樹敬寺

静岡教区
6月14日
（熱海市）
熱海後楽園
ホテル
（オンライン併催）

尾張教区
10月7日
尾張教区
№41 願王寺

岐阜教区
8月

北
陸
地
区

新潟教区
9月8日
（新潟市）
アートホテル
上越

石川教区
6月8日～9日
（金沢市）
KKRホテル金沢

近
畿
地
区

滋賀教区
5月30日
（草津市）
ホテルボストン
プラザ草津

開催無し

兵庫教区
10月18日
（神戸市）
ラッセホール

和歌山教区
11月10日
（和歌山市）
ホテル
グランヴィア
和歌山

和歌山教区 和歌山教区
11月10日
（和歌山市）
ホテル
グランヴィア
和歌山

中
四
国
地
区

石見教区
10月12日～13日
（浜田市）
島根浜田
ワシントンホテル
プラザ

南海教区
9月14日
（高松市）
サンメッセ香川

広島教区

九
州
地
区

福岡教区
10月13日
（北九州市）
パークサイド
ビル

熊本教区
10月17日
（熊本市）
熊本市国際
交流会館

佐賀教区・長崎
教区合同開催
6月25日
（杵島郡白石町）
佐賀教区№58
光明寺

佐賀教区
9月8日
（佐賀市）
グランデはがくれ

令和4年度 団体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。
※以下の行事予定は令和4年5月11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。
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令令和和 44年年度度  浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会  

心心ののケケアア支支援援ププロロジジェェククトト  

研研 修修 会会  

日日  時時  令令和和 44年年６６月月 3300日日((木木))午午後後 11時時～～44時時  

会会  場場  浄浄土土宗宗教教化化研研修修会会館館（（源源光光院院））  

    〒〒660055--00006622  京京都都市市東東山山区区林林下下町町 441166  電電話話 007755--774444--00336600  

  ●講題・講師                             

講講題題：：「「仏仏教教的的社社会会貢貢献献ととはは何何かか？？」」  

        ——ココロロナナ禍禍のの社社会会をを振振りり返返っってて——  

講講師師：：    吉吉水水  岳岳彦彦    

    東京教区光照院住職  

        社会慈業委員会 ひとさじの会 事務局長 

    臨床仏教研究所研究員 

    大正大学非常勤講師、淑徳大学兼任講師 

      

 ●参参加加形形態態 

  ①現地参加(30名) ②ZOOM受講 ③DVD購入 

 ●注注意意事事項項………………………………………… 

  <オンライン Zoom受講 定員 300名> 

  ・参加者へは、ミーティング IDとパスコード 

   をメールで事前にお知らせ致します。 

   オンライン受講される方はあらかじめ Zoom 

   のホームページよりダウンロードをお願い 

   いたします。 

  ・受講中は講師の妨げにならないよう、音声をミュート（消音）にして下さい。  

   チャット及び「画面共有」の使用などは固く禁じます。 

  ・肖像権、著作権等の理由から、講義の録画・録音、ログイン ID・パスコード 

   の他者への伝達、申込者以外の視聴、資料の複製・転載・譲渡を禁止致します。 

●対対  象象    ………………………… 

 浄土宗寺庭婦人会会員 

●参参加加費費    ………………………… 

 1,000円 

●持持参参品品  

  寺庭婦人袈裟、念珠、筆記用具 

●申申込込締締切切 ………………………… 

 令和 4年 6月 10日(金) 

 （教区会長経由） 

●申申込込先先（（問問合合先先））…………………   

  浄土宗寺庭婦人会事務局 
  〒519-2426三重県多気郡大台町下楠 493 
  宝泉寺内 
  TEL・FAX：0598-83-2047 
  オオンンラライインン担担当当  
   Ｅメール:j.jiteihujinkai@gmail.com 
 
 
  

日 時

会 場

●講題・講師

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

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

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

●参加形態  ...................................................

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

●持参品  .............................................

●対　象  .............................................

令和4年度 浄土宗寺庭婦人会
心のケア支援プロジェクト

講題：

講師：
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浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会  

第第５５回回「「五五重重相相伝伝」」開開筵筵ののごご案案内内 

  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。会員の皆様におかれましては、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。何卒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。 

日日時時  令令和和４４年年  １１１１月月  ８８日日((火火))  午午前前８８時時～～９９時時  受受付付      

                      ～～１１２２日日((土土))  午午後後 11時時 3300分分頃頃解解散散予予定定  

会会所所 大大本本山山  百百萬萬遍遍知知恩恩寺寺  

    〒〒660066--88222255    

        京京都都市市左左京京区区田田中中門門前前町町 110033--2277    TTEELL  007755--778811--99117711  FFAAXX  007755--778811--00115577  

  

伝伝 灯灯 師師   大大本本山山百百萬萬遍遍知知恩恩寺寺法法主主    福福    隆隆    台台下下  

勧勧 誡誡 師師      大大阪阪教教区区大大鏡鏡寺寺住住職職        有有  本本  亮亮  啓啓  上上人人  

回回 向向 師師      京京都都教教区区光光照照寺寺住住職職        池池  上上  良良  賢賢  上上人人   

入入行行資資格格      浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会会会員員  

入入行行人人数数        １１００００名名  

費費    用用      入入行行冥冥加加料料    8800,,000000円円（（通通いい希希望望者者））  

                            110000,,000000円円（（宿宿泊泊希希望望者者））  

※※新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大防防止止策策にによよりり宿宿泊泊はは先先着着 1155名名様様ままででととささせせてて戴戴ききまますす。。  

                                

  

  

  

[[問問合合先先]]      〒〒111144--00000033    東東京京都都北北区区豊豊島島三三丁丁目目 44--99  善善光光寺寺内内  

「「浄浄土土宗宗寺寺庭庭婦婦人人会会五五重重相相伝伝係係」」  

              TTEELL：：0033--33991111--88887711    FFAAXX::0033--33991111--11227700 

申申込込締締切切      令令和和４４年年７７月月３３１１日日（（日日））  
 

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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ら
の
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内
（
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77
）

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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通学課程/
学部・大学院(修士)

通信教育課程/
学部(本科)・科目履修

別科(仏教専修)

・学位と資格を習得

・1年間の共同⽣活

・学位と資格を取得

・実践道場を年2回開講

・2年間全寮制

・少僧都、輔教、得業の

申請資格を取得

浄土宗教師資格取得について

電話：075-491-2141(代表)

佛教⼤学では以下の⽅法にて、伝宗伝戒道場の

⼊⾏資格を取得することができます。
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内

 佛教大学法然仏教学研究センター講演会
 （オンライン開催）

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

無料

●定　員  ...........................................................

300名（申込み先着順）

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

大学ホームページにてご案内しております。

●申込期間  ........................................................

令和4年6月1日（水）～	6月30日（木）

●問合先  ...........................................................

佛教大学　法然仏教学研究センター
〒603 -8301	京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL	075 -493 -9056（直通）
Eメール	honenbc@bukkyo-u.ac.jp

日 時

開催
形式 オンライン開催

令和4年 7月2日（土）  午後1時30分 から 4時 まで

「浄土より還来しての衆生救済」

大谷大学名誉教授　小谷�信千代

●講題・講師

�浄土より還来しての衆生救済

　本センターは、佛教大学の建学理念と研究蓄積を土台として、法然上人に関わる基礎研究と浄土
宗学を徹底して推進することにより、佛教大学でしかなしえない法然仏教学の確立を目指して、世界で
初めて開設された研究機関です。
　このたび、本センターの研究活動の一環として、昨年度に引き続き講演会を開催します。多くの方の
ご参加をお待ちしております。

新着
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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

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 泊 日（２回） 泊 日（ 回）が必要

佛教大学・大正大学以外の大大学学在在籍籍者者も

「「浄浄土土宗宗教教師師資資格格」」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「2022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。

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

② 年間で 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 年間で、 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［ 年以上在籍する場合］は、継続料 円、システム利用料 円、学友会費 円および

学費 円（スクーリング履修費別）が必要となります。

④ 本科目履修コースを修了しても、 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。

『『現現役役大大学学生生』』もも対対象象！！

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 年制大学在籍者

または卒業者で入学年度に満満 歳歳をを超超ええるる方方

『『実実践践仏仏教教』』はは年年 回回開開講講！！

「実践仏教スクーリング」を夏期および冬期

で開講しています。受講の機会が年 回あり

ます。

※実践道場は夏休み期間（ 月下旬）と春休み期間

（ 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

『『 学学習習シシスステテムム』』でで快快適適にに！！

インターネットを利用して、オンラインでス

クーリングを受講でき（一部科目を除く）、

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

『『最最短短２２年年』』でで取取得得可可能能！！

大学卒業者および大学在籍者であれば、最短

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 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 必
春期夜間
夏期
冬期

8/1午前,8/2午前,8/3午前
12/3午後,12/4終日

浄土学の基礎 浄土学の基礎 必

三部経の思想 浄土三部経研究１ 必 春期 6/11午後,6/12終日

浄土宗日常勤行式の解説 浄土宗日常勤行式の解説 必

浄土教の歴史 浄土教史 必

選択集の思想 選択集講読１ 必 夏期 8/4終日,8/5午前

浄土宗の歴史 浄土宗史 必

浄土三部経研究２ 必 春期 6/18午後,6/19終日

選択集講読２ 必 夏期 8/5午後,8/6終日

浄土学研究 選 春期 7/2午後,7/3終日

浄土宗学研究 選 春期 6/25午後,6/26終日

三部経特講 選 冬期 11/26午後,11/27終日

選択集特講 選 冬期 12/3午後,12/4終日

法然の法語特講 選 集中Ⅴ 1/21午後,1/22終日

三巻書特講 選 冬期 1/8午後,1/9終日

円頓戒特講 選 冬期 1/7終日,1/8午前

論註特講 選 2/11午後,2/12終日

観経疏特講 選 集中Ⅴ 2/4午後,2/5終日

安楽集特講 選 集中Ⅴ 1/28午後,1/29終日

法然門下の思想 法然門下の思想 選

小　　計

釈尊の生涯と思想 ブッダの教え 必
春期
夏期

冬期夜間

5/28午後,5/29終日
8/1午後,8/2午後,8/3午後

仏教学の基礎 仏教学の基礎 必

日本仏教史（仏教伝来～平安） 選

日本仏教史（鎌倉以降） 選

仏教学研究（初期・部派） 選 春期 7/9午後,7/10終日

仏教学研究（大乗・チベット） 選 春期 6/11午後,6/12終日

大乗仏教思想史 選

中国仏教史 選

インド仏教史 選

各宗の概要等 天台教学 選

小　　計

現代社会と人間 浄土宗と加行１（伝法） 必 夏期 7/28終日,7/29午前

浄土宗と加行２（円頓戒） 必 夏期 7/29午後,7/30終日

人権（同和）教育 必

宗教法制 仏教の儀礼と儀式 必
夏期
集中Ⅴ

7/23午後,7/24終日
1/21午後,1/22終日

仏教と人権 仏教と福祉 　 選

仏教の儀礼と儀式 宗教法制 選

宗教学概論 選

仏教看護 選

小　　計

実践仏教学１ 必

法式実習１ 必

実践仏教学２ 必

法式実習２ 必

法式実習３ 必

法式実習４ 必

伝道Ⅰ（念仏講話） 仏教伝道学 T・S 必 春期 7/9午後,7/10終日

詠唱 詠唱 必 集中Ⅰ 5/3,4,5終日

伝道Ⅱ 仏教伝道学Ⅱ T・S 必 夏期 7/23午後,7/24終日

小　　計

合　　計 ◆上記60単位を履修すること

《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終日
2/13～2/21終日

集中Ⅲ 10/1,2,3終日

僧
侶
の
実
践
に
関
す
る
科
目

法式（初級）

◆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）

宗教学、社会福祉学、
臨床心理学などの概論科目

集中Ⅱ
集中Ⅵ

8/24～9/1終日
2/13～2/21終日

現
代
社
会
と
教
団
に
関
す
る
科
目

◆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

仏教の受容と展開

仏教史

浄
土
学
に
関
す
る
科
目

浄土教の思想と展開
（三部経、選択集、
　三巻書、円頓戒等）

仏
教
学
に
関
す
る
科
目

◆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

科科目目履履修修ココーースス（（浄浄土土宗宗教教師師資資格格））カカリリキキュュララムム表表
●●「「備備考考」」欄欄おおよよびび《《注注意意事事項項》》にに掲掲載載ししてていいるる要要件件をを満満たたしし、、「「修修得得単単位位」」欄欄にに掲掲載載ししてていいるる単単位位すすべべててをを修修得得すするる必必要要ががあありりまますす。。

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
（2022年度）

修得
単位

備　　　考
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業

少
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都

輔
　
教

浄土学研究 春期 7/2午後,7/3終日

浄土宗学研究 春期 6/25午後,6/26終日

三部経特講 冬期 11/26午後,11/27終日

選択集特講 冬期 12/3午後,12/4終日

法然の法語特講 集中Ⅴ 1/21午後,1/22終日

三巻書特講 冬期 1/8午後,1/9終日

円頓戒特講 冬期 1/7終日,1/8午前

論註特講 集中Ⅴ 2/11午後,2/12終日

観経疏特講 集中Ⅴ 2/4午後,2/5終日

安楽集特講 集中Ⅴ 1/28午後,1/29終日

法然門下の思想

日本仏教史
（仏教伝来～平安）

日本仏教史
（鎌倉以降）

仏教学研究
（初期・部派）

春期 7/9午後,7/10終日

仏教学研究
（大乗・チベット）

春期 6/11午後,6/12終日

大乗仏教思想史

中国仏教史

インド仏教史

天台教学

仏教と福祉

宗教学概論

仏教看護

僧侶の実践に
関する科目

仏教伝道学Ⅱ T・S 夏期 7/23午後,7/24終日

スクーリング履修費

〒〒660033--88330011　　京京都都市市北北区区紫紫野野北北花花ノノ坊坊町町９９６６
佛佛教教大大学学通通信信教教育育課課程程イインンフフォォメメーーシショョンンセセンンタターー

　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

　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）

【【留留意意事事項項】】

現代社会と教
団に関する科

目

僧階・教階・学階

　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。

仏教学に
関する科目

少僧都・得業

【【開開講講科科目目一一覧覧】】

【【修修了了ままででにに要要すするる経経費費（概算・単位：円）おおよよびびススククーーリリンンググ受受講講日日数数（目安）】】

学　費
（円）科目

ｺｰﾄﾞ

本　　　学　　　基　　　準

科　　目　　名

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）

種別
開講
単位

履修
方法

浄土学に
関する科目

日程
備考

◆「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

◆「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
修得
単位

◆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。

◆最短修業年限：１年（最長在籍期間：３年）

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。

【【入入学学資資格格】】

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

　　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）

宛宛先先

法然門下の思想

スクーリング（2022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。

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・一部科目）ご希望の欄に〇印をご記入ください。

開催期日 全科目受講 部分受講

令和4年 6月22日（水）～23日（木）

一部科目受講希望者の方には後日電話にて希望科目の確認をさせていただきます。

■ご希望講座の受講方法欄に〇印をご記入ください。

講座名 開催期日 受講方法 【対面】 受講方法 【Zoom】

阿弥陀仏編（第9回） 令和4年 6月21日（火）

御法語編（第18回） 令和4年 6月27日（月）

寺院運営編（第1回） 令和4年 7月8日（金）

阿弥陀仏編（第10回） 令和4年 7月12日（火）

『選択集』編（第19回） 令和4年 8月30日（火）

布教編（第1回） 令和4年 9月8日（木）

布教編（第2回） 令和4年 9月12日（月）

■法式編では事前に質問を受けつけています。ご希望の方はご記入ください。

教師研修会受講申込

実践講座申込

連絡先　※必ずご記入ください。

申し込みの受付確認を行うため
受付後、FAXにて返信いたします。

教区 組 寺院№ 寺院名

氏名 E-mail

住所　〒

携帯 TEL FAX

浄土宗教師研修会館本部  教師研修会・実践講座 申込用紙
FAX 075-744-0363

受付印
実践講座についてオンライン講座をご希望の方は、資料送付等の都合上、 
E-mailアドレスを必ずご記入ください。
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教区名 組　名 寺院№ 寺院名

氏　名

TEL FAX

携帯電話 E-mail

受講証等送付先　※寺院住所と異なる場合のみご記入ください

〒

一般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

タイトル：
 使用 ・ 不使用

ポスターセッションを希望される方は、発表者名、タイトルを記載してください。

発表者名：

タイトル：

共同発表者(教区寺院№氏名)：

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

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

締切：●発表申込…令和4年5月30日（月）　●受講申込…令和4年8月9日（火）
※締切は厳守願います

発表申込の方は、発表方法を選択の上、所属機関名・役職又は在籍課程をご記入ください。

一般研究発表 所属（機関に所属し研究されている場合）

役職 （ 研究員 ・ 教員 ・ 大学院生 ・ 学部生 ・ 他 ）
※記入がない場合は教区・寺院名を掲載します。卒業校ではありません

ポスターセッション

パネル発表

総合学術大会受講・発表申込書
FAX 075-531-5105

(参考)
Zoom対応 可 ・ 不可
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FAX
  075-531-5105

第119回教学高等講習会
（総本山知恩院冬夏居道場併修）

受講申請書（対面のみ）

【注意事項】
1 . 自家用車での登嶺は一切禁止します。公共の交通機関をご利用ください。

2. 講習会開催期間中、受講者の本山食堂の利用は一切禁止します。
また、希望者への昼食の提供も行っておりません。昼食は各自でご手配ください。

※ 上記個人情報は個人情報保護の関連法令及び浄土宗の関連規程に基づいてお取り扱い致します。

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

下記枠内の必要事項をご記入のうえ、FAX等にてお送りください。
※WEB受講の方は以下の内容をメールでお送りください。FAX等では受付けません。

受付印

令和　　　年　　　月　　　日

所　属

教　区 組 寺院№ 寺院名

ふりがな

氏　名

TEL FAX

許可証
送付先

※ 所属寺院の場合は記入しないでください。

〒　　　－

【申請者】

●受付期間　　令和4年5月1日（日）から令和4年6月10（金）まで（必着）
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【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。

	少僧都研修講座（A期・B期）

	詠唱指導者養成講座

	中央詠唱教司研修会

	第119回教学高等講習会（夏安居道場併修）

	宗門子弟教養講座

	教師検定試験

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

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。

浄土宗教学部  案内資料請求書
FAX 075-531-5105

受付印
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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。
　（個人様でのお申し込み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 日々に新たの御詠歌 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

平成新曲合本 (音譜用 ) 1,000

平成新曲合本 (図表用 ) 1,000

平成新曲合本 (伴奏用 ) 1,500

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 ) 14,960

3007 鈴鉦 (紫 ) 14,960

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 平
成
新
曲
合
本

音　譜
令和3年2月発売 1,000

10 図　表
令和3年2月発売 1,000

11 伴奏譜
令和3年2月発売 1,500

12 吉水流詠唱入門者DVD 1,000
13 吉水流詠讃歌集CD（3枚組） 6,000
14 新曲集CD 2,000

15 吉水流詠唱平成新曲集CD
平成31年4月発売（20曲） 4,000

16 浄土宗詠唱マニュアル 1,500
17 浄土宗吉水流和讃解説書 1,000

18 (P) 浄土宗ハワイ
開教区の御詠歌 300

19 (P)仏名会和讃 300

20 (P)久美浜本願寺の
御詠歌・念佛往生和讃 400

21 (P)袋中上人顕彰和讃 300
22 (P)日日に新たの御詠歌 300
23 (P)引接和讃 300

24 (P)金戒光明寺和讃・
聖冏上人鑽仰和讃 400

25 (P)蓮華寺の御詠歌・
蓮生法師和讃 400

26 (P)宗祖法然上人
八百年大遠忌和讃 300

27 (P)かたみとての御詠歌 300
28 CDかたみとての御詠歌 1,500
29 (P)熊谷寺の御詠歌 300
30 CD熊谷寺の御詠歌 1,500

商品名 単価 数量 金額

31 (P)鎌倉光明寺和讃・
霊沢上人和讃 400

32 CD鎌倉光明寺和讃・
霊沢上人和讃 1,800

33 (P)善導寺和讃 300
34 CD善導寺和讃 1,500

35 (P)平和和讃
平成29年度新曲 300

36 CD平和和讃 1,500

37
(P)蓮華寺和讃・
一向上人和讃
平成30年度新曲

400

38 CD蓮華寺和讃・
　一向上人和讃 1,800

39 (P)母の祈り和讃
令和元年度新曲 300

40 CD母の祈り和讃 1,500

41 吉水流鈴鉦セット（赤房）
女性用 令和4年4月価格変更 14,960

42 吉水流鈴鉦セット（紫房）
男性用 令和4年4月価格変更 14,960

43 調子笛 (ソの音 ) 350
44 舞DVD(3枚組 ) 15,000

45 舞DVD第2巻
平成29年10月発売 3,000

46 舞踊合本　和讃編 1,500
47 舞踊合本　詠歌編 1,500

48 舞踊教本22集
宗祖法然上人八百年大遠忌和讃 300

49 舞踊教本23集
増上寺和讃 300

50 舞踊教本24集
蓮生法師和讃・熊谷寺の御詠歌 400

51
舞踊教本25集
二祖鎮西上人鑽仰和讃・
呑龍上人和讃

400

52 舞扇 (大－29cm) 5,000
53 舞扇 (小－27cm) 4,500
54 舞用鈴 (2本1組 ) 3,500
55 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

平成新曲合本 (音譜用 ) 追加 1,000

平成新曲合本 (図表用 ) 追加 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 400

母の祈り和讃 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

平成新曲合本 (伴奏用 ) 追加 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） 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） 14,960

鈴鉦（赤房） 14,960

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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〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版

浄土宗出版からのお知らせ
　浄土宗出版では、僧侶が教学・法式・布教の各方面の研鑽を深めるための書籍から、檀信徒に
浄土宗の教えを知っていただくための定期刊行物、教化施本など、バリエーション豊富に取り揃え
ております。販売書籍につきましては、毎年ご寺院へお送りしている出版目録、または浄土宗出版
ウェブサイトをご覧ください。

浄土宗出版ウェブサイトをご活用ください！
スマートフォンからもご利用いただけます

 クレジットカード決済が可能！（ウェブサイトからのご注文のみ） 

※お電話やFAXからのご注文ではご利用になれません。
※定期購読商品はクレジットカード決済に対応しておりません。

①ご寺院名での請求書・領収書の発行が可能に！
僧侶会員としてのご利用では個人名での発行しかできませんが、寺院会員とし
てご注文いただければご寺院名での請求書・領収書の発行が可能になります。

②『浄土宗新聞』発送先の管理・送付部数の
　変更などがご自身で可能に！
ご好評いただいている『浄土宗新聞』の定期発送ですが、

「代行発送を依頼しているが、現在誰に、どの住所に送っているかわからない」
「部数の変更を毎回浄土宗出版に連絡するのもめんどう……」
そんなお声も多くいただきました。
寺院会員としてログインいただくと、
ご自身で発送先の管理・部数変更をしていただくことが可能になります。

③『浄土宗月訓カレンダー』『浄土宝暦』の刷り込み印刷の注文も！
『浄土宗月訓カレンダー』『浄土宝暦』の刷り込み印刷のご注文がより簡単に！
前年と同じ印刷内容（修正なし）の場合、寺院会員としてログインいただくと、申込書郵送の手間をかけず
に浄土宗出版のウェブサイトからご注文が可能です。
※初めて刷り込み印刷をご注文される方、前年に刷り込み印刷をされていない方、前年から印刷内容にご変更が

ある方は専用申込用紙にてご注文をお願いいたします。
※令和5年版『浄土宗月訓カレンダー』『浄土宝暦』の刷り込み印刷は7月より申込受付を開始いたします。

寺院会員としてログインいただくと便利です！

寺院会員への登録をご希望の方は、
右記QRからお申し込みください。
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コンビニ・郵便振込・代金引換クレジットカード

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版

ハガキで
『浄土宗宗報・和合』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・和合』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
ウェブサイト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・郵便振込
商品に同封の請求書（振込用紙）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。

4、5 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

4、5 日程度でお届け

◦ご注文の際、お支払い方法（「コンビニ・郵便振込」または「代
金引換」）をお選びください。なお商品代金とは別に送料（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。

◦商品は予告なく価格・デザインが変更になる場合がございます
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 4、5 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。なお

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、郵便振込」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。

ウェブサイトから
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。

【個人情報の取り扱いについて】
●ご注文によりお客様からご提供いただく個人情報は、ご注文いただいた商品の発送および付随するサービスに関して使用することのみ目的とし、それ以外の目
的には使用いたしません。●その他の必要に応じたお客様からご提供いただく個人情報については、その都度その利用目的を明らかにいたします。●お客様から
ご提供された個人情報は、法律によって要求された場合、あるいは当浄土宗出版の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はござ
いません。●配送・請求業務を浄土宗出版は第三者に委託する場合がございますが、この場合であっても当該委託先に対してお客様の個人情報が適切に保護さ
れるような措置を講じます。●お客様からお預かりした個人情報は、当浄土宗出版内で選任された担当者以外に閲覧不可な、厳正・安全な方法で保管いたします。
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　「浄土宗新聞」は2021年４月号より、すでにお申し込みいただいているご寺院さまも含め、配送料のみのご負担
でご利用いただけるようになりました。下記をご一読の上、ぜひともお申し込みください。
なお配送料につきましては、今般の無償化にともない、諸費を含めたあらたな料金を設定させていただいておりま
す。なにとぞご理解のほどをお願い申し上げます。

（ご注意）システムの都合上、「浄土宗新聞」は単独での発送となり、他商品との同梱はできかねますのでご了承ください。

【個人情報の取り扱いについて】
●ご注文によりお客様からご提供いただく個人情報は、ご注文いただいた商品の発送および付随するサービスに関して使用することのみ目的とし、それ
以外の目的には使用いたしません。●その他の必要に応じたお客様からご提供いただく個人情報については、その都度その利用目的を明らかにいたしま
す。●お客様からご提供された個人情報は、法律によって要求された場合、あるいは当浄土宗出版の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第
三者に提供する事はございません。●配送・請求業務を浄土宗出版は第三者に委託する場合がございますが、この場合であっても当該委託先に対してお
客様の個人情報が適切に保護されるような措置を講じます。●お客様からお預かりした個人情報は、当浄土宗出版内で選任された担当者以外に閲覧不
可な、厳正・安全な方法で保管いたします。

部　数 発送方法 配送料金（税込）
1部

ゆうメール（ポスト投函）
¥84

2～10部 ¥270
11～20部 ¥330
21～50部

宅急便（ヤマト運輸）

¥1,740
51～230部 ¥2,100

231～300部 ¥2,400
301～460部 ¥4,200
461～600部 ¥4,800
601部以上 サイズ・函数による

お申し込みは『浄土宗宗報・和合』同封宛名台紙をお使いください。
代行発送のお申し込みは浄土宗出版へお問い合わせください。

〈「浄土宗新聞」配送料金〉※配送作業の都合上、発送方法の指定はできかねますのでご了承ください。

３種の発送とお支払いの方法をご用意しております。貴寺のご用途、ご都合に合わせてお選びください。

❶定期一括発送
毎号、ご希望部数を貴寺へお届けいたします。配送料は、半年（4月号～9月号/10月号～翌年3
月号）分ごと、年2回（10月と3月）の後払い請求です。請求書同封の郵便振込用紙（郵便局または
ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア）でお支払いください。

❷定期代行発送
ご寺院様より配送料をお支払いいただき、檀信徒様へ毎号直接お届けします。別途、檀信徒様の
氏名／郵便番号／住所のリストをご提供ください。お支払い方法は、❶定期一括発送と同じです。

❸単発注文
ご希望の号の希望部数をお届けいたします。必要な号・部数をその都度お知らせください。配送料
のお支払いは代金引換、または郵便振込（郵便局またはゆうちょ銀行、コンビニエンスストア）をお
選びいただけます。

発送とお支払いの方法

浄土宗新聞　発送のお申し込みについて

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/

浄土宗出版
92 和合　令和4年　6月号



法話が単調に
なりがちで…。

遠方の
お檀家さんと
疎遠に…。

お檀家さんと
どんなことを
話せば…。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

行
事
や
法
事
に

お
檀
家
さ
ん
に
配
る
な
ら

浄
土
宗
新
聞

浄土宗新聞はさまざまな場面でご活用いただけます！

バラエティーと季節感に富んだ情報が満載！
　インタビュー記事や仏教関係の特集など、年中行事や年忌法要の法話を彩る
話題が豊富。法要の際にお配りいただき、ビジュアルを活用しながらお伝えすれ
ば、檀信徒さまにもわかりやすいはずです。
おススメ ⇒ ご希望の号のみ寺院にまとめて送付……左ページ③「単発注文」

コミュニケーションツールにも！
　浄土宗の教えや年中行事の由来、葬儀や法要の大切さなどを伝える記事も
大きな魅力。皆さまに代わって檀信徒さまに直接お届けする「代行発送」も承り
ます。浄土宗出版にあなたの教化活動のお手伝いをさせてください。
おススメ ⇒ 各檀信徒への代行発送……左ページ②「定期代行発送」

共有できる話題　ご提供します！
　浄土宗の教えはもちろん、健康や、料理、俳句・短歌の投稿コーナーなど生活
や趣味のページまで幅広い情報を掲載。月参りの際にお持ちいただいたり、客殿
や玄関、本堂に常備いただけば、すぐに話題にできます！　「今月の浄土宗新聞、
ご覧になりましたか？」の一言をきっかけに。
おススメ ⇒ 毎月寺院にまとめて送付……左ページ①「定期一括発送」

A

A

A

「浄土宗新聞」お申し込みなどの詳細は左ページをご覧ください。

浄土宗に関する
　豊富な情報を掲載

浄土宗の教えも
　わかりやすく解説



新 刊 書 籍 の ご 案 内

法然上人のお歌や各種行事の意味・由来を節に乗せ
てお唱えする“吉水流詠唱”。本書は、その意義をやさ
しく解説するとともに、お唱えの「楽しさ」「ありがたさ」
などについてわかりやすく紹介しています。詠唱に興味
を持たれたお檀家さまなどにぜひお配りください。

詠唱に興味がある方に！
てらこやブックス３９

吉水流詠唱のすすめ
定　価： 77円（税込）
サイズ： B6判　24頁
池上昭信（著）

【目次】
吉水講信条
はじめに— 詠唱の楽しさ、

喜び、ありがたさ
１　吉水流詠唱の三本柱
２　詠唱のいろは
３　口と体で心を表現する
４　お念仏へのみちびき
５　詠唱でうまれるつながり
６　詠唱のあゆみ
７　詠唱への入門
おわりに— さあ、詠唱を

はじめましょう

「てらこやブックス」は、多くの方が興味や
関心を持ちやすいテーマを取り上げ、「檀
信徒にこんなことを伝えたい」にお応えでき
る豊富な取り揃えも魅力なシリーズです。

浄土宗出版ウェブサイトより
是非ご覧ください。 ▶▶▶ 

〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4　明照会館3階
TEL 03-3436-3700（注文専用）　FAX 03-3436 -3356
浄土宗出版ウェブサイト　https://press.jodo.or.jp/
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の
行ぎ

ょ
う

儀ぎ

・
作
法
の
基
本
姿
勢
は

「
合が

っ

掌し
ょ
う

」
を
も
と
と
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
合

掌
の
心
と
姿
で
あ
り
、
合が

っ

掌し
ょ
う

に
始
ま
り
、
合が

っ

掌し
ょ
う

に

終
わ
り
ま
す
。
詠
唱
を
通
じ
て
正
し
い
合が

っ

掌し
ょ
う

の
仕

方
、
礼ら

い

拝は
い

の
仕
方
、
歩
き
方
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

し
か
し
、
年
を
重
ね
る
と
な
か
な
か
体
や
手
足

が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今

の
私
の
で
き
る
精
一
杯
の
姿
を
、
仏
さ
ま
に
さ
さ

げ
た
い
も
の
で
す
。
こ
の
精
一
杯
の
私
の
姿
を
、

阿
弥
陀
さ
ま
は
あ
た
た
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
い

ま
す
。

習
な ら

い始
は じ

めた　あの頃
こ ろ

は
誘
さ そ

い誘
さ そ

われ　来
き

たお寺
て ら

なれぬ悲
か な

しさ　調
ちょう

子
し

ははずれ
息
い き

はきれるし　手
て

足
あ し

も痛
い た

い
　　ソレ（Ｂ）
（『吉水講音頭』二番の歌詞）
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うら

なむちゃん
夏のお楽しみセット

うちわ …… 10枚

ポケット
ティッシュ …… 50個

ミニタオル …… 10枚

うちわ …… 10枚

ポケット
ティッシュ …… 50個

交通安全
キーホルダー …… 10個

ミニタオル
汗をかいたり、手を
洗ったり、持ち運び
やすいミニタオルは
出番がいっぱい！

交通安全
キーホルダー
車や自転車のライト
でキラッと反射。
暗い夜道で存在を
知らせます☆

Ａ
セ
ッ
ト

Ｂ
セ
ッ
ト

合計2,783円
のところ
▼

2,500円！！
合計3,025円
のところ
▼

2,500円！！

お盆、おせがき、こども会にピッタリのセット！！

●価格は税込です。別途送料（代引きの場合は代引き手数料）がかかります。●注文が殺到することが予想されます。数に限りがございますので、ご注文はお早めに。

各商品のサイズは出版目録をご参照ください

Ａセット Bセット

OR

セット価格で大変お得です！

１セットにつき10枚の
なむちゃんビニール手提げ袋
をお付けいたします！

サービス

ポケットティッシュ
配りやすいと大好評！
50個入りでお得！

うちわ
デザインリニューアル！
暑い夏の必需品！

A・Bセット
限定 各100セット！

©Hello! なむちゃん
浄土宗／しきしげゆき1993
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お 盆

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44円（税込）

価格：122円（税込）

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。部数の変更や中止は下記
お届けの目安の1ヵ月前までにご連絡ください。
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。部数の変更や中止は下
記お届けの目安の1ヵ月前までにご連絡ください。

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、
エッセイ、コラムを収録。
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とともに、趣旨や詠まれ
た背景など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

落語に感謝し、恩返し
落語家
六代目 三遊亭円楽　師匠

·心に残る法然さまの言葉

·ほとけにあいに

·ご開帳が待ち遠しい！
秘仏なぞり描き

·浄土宗　知っておきたい
仏事作法の基本

·自宅で簡単♡ ストレッチヨガ

·まるごと作りおき！ 精進レシピ

·読者のひろば

·季
4

になる仏教行事
【迎え火・送り火】

2022
夏号
No.115

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』5月号に『かるな』夏号、本号に行事シリーズ『お盆』のサンプルを同梱しております。

お 盆

年中行
事で

檀信徒
さまに

お配り
くださ

い！




