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部門 講義名 講師名 曜日・時間 受講料 頁

研究部門

一
般
思
想

仏教入門 前田 專學 月　19:10 〜 20:00 ¥40,000 14

比較思想 川崎 信定 木　13:00 〜 14:30 ¥40,000 14

仏教入門 黒川 文子 金　17:30 〜 19:00 ¥40,000 15

思
想
と
文
化

インドの思想と文化 前田 專學 月　18:00 〜 18:50 ¥40,000 15

中国仏教の思想と文化 木村 清孝 火　13:00 〜 14:30  ( 第 3 週 ) ¥10,000 15

＜新講座＞仏教の図像学 田中 公明 火　13:00 〜 14:30 ¥40,000 16

＜新講座＞日本仏教の創造者たち ひろ さちや 火　15:00 〜 16:30  ( 全 13 回 ) ¥20,000 16

陰陽の宇宙論と東アジア 鈴木 一馨 火　15:45 〜 17:15 ¥40,000 16

仏教論理学入門 林 慶仁 水　12:40 〜 14:10 ¥40,000 17

仏教論理学の魅力 林 慶仁 水　14:20 〜 15:50 ¥40,000 17

大乗とは何であったのか 津田 眞一 木　15:00 〜 17:00 ¥40,000 17

東南アジアの宗教・歴史・文化 奈良 修一 木　16:30 〜 18:00 ¥40,000 17

ヴェーダーンタ思想の展開 山口 泰司 木　18:00 〜 19:30 ¥40,000 18

「近代」を再考する 奈良 修一 木　18:30 〜 20:00 ¥40,000 18

仏教が歩んだ道 釈 悟震 金　13:00 〜 14:30 ¥40,000 18

インド文化論 保坂 俊司 金　13:30 〜 15:00 ¥40,000 19

インド哲学の探求 宮元 啓一 金　14:00 〜 15:30 ¥40,000 19

東アジア仏教と文化へのいざない 釈 悟震 土　10:30 〜 12:00 ¥40,000 19

東洋思想の探求 宮元 啓一 土　14:00 〜 15:30 ¥40,000 19

英語による仏教哲学 マシュー・
ヴァルギース

土　15:30 〜 17:00 ¥40,000 20

仏
典

仏教聖典入門 堀内伸二 月　11:00 〜 12:30 ¥40,000 20

入竺求法僧の記録を読む 加藤 榮司 月　15:00 〜 16:30 ¥40,000 21

唯識思想入門 下川邊 季由 火　10:30 〜 12:00 ¥40,000 21

法華経を読む 渡邊 寶陽 火　15:00 〜 16:30 ¥40,000 21

アビダルマ研究 三友 健容 木　14:30 〜 16:00 ¥40,000 22

＜新講座＞日蓮『報恩抄』を読む 関戸 堯海 金　10:30 〜 12:00 ¥40,000 22

中論の思想 奥住 毅 土　11:00 〜 12:30 ( 第 1・3・5 週 ) ¥30,000 22

唯識説 奥住 毅 土　13:30 〜 15:00 ( 第 1・3・5 週 ) ¥30,000 23

『華厳経』講読 吉野 惠子 土　15:45 〜 17:15 ¥40,000 23

東京本校 講義一覧
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部門 講義名 講師名 曜日・時間 受講料 頁

日
本

日本の仏教と文化 水上 文義 月　14:00 〜 15:30 ¥40,000 23

＜新講座＞
聖徳太子撰『法華義疏』を読む

藤井 教公 火　19:00 〜 20:30 ¥40,000 24

＜新講座＞日本人と神儒仏 森 和也 水　10:30 〜 12:00 ¥40,000 24

＜新講座＞『教行信証』講義 本多 弘之 木　10:30 〜 12:00 ( 第 1・3・(5) 週）¥20,000 24

親鸞の生涯と思想 常磐井 慈裕 金　12:50 〜 14:50 ( 第 2・4 週 ) ¥20,000 25

語学部門

インドの言語と文化—ヒンディー語初級 坂田 貞二 月　18:00 〜 19:10 ¥40,000 25

インドの言語と文化—ヒンディー語中級 坂田 貞二 月　19:20 〜 20:30 ¥40,000 25

サンスクリット語中級 (1） 水野 善文 火　18:20 〜 19:40 ¥40,000 26

サンスクリット語初級 水野 善文 火　19:45 〜 21:00 ¥40,000 26

インド哲学の原典を読む 有賀 弘紀 水　16:20 〜 17:50 ¥40,000 26

初級チベット語 石川 巌 水　18:00 〜 19:30 ¥40,000 26

サンスクリット語中級 (2) 有賀 弘紀 水　18:30 〜 20:00 ¥40,000 27

チベット語仏典講読 川崎 信定 木　10:30 〜 12:00 ¥40,000 27

パーリ語文献講読 林 隆嗣 金　15:00 〜 16:30 ¥40,000 27

パーリ語入門 林 隆嗣 金　16:35 〜 18:05 ¥40,000 27

ベンガル語入門 我妻 絅子 土　13:00 〜 16:00 ( 第 1・3・(5) 週 ) ¥40,000 28

実習部門

仏画入門 山田 美和 月　10:00 〜 11:30 ( 第 1・3 週 ) ¥20,000 28

坐禅の実習と『正法眼蔵』の提唱 来馬 正行 金　18:00 〜 20:00 ( 第 2・4 週 ) ¥20,000 28

仏像彫刻の実技基礎 西山 多寿子 土　13:00 〜 17:00 ( 第 2 週） ¥40,000 29

仏像彫刻の実技 小田谷 史弥 土　13:00 〜 17:00 ( 第 2 週） ¥40,000 29

絵画（宗教画）実技 菅沼 荘二郎 土　14:00 〜 17:00 ( 第 1・3 週） ¥40,000 29

南インド古典音楽 的場 裕子 土　16:00 〜 17:30 ¥40,000 30

日時等が調整中の講座につきましては、東京本校事務局までお問い合わせ下さい。
詳細は決定次第ホームページなどでもお知らせします。
＊集中講義：開講日 2 週間前までにお申し込み者がない場合は休講となります。ご注意下さい。
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研究部門

一般思想

 仏教入門  初級

前田 專學

( 公財 ) 中村元
東方研究所理事長
兼東方学院長

仏教について知りたいと思っている方への入門講義です。昨年度から拙書『ブッ
ダ―その生涯と思想―』をテキストにして、仏教の開祖ゴータマ・ブッダは、
一体どのような歴史的・社会的な背景の中に生まれ、どのような思想的・宗教的・
文化的な土壌の中に育ち、どのような人物であり、どのような生涯を送り、ど
のような弟子がおり、何を教え、どのようにして亡くなったのか、を皆さんと
一緒に考えてきております。読み終わり次第、中村先生が昭和 63 年度に東方学
院で毎週月曜日に行われた「仏教入門」の講義録『中村元の仏教入門』をテキ
ストにして、広い視野から見た仏教の成立とその思想と実践を考えてみたいと
思います。（金曜の講義は、黒川文子講師が同じテキストを使って致します。）

【テキスト】前田專學『ブッダ—その生涯と思想』春秋社、2012　　　　　　 
中村元著『中村元の仏教入門』春秋社、2014

【参考書】中村元著『ゴータマ・ブッダ』〈普及版〉上中下、春秋社､ 2012
中村元著『仏弟子の生涯』〈普及版〉上下、春秋社､ 2012

（月）19:10 〜 20:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 比較思想  初級

川崎 信定

筑波大学名誉教授 

「思想」に関して「比較」の手法と手続きはなぜ必要とされ、また有効であるのか。
東西の思想文化圏において、どの時代においても問題とされている、人間にとっ
ての普遍的問題のいくつかを取り上げ、思想を比較して論ずる意義を分析した
い。

【テキスト】教室でご案内いたします。

（木）13:00 〜 14:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

東京本校 講義内容
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 仏教入門  初級

黒川 文子

NHK 学園講師

仏教について知りたいと思っている方への入門講義です。昨年度から拙書『ブッ
ダ―その生涯と思想―』をテキストにして、仏教の開祖ゴータマ・ブッダは、
一体どのような歴史的・社会的な背景の中に生まれ、どのような思想的・宗教的・
文化的な土壌の中に育ち、どのような人物であり、どのような生涯を送り、ど
のような弟子がおり、何を教え、どのようにして亡くなったのか、を皆さんと
一緒に考えてきております。読み終わり次第、中村先生が昭和 63 年度に東方学
院で毎週月曜日に行われた「仏教入門」の講義録『中村元の仏教入門』をテキ
ストにして、広い視野から見た仏教の成立とその思想と実践を考えてみたいと
思います。（月曜の講義は、前田專學学院長が同じテキストを使って致します）。

【テキスト】前田專學『ブッダ―その生涯と思想―』春秋社、2012　　　　　　
中村元著『中村元の仏教入門』春秋社、2014

【参考書】中村元著『ゴータマ・ブッダ』〈普及版〉上中下、春秋社､ 2012
中村元著『仏弟子の生涯』〈普及版〉上下、春秋社､ 2012

（金）17:30 〜 19:00・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

思想と文化

 インドの思想と文化  初級

前田 專學

( 公財 ) 中村元
東方研究所理事長
兼東方学院長

これはインドの思想と文化について興味のある方への入門講座です。毎年中村
元先生が書かれた著作を取り上げることにしておりますが、昨年度からは『東
洋のこころ』（講談社学術文庫）をテキストにして授業を進めております。本書
は、文明の進歩にともない物質的には非常な繁栄を享受していますが、その反面、
精神的に貧しくなっている日本人のこころの荒廃を救うためには、東洋の伝統
的な思想に立ち返る必要を説き、その伝統的思想として「東洋のこころ」を示
した好著です。今年度も同書を皆さんと読み続ける予定ですが、途中からの参
加も歓迎します。

【テキスト】中村元著『東洋のこころ』（講談社学術文庫）講談社、2005

（月）18:00 〜 18:50・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 中国仏教の思想と文化  初級

木村 清孝

東京大学名誉教授

下記テキストを講読・補足しながら、日本仏教の母胎ともなった中国仏教の豊
かな思想と文化について考察していく。初めて学ぶ方にも理解してもらえるよ
う、工夫したい。

【テキスト】木村清孝『中国仏教思想史』世界聖典刊行協会
【参考書】必要に応じて紹介する。また適宜プリントを配布する。

（火）13:00 〜 14:30・東京本校・402 号室
第 3 週  

受講料 ¥10,000



16

 ＜新講座＞仏教の図像学 初級

田中 公明

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

近年、彫刻や絵画の神々や人物の姿に込められた象徴的意味を読みとる「図像学」
が、学界で注目を集めている。ところがわが国の「図像学」ブームは、主とし
てキリスト教図像学と西洋美術の研究者によって提起されたため、世界でも屈
指の高度な象徴体系を有する仏教の図像学は、大学の講義でもほとんど取り上
げられることがなかった。本講座では、仏教図像の象徴体系を仏教の故国イン
ドに遡って考察するとともに、インドの仏教美術を継承したチベット・ネパール・
東南アジア、日本の仏教美術の源流であるシルクロード・中国・朝鮮半島の作
品も視野に入れつつ、アジア全域に亙る文化交流の歴史を明らかにしてゆきた
い。

【テキスト】『仏教図像学』（春秋社、2015）

（火）13:00 〜 14:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 ＜新講座＞日本仏教の創造者たち  初級

ひろ さちや

作家

日本の仏教は大乗仏教です。その大乗仏教の思想・哲学を日本的に展開した思
想家たち―具体的には最澄・空海・法然・親鸞・一遍・栄西・道元・日蓮―の
思想の歴史を、分かりやすく解説します。

（火）15:00 〜 16:30・東京本校・402 号室
全 13 回 ( 含予備日 )

開催日：4/26, 5/10, 5/24, 6/7, 6/21, 7/12, 10/11, 10/25, 11/8, 11/22, 12/6, 12/13, 1/17（予備日）
受講料 ¥20,000

 陰陽の宇宙論と東アジア  初級

鈴木 一馨

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

「陰陽」とは、中国に成立した天の理念や元気論、陰陽説や五行説あるいは易な
どのさまざまな宇宙論と、それを基礎とした占いや風水・医術などの諸技術の
総称です。広く東アジアに共有されるこれらの思想・技術は、単に中国起源の
宗教である道教を成立させているだけではなく、仏教をはじめとした東アジア
の諸宗教・文化と深く結びついています。本講義は東アジアの宗教・文化を理
解する手がかりとして、この陰陽の宇宙論について『五行大義』の講読をしな
がら講説することにします。

【テキスト】中村璋八『五行大義全釈』上、明治書院（講師がコピーを準備します）
【参考書】鈴木一馨『陰陽道』 講談社、2002

（火）15:45 〜 17:15・東京本校・403 号室
受講料 ¥40,000
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 仏教論理学入門  初級

林 慶仁

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

インドで発生、発展した仏教の論理学を初歩より学んでゆきます。仏教論理学
は思考の過程が重要であり結論を急がれる方には向きません。ブッダが規範師
であることの証明、輪廻の論証、刹那滅の論証など、仏教の宗教哲学を論理の
視点から追求します。継続ですが、初心の方もわかるように工夫します。

【テキスト】シリーズ大乗仏教（９）「認識論と論理学」
【参考書】桂紹隆『インド人の論理学』 中公新書

（水）12:40 〜 14:10・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 仏教論理学の魅力  中級

林 慶仁

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

仏教論理学の大成者ダルマキールティの『プラマーナ・ヴァールティカ』の推
理章をマノータラナンディン注を使用しながらサンスクリット語（希望があれ
ばチベット語）より読解していきます。サンスクリットの初級を終わられた方
ならどなたでも可です。

【テキスト】コピでお渡しします。

（水）14:20 〜 15:50・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 大乗とは何であったのか  
　―仏教思想論考—

上級

津田 眞一

前国際仏教学大学
院大学教授

津田講師が今執筆中の（仮）『大乗以後の仏教─法華・如来蔵から密教へ─』の
原稿を研究会員の前で読み上げながら訂正していきます。初級者でも受講可で
す。

（木）15:00 〜 17:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 東南アジアの宗教・歴史・文化  初級

奈良 修一

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

東南アジアと言われる地域は、中国文明とインド文明の狭間にあると考えられ
ています。それだけに、交易を中心とする国家を成立してきた歴史があります。
また、その土地の文化の上にインド宗教文化などを受容し、それをその土地の
ものとして変容してきました。
日本との関わりも深いこの地域ではありますが、その宗教・歴史・文化はあま
り知られていません。本講義では、この地域の歴史を概観すると共に、受容し
てきた文化も考察してゆきたいと考えています。さらに、この土地の受容して
きた宗教（仏教、イスラーム）の歴史と発展も考察してゆく予定です。

【テキスト】教室でご案内いたします。
【参考書】石井米雄他『東南アジア史』( 全 9 巻・別巻 1) 岩波書店

（木）16:30 〜 18:00・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000
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 ヴェーダーンタ思想の展開  
　—ヴィヴィエーカーナンダ・オーロビンド・ラーダークリシュ
　ナン・クリシュナーナンダの生涯と思想—

初級

山口 泰司

元明治大学教授

上記のテーマで近代ヴェーダーンタの思想の流れを、順次スケッチ風に辿りま
す。プリント資料を活用して、分かりやすく解説したいと思います。心と魂の
精髄の理解を求める人なら、どなたでも歓迎です。

【テキスト】教場で指示します。
【参考書】シュリー・オーロビンド『神の生命』文化書房博文社

（木）18:00 〜 19:30・東京本校・402 号室
（受講会員の希望に応じて時間と曜日は変更可）

受講料 ¥40,000

 「近代」を再考する  
　—マックス・ウェーバー著『プロテスタンティズムの倫理と
　資本主義の精神』を読む—

初級

奈良 修一

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

現代、さまざまな問題が議論される時代になりましたが、改めて、「近代」とは
何であるのか、どういう時代であるのか、さらに、それ故にどのような問題が
あるのかを、宗教的、社会的、文化的な面から再考が迫られています。
この状況の根元的な特徴を考察することを目的として、まず、マックス・ウェー
バーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』から学んでいきたい
と思います。本書は、ドイツ語で書かれたものですが、日本語訳をテキストに
使い、必要に応じて、ドイツ語原典に当たる予定です。
さらに、歴史の実例などを参照にし、ヨーロッパ、アメリカだけでなく、日本
の近代化が何故、成功したのかという問題も、宗教文化を背景に考察していき
たいと思います。

【テキスト】大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波
文庫

【参考書】教室でご紹介します。

（木）18:30 〜 20:00 ・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 仏教が歩んだ道―インド・中国・韓国・日本― 初級

釈 悟震

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

ゴータマ・ブッダは今から 2500 年前にインドで仏教を創始しました。その仏教
は、現在は原始仏教と呼ばれていますが、1,000 年の間に、東へ東へと進み、シ
ルクロードを通り、中国、朝鮮半島をへて日本に伝わりました。日本に伝わっ
た仏教を日本仏教といっています。原始仏教と日本仏教の間に、仏教は驚くほ
ど大きく変わりました。インドにおいても原始仏教、部派仏教、大乗仏教、密
教などと変わりました。今年度はインド内における仏教の変遷を歴史的に辿り
ながら、中国仏教へ歩んで行きたいと思います。

【テキスト】平川彰『仏教通史』春秋社、1977
【参考書】前田惠學『仏教要説』山喜房仏書林、1968

（金）13:00 〜 14:30・東京本校・403 号室
受講料 ¥40,000
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 インド文化論  初級

保坂 俊司

中央大学教授

インドにおける多様な宗教文化をヒンドゥー・イスラム・仏教など宗教と思想
を中心に紹介します。特に、人々が宗教に何を求めて、信仰してきたかを探求
したいと思います。
具体的には、①仏教はインドで何を期待されたのか。②仏教の国際性　③仏教
の衰退　④イスラームとインド　⑤近代とインド

【テキスト】教室でご案内いたします。

（金）13:30 〜 15:00・中央大学多摩キャンパス（※教室案内参照）
受講料 ¥40,000

 インド哲学の探求  
　—大乗仏教登場直前に芽生えた新仏教思潮を辿る—

初級

宮元 啓一

國學院大学
特任教授

インド初期大乗仏教の源流を、原典和訳のテキストを読みながら考察する。
＊年度始めには、約１ヶ月半かけてゴータマ・ブッダの教えの根本と、それとまっ
たく発想法が異なる大乗仏教についての概論を語ります。一から順に説明しま
すので、なるべく欠席しないようにして下さい。

【テキスト】中村元・早島鏡正訳『ミリンダ王の問い』１、平凡社

（金）14:00 〜 15:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 東アジア仏教と文化へのいざない  初級

釈 悟震

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

東アジアにおける思想や文化を語る時、欠かすことのできないのが、仏教であ
ることは当該地域のわたくしどもは否定できないだろう。しかし、その実、古
くから幾多の時代を経て近代・現代へと変遷する時の流れの中で日本や中国、
韓国の仏教が著しく異なる独自の仏教文化を築きあげた三国の仏教。なかでも、
中村元博士の独創的な思想形態を特説した三国の仏教思想や文化を歴史的解明
ができるよう努めます。ことに本年度は、これらの三国仏教の流れを物語的に
つづられた史書『三国遺事』(13 世紀編纂 ) を読みながら東アジア仏教と文化へ
のいざないを解説的に学びたいと思います。

【テキスト】一然著、 金 思燁 完訳『三国遺事』明石書店、1997
【参考書】中村元『チベット人・韓国人の思惟方法』春秋社、1989

（土）10:30 〜 12:00・東京本校・403 号室
受講料 ¥40,000

 東洋思想の探求  
　―日本仏教の本格的出発点を顧みる―

初級

宮元 啓一

國學院大学
特任教授

日本仏教が独自の発展をする礎を築いた伝教大師最澄と弘法大師空海の著作（小
品中心）を、そして両者に手厳しい批判を加えた会津の徳一法師（法相宗）の
著作を、丁寧に読み進める。

【テキスト】開講時にプリントを配布する。

（土）14:00 〜 15:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000
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 英語による仏教哲学  中級

マシュー・

ヴァルギース

青山学院大学講師

英語で学ぶ仏教哲学の講座です。サンスクリット文献を通し、仏教の哲学的な
様相を学習します。原典を読みながら仏教で用いられるサンスクリット語のよ
り深い意味を探求していきます。さらに当講座では、仏教と他の哲学との比較等、
活発な討論も行っていきたいと思います。

【テキスト】コピーで配布いたします。

（土）15:30 〜 17:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

仏典

 仏教聖典入門  初級

堀内伸二

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

仏教の聖典は膨大です。本講座は、その全体像を把握するために、仏教聖典に
ついての入門的講義を行うことを主な目的としています。
そこで、総論的概説を行い、その上で数多くの仏教聖典の中から、仏教を学ぶ
上で大切な聖典にできるだけ多く触れることを心がけています。具体的には、
釈尊が最初に説かれたとされる『初転法輪経』を初めとする阿含経典や、『妙法
蓮華経』、浄土三部経などの大乗経典、あるいは『摩訶止観』『夜船閑話』といっ
た各宗の祖師方による諸論書など、とりわけインドや中国、そして日本におい
て成立した学派や宗派のよりどころとなっている聖典の主要な部分に焦点をあ
て、できるだけ多くの仏典を読みたいと思います。
本年は昨年に続き、諸仏典を比較宗教学的に位置づけ説明している『天台四教儀』
を読みながら様々な仏典を読んでいきます。（復習しながら新しい所を読みます
ので初めての方もどうぞご心配なく。）

【テキスト】『昭和校訂 天台四教儀』 山喜房仏書林
その他のものについては必要な箇所を随時コピーし配付いたします。

（月）11:00 〜 12:30・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000
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 入竺求法僧の記録を読む  初級

加藤 榮司

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

孫悟空に猪八戒、三蔵法師の『西遊記』の元ネタは『西域記』です。主人公は
玄奘三蔵、その「三蔵」号を持つ翻経僧は実は玄奘以外にも多数いました（霊
山「三蔵」などは日本人です）。玄奘の先輩には法顕がおり、後輩には義浄がい
ました。義浄には印度滞在記『寄帰伝』の他に入竺僧列伝『求法高僧伝』があり、
日本人僧はいないようですが、半島出身の入竺僧は数多く、中でも有名な慧超
の旅行記『往五天竺伝』は 1905 年に敦煌で見つかったものです。
印度と中国、100 年でなく 1000 年を単位にしてみれば、両大国はアジアの文明
の二極であり、その両者を繋いだのが仏教でした。1000 年前、その架け橋を往
来した仏教僧の姿に史実から迫ってみましょう。

【テキスト】拙稿「仏教僧の往来」を配布します。興味関心のある時代人物を選
んでテキストを決めることにしましょう。

（月）15:00 〜 16:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 唯識思想入門  初級

下川邊 季由

元立正大学講師

高崎直道著『唯識入門』を読み、唯識思想の基本的理解を目指します。

【テキスト】高崎直道著『唯識入門』春秋社、1992 年
【参考書】最初の講義でお知らせいたします。

（火）10:30 〜 12:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 法華経を読む  初級

渡邊 寶陽

立正大学名誉教授

『法華経』は聖徳太子の時代に伝来し、平安時代以降、「諸経の王」として尊重
されました。鎌倉時代、道元・日蓮らにとって重要な経典で、江戸期の白隠・
良寛らによって独特な展開が示されました。岩波文庫の『法華経』は、右頁に
漢文の訓読、左頁にサンスクリットからの和訳が対訳されています。今年度は、
岩波文庫『法華経』下巻から如来寿量品第十六から、漢文訳の原文に沿って、
皆さんと通読したいと願って居ります。受講者は岩波文庫の『法華経』下巻を
ご用意ください。なお、講師が講義用の資料を毎回用意する予定です。

【テキスト】坂本幸男・岩本裕訳『法華経』( 下 ) 岩波文庫
【参考書】渡邊寶陽『法華経・久遠の教え』『ブッダ永遠のいのちを説く』 ( いず
れも NHK ライブラリー）。他は、講義の際にお伝えします。

（火）15:00 〜 16:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000
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 アビダルマ研究  中・上級

三友 健容

立正大学教授

有部最後の論書『アビダルマディーパ』を読んで行く。サンスクリット語、チベッ
ト語の読解力のあることが望ましい。

【テキスト】講義の初めに渡します。
【参考書】三友健容『アビダルマディーパの研究』, Abhidharmakośabhāṣya、
櫻部建『倶舎論の研究』、本庄良文ほか『倶舎論の原典研究』など

（金）14:30 〜 16:00・立正大学（※教室案内参照）
受講料 ¥40,000

 ＜新講座＞日蓮『報恩抄』を読む  初級

関戸 堯海

立正大学日蓮教学
研究所客員所員

『報恩抄』は日蓮の建治二年（1276）七月二十一日の著述です。その年の六月
ごろに入寂した恩師の道善房のために、報恩感謝の心をこめて追善供養を目的
として執筆しました。弟子の日向を清澄に遣わして道善房の墓前で読みあげた
と伝えられています。また、清澄の浄顕房と義浄房に送られており、二人への
法門教示の意味合いもありました。人倫の根本である報恩について述べた上で、
仏教における報恩とは何かを論究し、法華経の教えによって末世の衆生を導く
ことが真実の報恩であるとしたのです。そして、日蓮の法華経布教者として得
た功徳のすべてが、恩師道善房の身に集まると結んでいます。本講座では『報
恩抄』を講読し、仏教における報恩の意義について考えていきたいと思います。
また、日蓮の生涯と思想全般についても概観します。

【テキスト】庵谷行亨・関戸堯海監修、京都日蓮宗青年会編『報恩抄ノート』東
方出版

【参考書】渡邊寶陽・小松邦彰編『日蓮聖人全集』（第 3 巻）春秋社

（金）10:30 〜 12:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 中論の思想  中級

奥住 毅

元千葉敬愛短期
大学助教授

龍樹の『中論』（唯一の梵語原典であるチャンドラキールティの註釈書『プラサ
ンナパダー』）を読んで、空の思想について考えてみたいと思います。テキスト
は講師による和訳（奥住毅著『増補改訂・中論注釈書の研究』山喜房仏書林）
を使用します（仏教の初歩的知識が必要です）。現在は、上記をふまえつつ、『中
論』の簡略な綱要書といわれるべき龍樹著『空七十論』を読んでいます。

【テキスト】奥住毅『増補改訂・中論註釈書の研究』山喜房仏書林
『大乗仏典 14 龍樹論集』　中央公論新社
【参考書】中村元『龍樹』 講談社

（土）11:00 〜 12:30・東京本校・402 号室
第 1・3・5 週（4 月は第 3・4・5 週。他に追加週あり。教室で通知します。全 19 回）

受講料 ¥30,000
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 唯識説  中級

奥住 毅

元千葉敬愛短期
大学助教授

中観派とならんでインド大乗仏教の二大学派の一つである唯識派の基本教説の
理解に目標をおいて、根本教典である『成唯識論』（漢訳）を読みながら、なる
べく平易に解釈したいと思います。（仏教の初歩的知識が必要です。）『成唯識論』
は高度な内容のものですが、入門的講義を随所にはさみながら講義を進めます。

【テキスト】『新導成唯識論』 法隆寺
【参考書】多川俊映『唯識入門』春秋社
横山紘一『唯識とは何か』春秋社
高崎直道『唯識入門』春秋社

（土）13:30 〜 15:00・東京本校・402 号室
第 1・3・5 週（4 月は第 3・4・5 週。他に追加週あり。教室で通知します。全 19 回）

受講料 ¥30,000

 『華厳経』講読  中級

吉野 惠子

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

『華厳経』を最初から講読し華厳の世界観を探ります。また経典に親しむことも
目的とします。書き下し文を中心に必要に応じて漢文を参照し、読んでゆきます。
さらに、経典に出てくる教義の意味を解説しながら、仏教的な考え方を探ります。
新年度は「入法界品」の続きです（仏教の基礎知識が必要です）。

【テキスト】『国訳大蔵経』・『大正新修大蔵経』をコピーして頂きます。
【参考書】水野弘元『仏教要語の基礎知識』 春秋社

（土）15:45 〜 17:15・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

日本

 日本の仏教と文化  
　－平安仏教の諸相－

初級

水上 文義

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

天台・真言の平安仏教には加持祈祷の迷信的貴族仏教という印象がありますが、
最近は日本仏教の方向を定め、文化形成の基盤となったと再評価されています。
最澄と空海に始まる日本仏教の源流と展開を、文献資料などを読むことも含め
て、探りたいと思います。
できるだけ研究会員の方のご要望に添う内容を考えますが、基本的には日本仏
教の特色が最もあらわれる密教と本覚思想を中心に考えていきたいと思います。

【テキスト】適宜に講義要旨や資料のプリントを配付します。
【参考書】講義のなかで紹介します。

（月）14:00 〜 15:30・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000
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 ＜新講座＞聖徳太子撰『法華義疏』を読む  初級

藤井 教公

国際仏教学大学院
大学教授

はじめに聖徳太子の事績に触れ、次に具体的に太子撰とされる『法華義疏』を
講読します。

【テキスト】コピーを配布します。
【参考書】教場にて解説します。

（火）19:00 〜 20:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 ＜新講座＞日本人と神儒仏―江戸時代から振り返る―  初級

森 和也

公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

神道・儒教・仏教は申すまでもなく日本人の思想を形成した三つの柱です。こ
れら三教は別個に存在したのではなく、相互に影響を与え合って、一つの日本
思想史の流れをかたち作っています。本講座では、三教の交渉が多面的に行われ、
かつ、現代の我々の考え方に直接的に結びつく江戸時代に中心となる観測点を
置き、実際の資料に添いながら三教思想史の展開を見てゆくことにいたします。
また、近世仏教を再評価する視点も提示できればと思っています。

【テキスト】適宜に資料のプリントを配布致します。
【参考書】森和也「神儒仏の江戸時代」（『在家佛教』連載）

（水）10:30 〜 12:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 ＜新講座＞『教行信証』講義  初級

本多 弘之

親鸞仏教センター
所長

親鸞の主著『顕浄土真実教行証文類』（以下『教行信証』）を読んでいきたい。
この著は、親鸞が師源空から教えられた本願の信念に立って、一切の凡夫に成
り立つ大乗の仏教を鮮明にしようとした高度に思想的な書物である。この思想
と信念を解きほぐすために、親鸞の人柄とその基本的な問題意識を良く理解し
ていくことが大切だと思われる。それで、親鸞の人物像を探りつつ、『教行信証』
の言葉に触れていこうと思う。

【テキスト】東本願寺出版『真宗聖典』
【参考書】講義の中で触れます。

（木）10:30 〜 12:00・東京本校・402 号室
第 1・3・(5) 週

受講料 ¥20,000
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 親鸞の生涯と思想  初級

常磐井 慈裕

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

親鸞の生涯は伝説に塗り固められたままで、その大半は謎に包まれています。
いかにして親鸞の歴史的実像を解明してゆけば良いでしょうか。本講義では、
親鸞の生涯と思想について再検討した上で、いかなる史料に依るべきか考えて
ゆきたいと思います。本願寺第３世覚如の『伝絵』に加えて近世高田派の聖人
伝である『正統伝』『正明伝』を参照してみたいと思います。

【テキスト】教室でご案内いたします。

（金）第 2・4 週　12:50 〜 14:50・東京本校・402 号室
受講料 ¥20,000

語学部門

 インドの言語と文化—ヒンディー語初級  初級

坂田 貞二

拓殖大学名誉教授

- 音と文字からはじめて、新聞・雑誌の記事を読むまで - 
  ヒンディー語は北インドの広大な地域で話され、インド連邦の公用語になって
いる。ヒンディー語を学ぶことによってわたしたちは、現在のインドの人たち
の心を感じとれよう。 
 講義は、音と文字 ( サンスクリット語と同じナーガリー文字 ) の初歩からはじ
め、年度末には新聞・雑誌の簡単な記事が読めるように進める。ヒンディー語は、
不規則変化が少ないうえに語順が日本語とほぼ同じなので、日本語話者にとっ
て学びやすい。全体としてインドの文化をヒンディー語学習を通じて感じとれ
るような講義を展開したい。

【テキスト】坂田貞二『入門ヒンディー語』 鳳書房、2003 (¥2,800 + 税 )
希望者にはガイダンス時に割引頒布。CD は教室で実費配布。

【参考書】辞典は 5 月末から必要。第 1 回の講義で辞典を紹介。

（月）18:00 〜 19:10・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 インドの言語と文化—ヒンディー語中級  中級

坂田 貞二

拓殖大学名誉教授

－ヒンディー語の昔話を聴き、読む－
ヒンディー語初級程度を学んだ人を対象に、昔話を聴き、読む。
ヒンディー語の昔話にはその地域独自のものがある一方で、日本で親しまれて
いる話に類似するものもある。古典インド世界の説話が仏教を通じて日本に伝
わり受容されたためである。
インドではヒンディー語はじめ諸現代語で、古くからの話が語り継がれてきて
いる。その録音を聴くうちに、日本とインドの文化的なつながりを実感するこ
とになろう。

【テキスト】プリントを配布。
【参考書】坂田貞二 ( 採録・訳注 )『ヒンディー語民話集』 大学書林、1999

（月）19:20 〜 20:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000
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 サンスクリット語中級 (1) 中級

水野 善文

東京外国語大学
教授

サンスクリット語初級程度を修了した人を対象とします。テキストは受講者の
語学力に応じて選択します。

（サンスクリット語初級程度の知識が必要です。）

【テキスト】教室でご案内いたします。

（火）18:20 〜 19:40・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 サンスクリット語初級  初級

水野 善文

東京外国語大学
教授

初等文法の習得と平易なサンスクリット文の読解を目指します。テキストは J.ゴ
ンダ『サンスクリット語初等文法』（春秋社）を使用します。

【テキスト】J. ゴンダ『サンスクリット語初等文法』 春秋社
【参考書】辻直四郎『サンスクリット文法』 岩波書店

（火）19:45 〜 21:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 インド哲学の原典を読む  中級

有賀 弘紀

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

インド哲学の原典講読を行います。ヨーガの歴史のなかで、後世権威とされて
いくパタンジャリが著した『ヨーガ・スートラ』とその注釈書を用います。テ
キストについては最初の講義でお話します。

【参考書】『世界の名著』第 1 巻（バラモン教典・原始仏典）中央公論社

（水）16:20 〜 17:50・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 初級チベット語  初級

石川 巌

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

文法など、チベット文献を読解するための基礎を養成します。前期にチベット
語の正書法と発音の関係を講じ、後期に文語文法を講じます。チベット文を音
読し、翻訳できるよう実践的な指導を心がけたいと思います。また研究会員の
要望があれば、できるだけそれを授業に反映させるようにしたいと考えていま
す。

【テキスト】随時プリント配布
【参考書】山口瑞鳳『チベット語文語文典』春秋社

（水）18:00 〜 19:30・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000
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 サンスクリット語中級 (2)  中級

有賀 弘紀

( 公財 ) 中村元
東方研究所
専任研究員

インド文学史でもっとも著名な詩人カーリダーサの『ラグ・ヴァンシャ』を、
昨年度に続いて読み進めます。また、サンスクリット語の理解を深めるため、
インド文法学のテキストの講読を並行して行います。
詳細については、最初の講義で相談したいと思います。

【テキスト】コピーで配付いたします。

（水）18:30 〜 20:00・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 チベット語仏典講読  中級

川崎 信定

筑波大学名誉教授 

チベット語による仏典の講読をおこない、梵語原典・漢訳との比較対照を通じて、
チベット語の特質を究明してゆきたいと思います。チベット語 1 年以上の既修
者を対象とします。

【テキスト】教室でご案内いたします。

（木）10:30 〜 12:00・東京本校・401 号室
受講料 ¥40,000

 パーリ語文献講読  中級

林 隆嗣

こども教育宝仙
大学教授

原則として、パーリ語の文法（パーリ語入門）を一通り学習した人を対象とす
る原典講読のクラスです。文法既習者は是非、こちらに進んで、その知識能力
を活かし、かつ、みがき上げて下さい。今年度から『ジャータカ註』で語られ
る仏伝を講読します。翻訳では味わえない原典の持つ雰囲気や味わいを理解し
ながら授業を進めますが、そのスピードやレベルは受講者次第です。

【テキスト】教室で配付いたします。
【参考書】水野弘元『パーリ語文法』 山喜房仏書林
水野弘元『増補改訂 パーリ語辞典』 春秋社

（金）15:00 〜 16:30・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000

 パーリ語入門  初級

林 隆嗣

こども教育宝仙
大学教授

スリランカや東南アジアに伝わる仏典の言語、パーリ語の基礎を勉強します。
年度の前半は文法の説明を行い、後半はパーリ語で書かれた仏典を講読します。

【テキスト】水野弘元『パーリ語文法』山喜房佛書林
【参考書】水野弘元『増補改訂パーリ語辞典』春秋社

（金）16:35 〜 18:05・東京本校・402 号室
受講料 ¥40,000
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 ベンガル語入門  初級

我妻 絅子

ベンガル文化
研究家

ベンガル語の文字から始めて、簡単な会話、白水社刊『ニューエクスプレス　
ベンガル語』（丹羽京子著）をテキストとして、タゴールの作った教科書「ショ
ホジュ・パト」も使いながら、時にはベンガル語の歌も歌います。

【テキスト】丹羽京子『ニューエクスプレス　ベンガル語』白水社

（土）13:00 〜 16:00・東京本校・403 号室
第 1・3・(5) 週

受講料 ¥40,000

実習部門

 仏画入門  初級

山田 美和

NHK 学園講師

オリジナルの下図をなぞって描く写仏から、さらに古典の作品をもとに、経典
の決まりごとにそって、仏画を描くための表現を学んでゆきます。白描の仏さ
まから、彩色の絵の具の溶き方など、ご自分ならではの仏さまを描いてゆきます。
仏画を仏法の法門のひとつとして仏さまについて学んでゆきましょう。

画材　必要な用具はその都度講師がお知らせいたします。共用費 (1000 円〜
2000 円 ) として別途いただくことがあります。

【テキスト】山田美和・解説 堀内伸二『仏画入門』春秋社
【参考書】教室で資料をお配りします。

（月）10:00 〜 11:30・東京本校・401 号室
第 1・3 週

受講料 ¥20,000

 坐禅の実習と『正法眼蔵』の提唱  初級

来馬 正行

曹洞宗観音院住職

道元禅師は、宋から帰朝 ( 安貞元年 1227) して直ちに『普勧坐禅儀』一巻を撰
述します。その消息は、由来記の「坐禅儀今に至るまで伝はるなし」という現
実に危惧を覚え、弘法利生を願う中で正伝の坐禅の儀則を明確にしました。後に、
初期の撰述である『弁道話』には坐禅の宗旨が懇切に説示され、著者の生涯を
投じた『正法眼蔵』が実に一貫して『普勧坐禅儀』の解説であるといわれる所
以であります。講座では、坐禅の実修と『正法眼蔵』を行学の両面で参究します。

【テキスト】『正法眼蔵』講本を用意致します。
【参考書】『道元禅師全集』春秋社

（金）18:00 〜 20:00・観音院内坐禅堂及び研修館（※教室案内参照）
第 2・4 週

受講料 ¥20,000
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 仏像彫刻の実技基礎  初級

西山 多寿子

仏像彫刻家

（１）当講座開設以来、講師を務められてきた西村公朝先生のご遺志を継ぎ、受
講者の個性を生かした仏像表現を目指します。従って受講者個々人ごとの指導
で。
初めての方もお気軽に自分の心にある「ほとけさま」を作ってみませんか。

（２）初心者も経験者も学びたい内容、指導を受けたい技法等個々の希望により
自由にカリキュラムを組むことが出来ます。自分にあった仕方でじっくり基礎
力を養って下さい。
※申込書には「仏像彫刻」とのみお書き下さい。講師名は不要です。

【テキスト】必要に応じプリントを配付いたします。
【参考書】西村公朝『やさしい仏像の造り方』 法蔵館

毎月の第 2 土曜日 13:00 〜 17:00・阿遮院（※教室案内参照）＊ 8 月のみ休講
初回は 4 月 9 日 ( 土 ) から始めます。ノート・筆記用具をお持ち下さい。

受講料 ¥40,000

 仏像彫刻の実技  中級

小田谷 史弥

修復工房
東京文化財修復所
主宰

（１）造像技法の実技を学びます。自由課題による仏像制作（木彫、その他の材質）。
（２）必要に応じて、古典造像技法等の講義を行います。
※道具を扱える程度の経験が必要ですが、不足の点は受講後学ぶことが出来ま
す。
※申込書には「仏像彫刻」とのみお書き下さい。講師名は不要です。

【テキスト】随時プリントを配付いたします。
【参考書】西村公朝『仏像の再発見』 吉川弘文館
倉田文作『仏像のみかた―技法と表現』 第一法規出版

毎月の第 2 土曜日 13:00 〜 17:00・阿遮院（※教室案内参照）＊ 8 月のみ休講
初回は 4 月 9 日 ( 土 ) から始めます。ノート・筆記用具をお持ち下さい。

受講料 ¥40,000
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 絵画（宗教画）実技  初級

菅沼 荘二郎

菅沼アトリエ主宰

自分で楽しく描くことを第一にします。宗教画は人、自然を大切にするという
解釈です。仏像、イコン等の模写も希望者に。
ヘンリー・ミラー、ニーチェ、ジョン・ケージからビートたけしへ。
禅の心でよむ現代芸術を参考にします。
画材 ･･･ パステル、油彩道具、水彩道具、その他

【参考書】菅沼荘二郎『フリーアート』水声社

（土）14:00 〜 17:00・菅沼アトリエ（※教室案内参照）
第 1・3 週

受講料 ¥40,000

絵画 ( 宗教画 ) 実技 授業風景
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 南インド古典音楽  
　—ヴィーナーの演奏法を中心として—

初級

的場 裕子

日本女子体育大学
名誉教授

古典音楽は今日南北に大きく分かれていますが、インド古来の要素を多く残し
ている南インドのカルナータカ音楽について学びます。インド音楽には西洋音
楽とは異なるラーガ（音階・旋法）とターラ（拍子）の理論体系があり、バラ
モンたちが主な担い手となって発展して来ました。伝統を保持しつつも創造性
が要求されるカルナータカ音楽にはインド人の論理的かつ柔軟なものの考え方
がよく反映されています。ヴィーナー（弦楽器）、ムリダンガム（太鼓）、ヴォー
カルなどの実習を通して実践的な側面からアプローチします。
また現地で撮影した映像や録音などの資料により、いろいろな演奏例を比較し
て実際にどのように演奏されているのかを理解します。
皆様のご希望や進度に合わせて個人指導を行っていますので、初心者の方も受
講出来ます。曜日や時間の変更も可能です。

【テキスト】プリントを配付いたします。
【参考書】『民族音楽概論』東京書籍

（土）16:00 〜 17:30・吉祥寺稽古場（※教室案内参照）
受講料 ¥40,000

的場講師と研究会員の演奏会風景
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東京本校：教室案内

各種お問い合わせ先：下記東京本校事務局までお願いします。

☆《東京本校・事務局》　
　〒 101-0021　東京都千代田区外神田 2-17-2　  Tel：03(3251)4081 Fax：03(3251)4082
　   〈アクセス〉 　※詳細は奥付の大きな地図をご覧下さい 
　　・JR 御茶ノ水駅　聖橋口から徒歩 5 分　
　　・地下鉄丸の内線御茶ノ水駅／千代田線新御茶ノ水駅から　徒歩 5 分
　　
―その他の教室―　（講義内容掲載順）
　 《観音院》( 坐禅の実習と『正法眼蔵』の提唱 )
　　〒 180-0023 東京都武蔵野市境南町 2-4-8　Tel：0422(31)8482
　　〈アクセス〉  JR 武蔵境駅より　徒歩 5-6 分

　  《阿遮院 ( あしゃいん )》 ( 仏像彫刻教室）　
　  〒 116-0012　東京都荒川区東尾久 3-6-25　　Tel：03(3895)3242
   　〈アクセス〉
　　・都電荒川線　「東尾久３丁目」下車　
　　・JR 日暮里・西日暮里駅より　都営バス里 48: 舎人二ツ橋行 →「尾久本町通り」下車
　　・JR 田端駅より　都営バス 端 44: 北千住駅行 →「尾久本町通り」下車

＊　なお、下記教室については、受講確定後、東京本校事務局よりご案内いたします。
　　《中央大学多摩キャンパス》（インド文化論）
　　《立正大学》（アビダルマ研究）
　　《菅沼アトリエ》（絵画（宗教画）実技）
　　《吉祥寺稽古場》（南インド古典音楽）

　


