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著者のライフワークである法然上人絵伝の研究を集大成 した学界待望の論文集。知思院本『法然上人

行状絵図』の成立、絵伝諸本の個別研究をはじめ、専修念仏に先立つ百万遍念仏の歴史的展開を者察

した2論文、古代仏教に関する論者4編を含む、合計 19編からなる。◆後の法然上人伝記研究を進め

る上での基本文献として貴重な一円である。

内容目次

中1井1真1華■著

第一部 法然上人絵伝の系譜
「法然伝」研究二題
法然上人絵伝の研究

第二部 法然上人絵伝の個別的研究

『伝法絵』の善導寺本と国華本
『伝法絵』 (『 本朝祖師伝記絵詞』)の作者と成立

『法然上人伝絵詞』 (琳阿本)に ついて

『法然聖人絵』 (弘願本)について
『拾遺古徳伝絵』について

『法然上人行状絵図』成立私考
一『九巻伝』取り込み説批判一
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第二部『法然上人行状絵図』をめく
゛
る諸問題

法然諸伝に見える遊女教化謂
一『行状絵1翼 』と『九巻伝』の前後関係一

『法然上人行状絵図』と『法然上人伝記』(九巻伝)

『法然上人行状絵図』所収の太政官符
『法然上人行状絵図』の書誌

『法然上人伝記』 (九巻伝)の成立について

第四部 百万遍念仏考

念仏結社の展開と百万遍念仏一専修念仏の前史一
藤原頼長の百万遍念仏

第五部 古代仏教の諸相

僧尼令の法的起源――特に任僧綱条を中心にして一
甲賀官・甲賀寺と近江国分寺
平安初期の神位、関係――特に護法善神思想と神前説経

・小十分得度について一

祇 園社 の創 祀 と牛頭天王

一今州太逸氏の所論に寄せて一
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新訂 法養上人絵伝
中井真孝校注

法然上人の伝記中、最も浩潮であり先行する諸伝を集大成した『法然
上人行状絵図』 (浄土宗総本山知思院蔵 ,国宝)の詞書を、著者の長
年にわたる法然伝研究の成果をもとに、新たに校訂を施した本文と、
制潔な語注によつて提供する平成版定本。法然上人の生涯を原文で味
わえる一冊n

>A5判・486頁 /定価2,940円         ISBN978-4-7842-1654-3

法終伝承 と民間考院 の研究
平祐史箸

近世社会において、民間の浄土宗寺院はどのような変化をとげてきた
のか。 日本各地の民間寺院に伝わる開創・宗祖伝承や地名、史料等の

考察を通じて、浄土宗教義の変容や民俗信仰との関わりあいを明らか

にし、歴史民俗と浄土教学史という双方の立場から、民間寺院におけ
る近世化の実態に迫る。
>A5判・444頁 /定価9,450円        ISBN978-4-7842-153牛 8

大本山くろ谷 全荻光明考 宝物綻覧
浄土宗太本山くろ谷金戒光明寺発行

法然上人の『 一枚起請文』をはじめ、日本浄土数の祖師である恵心イ曽

都が描いたとされる「山越阿弥陀図」「地獄極楽図」や彫刻したとさ

れる「襲おさめ如来」、玄失訳『称賛浄上仏摂受経』などいずれも学
界、宗教界に寄与する宝物約570点をFMス クリーン高精細印用1に よ

る、オールカラーの大型図版で後世に残す。
レA4判変・516頁 /定価29,400円       ISBN978-4-7842-156牛 5

古備 と京都の歴史 と文イし
水野恭一郎箸          佛教大学鷹陵文 1ヒ叢書 3
岡山と京都の歴史を多岐にわたり探求してきた諸論考を収録。
【内容】吉備地方の歴史と文化 (美作国誕生寺/法然上人とその時代
/弟吉の乱と井原御所 ほか)/京都古寺探訪 (知恩院塔頭良正院の車

創/小野門跡と日野藁師 ほか)歴史と人物 (楠木正行の生涯/足利義
教の将軍継嗣と後南朝の動向/石口梅岩と石門心学 ほか)

レ46判・320頁 /定価1,995円          ISBN4-7842-1052-0

※西山浄上数 の基盤 と展開
五十嵐隆幸箸

日本仏教を基盤に日本浄土教の祖師や、浄土宗の開祖法然の浄土教義、
さらに門弟の論空や行観を中心に西山教義をまとめる。「I日 仏教・新
仏教」「I統仏教・異端仏教」といつた対立構造ではなく、浄上教義
を軸に日本文化を継承創進する仏道として、日本仏教の姿を構成する

試み。
レA5判・308頁 /定価4,200円        ISBN978-4-7842-1529-4

観経流之抄 女義分 中
豊田元彦監修/西山禅林学会発行    浄土宗叢書 第1巻

国師が善導大師の『観経疏』を講述とンた際、門弟である観鏡證入 (119

5-1244)が 筆録した『他筆抄』といわれる文献の影印研究。時宗総本
山遊行寺に蔵される南北朝時代とされる現存最古写木を底本に、天文
5年 (1536)の書写奥書をもつ大谷大学図書館所蔵本を対校本とする。
>B5判・206頁 /定価5,250円         ISBNO'8-4-7842-1593-5

中世文イこと浄上真宋
◆井雅 8青先生古稀記念論文集編集委員会編

常に日本中世宗教史研究を先導してきた、筑波大学名誉教授 。今井雅

晴先生の占稀を記念して、国内のみならず海外にもおよぶ幅広い層の

研究者が、親鸞と浄土真宗史研究の進FRrを 翔した最新研究28本 を寄せ

た大旧}。

レA5判・654頁 /定価13.650円        ISBN978-4-7842-1636-9

日本 中世 の社会 と考社
細川涼―著
律宗・律イ曽が中世社会で果たした役割を中心に、女性や被差別民など、
歴史の主流からこばれ落ちがちなものたちへ常にまなざしを注ぎ、境

界領域から歴史を問い続けてきた著者の主要な研究成果を一著にまと

出版既刊

※法茶伝 と浄土宋史の研究
中井真孝箸               lVI文 闇史学叢書

4fl市的な顔と田舎的な体を具有する浄上宗の性格が形成された過程を
「法然上人伝」「中世浄上宗寺院」「近世本末関係」を軸に角7明する待
望の論集δ
【内容】法然上人伝のイ

'F究

/中世浄土宗寺院の研究/近世本末関係の

研究
レA5判・430頁 /定価9,240円          ISBN4-7842刊 861-5

摂 固 院 政 期 足 捉 史 研 究

森新之介箸

摂関院政期における民衆仏教史観の研究史を整理し、当該期の思想家
たちや事象の考察および実証研究を深めることにより、通説としての

民衆仏教史観と切り結び、その実像を鋭く描き出す。日本の思想史上、
極めて重要な時期の一つとされる摂関院政期の思想史叙述に修正を迫
る一書。
レA5判・352頁 /定価6.825円        ISBN978-4-7842-1665-9

浄上宋西 山派 と二鈷考文書
大山喬平解説    京都大学文学部博物館の古文書 第 9輯
京都大学文学部国史研究生所蔵の古文書の中からテーマ毎に編集、代
表的なものを写真で紹介し、その角7説・釈文を付すシリーズ。関係史
料や地図・表なども併載し、古文書の研究と鑑賞に資す。
【内容】慈鎮不H尚建暦目録/山城国司源師国庁宣/無動寺慈円坊政所
下文/後村上天皇綸旨/二尊院住持善空等請取状/細川藤孝書状など
>B4判・32頁 /定価2,100円           ISBN4-7842刊 733-3

権 者 の 化 現 天 神 ・空也 “法然

今堀太逸着          佛教大学鷹陵文化叢書15
日本国の災害と道真の霊 。六波維蜜寺の信仰と空也・浄土宗の布教と
法然伝の3部構成で、仏 '菩薩が衆生を救うためにこの世に現れた仮

【禽懸デ十熙 ゝ
力
ぎ糸国の災害と道真の霊/「空也」六波羅蜜寺の信

仰と空也/「法然」浄上宗の布教と法然
>46判・312頁 /定価2,415円          ISBN4-7842-1321-X

|よ

仏数足捉 と浄上数
水谷幸正著

学・行・信の課題に応えて研鑽を積まれた著者
永年の業績を集成。
【内容】第 1怖 仏教思想研究/第 2篇 如来

蔵思想と浄土教研究/第 3篇 浄土教思想研究

/第 4衛 導空二祖の浄土教研究
レA5判 '728頁 /定価12,600円

※禿氏文庫本

める。
>A5判・452頁 /定価8,085円

大取―馬責任編集          龍谷大学善本叢書29
龍谷大学大宮図書館所管の「禿 (と く)氏 (し)文 (ぶん)庫 (こ )」 |ま龍谷
大学名誉教授禿氏祐祥‖士寄贈の文庫である。その内容は、梵文経典

や中|ヨ
。日本の仏書をはじめ、真宗史・仏教美術に関する典籍、絵画

等多岐にわたつており、総数2300余 点に及ぷ。その中から善本に値す

るものを選び、影印としてlm卜にまとめる。
>A5判・674頁 /定価14,700円        ISBN078-4-7842-1539-3

逮如上人研究
達如上人研究会編

蓮如上人500回速忌を記念し、二人から学ばうとする人々のおもいを

釜建下個占峰千啓発努採な諸ぞ比諸孟去宗暇ダ振亀1農屑 :ち 非覺蓬

如上人、更には真宗寺院建築の特色や上人の作庭など、幅広いテーマ

を扱って読み易く菩かれた、蓮如上人の真突の姿を伝える右音義な書。
レA5判・492頁 /定価101岡0円          ISBN4 7842刊96卜 1

太子信仰 と天神信仰 信仰と表現の位相
萬田佐知子編

ISBN978-4-7842-1670-3

聖徳太子信仰 。天神信仰の比校研究。各専門分野の研究者による、両

信仰に関わる美術史、文学史、宗教史、去能史的研究を集成し、時代
のニーズとともに変化する信仰の形態や、それに付随するイメージの

付与、そして宗派や地域を越えて多面的に利用されるそれぞれの信仰
の進化形について明かす。


