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○沿革：真宗学科の成り立ち 

 

 現在の龍谷大学は、短期大学部を含めて 10 学部を擁する総合大学です。キャンパスも、いま皆

さんがいる深草学舎以外に、大宮学舎・瀬田学舎と、2 府県にわたり計 3 箇所に置かれています。

ですが、もちろん最初からこれだけの規模を誇る大学だったわけではありません。実はそのルー

ツをたどってみると、皆さんが学んでいる文学部真宗学科が、龍谷大学の発祥にあたるといえる

のです。 

 

 龍谷大学の建学の精神は「浄土真宗の精神」、すなわち親鸞聖人（1173～1263）によって顕か

にされた仏教（浄土真宗）の教えに置かれています。親鸞聖人は 13 世紀、鎌倉時代の日本で浄土

真宗を開いたとされる仏教者ですが、今日の西本願寺を本山とする教団は、その教えに由来して

成立したものです。その西本願寺により、いまから 370 年余り前の寛永 16（1639）年に、真宗

の教えを学ぶ機関として設立された「学寮」こそが、龍谷大学のルーツにあたるものなのです。

その後、学制の整備にともない変遷・発展していくなか、現在も用いられている大宮学舎の本館、

南北の校舎が、明治時代の初期に建てられています。そして、さらなる変遷をへて大正 11（1922）

年、「龍谷大学」の名のもと、当時は文学部のみの大学として、現在に直接つながる歴史を大宮学

舎からスタートさせたのです。ちなみに、深草学舎は昭和 35（1960）年に、また瀬田学舎は平成

元（1989）年に開設されています。 

 

 このような、龍谷大学の発祥となった「真宗の教えを学ぶ機関」としての性格を、いまに至る

までたもち続けているのが、この真宗学科です。その意味では最も伝統を持つ学科ということで

もありますし、もちろん、ただ伝統に依存するのみではなく、それぞれの時代に応じた学問的展

開が示されてもいます。親鸞聖人により開かれた浄土真宗の教えを、現代に生きる学問として学

び、そして未来に向けてその学びを発展させていくこと。それが、真宗学科に求められている学

びであり、皆さんには、そういう学科で学ぶんだという自覚を持って、今後の 4 年間を過ごして

もらえたらと思います。 
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☆図版１：本願寺大教校 慶讃会四箇法要之図（きょうさんえしかほうようのず） 

版画 1 枚 明治 12 年 5 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学は、寛永 16 年（1639）に本願寺の良如宗主によって創設された「学寮」にはじまり、明

治 9 年（1876）、本派学制の大改革によって大教校が設立された。この版画は、明治 12 年（1879）

5 月 3 日から行われた、大教校講堂と生徒寮（現在の南黌、北黌）の落成式の様子を描いた絵

である。今回改修・修復になった大宮学舎本館は大教校の講堂であり、昭和 39 年（1964）に

国の重要文化財に指定された。 

⇒ http://www.ryukoku.ac.jp/tenjishitsu/t4/1.html を参照 

 

    

 

現在の大宮学舎本館 

1879（明治 12）年に竣工した、大宮キャン

パスのシンボル的建物。国の重要文化財にも

指定されています。平成の大改修で、古き良

き時代の気品あるたたずまいそのままに、復

元されました。1 階の展覧室では学芸員をめ

ざす学生たちの展覧会なども開催されます。 
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○意義：真宗学科で学ぶという事 

 

 皆さんが真宗学科で専門的に学ぶのは、当然「真宗学」です。では「真宗学」とは何でしょう

か。答えは簡単、「真宗についての学問」です。ではその「真宗についての学問」とは何でしょう

か。普通の意味で「（浄土）真宗」とは、前項にも述べたとおり、鎌倉時代に親鸞聖人により開か

れた教えです。この「親鸞聖人が説いた教え」、「真宗」について学ぶのが、「真宗についての学問」、

つまり「真宗学」であるといえそうです。これはそのとおり、間違いのないことなのですが、実

はそこにはもう少し複雑な要素が含まれています。それは、ここでいう「親鸞聖人が説いた教え」

とは、ただ客観的にのみ分析・判断・理解されるべきではなく、これにふれていく皆さん一人一

人にとって「真実の教え」となるものなのであり、「真宗」をそういう「真実の教え」として学ぶ

ことが「真宗学」である、ということなのです。 

 

 親鸞聖人は、ただ客観的に「この教えが真実だ」と判断して「真宗」を説いたわけではありま

せん。自分という存在が真実でない、ということにとことん悩みぬき、その結果ついに「出遇っ

た」教え、百パーセント真実でない自分に向けて開かれた、間違いのない「真実の教え」、それが

親鸞聖人のいう「浄土真宗」なのです。つまり親鸞聖人にとって「真宗」とは、「自分が出遇った

教え」という意味における「真実の教え」なのです。その「真宗」を、本当の意味で学ぶという

ことは、学ぶ者それぞれが「自分」にとって「真実の教え」に出遇っていく、ということでなけ

ればなりません。要するに、「自分」の全存在にかかわる「真実の教え」として「親鸞聖人の説い

た教え」を学ぶこと、それが「真宗学」を学ぶことであり、「真宗学」において求められる姿勢な

のです。 

 なんだかややこしい話をしている、と思うかもしれませんが、いまいった「自分にかかわる」

という要素が「真宗学」には必要なんだ、ということだけは知っておいて下さい。その意味で、

「真宗学」においては「自分」に関するすべての学問が意味を持つことになるのです。 

 

 ここで、真宗学科のカリキュラム（学んでいく課程）について少し紹介しておきましょう。実

はいまいったような「真宗学」に皆さんがどっぷり浸るのは、もう少し先の事になります。深草

学舎で 1 回生の時に学ぶ（履修する）のは、かつて一般教養科目ともいった「教養教育科目」が

ほとんどです。真宗学科としての必修専攻科目はただ一つ、「真宗学基礎演習Ⅰ」だけです（「仏

教の思想 A・B」も建学の精神にかかわる重要な意味を持つ科目ですが、これは真宗学科の専攻

科目ではありません）。そのことは 2 回生になってもあまり変わりません。専攻科目は必修の「真

宗学基礎演習Ⅱ」と、いくつか「講読」という科目が履修できますが、やはり多くは教養教育科

目です。この状態が大きく変わるのは、3 回生になり、おもに大宮学舎で学ぶようになってから

のことです。 

 文学部の学生は、3 回生以上はほとんどすべての専攻科目を大宮学舎で学ぶことになっていま

す。そのころになると、履修するのは「演習」（「ゼミ」ともいいます）などの専攻科目が中心に

なり、深く「真宗学」を学んでいき、最終的には「卒業論文」という形で学んだ成果をまとめて

もらうことになります。つまり、1 回生、2 回生の間は、いわば 3 回生以降の専門的な「真宗学」
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の学びに向けて、そのための「知的基礎体力」作りをする期間、ということになります。最も重

要な科目が、唯一の必修専攻科目である「真宗学基礎演習Ⅰ」であることは間違いありませんが、

その他のさまざまなジャンルの学問にふれ、自分の「知的基礎体力」を鍛えておくことも、また

1 回生のうちにしておくべき重要なことなのです。 

 

 さきにも少しいいましたが、実はすべての学問は、「真宗学」を学ぶ要素となるものなのです。

自分の「知的基礎体力」を高めている人ほど、その人が学ぶことのできる「真宗学」も、より深

いものとなっていきます。その心構えで、広く学問的な基礎作りに取り組んでもらえたら、と思

います。 

 

☆図版２：本願寺大教校 庭儀畧図（ていぎりゃくず） 

版画 1 枚 明治 12 年 4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学は、寛永 16 年（1639）に本願寺の良如宗主によって創設された「学寮」にはじまり、明

治 9 年（1876）、本派学制の大改革によって大教校が設立された。現在の大宮学舎本館は大教

校の講堂であり、明治 12 年（1879）、総工費 44,700 余円を費やして完成し、同年 5 月 3 日か

ら 5 日にわたって竣工の式典が行われた。 

本図は、本山唐門から新講堂までの庭儀の様子を描いたもので、式典は荘厳なものであったこ

とが窺われる。 

ちなみに、本館は明治時代の洋風建築の代表例として、昭和 39 年（1964）に国の重要文化財

に指定された。 

⇒ http://www.ryukoku.ac.jp/tenjishitsu/t4/3.html を参照 
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○方法：学ぶための基礎ガイド 

 

１、履修登録について 

 

 大学に入ってはじめて経験する、高校までの学習との大きな違いのひとつは、自分が履修（受

講）する科目を、すべて自分で「登録」しなければならない（自己責任）、ということです。「履

修登録」に失敗すると、せっかく講義に出席していた科目でも、単位を取ることができない、と

いうことになってしまいます。そうならないよう、注意深く「履修登録」をしなければなりませ

ん。 

 また、各学期（「セメスター」ともいい、前期・後期の 2 学期で 1 年にあたります）ごとに、履

修できる科目が限られていたり、履修しておくべき単位数が定められていたりします。特に必修

科目などは、決められた学期に履修しておかないと、あとで大変苦労したり、下手をすれば 4 年

で卒業できないということにもなりかねません。「履修登録」の際には、そうした決まりごとにも、

よく注意する必要があります。決まりごとの詳しいことは、ここではとても言い尽くせませんの

で、配布された『授業科目履修要項』をじっくりと読み、くれぐれも間違いのないように気をつ

けてください。 

 

 もうひとつ付け加えておくと、履修する科目を選ぶにあたって望まれるのは、長期的な展望を

持つことです。これから 4 年間で自分がどういう科目を履修していくのか、その計画をできるだ

け早い時期にたてておくにこしたことはありません。 

 たとえば、中学・高校の教員になることを目指して「教職課程」を履修したい人がいるとしま

しょう。その人は、ただ真宗学科を卒業するのに必要な科目を履修するだけでは不十分です。「教

職課程」での必修科目が、取得したい教員免許の科目に応じて、真宗学科の開講科目とは別にい

ろいろと定められており、真宗学科を卒業するために必要な科目に加えて、それらの必修科目を

履修する事が必要です（重複する科目はかまいませんが）。その場合、早い時期からどの科目の履

修が必要かを知っておかないと、とても 4 年間の履修では間に合わない、ということも十分に考

えられます。 

 

 このように、なにか資格を取得したい人はもちろんですが、別になにも資格を取る気がなくて

も、長期的な展望は持っておくべきでしょう。自分の学びたい科目がいつ開講されるのか、また

4 年間のうちどの学期に履修できるのか、といったことをしっかり踏まえて、各学期の「履修登

録」をしていかないと、結局なにも自分が学びたい科目が履修できずに終わってしまった、とい

うことにもなりかねません。そういうことにならないよう、4 年間で自分が学びたいことをしっ

かり押さえ、履修すべき科目を長期的に見定めた上で、「履修登録」にのぞむように心がけてくだ

さい。 
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メモ１：履修のあれこれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、講義を受けるという事 

 

 大学の講義は 1 コマ 90 分です。最初は長さに少し戸惑うかもしれませんが、慣れてくればどう

ということはありません。それよりも講義を受ける際に、高校までと違った心構えが必要になる、

ということのほうが重要でしょう。 

 まず、講義を受けるなかでのノートの取り方が、ひとつポイントになります。高校までの授業

では、教科書と、板書を写したノートがあれば（加えて配布プリント程度で）大体こと足りてい

たと思いますが、大学で講義を受けるにあたっては、それで十分とはいえません。科目によって

は教科書が指定されていなかったり、また板書が少ない講義も多々あります。たとえ教科書が指

定されていても、高校までと違って普通の専門書だったりするなかで、少ない板書をノートした

というだけでは、講義をしっかりと受けてその内容を身につけた、とはとてもいえないでしょう。 

 

 そこで、まず身につけるべきなのが、板書以外の講義内容をノートする、という習慣です。板

書内容を書き写すことはもちろんですが、それに加えて講義内容に含まれる重要なテーマ、その

説明、論理展開などについて、要点を簡潔にその場でノートに書き留めていく、という技術です。

つまり、教科書や板書を目で見、授業を耳で聞きながら、同時に頭でそれらの内容をある程度整

理し、それを手でノートに書き込んでいく、という同時進行の作業が求められるのです。もちろ

ん、はじめからうまくノートが取れる人はいません。ですが、講義を聴きながらその内容をその

つどノートするよう、繰り返し繰り返ししているうちに、徐々にコツがつかめてきます。その習

慣が身についたものになってきます。 

 そして、そのノートを自分なりにもう一度整理することが、より深い理解につながります。書

き留めた内容をまだ覚えているうちに、教科書がある場合はそれを読み返しながら（ない場合に

 履修というのはなかなか複雑で、詳しいことを把握するのは大変です。科目に

よって開講学期や時間割がさまざまですし、それらが種類ごとに複雑にからまっ

ているなか、卒業のために必要な要素（「卒業要件」といいます）を満たすように

履修していかなければなりません。実際のところ、勘違いが原因で卒業延期（4

年で卒業できないこと）になる人が毎年いる状態です。ですが、大学では登録し

て履修する自分自身に、最終的な全責任があります。いまの自分の卒業要件とし

て、あと何を履修しなければならないか、といったことは、できるだけ把握して

おくべきでしょう。 

 また、文学部では 4 回生のときに「卒業論文」を書く、という大仕事が待って

います。そのため、多くの人は卒業要件のほとんどを 4 回生になる前に満たして

おく、つまり卒業のために必要な単位は、卒業論文以外、3 回生のうちに修得して

しまうのが一般的です。 
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も配布プリントや参考文献を参照しながら）、あとで読んでも分かるようにノートにしなおしてお

けば、自分の理解も深められますし、試験に向けた復習にも大いに役立つことでしょう。最低限、

講義を「聴きっぱなし」にせず、講義内容を自分なりに振り返るようにすることが重要です。 

 

 

３、演習に参加するという事 

 

 「演習」（あるいは「ゼミ」）とは何でしょうか。これは、大学の講義では欠かせない科目であ

るとともに、普通の講義とはちょっと違う内容を持っている科目です。皆さんも、「予行演習」と

いう言葉は聞いたことがあるでしょう（最近では「リハーサル」のほうが耳慣れていますが）。な

にか本番でしなければいけないことがある、その本番に向けて、あらかじめ実際にやってみるこ

と、これが「予行演習」です。つまり「演習」とは、「実際にやってみる」こと、いいかえれば「実

習」にあたる言葉なのです（なお、これをドイツ語で「ゼミナール」といい、その略語が「ゼミ」

となります）。 

 教員が前でしゃべり、学生はその内容を聞く、というスタイルが多い普通の科目と異なり、学

生自身が「実際にやってみる」こと、これを中心とするのが「演習」の特徴です。具体的にいう

と、教員が講義するにとどまらず、学生のほうが自分でなにかを調べて口頭で発表し、それをも

とにみんなで討論をおこない、そうしたなかで理解を深めていくこと、これが「演習」という科

目の基本的なスタイルです。つまり、この科目の中心は教員ではなく、学生自身、すなわち参加

する皆さん自身ということになります。普通、「演習」では他の科目よりも出席が重視されるので

すが、それはこうした「演習」の持つ性格にもとづいています（ちなみに、「基礎演習」というの

は「演習」の基礎編といった意味で、基本的な性格は同じです）。 

 

 さて、その「演習」に参加するにあたっては、それなりの準備が必要です。もちろん、あらか

じめどの週に誰が発表するのかを決めておかなければなりませんが、ではその発表にあたってい

る人は、何をどう準備しておく必要があるのでしょうか。 

 

 まず第一に、「レジュメ」を準備する必要があります。これは「要約」という意味の言葉ですが、

具体的には発表のときに配布する資料プリントを指します。発表を聞く人にその発表内容が理解

しやすいよう、発表内容の要約、参考となる資料などを掲載したプリントを作成して全員に配布

し、それに沿って発表するのです。最低限この「レジュメ」に欠かせない基本的要素は以下のと

おりです。 

 

・発表テーマ 

・発表者の氏名、学籍番号 

・発表年月日 

・内容の要約、考察ポイント、自分の見解など……実際にはこの部分が「レジュメ」そのも

のにあたります。 

・参考資料（出典を明示） 
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 こうした「レジュメ」に沿って発表をおこなうのですが、そのためには口頭でおこなう発表そ

のものの準備と「レジュメ」の作成とを並行して進めていく必要があります。では、その発表準

備の全体像について次に示しておきましょう。 

 

 まず発表テーマに沿って、文献を読み込むことが必要です。中心となるテキスト（基礎文献）

を熟読するのはもちろん、そのテーマに関連する解説書（参考文献）を探し出してよく読んでお

くことも、発表の内容を深める上では欠かせません。また、自分の発表内容については、分から

ない言葉がないようにしておく必要があります。そのためには、知らない言葉や疑問に思った内

容は、辞書や解説書を使って、掘り下げて調べておくことが不可欠です。「基礎演習」のうちはま

だかまいませんが、欲をいえばそのテーマに関するこれまでの研究成果（最近の論文など）も調

べておく必要があります。そして、それらの調べた内容を自分なりにまとめあげて、その成果を、

聞く人に伝わるように、表現していく。これが、発表にあたっての理想的なかたちです。もちろ

ん、はじめから完璧でなければいけない、というわけではありません。ただ、少しでもこの理想

に近づけるよう、その時点でのベストを尽くして準備にとりくむ、という姿勢が大切です。そし

て発表する内容の要点を「レジュメ」にまとめ（人数分のコピーも忘れずに）、発表当日を迎える

ことになります。 

 

 このような発表者の準備が、「演習」の出来を左右することは間違いないことです。ですが、発

表があたっていないからといって、なんの準備もしないでよいかというと、決してそんなことは

ありません。充実した「演習」では、発表者に勝るとも劣らず、その他の参加者が重要な意味を

持っています。ただ発表を聞いて終わりというのではなく、発表に続いてその内容に関して、い

ろいろな疑問や意見を出しあい、お互いに討論することが参加者全員に求められます。そのため

には、それぞれが発表テーマについて最低限のことを調べておき、自分なりの意見を持っておく

といった、ある程度の準備をしておくにこしたことはありません。「演習」とはいわば「実習」だ

ということを最初に述べましたが、発表をうけた討論が充実していてこそ、ちゃんと全員にとっ

ての「演習」になるといえますし、そのなかでこそお互いにそのテーマに関する理解を深めるこ

とができるのです。 

 

 自分たちが中心となって、お互いに発表・討論をへて理解を深めていくこと。そのために、発

表者はもちろん、参加者も発表テーマについてそれぞれ自分なりに準備をしておくこと。「演習」

とは、こうした参加者全員による自己参加の姿勢が、何より大きな意味を持つ科目なのです。 
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     メモ２：試験にご注意を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

４、資料を探索する方法 

 

 大学における学びでは、ただ講義を聞いて学ぶというだけでなく、自分自身で学習・研究して

いくことが求められます。「演習」の準備などもその一例ですが、科目によって課題レポートの提

出が求められたときなども、自分自身で課題について調べ、その内容をまとめていかなければな

りません。そういった、自分でする学習・研究のさいに必要となるのが、資料を探索する方法で

す。 

 

 一般に「資料」とは、「材料」全般を指しますが、いまいおうとしているのは、書物など文字で

書かれた資料です（これを総じて「文献」といいます）。実のところ、資料にまったくもとづかな

い学問、というものは存在しません。もちろん、自分の頭で考えることも学問の重要な要素です

が、ただそれだけでは感想以上のものにはなり得ません。学問とは、それまでの積み重ねの上に

 成績評価に直結する試験は、普通は学期ごとに設けられた「試験期間」に

まとめて行われます。ただし、科目によって普通の授業期間中に「期間外試

験」が行われることもあり、この場合、何回か授業を休んでいるうちに試験

がもう終わっていた、ということにもなりかねないので、注意が必要です（ち

なみにこの場合は、追試も受けられません）。 

 また、当然ながらカンニングや、持ち込み不可の物を持ち込むなどの不正

行為には、厳しい処罰が下されます。たとえ 1 回でも不正行為をしたら、ほ

かの科目も含めて、その学期の単位が全部ご破算になります（軽い気持ちで

やった結果、卒業延期になることもしばしばです）。カンニングは論外です

が、科目ごとの試験についてのルールをしっかり把握しておくことが必要で

す。講義中の教員の指示をしっかり聞くこと、あるいは試験直前に掲示板に

張り出された試験情報をしっかり見ておくことは欠かせません。ちなみに、

試験会場が普段の教室とは違う場合もよくあるので、その点にも注意して掲

示板を見るようにしてください。 

 なお、持ち込み OK の試験は簡単、という思い込みがよくありますが、こ

れは基本的に勘違いです。「持ち込み OK」ということは、採点する教員の

側からは「持ち込んで答案を書いたことを前提にする」、つまり「ある程度

できて当たり前」ということでもあるのです。「持ち込み不可」の試験にく

らべて「持ち込み OK」の試験のほうが採点は厳しくなりがちだ、というこ

とを覚えておいたほうがよいでしょう。 
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成立するものであり、その積み重ねにあたるものがここでいう資料なのです。 

 たとえば、辞書などもそうです。辞書に書かれている内容は、誰かが勝手に考えた、思いつき

といったものではなく、それまでの学問的な積み重ねにもとづいて示されたものです。このよう

な、積み重ねとして示された資料にもとづきつつ、さらに考えを深め、新たな領域を切り開いて

いくこと、それが学問のあるべき姿なのです。その意味では、そのさいに用いる資料が、学問自

体を左右することは当然でしょう。それまでの積み重ねとしての資料を、より多く集め、目を通

し、理解しておくことが、その学問を深いものにする上で欠かせないものとなるのです。 

 

 自分でする学習・研究とは、まさにこの学問にあたるものです。そこでは資料が大きな意味を

持っており、その意味で資料を探し出すことは、学習・研究の前提・基本になるといえます。自

分が学ぼうとするテーマに沿った資料をうまく探索することができれば、その学びは大きく前進

することでしょう。 

 

 では、その探索方法の入り口として、図書館・インターネットを使うさいの心構えと方法につ

いて、簡単に紹介しておきましょう。 

 

①図書館 

 龍谷大学の図書館は、資料の宝庫です。辞書や入門書などの基本的なものや、専門書と呼ば

れる分厚い難しいもの、またそれらの解説書（参考文献）を使ってやっと内容がわかるような

基礎文献など、ありとあらゆる資料を図書館で探し出すことができます。いや、自分の家には

資料がたくさんある、自分はたくさんの解説書を持っている、という人もいるかもしれません

が、図書館にかなうほどの資料を持っている人は、まずいないでしょう。演習での発表を準備

したり、課題レポートを書いたりするためには、図書館にある資料を使うことが欠かせません。 

 

 そして、その資料を探し出すために、図書館を使いこなす能力・技術が必要となるのですが、

これを身につけるには実のところ「慣れ」が最も重要となります。実際に図書館に繰り返し足

を運び、図書館に慣れ親しむこと、それが資料をうまく図書館で探し出せるようになる一番の

早道です。むかしは地道にこつこつとカードを繰って目当ての資料を探したものですが、いま

では備え付けの端末から書名・著者名やキーワードを使って、探している資料を簡単に検索で

きるようになりました。配布の図書館利用ガイド『LIBRARY GUIDE』に基本的な図書館の使

い方が紹介されていますから、それを読んだ上で図書館に足を運び（入館の際に学生証が必要）、

分からないことがあればそのつど係りの人に尋ねながら、資料の探索を体験してみることです。

実際にこれを繰り返していれば、自然と図書館を使いこなす能力・技術が身についてきます。 

 

 なお、いうまでもなく図書館での私語や飲食などは許されていません。また手続きなしに蔵

書を持ち出したり、本を手荒にあつかったり、切り取りや書き込みなどをすることのないよう、

公共の場での常識もお忘れなく。 

 

 



 11 

②インターネット 

 最近は、インターネット上にも多くの充実したデータベースが公開されており、これをうま

く利用すれば、資料について自分が得たい情報を、簡単に手にすることができるようになりま

した。もちろん多くの場合、資料の実物にあたるには図書館を使うなどしなければいけません

が、資料の所在を探索する上ではけっこう便利です（なかには文献そのものをデータでダウン

ロードできる場合もあります）。ここでは、これから真宗学を学んでいくにあたり、なにかと役

に立つであろうサイトを、いくつか紹介しておきます。これらのサイトも、実際に自分でいろ

いろと使い道を試してみてください。 

 

・龍谷大学真宗学会ホームページ〈http://shinshu-gakkai.omiya.ryukoku.ac.jp/〉 

 真宗学科の教員紹介や雑誌『真宗学』のバックナンバー目次などがあり、真宗学関係論文

目録一覧のダウンロードもできます。真宗学会ホームページへは、龍谷大学ホームページか

らもリンクしています（文学部→真宗学科→真宗学会）。この入門ガイドや卒業論文作成マニ

ュアルなどの pdf 版もアップされています。 

 

・龍谷大学図書館〈http://www.ryukoku.ac.jp/lib/index.php〉 

 「情報検索」の「R-WAVE」で龍谷大学図書館蔵書の検索ができます。また、「CiNii」

「BOOKPLUS」「MAGAZINEPLUS」などの外部データベースで書籍・雑誌論文を検索す

ることができます。 

 

・国立国会図書館蔵書検索システム〈http://www.ndl.go.jp/〉 

 日本一の蔵書を誇る国立国会図書館に収められている書籍・雑誌論文を検索することがで

きます。 

 

・浄土真宗本願寺派総合研究所〈http://j-soken.jp/〉 

 『浄土真宗聖典』の語句検索システム（http://j-soken.jp/category/ask）があり、聖典のテ

キストデータをダウンロードすることもできます。 

 

・インド学仏教学論文データベース（INBUDS）〈http://www.inbuds.net/jpn/index.html〉 

 真宗学を含め、仏教学全般についての論文を、網羅的に検索することができます。 

 

・大正新脩大蔵経テキストデータベース（SAT）〈http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/〉 

 浄土教から密教まで、さまざまな種類の経典のテキストデータが検索できます。 

 

・ 龍谷大学情報メディアセンター〈http://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/media/〉 

学内でのパソコン利用についての情報を知ることができます。 
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    メモ３：真宗学会って何だ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

５、レポートの書き方 

 

 講義やゼミなどで、試験の代わりに「レポート」を課せられることがよくあります（なかには

試験・レポート両方が課せられる科目もあります）。多くの場合、課題（テーマ）が与えられ、そ

れについて調べ、いついつまでに原稿用紙何枚分かの「レポート」をまとめて提出せよ、という

かたちが取られます。ここでは、その「（課題）レポート」の書き方について、基本的なことを紹

介しておきましょう。その前に、そもそも「レポート」とは何かということですが、辞書などで

は「調査や研究などの報告書、特に、学術的な報告書として、研究論文や学生が教師に提出する

小論文」と説明されています。ここでは、後者の小論文タイプの「レポート」の書き方について

説明していくことにします。 

 

 まず、与えられた「課題（テーマ）」そのものについて、しっかりと考えることです。与えられ

たテーマに即して、何を書くことが求められているのかを把握することが必要です。たいていの

場合は、それまでの講義や演習のなかで取り上げられた内容がレポートのテーマとされますが、

それを超える範囲のテーマが設定されることもあります。特にその場合、何について調べてまと

めなければならないのか、きちんとテーマを把握することが重要になります。ちなみに、テーマ

からはずれた頓珍漢なレポートは、どんなにすばらしい文章で書かれていても評価はされません

ので、念のため。 

 

 一般に「学会」とは、あるテーマにそって研究する人たちの組織（集まり、グ

ループ）をいいますが、真宗学についても龍谷大学の真宗学科を中心とした「真

宗学会」（正式には「龍谷大学真宗学会」）という学会が組織されています。これ

には、真宗学科の教員と学生（1 回生から大学院生まで）は全員、さらに全国の

OB・OG などの関係者が加わって、さまざまな活動を行っています（ホームペ

ージの運営もその一環です）。 

 皆さんにかかわるおもな活動としては、毎年の雑誌『真宗学』の刊行があり、

『真宗学科学生論文集』は真宗学会のホームページで公開されます。また毎年秋

ごろに「真宗学会研修」として 2～3 泊程度の研修旅行を催しています。そのほ

か、1 回生向けの特別講義「深草例会」を開催したり、また毎年 11 月には研究

発表・記念講演などの「真宗学会大会」を大宮学舎で開催し、会員が一堂に会し

て真宗学の研鑽を深めています。「学会研修」や「学会大会」に参加することは、

真宗学の学びを深めるだけでなく、いろいろな先輩や教員と親しくなるいい機会

でもあります。 
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 次に、テーマに即した内容について、これまで自分が学んできたことをきちんと整理すること

です。講義や演習で蓄積したノートや資料・メモなどを元にして、どういった内容をどのような

かたちで学んできたのかを把握することが大切です。学んだはずの内容についても、それを自分

がどの程度まで理解できているか、またどこらあたりが納得できていないかをちゃんと把握し、

理解できていないようなところは、そのまま放っておかずに、しっかりと調べなければいけませ

ん。そのためにも、さきに述べたように資料を自分で探し出すこと、そして集めることが欠かせ

ないこととなるのです。 

 そして、集めた資料を丁寧に・綿密に・正確に読み込むことです。資料の内容を細かく読み進

めていくなかで、与えられたテーマに対する自分の考え、主張が形作られてきます。実はそこま

できて、ようやくレポートを書き始めることができるのです。レポートとは、自分勝手な思いつ

きや思い込みを文章にすることではありません。資料にもとづいて根拠を明らかにしながら、自

分の考えを論理的に展開し、その主張を正確に表現することができてこそ、まともなレポートと

いえるのです。そのためには、やはり自分で集めた資料の内容をしっかりと把握し、理解してお

かねばなりません。その上ではじめて、自分の考えや主張を、資料を踏まえたレポートとしてま

とめることができるのです。 

 

 さて、実際にレポートを文章にしていくときに、気をつけなければいけないことがいくつかあ

ります。 

 

・参考にした本や論文の文章をそのまま丸写しにしないこと。丸写しにする人は、自分の主張

がないこと（もっといえば、内容が理解できていないこと）を白状しているのと同じですか

ら、注意してください。 

・資料の孫引きをしないこと。ある資料に、なにか他の資料（原資料）から文章が引用されて

いる場合、原資料にちゃんとあたった上で、その原資料の文章を用いることを原則としてく

ださい。 

・文章は簡潔かつ明瞭に記すこと。だらだらと長い文章や、同じ言葉の重複が頻繁な文章は読

みづらいものです。せっかく素晴らしい主張があるのに、読み手に伝わりづらいと損でしょ

う。 

・論旨が首尾一貫していること。途中で論旨が変わってしまっては、表現したい自分の考えに

も説得力がなくなってしまいます。文章構成も、きちんと論旨が一貫するよう考えて立てて

いきましょう。 

 

 最後に、書き終わったレポートを、一度自分で声に出して読んでみてください（文章力のなさ

にショックを受けることもしばしばですが）。表現がしつこかったり、要点がぼやけたりしている

ところに気付くかも知れません。友達や家族に読んでもらうのも、一つの方法でしょう。そこで

意見をもらって、どう表現したほうがより正確に伝わるか、自分なりに工夫を加えた上で、納得

のいくレポートを完成できればベストです。なお、レポートの形式・体裁については、教員の指

示に従うようにしてください（提出方法も含めて）。特に指示がなければ、前々項に箇条書きで示

した「レジュメ」の基本的要素をご参考に。また、いうまでもないことですが、期限（締切）は
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厳守ですよ。 

 

 ここまでを読んで、「難しいなぁ」「厳しいなぁ」「できるかなぁ」と思う人もいるかもしれませ

ん。でも、誰でもはじめは初心者です。1 回生のときから、文章を書いて、人に読んでもらう（そ

して評価される）ことを繰り返していれば、誰でもある程度までは読みやすい文章を書けるよう

になるでしょう。まず、なにはともあれ「文章を書く」ことです。 

 実は、文学部の学生にとって「（論理的な）文章を書く」ということは大変重要な意味を持って

います。それは、4 回生のときに必ず「卒業論文」という、いわば「大きなレポート」にあたる

ものを書かなければならない、ということです。その「卒業論文」を書くための基礎として、「レ

ポートを書く」能力を鍛えておくことが重要なのはいうまでもありません。もっとも、「レポート」

と「卒業論文」では異なる点もあります。それは、たいていの「レポート」は、テーマ（課題）

が与えられているのですが、「卒業論文」では、テーマ（論文題目）を自分で決めなければならな

い、ということです。逆にいえば、自分で決めることができる、ということでもあります。「卒業

論文」は、文学部の 4 年間の学びの集大成であり、皆さん一人一人が、大学で何を学び、何に関

心を抱き、何を調べ、何を考えたか、といったことをすべて注ぎ込む場となります。こうした「卒

業論文」という大きな目標に向けても、「レポートを書く」ことをとおして「文章を書く」能力を

高めておくことが、文学部で学んでいくなかでは実に大きな意味を持っているのです。 

 

 

メモ４：卒業論文に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書式や要項など具体的なことは、いずれ大宮学舎に進んでから配布される

「卒業論文作成マニュアル」を参考にしてもらうことになります。いまのと

ころは、自分も 4 回生の時には「卒業論文」を書くんだ、ということを頭の

隅っこに入れておいてください。すでに触れたように「卒業論文」は、そこ

に学んできたことのすべてが反映される、大学生活 4 年間の集大成にあたる

ものです。専攻科目はもちろんですが、それ以外の教養教育科目なども含め

たさまざまな「学び」をとおして培ってきたものが、そこに実を結ぶことに

なるからです。まだ先のこと、と思うのではなく、いま現在の学びが「卒業

論文」に向かって進んでいく、その「知的基礎体力」作りとして「卒業論文」

に直結しているものなんだ、ということを忘れないようにしてください。 

 なお、皆さんの先輩たちの「卒業論文」の題目は、雑誌の『真宗学』や『龍

谷大学論集』の偶数号に掲載されています。また、年度ごとに優秀な「卒業

論文」を約 10 本選び、それらのほぼ全文を掲載した『真宗学科学生論文集』

も刊行しています（平成 24 年度より Web で公開 http://shinshu-gakkai. 

omiya.ryukoku.ac.jp/yusyuronbun.html）。自分もいずれはこういう文章を書

くんだ、という思いを持って、先輩たちの努力と汗の結晶である成果に触れ、

自分が書くであろう「卒業論文」の参考にしてもらえたらと思います。 
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○資格：「諸課程」について 

 

 「履修登録について」でも触れた「教職課程」など、学科を卒業するまでに別の資格を取得で

きる「課程」が、文学部では 7 種類ほど設けられています（まとめて「諸課程」と呼びます）。そ

れぞれの課程に応じて、履修についての決まりごとがあるのは「教職課程」と同様で、どの課程

でも履修に向けて早い時期からの取り組みが求められます。 

 開設されている課程の種類や、履修の決まりごとについての詳しいことは、『授業科目履修要項』

の「諸課程科目等の履修方法」を見ていただくとして、ここでは、真宗学科の学生にとって比較

的かかわりの深い課程を、いくつか紹介だけしておきます。 

 

・教職課程 

 中学・高校の教員になりたい人は、この課程で教員免許を取得しておく必要があります。真宗

学科では、原則として「宗教」科の免許取得が可能ですが、時間割がうまく組めれば他の科目の

免許を取得することも可能です。この課程の詳細については、別に配布の『教職課程ガイドブッ

ク』に説明されていますので、これを熟読して計画を立てることが必要です。 

 

・本願寺派教師資格課程 

 本願寺派の寺院出身者のうち、多くの人が在学中にこの課程科目を受けています。この「教師」

とは、浄土真宗本願寺派における寺院の住職になる資格にあたるもので、1 回生のときからこの

課程にかかわる科目を、いくつか履修することができます。もちろんこの資格を取得するために

は、最終的には、本山が実施している研修（教師教修）を受けなければなりません。 

 

 このほか、「本願寺派学階課程」も真宗学科にかかわりの深い課程ですが、これは 2 回生以上で

履修できる専攻科目が中心となっています。また「諸課程」以外にも、「特別研修講座」という、

卒業に必要な科目とは別だての課程が 3 種類開設されています。真宗学科と関わりが深いものに

は、「開教使課程」（真宗の海外伝道に携わる人材の養成）、「矯正・保護課程」（矯正・保護・福祉

にたずさわる人材の養成）などがあります。詳細は、『授業科目履修要項』の「特別研修講座」の

ページに掲載されている担当の事務課に問い合わせてください。 
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○参考：必要な本、役立つ本など 

 

 最後に、真宗学科で学ぶ上で知っておいて損はない本を、一覧形式で紹介しておきます。実を

いうと以下に挙げたのは、ほんの一部のものでしかありません。「こんなにあるのにごく一部･･･」

とメゲるかも知れませんが、いますぐ全部読め、などというつもりはありません。今後、真宗学

を学んでいくなかでなにか役に立つ、参考になる、しっかりした内容を持った本として、とりあ

えず紹介だけしておきますので、興味がわいたなら、そのときにはぜひ実物を手にしてみてくだ

さい。 

 なお、「１、テキスト（聖教）類・史料関係」にあげたものは、真宗学を学ぶ上で必須のものば

かりですし、なかには専攻科目の教科書として指定されるものもありますので、（いますぐでなく

てもよいから）購入することをお勧めします。あと、「２、辞書・辞典類」も、何冊かは持ってお

いたほうがよいでしょう。 

 

１、テキスト（聖教）類・史料関係 

①真宗関係 

『浄土真宗聖典全書』（一、三経七祖篇；二、宗祖篇上；三、宗祖篇下、四、相伝篇上；五、相

伝篇下）本願寺出版社 

『真宗聖教全書』１～５ 大八木興文堂 

『浄土真宗聖典（註釈版）』本願寺出版社 

『浄土真宗聖典 七祖篇（註釈版）』本願寺出版社 

『真宗史料集成』同朋舎 

『大系真宗史料』（全 25巻刊行中）法蔵館 

 

②仏教関係 

『大正新脩大蔵経』大蔵出版 

『国訳一切経』大東出版社 

 

２、辞書・辞典類 

①真宗関係 

『浄土真宗辞典』浄土真宗本願寺派総合研究所編 本願寺出版社 2013 

『真宗新辞典』法蔵館 大原性実・星野元豊・金子大栄 1983 

『浄土真宗用語大辞典』（全３巻）教育新潮社 稲城選恵 1993 

『真宗小事典』法蔵館 瓜生津隆真・細川行信 2000 

『親鸞 読み解き事典』 柏書房 2006 

『真宗大辞典』（全３巻）永田文昌堂 岡村周薩 1972（初版 1935〜1937） 
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②仏教関係 

『広説 仏教語大辞典』東京書籍 中村元 2001 

『総合仏教大辞典』（全３巻）法蔵館 総合仏教大辞典編集委員会 1987 

『望月仏教大辞典』（全１０巻）世界聖典刊行協会 望月信亨 1963 

『仏教大辞彙』（全７巻）冨山房 龍谷大学 1973（初版 1914〜1922） 

『織田仏教大辞典』大蔵出版 織田得能 1991（初版 1917） 

『岩波 仏教辞典（第二版）』岩波書店 中村元・田村芳朗・末木文美士 2002 

 

③その他・文章関係 

『広辞苑（第六版）』岩波書店 2008 

『大辞林（第三版）』三省堂 2006 

『諸橋 大漢和辞典』大修館書店 2000 

『全訳 漢字海（第三版）』三省堂 2011 

『漢和大辞典』学習研究社 2001 

『新選漢和辞典』小学館 2011 

『ベネッセ古語辞典』ベネッセコーポレーション 1997 

『現代用字辞典』岩波書店 1999 

『日本国語大辞典（第二版）』小学館 2001 

 

３、参考書類 

 ＊印の付いているものは、最低限、皆さんにぜひとも読んでもらいたい本です。＊印の付いて

いないものも、さらに深く読み進めるとよいと思われる本です。 

 

①宗教関係 

＊石田慶和『生きることの意味―現代の人間と宗教―』本願寺出版社 1993 

＊脇本平也『宗教学入門』講談社学術文庫 1997 

・山折哲雄『宗教的人間』法蔵館 1982 

・柳川啓一『宗教学とは何か』法蔵館 1989 

・生駒孝彰『現代社会と新宗教』本願寺出版社 1993 

・井上順孝『宗教学を学ぶ』有斐閣選書 1996 

・大峯 顕『宗教への招待』本願寺出版社 1997 

・浅見定雄『なぜカルト宗教は生まれるのか』日本基督教団出版局 1997 

・阿満利麿『日本人はなぜ無宗教なのか』ちくま新書 1998 

・ひろさちや『宗教練習問題』新潮社 2000  

・中村雄二郎『宗教とはなにか-とくに日本人にとって』岩波現代文庫 2003 

・武田龍精『宗教と科学のあいだ』法蔵館 2003  

・ジョン・ヒック『宗教多元主義の実践と創造』トランスビュー 2006  

・石井研士『データブック現代日本の宗教 増補改訂版』新曜社 2008 

・島薗進『現代宗教とスピリチュアリティ』弘文堂 2012 
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②仏教・浄土教関係 

＊上田義文『仏教をどう理解するか』本願寺出版社 1963 

＊中村 元『原始仏教―その思想と生活―』NHK ブックス 1979 

＊高崎直道『仏教入門』東京大学出版会、1983 

＊三枝充悳『仏教入門』岩波文庫 1990 

＊中村元・三枝充悳『バウッダ―仏教―』小学館 1996 

・平川 彰『大乗仏教』レグルス文庫 1998 

・上山春平・梶山雄一『仏教の思想―その原形をさぐる―』中公新書 1974 

・滝沢克己『仏教とキリスト教』法蔵館 1979 

・西谷啓治『仏教について』法蔵館 1982 

・玉城康四郎『仏教の根底にあるもの』講談社学術文庫 1986 

・武内紹晃『縁起と業』本願寺出版社 1988 

・梶山雄一『輪廻の思想』人文書院 1989 

・藤吉慈海『禅と浄土教』講談社学術文庫 1989 

・末木文美士『日本仏教史―思想史としてのアプローチ―』新潮文庫 1994 

・河合隼雄『ユング心理学と仏教』岩波書店 1995 

・安藤俊雄『仏陀のおしえ-仏教入門』（新装版）法蔵館 2000 

・平川 彰『生活の中の仏教』（新装版）春秋社 2000 

・三枝充悳『大乗とは何か』法蔵館 2001 

・川勝 守『聖徳太子と東アジア世界』吉川弘文館 2002 

・松尾剛次『仏教入門』岩波ジュニア新書 2002 

・中村 元『龍樹』講談社学術文庫 2002 

・平川 彰『仏教入門』（新装版）春秋社 2003 

・竹村牧男『大乗仏教入門』佼成出版社 2003 

・今枝由郎『ブータン仏教から見た日本仏教』NHK ブックス 2005  

・上田紀行『目覚めよ仏教！-ダライ・ラマとの対話』NHK ブックス 2007 

・阿満利麿『仏教と日本人』ちくま新書 2007 

・丘山 新『菩薩の願い-大乗仏教のめざすもの』NHK ライブラリー 2007 

・蓑輪顕量『仏教瞑想論』春秋社 2008 

・釈 徹宗『仏教ではこう考える』学研新書 2008 

・水野弘元『原始仏教入門-釈尊の生涯と思想から』佼成出版社 2009 

・高橋卓志『寺よ、変われ』岩波新書 2009 

・『釈尊の教えとその展開 中国・日本篇』勧学寮編 本願寺出版社 2009 

・水野弘元『仏教の基礎知識』春秋社 2009 

・佐々木閑『本当の仏教を学ぶ一日講座 ゴータマは、いかにしてブッダとなったのか』 

  NHK 出版 2013 

・日本仏教社会福祉学会編『仏教社会福祉入門』法蔵館 2014 

・大來尚順『英語でブッダ』扶桑社 2015 

・大谷栄一・吉永進一・近藤俊太郎『近代仏教スタディーズ－仏教からみたもうひとつの近代』
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法蔵館 2016 

・『浄土仏教の思想（１～１５）』講談社 2000 

・『大乗仏典（１～３０）』（中国・日本篇）中央公論社 1987 

・『大乗仏典（１～１５）』（インド篇）中央公論社 1976 

・『仏典講座（１～４２）』大蔵出版 2001 

・『新アジア仏教史（１～１５）』佼成出版社 2011 

・『シリーズ大乗仏教（１～１０）』春秋社 2013 

 

③真宗関係 

＊龍谷大学真宗学研究室『親鸞思想入門』永田文昌堂 1963 

＊桐溪順忍『親鸞は何を説いたか』教育新潮社 1964 

＊早島鏡正『親鸞入門』講談社現代新書 1971 

＊村上速水『親鸞教義とその背景』永田文昌堂 1987 

＊浅野教信『親鸞の批判精神―浄土真宗入門講座―』永田文昌堂 1988 

＊普賢晃寿『親鸞聖人と人生―生死と浄土―』永田文昌堂 1991 

＊岡 亮二『親鸞の教えと現代』永田文昌堂 1995 

＊浅井成海『真宗を学ぶ―愚にかえりて―』永田文昌堂 1996 

＊大谷光真・上田紀行『今、ここに生きる仏教』平凡社 2010 

＊大谷光真『世のなか安穏なれ―現代社会と仏教』中央公論新社 2007 

＊小池秀章『高校生からの仏教入門―釈尊から親鸞聖人へ―』本願寺出版社 2009 

・金子大栄『歎異抄』岩波文庫 1931 

・三木 清『親鸞』岩波書店 1951 

・亀井勝一郎『親鸞―私の宗教観―』角川書店 1954 

・鈴木大拙・曽我量深・金子大栄・西谷啓治『親鸞の世界』東本願寺出版部 1961 

・村上速水『親鸞読本―その人間像の追求―』百華苑 1968 

・古田武彦『親鸞』清水書院 1970 

・星野元豊『現代に立つ親鸞』法蔵館 1970 

・野間 宏『親鸞』岩波新書 1973 

・寺川俊昭『親鸞のこころ』有斐閣新書 1974 

・武内義範『現代と親鸞』中公新書 1974 

・石田瑞麿『親鸞思想と七高僧』大蔵出版 1976 

・森 龍吉『蓮如』講談社現代新書 1979 

・笠原一男『親鸞―煩悩具足のほとけ―』NHK ブックス 1979 

・鈴木大拙『真宗入門』春秋社 1983 

・宮崎圓遵『親鸞聖人とその周辺』百華苑 1983 

・赤松俊秀『親鸞』(人物叢書 新装版)吉川弘文堂 1985 

・中西智海『親鸞聖人と浄土真宗』永田文昌堂 1987 

・田村圓澄『法然』（人物叢書）吉川弘文堂 1988 

・関山和夫『説教の歴史―仏教と話芸―』白水 U ブックス 1992 
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・浄土真宗本願寺派ビハーラ実践活動研究会『ビハーラ活動』本願寺出版社 1993 

・梯 實圓『聖典セミナー 歎異鈔』本願寺出版社 1994 

・河田光夫『親鸞と被差別民衆』明石書店 1994 

・五木寛之『蓮如―聖俗具有の人間像』岩波新書 1994 

・梯 實圓『精読 仏教の言葉 親鸞』大法輪閣 1997 

・金龍 静『蓮如』（人物叢書）吉川弘文堂 1997 

・平松令三『親鸞』（人物叢書）吉川弘文堂 1998 

・佐藤正英『親鸞入門』筑摩書房 1998 

・信楽峻麿『真宗の大意』法蔵館 2000 

・楠 恭『妙好人を語る』NHK ライブラリー2000 

・浅井成海『仏教のこころ念仏のこころ』法蔵館 2000 

・瓜生津隆真『慈悲の光-浄土三部経』(仏教を生きる(4)) 中央公論新社 2000 

・池田行信『現代社会と浄土真宗』法蔵館 2000 

・平 雅行『親鸞とその時代』法蔵館 2001 

・釈 徹宗『親鸞の思想構造―比較宗教の立場から』法蔵館 2002 

・田代俊孝『真宗入門 御文に学ぶ』（増補新版）法蔵館 2002 

・菊藤明道『妙好人伝の研究』法蔵館 2003 

・信楽峻麿『親鸞とその思想』法蔵館 2003 

・ケネス田中『真宗入門』法蔵館 2003 

・千葉乗隆『浄土真宗』ナツメ社 2005 

・池田勇諦・中西智海『歎異抄・正信偈・和讃』四季社 2006 

・矢田了章『『教行信証』入門』大法輪閣 2008 

・梯實圓・平松令三・霊山勝海『念仏と流罪―承元の法難と親鸞聖人』本願寺出版社 2008 

・勧学寮編『今、浄土を考える』本願寺出版社 2010 

・ケネス田中『アメリカ仏教―仏教も変わる、アメリカも変わる』武蔵野大学出版会 2010 

・梯信暁『浄土教思想史』法蔵館 2012 

・末木文美士『親鸞』ミネルヴァ書房 2016 

・梯実圓『親鸞聖人の生涯』法蔵館 2016 

・浅井成海『聖典セミナー 選択本願念仏集』本願寺出版社 2017 

・釈徹宗『親鸞の 100 の言葉』宝島社 2017 

・『教学シリーズ』 

（No.1『女人往生』、No.2『真俗二諦』、No.3『教学と運動』他）本願寺出版社 

・『親鸞大系』（思想篇１～１３、歴史篇１～１１）法蔵館 1988 
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龍谷大学文学部真宗学研究室 編 


