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昭和５７年度

・真宗文化史 宮崎円遵講師

・『教行信証』 大江淳誠講師

・共同研究 本尊論 指導宮崎円遵講師

・『選択集』 石田充之講師

・『観信略要集』 佐藤哲英講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ５月 日野振作主事、司教昇階祝賀会 ５月２５日

・１０月 日本印度学仏教学会研究発表参加（川添・清岡・深川・内藤・林・加藤）

・１０月 研修旅行（三河地方）

・１２月 中井玄道氏編「教行信証」を日野大心仏教児童博物館より十冊寄贈

・１２月 報恩講・研究発表（深川・篠島・内藤）

・ ２月１４日 宮崎円遵和上御往生

・ ３月 ４日 宮崎円遵和上葬儀 於本願寺会館

・ ３月 卒業式

昭和５８年度

・教行信証 石田充之講師

・尊号真像銘文 瓜生津隆雄講師

・往生要集 佐藤哲英講師

・共同研究「尊号真像銘文」瓜生津隆雄講師

・ ４月 新入生歓迎会

特別講義 大江院長

松江夫妻を励ます会

山之内慶華財団より大正新脩『大蔵経』（第１～第８５）８５巻・昭和法宝総

目録（第１・２・３）３巻 合計８８巻を受領

・ ６月 日本印度学仏教学会研究発表参加（加藤・林）

・ ９月 特別講義 北米仏教大学院顧問 宮地廓慧和上

・１０月 研修旅行 大阪

・１２月 報恩講・研究発表会（嶋田・清岡）

・ ３月 卒業式

昭和５９年度

・『教行信証』石田充之講師

・共同研究 法然上人の研究

・『尊号真像銘文』瓜生津隆雄講師

・『往生要集』佐藤哲英講師

・共同研究『尊号真像銘文』の研究



- 2 -

・ ４月 新入生歓迎会

・ ５月 特別講義（木村・信楽）

・ ９月 大江淳誠和上『教行信証講義録』（販売永田文昌堂）

・１０月 研修旅行（三重高田方面）

・１０月 日野振作先生『親鸞聖人と七祖教義の教え』出版祝賀会

・１０月２８日 佐藤哲英講師御往生

・１０月 佐藤哲英和上葬儀 持光寺（ご自坊）

・１０月 日本印度学仏教学会研究発表大会（日野・加藤・松下・森田）

・１２月 報恩講・研究発表会（日野紫・松江・天岸・嶋田・村上）

・ ３月 ５日 宮崎円遵講師・佐藤哲英講師追悼法要 於本館講堂

・ ３月 ５日 大江淳誠和上『教行信証講義録』出版記念祝賀会

・ ３月 ６日 卒業式

・ ３月２５日 大江淳誠院長御往生

・ ３月２７日 高槻御自宅にて御通夜

・ ３月２８日 大江淳誠和上 葬儀（本願寺会館）

・ ３月３０日 福井浄信寺（自坊）大江淳誠和上葬儀

昭和６０年度

・４月１日 大江和上のご逝去により、石田充之和上が院長就任

新しく客員研究員制度が設けられた

・真言教学 赤山得誓講師

・教行信証（続講）石田充之講師

・往生論註 瓜生津隆雄和上

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 日本印度学仏教学会研究発表大会（川添・清基）

・１０月 研修旅行（滋賀県）

・１２月 報恩講 研究発表会（那須・波多・川添・加藤・宇野）

昭和６１年度

・真言教学（続講） 赤山得誓講師

・教行信証（続講） 石田充之講師

・往生論註（続講） 瓜生津隆雄講師

※特別講師 宮地廓慧師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 印度学仏教学会研究発表大会、宗学院より多数参加

・１０月 研修旅行 奈良吉野方面

・１２月 報恩講・研究発表会（清基・松下・森田）
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・ ３月 卒業式

昭和６２年度

・真言教学（続講）赤山得誓講師

・教行信証（続講）石田充之講師

・浄土論註（続講）瓜生津隆雄講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 印度学仏教学会研究発表大会、宗学院より多数参加

・１０月 研修旅行（和歌山・泉南）

・１２月 報恩講・研究発表会（青雲・秦・新田・藤満・道元）

・ ３月 卒業式

昭和６３年度

・真言教学（続講） 赤山得誓講師

・『教行信証』行巻（続講） 石田充之講師

・本典講録研究会 研究員・研究生・聴講生

・往生論註（続講） 瓜生津隆雄講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ７月 瓜生津隆雄講師、米寿記念祝賀会

・１０月 研修旅行（京都・大阪方面）

・１２月 報恩講・研究発表会

（宇野・楠・田坂・東光・内藤・西河・能仁・広瀬・普賢）

・ ３月 卒業式

平成元年度

・真言教学 赤山得誓講師

・教行信証（続講） 石田充之講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・往生論註（続講） 瓜生津隆雄講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ９月 日本印度学仏教学会研究発表大会

（青原・宇野・加藤・宇野・普賢・日野・小武・川添・安藤）

・１１月 研修旅行（関東方面）

・１２月 報恩講・研究発表会（佐々木・安藤・金児・小武・毛利）

・ ３月 卒業式
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平成２年度

・真宗教学 赤山得誓講師

・教行信証（続講）石田充之講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・安楽集（続講） 瓜生津隆雄講師

・ ４月２４日 新入生歓迎会

・１０月 研修旅行（広島）

・１２月 報恩講・研究発表会（青原・臼杵・海野・河野・宮本・毛織）

・ ３月 卒業式

平成３年度

・真言教学（続講） 赤山得誓講師

・教行信証（続講） 石田充之講師

・本典講録の研究（前承）日野振作講師

・和語の聖教について 瓜生津隆雄講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 特別講義 武邑尚邦講師

・１０月 研修旅行（信州方面）

・１２月 報恩講・石田・瓜生津和上追悼法要・研究発表会（奥田・北村・坂本・藤原・

古澤）

・ ３月 卒業式

平成４年度

・大乗起信論 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・往生論註 稲城選恵講師

・ ４月 新入生歓迎会

・１０月 研修旅行（富山方面）

・１２月 報恩講・研究発表会（浅井・稲田・大在・岡村・堅達・満井）

・ ３月 卒業式

平成５年度

・大乗起信論 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・往生論註 稲城選恵講師
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・ ４月２０日 新入生歓迎会

・１０月 研修旅行（岡崎方面）

・１１月 報恩講・文殊院玄智法師二百回忌追慕会・卒業論文研究発表

（岡・岡本・栗山・小池・佐々木・島田・滝・智谷）

・ ３月 卒業式

平成６年度

・十住毘婆沙論 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・往生論註 稲城選恵講師

・蓮如教学の研究

・ ４月 新入生歓迎会

・ ５月 宇野順治研究員司教祝賀会

・１０月 研修旅行（北陸方面）

・１２月 報恩講・卒業生研究発表

（岡・栗山・朝倉・岩崎・坂原・高松・武田・藤澤・森田）

・ ３月 卒業式

平成７年度

・十住毘婆沙論 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・御文章 稲城選恵講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ５月 特別講義 赤山得誓講師

・ ９月 研修旅行（奈良・和歌山方面）

・１２月 報恩講・卒業生研究発表

（明石・伊東・緒方・梶・杉岡・薗田・俵・中村・長谷川・藤村・和田）

・ ３月 卒業式

平成８年度

・大無量寿経 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・御文章 稲城選恵講師

・教学の研究 共同研究
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・ ４月 新入生歓迎懇親会

・ ６月 特別講義 上山大峻教授

特別講義 千葉乗隆教授

・１０月 研修旅行 大阪・兵庫方面

・１２月 報恩講・卒業生研究発表（青山・市川・田中・長岡・南部・溝部・渡邊）

・ ３月 卒業式

平成９年度

・大無量寿経 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・御文章 稲城選恵講師

・教学の研究 共同研究

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 特別講義 千葉乗隆教授

・１０月 研修旅行「蓮如上人を訪ねて 河内の国を歩く」

・１２月 報恩講・卒業生研究発表（隅倉・千葉・殿内・貫名・藤・蜷川・七里・松嶋）

・ ３月 卒業式

平成１０年度

・観無量寿経 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・御文章 稲城選恵講師

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 特別講義 千葉乗隆教授

・１０月 研修旅行（大阪）

・１２月 報恩講・卒業論文発表（大洲・河智・塚田・西・堀・江波・西村）

・ ３月 卒業式・謝恩会・送別会

平成１１年度

・阿弥陀経 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・三帖和讃 稲城選恵講師

・真宗教学の研究「浄土真宗の人間観」共同研究
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・ ４月 新入生歓迎懇親会

・ ６月 特別講義 千葉乗隆 本願寺史料研究所所長

・１０月 研修旅行「蓮如上人を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業生研究発表（葛野・宗・常光・那須・平・出口・安方）

・ ３月 卒業式

平成１２年度

・大無量寿経 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証証巻 普賢晃壽講師

・三帖和讃 稲城選恵講師

・真宗教学の研究「浄土真宗の人間観」 共同研究

・ ４月 新入生歓迎会

・ ６月 特別講義 千葉乗隆本願寺史料研究所所長

・１０月 研修旅行「豊前・豊後学匠の御跡を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業生研究発表（北島・佐々木・中臣・藤並・護城・和氣・戸川）

・ １月 特別講義 武内紹晃勧学

・ ３月 卒業式

平成１３年度

・大無量寿経 武邑尚邦講師

・本典講録の研究 日野振作講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・三帖和讃 稲城選恵講師

・真宗教学の研究 共同研究

・ ４月 新入生歓迎会

・１０月 研修旅行「初期真宗学寮と空華先哲を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業生研究発表

（五十香・井上・中村・能勢・板原・中島・松山・山田・吉田）

・ ３月 卒業式

平成１４年度

【本科】

・釈尊伝 北畠利親講師

・演習 梯實圓・徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・本典講録の研究 宇野順治講師

※特別講義 院長講義 武内紹晃院長 １回
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真宗関係 浅井成海龍谷大学教授 ４回

仏教関係 神子上恵生龍大教授 ４回

【別科】

・三経七祖教義 大田利生講師

・仏教概論 淺田恵真講師

・安心論題 林 智康講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 本科開講式・新入生歓迎懇談会

別科開講式

・ ６月 宗学院懇親のつどい

・１０月 研修旅行「石州学派の先哲を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（伊藤・高田・原田・福井・大江・橋本・中山）

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成１５年度

【本科】

・阿弥陀経 北畠利親講師

・演習 梯實圓・徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・本典講録の研究 宇野順治講師

※特別講義 真宗関係 浅井成海龍大教授 ３回

【別科】

・仏教概論 淺田恵真講師

・安心論題 内藤知康講師

・三経七祖 大田利生講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ６月 宗学院懇親のつどい

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（香川・芝原・嶋田・佐藤・藤川・村上・龍口）

宗学院８０周年記念インド仏跡参拝研修旅行

・ ３月 本科卒業式、別科修了式

平成１６年度

【本科】

・無量寿経 北畠利親講師

・演習 梯實圓・徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽院長

・本典講録の研究 宇野順治講師
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※特別講義 真宗関係 矢田了章龍大教授 ４回

仏教関係 淺田恵真龍大教授 ４回

【別科】

・仏教概論 淺田恵真講師

・安心論題 内藤知康講師

・三経七祖 大田利生講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 本科開講式・新入生歓迎懇談会

別科開講式

・ ６月 宗学院懇親のつどい

・１０月 本科研修旅行｢宗祖親鸞聖人関東ご旧跡を訪ねて｣

別科比叡山参拝研修

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（石田・那須・佐々木・前田・稲城）

宗学院創立８０周年記念式典

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成１７年度

【本科】

・無量寿経 北畠利親講師

・演習 梯實圓・徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽院長

・本典講録の研究 宇野順治講師

※特別講義 真宗関係 矢田了章（龍大教授） ３回

仏教関係 竺沙雅章（京大名誉教授）４回

【別科】

・三経七祖 大田利生講師

・安心論題 内藤知康講師

・仏教概論 淺田恵真講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 本科開講式・新入生歓迎懇談会

別科開講式

・ ６月 宗学院懇親の集い

・ ８月 本科研修旅行｢シルクロード探訪の旅｣（～２７日）

・ ９月 別科比叡山参拝研修

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表

（麻生・岩田・佐長・清水・多村・中西・教重・日野・牧野）

・ ３月 本科卒業式・別科修了式
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平成１８年度

【本科】

・無量寿経 北畠利親講師

・演習 梯實圓・ 徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・本典講録の研究 宇野順治講師

※特別講義 仏教学関係 桂紹隆（龍大教授）

【別科】

・三経七祖 大田利生講師

・安心論題 内藤知康講師

・仏教概論 相馬一意講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 本科開講式・新入生歓迎懇談会

別科開講式

・ ５月 龍谷教学会議第４２回富山大会

・ ６月 宗学院懇親の集い

・ ７月 別科比叡山参拝研修

・１０月 研修旅行「越後・親鸞聖人御旧跡を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業論文発表（安達・原田・稲田・井上・西）

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成１９年度

【本科】

・仏教 淺田恵真講師

・演習 梯實圓・徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・本典講録 宇野順治講師

※特別講義 仏教関係 北畠典生勧学

【別科】

・三経七祖 大田利生講師

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 内藤知康講師

・仏教概論 相馬一意講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 本科開講式・新入生歓迎懇談会

別科開講式

・ ６月 宗学院懇親の集い

・ ７月 別科東大寺・法隆寺参拝研修



- 11 -

・１０月 本科研修旅行「越中の浄土真宗遺跡を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業論文発表（松尾・長岡・塚本・能島・弘中）

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２０年度

【本科】

・三帖和讃 徳永一道講師

・天台四教義 淺田恵真講師

・教行信証 普賢晃壽講師

・本典講録 宇野順治講師

※特別講義 真宗学関係 梯實圓勧学

【別科】

・三経七祖 大田利生講師

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 内藤知康講師

・仏教概論 相馬一意講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ５月 特別講義 梯實圓勧学

・ ６月 宗学院懇親の集い

特別講義 梯實圓勧学

・１０月 特別講義 梯實圓勧学

別科東大寺・興福寺参拝研修

本科研修旅行「三業惑乱のみ跡を慕いて」広島・島根方面

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（飯島・利井・武田・竹本・中平）

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２１年度

【本科】

・演習 淺田恵真講師・徳永一道講師

・天台四教義 淺田恵真講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽院長

・本典講録 宇野順治講師

※特別講義 真宗学関係 梯實圓勧学

【別科】

・三経七祖 大田利生講師

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 内藤知康講師
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・仏教概論 相馬一意講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 開講式・新入生歓迎会

・ ６月 特別講義 梯實圓勧学

・ ７月 特別講義 梯實圓勧学

特別講義 筑波大学名誉教授 今井雅晴師

宗学院懇親の集い

「浄土文類聚鈔」講録の研究≪翻刻≫発行記念祝賀会

・ ９月 別科當麻寺・薬師寺参拝研修

特別講義 梯實圓勧学

・１０月 本科研修旅行「関東ご旧跡参拝」茨城・福島方面

・１２月 報恩講・卒業論文発表（黒田・木下）

平成２２年度

【本科】

・演習 淺田恵真講師・徳永一道講師

・天台四教儀 淺田恵真講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・教行信証 普賢晃壽院長

・本典講録 宇野順治講師

※特別講義 真宗学関係 内藤知康勧学

【別科】

・本典概説 内藤知康講師

・安心論題 深川宣暢講師

・三経七祖 大田利生講師

・仏教概論 相馬一意講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ６月 特別講義 内藤知康勧学

龍谷教学会議第四十六回山口大会

・ ７月 特別講義 内藤知康勧学

宗学院懇親の集い

特別法話 ｢学びについて｣ 深川倫雄勧学

特別公開講座｢福祉、看護、医療の現場でもとめられている仏教｣

龍谷大学文学部教授 田畑正久師

・ ９月 特別講義 内藤知康勧学

別科金峯山寺・立興寺参拝研修

・１０月 本科研修旅行「九州の学僧方ゆかりの寺院巡拝」



- 13 -

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（赤井・那須・恵美・福田・藤田・橘）

公開講座 ｢大乗の至極｣ 教学伝道研究センター所長 佐々木惠精師

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２３年度

【本科】

・演習 淺田恵真講師・徳永一道講師

・天台四教儀 淺田恵真講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・本典 内藤知康講師

・本典講録 本科 研究員

※特別講義 佐々木惠精講師

【別科】

・本典概説 殿内恒講師

・安心論題 深川宣暢講師

・三経七祖 大田利生講師

・仏教概論 相馬一意講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ５月 特別講義 佐々木惠精講師

・ ６月 特別講義 佐々木惠精講師

・ ７月 特別講義 佐々木惠精講師

特別公開講座｢シルクロードの仏教美術-失われたバーミヤーンの大仏と壁画｣
龍谷ミュージアム館長・龍谷大学教授 宮治昭師

宗学院懇親のつどい

・ ９月 日本印度仏教学会第６２回学術大会

・１０月 研修旅行「越中の学僧方ゆかりの寺院巡拝

特別講義 佐々木惠精講師

・１１月 特別講義 佐々木惠精講師

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（岡崎・深川）

公開講座 ｢本願の念仏」 講師 梯實圓勧学

特別講義 佐々木惠精講師

・ ２月 別科四天王寺・叡福寺・野中寺参拝研修

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２４年度

【本科】

・演習 淺田恵真講師・徳永一道講師

・天台四教儀 淺田恵真講師
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・三帖和讃 徳永一道講師

・本典 内藤知康講師

・本典講録 本科研究員

※特別講義 桂紹隆講師

【別科】

・本典概説 殿内恒講師

・安心論題 深川宣暢講師

・三経七祖 大田利生講師

・仏教概論 楠淳證講師

・研究指導 本科 研究員

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ７月 特別公開講座｢仏教的生命観から見た先端医療｣

龍谷大学特任教授・滋賀医科大学名誉教授 早島理師

学院懇親のつどい

・ ９月 別科参拝研修 興福寺・薬師寺・西大寺

・１０月 本科研修旅行「親鸞聖人の御流罪の地を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（桑原・西塔・武田・長尾・野村・赤松）

公開講座 ｢日本仏教に未来はあるか？」 桂紹隆氏

・ １月 特別講義 桂紹隆講師

・ ２月 特別講義 桂紹隆講師

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２５年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・天台四教儀 淺田恵真講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・本典 内藤知康講師

・本典講録 内藤知康講師

※特別講義 普賢晃壽講師・大田利生講師

四講時 共同研究

【別科】

・本典概説 殿内恒講師

・安心論題 深川宣暢講師

・三経七祖 武田晋講師

・仏教概論 楠證講師

・研究指導 別科助手

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会
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特別講義 宗学院前院長 普賢晃壽勧学

・ ５月 特別講義 宗学院前院長 普賢晃壽勧学

特別講義 宗学院前講師 大田利生勧学

・ ６月 特別講義 宗学院前講師 大田利生勧学

公開講座 ｢自他共に｣の思想的源流

浄土真宗本願寺派総合研究所副所長（東京支所所長）

東京大学東洋文化研究所元教授 丘山 新師

宗学院懇親のつどい 於：リーガロイヤルホテル京都

・ ９月 別科参拝研修 唐招提寺・法隆寺

本科別科合同特別講義「来迎芸術の世界ー龍谷ミュージアム特別展によせてー」

龍谷ミュージアム館長・龍谷大学教授 入澤崇師

・１０月 特別講義 宗学院前講師 大田利生勧学

本科研修旅行「芸徹ゆかりの地を訪ねて」（～九日）

・１２月 卒業論文研究発表・報恩講（川野・溪・福田）

公開講座 ｢浄土真宗の本尊」

真宗大谷派董理院院長・北海道大学名誉教授 藤田宏達師

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２６年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・本典 内藤知康講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・天台四教儀 淺田恵真講師

・本典講録 本科研究員

※特別講義 小谷信千代師

【別科】

・本典概説 殿内恒講師

・安心論題 深川宣暢講師

・仏教概論 楠淳證講師

・三経七祖 武田晋講師

・研究指導 別科助手

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ５月 特別講義 大谷大学名誉教授 小谷信千代師

・ ６月 特別講義 大谷大学名誉教授 小谷信千代師

・ ７月 公開講座「日本仏教の社会倫理 ―日本仏教史を捉え返す―」

東京大学名誉教授 上智大学特任教 島薗進師

宗学院懇親のつどい

・ ９月 別科参拝研修 願行寺・瀧上寺
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・１０月 特別講義 大谷大学名誉教授 小谷信千代師

公開講座

「二楽荘と大谷探検隊 ―シルクロード研究の原点と隊員たちの思い―」

龍谷ミュージアム 館長龍谷大学教授 入澤崇師

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（佐竹・千葉）

公開講座 ｢私の理解する浄土について」京都光華女子大学学長 一郷正道師

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２７年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・本典 内藤知康講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・天台四教儀 淺田恵真講師

・本典講録 本科研究員

※特別講義 早島理師

【別科】

・本典概説 殿内恒講師

・安心論題 深川宣暢講師

・三経七祖 武田晋講師

・仏教概論 藤丸要講師

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ７月 公開講座

「東日本大震災による医療崩壊と創造的復興～先端医療を紡ぐ宗教の役割～」

東北大学教授 「西本願寺医師の会」会員 清元秀泰氏

宗学院懇親のつどい

・ ９月 別科参拝研修 教行寺・本徳寺・法性寺

・１０月 特別講義 早島理師

公開講座 「クメール彫刻に見る仏教とヒンドゥ－教」

龍谷ミュージアム 学芸員 岩井俊平氏

・１１月 特別講義 早島理師

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（今里・内田）

公開講座 ｢好相行の体験」 三千院門跡門主 堀澤祖門師

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成２８年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・本典 内藤知康講師
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・三帖和讃 徳永一道講師

・天台四教義 淺田恵真講師

・本典講録 本科研究員

※特別講義 相馬一意師

【別科】

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 殿内恒講師

・三経七祖 武田晋講師

・仏教概論 藤丸要講師

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

特別講義 相馬一意師

・ ６月 特別講義 相馬一意師

・ ７月 公開講座「原発と平和、幸福」 元京大原子炉実験所助教 小出裕章氏

宗学院懇親のつどい

・ ９月 別科参拝研修 東福寺・泉涌寺

特別講義 相馬一意師

公開講座 「浄土真宗と本願寺の名宝展～鑑賞のポイント～」

龍谷ミュージアム 副館長 石川知彦氏

・１０月 特別講義 相馬一意師

・１１月 特別講義 相馬一意師

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（四夷・杉田・和）

公開講座 ｢空思想にみる還相回向」 京都光華女子大学長 一郷正道氏

・ ２月 本科卒業式・別科修了式

平成２９年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・本典講録 本科研究員

・三帖和讃 徳永一道講師

・本典 内藤知康講師

・天台四教義 淺田恵真講師

※特別講義 宇都宮啓吾師

【別科】

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 殿内恒講師

・三経七祖 武田晋講師

・仏教概論 藤丸要講師

・研究指導 別科助手
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・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ７月 公開講座「イスラームの宗教性と現代」関西大学文学部教授 小田淑子氏

宗学院懇親のつどい

・ ９月 別科参拝研修 萬福寺・聖護院

・１０月 公開講座 「「地獄絵ワンダーランド」展の愉しみ方」

龍谷ミュージアム学芸員 村松加奈子氏

本科研修旅行「鹿児島県内の仏教・真宗ゆかりの地を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（上野・東光・長宗・西河・早島）

公開講座

｢言葉の向こうに開ける仏教の原風景―「阿弥陀」「即得往生」「―闡提」の

本当の意味―」

創価大学国際仏教学高等研究所教授（所長）辛嶋静志氏

・ １月 特別講義 宇都宮啓吾師

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

平成３０年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・本典 内藤知康講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・天台四教儀 淺田恵真講師

・本典講録 本科研究員

※特別講義 大田利生師

【別科】

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 殿内恒講師

・三経七祖 武田晋講師

・仏教概論 藤丸要講師

・研究指導 別科助手

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ５月 公開講座「釈尊の時代のユーラシア」龍谷ミュージアム准教授 岩井俊平氏

・ ７月 公開講座「中国仏教と「法華経」」国際仏教学大学院大学学長 藤井教公氏

宗学院懇親のつどい

・ ９月 別科参拝研修 唐招提寺・法隆寺

・１０月 特別講義（第一回・第二回） 大田利生師

本科研修旅行「中国地方の仏教・真宗ゆかりの地を訪ねて」

・１１月 特別講義（第三回）大田利生師

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（奥田・河野・西村）
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公開講座 ｢宗教はなぜ必要なのか」花園大学文学部仏教学科教授 佐々木閑氏

・ ３月 本科卒業式・別科修了式

令和元年度

【本科】

・演習 徳永一道講師・淺田恵真講師・内藤知康講師

・本典 内藤知康講師

・三帖和讃 徳永一道講師

・天台四教義 淺田恵真講師

・本典講録 本科研究員

※特別講義 梯信暁師

【別科】

・安心論題 深川宣暢講師

・本典概説 殿内恒講師

・三経七祖 武田晋講師

・仏教概論 藤丸要講師

・研究指導 別科助手

・ ４月 開講式・新入生歓迎懇談会

・ ５月 特別講義 梯信暁師

・ ７月 公開講座「密教浄土教と阿弥陀如来像」 大正大学名誉教授 苫米地誠一氏

宗学院懇親のつどい

・ ９月 公開講座 「企画展「龍谷の至宝 －大谷探検隊コレクションを中心に－ 」

龍谷大学国際学部長 三谷真澄氏

別科参拝研修 薬師寺・東大寺

・１０月 本科参拝研修「美濃・飛騨仏教ゆかりの地を訪ねて」

・１２月 報恩講・卒業論文研究発表（伊藤・釋氏・西村）

公開講座 ｢死んだら終わりですか？ －臨床仏教ということ－ 」

大谷大学学長 木越康氏

・ ３月 本科卒業式・別科修了式


