
【綜合仏教研究所 公開講座（学外招聘講師） 一覧】（平成8年度～） ※所属･役職は講座開講時のものです。
平成8年度 平成8年4月17日 高麗仏教の現状 斎藤　忠　先生 大正大学名誉教授　

平成8年度 平成8年6月7日 古代南インドの聖地における商人・支配者・僧侶 ケネス・ホール　博士 ボール・ステート大学教授　

平成8年度 平成8年6月22日 台北故宮博物院の発展について 昌　彼得　先生 台北故宮博物院副院長　

平成8年度 平成8年7月5日 中国における道教研究の現況 呉　亜魁　先生 上海社会科学院宗教研究所助理研究員

平成8年度 平成8年11月14日 内モンゴルの仏教研究について 亦　嶺真　先生 内モンゴル大学モンゴル史研究所前所長

平成9年度 平成9年10月22日 中国民衆と社会倫理 酒井　忠夫　先生 筑波大学名誉教授　

平成9年度 平成9年10月22日 二十世紀のモンゴルにおける仏教 Ｔ.Ｓ.バドバヤル　先生 モンゴル科学アカデミー東洋学研究所所長

平成9年度 平成9年12月9日 中日両国仏教文化交流の諸問題 楊　曽文　先生 中国社会科学院世界宗教研究所仏教研究室主任

平成10年度 平成10年11月18日 歌と宗教 Ｗ.Ｊ.ボート　博士 ライデン大学日本学主任教授　

平成12年度 平成12年6月21日(水) 13:05～ 韓国の三身仏について 石上　善應　先生 大正大学名誉教授　

平成12年度 平成12年2月16日(金) 15:00～ スリランカにおける近年の仏教研究 遠藤　敏一　先生 ケラニア大学講師　

平成13年度 平成13年6月13日(水) 追放か昇進か―厄払いの地理的考察― Ｈ.ロータモンド　博士 フランス国立高等研究院教授　

平成13年度 平成13年9月13日(木) パソコンを使った梵蔵漢テキスト検索の仕方 駒沢短期大学教授　石井公成　先生、研究所講師　鈴木晃信　先生

平成14年度 平成14年5月21日(火) モンゴルの仏教について スチンビリグ　先生 中国内モンゴル自治区図書館主任

平成14年度 平成14年1月16日(木) 南インドの仏教遺跡について シャンムガム　先生 マドラス大学教授

平成14年度 平成14年1月16日(木) 南インドの巨石文化について ラオ　博士　 ハイダラバード大学助教授　

平成14年度 平成14年1月27日(月) 新しい仏教哲学を求めて 木村　清孝　先生 鶴見大学教授　

平成15年度 平成15年9月10日(水) ブリヤートの仏教 Ｍ.ワンチコワ　先生 ロシア・ブリヤート自治共和国アカデミー　東洋学研究所主任研究員

平成15年度 平成15年9月17日(水) パーリ註釈文献に現れた「法滅尽」思想 遠藤　敏一　先生 ケラニア大学教授

平成15年度 平成16年2月18日(水) 写本より見た摩訶僧紙律について―十誦律との関係より―トゥルファン出土梵語辞典　 鄭　愼一　先生 ゲッティンゲン学院研究員

平成16年度 平成16年6月29日(火) なぜ『維摩経』はこれほどまでに人気を博してきたのか ジョナサン・シルク先生 UCLA Department of Asian Languages and Cultures助教授

平成17年度 平成17年7月6日(水) 『智光明荘厳経』について ピーター・スキリング先生 Research Fellow,Lumbini International Research Institute

平成17年度 平成17年7月6日(水) 文化多様性と世界遺産の保護 張　忠志　先生 駐日中国大使館文化担当

平成17年度 平成17年11月30日(水) 中国の文明と文化遺産の多様性・歴史性・芸術性について 張　忠志　先生 駐日中国大使館文化担当

平成18年度 平成18年4月5日(水) 『瑜伽師地論』三摩呬多地について マルティン・デルハイ（Martin Delhey）先生 国際仏教学大学院大学附置国際仏教学研究所　客員研究員

平成18年度 平成18年9月15日(水) Some Aspects of Bodhicitta Tadeusz SKORUPSKI　先生 ロンドン大学

平成18年度 平成18年11月10日(金) 第一部「仏教と植物」・第二部「声聞地について」 Lambert Schmithausen　先生 ハンブルク大学名誉教授

平成21年度 平成22年2月16日(火) 13:00～公開講座、14:00～ディスカション 如浄禅師の風鈴頌の伝播―鎌倉時代における禅と念仏との交流― フレデリック・ジラール（Frédéric Girard) 教授 フランス極東学院教授

平成23年度 平成23年5月12日(木) 15:00～17:00 モンゴル文化の研究について チメッドドルジ　先生 内モンゴル大学副学長

平成23年度 平成24年2月20日(月) 13:30～15:00 仏と〈私〉の距離：ネパール仏教写本を中心に 吉崎　一美　先生 ネパール仏教研究家

平成24年度 平成24年4月27日(金) 13:30～16:00 韓国の禅宗－歴史と現在－ 釋　修弗　先生 東國大学校国際禅センター所長

平成24年度 平成24年11月7日(水) 14:45～16:15(4時限目)
チベットに伝わる比丘尼律と敦煌文書のいくつかについて
(The Bhikṣuṇī Vinaya preserved in Tibet and some manuscripts from Dunhuang)

シェーン・クラーク(Shayne

Clarke)先生
マックマスター大学准教授
／国際仏教学大学院大学客員研究員

平成24年度 平成25年2月20日(水) 14:30～16:00

バーヴィヴェーカの初期不二一元論批判―『中観心論』および『論理の炎』に見る「瓶空喩」をめぐって
―
(A Buddhist View of the Early Advaita  Thought― The “pot-space” simile as introduced and criticized by Bhāviveka in

his Madhyamakahṛdayakārikā  and Tarkajvālā )

何　歓歓　先生
中国社会科学院哲学研究所助理研究員
／東京大学大学院人文社会系研究科 外国人研究員

平成25年度 平成25年5月22日(水) 15:00～16:30 編纂、翻訳注釈から比較研究まで―内モンゴルにおける四手法による研究の概要 Ａ・エルデニバヤル　先生 内モンゴル大学教授

平成25年度 平成25年5月22日(水) 16:30～18:00 モンゴル文『大蔵経・ガンジョール』の成立と出版について Ｍ・エルデニ・バートル　先生 内モンゴル大学准教授

平成25年度 平成25年6月20日(木) 16:00～17:30 善・不善・無記：上座部と説一切有部のダルマの分類についての考察 ルパート・ゲティン（Rupert Gethin）先生 ブリストル大学教授／国際仏教学大学院大学客員教授

平成25年度 平成26年2月5日(水) 15:00～16:30 戦後の河口慧海・荻原雲来先生の学的遺産の移動について 石上　善應　先生 大正大学名誉教授

平成25年度 平成26年3月19日(水) 14:50～16:20(4時限目)
『八千頌般若』の哲学性について
(Is the Transcendent State of Wisdom Scripture in Eight Thousand Verse Lengths  philosophical at all?)

グレゴリー・セートン（Gregory M. Seton）先生 オックスフォード大学

平成26年度 平成26年6月25日(水) 14:50～16:20(4時限目) 欧米における日本仏教研究の現状 マーク ブラム　先生 カリフォルニア大学バークレイ校教授

平成26年度 平成26年9月26日(金) 14:50～16:20(4時限目)
古代インド仏教の修行における知の位置付け
(On the Place of Knowledge in ancient Indian Buddhist Spiritual Practice)

マルティン・デルハイ（Martin Delhey）先生 ハンブルク大学 写本文化研究センター 常勤研究員

平成26年度 平成27年1月21日(水) 14:50～16:20(4時限目) 東北チベットに両界曼荼羅の源流を訪ねる 田中　公明　先生 公益財団法人中村元東方研究所 研究員／チベット文化研究会副会長

平成26年度 平成27年1月23日(金) 14:50～16:20(4時限目) チベットに伝存するサンスクリット写本とその由来 加納　和雄　先生 高野山大学准教授

平成26年度 平成27年2月23日(月) 15:00～16:30
後期インド密教経典の制作に関する一考察―『サンプタティラカ』とその素材となったテキスト―
(The Sampuṭatilaka , its sources, and what it can teach us about late tantric Buddhist scriptural composition)

ピーター・サント（Peter Szanto）先生 オックスフォード大学 オールソウルズカレッジ研究員

平成27年度 平成27年5月21日(木) 13:10～14:40(3時限目) 十二分教「アヴァダーナ」再考 吹田　隆道　先生 佛教大学非常勤講師

平成27年度 平成27年9月17日(木) 14:50～16:20(4時限目) 
タントラ研究をどのように行なうべきか？
(How should we do Tantric Studies？)

アレクシス・サンダーソン（Alexis Sanderson）先生 オックスフォード大学教授

平成27年度 平成27年10月16日(金) 16:30～18:00(5時限目) 
アバヤーカラグプタが説く「最高の才能をもった師による最高の才能をもった弟子の灌頂」
(Abhayākaragupta on the consecration of the initiand of highest capacity by the guru of highest capacity)

ハルナガ・アイザクソン（Harunaga Isaacson）先生 ハンブルグ大学教授

平成27年度 平成27年11月25日(水) 14:50～16:20(4時限目) 
中央アジアにおける仏教遺跡
―近年のウズベキスタンにおける調査成果から―

古庄 浩明 先生 考古学者・大学講師
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平成27年度 平成28年1月7日(木) 13:10～14:40(3時限目)
近世南アジアにおけるサンスクリット宗教詩
―ヴィシュヌ教ベンガル派の視座から―

置田 清和　先生 京都大学白眉センター 助教

平成27年度 平成28年1月26日(火) 14:50～16:20(4時限目) ブリヤートモンゴル佛教寺院蔵　文献、地図について バダガロフ・ジャルガル　先生 ブリヤート国立大学／東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所

平成27年度 平成28年2月22日(月) 14:50～16:20(4時限目) 大震災後のネパールの現状 スダン・シャキャ　先生 種智院大学 准教授

平成28年度 平成28年4月22日(金) 14:50～16:20(4時限目) チベットにおける秘密集会成就法：チベット仏教で尊重されるタントラに基づく生起次第の実践 ヤエル・ベントール先生 エルサレム・ヘブライ大学

平成28年度 平成28年5月18日(水) 16：30～18：00(5限目) デジタル時代の仏教文献の扱い方 永崎　研宣　先生 一般財団法人人文情報学研究所

平成28年度 平成28年10月19日(水) 14：50～16：20(4限目) 穢土の思想－「九相図」における不浄から無常への展開 山本　聡美　先生 共立女子大学　教授

平成28年度 平成29年1月12日(木) 14：50～16：20(4限目) 人と神のあいだ：インドにおける聖者信仰の伝統について 井田　克征　先生 金沢大学　非常勤講師

平成28年度 平成29年1月20日(金) 18：00～20：00 チベットの『般若心経』 ケンポ・ツルティム・ロドゥ　師 ラルン五明仏学院　副学院長

平成28年度 平成29年2月7日(火) 13:10～14:40(3時限目) インドの仏典を漢語で言い表す－漢訳の作成手順と中国らしさ 船山　徹　先生 京都大学人文科学研究所　教授

平成28年度 平成29年2月7日(火) 14：50～16：20(4限目) 十王信仰の展開－道教の地獄救済儀礼－ 田中　文雄　先生 真言宗豊山派総合研究院　主任研究員

平成28年度 平成29年2月9日(木) 13：10～16：20(3･4限目) デジタル時代の仏教文献の扱い方／大学における貴重資料のデジタル化から利用・公開までの考え方 永崎　研宣　先生／入江　伸　先生 一般財団法人人文情報学研究所／慶応大学メディアセンター本部　電子情報環境担当

平成28年度 平成29年2月18日(土) 16：30～18：00(5限目) ヨーガ史研究の現状と諸問題 張本　研吾　先生 マヒドル大学　講師

平成29年度 平成29年6月7日(水) 14：50～16：20(4限目) チベット密教における胎蔵曼荼羅の伝承－シャキュン寺現覚院の調査を踏まえて－ 田中　公明　先生 公益財団法人中村元東方研究所 研究員／チベット文化研究会副会長

平成29年度 平成29年7月19日(水) 13:10～14:40(3時限目) 新しい宗教文化空間のデザインにむけて 金子　啓明　先生 興福寺国宝館館長／東京国立博物館名誉館員

平成29年度 平成29年7月24日(月) 16：30～18：00(5限目) 中世インドの宗教状況におけるシヴァダルマ フロリンダ・デ・シミニ　先生 ナポリ大学　リサーチフェロー

平成29年度 平成29年9月6日(水) 14：50～18：00(4・5限目) 大学から宗教を考える 江島　尚俊　先生／犬塚　典子　先生 田園調布学園大学　助教／田園調布学園大学　教授

平成29年度 平成29年10月13日(金) 13:10～14:40(3時限目) The Distortion of a Buddha?? グレゴリー・M・セートン　先生 ダートマス大学　講師

平成29年度 平成29年10月13日(金) 16：30～18：00(5限目) 敦煌の仏頂尊勝陀羅尼経変相図－唐代に栄えた仏教文化の華－ 下野　玲子　先生 早稲田大学會津八一記念博物館　主任研究員

平成29年度 平成29年10月18日(水) 14：50～16：20(4限目) 平安貴族の病気治療－モノノケへの対処をめぐって 小山　聡子　先生 二松學舍大学　教授

平成29年度 平成29年11月2日(木) 14：50～16：20(4限目) 大乗仏教における定の意義－『菩提道灯』の説く禅定、神通、利他－ 宮崎　泉　先生 京都大学　文学研究科　教授

平成29年度 平成29年11月24日(金) 14：50～16：20(4限目) 高楠順次郎を解剖する　－仏教学者＆教育者＆事業家＆政治家？　その多彩な活動を探る－ 石上　和敬　先生 武蔵野大学　教授

平成29年度 平成30年2月22日(木) 14：50～16：20(4限目) ことばは世界をどう動かしたか　－古代インドの「言霊」－ 堂山　英次郎　先生 大阪大学　文学研究科　教授

平成30年度 平成30年6月19日(火) 16:30～18:00 (5時限目) 印哲潜入28年 片岡　啓　先生 九州大学大学院人文科学研究院　准教授

平成30年度 平成30年9月13日(木) 16:30～18:00 (5時限目)
「三蔵」と「持明蔵」 ―インド資料探索―

(Overt and Covert Indian Sources on the Vidyādharapiṭaka)
ドルジ・ワンチュク　先生 ハンブルグ大学　教授

平成30年度 平成30年12月12日(水) 16:30～18:00 (5時限目) 思想史の中の最澄・徳一論争 師　茂樹　先生 花園大学　教授

平成30年度 平成30年12月19日(水) 16:30～18:00 (5時限目) インド密教研究における近年の動向 苫米地　等流　先生 一般財団法人人文情報学研究所　首席研究員

平成30年度 平成31年2月12日(火) 16:30～18:00 (5時限目) 中世インド宮廷料理の再現の試み：サンスクリット文レシピ本『料理の鏡』に基づいて 加納　和雄　先生 駒澤大学　准教授

平成30年度 平成31年2月18日(月) 16:30～18:00 (5時限目)
農耕のための仏教儀礼文献『ヴァジュラトゥンダサマヤ』
(A Buddhist Ritual Manual on Agriculture: Vajratuṇḍasamayakalparāja)

ゲルゲリー・ヒダシュ　先生 大英博物館　研究員

平成30年度 平成31年2月25日(月) 16:30～18:00 (5時限目) 誰も知らないプラジュニャーカラグプタ　―インド仏教認識論の展開― 三代　舞　先生 早稲田大学　講師

令和元年度 令和元年5月20日(月)  16:30～18:00 (5時限目) 16-18世紀のモンゴル仏教史研究 エルデニバートル　先生 内モンゴル大学　准教授

令和元年度 令和元年7月17日(水) 16:30～18:00 (5時限目) 玄奘の往生願望と初地の意義  　 船山　徹　先生 京都大学人文科学研究所　教授
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令和元年度 令和元年11月27日(水) 16:30～18:00 (5時限目) 初期仏教の研究方法 馬場　紀寿　先生 東京大学東洋文化研究所　教授

令和元年度 令和元年12月2日(月) 16:30～18:00 (5時限目) 潜伏キリシタンたちが信じていたものはなんだったのか 宮崎　賢太郎　先生 長崎純心大学　客員教授

令和元年度 令和元年12月12日(木) 16:30～18:00 (5時限目) 近代日本仏教史上の村上専精   オリオン・クラウタウ　先生 東北大学　准教授

令和元年度 令和元年12月18日(水) 16:30～18:00 (5時限目) アビダルマの法体系を略説する三つの小論をめぐって 横山　剛　先生 日本学術振興会特別研究員PD

令和元年度 令和2年1月16日(木) 16:30～18:00 (5時限目) 臨床宗教師の不都合な未来  松本　峰哲　先生 種智院大学　教授／臨床密教センター長

令和元年度 令和2年1月22日(水) 16:30～18:00 (5時限目) 仁寿舎利塔の思想と表象   長岡　龍作　先生 東北大学　教授

令和４年度 令和4年12月20日(火) 15:30～17:00 ブッダへのまなざし―倶舎学から近現代日本仏教へ― 一色　大悟　先生 東京大学大学院  助教

令和４年度 令和5年1月19日(木) 15:30～17:00 ジャイナ教の教えとその歴史 堀田　和義　先生 岡山理科大学 准教授
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