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課題やレポート等で選択本願念仏に初めて取り組む際にはどのような資料が有効なのでしょうか。選択本願念仏を学ぶうえで読んでおくべき資料・ツールをあげました。 

みなさんの学びの参考にしてみてください。 

 

 

 

図書館にある資料の一例 
参考図書  ☆テーマについて調べたり、基本的な事柄を把握したりするときに便利！1F 和参考書にある資料は貸出できませんので注意してください。 

書  名 ・ 著  者 ・ 出 版 社 など 所在場所 請求記号 資料 ID ポイント 

『新纂浄土宗大辞典』 浄土宗大辞典編纂実行委員会編，浄土宗, 

2016.3 

8号館 3F  

8和参考書 
188.403/SZ-D 10+0323889 

浄土宗・浄土教関連の用語を調べる際に用いる。宗祖法然上人八百

年大遠忌を記念して 2016年に出版されたもの。最新の成果を踏まえ

た解説がなされている。 

『浄土宗大辞典』浄土宗大辞典編纂委員会編，浄土宗大辞典刊行

会, 1974.4～ 

8号館 3F  

8和参考書 
188.403/Z2/1-1～-4 

50+0003735  

50+0003736  

50+0003737 

50+0003738 

浄土宗関連の用語を調べる際に用いる。最近刊行された『新纂浄土

宗大辞典』を先ず用いる必要があるが、本書も重要な辞典であるこ

とに変わりはない。 

『法然辞典』  藤井正雄 [ほか] 編，東京堂出版, 1997.8 
8号館 3F  

8和参考書 
188.428/HZ-I 10+0050074 『浄土宗大辞典』と同様に浄土宗関連の用語を調べる際に使用する。 

『浄土宗小事典』  石上善應編著，法蔵館, 2001.5 
8号館 3F  

8和参考書 
188.403/IZ-Z 10+0126325 

収録語数は多くないが、内容が平易で分かりやすい。初学者が浄土

宗関連の用語を調べる際に便利である。 

『浄土宗人名事典』 大橋俊雄著，斎々坊, 2001.6 
8号館 3F  

8和参考書 
188.403/OS-Z 10+0224076 上記辞典と併用して、特に浄土宗関係の人物を調べる際に利用する。 

入門書  ☆基礎を学んでみよう。 

書  名 ・ 著  者 ・ 出 版 社 など 所在場所 請求記号 資料 ID ポイント 

『選択集講述』  小沢勇貫著，浄土宗宗務支所, 1971 Ｂ1Ａ 和閉図書 188.43/OY-S 50+0069865 
『選択本願念仏集』の入門的な解説書。十六章段全てに解説が施

されている。 

『浄土教の世界』  勝崎裕彦 [ほか] 編，大正大学出版会, 2011.3 
8号館 4F  

8号館和図書 
188.404/ZS-E/* 10+0243068 

インド、中国、日本における浄土教の歴史とその変遷が簡潔にま

とめられている。参考文献も記載されているため、研究を行う際

にも参考すべき書。 

『浄土宗の常識』  袖山榮輝, [ほか]著，朱鷺書房, 2003.4 
8号館 4F  

8号館和図書 
188.4/SE-Z 10+0143723 

浄土宗の歴史や浄土宗の教えが簡潔にまとめられている書。初学

者は是非一読することをお勧めする。 

『法然』山本博子著 伊藤唯真監修，ナツメ社, 2005.5 
8号館 4F  

8号館和図書 
188.428/GE-Y 10+0166256 

平易な文章で挿絵も多く、理解しやすい図解雑学シリーズ。「選択

本願念仏」を提唱した法然の生涯や思想を学ぶための入門書であ

る。 

テーマ 選択本願念仏       

本を探すとき、こんなキーワードで探してみよう 

法然 選択本願念仏集 選択集 など 
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書  名 ・ 著  者 ・ 出 版 社 など 所在場所 請求記号 資料 ID ポイント 

『法然』大橋俊雄著，講談社, 1998.4 
8号館 4F  

8号館和図書 
188.428/GE-O 10+0054605 

法然の著書・伝記・消息（手紙）等を基に法然の生涯や思想を解

説した入門書。現代語訳が付されているため理解しやすく、かつ

原文のままの法然の言葉を読むこともできる。 

 

 

専門的な図書  ☆より深く学ぶにはこちらを読もう！ 

書  名 ・ 著  者 ・ 出 版 社 など 所在場所 請求記号 資料 ID ポイント 

『選択集の研究 総論篇』 / 石井教道  著，平楽寺書店 , 

1951.9 
Ｂ1Ａ 和閉図書 188.437/IK-S/1 50+0084495 

『選択本願念仏集』に関する代表的な研究書の一つ。『選択本願念

仏集』の研究を行う際には必携の書。本書のシリーズである『選

択集の研究 註疏篇』も参考にされたい。 

『選擇集全講』  石井教道著，平楽寺書店, 2000.8 
8号館 4F  

8号館和図書 
188.437/IK-S 10+0267866 

本書は『選択集の研究』の講述篇に当たる。十六章全てに詳細な

解説が加えられている。他宗派の典籍も数多く引用しているため、

浄土宗との理解の相違についても確認することが可能である。 

『法然上人研究』   藤堂恭俊，山喜房仏書林 , 1983.8, 

1996.8 

8号館 4F  

8号館和図書 

188.428/T3/1-1B 

188.428/T3/1-2 

10+0001786 

10+0042168 

法然上人の思想研究を行う際には必ず参照とすべき論考が集録さ

れている。 

『選択集:現代語訳』服部英淳訳著，大東出版社, 1980.10 Ｂ1Ａ 和閉図書 188.437/H3/1 50+0041386 
法然の主著『選択本願念仏集』の現代語訳。上記解説書と併用し

て利用するとよい。 

 

 

学術雑誌  ☆専門的な研究や最新動向を知るなら、雑誌を見てみよう！巻号数がたくさんある場合は、読みたい論文・記事を特定してください。 

誌  名 ・ 発 行 元 所在場所 請求記号 所蔵巻・所蔵年 ポイント 

『浄土学』  浄土学研究会 

Ｂ1Ｂ 和閉雑誌 

8号館 2F 

8号館和雑誌 

051.8/Z2 1-36, 42-52<1930-2015>継続中 浄土学・仏教学関連の様々な事柄に対する論文を集録した研究雑誌。 

『仏教論叢』  浄土宗 

Ｂ1Ｂ 和閉雑誌 

8号館 2F 

8号館和雑誌 

051.8/B2 1-59<1947-2015>継続中 浄土学・仏教学関連の様々な事柄に対する論文を集録した研究雑誌。 

『仏教文化研究』  浄土宗教学院 
8号館 2F 

8号館和雑誌 
051.8/B3/2 1-59<1951-2015>継続中 浄土学・仏教学関連の様々な事柄に対する論文を集録した研究雑誌。 
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データベース・関連Web ページ 
☆専門的な情報を探すときに便利です。データベースで本や論文を探したら、図書館にあるか OPAC（蔵書検索）や CiNiiで調べましょう！ 

データベース・Web ページ名 URL ポイント 

ＩＮＢＵＤＳ(インド学仏教学論文データベース） http://www.inbuds.net/jpn/ 
仏教に関する論文を検索する際に非常に便利であるが、全てを

網羅している訳ではない点に注意が必要。 

CiNii Articles http://ci.nii.ac.jp/ 
さまざな分野の論文を検索可能。各大学に所蔵されている本、

並びに博士論文の検索もできる。 

浄土宗全書・法然上人伝全集 検索システム http://www.jozensearch.jp/pc/ 
『浄土宗全書』（正篇）ならびに『法然上人伝全集』の本文を

簡単に検索することができ、非常に便利。 

浄土宗全書テキストデータベース 検索システム http://jodoshuzensho.jp/jozensearch/ 
『浄土宗全書』（正篇・続篇）の本文を簡単に検索することが

でき、非常に便利。 

※上記 URLは 2020年 9月現在のものです。 


