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書名 巻号数 著編者 発行元

1 宗教年鑑　令和元年版 文化庁　：編 文化庁

2 仏教文化 58 近藤隼人・谷口力光　：編 一般財団法人東京大学仏
教青年会

3 中央学術研究所紀要 48 中央学術研究所

4 駒澤大学佛教学部論集 50 駒澤大学仏教学部研究室
　：編 駒澤大学仏教学部研究室

5 浅草寺 677 壬生真康　：編 浅草寺教化部

6 インド哲学仏教学論集 3
北海道大学大学院文学研
究科インド哲学研究室　：
編

北海道大学大学院文学研
究科インド哲学研究室

7 佛教学セミナー 109 大谷大学佛教学会　：編 大谷大学佛教学会

8 智山ジャーナル 91 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

9 ＣＡＮＤＡＮＡ 280 中央学術研究所

10 立正史学 126 立正大学史学会　：編 立正大学史学会

11 生きる力　SHINGON 100 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

12 現代宗教　2020 公益財団法人　国際宗教
研究所　：編

公益財団法人　国際宗教
研究所

13 国際仏教学研究所紀要 2 Akira Saito,Florin Deleanu, 
Shinʼichiro Hori　：edited

国際仏教学大学院大学 国
際仏教学研究所

14
BIBLIOGRAPHIA 
PHILOLOGICA
BUDDHICA Series Maior

6 Hartmut Walravens 国際仏教学大学院大学 国
際仏教学研究所

15 浅草寺 678 壬生真康　：編 浅草寺教化部

16 仏教学部論集 104
佛教大学研究推進機構会
議　仏教学部論集編集会
議　：編

佛教大学

17 龍谷大学佛教学研究室年
報 24 龍谷大学仏教学院生会　：

編 龍谷大学仏教学院生会

18 愛知学院大学文学部紀要 49 松薗斉　：編集責任者 愛知学院大学文学会

19 武蔵野大学仏教文化研究
所紀要 36 武蔵野大学仏教文化研究

所　：編
武蔵野大学仏教文化研究
所

20 哲学年報 79 九州大学大学院人文科学
研究院　：編

九州大学大学院人文科学
研究院

21 浄土宗学研究 45 藤堂俊英　：編 知恩院浄土宗学研究所
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22 大崎学報 175 大崎学報編集委員会　：編 立正大学仏教学会

23 アジア文化研究所研究年
報 54 東洋大学アジア文化研究

所　：編
東洋大学アジア文化研究
所

24 駒澤大学禅研究所年報 31 駒澤大学禅研究所

25 東方 35 公益財団法人中村元東方
研究所　：編

公益財団法人中村元東方
研究所

26 浅草寺の什宝 2 浅草寺什宝研究会　：編 金龍山浅草寺

27 日本古写経研究所研究紀
要 5 日本古写経研究所研究紀

要編集委員会　：編
国際仏教学大学院大学 日
本古写経研究所

28 四国遍路と世界の巡礼 5 愛媛大学 四国遍路 ･ 世界
の巡礼研究センター　：編

愛媛大学 四国遍路 ･ 世界
の巡礼研究センター　

29 IISR　 国 際 宗 教 研 究 所　
ニュースレター 91 公益財団法人 国際宗教研

究所

30 東洋思想文化 7 東洋大学文学部

31 死生学年報 2020 死生学
の未来

東洋英和女学院大学 死生
学研究所　：編 有限会社 リトン

32 高野山大学論叢 55 乾龍仁　：編 高野山大学

33 高野山大学図書館紀要 4 高野山大学図書館　：編 高野山大学図書館

34 浅草寺 679 壬生真康　：編 浅草寺教化部

35 佛教大学法然仏教学研究
センター紀要 6 佛教大学法然仏教学研究

センター　：編
佛教大学法然仏教学研究
センター

36 白山中国学 26 白山中国学会　：編修 白山中国学会

37 豊山教学大会紀要 48 豊山教学振興会事務局　：
編 豊山教学振興会

38 成田山仏教研究所紀要 43 大本山成田山新勝寺 成田
山仏教研究所

39 宗務時報 124 文化庁宗務課　: 編 文化庁宗務課

40 天台学報 61 坂本廣博　：編 天台学会

41 叡山学院研究紀要 42 坂本廣博　：編 叡山学院

42 法華仏教研究 29 法華仏教研究会　：編 法華仏教研究会

43 日本仏教教育学研究 28 日本仏教教育学会

44 南都佛教 101 南都佛教研究会　：編 東大寺図書館

45 かがみ 50 大東急記念文庫　：編 大東急記念文庫

46 高野山大学密教文化研究
所紀要 33 密教文化研究所　：編 密教文化研究所
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47 時宗教学年報 48 時宗教学研究所　：編 時宗教学研究所

48 大倉山論集 66 公益財団法人　大倉精神
文化研究所　：編

公益財団法人　大倉精神
文化研究所

49 同朋大学佛教文化研究所
紀要 39 同朋大学佛教文化研究所

　：編 同朋大学佛教文化研究所

50 仏教文化研究論集 20
蓑輪顕量・梶原三恵子・加
藤隆宏・下田正弘・高橋晃
一・馬場紀寿　：編集委員

一般財団法人 東京大学仏
教青年会

51 ＣＡＮＤＡＮＡ 281 中央学術研究所

52 佛教大学総合研究所紀要 27 佛教大学総合研究所　：編 佛教大学総合研究所

53 浅草寺 680 壬生真康　：編 浅草寺教化部

54 日本佛教学会年報 84 伊藤真宏　：編 日本佛教学会西部事務所

55 金澤文庫研究 344 神奈川県立金沢文庫　：編 神奈川県立金沢文庫

56 現代密教 30 智山伝法院

57 智山伝法院選書 18 智山伝法院

58 智山ジャーナル 92 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

59 日本宗教文化史研究 24-1 日本宗教文化史学会　：編 日本宗教文化史学会

60 鶴見大学仏教文化研究所
紀要 25 橋本弘道　：編 鶴見大学

61 生きる力　SHINGON 101 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

62 三康文化研究所年報 51 三康文化研究所　：編 三康文化研究所

63 浅草寺 681 壬生真康　：編 浅草寺教化部

64 感性福祉研究所年報 21 東北福祉大学感性福祉研
究所年報編集委員会　：編

東北福祉大学感性福祉研
究所

65 三康文化研究所所報 55 三康文化研究所　：編 三康文化研究所

66 『豊山長谷寺拾遺』第四輯
之三

公益財団法人　元興寺文
化財研究所　：編 総本山長谷寺

67 HERITEX 3
名古屋大学人文学研究科
附属 人類文化遺産テクス
ト学研究センター　：編

名古屋大学人文学研究科
附属 人類文化遺産テクス
ト学研究センター

68 教養諸学研究 147・
148 川岸令和　：編 早稲田大学政治経済学部

教養諸学研究会

69 創価大学・国際仏教学高
等研究所・年報 23 辛嶋静志・工藤順之　：編

集主幹
創価大学・国際仏教学高
等研究所

70 立正史学 127 立正大学史学会　：編 立正大学史学会
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71 鶴見大学紀要　第４部人
文・社会・自然科学編 57 星野玲子・木村利夫・河

西由美子　：編 鶴見大学

72 鶴見日本文学 24 新沢典子　：編 鶴見大学

73 宗学研究紀要 33 志部憲一　：編 曹洞宗総合研究センター

74 「救い」としての梅花流 曹洞宗総合研究センター
　：編 曹洞宗総合研究センター

75 二松 34 二松学舎大学大学院文学
研究科

76 二松学舎大学　東アジア
学術総合研究所集刊 50 二松学舎大学東アジア学

術総合研究所

77 二松学舎大学論集 63 二松学舎大学文学部　：編 二松学舎大学文学部

78 宗教学論集 10 駒沢大学宗教学研究会　：
編 駒沢大学宗教学研究会

79 宗教学論集 12 駒沢大学宗教学研究会　：
編 駒沢大学宗教学研究会

80 宗教学論集 13 駒沢大学宗教学研究会　：
編 駒沢大学宗教学研究会

81 曹洞宗研究員研究紀要 50 渡部卓史　：編 曹洞宗宗務庁

82 浅草寺 682 壬生真康　：編 浅草寺教化部

83 密教図像 38 宮治昭　：編集代表 密教図像学会

84 花園大学文学部研究紀要 52 花園大学文学部　：編 花園大学文学部

85 禅学研究 98 禅学研究会　：編 禅学研究会

86 深草教学 31 浄土宗西山深草派宗学院
　：編 浄土宗西山深草派宗務所

87 駒澤大学佛教学部研究紀
要 78 石井公成　：編 駒澤大学

88 駒澤大学文学部研究紀要 77 橋詰直道　：編 駒澤大学

89 蓮花寺佛教研究所紀要 13 蓮花寺佛教研究所　：編
輯 蓮花寺佛教研究所

90 禅研究所紀要 48 愛知学院大学禅研究所

91 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 1 森章司・中島克久　：著 中央学術研究所

92 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 2 金子芳夫　：編 中央学術研究所

93 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 3 森章司・本澤綱夫・岩井

昌悟　：編 中央学術研究所
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94 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 4 金子芳夫　：編 中央学術研究所

95 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 10 森章司・本澤綱夫・岩井

昌悟・中島克久　：著 中央学術研究所

96 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 13 森章司・金子芳夫　：著 中央学術研究所

97 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 14 森章司・岩井昌悟・本澤

綱夫　：著 中央学術研究所

98 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 16 森章司・中島克久　：著 中央学術研究所

99 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 17 森章司　：著／釈尊伝研

究会　：編 中央学術研究所

100 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 5 金子芳夫　：編 中央学術研究所

101 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 6 森章司・本澤綱夫・岩井

昌悟・中島克久　：編 中央学術研究所

102 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 7 森章司・岩井昌悟　：著 中央学術研究所

103 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 11 森章司・本澤綱夫・岩井

昌悟　：著 中央学術研究所

104 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 12 岩井昌悟・本澤綱夫・カ

タプンニョー比丘　：著 中央学術研究所

105 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 20 森章司　：著／釈尊伝研

究会　：編 中央学術研究所

106 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 21 森章司・金子芳夫　：著

／釈尊伝研究会　：編 中央学術研究所

107 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 18 森章司　：著／釈尊伝研

究会　：編 中央学術研究所

108 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 19 森章司　：著／釈尊伝研

究会　：編 中央学術研究所

109 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 22 森章司　：著／釈尊伝研

究会　：編 中央学術研究所

110 原始仏教聖典資料による
釈尊伝の研究 23 森章司　：著／釈尊伝研

究会　：編 中央学術研究所

111 釈尊および釈尊教団形成
史年表 釈尊伝研究会　：著 中央学術研究所

112 聖徳大学言語文化研究所
論叢 26 聖徳大学言語文化研究所

　：編 聖徳大学

113 ＣＡＮＤＡＮＡ 282 中央学術研究所
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114 曹洞宗総合研究センター
学術大会紀要 21 曹洞宗総合研究センター

　：編 曹洞宗総合研究センター

115 真宗教学研究 41 真宗教学学会・真宗大谷
派宗務所教育部　：編

真宗教学学会・真宗大谷
派宗務所教育部

116 生きる力　SHINGON 102 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

117 佛教史研究 58 龍谷大学仏教史研究会　：
編 龍谷大学仏教史研究会

118 智山学報 69 智山勧学会事務局

119 摩訶衍の世界 智山勧学会事務局

120 国際仏教学大学院大学研
究紀要 24 国際仏教学大学院大学

121 駒沢女子大学研究紀要 26 大坂裕子・糟谷惠次・杵
淵恵美子　：編 駒沢女子大学

122 駒沢女子短期大学研究紀
要 53 阿部敏行・高玉和子・市

野繁子・岡本啓宏　：編 駒沢女子短期大学

123 駒沢女子大学研究紀要 人
間健康学部・看護学部編 2

秋田由美・大坂裕子・糟
谷惠次・杵淵恵美子・小
林優子・松戸典文　：編

駒沢女子大学

124 密教学研究 52 乾龍仁　：編 日本密教学会事務局

125 国文鶴見 54 鶴見大学日本文学会　：編 鶴見大学日本文学会

126 東北福祉大学研究紀要 43 東北福祉大学　：編 東北福祉大学

127 東北福祉大学研究紀要 44 東北福祉大学　：編 東北福祉大学

128 豊山学報 63 木村秀明　：編 真言宗豊山派総合研究院

129 浅草寺仏教文化講座 64 壬生真康　：編 浅草寺

130 佛教文化研究 64 勝崎裕彦　：編 浄土宗教学院

131 佛教論叢 64 浄土宗　：編 浄土宗

132 勧学院叢書 1 善通寺勧学院　：編 総本山善通寺

133 真言教学 1 榊義孝　：編 真言教学研究会事務局

134 浅草寺 683 壬生真康　：編 浅草寺教化部

135 密教学 56 種智院大学密教学会　：編 種智院大学密教学会

136 教化学研究 11 日蓮宗現代宗教研究所　：
編 日蓮宗宗務院

137 賞山『一遍上人絵詞伝直
談鈔』訓読 時宗教学研究所　：編 時宗教学研究所
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138 キャッシュレス社会と宗
教活動

有馬賴底・洗建・田中治・
櫻井圀郎・柏崎久雄　：著

一般財団法人 京都仏教会 
宗教と社会研究実践セン
ター

139 山岳修験 65 日本山岳修験学会　：編 日本山岳修験学会

140 宗教に明日はあるか？
安蘇谷正彦・坂本堯・眞
田芳憲・竹村牧男・ホア
ン マシア・森章司　：著

佼成出版社

141 国際禅研究 4 東洋大学東洋学研究所 国
際禅研究プロジェクト

142
東アジア仏教学術論集  中・
日・韓 国際仏教学術大会
論文集

8

人民大学 仏教与宗教学理
論研究所・東洋大学 東洋
学研究所・金剛大学校 仏
教文化研究所　：編

東洋大学東洋学研究所 

143 The Mahavastu A New 
Edition 2 Katarzyna MARCINIAK 創価大学・国際仏教学高

等研究所

144 浅草寺 684 壬生真康　：編 浅草寺教化部

145 ＣＡＮＤＡＮＡ 283 中央学術研究所

146 智山ジャーナル 93 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

147 生きる力　SHINGON 103 智山教化センター　：編 真言宗智山派宗務庁

148
Philosophica Mahayana 
Buddhica Monograph 
Series 3

西康友　：著 中央学術研究所

149
NAG OYA  S T U D I E S  I N 
INDIAN CULTURE AND 
BUDDHISM

36
名古屋大学大学院人文学
研究科インド哲学分野・専
門（研究室）

150 浅草寺 685 壬生真康　：編 浅草寺教化部

151 法華仏教研究 30 法華仏教研究会　：編 法華仏教研究会

152 国際禅研究 3 東洋大学東洋学研究所 国
際禅研究プロジェクト

153 国際禅研究 5 東洋大学東洋学研究所 国
際禅研究プロジェクト

154 密教文化 243 密教研究会　：編 密教研究会

155 密教文化 244 密教研究会　：編 密教研究会

156 新文庫目録 真言宗智山派宗務庁

157 密教図像 39 宮治昭　：編集代表 密教図像学会

158 浅草寺 686 壬生真康　：編 浅草寺教化部

159 印度学佛教学研究 69-1 日本印度学仏教学会　：編 日本印度学仏教学会




