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11月上旬
発売

坐禅経験者にこそ薦める

新 坐禅のすすめ

新刊案内

2021年

禅文化研究所 編
情報過多・withコロナの時代に沿って
編みなおした一書
旧刊『坐禅のすすめ』は、山田無文、大森曹玄、平田
精耕という昭和を代表する老師方の玉稿が錚々と並
ぶ、多くの方々に読まれたロングセラーであった。
そして令和の今、政道徳門老師（円福僧堂師家）の「坐
禅儀を読む」、松竹寛山老師（平林僧堂師家）の「白隠「内
観の法」のすすめ」
、舘隆志師（日本仏教史研究・曹
洞宗僧侶）の「文献にみる坐禅の変遷」、そして坐禅
法と真摯に向き合ってこられた横田南嶺老師（円覚寺
派管長）と佐々木奘堂師（相国寺派僧侶）による対談「坐
禅で腰を立てるとは」によって新たに編んだ。
この情報過多の時代、またコロナ禍の時代に、若き老
師方の提唱を得て、私たちは坐禅によって、どう捉え、
どう見つめていくことができるだろうか。

●目次
・まえがき／禅文化研究所編集部
・
『坐禅儀』を読む／ 政道徳門（圓福僧堂師家）
・実習

白隠「内観の法」～コロナ社会のストレス

対処法として～／松竹寛山（平林僧堂師家）
・対談

坐禅で腰を立てるとは／横田南嶺（円覚寺

派管長・花園大学総長）
・佐々木奘堂
（大阪・天正寺
〈相
国寺派〉住職）
・文献にみる坐禅の変遷／舘隆志（花園大学国際禅
学研究所客員研究員・駒澤大学専任講師）
・用語解説
・坐禅会常用経典

内容見本

注文番号 1A01
予価

1,430 円（税込）

A5 判並製／ 180 頁
ISBN978-4-88182-328-6
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新刊案内

2021年

11月上旬
発売

ぜ ん し ん

こ う ぼ う

禅心の光芒

西村惠信 著

祖師の語録にきらめく禅心のハタラキとは
ほとばし

祖師たちの禅心が迸り出る光芒の記録
「仏心宗」を標榜するわが禅宗は、祖師たちがそれぞれ
自ら辛苦して得た仏心の内容を、仏祖の経典や語録を
用いながら他者に伝えてきた “言動の集大成” である。
そこにはいわゆる特定の固着した教義というものはな
い。それはいずれも祖師たちの自由闊達で深い禅心が、
今も周囲の世間に向かって迸り出る光芒の記録なので
ある。

●目次
第一章・仏心の宗教／第二章・己事究明の仏道／第
三章・体究錬磨の彼方に／第四章・心は不可得であ
る／第五章・開放された心／第六章・天地を超える
心／第七章・静寂主義の批判／第八章・頓悟頓修の
禅／第九章・真仏の所在／第十章・悟りの彼方へ／
第十一章・仏否定の思想／第十二章・禅心の伝達
第十三章・接化の手段／第十四章・不伝の伝／第
十五章・大自然こそ自己／第十六章・悟りは日常の
中に／大十七章・慈悲心の発露／第十八章・禅の民
衆教化／第十九章・禅者の涙／第二十章・呵々大笑
終章・師の深恩／あとがき

注文番号 1A02
定価

1,430 円（税込）

B6 判並製／ 236 頁
ISBN978-4-88182-329-3

内容見本
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伊吹 敦 著

禅宗は、精神の自由を求めた「アウトロー」たちから始まった。

関連書籍

中国禅思想史

千五百年にわたる中国禅思想の歴史を、著者
独自の斬新な視点から詳細に叙述
本書は、禅宗研究の分野で多くの成果を挙げてきた著者が、
「社
会における禅宗の位置」という新たな視点に立って叙述した中
国禅思想の通史である。著者の数十年にわたる研究を踏まえ、
その到達点を広く一般の読者に向けて提示する。
“筆者一人で中国禅思想史の全体を論じようとするのは、いかに
も無謀な企てではないのか。全くその通りである。しかし、筆
者には、そのような危険を冒してでも行ないたいことがあった。
それは、禅宗をアウトローの山林仏教を起源とする精神の自由
を求める思想運動であると見る立場から、その歴史の全体を見
通してみたかったのである。”（「プロローグ」より）

注文番号 1A03
定価

11,000 円（税込）

A5 判上製本カバー装／ 928 頁
ISBN978-4-88182-326-2

シリーズ
書籍

語録のことば
小川 隆 著（駒沢大学教授）

多くの禅籍の通読から、唐代禅の問題関心の推
移と連関を読み取り、その脈絡のうえに個々の
問答を位置づけ、それらを相互に結び付けなが
ら読み解いてゆく。本書はその方法に則った唐
代禅宗の思想史的素描の試みである。
続編では、宗門第一の書『碧巌録』と宋代禅の
●語録のことば

唐代の禅

注文番号 1A04

定価

2,530 円（税込）

四六判並製／ 320 頁
ISBN978-4-88182-225-8

●続・語録のことば
『碧巌録』
と宋代の禅
注文番号 1A05

定価

2,200 円（税込）

四六判並製／ 272 頁
ISBN978-4-88182-253-1

特質を考える。圜悟は唐代禅の問答をどのよう
に読みかえ、その中からどのように宋代禅独自
の論理と表現を生み出していったのか― その様
相をあくまでも『碧巌録』本文の精読を通して
たどってゆく。
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禅僧はどんな修行をし

？

世界的な大ブームが続く「禅」
。

禅は人生をどのように捉えるのか

?

そ こ か ら 私 た ち が 学 ぶ べ き「 い の ち の 知 恵 」

定価

ているのか

枚に収録した。

注文番号 1A06

を、厳しい禅の修行で知られる岐阜県正眼僧堂師家、山川

話を

D
V
D
3

宗玄老師が語る。放映時より大きな反響を呼んだシリーズ

全
6

こころの時代 ～宗教・人生～

禅 の知恵 に
学ぶ
NHK VIDEO

第 1 回「禅とは何か」 2019 年 4 月 21 日放送

9,900 円（税込）

第 2 回「生きることすべてが修行」 2019 年 5 月19 日放送
第 3 回「一寸坐れば一寸の仏 ―坐禅・参禅」 2019 年 6 月16 日放送

DVD ３枚組／セル／カラー／ステレオ
片面二層／ 16:9LB
封入特典：リーフレット 4 頁

第 4 回「それと一つになる ―作務・勤行」 2019 年 7 月 21 日放送
第 5 回「いのちをいただく ―典座・托鉢」 2019 年 8 月 18 日放送
第 6 回「生かされて生きる」 2019 年 9 月 15 日放送
▼キャスト

発行・販売元：NHK エンタープライズ
©2021 NHK

出演

山川宗玄（正眼寺住職・正眼僧堂師家）

語り

渡邊あゆみ

一休骸骨

図版と訳注

現代語訳・注
釈文・解題

柳田聖山
早苗憲生

絶版品切れとなっていた本書を廉価にて復刊！
元日の朝、
竹竿の先に髑髏をつけて「ご用心、
ご用心」と言って歩いた風狂の禅僧一休。
この一休の作になるという、奇抜この上なく、身も引き締まる思いの警世の書。踊る
骸骨、抱き合う骸骨、さまざまな姿態の骸骨がくりひろげる絵巻をカラー図版で掲載。
現代語と訳注付き。
永らく絶版となっていた折本仕立て豪華本（￥18,000）の旧版を、廉価にて復刊した。

注文番号 1A07
定価

4,400 円（税込）

A5 横カラー図版／ 68 頁
ISBN978-4-88182-290-6
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ー大乗仏教の思想に学ぶー

西村惠信 著

千五百年摩訶不思議な小部屋（丈室）で維摩居

お経に親しむ

維摩経ファンタジー

士が説く、ブッダの教えを根本にした大乗仏
教のボサツ道
在家の居士である維摩は、出家の仏弟子や菩薩たちに大乗
仏教の核心を説いて、次々と論破していくそのさまはまこ
とに痛快で、ほかの仏教経典の様子とはまったく異なる。
それは不思議かつ神通自在であり、決定的に実相を説いて
いるのであった。そして読者は、あまりにもファンタジッ
クなこの物語の中で、自分自身も維摩を中心とする菩薩た
ちの集まりのなかにいるような気になってしまうのだ。

注文番号 1A08
定価

1,430 円（税込）

B6 判並製／ 240 頁
ISBN978-4-88182-325-5

ランカーに入る

ーすべてのブッダの教えの核心ー

常盤義伸 著

ボサツ行の意義を解説する
『楞伽経』には四巻本、十巻本、七巻本の三種があるが、初
期の禅宗ではこのうち四巻本楞伽経を所依の経典とし、達
摩大師は慧可にこの四巻本を以てその心要であると伝え、
日本の禅門でも最も読まれたのがこの四巻本である。本経
の主題は「心意識を離れた自覚聖智を証得せよ」というこ
とである。

注文番号 1A09
定価

11,000 円（税込）

B5 判上製本カバー装／ 376 頁
ISBN978-4-88182-306-4
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隠元禅師350年大遠諱
令和４年（2022）は隠元禅師の 350 年忌です。
仏教界のみならず広く日本文化に多大な影響を与えた隠元禅師について
学ぶことができる書籍をご紹介。

その生涯を探求した初めての注解書

隠元禅師年譜

能仁晃道

編

江戸前期、中国から我が国に来朝し、京都宇治の地に黄檗宗万福寺を開創した
隠元禅師。その渡来は、鎖国日本の沈滞した仏教界に清新な刺激をあたえ、明
朝文人風の学芸は、独特の黄檗文化を形成した。本書は、隠元禅師の伝記史料
を集大成し、その生涯を探求した初めての注解書である。付、索引・略年譜。

注文番号 1A10
定価

7,700 円（税込）

A5 判上製箱入／ 472 頁／ ISBN978-4-88182-129-9

生涯と思想を逸話形式でわかりやすく選集

隠元禅師逸話選

禅文化研究所

編

“インゲン豆” や “隠元橋” などの名前に由来する禅僧、隠元禅師。来朝によって、
鎖国日本の仏教界に新たな息吹を吹き込み、江戸文化にまで影響を与えたその
生涯と思想を、逸話形式でわかりやすく選集。

注文番号 1A11
定価

1,980 円（税込）

A6 判／ 224 頁／ ISBN978-4-88182-146-6

隠元の黄檗派はいかにして “黄檗宗” へと至ったのか

隠元と黄檗宗の歴史

竹貫元勝

著

隠元隆琦の渡来とその系譜に連なる黄檗派教団の展開、そして近代の黄檗宗公
称を経て現在まで続く 360 年余りに及ぶ長い歴史を、教団の展開に大きく関与
した妙心寺派、後水尾天皇・徳川家綱をはじめとする権力者たちなどとの関係
にも注目しつつ、禅宗史研究の第一人者が網羅的に描く。日本史学の手法によっ
て黄檗宗の展開過程を考察し、
基礎的な情報を提供する初の本格的な黄檗宗通史 !

注文番号 1A12
定価
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3,850 円（税込）

A5 判／ 386 頁／発行・法蔵館／ ISBN978-4-8318-6264-4

洋書

How to do ZAZEN
著 原田正道

訳 トーマス・カーシュナー

外国人初心者に適切な入門書
岡山曹源寺の原田正道老師が多くの外国人徒弟にされた
坐禅の入門手ほどきを英訳した一冊。また、原田正道老
師の紹介や、よくされる質問とその回答、禅門でよく誦
まれる経典のローマ字版と意訳も掲載した、外国人の
方向けの入門書。

注文番号 1A13
定価

660 円（税込）

A5 判変形並製／ 64 頁
ISBN978-4-88182-258-6

The Rinzai Zen Handbook
訳

トーマス・カーシュナー

発行

妙心寺派宗務本所

基本的な知識習得のための英語版テキスト
臨済禅ハンドブック（2018 妙心寺発行）の英語版を特別
頒布。英語版では、わかりやすくするために、日本語版
の内容に改訂と追記が行なわれた。 さらに、臨済宗で一
般的に使用されている多くの経典の英語訳が付録に含ま
れている。

注文番号 1A14
定価

1,100 円（税込）

B5 判並製／ 124 頁
直販のみ

Dialogues in a Dream
トーマス・カーシュナー
発行 天龍寺国際禅学研究所
訳

禅の最高傑作『夢中問答』を英訳
足利尊氏の弟・足利直義の問いに、無窓疎石が答えた法
語を編んだ『夢中問答』の英訳本（天龍寺国際禅学研究
所発行）。九十三項の問答からなり、信心の基本や大乗の
慈悲、坐禅と学問などの諸問題に対して懇切丁寧に説き
示している。

注文番号 1A15
定価

5,500 円（税込）

A5 判変形上製／ 256 頁
直販のみ
ISBN978-4-88182-257-9

Zen Master Hakuin's Song of Zazen
（英訳『坐禅和讃講話』）
原著 山田無文

訳 ノーマン・ワデル

発行 アジア南太平洋友好協会

３年をかけて英訳された山田無文老師の名著
山田無文老師の名著『坐禅和讃講話』
（1962・春秋社刊）
。
海外で禅を志す人々の指針になるようにと、大谷大学名誉
教授ノーマン・ワデル先生に依頼され、３年をかけて英訳
された。

注文番号 1A16
定価

3,000 円（税込）

B5 判並製／ 272 頁
直販のみ／委託頒布品
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生活に生かす禅

童謡 禅のこころを歌う

重松宗育 著

さわやかなこころに出会う珠玉の一冊
「しゃぼん玉」
「虫の声」
「うみ」など、なつかしい童謡が誘う、
しみじみ、ほのぼのとした禅の世界。各章冒頭に歌詞を掲載。
どの童謡を読んでも、メロディーが浮かんでくる。思わず口ず
さみたくなる。私には懐かしい紀州の山河も目に浮かんでくる。
忘れていた童心に帰る。そんな心で、重松先生の深い解説を読
むと、一層心に染みてくる。読み終えて、心地よい禅の風が吹
き渡るのを感じることができた。
横田南嶺（臨済宗円覚寺派管長・花園大学総長）

注文番号 1A17
定価

1,430 円（税込）

B6 判並製／ 168 頁／ ISBN978-4-88182-324-8

シリーズ
書籍

禅語に学ぶ

生き方。死に方。

西村惠信 著

全 90 の禅語を美しい写真とともに、自らの人生に照らし合わせて解説

内容見本

前編に倣って 90 の禅語を選び書き下ろ
していただき、題して「向上編」とした。
筆者曰く、
「本書が禅学ファンの皆さんに、
いっそうの興を唆す機縁となり、前編に
比して一歩向上の書であれば、これぞ私
の願うところである」
。

●禅語に学ぶ

生き方。死に方。向上編

注文番号 1A18

定価

1,760 円（税込）

A5 変形判並製／ 208 頁
ISBN978-4-88182-318-7

凡人にとって程遠いものと思われ
ている「禅」は、家の周りにも、
茶の間にもいっぱい転がっている。
本書は、生き方や死に方について
の禅語を撰び、これらに日常生活
からのコメントを書いたもの。一
つの話は 2 ～ 3 ページで完結する
ので、気軽に楽しめるであろう。
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●禅語に学ぶ

生き方。死に方。

注文番号 1A19

定価

1,540 円（税込）

A5 変形判並製／ 208 頁
ISBN978-4-88182-256-2

じ しん

（真に向かって右向き。叉手のままで合掌はしないで）
、鉢下

じき

食の供え方

⑴侍真 （または侍香）より鉢を受けるとき、導師は東面し

より合掌の形で受け入れ、侍真は奉持する両掌の下部

侍真に渡す。この間、侍真は合掌して待つ。

を開くようにし、導師は下から掌を差し入れるように

して徐々に受け取る （写真 ～ ）
。

⑵導師は受け取った後、正面に向かい三薫し、東面して

⑶侍真は両掌を鉢下に入れ、徐々に両掌を上へ上げて導

師より受け取り、内陣に向かい供える。鉢を持つとき

口息のかからぬよう注意する （写真 ～ ）
。

三仏会のときは、食 （粥）を供えた後、侍真はすぐに、

食には匙を飯につき立て（あるいは手前より飯によせかけ

し

じ こう

修 禅家書鑑』
・
『引導法語大全』
・
『新修
しゅく

128
129

臨済宗勤行聖典』

131

りょうしょう

( 全三巻 ) 等と重複する部分を割愛し、
「通用清規」
「臨時
130

さんくん

供ごとに退一歩深問訊はせず、一連の献供が終わり帰位のと

る）
、粥には匙を横たえる。供え終われば、導師は退一

きに退一歩深問訊する。

本書は、
旧版 ( 上・下巻 + 別冊 ) から独立して発刊した『新

献供 食の手渡し方
侍真から導師へ

献供 菓・下 の供え方

清規」を中心に再編して一冊本としたもの。監修者によっ
て本文を点検いただいて加筆修正等を施し、写真も撮影

写真 129

写真 132

歩深問訊、帰位三拝する。

※九拝式のときなど、湯・食などを続けて献供するときは、献

あ しん

師は東面して両手で受ける。菓器や下䞋台の器部分の

か

横で五指を伸ばして揃え、器の上椽に拇指を掛けない

写真 133

監修 吹田良忠（妙心寺派法式梵唄講師）

住職の必携本
菓・下䞋の供え方

よう注意して奉持する （写真 ）
。菓器の形により、持

132

⑴侍真 （または侍香）より菓器や下䞋台を受けるとき、導

ち方が変わる場合もある。

さん くん

菓器や下䞋台を受け渡しする際の方法は、食の場合と

135

同様で、奉持する者は両掌の下部を開くようにし、受

134

け取る者は、その下から掌を差し入れるようにして受

け取ること （写真 ・ ）
。

下䞋台は、持つ向きや供える向きを間違わないように

注意する。三薫するときは、導師から見て文字が「下

⑵ 導 師 は 受 け 取 っ た 後、 正 面 に 向 か い 三 薫 し （ 写 真 ）
、

䞋」と見える方向で薫じ （写真 ）
、真前に供えるとき

東面して侍真に渡す。この間、侍真は合掌して待つ。

の右椽の中央付近を持ち、左手で右袖下をおさえ膳の

東側 （右側）に供え置く。

は、向きが反対になるようにする。

⑷真前に菓器を献じるのが椽高の場合には、右手で菓器

⑶侍真は、受け取った後、内陣に向かい供える。

136

133

禅文化研究所 臨済宗経典研究会

御寺院用教則本

江湖法式梵唄抄

編集

改編版

しなおした。
写真 128

導師から侍真へ

写真 136

写真 135

写真 134

写真 131

注文番号 1A20
写真 130

23

22

内容見本

別冊CD 版

定価

5,500 円（税込）

B5 変形判並製／160 頁／ISBN978-4-88182-302-6
声明梵唄と梵器作法をＣＤの音源と合わせて練習していただ
ける。妙心寺派梵唄指導員の吹田良忠師によって収録された

内容見本

梵唄 CD ２枚と解説書。
『江湖法式梵唄抄 全３巻』の別冊の
みの単独発売品。

注文番号 1A21

定価
内容見本

新修第二版

臨済宗勤行聖典 全三巻

4,400 円（税込）

B5 判布クロス函入／ＣＤ 2 枚と解説書付
76 頁／直販のみ

新修 禅家書鑑

雛僧教育研究会
編集 禅文化研究所
監修

編集

日課諷経の次第に応じて
経典と回向とを併集

禅家で用いる書翰等の書式を
具体例を挙げて解説

毎日の日課に対応した第一巻、

禅家で用いる書翰・拝請文及び法要・
内容見本

斎会や年回法要等の臨時行事に
対応した第二巻、雛僧の心得や、
宗門の基本的な教義・知識をわ
かりやすく網羅した第三巻とい

注文番号 1A22
定価

11,000 円（税込）

折本式／総 674 頁／直販のみ

う分冊形式を採用。実践と教育
との両方面に活用できるよう工
夫した経本。

編集

16,019 円（税込）

B5 判布クロス上製函入／ 644 頁
ISBN978-4-88182-111-4

挙げながら解説。目的や状況に応じた

定価

げていけば、おのずと漢文書翰ができ

16,019 円（税込）

B5 判布並製函入／ 316 頁
ISBN978-4-88182-114-5

上がるようにした。また法要・行事に
用いる書式は、各法要ごとに金封・差
定・役配など具体例を挙げる。

新版 引導法語大全

禅文化研究所

編集

禅文化研究所

回向文を多数掲載。現在の
宗門の要望にこたえた一書

本格的かつ実用的な引導法語
作成のための指南書

天倫楓隠禅師により明暦三年に出

臨済宗の高僧の実作から 300 篇の作
内容見本

内容見本

定価

行事に用いる書式を、豊富な具体例を
例語を挙げ、その番号順に例語をつな

注文番号 1A24

諸回向清規式〔抄〕

注文番号 1A23

禅文化研究所

され、臨済宗で用いる日分・月分・
年分・臨時の回向文などを集成し
たもの。本書はそれを新編集し、
現在通用している回向文は勿論、
既刊の回向集には載せない、
「安産」
「雨乞い」
「棟上げ」などの回向文
も多数載せた。

注文番号 1A25
定価

16,500 円（税込）

例を選んだ。また、実際の制作に役
立つ要句を多数収録し、自作のため
の解説と用語集を付した。古典編語
彙索引、八字称・落句総合索引、現
代編年齢・職業・当月索引付。

B5 判布並製函入／ 316 頁
ISBN978-4-88182-223-4
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経本・仏事の手引き

臨済宗檀信徒経典 現代語訳付

禅宗経典 現代語訳付

やさしい現代語訳と解説を
付した、待望の臨済宗経本

コンパクトで、持ち運びにも
便利な一冊

葬儀や法事の際に檀家様への施本に！

「般若心経」や「大悲呪」、そして「白

臨済宗の檀信徒の方々は、ご自宅で読

隠禅師坐禅和讃」等をまとめた、持ち

経されるときの手ほどきとして。ご寺

運びにも便利な一冊です。薄くかさば

院におかれましては、晋山・遠諱など

らないので、各種法要や坐禅会、また

の引き出物としてもご利用ください。

は一般家庭の法事などに最適。経本式

● 経 本 折 り ／ 縦 175mm・ 横 75mm
／ 118 頁／紙筒入／禅文化研究所編

38 頁。

注文番号 1A26

注文番号 1A27

※単価はご注文部数によって異なります。
（直販のみ）
部数

※価格はご注文部数によって異なります。
（直販のみ）

価格（税込）

１

880 円

20 部以上

770 円

50 部以上

715 円

部数

価格（税込）

１部～ 99 部

110 円

100 部以上

99 円

＊送料は１部のみの場合 300 円、２部以上は一律 400 円となります。

＊送料は１部のみの場合 300 円、２部以上は一律 400 円となります。
＊ 100 部以上お求めの場合は、ご希望により表紙、あるいは裏表紙に寺
院名・施主名などの金箔押しを承ります（別途、実費が必要です）
。

別冊CD 版

臨済宗檀信徒経典ＣＤ
『臨済宗檀信徒経典』に即したＣＤ
です。本 CD は臨済宗の檀信徒の
方々が、ご自宅で読経されるとき
の手ほどきとなるよう制作いたし
ました。
経本は別途お求め下さい。
読経・吹田良忠 ( 妙心寺塔頭・慧
照院住職 )

収録経典
1. 般若心経／ 2. 消災呪／ 3. 本尊略回向／ 4. 世尊偈／
5. 大悲呪／ 6. 開甘露門／ 7. 先祖追善回向／ 8. 坐禅和
讃／ 9. 舎利礼文／ 10. 延命十句観音経／ 11. 四弘誓願
文／ 12. 普回向／ 13. 鈴 三声

注文番号 1A28
定価

1,100 円（税込）

CD ＋冊子／パッケージ入
ISBN978-4-88182-260-9

仏事の心得 CD セット

単品購入より
124 円お得

檀家様への施本に！
臨済宗の檀信徒として仏事の心得に最適な３点をセットにしました。
お仏壇のかざり方や、お盆やお彼岸、ご法事でのお祀りの仕方などがわ
かり、ご自宅で読経されるときの手ほどきになります。日々のおつとめ
にお役立てください。
セット内容

・ 臨済宗檀信徒経典 現代語訳付
・臨済宗檀信徒経典ＣＤ
・見てわかる仏事（ご法事でのお祀りの仕方等がわかる小冊子）
※ 10 セット以上お求めの場合、割引させていただきます。
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注文番号 1A29
定価

1,980 円（税込）

か い か ん

ろ

も ん

開甘露門の世界

野口善敬

編著

お盆と彼岸の供養
巻頭では一般読者のために、臨済宗でお盆やお彼岸に行なわれている施餓
鬼会で常用している「開甘露門」をわかりやすく口語訳にした。
そしてより深い研究のために、施餓鬼の経典として有名な『仏説盂蘭盆経』

臨済宗で唱えるお経の解説

餓鬼道からの自他の救済のために

の訳注、
また『仏説救抜焔口餓鬼陀羅尼経』
・
『仏説救面然餓鬼陀羅尼神呪経』
を対照して訳注し、つづいて、
「開甘露門」に収載され浄土教系統の陀羅尼
であった「往生呪」〔『抜一切業障根本得生浄土神呪』・『阿弥陀経不思議神
力伝』
〕の訳注、
そして現用の「開甘露門」の祖型と思われる中峰明本の『幻
住庵清規』附録「開甘露門」も訳注した。それぞれには経典を分析する解
題も掲載し、臨済宗の施餓鬼会で使用されている『開甘露門』の内容につ
いて現在知り得ることを全て収めた。

注文番号 1A30
定価

3,520 円（税込）

A5 判上製／ 284 頁／ ISBN978-4-88182-231-9

オンデマンド版

ナムカラタンノーの世界

野口善敬

編著

「千手経」と「大悲呪」の研究
ナムカラタンノー、トラヤーヤー。禅宗寺院
で最も多くの機会に読まれる「大悲呪」
。し
かし、「大悲呪」とはどんなお経なのか？唱
える目的は？その御利益とは ? 本書はその
意味内容を分かりやすく説いた、禅宗僧侶必
読の一書。

注文番号 1A31
定価

4,180 円（税込）

A5 判並製本／ 268 頁
ISBN978-4-88182-309-5

オンデマンド版
ぜ ん も ん

だ

ら

に

禅門陀羅尼の世界

野口善敬

編著

安穏への秘鍵
「楞厳呪」「仏頂尊勝陀羅尼」「消災呪」「却
温神呪」を網羅し、各経典に口語訳、解題、
訳 注 を 施 し た。 禅 宗 僧 侶 に は 無 論 の こ と、

注文番号 1A32

5,280 円（税込）

仏教をもう一歩深く学びたい人々には必ず

定価

や安穏への秘鍵となるはずであろう。

A5 判並製／ 408 頁
ISBN978-4-88182-308-8
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宗教法人用ソフトの定番 宗派を問わずご利用可能

全日本仏教会・臨済宗黄檗宗
連合各派合議所推奨認定品

たんせつ

検索

サポートにも定評あり！
ご安心ください！
詳しいパンフレットや体験版など
お気軽にお問い合わせください。
定価（税込）
● 擔雪Ⅱは、僧侶が開発した、僧侶のためのパソコン用ソフトウェアです。

財 務 管 理

49,500 円

Windows10・8 対応！
（Windows11 にも対応予定！）

法 務 管 理

66,000 円

会 費 管 理

19,800 円

寄付金管理

19,800 円

●幅広く宗教法人の管理運営の強化支援を行なうことにその目的をおいて
います。葬祭仏事のみならず、宗教法人における様々な情報を、より容易
に記録整理し、有効に活用できる資料を作成することによって、法人事
務、法務、財務、布教活動を広範囲にサポートできる製品です。
●遠隔操作によるサポートや、地震・台風などの自然災害によるリスク
も充実。
を考慮した
「安心サポートサービス」

55,000 円（税込）
※各 LAN 版もあり。

会費管理（入金処理）

財務管理（現金出納帳）
法務管理（世帯帳編集）
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墓地区画図機能も加わりました。

年４回発行・禅の教養誌

季刊

禅文化

禅の思想と生活、および文化・美術などに興味をお持ちの方のための
禅の教養誌。
「禅」を知っていただくために、特集やグラビア、連載
最新号（通巻 ６ 号）
特集：黄檗の禅 前編

など様々なコンテンツを掲載しております。禅の初心入門者から上級
者・研究者までに読んでいただける豊富な内容です。バックナンバー
も購入可。
定価

1,320 円（税込）

2
2

A5 変形判／平均 170 頁／年４回発行
（1,4,7,10 月の 25 日）

年間購読を
お勧めします
年間

5,280 円（税込）

・年間購読をお申し込みの方は、送料サービス！
・年間購読会員の方には、弊所発行出版物を一割引
にてお求めいただける（送料もサービス・一部商
品を除く）特典があります。
・最新既刊号より送付いたします。

●季刊 禅文化バックナンバー 特集一覧
240 号		東京・麟祥院とゆかりの人々
241 号		禅と能
242 号		永源寺開祖・寂室元光禅師
243 号		遠諱報恩大摂心からの１歩
244 号		袈裟と法衣
245 号		白隠禅師シンポジウム京都
246 号		禅寺と庭
247 号		現代における坐禅とマインドフルネス
248 号		戦国武将と禅僧

249 号		対談・禅と他宗教に通底するもの
250 号		釈宗演老師壱百年遠諱

季刊

内容見本
251 号		なぜ「禅宗」は祈祷をするのか
252 号 鎌倉禅中興の祖・誠拙周樗禅師
253 号		枯禅の真髄 ―古月禅材―
254 号		叢林の音（おと）
255 号		栽松翁 飯山の正受老人
256 号		建仁寺両足院とその文物
257 号 生誕六〇〇年 画僧雪舟 その人間像
258 号 三五〇年遠諱 瑞巌寺第一〇〇世 洞水東初禅師
259 号 コロナ禍の今を生きる―禅からの提言―
260 号 在家禅 居士と大姉
261 号 禅僧が選ぶ一冊―私を変えた本―

禅文化 復刻版

昭和三十年に第一号が創刊されて以来、現在まで二五〇号以上を数
える季刊『禅文化』
。この度、十号ずつを一冊の目安として一号～
一〇〇号までのバックナンバーをオンデマンド印刷にて復刻。
創刊当時は活版印刷であり、特に写真画像など粗くなって見えにく
い状態であるのは否めないが、鬼籍に入られてしまった高足方の記
内容見本

事を読むことができる貴重な資料であることに違いないであろう。
Ⅰ ( １号～９号 )

ISBN978-4-88182-313-2

Ⅱ (10 号～ 19 号 )

ISBN978-4-88182-314-9

Ⅲ (20 号～ 29 号 )

ISBN978-4-88182-315-6

定価

Ⅳ (30 号～ 38 号 )

ISBN978-4-88182-321-7

Ⅴ (39 号～ 46 号 )

ISBN978-4-88182-322-4

B5 変形判並製／上製本カバー装 / 平均 750 頁

Ⅵ (47 号～ 54 号 )

ISBN978-4-88182-323-1

13,200 円（税込）

※各号の目次は、禅文化研究所のホームページよりご確認下さい。

https://www.zenbunka.or.jp/data/text/entry/zenbunka_bn.html
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令和４年

千眞工藝カレンダー

臨済・黄檗各派管長、老師による墨蹟カレンダーです。
墨蹟は和紙に印刷されていますので、台紙から簡単に取り外すことができます。
このカレンダーでお部屋の雰囲気もひきしまります。贈答品としても喜ばれます。

日本の心 墨蹟
注文番号 1A33

１部

茶禅一如

日暦

2,530円

注文番号 1A34

（税込）

サイズ：縦 78cm ×横 37cm( 紐付き )

１部

日暦

1,430円

（税込）

サイズ：縦 54cm×横 27cm
（紐付き）
巻末英訳ページ付の海外版
（1,650円）もございます。

部数割引（税込）
●６部～30部

（200 円引き）2,330円

● 31部～50部

（250 円引き）2,280円

● 51部以上

（300 円引き）2,230円

部数割引（税込）
● 11 部～ 20 部 （100 円引き）1,330 円
● 21 部以上

（150 円引き）1,280 円
（海外版は＋ 200 円）

千眞工藝干支色紙

気軽に飾っていただけ、お祝いの贈り物にも最適です。

「南山寿 ( 四睡図 自画賛）」
筆 者： 臨済宗天龍寺派元管長

「竹虎図 ( 部分 )」
筆 者： 尾形光琳 筆

   関精拙老大師 筆

注文番号 1A35

注文番号 1A37

「虎嘯丹田 ( 虎図自画賛 )」
筆 者： 臨済宗建仁寺派元管長

筆 者： 狩野派 筆

  竹田益州老大師 筆

玄関一之間東側・部分

注文番号 1A36

注文番号 1A38

１枚
15

「竹林豹虎図」

1,100円

（税込） 27.3 × 24.3cm ／たとう紙・解説付
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