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1―大蔵経

319371	 開寶遺珍（全 12 巻）（卷軸裝）	 方廣錩 , 李際寧	編	 文　　物	 10/10	 1,350,000

宋初の開宝・興国年間に益州（四川成都）で刻印された約13万の雕板を有する《開宝大蔵経》は、
漢文大蔵経の元祖として後世の各種《大蔵経》に大きな影響を与えたが、ほとんどが乱世に消えて
しまった。本書は、12巻に分け、国内外の博物館や図書館に収蔵されている現存の《開宝大蔵経》
を収録する。1《大般若波羅密多経巻》第二百六　山西省博物館収蔵／ 2《大般若波羅密多経巻》
第五百八十一中国仏教協会図文館収蔵／ 3《大宝積経巻》第一百十一　中国国家図書館収蔵／ 4《大
方等大集経巻》第四十三　上海図書館収蔵／ 5《妙法蓮華経巻》　山西省高平県文博館収蔵／ 6《阿
惟越致遮経巻》上　中国国家図書館収蔵／ 7《大雲経請雨品》第六十四　山西省高平県文博館収蔵
／ 8《雑阿含経・聖法印経綴巻》　中国国家図書館収蔵／ 9《雑阿含経巻》　中国国家図書館収蔵／
10《仏本行集経巻》第十九　日本京都南禅寺収蔵／ 11《十誦律巻》第四十六　日本書道博物館収
蔵／ 12《御制秘蔵詮》第十三　美国ハーバード大学賽克勒博物館収蔵

371076	 高麗大藏經初刻本輯刊（全 81 册）（域外漢籍珍本文庫）

	 	 編委會	編	 西南师大	 12/11	 669,600

宋太祖開宝4年（971）から13年をかけて刊刻された最古の漢文大蔵経である《開宝蔵》が11世紀
に朝鮮に伝わり、高麗王朝顕宗の諭旨により《高麗大蔵経》が復刻された。その後、高麗高宗19年

（1232）の戦火に巻き込まれ《高麗大蔵経》の経版は消失したが、高宗38年（1251）に復刻された。《高
麗大蔵経》は、639函で「千字文」の「天」から「洞」までの順に1,624部、6,558巻の経典を収録し
ており、戦乱に消えた《開宝蔵》の本来の姿をうかがうことができる。本書は、現存する2,700巻の

《高麗大蔵経》をほぼ収録している貴重な資料。

410716	 径山藏（全 230 册）	 李国庆 , 翁连溪	等编	 国　　图	 16/02	 3,726,000

明代後期に刊刻された私版大蔵経《径山蔵》の影印版。《径山蔵》は、正蔵（《北蔵》及び《南蔵》の
一部を収録）、続蔵（蔵外典籍248種を収録）、又続蔵（蔵外典籍318種を収録）の三部に分かれてお
り、万暦七年（1579）から雍正元年（1723）のじつに145年をかけて出版された。収録典籍数2,191
種というのは中国で編纂された大蔵経の中でもっとも多い。

427431	《径山藏》所载牌记资料汇编（全19册）	 李国庆	编	 国　　图	 16/11	 324,000

《径山蔵》には、刊刻情報（出資者、版刻職人、刻経内容など）を記した“牌記”が附された典籍が多い。
本書は、2016年国家図書館出版社版《径山蔵》（全230冊）から牌記資料を影印集録し、索引を附す。

431122	《徑山藏》所載序跋文獻匯編（全 8 冊）	 紀華傳	編	 国　　图	 17/09	 162,000

本書は、《径山蔵》の収録典籍と共に掲載された序、跋、塔銘、像賛、縁起、題詞、題詩などの付属
文献5,000余篇を集録する。

436277	 大藏經的編修·流通·傳承－《徑山藏》國際學術研討會論文集

	 （徑山研究叢書）	 釋法幢	編	 浙江古籍	 17/11	 5,054

目录：汉文佛典数位人文之未来发展：语意网与LOD（代序）／大藏经的编修·流通·传承——论文集
导读篇／一、历史缘起：径山寺与《径山藏》　○略谈《径山藏》的历史地位　○《刻藏绿起》、其多位作
者与《径山方册大藏经》　○宋代径山寺藏书与刻书　○明代后藏经的开雕／二、《径山藏》与明清佛教
　○明代万历年间江南民众的佛教信仰——以万历十七至二十年五台山方册藏施刻文为中心的考察　
○《明代大藏经史研究》序言/钱谦益与《径山藏》述略／三、《径山藏》文献学研究　○明《径山藏》正
藏部分收经的特点和目录存在的问题　○清嘉庆《补刻嘉兴楞严寺藏经目录》文献整理与略考　○《曹
溪一滴》：《径山藏》收录的云南佛教史料／四、《径山藏》在国内外馆藏与流布影响　○浙江大学图书
馆藏《嘉兴藏》初探　○江户时代明版《嘉兴藏》的传人情况　○《径山藏》与日本近世佛教——以东京
大学综合图书馆所藏之《径山藏》为例　○传人欧洲的第一部汉文大藏经的发现——解开1872年日本
岩仓使团访英与英国印度事务局图书馆所藏《黄檗藏》之谜／五、大藏经编修的未来发展　○大藏经是

“Canon”吗？——关于中国佛教选集中对“Canon”一词的用法　○《重辑嘉兴藏》及未尽事宜　○《径
山藏》牌记资料汇编及其索引编制　○汉文佛教大藏经数位化的建置历程与展望／后记
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432163	 乾隆大藏经点校本·大集部（全 3 册）	 韩欣	等纂	 中州古籍	 16/09	 67,392

乾隆大蔵経の大乗経大集部経典26部141巻を収録した点校整理本。本シリーズは、《乾隆大蔵経》
を底本、漢文大蔵経三大系統の代表経蔵（宋開宝蔵系統の《趙城金蔵》《高麗蔵》、遼蔵系統の《房
山石経》、宋崇寧蔵系統の《資福蔵》《磧砂蔵》《普寧蔵》《永楽南蔵》《嘉興蔵》など）を校本に点校し、
各篇経典の前に解題（経名、異名、著訳者、巻数、内容、価値、流伝状況など）、各巻の巻末に校記
を附す。簡体字横組み。経文の段分けと現代標点も施す。

432164	 乾隆大藏经点校本·般若部（全 12 册）	 韩欣	等纂	 中州古籍	 16/09	 178,200

乾隆大蔵経の大乗経般若部経典19部723巻を収録。

432165	 乾隆大藏经点校本·宝积部（全 3 册）	 韩欣	等纂	 中州古籍	 16/09	 67,392

乾隆大蔵経の大乗経宝積部経典37部77巻を収録。

432166	 乾隆大藏经点校本·华严部（全 4 册）	 韩欣	等纂	 中州古籍	 16/09	 89,856

乾隆大蔵経の大乗経華厳部経典26部229巻を収録。

439971	 乾隆大藏经点校本·涅槃部（全 2 册）	 韩欣	等纂	 中州古籍	 17/07	 48,600

乾隆大蔵経の大乗経涅槃部経典13部103巻を収録。

424643	 清敕修大藏經（綫裝 724 函 7240 冊）	 清官	修	 国　　图	 15/11	 18,360,000

《清敕修大蔵経》（《清蔵》《龍蔵》ともいう）は、雍正十三年（1735）から乾隆三年（1738）にかけて
刊刻された中国最後の官刻漢文大蔵経。梨木の板79,036枚に経、律、論、雑著など1,676部7,168巻
が刻まれ、その経板は今も北京市文物局に現存（現存69,410枚、逸失9,626枚）し、実物経板が保存
されてきた唯一の漢文大蔵経としても知られている。乾隆三年にこの経板で “初印本” 100部を印
刷したが、各地の寺廟や収蔵機構で現存しているのは10部以下と思われ、また、いずれも完本で
はない。今回の出版において、逸失した経板と現存経板の欠損部分を補うため、各所から探し出し
た関連文献を底本としてスキャンし、コンピュータ技術を駆使して原来の姿により近づくように
加工、全部の経板を補完することを実現した。乾隆初印本と同じ版式、内容で精製された初めての
経板刷印本として、版本価値、収蔵価値が共に高い。

381550	 中國漢文大藏經補編 1-100	 	 	 13/11	 972,000

《清敕修大蔵経》は、最大規模の《大蔵経》であるが、未収録のものも数多くある。本書は、刊行年
代順に《開宝大蔵経》→《遼蔵》→《房山石経》→《趙城金蔵》（《宋蔵遺珍》）→《資福蔵》→《崇寧
蔵》→《磧砂大蔵経》→《普寧経》→《洪武南蔵》→《永楽南蔵》→《永楽北蔵》→《嘉興大蔵経》→

《頻伽大蔵経》→《普慧大蔵経》からすくい上げた《清敕修大蔵経》に含まれていない仏教経論648
部を収録する。

406446	 中华大藏经 丹珠尔（对勘本）（附目录）（藏文）（全 124 册）

	 	 中国藏学研究中心	编	 中国藏学	 2006	 1,890,000

322980	 中华大藏经 甘珠尔（对勘本）（藏文）（全 108 册）

	 	 中国藏学研究中心	编	 中国藏学	 08/09	 1,620,000

7世紀に仏教がチベットに伝わってから、歴代の高僧や仏学者は、梵文、漢文、于闐文などの仏教
の主要な経典を整理し、チベット文に翻訳し、《甘珠爾》と《丹珠爾》の二部分から構成されるチベッ
ト文の《大蔵経》を作り出した。《甘珠爾》は、釈迦牟尼の親伝とされる経律論三蔵と四続部から
成り、概ね律・般若・華厳・宝積・経部・続部・総目録の7つに分類されている。《丹珠爾》は、歴代
の学者や翻訳者が《甘珠爾》に加えた注疏及び関係する哲学、文学、芸術、言語、天文、暦法、医薬、
工芸、建築などの分野の著述から成る。《中華大蔵経・甘珠爾（蔵文）》は、《甘珠爾》の「徳格」版
を底本とし、「永楽」「理塘」「北京」「卓尼」「那塘」「ラサ」「庫倫」版との異同について逐句で校
勘を行い、各篇に対勘注と対勘表を付している《甘珠爾》対勘本である。

172617	 中华大藏经（汉文部分）（全 106 册）	 	 中　　华	 2009	 1,087,560

本書は、中華大蔵経漢文部分の影印対校本。山西《趙城金蔵》本を底本に影印し、他の時代の異な
る8種の大蔵経を用いて一字一句ずつ対校し、「対勘記」に記す。

091128	 卍正藏經（全 70 册）	 	臺灣新文豐	 	 415,800

本書は、1902 ～ 1905年に日本の京都蔵経書院で出版された大蔵経（通称《大日本校訂訓点大蔵経》、
《卍字蔵経》ともいう）の影印本。高麗本を用いて対校した黄檗本を底本に経、律、論、西土撰述に
分けて整理し、返り点を付す。1625部（一説には1622部）、7072巻を収録する。

2―石経
406816	 房山石經 1-30（新印版）	 中國佛教協會	等編	 华　　夏	 00/05	 534,600

《房山石経》は、全称《房山雲居寺石刻仏教大蔵経》。本書は趙樸初を代表とする中国仏教協会によっ
て整理されたもので、石板14,278個に刻された仏経1,221部3,573巻を収める。唐代欽定《開元大蔵
経》や遼代《契丹蔵》などの孤本・善本ほか密宗仏経が多く含まれる。

395728	 中國佛教石經·四川省 1（中英對照）	 雷德侯	等編	 美术学院	 14/08	 64,800

四川省の石刻仏経芸術を二部構成で紹介する。第一部分には石刻の年代、内容などに対する専門
家の綜合分析、第二部分には石刻の写真、拓片、録文、英訳などの資料が含まれている。

400449	 中國佛教石經·四川省 2（中英對照）	 蔡穗玲	等編	 美术学院	 14/12	 64,800

本書は、四川省安岳県臥仏院石窟刻経を収録。《仏説仏名経》《灌頂経》《仏説六門陀羅尼経》《仏
臨般涅盤略説遣教経》《仏説出家功徳経》などの仏典が刻まれたA区とB区を中心に紹介し、現存
刻経の図版（写真、拓本）、校勘補完した録文及び英訳を掲載する。

426337	 中國佛教石經·四川省 3（中英對照）	 溫狄婭	等編	 美术学院	 16/12	 64,800

本書は、前巻に続き四川省安岳県臥仏院石窟刻経を収録。中心区概覧を掲載し、8部の仏典と2部
の陀羅尼咒が刻まれた第46号石窟を中心に、現存刻銘の図版（写真、拓本）、校勘補完した録文及
び研究論文を収録する。

395727	 中國佛教石經·山東省 1（中英對照）	 王永波	等編	 美术学院	 14/08	 64,800

山東省の石刻仏経芸術を二部構成で紹介。第一部分には石刻の年代、内容などに対する専門家の
綜合分析、第二部分には石刻の写真、拓片、録文、英訳などの資料が含まれている。

400448	 中國佛教石經·山東省 2（中英對照）	 王永波	等編	 美术学院	 15/01	 64,800

前巻に続き山東省の石刻仏経芸術を紹介する。「金石学家与鄒城」と「《石頌》与品評」の二篇を収
録し、蟬山、鉄山、葛山、崗山に現存する石刻仏経の図版（写真、拓本）、校勘補完した録文及び英
訳を掲載する。

434667	 中國佛教石經·山東省 3（漢英對照）	 王永波	等編	 美术学院	 17/06	 64,800

前巻に続き山東省域内の石刻仏経を収録。尖山、黄石崖などの石窟刻経を紹介し、その写真、拓片、
録文などを掲載する。

403922	 山东佛教刻经全集（全 2 册）	 山东省石刻艺术博物馆	编	 山东美术	 15/05	 38,782

山東泰嶧山区北朝仏教摩崖刻経の関連資料及び著者の研究成果を系統的に紹介。前半は山東仏教
刻経を綜合的に論述し、後半は各処の刻経拓片を収録。拓片の内、尖山刻経は旧拓、その他は山東
石刻芸術博物館が1986年以降に精拓したものである。巻末に「北朝－隋仏教刻経一覧表」を附す。
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406817	 宁斋藏古代石刻佛经集存（全 14 册）	 钱士利	编撰	 中　　华	 14/00	 2,646,000

本書は、寧斎主人銭士利が収集、所蔵する古代石刻仏経（拓本）を「摩崖石刻仏経及禅宗伝脈研究
資料」「仏経碑版研究資料」「仏経経幢及少量有重要研究価値的仏教題記」の三つの部分に分けて
影印集録。これらの石刻仏経は、河北、河南、陝西、四川、山東などの地域に分布し、刻経年代は北
斉から宋、金、拓本年代は明朝から清朝末年までの400余年に及ぶ。今回は100セット限定の出版
で、掲載された拓片のうち、内文拓片（部分拓片）は原拓片と同寸大である。

434724	 五代石刻校注 1-4	 章红梅	校注 / 毛遠明	審定	 凤　　凰	 17/09	 90,720

本書は、2015年までの公開済み及び一部未公開の五代十国時期の石刻文物（碑碣、墓誌、石闕、摩
崖、造像紀など）約350種を整理、収録。原石がある、あるいは原石はないが拓本、写真のある石刻
を中心に収録し、各石刻の関連情報を紹介。釈文と校勘断句は、実物・旧拓・図録・写真及び一部
摹録の相互照合をもとに先賢の考釈成果を踏まえて、旧注や碑刻形義字典などを参考にして加え
る。巻末に「五代石刻文献目録提要」を附す。

433580	 石经研究 1	 房山石经博物馆	等编	 北京燕山	 17/08	 11,761

本書は、“房山石経”（北京市房山区雲居寺石経山に残された大量の古代石刻経板）を始めとする
中国石刻仏経全般に関する研究成果を掲載するため、房山石経博物館と房山石経研究中心が創刊
した《石経研究》の第一輯。関連論文22篇を収録。目录 ：经龛／早期《心经》的版本／中国天台山
国清寺碑刻《法华经》初探/卧佛院《佛说阿弥陀经》：另一部佚失已久的经本／《父母恩重经》刻写
及雕版经本新探／从石经文献看迦叶尊者对佛医女科的贡献／房山石经 ：未来发展的模式／邹城北
朝佛教刻经题记考略／铁山《石颂》招魂与送魂的祈祷文／“《大法师行记》碑”校稿跋／《山顶石
浮图后记》中的三个问题／关于金仙公主送纳经典的事业　等。

３―その他仏教文献
401539	 藏要（全 10 册）	 欧阳竟无	编	 上海书店	 15/05	 90,720

著名な仏学居士欧陽漸（字競無、1871-1943）が浩瀚な仏教典籍の中から、「経」「律」「論」の “三蔵”
の重要典籍計73種を精選し、詳細な校勘を施した上で編纂したのが《蔵要》である。全書は3輯で
構成。第1輯には経蔵11種、律蔵3種、論蔵11種の計25種、第2輯には経蔵8種、律蔵6種、論蔵13
種の計27種、第3輯には経蔵10種、律蔵2種、論蔵9種の計21種が含まれている。各種典籍の前後
に欧陽氏が書いた提要と校勘説明が加えられ、読誦がしやすいように、収録典籍に句読も施され
ている。本書は、同じ上海書店が民国排印本を底本に1991年に影印出版した版本の最新影印版。

406320	 禅宗大典（全 200 册）	 释永信	编	 文　　物	 15/05	 2,376,000

〔収録内容〕一、経典部（第1冊）禅宗に影響を与えた九経一論を収める。《金剛般若波羅蜜多経》、
《般若波羅蜜多心経》、《楞伽経》（三訳）、《大佛頂首楞厳経》、《維摩詰所説経》、《文殊師利所説摩訶
般若波羅蜜経》、《大方広圓覚修多羅了義経》、《佛説梵網経》、《大梵天王問佛決疑経》（両訳）、《大
乗起信論》。二、六祖部（第2-5冊）初祖達磨から六祖慧能までの著作（および評注）を収める。そ
のうち六祖慧能《壇経》は、各種版本（敦煌抄本、各大蔵経刻本、日本やベトナム蔵抄本・和刻本な
ど）を収め、もっとも分量が多い。三、燈史部（第6-39冊）歴代の燈史著作64種を収録する。四、
伝記部（第40-53冊）《高僧伝》各種版本、碑刻、塔記、あるいは各地方志や近代仏教期刊に見ら
れる伝記類（歴代禅宗祖師数年人）を収録する。五、宗義部（第54-69冊）宋代永明延寿禅師所作

《宗鏡録》、《宗門武庫》、《人天眼目》、《禅林宝訓》、《叢林盛事》、《緇門警訓》等、禅宗宗義にかんす
る文献を収録する。六、語録部（第70-143冊）六祖以後の歴代禅師の語録や弟子による筆録およ
そ六百種を収録する。七、清規部（第144-152冊）禅宗寺院の組織章程および寺衆の日常生活規
則等の集団規則《清規》各種を収録する。八、文学部（第153-183冊）唐寒山子撰《寒山子詩集》、
貫休《禅月集》、宋蘇東坡撰《東坡禅喜集》、德洪集《石門文字禅》等の禅文学を収録する。九、寺志
部（第184-191冊）禅宗寺院が編纂した志書を収録する。志書には、各寺院の創建歴史、歴代住持、
芸文などが記されている。《少林寺志》、《光孝寺志》、《云居山志》など。十、雑集部（第192-200冊）
各部に該当しないもの、内容がひとつの部に収まらないものなどを収録する。

073265	 中国燈錄全書（全 20 冊）	 淨慧	編	 中国蔵学	 93/11	 216,000

禅宗の歴史は、仏祖の “心灯”（仏法）が口頭で代々伝わってきた歴史とも言える。それを記録し
たのが、さまざまな《伝灯録》である。本書は、唐・宋の灯録《宝林伝》《祖堂集》《景徳伝灯録》《天
聖広灯》《伝灯玉英集》《伝法正宗記》《五灯会元》《禅林僧宝伝》《建国靖中続灯録》《宗法聯灯会
要》《僧宝正続伝》《五家正宗賛》及び元・明・清の灯録《五灯会元補遺》《五灯会元続略》《続伝灯
録》《指月録》《正名録》《五宗救》や《敦煌文献楞伽師資記》《歴代法宝記》を含む数十種の《伝灯録》
を収録し、禅宗伝承の過程を記録した仏経典籍であり、古代口語研究の貴重な文献でもある。

095841	 五燈全書（全 3 冊）（中國佛學文獻叢刊）	 河北禪學研究所	編	 缩微中心	 96/02	 26,730

一百二十巻。清 ·超永編。康熙三十二年（1693）成書。『五燈會元』とその後を承けて、元初より清
初に至る諸禅師の機縁を集大成したもの。

075313	 真言宗全書 1-44	 眞言宗全書刊行會 , 高岡隆心	編	 臺灣新文豐	 80/10	 184,831

362673	 陜西神德寺塔出土文獻 1-4	 黄征	編	 凤　　凰	 12/05	 264,600

2004年、陝西省銅川市耀州区神徳寺塔より、大量の仏典、彩色仏画などの仏教文献が出土した。整
理研究の結果、これらは唐・五代・北宋初期にかけての写経、刻経、仏教版画の精品であり、すぐ
れた文献価値を有することが判明した。本書は、砕片を含む徳寺塔出土文献のすべてにナンバリ
ングをおこない、そのカラー写真と、文字資料については釈文を収録する。縦組繁体字。

413197	 金陵藏 ：近代木刻佛教文献集成（全 150 册）	 	 国　　图	 16/03	 2,646,000

清代の太平天国時期から民国時期までの近代木刻仏教典籍1,300余種を収集整理、影印集録する。
金陵刻経処を中心とする全国の各刻経処が木版彫刻したこれらの仏経を集成出版したことはな
かったため、仏学、出版学、版本学、目録学などの研究に裨益すること大である。

408155	 历代佛教传记文献集成（全 136 册）	 李印来	等编	 国　　图	 15/10	 2,694,600

本書は、歴代の漢文仏教伝記文献を影印集録。歴代の官修善本仏蔵、民間に散見する印本史料、民
国時期の新聞雑誌に掲載された人物資料など、いま入手できる関連文献はほぼ網羅している。

409255	 民国因明文献研究丛刊（全 24 册）	 沈剑英	等	 知识产权	 13/08	 243,000

全书共24分册，前16分册为民国学者的因明专著和译著 ；16-22分册为民国时期从海外迎回，重新
出版的汉传因明典籍，包括了唐代和明代学者的基本著述 ；23、24分册为民国时期发表的因明论文
和节录集。丛刊的最后一分册中还收录有中外学者因明著作名录及1949年以来中国学者因明论文的
目录，由此亦能对近现代国内外因明研究现状作一概观。本丛刊共收纳民国时期出版的因明文献60
多种，为研究者提供了一套完整的研究资料。

402268	 金刚般若波罗蜜经（卷轴装）	 〔后秦〕释鸠摩罗什	译	 国　　图	 14/06	 90,720

唐咸通九年（868年）に刊行された《金剛般若波羅蜜経》は、年代記載のある刻版印刷物として、現
存する最古のものである。大きさの等しい6枚の紙を貼り合わせてできた長さ約1丈6尺、幅1尺
の長巻に《金剛経》の全文が刻印され、巻首に釈迦牟尼仏の説法図（現存する世界最古の版画の一
つ）、巻末に「咸通九年四月十五日王玠為二親敬造普施」の題も有する。本書は、清光緒二十五年

（1899）に敦煌の千仏洞で発見され、現在ロンドンの大英図書館（British Library）に所蔵されてい
る原物を底本に影印、旧式の経巻装を採用した。

416496	 雍正御注金刚经·心经（全 2 册）	 石湛然	点校整理	 广西师大	 16/05	 19,342

本書は、清世宗雍正皇帝の御筆写経《金剛般若波羅蜜経》と《般若波羅蜜多心経》及びその経文に
対する御注（文字注釈と大義解説）を影印した民国石印本。整理者が釈読した釈文も繁体字と簡体
字の2種の字体で附され、《金剛経》と《心経》の価値ある整理本である。
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399428	 美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏蒙文文獻彙刊 1 欽定金剛經
	 （蒙古文）	 畢奧南 , 烏蘭巴根	編	 广西师大	 15/05	 34,020

本書は、ハーバード燕京図書館の所蔵するモンゴル語文献《欽定金剛経》を影印収録。底本はモン
ゴル語と漢語の合刻本で、貴重な仏教資料である。

399429	 美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏蒙文文獻彙刊 2-36 
 御製滿漢蒙古西番合璧大藏全咒（全 35 册）	 	 广西师大	 15/03	 664,200

本書は、ハーバード燕京図書館の所蔵するモンゴル語文献《御制満漢蒙古西番合璧大蔵全咒》、《御
制同文韻統》、《御制満漢蒙古西番合璧阿礼嘎礼》、《読咒法》の4種を影印収録。底本は満州語、漢語、
モンゴル語、チベット語の合刻本で、民国十八年（1928）上海商務印書館重印本（涵芬楼本）である。
〔見本有り〕本商品の見本書がございます。ご覧になりたい方は下記までお問合わせください。東
京店・関西支社店頭には原則として在庫しておりませんが、ご連絡いただければ、お客様のご来店
までにご用意いたします。［業務センター］TEL:03-3937-0300　E-mail:tokyo@toho-shoten.co.jp

426564	 宋思溪藏本大唐西域記 1-3（國學基本典籍叢刊）

	 	 〔唐〕釋玄奘	譯 /〔唐〕釋辯機	撰	 国　　图	 17/03	 3,628

「国学基本典籍叢刊」は、経史子集および仏教道教の国学領域の典籍から善本を選び、廉価な単行
本として影印出版するシリーズ。本書は、国家図書館に所蔵する “思渓蔵”（湖州思渓圓覚禅院刻
版の宋版大蔵経）本《大唐西域記》を影印収録。唐の訳経僧玄奘が唐太宗の勅を受けて撰述し、貞
観二十年（646）ごろに成書した12巻本《大唐西域記》は、中古時期の中央、南アジア諸国（玄奘が
旅した110か所及び伝聞として伝えた数十か所を含む）の境域、気候、山川、風土、人情、語言、宗教、
佛寺、歴史伝説、神話故事などを記録している。

439399	 宋思溪藏本弘明集 1-4（國學基本典籍叢刊）

	 	 〔梁〕釋僧祐	撰	 国　　图	 18/06	 5,054

本書は、仏教の弁護を主旨とする諸論58篇を集め、梁天監十七年（518）に成書した中国仏教史上
初めての護法弘教のための文献総集《弘明集》の宋本影印本。梁釈僧祐（445-518）が編撰し、仏教
と道教の二教間論争を反映するほか、中古宗教史、哲学史、文化思想史、文学史、芸術史及び中外
文化交流史などの研究における史料価値も高い。今回、清末楊守敬が日本から買い戻した宋《思渓
蔵》十四巻本を底本に影印。

439183	 宋思溪藏本廣弘明集（全 12 冊）（國學基本典籍叢刊）

	 	 〔唐〕釋道宣	撰	 国　　图	 18/06	 13,068

隋唐時代の高僧釈道宣（596-667）が編纂した仏教弘法文献総集《広弘明集》の宋《思渓蔵》本の影
印本。「帰正篇」「辨惑篇」「仏徳篇」「法義篇」「僧行篇」「慈済篇」「誡功篇」「啓福篇」「悔罪篇」

「統帰篇」の十篇に分け、魏晋南北朝から隋唐年間までの仏教弘法文献数百種を輯録。今回、清末楊
守敬が日本から買い戻した宋《思渓蔵》三十巻本を底本に影印する。

４―文集ほか
429304	 義凈著述輯要（全 3 冊）（大興善寺文獻叢書）	 寬旭	編	 中　　华	 17/07	 51,840

《大興善寺文献叢書》の第四輯。唐代訳経僧釈義浄（635-713）の訳経や奏疏など計25種138巻を影
印輯録。経部《金光明最勝王経》十巻、《能断金剛般若波羅蜜多経》一巻、《大孔雀呪王経》三巻；論
部《因明正理門論》一巻、《成唯識宝生論》五巻、《六門教授習定論》一巻、律部《根本説一切有部毘
奈耶》五十巻、《根本説一切有部毘奈耶雑事》四十巻、《根本説一切有部百一羯磨》十巻などが含まれ、
清雍正十三年至乾隆三年内府刻《乾隆版大蔵経》を底本に影印する。

417320	 達摩笈多著述輯要（大興善寺文獻叢書）	 寬旭	編	 中　　华	 16/04	 24,300

本書は、隋代の開皇年間に来華し、長安の大興善寺で仏経の翻訳を取り仕切っていたインド高僧
達摩笈多の訳著9種47巻を影印収録。《大方等善住意天子所問経》四巻、《大方等大集菩薩念仏三
昧経》十巻、《縁生初勝分法本経》二巻、《薬師如来本願経》一巻、《起世因本経》十巻、《金剛般若波
羅蜜経論》三巻、《摂大乗論釈論》十巻、《菩提資糧論》六巻、《縁生論》一巻が含まれ、清雍正十三
年至乾隆三年内府刻《乾隆版大蔵経》本を底本に影印する。

432523	 三時文庫 1-15	 樓宇烈 , 怡學	編	 国　　图	 17/10	 46,656

本書は、前中国仏教協会長趙樸初（故人）が音頭を取り、前中国仏教文化研究所長呉立民（故人）
の主編で2009年に香港で出版されたものの重編影印版。韓清浄著《〈解深密経・分別瑜珈品〉略釈》

《大乗阿毗達摩集論別釈》《大乗阿毗達摩集論科文》《解深密経・分別瑜珈品》《縁起三科経科釈》《摂
大乗論科文・般若波羅密多心経》、法尊訳《比芻学処》、韓鏡清訳《慈氏学九種訳著》、任傑訳《四百
論釈》、隆蓮著《摂大乗論疏略述》、呂鉄鋼編《房山石経研究》、呂鉄鋼、胡和平編《法尊法師訳文集》、
蘇晋仁著《仏学文史論叢》、魯仲容著《解深密経講義》などの仏学著述が含まれている。学会長の韓
清浄居士を始め、1927年に北京で創立された仏教唯識法相の研究団体 “三時学会” のメンバーが
著者であるため、今回 “三時文庫” と命名した。

439970	 大顛寶通禪師文存（綫装 1 函 7 册）（潮陽文獻叢編）

	 	 陳邦津	編 / 馬楚堅	輯理	 中国文史	 18/04	 69,984

这套文存主要编撰了大颠宝通禅师的《心经注》，在美国、日本、韩国很多图书馆收集的珍贵文本我
们汇集到一起，包括历代有关大颠祖师与韩愈的一些诗文我们也编在一起，这套文存共有7册。之前
我们认为潮阳文化是比较晚才出现的，但因为大颠祖师的一些资料的存世，让我们潮阳文化达到了
一千多年前，是千年古县的有力证据。

354805	 蓮池大師全集（全 3 册）	 〔明〕雲棲袾宏	撰 / 明學	編	 上海古籍	 11/09	 31,590

浄土宗の第八祖蓮池大師（法名袾宏、1535-1615）は、紫柏・憨山・蕅益と並ぶ明代「四大高僧」の
一人であり、その仏学理念は、後世の仏教に大きな影響を与え、明清思想文化史上にも重要な地位
を占めている。清代に刊行された《雲栖法匯》は、《阿弥陀経疏鈔》《禅関策進》《四十八問答》《西
方発願文》《浄土疑辨》《楞厳経摸象記》など20種あまりの経疏論著、《竹窓随筆》《類林》《偶筆》
など約20種の文集を収録する蓮池大師の著作全集で、本書はその新しい排印本である。

379694	 法舫大師文集（全 6 卷）	 法舫大師	 臺灣佛光文化	 13/01	 17,280

法舫大師（1904-1951）による「阿毘達摩摂義論」等注釈書、「金剛経」「心経」などの講釈、唯識学
に関する著作、講演記録、学術研究の成果、主編を務めた雑誌『海潮音』に掲載された文章などを
全6巻に整理、収録する。内容は、太虚大師の仏教教育改革に対する援助、社会と仏教の相互促進
論、時事問題への評論、各界人物との往来書簡などとなっている。本文集から、民国初期から抗日
戦争前後の中国仏教界における改革と受難、さらに仏教の世界的発展などのプロセスを伺い知る
ことができる。目次：第一巻　訳著・講経、第二巻　唯識論談、第三巻　演講・辧刊、第四巻　研学・
儀制、第五巻　時論・答問、第六巻　詩書・文存

402900	 星云禅话（全 10 册）	 星云大师	 中　　华	 15/06	 17,787

本書は、禅宗臨済宗第48代伝人、仏光山開山宗長星雲大師（1927 ～）が台湾の中文紙《人間福報》
の一面で三年間執筆を続けたコラムに記した禅話公案1,084則を《点亮心灯》《到処是路》《随心自在》

《活的快楽》《一切現成》《真心不変》《百味具足》《養深積厚》《即心即仏》《禅即生活》の十冊に分
けて集録。各冊の書名は星雲大師の真筆。

432156	 法尊法师全集（全 14 册）	 杨德能 , 胡继欧	编	 中国藏学	 17/05	 90,720

チベット語／漢語の仏経翻訳に長け、“現代の玄奘” とも評された法尊法師（1902-1980）の著述全
集。法尊法師の訳著、論文、講記、雑文、書簡などを収録。
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384396	 佛源妙心禪師廣録（全3册）（雲門宗叢書）	 釋明向	等編	 上海古籍	 14/02	 14,580

本書は、雲門宗第十三代伝人である仏源禅師の著作及び関連資料を収録。仏源禅師は先代の虚雲
和尚の禅法を継承し、「農禅」を家風に日常生活及び農耕労働の中で参禅悟道する一方、雲門寺、
南華寺など計六つの著名な寺院の方丈も歴任。特に、仏源禅師の発揚した「以戒為師」の思想が多
くの後学に影響を与え、仏教禅宗の一代大徳と評されている。

392887	 俱舍論頌疏集注（全2册）（法幢文集·智敏上師著述集）

	 	 〔印〕世親菩薩	造論 /〔唐〕圓暉法師	著疏 / 智敏上師	集注	 上海古籍	 14/08	 6,415

本書は、インド仏教で最も著名な大徳世親菩薩の代表作《倶舎論》（阿毘達磨倶舎論）の要旨を解
釈した《倶舎論頌疏》の集註本。圓暉法師が同じ解釈本の《倶舎論記》と《倶舎論疏》』を基に、もっ
とわかりやすく整理した《倶舎論頌疏》に関する諸家の著疏を集録。

425392	 俱舍論頌疏講記1-8（智敏上師著述集）	 智敏上師	講述	 上海古籍	 16/12	 27,216

浙江省紹興市上虞多宝講寺住持智敏上師の《倶舎論頌疏》に関する講義を整理、収録。十巻本《倶
舎論頌疏》は、“聡明論”と称えられた仏教の基本経典《倶舎論》の重要な解説本。弟子を相手に行っ
た一連の講義には、智敏上師の長期にわたる研究の心得が盛り込まれている。

５―蔵文仏教文献
406135	 宁玛密续集（藏文）（全 49 册）

	 	 莲花生	等译 / 中国藏学研究中心《大藏经》对勘局	整理	 中国藏学	 15/08	 264,600

本書は、普賢如来説《経幻心》三部を中心とする密乗経典《寧瑪密続集》（別名《旧訳続集》）の蔵
文整理本。徳格版《旧訳続集》を底本に、百若版、倉扎版、崗頂寺版を参校に用いて整理、編集。「蔵
文対勘版《中華大蔵経》」のサブプロジェクトとして出版する。

398499	 宁玛派三律仪论集释（全 5 册）（藏文）

	 	 四川省藏文古籍搜集保护编务院	编	 国　图　	 16/09	 22,356

本書は、蔵伝仏教の四大宗派の中で最も長い歴史を持つニンマ派（紅教）の “三律儀”（仏教の修
行者が守るべき戒律で、「別解脱律儀」「菩薩律儀」「密乘律儀」を含む）に関する論説集。三十九
人の作者の六十四論が収録されている。

434630	 宁玛派典籍 1-33（藏、汉、英）（藏区民间所藏藏文珍稀文献丛刊）

	 	 四川省藏文古籍搜集保护编务院	编	 四川民族	 17/11	 269,460

《蔵区民間所蔵蔵文珍稀文献叢刊》は、チベット地区の民間に所蔵するチベット文字で書かれた仏
学密乗続部及び蔵伝仏教主要宗派の重要典籍計714種を全50巻（第1部分寧瑪派典籍33巻、第2部
分薩迦派典籍8巻、第3部分噶挙派典籍5巻、第4部分覚嚢派典籍4巻）に分けて収録。本書はその
第1部分。四川省甘孜州色達県須慶寺所蔵の寧瑪派《前訳密乗続蔵》33巻（《諸仏密宗怒相総集三
続部》など423種）を収録。

398498	 萨迦派三律仪论集释（全 10 册）

	 	 四川省藏文搜集保护编务院	编	 国　　图	 15/06	 44,712

本書は、薩迦班智達・根噶堅賛が12世紀に著した《薩迦派三律儀論釈集》（別名《辨法与非法》）の
注釈集。薩迦班智達が自ら批注した「自詮本」や、14世紀ごろの噶東巴曲吉巴栄、布康巴仁欽加称、
桑耶索朗巴登、麗欽巴雪尼桑格の四種の「詮釈本」（比較的権威性があるので、「四大詮釈本」と称
されている）を含む約50種の注釈本を10冊に分けて収録。

422105	 萨迦文丛 1-20	 降洛	编	 四川民族	 14/12	 77,976

本書は、蔵伝仏教薩迦派の古籍を蒐集。系統的に整ったチベット文化の大著。

434631	 觉囊派典籍 1-4（藏、汉、英）（藏区民间所藏藏文珍稀文献丛刊）

	 	 四川省藏文古籍搜集保护编务院	编	 四川民族	 17/11	 69,984

本書は《蔵区民間所蔵蔵文珍稀文献叢刊》の第4部分。《続王総摂義吉祥時輪之注釈》などの覚嚢
派典籍を収録。

406134	 中华大典 藏文卷 萨迦五祖文集 1-25	 	 中国藏学	 15/08	 106,920

『中華大典 蔵文巻』は15年かけて、吐蕃時期からチベット和平解放前（1951年）までの蔵文文献典
籍を出版。本書は、蔵伝仏教薩迦派の薩欽・貢噶寧波、洛奔・索南孜摩、杰尊・扎巴堅賛、薩班・貢
噶堅賛及び八思巴ら5人が著した全ての仏学と文化経典著作を収録。

364073	 藏族十明文化传世经典丛书·格鲁系列（全 20 卷）

	 	 宗喀巴	等	 青海民族	 12/06	 85,536

十明文化とは、チベット文化の精粋を代表する10種類の学科を指し、十学とも称す。《蔵族十明文
化伝世経典叢書》は、歴代のチベットの高僧・学者・文士が残した夥しい数の十明文化研究の経典
文献を、蔵伝仏教の4大流派（噶挙派・格魯派・薩迦派・寧瑪派）別に収録し、十明文化研究に集大
成的な資料を提供する。本書は、格魯派の代表的な経典文献《因明学》《波羅蜜多》《中観論》《俱舎論》

《律部》《波羅蜜多附》《菩提道次第広論》《密宗道次第広論》《顕宗法品》《密宗法品》《修心論》《共
通学》を収録。

436272	 雍仲本教《甘珠尔》（藏文）（全200册）	 贡赛宁波	整理	 甘肃文化	 18/01	 229,500

雍仲本教（Bonismo）は、インド仏教の伝来よりも前からチベット高原で信仰されており、チベッ
ト族の暮らしに大きな影響力を持ち続けてきた土着宗教である。本書は、貢賽寧波が集め、整理し
た雍仲本教のチベット文経典総集《甘珠爾》を収録。歴史・天文・暦算・地理・医薬・建築学・伝記・
工芸・音韻・絵画・古代神話故事などに関する内容が含まれ、古代象雄文化を多方面から記した百
科全書的な文献である。

439762	 舟曲民间古藏文苯教文献 第 1 辑（古藏文）（全 25 册）

	 	 洛赛 , 梁吉效 , 全永康	编	 甘肃文化	 18/06	 432,000

这些苯教文献属于10到13世纪的古藏文手写文书，内容涉及藏族历史文化、天文历算、节候气象、
祈祷经文、治病除晦、祭祀山神、祈福招运、灵魂天人、禳灾防暴、民俗风情等，是研究古代藏族苯教
信仰、语言文字、历史文化和社会生活等的第一手资料。

435532	 噶陀阿格旺波文集（藏文）（全 9 册）（旧译噶陀十明文化宝库系列）

	 	 仲巴	编	 四川民族	 17/11	 21,870

本書は、《旧訳噶陀十明文化宝庫系列》の一つ。チベット人著名学者、噶陀寺の阿格旺波尊者（1878-
1941）のチベット語著作集。因明学と医学難問に関する著者の優れた見解を始め、語法学、修辞学、
因明学、暦算学、声明学、医学などの内容が含まれ、その学術価値が高い。

432188	 宗喀巴大师依宗瑜伽汇编（藏文）（全 2 册）

	 	 钦则·阿旺索巴嘉措	编	 民　　族	 17/03	 11,642

本書は、宗喀巴大師依宗瑜伽のチベット語関連文献を輯録。寺院や個人の所蔵から収集できた稀
覯本文献が多数を占め、瑜伽法の義軌、教授、釈論、導引、注疏などに関する基本知識を収める。
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417981	 第六世赛仓大师手迹·稀世宝串（藏文）（全 10 册）

	 	 赛仓·罗桑华丹	 甘肃文化	 16/04	 46,656

本書は、安多徳爾隆寺の第六世賽倉活仏のチベット語手稿を整理、影印収録。チベット族の伝統文
学、蔵伝仏教、修辞学、哲学、歴史学、人物伝記、寺院志などに関する著述や書簡が含まれ、大小五
明学科に及ぶ重要な蔵学経典である。

431753	 居日·桑德昂江文集（藏文）（全 5 卷）（三江之源·圣洁玉树文艺丛书）

	 	 玉树藏族自治州文学艺术界联合会	编	 四川民族	 17/01	 14,580

本書は、《三原之源・聖潔玉樹文芸叢書》の一つ。玉樹地区が誇る有名な蔵学家、教育家居日・桑徳
昴江のチベット語文集。蔵伝仏教、因明邏輯学、天文暦算学、詩詞学、詞藻学、語法学などに関す
る論述や、先賢たちを讃えた文章などが含まれている。

406926	 十大王经本注（藏文）（全 10 册）（觉悟之道）	 降洛	编	 四川民族	 14/12	 21,870

本套书以《普贤德行愿王经》、《金刚沐浴经》、《无量长寿经》、《蓝衣总持经》、《财续佛母资具经》、《一
字心要经》等组成。这套书本文属七世纪吐蕃王朝期间从印度翻译成藏文，并归入《甘珠尔》的一套书。
本套本注本是七八世纪被藏族学者加以注释的一部具有较高历史价值、传承价值和收藏价值的藏族
传统优秀文化读本。

421677	 藏传佛教传承闻法录汇编（藏文）（全 34 册）

	 	 堪布其美才仁	编	 民　　族	 16/03	 90,720

薩迦班智達・貢噶堅賛、宗喀巴、布敦仁欽珠、貢珠雲丹嘉措、喜饒嘉措ら蔵伝仏教各教派の著名な
仏学者たちによる、仏教の伝承、伝授に関するチベット語記述を集録するもので、蔵伝仏教の諸経
典や、教義と宗門の伝承の歴史及び沿襲の依拠などを反映する。資料はチベット地区の寺院、印経
院の写本と木刻本近百函から収集した。

397560	 伯东班钦全集（藏文）（全 92 卷）	 才让多吉	编	 民　　族	 15/05	 216,000

本書は、チベット族の著名な学者で最も多くの著述を残した伯東班欽（1375-1451）のチベット語
著作全集。仏学、因明、梵文、詩歌、医学、暦算、歴史などに関する氏の著述を全92巻に分けて収
録し、「伯東班欽伝」「伯東班欽及其著作研究」「目録索引」を附す。

415400	 章嘉·若白多吉文集 1-8（全 9 册）（藏文）

	 	 章嘉·若白多吉	 西　　藏	 15/02	 24,300

393893	 林藜光集－梵文写本《诸法集要经》校订研究 1-4
	 （法文）（普陀山佛学丛书）	 林藜光	 上海中西	 14/08	 37,908

近代の仏学家、インド学家林藜光（1902-1945）が《正法念処経》の散文体梵文写本《諸法集要経》
に関する校訂と研究の成果を収録する。《正法念処経》自体の梵文原本はすでに散逸し、蔵文本1
部と節略漢文本2部しか残されていない。林氏は、その蔵文本と漢文本と対勘しながら、梵文写本

《諸法集要経》に校訂を施し、フランス語に訳した訳註も加える。4巻の構成は、「緒論」（1949出版）、
《梵蔵漢対勘和法文訳注①》（1946）、同②（1969）、同③（附補遺）（1973）。

400379	 班钦索南扎巴文集1-11（藏文）	 〔明〕班钦索南扎巴	 西　　藏	 13/12	 28,382

本書は、蔵伝仏教格魯派の代表人物、第十五世甘丹赤巴（甘丹寺の首席法座）班欽索南・扎巴
（1478-1554）のチベット語文集。ダライ・ラマ二世に師事し、ダライ・ラマ三世を教えた氏の著作は、
幾つもの格魯派寺院の核心的課程とされ、蔵伝仏教の重要な論述である。

163212	 宗喀巴大师集 1-5	 宗喀巴 / 法尊	译	 民　　族	 12/07	 12,949

蔵伝仏教格魯派（黄教）創始者の宗喀巴（ツォンカパ）の著述を集めて中国語訳し、その思想と学
説を紹介する。第1冊：菩提道次第広論　第2冊：密宗教次第広論　第3冊：菩提道次第略論、入中
論善顕密意疏　第4冊：弁了不了義善説蔵論、勝集密教王五次第教授善顕炬論　第5冊：苾芻学処、
菩薩戒品釈、密宗道次第論、宗喀巴大師伝

377104	 中国国家图书馆藏西域文书 1 梵文、佉卢文卷
	 （梵文贝叶经与佛教文献系列丛书）	 段晴 , 张志清	编	 上海中西	 13/04	 18,468

本書は、大量のカラー写真を用い、中国国家図書館に収蔵されている西域文書から精選された梵
文・佉盧文（カローシュティー文字）の文献を影印収録する。これらの文書は、殆ど古代仏教文献
の重要な集散地于闐国の所在地であった新疆和田地区から出土したものであり、古代西域の社会・
宗教・文化の研究に欠かせないものと見なされている。とりわけ紀元前4世紀の梵文仏教経典《賢
劫経》の残葉は、現存する最古の西域文書として、その文献的価値が高く評価されている。

６―目録・辞典
420050	 宋本思溪藏總目（綫裝 1 函 7 冊）（附湖州思溪圓覽禪院大藏經目錄，

	 安吉州思溪法寶資福禪寺大藏經目錄）	 編寫組	 中　　华	 16/08	 85,536

『思渓蔵』は南宋期に、湖州で作成された私家版大蔵経で、宋版大蔵経の中で年代が最も古く、保
存状態も最も整っているため、版本としても、学術資料としても非常に重要であるが、各地に散逸
しているため、その全体像や実情については、あまり知られていない。本書は、中国国家図書館、
日本岩屋寺など各地に現存する『思渓蔵』の実物にあたり調査し、「圓覚蔵目」「資福蔵目」を参考
にして編纂された。『思渓蔵』に収録される経籍について、帙順・名称・巻数・訳著者・「新訳」「旧訳」
等訳著状況・所蔵状況等、さらに経籍の品・会・篇など子項目を記録する。また巻数の多い経籍は、
第一巻の経名の下に総巻数を記す。本書の刊行は、『思渓蔵』を広く紹介する上で、重要な役割を
果たすものである。別冊附録として「円覚蔵目」「資福蔵目」の複製（折疊本）を付す。

385612	 歷代漢文大藏經目録新考（全 2 冊）	 何梅	 社科文献	 14/02	 47,628

本書は、校釈・校勘記・対照表・附録・経目索引の5つの部分に分け、現存する31種・5,495部の漢
文大蔵経の目録に詳細な比較・校勘を加え、大蔵経研究に貴重な資料を提供する。
一　歷代漢文大藏經目録校釋より　（一）《開元釋教録》校釋（二）《房山石經》目録校釋（附《遼藏》
目録校釋）（三）《貞元新定釋教目録》校釋（附《續開元録》校釋、《續貞元録》校釋）（四）《至元法
寶勘同總録》校釋（五）《大藏經綱目指要録》校釋（六）《大藏聖教法寶標目》校釋（七）《趙城金藏》
目録校釋（附《開寶藏》目録校釋）（八）《高麗藏》目録校釋（九）《開元釋教録略出》校釋（十）《福
州版大藏經》目録校釋　《崇寧藏》目録校釋　《毘盧藏》目録校釋（十一）《資福藏》目録校釋（十二）《磧
砂藏》目録校釋（十三）《普寧藏》目録校釋（十四）《初刻南藏》目録校釋（十五）日本《天海藏目録》
校釋（十六）日本《緣山三大藏目録》校釋（十七）《永樂南藏》目録校釋（十八）《永樂北藏》目録校
釋（十九）《嘉興藏》目録校釋（二十）清《龍藏》目録校釋（二一）日本《黄檗藏》目録校釋（二二）
日本《卍正藏經》《卍新纂續藏經》目録校釋（二三）臺灣版《中華大藏經》目録校釋（二四）日本《大
正藏》目録校釋（二五）大陸版《中華大藏經》目録校釋（二六）《大明釋教彚目義門》校釋（二七）《閲
藏知津》校釋（二八）日本《縮刻藏》目録校釋（二九）《頻伽藏》目録校釋（三十）《普慧藏》目録校
釋（三一）臺灣《佛教大藏經》目録校釋

396579	 中國漢文大藏經總目錄（經摺裝1函2冊）	延藏法師	編	 文　　物	 14/08	 42,768

乾隆版大蔵経の目録である《大清三蔵聖教目録》と《中国漢文大蔵経補編目録》の2冊構成。乾隆
版以外の歴代大蔵経にしか収録されていない経典は殆ど《中国漢文大蔵経補編目録》に収録され
ているので、古今の漢文経典を網羅した総目録としての資料価値が高い。宣紙経折装。
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198144	 大藏经总目提要·经藏 1-3	 陈士强	 上海古籍	 07/08	 10,692

漢文『大蔵経』は難解な部分が多く、閲読と使用に不便をもたらしている。著者が23年の歳月を費
やして著述した本書は、漢文《大蔵経》に収録されている典籍のタイトルを、「蔵」（経蔵、律蔵、論蔵、
文史蔵）、「部」（長阿含部、中阿含部、雑阿含部、増一阿含部等）、「門」（章）、「品」（節）、「類」（子
類）、「附」（附録）など六段階の分類法で収録し、解釈する。解釈の内容は、経名（全称、略称、異名）、
分巻を含む巻数、訳撰者、訳撰年代、著録情況、主要な版本、訳撰者事跡、序跋題記、篇目構成、内
容概要、資料の出所、研究状況など13の分野にわたるほか、経典の源流叙述、異なる文本の対勘、
史実の考証と補充などについても力を入れている。

198889	 大藏经总目提要·文史藏 1、2	 陈士强	 上海古籍	 08/04	 7,128

漢文『大蔵経』は漢訳仏教経典と中国歴代の高僧による著作の総集であり、膨大な分量と広範な内
容がまとめられた、まさに中華文明の宝といえる。著者は有名な仏教学の専門家であり、数十年に
及ぶ仏教経籍に対する解読や整理の成果がここに示されている。

402396	 大藏经总目提要·律藏 1、2	 陈士强	 上海古籍	 15/07	 11,167

仏経研究を専門とする復旦大学教授陳士強のシリーズ作《大蔵経目提要》の一つ。漢文《大蔵経》
総目録の解説を通して、《大蔵経・律部》に収録されている典籍を解題。書名、巻数、著者、著作年代、
主な版本、序跋題記、篇目構成、内容提要、資料の出所、研究状況などの内容が含まれている。

177343	 大藏经《甘珠尔》目录（藏汉合璧）（青海民族学院学术系列丛书）

	 	 董多杰	编译	 青海民族	 04/07	 3,024

《甘珠爾》と《丹珠爾》から構成される蔵文《大蔵経》のうち、《甘珠爾》部分のチベット語目録を漢
訳し、二つの言語で掲載する。現代の編目方法を取り入れたので、索引としての機能性が高い。

401814	 六祖慧能與《壇經》論著目錄集成
	 	 廣東省佛教協會	編	 广　　东	 14/11	 11,880

本書は、六祖慧能大師円寂千三百年に際して計画された「六祖慧能文庫」の第一として刊行される。
大陸および台湾、日本、韓国等における研究綜述と、六祖慧能に関する研究論述・文献（中文）の
発表年ごとの編年目録、さらに日本、韓国、欧米等の研究目録、作者索引とによって構成される。「六
祖慧能文庫」は今後、『六祖壇經歴代版本集成』『敦煌三本六祖壇經校釋』『六祖壇經版本考証研究』
などを刊行する予定である。

435968	 佛学大辞典（简体横排版）1-4	 丁福保	编	 江　　苏	 17/10	 47,628

本書は、丁福保（1874-1952）が大正六年に日本で刊行された《織田仏学大辞典》を基に翻訳、編纂
し、1922年に上海医学書局より刊行された《仏学大辞典》の簡体字横組み版。固有名詞、術語、典
故、典籍、専門書、名僧、史迹など仏教関連の辞目3万余条を収録し、その詞性（名数、物名、地名、
書名、人名、術語、雑語、譬喩、故事、儀式、図像など）、詞義を示し、出所を注記。原書は16冊の線
装繁体字縦組みだが、今回の簡体字横組み版は現代の読者に、より一層の利便性を提供する。

396504	 佛学大辞典（新编）	 丁福保	 上海书店	 15/01	 14,580

繁体字縦組み。

390640	 佛光大辭典（增訂版）（全 10 冊）（附 CD-ROM）	 慈怡	等編	 臺灣佛光	 14/07	 86,400

本書は、1988年に初版された《仏光大辞典》の増訂版。語彙7,000余条、図片150余枚を新たに加え、
収録総数は語彙3万余条、図片近3,000枚に達した。仏教関連の術語、人名、地名、書名、寺院、宗派、
器物、儀軌、古則公案、文学、芸術、歴史変遷などを中心に収録し、特に近百年来の仏教関連の重
要な出来事、国内外の著名な仏学者、代表性のある仏教関連論著、仏教界の重要人物と寺院道場な
どの収録に力を入れた。「総目索引」（中文索引、外文索引）1冊を含む全10冊で構成。筆画通検、
部首通検、国語注音通検、威妥瑪式音標（Wade - Gilessystem）通検を附す。

354804	 法相辞典（全 2 册）	 朱芾煌	 国　　图	 11/09	 51,840

現代の著名な仏学者朱芾（1877-1955）により編纂された本書は、唐代高僧玄奘三蔵が翻訳した大
量の仏経から集めた大乗・小乗・阿毘・達摩に関する語彙を収録する仏教入門辞書である。各語彙
の出所の書名・巻数・ページ数などが明記されており、調べやすい。

402789	 新编中国民间宗教辞典	 濮文起	 福　　建	 15/05	 18,468

本書は、四川辞書出版社1996年版《中国民間秘密宗教辞典》（同じ編者）を基に、その後の研究成
果と資料内容を取り入れ、新たに編纂されたものである。東漢末年の「五斗米道」、「太平道」から
新中国の建国初期の民間宗教活動まで、約2000年にわたる中国民間宗教の発展史を軸に、中国大
陸、台湾、香港及び海外の華人社会における民間宗教の関連語を収録。人物、教派、神霊、教義、儀式、
規戒、術語、経巻、偈文、疏文、歌詞、曲牌、組織、事件、文学作品、碑記、族譜、活動場所、出版機
構、刊行物、慈善事業、政府政策、官員建言などに関する4,000以上の見出し語が含まれている。漢
語拼音順に編制された音序目録と筆画・分類・図版の三種の索引のほか、附録として「中国民間宗
教大事記」（東漢末年－1953年）、「各省直轄市自治区歴史上曾有的会道門名録」（《中国会道門史
料集成》の名録を整理、引用）、「中国民間宗教論著、資料目録」（1875－2012年）、「宝巻、経巻目録」

（出版年代順）の四種の資料も加えられている。

432037	 中華大典 宗教典 佛教分典 1-5	 任繼愈	編	 河　　北	 16/12	 90,720

仏教分典は、仏教基礎、訳経、伝承与宗派、教義、仏教与伝統の五つの総部によりなる。仏教基礎
総部は人物、要事、部派、聖地、周辺分布伝播の五つの部に分け、中国伝来以前の仏教の基本状況
を紹介。訳経総部は阿含経、本縁経、般若経、法華経、華厳経、宝積経、涅槃経、経集、密教経典及
び律蔵、論蔵、中観論、瑜珈論、論集、史伝などの部に分け、中国の訳経状況を紹介。伝承と宗派部
分は歴史、翻訳家、経録、天台宗、法相宗、禅宗、華厳宗などの部に分け、中国における仏教の伝播
や分派分宗の状況を紹介。教義総部は概念、命題、名数の３つの部に分かれる。仏教と伝統総部は
詔令、非正史紀仏、金石紀仏、儒教論仏、仏道論衡の部に分け、仏教と中国の政治、既存宗教との
相互影響を記述。

431507	 大唐衆經音義校注 上、下（音義文戲叢刊）

	 	 〔唐〕釋玄應	撰 / 黃仁瑄	校注	 中　　华	 18/01	 14,472

本書は、唐代僧人釈玄応が仏典用語を注音、釈義した《大唐衆経音義》（即ち《一切経音義》）の校
注本。高麗蔵本を底本、慧琳本と磧沙蔵本などを校本に校注する。梵文の訳音に梵文源詞のラテン
語記法を併注し、異体字、俗字、古今字も標注。「音序索引」と「引書（人）索引」を附す。

７―経典等校注本
432845	 開元釋教錄 1-4（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔唐〕智升	撰 / 富世平	點校	 中　　华	 18/01	 11,761

唐西崇福寺智昇が開元十八年（730）に編纂した20巻訳経目録《開元釈教録》の点校本。総録の “総
括群経録”（巻1 ～ 10）と別録の “別分乗蔵録”（巻11 ～ 20）の二つの部分で構成。前者は東漢明
帝永平十年（67）から唐開元十八年までの664年間の176人の訳経僧が漢訳した仏教経典2,278部
7,046巻を著録し、訳者の年代順に各種訳経の訳者名、訳経名、巻数、存佚、原著者名、翻訳年代な
どを記述。後者はさらに「有訳有本録」（1,124部5,048巻）、「有訳無本録」（1,148部1,980巻）、「支
派別行録」（682部812巻）、「刪略繁重録」（147部408巻）、「補闕拾遺録」（306部1,111巻）、「疑惑
再詳録」（14部19巻）、「偽妄乱真録」（392部1,055巻）及び「大乗入蔵録」「小乗入蔵録」（2種合
わせて1,076部5,048巻）に分け各種の経典を著録。今回の点校出版において、《磧砂蔵》本を底本、

《趙城金蔵》《高麗蔵》《資福蔵》《永楽南蔵》《永楽北蔵》《嘉興蔵》《清蔵》及び《四庫全書》本を
校本、《中華大蔵経》、《大正蔵》本校勘記中《普寧蔵》本の校記も吸収する。また、巻19と巻20に二
大系統の差異が顕著のため、《高麗蔵》本（金蔵本を用いて校勘）の巻19と巻20も後に附録。日本
大治二年法隆寺本（巻15の一巻しかない）も点校に考慮され、智昇の伝記及び歴代の評論資料な
どを巻末に附す。
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431504	 趙州錄校注（中國佛教典籍選刊）	〔唐〕文遠	記錄 / 徐琳	校注	 中　　华	 17/11	 4,147

本書は、唐代の名僧趙州従諗禅師（778-897）の法語を弟子の文遠が記録した《趙州録》（別名《趙
州従諗禅師語録》、《真際大師語録》）の校注本。明版《嘉興蔵》（径山蔵）三巻本《趙州和尚語録》を
底本、《古尊宿語録》の各種版本（宋咸淳三年覚心重刻本、《永楽南蔵》本、《永楽北蔵》本、《嘉興蔵》
本など）を校本に校釈し、法語ごとに関連の資料を列記する。

398018	 大宋僧史略校注（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔宋〕贊寧	撰 / 富世平	校注	 中　　华	 15/03	 2,419

大正蔵本《大宋僧史略》を底本にし、金陵刻経処本や、日本延宝八年（1681）浅野久兵衛重印本と
明治十六年（1883）頒典教社本などの版本を用いて校正。出典の注釈、証左の引用、仏教用語の解
釈に重点を置き、著者の関連資料が巻末に附されている。

393740	 淨土十要（全 2 冊）（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔明〕智旭	撰 / 于海波	點校	 中　　华	 15/01	 5,054

『浄土十要』は浄土宗著作の提要を集めた書で全10巻よりなる。明末の四大高僧の一人、蕅益大師
（智旭、599-1655）の編で、門人の成時が評点を加えた後出版された。「十要」は第一要が蕅益『弥
陀要解』、第二要が宋代遵式『往生浄土懺願儀』『往生浄土決疑行願二門』、第三要が成時『観無量寿
仏経初心三昧門』『受持仏説阿弥陀仏経行願儀』、第四要が隋代智顗『浄土十疑論』、第五要が唐代
飛錫『念仏三昧宝王論』、第六要が元代天如維則『浄土或問』、第七要が『西斎浄土詩』、第八要が明
初妙葉『宝王三昧念仏直指』、第九要が明代幽渓『浄土生無生論』、第十要が袁宏道『西方合論』である。

392204	 續高僧傳（全 3 冊）（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔唐〕道宣	撰 / 郭绍林	點校	 中　　华	 14/09	 8,791

『続高僧伝』もしくは『唐高僧伝』といい、全三十巻、唐の釈道宣（596-667）の撰である。道宣は慧
皎『高僧伝』には梁代の高僧が少なすぎるとし、それを補うべく資料を収集したという。梁代初期
から唐貞観十九年（645）まで144年間の高僧について、正伝として331人、附見として160人を収
録し、貞観十九年に完成させた。その後も20年間にわたり増補を続け、さらに後集『続高僧伝』十
巻にまとめた。後集十巻はその後前集に吸収され、単独では存在しない。今回『磧砂蔵』三十一巻
本を底本とし、日本興聖寺の抄本、『高麗蔵』『趙城金蔵』『永楽北蔵』『乾隆蔵』を参考とし、さら
に『頻伽蔵』『大正蔵』のほか、正史、総集、私家著述、字書等分野外の典籍も校勘の参考とした。

389278	 居士傳校注（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔清〕彭紹昇	撰 / 張培鋒	校注	 中　　华	 14/06	 4,212

本書は、列伝体で東漢から清康熙年間までの在家修行の男性居士312人の事跡を記載した《居士
伝》の校注本。乾隆四十年長洲彭氏初刻本を底本、光緒本、趙嗣滄点校本を参校本に全文の校注を
施し、「人名索引」を附す。

378385	 因明大疏校釋（全 2 冊）（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔唐〕窺基	撰 / 梅德愚	校釋	 中　　华	 13/06	 5,346

本書は、“因明学”（仏教論理学）の重要典籍、唐窺基撰《因明入正理論疏》（略称《因明大疏》）の
校釈本。金陵刻経処刊本を底本、《趙城金蔵》残本などを校本に標点、校勘、注釈を施し、「本段大意」
の形で翻訳を加える。正文の前に「題解」などを掲載、巻末に「因明入正理論」などを附す。

334411	 肇論校釋（中國佛教典籍選刊）	 〔東晋〕僧肇 / 張春波	校釋	 中　　华	 10/07	 3,628

東晋の高僧、僧肇が簡潔な文章で般若経の哲理を説いた名著で、その後様々な注釈本が出たが、仏
教用語が多く非常に難解な書としても知られる。今回、中国社会科学院所属の張春波が、宋・浄源

『肇論中呉集解』を底本として大正蔵、『肇論疏』（唐・元康）、『肇論新疏』（元・文才）、『肇論略注』（明・
徳清）を参照しながら原文に対して校勘を行い、難解な字や言葉、文、含まれる哲理に対してきわ
めて詳細な解釈を加える。繁体字縦組み。

300695	 祖堂集（全 2 冊）（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔南唐〕释静 ,〔南唐〕释筠	編撰 / 孫昌武	等點校	 中　　华	 07/10	 4,665

『祖堂集』は五代十国時代、南唐の禅僧二人により952年（広順2年）に編まれた現存最古の禅宗史
書の一つで、20世紀初頭に韓国で発見された。『祖堂集』のみに収録される史実等も少なくなく、
仏教研究だけでなく中古漢語研究等においてもその高い資料的価値が注目されてきた。今回「中
国仏教典籍選刊」の一書として出版されたこの標点本は、孫昌武・衣川賢次教授ら日・中研究者の
長期にわたる研究成果を示す労作。数多くの資料を用い、過去に刊行された点校本に見られない
重厚な内容となっている。繁体字縦組み。

185916	 比丘尼傳校註（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔梁〕釋寶唱 / 王孺童	校註	 中　　华	 10/02	 2,116

南朝斉梁時代における荘厳寺の高僧釈宝唱により編纂された『比丘尼伝』は、『高僧伝』の体裁に
沿い、東晋や南朝の比丘尼65人を収録する。本書は、日本の『大正蔵』本を底本とし、『金蔵』や『磧
沙蔵』などを参照し、『大正蔵』と『中華大蔵経』の校勘の成果をふまえ、校注を加えたものであり、
校注の重点は、異文の考辨及び関係人物や寺院の設置の沿革の紹介にある。巻末には、「釈宝唱事
跡資料」などの附録が付いている。

158677	 法苑珠林校注 1-6（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔唐〕釋道世 / 周叔迦 , 蘇晉仁	校注	 中　　华	 15/08	 17,010

仏教経律論三蔵の最も重要な部分を摘録し、きめ細かく部類別に編纂された仏教百科全書である。

114666	 成唯識論校釋（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔唐〕玄奘	譯 / 韓廷傑	校釋	 中　　华	 14/02	 5,346

『蔵要』本を底本とし、「高麗蔵本」「嘉興蔵本」「大正蔵本」などにより校勘する。繁体字縦組み。

097179	 神會和尚禪話録（中國佛教典籍選刊）	 楊曾文	編校	 中　　华	 11/10	 2,116

ロンドン、パリの敦煌本より胡適により発見された唐代禅僧・神会の語録に校点・注釈を付す。

089816	 出三藏記集（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔梁〕釋僧祐	撰 / 蘇晋仁 , 蕭鍊子	點校	 中　　华	 13/03	 4,665

本書は、宋磧砂蔵本を底本として、標点・校勘を加えたもの。巻末に経名・人名・地名・寺名・年号
による索引を附す。

075948	 古尊宿語録（全 2 冊）（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔宋〕赜藏主	編 / 蕭萐父 , 呂有祥	等點校	 中　　华	 11/07	 5,821

1931年上海佛學書局影印明萬暦年徑山化城寺刻本を底本とし『日本卍續蔵經』本や柳田聖山主編
『禅学叢書』所収の日本無著校写宋本『古尊宿語要』、蘇淵雷点校『五灯会元」などを参考に点校する。

056605	 大乘起信論校釋（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔梁〕真諦	譯 / 高振農	校釋	 中　　华	 16/09	 2,192

南京佛經流通處梁眞諦譯本を底本とし、日本大正藏本と頻伽藏本によって校勘する。本段大意、校
釋を付す。繁体字縦組、点校本。1992年第一版。
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394482	 釋氏要覽校注（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔宋〕釋道誠	撰 / 富世平	校注	 中　　华	 14/09	 4,406

『釈氏要覧』は宋代の釈道誠による、仏教の基本内容を紹介する書物である。類書および辞書とし
ての性質を持ち、仏教の入門書であった。引用は幅広く、当時の仏教制度や風俗風習に関する記述
が大量に収録されており、とりわけ道誠自身が見聞した南北の異なる風習についての記述は出色
である。さらに若干の佚書が保存され、宋代仏教の状況などを研究する上で重要な意義を持つ。今
回は日本寛永十年（1633）本を底本とし、明刻二巻本等を参考として標点校勘を行い、典拠の注釈
や難解語句の解説を加えるなど、集校集注の性質を備えた定本となっている。

039083	 童蒙止觀校釋（中國佛教典籍選刊）	〔隋〕智顗 / 李安	校釋	 中　　华	 14/07	 756

本書は、仏教天台宗の創始者智顗（538-597）が天台宗の二大根本教義及び修行方法を綴った《童
蒙止観》（《修習止観座禅法要》とも）の校釈本。「具縁」「訶欲」「棄蓋」「調和」「方便」「正修」「善
発」「覚魔」「治病」「証果」の10章に分け、修禅と覚悟について論述。伝統気功と相通する部分も
あるので、気功の学習における参考価値も高い。金陵刻経処本を底本に校釈する。

030116	 宋高僧傳（全 2 冊）（中國佛教典籍選刊）	

	 	 〔宋〕贊寧	撰 / 范祥雍	點校	 中　　华	 15/09	 5,821

三十巻。主として唐代の高僧の伝記を収録する。正伝533人、附伝130人に及ぶ。

028620	 三論玄義校釋（中國佛教典籍選刊）	〔隋〕吉藏/韓廷傑	校釋	 中　　华	 13/03	 2,419

金陵刻経処本を底本とし、大正蔵本、続蔵経本により交換する。縦組繁体字。1987年初版。

013338	 華嚴金師子章校釋（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔唐〕法藏 / 方立天	校釋	 中　　华	 14/04	 1,814

本書原文は江蘇如皋刻經處『金師子章雲間類解』を底本とし、大正大蔵經所収の明刻本により校勘
を加える。

010838	 五燈會元（全 3 冊）（中國佛教典籍選刊）

	 	 〔宋〕普濟 / 蘇淵雷	點校	 中　　华	 12/12	 8,791

『五灯会元』は全20巻、南宋期に成立した禅宗の灯史（仏教史書）。『景徳伝灯録』『天聖広灯録』『建
中靖国続灯録』『聯灯会要』『嘉泰普灯録』の5書の記述を合わせ、“七仏” の時代から唐宋期禅宗
各派の僧・教義の故事について記録する。本書は宋寶祐本を底本とし、清龍蔵本、日本卍続蔵経本
により校勘をおこなう。繁体字縦組み。1984年初版。

008301	 壇經校釋（中國佛教典籍選刊）	 〔唐〕慧能 / 郭朋	校釋	 中　　华	 17/06	 1,436

『壇経』は禅宗の第六祖・慧能の語録。本書は日本の鈴木貞太郎、公田連太郎らが校訂した「敦煌写
本 (法海本 )」を底本とし、「惠昕本」「契嵩本」「宗宝本」などを参考に、校釈を加えている。繁体
字縦組み。

422566	 雜阿含經校釋 1-8
	 	 〔宋〕天竺三藏求那跋陀羅	譯 / 王建偉 , 金暉	校釋	 华东师大	 14/07	 47,628

本書は、早期仏教の基本経典《雑阿含経》の50巻足本校釈本。“四阿含”の一つである《雑阿含経》は、
早期仏経の原型に最も近い仏陀言論集と言われたが、流伝の過程で次第転倒、欠落、誤補などの問
題が生じた。今回、古例に照らして類目と巻次を再編し、巴利本より2巻の佚経を訳補。《高麗蔵》
本を底本、《房山石経》本など近十種の刻本を校本に整理、校勘。「校釈説明」「新旧巻、経号対照総表」

「新旧経号与巴利経、漢訳異本経名号対照表」「経数統計表」「校勘記」などを附録し、編纂した《雑
阿含経詞典》も合わせて収録。

433731	 新譯法句經（古籍今注新譯叢書·宗教類）	 劉學軍	注譯	 臺灣三民	 18/01	 2,527

《法句經》是从早期佛典中輯錄出來的佛教格言偈頌集，是一部深受廣大佛教信眾喜愛的經典。《法
句經》一度是佛法入門的必讀經典，因為其中有很多偈頌是佛陀所說，有的即使不是佛陀所說，也比
較直接地反映出佛陀的思想智慧。而對於一般的讀者來說，由於早期佛教思想，比較切近人類本真的
心理狀況和倫理需求，所以這部經典也能為現代人提供有益的道德啟發和人生智慧的滋養。此外，《法
句經》的語言具有高度的濃縮性、鮮明的形象性，以及回環往復的語體化的文學特徵，讀者在閱讀過
程中，肯定能獲得極佳的閱讀體驗和審美享受。

414623	 新譯佛國記（第 2 版）（古籍今注新譯叢書·地志類）

	 	 楊維中	注譯	 臺灣三民	 16/03	 2,332

《佛國記》是東晉高僧法顯記述其西行天竺求取佛經的經歷與所思所感。書中不僅包含法顯西行艱難
歷程的描述，也詳細記錄了五世紀初中亞、南亞以及東南亞地區的政治、宗教、風俗習慣、經濟和地
理情況，更突顯許多不惜身命、弘法利生的菩薩精神。千百年來，《佛國記》作為佛教史籍不僅鼓舞、
堅定了後人的佛教信仰，更為可貴的是，它對歷史事件和自己所見所聞的忠實記錄，早已成為後人研
究這一段歷史和地理的寶貴資料。

397266	 新譯高僧傳（第 2 版）（古籍今注新譯叢書·宗教類）

	 	 朱恒夫 , 王學鈞	等注譯 / 潘栢世	校閱	 臺灣三民	 14/05	 6,901

慧皎的《高僧傳》詳細記錄了從東漢至南朝梁時佛教主體──僧人的活動，使後人能全面了解佛教
傳入中國之後，經過宣傳、融合而至佔據哲學領域顯要地位的歷史。其中正傳二百五十七人，附見
二百三十九人，不僅鮮活表現佛教在此一時期的風貌，是研究佛教史的重要參考資料，也是十分優秀
的傳記散文傑作。本書參酌歷來各種版本，詳加考校注譯，通俗明白，有助讀者突破文言的隔閡，輕
鬆通讀全書。

392431	 新譯妙法蓮華經（古籍今注新譯叢書·宗教類）

	 	 張松輝	注譯 / 丁敏	校閱	 臺灣三民	 17/06	 3,499

本書根據鳩摩羅什所譯版本加以注釋、語譯和導讀，經文並有國語注音，是閱讀和理解《法華經》的
最佳選擇。

392430	 新譯金剛經（古籍今注新譯叢書·宗教類）

	 	 徐興無	注譯 / 侯迺慧	校閱	 臺灣三民	 13/02	 1,360

本書採用鴆摩羅什的漢譯本，優美流暢、富有理趣和文學意味的譯文，加上淺顯懂的注釋翻譯，並附
有《心經》及《金鋼經》玄奘譯本以供對照，不僅可為修習佛法者的最佳參考，亦可為一般讀者提供
方便法門，透過古代宗教經典的外在形式，汲取人類文明的精華，體會永恒的智慧和真理。這個新注
新譯本簡潔明快，注解精到，翻譯准確流暢，版式喜人，非常適合讀誦。

389801	 新譯碧巖集（全 2 冊）（古籍今注新譯叢書）	 吳平	注譯	 臺灣三民	 05/01	 7,290

圜悟克勤，緊密聯繫禪宗的基本理論，把公案、頌古和佛教經論結合起來，以雪竇重顯《頌古百則》
所闡述一百則禪宗公案為基礎，透過「示眾」、「公案本則」、「公案評唱」、「雪竇重顯的頌古」、「頌古
評唱」五部分，深入淺出的介紹了每則公案的機鋒所在。

362226	 新譯大乘起信論（古籍今注新譯叢書）	 韓廷傑	注釋	 臺灣三民	 12/02	 1,458

《大乘起信論》是一部具爭議性、對佛教思想在中國發展有深鉅影響的論典；一部曾給當代哲學家牟
宗三先生極大思想啟發的佛學著作。透過本書精要的導讀與注譯，為世人親近佛教原典、進探佛法義
海，提供了一條現代之路。

343830	 新譯百喻經（第 2 版）（古籍今注新譯叢書）	 顧寶田	注譯	 臺灣三民	 10/06	 1,555

《百喻經》編成於五世紀中後期，其宗旨即在破除愚癡，掃除成佛的思想障礙。《百喻經》藉著幽默詼
諧的寓言，脫去佛理說教外殼，如同良藥外和以冰糖，讓人樂於接受，輕易領悟佛法真諦。
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343821	 新譯華嚴經入法界品 上（第 2 版）（古籍今注新譯叢書）

	 	 楊維中	注譯	 臺灣三民	 11/02	 4,374

343822	 新譯華嚴經入法界品 下（第 2 版）（古籍今注新譯叢書）

	 	 楊維中	注譯	 臺灣三民	 11/02	 4,374

本書擷取法藏和澄觀《華嚴經》研究之精華，對〈入法界品〉詳為導讀和注譯，是有心一窺佛法之奧妙，
以及研究佛教對中國文化之影響者，很好的參考。

300511	 新譯無量壽經（古籍今注新譯叢書）	 邱高興	注譯	 臺灣三民	 09/01	 1,458

《無量寿経》は《観無量寿経》《阿弥陀経》とともに浄土三部経と称される、浄土教の根本聖典の一
つ。中国には漢代に翻訳され、現在までに5種の訳本が伝わっている。本書は魏・康僧鎧訳本に基
き、章旨・注釈・誤訳をほどこす。

189545	 新譯釋禪波羅蜜（古籍今注新譯叢書）	 蘇樹華	注譯	 臺灣三民	 06/10	 5,346

隋の天台智者大師・智顗の講述書『釋禪波羅蜜次第法門』の注釈書。

176235	 新譯梵網經（古籍今注新譯叢書）	 王建光	注譯	 臺灣三民	 12/05	 1,846

《梵網經》是大乘菩薩戒重要且基本的經典，主要說明菩薩修道之階位，以及應受持的十重、四十八
輕戒之戒相。本書以金陵刻經處版《佛說梵網經》為底本，並參照大正藏本及歷來高僧之解說，詳加
注譯，對讀者甚有幫助。

171014	 新譯維摩詰經（古籍今注新譯叢書）	 陳引馳 , 林曉光	注譯	 臺灣三民	 05/01	 1,555

《維摩詰經》產生於西元二、三世紀大乘佛教興起時期，並在大乘佛教中具有極高的地位，著名高僧
如鳩摩羅什、僧肇等都曾為此經作過注釋義疏。

155440	 新譯楞嚴經（古籍今注新譯叢書）	 賴永海 , 楊維中	注譯	 臺灣三民	 09/01	 2,818

全十巻、各章ごとに《章旨》、《注釈》、《語譯》を附す。

128772	 新譯經律異相（古籍今注新譯叢書）	 顔洽茂	注譯	 臺灣三民	 10/10	 5,248

《經律異相》編成於南朝梁武帝時期，是現存最早的大型佛教類書，也是一部佛教故事總集。本書選
錄其中的二三○則，詳為導讀、解題與注譯，讀者可藉此吸收領會《經律異相》的內容與特色。

８―敦煌文献
328103	 國家圖書館藏敦煌遺書 1-146	 任繼愈	編	 国　　图	 12/00	 3,902,580

本書は、国家図書館に所蔵する16,000余件の敦煌遺書を影印集録し、総目、条記目録及び新旧編号
対照表を附す。

413292	 中國國家圖書館藏敦煌遺書總目錄 館藏目錄卷 1-8
	 	 方廣錩 , 李際寧 , 黃霞	 人民大学	 16/03	 210,600

『中国国家図書館蔵敦煌遺書総目録』は、中国国家図書館が所蔵する敦煌遺書の総目録で、「館蔵目
録巻」「分類解説巻」「索引巻」「新旧編号対照巻」から構成される。本書は、そのうちの「館蔵目録巻」。
文献研究、文物研究、文字研究の三つの視点から収集した目録情報を14の大分類と47の小分類に
分けて掲載し、各条目の外観、主題関係、首尾対照、題記雑写録文などを記述する。

377686	 中國國家圖書館藏敦煌遺書總目錄 新舊編號對照卷
	 	 方廣錩	編	 人民大学	 13/04	 37,908

本書は『中国国家図書館蔵敦煌遺書総目録』の「新旧編号対照巻」。「『国家図書館蔵敦煌遺書』分
冊簡表」及び「千字文号与北敦号、縮微膠巻号対照表」「縮微膠巻号与北敦号、千字文号対照表」「臨
字号与北敦号、残字号対照表」「残字号与北敦号、臨字号対照表」「新字号与北敦号対照表」「簡編
号与北敦号対照表」「善字号与北敦号対照表」「登録号与北敦号対照表」など8つの新旧編号対照
表に分け、国家図書館に収蔵されている敦煌遺書の名称、各文献での編号、『国家図書館蔵敦煌遺
書』の冊次などを紹介する。

134437	 敦煌密宗文献集成续编	（全 2 冊）（中国佛学文献丛刊）

	 	 林世田 , 申国美	编	 缩微中心	 00/10	 33,534

敦煌文献に含まれた密教文献は、主に宋代以前に敦煌で流伝された純密と雑密の経典で、密宗を
創立した “開元三大士” の一人不空が訳した密宗経典著述や、初期密教経典《摩利支天経》、中期密
教の《大日経》、敦煌独有の《金剛頂四十九種壇法軌則》などが含まれ、数多い仏頂尊勝陀羅尼経咒
は敦煌民衆の間に流行した陀羅尼信仰を反映する。本書は、《敦煌密宗文献集成》に続き敦煌密宗
文献を影印収録。主に雑咒と疑偽経を収録し、《敦煌密教文献目録》を附す。

390514	 世界民間藏中國敦煌文獻 1（全 2 冊）

	 	 于華剛 , 翁連溪	編	 中国书店	 14/06	 116,640

本書は、世界各地に民間の私蔵として散在し、未だに整理、出版されていない敦煌文献を収集し、
原寸大原色で順次影印出版する『世界民間蔵中国敦煌文献』の第1輯。成賢斎に所蔵する敦煌文献
を収録。「比丘尼戒本（竺法護本）」「金光明最勝王経巻八」「大般涅槃経（南本）巻九」など敦煌文
献25号、「金光明経懺悔滅罪伝（異本）」など非敦煌古文献3号の計28号が含まれている。

428880	 世界民間藏中國敦煌文獻 2（全 2 冊）	 于華剛	編	 中国书店	 17/04	 149,040

《世界民間蔵中国敦煌文献》の第2輯。2014年に出版された第1輯に引き続き、民間所蔵の敦煌文
献を原寸大原色で影印収録。南北朝写本《菩薩地持経》を始め、5世紀から11世紀まで（南北朝、隋、
唐前期、唐中期、吐蕃占領時期、帰義軍時期）の40余種の敦煌文献が含まれている。

423376	 濱田德海蒐藏敦煌遺書	 方廣錩	 国　　图	 16/09	 47,628

本書は、日本人で旧大蔵省書記官だった濱田徳海（1899-1958）が蒐集した「敦煌遺書」36点を収
録する。南北朝から唐代の写経が中心で、海外へ流出後、近年中国へ戻ったものとしては比較的ま
とまった量があり、また北朝の写経が3点含まれているのが特徴である。著名な敦煌学者・方広錩
による各項目の記述や目録、序文が付されている。濱田徳海は主に骨董市で購入しており、中には
康有為、端方らの旧蔵品があったと思われる。敦煌遺書36点には、「南海蔵経」「曹善祥印」「徳化
李氏凡将閣珍蔵」「歙許芚父游隴所得」等の蔵書印が26種類32箇所と多くあり、また日本人によ
る題辞も若干見られ、これらも敦煌遺書流転の経緯を知る重要な記録となっている。

363761	 敦煌遗书之《律藏初分》	 中国国家图书馆	编	 黄山书社	 13/00	 426,600

律蔵は、仏教の戒律類著作の総称である。初分とは、律蔵の重要な著述《四部律》の「初分」部分で
ある比丘戒21巻を指す。国家図書館に収録されている西凉建初12年（417年）の抄本《律蔵初分》は、
夥しい数の敦煌文献の中、年代のはっきりした早期の抄本として、研究者に重視されている。本書
は、その完全影印本。

435416	 周紹良批校《敦煌變文集》（全 2 冊）

	 	 王重民	等編 / 周紹良	批校	 国　　图	 17/12	 43,740

本書は、唐代敦煌変文78種を整理、集録し、1957年に人民文学出版社より出版された《敦煌変文
集》の名家批校影印本。著名な敦煌学者周紹良が赤ペンで批校を加え、一部文字や断句の判断に
違った意見を記した私蔵本を底本に二色影印する。周氏が違う時期に批校した《敦煌変文集》は2
部あったため、批校の重複した部分は片方、異なる部分は両方のページとも影印する。



20 21

351648	 英國國家圖書館藏敦煌遺書（漢文部分）（第一輯）1-10
	 	 方廣錩 ,〔英〕呉芳思	編	 广西师大	 11/09	 507,600

333128	 英國國家圖書館藏敦煌遺書（漢文部分）（第二輯）11-20
	 	 方廣錩 ,〔英〕呉芳思	編	 广西师大	 13/03	 507,600

333965	 英國國家圖書館藏敦煌遺書（漢文部分）（第三輯）21-30
	 	 方廣錩	編	 广西师大	 13/12	 507,600

333966	 英國國家圖書館藏敦煌遺書（漢文部分）（第四輯）31-40
	 	 方廣錩 ,〔英〕呉芳思	編	 广西师大	 14/08	 507,600

イギリス国家図書館に収蔵されている14,000点あまりの敦煌遺書は、ハンガリー出身のイギリス
人探検家スタイン（1862-1943）の第2回・第3回中央アジア探検により発見されたものであり、世
界中の敦煌学者に重視されている。本書は、鮮明な図版を用い、スタイン・ナンバー 14000余号す
べての敦煌遺書を影印収録する。本書に収録される後半6000余号の大半は初公刊である。各文書
には、敦煌学者方広錩が原文書を実際に見た上で、名称・巻本・索書号・サイズ・外見・形態・行数・
用紙・首題・尾題・勘記・印章・巻面二次加工・近現代人により加えられた内容などを記述してい
る「条記目録」があり、敦煌学研究にとって貴重な参考資料である。

９―仏教美術
314080	 佛教美术全集 1-17	 林保尧	等	 文　　物	 09/01	 69,768

各冊の表題は以下のとおり。1．仏像大観、2．仏教美術講座、3．双林寺彩塑仏像、4．敦煌仏影、5．
龍門仏教造像、6．仏像鑑定与収蔵、7．観想仏像、8．陝西仏教芸術、9．安岳大足仏雕、10．韓国
仏教美術、11．山東仏像芸術、12．神秘的印度唐卡芸術、13．山東博興銅仏像芸術、14．蓮華接翠
観音寺、15．西蔵仏教美術講座、16．神秘的曼荼羅芸術、17．中国仏教石窟。

399422	 中国佛教版画全集（全 82 册）	 翁连溪 , 李洪波	编	 中国书店	 14/11	 2,646,000

本書は、歴代の彫版仏画3,000種、35,000枚以上を影印収録。その大半は今まで出版された各種の
版画図録に未収録作品で、中国の仏教版画を一堂に会させた初めての集大成作である。

409205	 西域壁画全集 1 克孜尔石窟壁画 1（丝绸之路历史文化荟萃）

	 	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

「西域壁画全集」（全7巻）は、新疆とその周辺地域の古代仏教石窟壁画から代表的なものを取り上
げ紹介する。第1巻には克孜爾（キジル）石窟の初創期（3世紀末～ 4世紀中期）の壁画を収録する。
キジル石窟は亀茲国の仏教文化を代表する聖地であり、地理的には西端に位置し、同時に最も初
期に建造された大型の石窟群である。古代亀茲の仏教芸術の壮麗さを伝えており、仏教発展史研
究において極めて重要な資料でもある。

409206	 西域壁画全集 2 克孜尔石窟壁画 2（丝绸之路历史文化荟萃）

	 	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

第2巻では、亀茲風壁画の形成発展期（6世紀～ 8世紀およびそれ以降）の壁画を収録する。キジル
石窟はその規模（260以上の洞窟が存在する）と壁画の多彩さにおいて、亀茲国建造の石窟群の中
で重要な地位を占めており、亀茲国の歴史と文化の集大成といえる。さらに、亀茲風とされる壁画
の芸術的特徴もまさにキジル石窟にその起源を見ることができる。

409207	 西域壁画全集 3 克孜尔石窟壁画 3（丝绸之路历史文化荟萃）

	 	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

第3巻では、キジル石窟の後期（7世紀～ 8世紀およびそれ以降）の壁画および、7キロほど離れた
場所にある台台爾石窟壁画を収録する。最盛期および後期、衰退期に属する壁画を収録しており、
新たに出現した中原風の作風が亀茲風と融合し、独特な輝きを放つ壁画が多い。

409208	 西域壁画全集 4 库木吐喇石窟壁画（丝绸之路历史文化荟萃）

	 	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

第4巻では、庫木吐喇（クムトラ）石窟壁画を紹介する。新疆クチャ県からおよそ25キロメートル
西にあり、現存する石窟は112洞、それらは仏堂、講堂、僧房、影窟などに分類することが出来る。
主な用途は仏堂であり、およそ48洞に壁画およびその壁画跡が現存する。東西の文化芸術が融合
して生み出された画風が特徴で、まさに至宝というべき壁画群である。

409209	 西域壁画全集 5 森木塞姆石窟 克孜尔尕哈石窟壁画
	 （丝绸之路历史文化荟萃）	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

第5巻は、森木塞姆（シムシム）石窟、克孜爾尕哈（クズルガハ）石窟、瑪扎伯哈石窟、阿艾（アアイ）
石窟、吐（托）乎拉克艾肯石窟、焉耆县七個星（シクチン）石窟、吉木薩爾県北庭西大寺龕窟、7か
所の石窟壁画を収録。森木塞姆（シムシム）石窟は、クチャ県の北東45キロメートルにあり、亀茲
国東端にある石窟群。瑪扎伯哈石窟は、その南8キロ、克日什付近に位置する。

409210	 西域壁画全集 6 柏孜克里克石窟壁画（丝绸之路历史文化荟萃）

	 	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

第6巻は柏孜克里克（ベゼクリク）石窟を収録。ベゼクリク石窟が作られた高昌は、東西文化が集
まり交じりあう地域であり、石窟芸術も様々な要素を含んでいる。吐峪溝（トユク）千仏洞に大乗
小乗仏教思想の并存するのに対し、ベゼクリク石窟は顕教、密教、さらにマニ教と仏教の影響が見
受けられ、非常に多元的な特徴を示している。仏教芸術の伝播において、高昌は西域仏教芸術を中
原地域にもたらし、一方、中原の仏教芸術を西域にもたらした、まさに交換地点であるといえ、多
種多様な仏教芸術がこの地で融合し、変化を遂げ、高昌の高度な仏教芸術を生み出したと言える。

409211	 西域壁画全集 7 古代佛教寺院墓室壁画（丝绸之路历史文化荟萃）

	 	 新疆石窟研究所	编	 新疆文化	 17/01	 19,440

第7巻には、新疆にある古代仏教寺院遺跡に見られる壁画を収録する。新疆の壁画芸術は、石窟以
外にも、天山南北に点在する仏教寺院遺跡に多く残されており、その考古学的、学術的、芸術的な
価値は石窟壁画同様に極めて高い。20世紀以降石窟壁画の研究は進んだが、それに比べ古代仏教
寺院遺跡の壁画は取り上げられることが少ない。

391938	 中国美术全集·石窟寺壁画（全 3 册）

	 	 金维诺 , 丁明夷	编	 黄山书社	 11/08	 77,760

本書は、中国人が創作し、中国文化を反映する石窟寺壁画類芸術品を図版付きで紹介。石窟寺壁画
の起源、発展、最盛期と凋落の過程を了解することができる。

408863	 敦煌石窟艺术全集（全 25 卷 26 册）	 敦煌研究院	编	 同济大学	 15/12	 864,000

「再現敦煌」「尊像画巻」「本生因縁故事画巻」「仏伝故事画巻」「阿弥陀経画巻」「弥勒経画巻」「法
華経画巻」「塑像巻」「報恩経画巻」「密教画巻」「楞伽経画巻」「仏教東伝故事画巻」「図案巻（上）」「図
案巻（下）」「飛天画巻」「音楽画巻」「舞蹈画巻」「山水画巻」「動物画巻」「建築画巻」「石窟建築巻」「科
学技術画巻」「服飾画巻」「民俗画巻」「交通画巻」の25巻に贈呈品の「蔵経洞珍品巻」を加えた全
26冊。中国が誇る著名な仏教遺跡敦煌石窟を芸術性の面から系統的に詳しく紹介。各種壁画の図
版及び敦煌研究院の学者たちの研究成果を掲載する。
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088412	 西藏佛教寺院壁画艺术（汉藏英对照）

	 	 西藏自治区文物管理委员会	编	 四　　川	 94/08	 29,160

本書は、チベット地区の仏教各教派寺院の代表的な壁画300余点の図版を収録し、漢語・英語・チ
ベット語文で紹介。掲載された写真は全て田野調査によるもので、その大半は初公開。著名な寺院
にとどまらず、辺鄙な山村にある、中小型の寺廟及び遺址遺跡の壁画芸術にも注目。寺院壁画の制
作工程や方法も詳しく紹介する。

329428	 大美敦煌－敦煌石窟艺术聚珍集（全 3 册）	 	 文　　物	 10/01	 696,600

本書は、敦煌の500余の洞窟・5,000余平米の壁画・3,000余尊の彩塑（彩色塑像）から精選されたも
のを3巻に分けて紹介する。各巻の収録内容は、下記の通り。
第一巻 彩塑編：北凉・北魏・西魏・北周・隋・唐・五代・宋・西夏・元の彩塑の逸品100尊を紹介。
第二巻 早期壁画：北凉・北魏・西魏・北周・隋の壁画の逸品100幅を紹介。尊像画・人物画・仏経故
事画・宮闕建築画・古代交通画・古代戦争画など。
第三巻 中晩期壁画：唐代・五代・宋・西夏・元にわたる中期・晩期の敦煌壁画の逸品112幅を紹介。
壁画の形式は、仏経・仏弟子・菩薩・天王・金剛力士・飛天及び中国の伝統的な神霊を描く尊像画、
人物画、仏経故事画、山水画、動物画、地理交通画、舟車橋梁画、航海航天画、建築画、民俗画、衣
冠服飾画、装飾図案画、音楽舞蹈画、生産労働画、軍事体育画など様々。

378930	 正定隆兴寺壁画	 河北省正定县文物保管所	 文　　物	 13/04	 33,048

河北省正定県隆興寺（原名竜蔵寺）は、隋開皇6年（586）に建立された中国北方の最も古い寺院の
一つであり、北宋皇佑2年（1052）に建てられた摩尼殿には、明成化年間に描かれた壁画が多数保
存されている。流暢な筆致で描かれた壁画の人物の表情に生動感があり、背景も美しく、宋代や金
代の文人画の影響が見られるため、中国古代壁画の傑作と見なされている。本書は、カラー写真を
添えて隆興寺壁画を紹介する。

435863	 龙门石窟考古报告 ：东山擂鼓台区（全 6 卷）

	 	 龙门石窟研究院	等	 龙门书局	 18/01	 161,352

本書は、河南省洛陽市南の伊河両岸に位置し、ユネスコの世界遺産にも登録された龍門石窟の考
古成果を報告する本シリーズの第1集。「緒言、洞窟遺存」「窟前遺址、結語」「附表、附録」「実測図」

「洞窟遺存図版、拓片」「窟前遺址図版、拓片」の全6巻に分け、龍門石窟の一部である東山擂鼓台
区の考古成果を報告。ここは則天武后時期に開鑿された洞窟で、中国唐代石窟の精髓を反映し、唐
代仏教石窟芸術において極めて重要な地位を占める。

428770	 云冈石窟佛造像典藏卷	 张焯	编	 青　　岛	 17/01	 995,976

本書は、同じ青島出版社から出版予定の《雲崗石窟全集》（全20巻）の抜粋本。雲崗石窟研究院が
60年をかけて採集した貴重な影像資料から、雲崗石窟仏造像の精華を表す500余枚の写真を選び、
特大サイズ（縦70cm、横50cm）と精美な印刷で届ける豪華収蔵版である。

329422	 瓜州东千佛洞西夏石窟艺术	 张宝玺	 学　　苑	 12/12	 90,720

北朝・唐・五代・西夏・元・清の23の石窟から構成される敦煌北西部の瓜州（安西）東千仏洞は、「大
敦煌学」の重要な研究対象である。その中、6つの西夏石窟には、仏教や道教の人物144人が描か
れた壁画290幅（486.7平米）及び塑像46基が保存されており、西夏石窟芸術の精粋を表わしてい
る。とりわけ玄奘三蔵の事迹を描いた《水月観音》及び《接引仏》《説法図》は、敦煌石窟の《飛天図》
と並ぶ中国石窟壁画の第一級の傑作と見なされている。本書は、217幅のカラー写真を用い、瓜州
東千仏洞の西夏石窟芸術を紹介する。

398744	 响堂山·石窟（全 2 冊）（中国佛教美术全集）	 陈传席	编	 天津美术	 14/11	 33,296

本書は、《中国佛教美術全集・雕塑巻》の一つ。上巻（南響堂石窟の彫刻芸術）と下巻（北響堂石窟
の彫刻芸術及び常楽寺出土の仏像造像芸術）の2冊に分け、東魏、北斉、隋、唐、宋、明、清の千年
以上の歴史を持つ響堂山造像芸術を洞窟単位で紹介。約400枚の図版と共に、各洞窟の時代、方位、
形制や、仏像の材質、位置、サイズ、現蔵地などの情報が掲載されている。

426173	 四川散见唐宋佛道龛窟总录·自贡卷
	 	 四川省文物考古研究院	等编	 文　　物	 17/01	 15,552

2016年5月から9月まで自貢地区の仏教遺存を対象に行われた考古調査の成果を基に、自貢地区
各文物事業管理所の資料及び第三次全国文物普査の成果も勘案し、自貢地区に散見する唐、宋時
期の摩崖造像（来牟千佛崖摩崖造像、後龍山摩崖造像、呂仙崖摩崖造像など計16か所）の位置、時
代、分布などを概述し、各所摩崖造像に属す “龕窟”（造像などを祀るため岩壁に掘り開いた石窟）
約400龕の現状（位置、時代、形制、造像内容、保存状況、題記など）を摩崖造像別龕窟編号順に著録。

426175	 四川散见唐宋佛道龛窟总录·达州卷
	 	 四川省文物考古研究院	等编	 文　　物	 17/01	 25,272

四川省達州地区で発見した唐、宋時期の仏教、道教の摩崖造像（杜家湾摩崖造像、橋河摩崖造像、
唐家壩摩崖造像など計9か所）の位置、時代、分布などを概述し、各所摩崖造像に属す “龕窟”（造
像などを祀るため岩壁に掘り開いた石窟）計65龕の現状（位置、時代、形制、造像内容、保存状況、
題記、拓本録文など）を摩崖造像別龕窟編号順に著録。その中に含まれる五つの唐代紀年の龕窟（杜
家湾開元三年龕、橋河天宝元年龕、唐家壩天宝五年龕、浪洋寺至徳元年龕、浪洋寺永泰元年龕）の
発見が特に重要である。

417039	 天龙山石窟保护研究（中国古建筑制作技术）

	 	 左国保 , 祁伟成	 文　　物	 16/02	 18,468

山西省太原市天龍山に現存する東魏、北斉、隋、唐時代に営造された仏教石窟群 “天龍山石窟” の
保護をテーマとする研究成果を紹介。天龍山石窟の営造、現状、保護維持及び関連技術などについ
て図版付きで詳述し、“漫山閣” の復原や景勝地としての天龍山全体の企画にも言及する。

411662	 巩义石窟寺（中国石窟艺术）	 赵新海	编 / 钟兆辉	摄	 中国文史	 15/01	 18,468

鞏義石窟寺は北魏孝文帝の時期に創建され、北魏皇家が切り開いた大型石窟の一つである。関係
資料の記載によれば、元代以前はずっと黄河流域の仏教聖地であった。規模は小さいといえども
石刻の内容は豊富で、彫塑史上極めて重要な地位にある遺跡である。石窟内に良好な形で保存さ
れた帝后礼仏図、飛天、妓楽像、浮雕神王像、異獣などは、他の石窟寺で目にすることが稀である。
本書は、鞏義石窟寺の素晴らしさを芸術の視点から全面的に紹介する。

406066	 炳灵寺（中国石窟艺术）	 甘肃炳灵寺文物保护研究所	编	 江苏凤凰美术	 15/06	 13,068

甘粛省臨夏回族自治州永靖県西南の積石山大寺溝に位置する炳靈寺石窟を紹介する。炳靈寺の歴
史と地理環境を始め、石彫造像を中心に、彩塑と壁画も含めたその素晴らしい石窟芸術を伝える。

413413	 莫高窟（中国石窟艺术）	 敦煌研究院	编	 江苏凤凰美术	 15/12	 13,068

甘粛省敦煌市に位置し、精美な壁画と仏像、特に貴重な敦煌文書を擁することでその名を世に轟
かせた中国最も重要な世界遺産莫高窟の文化、芸術遺存を図版付きで紹介する。

393192	 榆林窟（中国石窟艺术）	 敦煌研究院	编	 江苏美术	 14/07	 13,068

甘粛省瓜州県（原安西県）城南に位置し、1961年の第一回 “全国重点文物保護単位” に認定された
楡林窟は、莫高窟と共に敦煌石窟を構成する重要な石窟である。その壁画芸術も、仏教思想・壁画
内容・表現形式などの面で莫高窟と一致し、一部壁画の作者も莫高窟と共通する。しかし、単に莫
高窟の焼き直しではなく、独自の特色を数多く持ち、その芸術性が莫高窟と比べてもまったく遜
色ない存在である。本書は、楡林窟の素晴らしさを芸術の視点から全面的に紹介する。

380713	 麦积山（中国石窟艺术）	 花平宁 , 魏文斌	编	 江苏美术	 13/07	 13,068

5世紀から13世紀までの800余年をかけて造られた麦積山石窟は、敦煌石窟・雲岡石窟・龍門石窟
と並ぶ中国四大石窟の一つであり、古代における東西交通の要衝河西走廊に位置しているため、
仏教・イスラム教・ヒンドゥー教など文明の影響が色濃く見られる。本書は、数多くのカラ―写真
や図版を配し、麦積山石窟を詳細に紹介する。
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356786	 云岗（中国石窟艺术）	 张焯	编	 江苏美术	 11/08	 13,068

雲崗石窟は、敦煌莫高窟・洛陽龍門石窟・麦石山石窟と並ぶ中国四大石窟のひとつ。山西省大同市
西16㎞の武周山南麓に位置し、東西１㎞に広がる。主要洞窟45、大小の龕窟252、造像5万１千余
尊が現存し、5世紀から6世紀における中国仏教石窟を代表している。本書は、その分布区域、主
要内容、歴史発展段階からこれらの石窟造像を分析する。

437166	 嘉陵江流域石窟寺调查及研究
	 	 蒋晓春 , 罗洪彬 , 符永利	 科　　学	 18/01	 14,418

本書は、嘉陵江流域に位置する計1,702箇所の石窟寺（龕窟7,801個、造像106,594体）に関する調
査と研究の結果を報告。沖相寺石窟、太蓬山石窟、大像山石窟、龍多山石窟、釣魚城石窟など重要
な石窟十数か所を重点的に紹介し、石窟寺の分期、観音造像、周辺地区石窟寺との関係などについ
て論述。「嘉陵江流域石窟寺一覧表」などを附す。

377622	 世界佛教美術圖説大辭典（全 20 冊）	 如常法師	編	 臺灣佛光山宗	 13/03	 378,000

本書は、建築巻（4冊）、石窟巻（5冊）、雕塑巻（4冊）、絵画巻（3冊）、書法篆刻巻（1冊）、工芸巻（1
冊）、人物巻（1冊）、総索引（1冊）の8部20冊に分け、世界範囲の仏教関連の芸術品と芸術家を詞
目9,100余条とカラー写真14,900余枚を用いて紹介。総索引部分には「詞条索引」「図片索引」「詞
条漢語拼音索引」「中英文人名対照表」「漢蔵人名対照表」「中英文地名対照表」「博物館中英文対
照表」「仏塔寺院遺址中英文対照表」「仏教石窟中英文対照表」「各国歴史年代表」が含まれている。

388941	 四川出土南朝佛教造像
	 	 四川博物院	成都文物考古研究所	等	 中　　华	 13/11	 46,656

本書は、四川省で出土した全ての南朝仏教造像に対し、撮影、作図、測量、説明文付け等の整理編
集を行い、この分野における専門家や有名な学者の研究論文も集め、全面的且つ権威性のある一
冊にまとめている。

410323	 贡嘎曲德寺壁画－藏传佛教美术史的里程碑
	 	 罗文华 , 格桑曲培	编	 故　　宫	 15/12	 27,216

チベット自治区山南地区貢嘎県に位置する蔵伝仏教薩迦派の寺院貢嘎曲徳寺は、薩迦派貢噶派の
祖寺で、寺内の随所に仏教壁画が描かれ、大殿及び殿堂には欽則欽莫画師の画跡もあり、欽則画派
の芸術水準を示す重要な遺存である。本書は、高解像度のデジタル写真と専門家である羅文華教
授の解説により、貢嘎曲徳寺壁画を初めて全面的に紹介する。

414194	 尖扎阿哇寺贤劫千佛石刻	 金索南 , 李加	编	 青海民族	 15/10	 30,132

本書は、十四世紀に建立された青海省黄南州尖扎県阿哇寺の石刻仏像を考証し、「賢劫の千人の仏」
に当たる1,000余尊の仏像を図版付きで紹介。四川徳格印経院の蔵書《賢劫千仏》の順序に基づい
て排列し、各種版本の《大蔵経》を用いて、各仏の名称や注釈の翻訳を校勘、統一。

424903	 观音造像海外遗珍（全 2 册）	 马元浩	编撰摄影	 浙江摄影	 16/08	 63,936

本書は『中国古代雕塑観音』（2014年刊）の姉妹編。世界各地に所蔵されている中国古代観音造像
の中から文化と芸術価値の高いものを選び、精美な図版と解説文を用いて所蔵国別に紹介する。

393086	 法门寺珍宝	 姜捷	编	 三　　秦	 14/03	 17,496

法门寺地宫出土文物资料汇编。本书在近年来学界对法门寺出土文物科学研究的基础上，对出土文
物重新分类，包括舍利宝函、石刻造像、金银器、玻璃器、秘色瓷器、丝绸和茶具，并对这些文物的称
谓和用途进行了深度的释读，展示了大唐文化的风采。

10―仏教建築
141735	 中國佛寺志叢刊續編 1-10	 白化文 , 劉永明	等編	 江苏广陵	 01/09	 69,120

1996年刊『中国佛寺志叢刊』の欠を補うもので、24種の寺院志を収録する。収録内容は下記のと
おり。1．廣濟寺新志、賢首山志、普渡寺霊湫志、大興善寺紀略、曲江慈恩寺今昔状況記／ 2．新版
峨山図志／ 3．重修馬迹山志／ 4．鹿泉寺志、黄梅老祖山志、珠明寺重修記、翠山寺志、越州清化廣
利禅寺古今開闢志書／ 5．寶嚴寺志、柳亭庵志／ 6．杭州大慈山虎跑泉定慧寺志、濟師塔院志／ 7．
湖隠禅院記事、長水塔院紀、保慶寺志、明恩寺志／ 8．壽峰先覺寺志略、金峨寺志／ 9．幽溪別志／
10．上海明心寺志、明心寺志、龍華志

373132	 中国地方志佛道教文献汇纂·寺观卷（全 408 册）

	 	 何建明	编	 国　　图	 13/03	 3,392,798

本書は、1949年以前に出版、編纂された約8,000種の地方志（稿本、海外所蔵の影印本、1949年以
降出版できたものを含む）から、仏教の寺廟及び道教の道観に関連する文献を全て網羅、影印収録。

301112	 薊縣獨樂寺（中國古代建築）	 楊新	編	 文物	 07/11	 29,160

天津市薊県武定街にある独楽寺は、隋唐時代の寺院で、遼聖宗統和2年（984）に再建された。山門
や観音閣は、現存する著名な遼代建築であり、観音閣下部に描かれた明代壁画は、同時期の寺観壁
画の逸品と見なされている。本書は、198幅の測量図や220幅のカラー写真を用い、独楽寺の建築、
壁画、彫塑を詳細に紹介するほか、多くの研究論文、修繕報告及び関係する資料を掲載する。

436598	 中国古建全集 宗教建筑 1（简装版）

	 	 广州市唐艺文化传播有限公司	 林　　业	 18/01	 9,979

436240	 中国古建全集 宗教建筑 2（简装版）

	 	 广州市唐艺文化传播有限公司	 林　　业	 18/01	 9,979

436241	 中国古建全集 宗教建筑 3（简装版）

	 	 广州市唐艺文化传播有限公司	 林　　业	 18/01	 11,761

《中国古建全集》は、220余りの中国古代建築を「居住建築」「城市公共建築」「皇家建築」「宗教建
築」「祠祀建築」「園林建築」に分けて図版付きで紹介。本書「宗教建築」は、第1巻：北京雍和宮な
ど仏寺18、第2巻：安徽池州甘露寺など仏寺23、第3巻：西蔵拉薩大昭寺など仏寺20、北京火徳真
君廟など道観6、山西応県釈迦塔など仏塔5を収録する。

421336	 中国汉传佛教建筑史－佛寺的建造、分布与寺院格局、
 建筑类型及其变迁（全 3 冊）	 王贵祥	 清华大学	 16/05	 55,296

本書は、「佛教初伝与漢晋、十六国時期佛寺的建造与流布」「東晋、南朝南方地区佛寺建造」「北朝
時期北方地区佛寺建筑概説」「隋代佛寺建筑概説」「唐代佛教寺院建造概説」「五代十国時期的佛
教寺院」「遼、金、西夏的佛教寺院」「両宋時期的佛教寺院与建筑」「元代的佛教寺院与建筑」「明
清時代的佛教寺院与建筑」の10章に分け、中国漢伝仏教建築の歴史を紹介。史料や遺存例による
分析、推測の部分も多いが、古代仏教寺院の建築配置などに関する記述は、著者の細心な研究に基
づいた価値ある試みである。

423778	 西藏丹萨替寺历史研究（藏传佛教文化与艺术丛书）

	 	 黄春和	 文　　物	 16/08	 73,396

チベット山南地区桑日県桑日鎮帕竹村の北に位置し、南宋紹興二十八年（1158）の創立から帕竹政
権が蔵巴汗政権に取って代わられた1616年まで、その法脈は20余代続いた名刹丹薩替寺の歴史を
論述。帕竹政権の興衰を軸に、丹薩替寺の歴史及びその宗教地位、影響などを詳説し、「丹薩替寺
大事記」を附載。
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415058	 北平研究院北平廟宇調查資料匯編（內二區卷）
	 	 中國文化遺產研究院	編	 文　　物	 16/03	 11,286

415059	 北平研究院北平廟宇調查資料匯編（內三區卷）
	 	 中國文化遺產研究院	編	 文　　物	 16/03	 15,066

本《匯編》は、民国時期の国立北平研究院が《北平志》の編纂を目的に、1930 ～ 1932年に北平地本《匯
編》は、民国時期の国立北平研究院が《北平志》の編纂を目的に、1930 ～ 1932年に北平地域の“廟宇”

（寺廟、道観、壇廟、祠堂、清真寺、教堂など）を対象に行われた調査の資料を、当時の行政区画（内
城六区、外城五区及び四郊区画）別に巻を分けて整理、収録。調査記録の手稿、廟宇の平面図や写真、
碑刻と器物の拓片などで構成した調査資料931部が含まれ、計938軒の廟宇を記録する。

379796	 北京内城寺廟碑刻志 3	 〔法〕呂敏	編	 国　　图	 13/10	 17,010

フランス極東学院と北京師範大学が共同で進める研究プロジェクト「北京内城寺廟碑刻与社会史」
の報告書。清乾隆時代の《京城全図》をもとに、「廟志」の形式でかつての北京の内城（9つの城門
に囲まれた中核地域）にあった寺院の位置・廟名・歴史・沿革・宗教流派及び関係する人物や歴史
事件などを紹介する。第3巻は《京城全図》の第3列内に位置する寺廟139箇所についてまとめて
おり、碑や塔に記された文章などの輯録39件を収録、さらに縁起のない寺院の一覧と、寺院名・碑
の名称・碑文の筆者・運営団体・胡同など5つの索引を付す。

430594	 北京内城寺廟碑刻志 4 上下	 〔法〕呂敏	編	 国　　图	 17/07	 33,048

第4巻は《京城全図》の第4列内に位置する寺廟145箇所についてまとめており、碑や塔に記され
た文章など147件を収録、さらに「廟志」に記載のない寺廟の一覧と、寺廟名・碑名・碑文の筆者・
運営団体・胡同など5つの索引を附す。

11―拇指数拠庫（USBメモリ版）
《拇指数拠庫》（中国書籍データベース：USBメモリ版）は、愛如生が開発した個人用小型データベー
スです。全部で1000種の発売が予定されています。

【収録形式】繁体字・無標点・縦組表示の全文テキストデータベース及び同時に閲覧できる版本画
像を収録。

【機能】分類検索・条目検索・全文検索・高級検索・版本調査・編輯・ダウンロードなどの機能が揃う。
【提供媒体】1G－20G USBメモリ。
【OS環境】簡体中文・繁体中文・英文・日本語・ハングル語Windows 7/8/10に対応。
【ご注文に際して】
・「拇指数拠庫」のご購入にはメーカーに対して事前に「ユーザー登録」が必要となります。ユーザー

登録は、弊社にて代行いたしますが、お客様の「名前、電話番号、e-mail、所属（必要な場合）」を
メーカーに登録することになりますので、あらかじめご了解ください。

・「拇指数拠庫」は、受注生産となります。ご注文から納品まではおおよそ1 ヶ月程度要しますので、
あらかじめご了解ください。

・複数タイトルの「拇指数拠庫」をご注文の場合、基本的にはタイトルごとに別メディアで提供さ
れますが、複数タイトルの「拇指数拠庫」を一つのメディアにまとめることも可能です。ご希望
の場合は、あらかじめその旨をお知らせください。複数タイトルの「拇指数拠庫」を別メディア
で提供する場合も、1つのメディアにまとめて提供する場合も、価格に変更はありません。

366582	 佛教天臺宗要籍（6 種 179 卷）	 	北京爱如生	 2016	 40,068

収録明細　妙法蓮華經7卷　（南北朝）迦葉摩騰譯　大正新修大藏經本／大智度論100卷　（南北
朝）迦葉摩騰譯　大正新修大藏經本／大般涅槃經40卷　（南北朝）曇無讖譯　大正新修大藏經本／
法華玄義10卷　（隋）釋智顗撰　大正新修大藏經本／摩訶止觀10卷　（隋）釋智顗撰　大正新修大
藏經本／四教義12卷　（隋）釋智顗撰　大正新修大藏經本

366583	 佛教三論宗要籍（6 種 21 卷）	 	北京爱如生	 2016	 18,111

収録明細　中論2卷　（漢）徐幹撰四部叢刊景明嘉靖本／十二門論1卷　（南北朝）迦葉摩騰譯　大
正新修大藏經本／百論2卷　（南北朝）鳩摩羅什譯　大正新修大藏經本／法華玄義10卷　（隋）釋
智顗撰　大正新修大藏經本／大乘玄論5卷　（隋）釋吉藏撰　大正新修大藏經本／三論玄義不分卷
　（隋）釋吉藏撰　大正新修大藏經本

366584	 佛教法相宗要籍（8 種 155 卷）	 	北京爱如生	 2016	 45,554

収録明細　攝大乘論3卷　（南北朝）眞諦譯　大正新修大藏經本／大乘阿毗達磨雜集論16卷　（唐）
玄奘譯　大正新修大藏經本／瑜伽師地論100卷　（唐）玄奘譯大正新修大藏經本／唯識二十論1卷
　（唐）玄奘譯大正新修大藏經本／唯識三十論1卷　（唐）玄奘譯大正新修大藏經本／顯揚聖教論
20卷　（唐）玄奘譯　高麗大藏經／大乘百法明門論1卷　（唐）玄奘譯　宋刻磧砂藏本／大乘莊嚴
經論13卷　（唐）波羅頗迦羅蜜多羅譯　大正新修大藏經本

366585	 佛教律宗要籍（4 種 162 卷）	 	北京爱如生	 2016	 34,570

収録明細　摩訶僧祇律40卷　（晋）佛陀跋陀羅共法顯譯　大正新修大藏經本／四分律60卷　（南北
朝）佛陀耶舍共竺佛念等譯大正新修大藏經本／十誦律61卷　（南北朝）弗若多羅共羅什譯大正新修
大藏經本／明了論1卷　（南北朝）陳眞諦譯　大正新修大藏經本

366586	 佛教凈土宗要籍（3 種 4 卷）	 	北京爱如生	 2016	 18,111

収録明細　大無量壽經2卷　（三國）康僧鎧譯大正新修大藏經本／阿彌陀經1卷　（南北朝）鳩摩羅
什譯　大正新修大藏經本／佛説觀無量壽佛經1卷　（南北朝）畺良耶舍譯　大正新修大藏經本

366587	 佛教禪宗要籍（3 種 6 卷）	 	北京爱如生	 2016	 18,111

収録明細　金剛般若波羅蜜經1卷　（南北朝）迦葉摩騰譯　大正新修大藏經本／楞伽經4卷　（南北
朝）求那跋陀羅譯　大正新修大藏經本／壇經1卷　（唐）釋惠能編　大正新修大藏經本

366588	 佛教密宗要籍（2 種 10 卷）	 	北京爱如生	 2016	 18,111

収録明細　金剛頂經3卷　（唐）不空譯　大正新修大藏經本／大日經7卷　（唐）善無畏譯　大正新
修大藏經本

366589	 佛教華嚴宗要籍（3 種 180 卷）	 	北京爱如生	 2016	 29,084

収録明細　大方廣佛華嚴經60卷　（晋）佛馱跋陀羅譯　大正新修大藏經本／大方廣佛華嚴經40卷
　（唐）般若譯　大正新修大藏經本／大方廣佛華嚴經80卷　（唐）實叉難陀譯　大正新修大藏經本

366590	 歷代高僧傳（7 種 119 卷）	 	北京爱如生	 2016	 29,084

収録明細　高僧傳14卷　（南北朝）釋慧皎撰大正新修大藏經本／續高僧傳30卷　（唐）釋道宣撰大
正新修大藏經本／大唐西域求法高僧傳2卷　（唐）釋義淨撰高麗大藏本／宋高僧傳30卷　（宋）釋
贊寧撰大正新修大藏經本／補續高僧傳26卷　（明）釋明河撰卍字續藏本／大明高僧傳8卷　（明）
釋如惺撰明徑山藏本／神僧傳9卷　（明）朱棣撰大正新修大藏經本

366591	 歷代高僧集（38 種 418 卷）	 	北京爱如生	 2016	 56,527

収録明細　唐四僧詩6卷　（唐）釋靈澈撰清文淵閣四庫全書本／宋高僧詩選10卷　（宋）陳起輯清
鈔本／唐僧宏秀集10卷　（宋）李龏編明末毛氏汲古閣刻本／宋僧詩選補3卷　（元）陳世隆輯清鈔
本／支道林集不分卷　（晋）釋支遁撰（明）皇甫涍輯明末吳家騆刻本／禪月集26卷　（唐）釋貫休撰
四部叢刊景宋鈔本／寒山詩不分卷　（唐）釋寒山撰四部叢刊景宋本／晝上人集10卷　（唐）釋皎然
撰四部叢刊景宋鈔本／白蓮集10卷　（唐）釋齊已撰四部叢刊景明鈔本／祖堂集20卷　（五代）釋靜
輯（五代）釋筠輯高麗大藏本／橘洲文集10卷　（宋）釋寳曇撰日本元祿十一年刻本／柳塘外集4卷
　（宋）釋道璨撰清文淵閣四庫全書本／參寥子集12卷　（宋）釋道潛撰四部叢刊三編景宋本／石門
文字禪30卷　（宋）釋惠洪撰四部叢刊景明徑山寺本／北磵詩集9卷　（宋）釋居簡撰清鈔本／鐔津
集22卷　（宋）釋契嵩撰四部叢刊三編景明弘治本／采芝集2卷　（宋）釋斯植撰清黄氏醉經樓鈔本
／潛山集12卷　（宋）釋文珦撰清文淵閣四庫全書本／祖英集2卷　（宋）釋重顯撰宋刻本／夢觀集5
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卷　（元）釋大圭撰清文淵閣四庫全書本／蒲室集15卷　（元）釋大訢撰清文淵閣四庫全書本／石屋
禪師山居詩6卷　（元）釋清珙撰明萬曆宋元四十三家集本／谷響集3卷　（元）釋善住撰清文淵閣四
庫全書本／白雲集3卷　（元）釋英撰清武林往哲遺著本／牧潛集7卷　（元）釋圓至撰清武林往哲遺
著本／憨山老人夢游集40卷　（明）釋德清撰清順治十七年刻本／全室外集10卷　（明）釋宗泐撰清
文淵閣四庫全書本／古今禪藻集28卷　（明）正勉輯清文淵閣補配文津閣四庫全書本／布水臺集32
卷　（清）釋道忞撰清康熙刻本／偶存軒稿3卷　（清）釋等安撰清康熙刻本／蒼雪和尚南來堂詩集4
卷　（清）釋讀徹撰民國雲南叢書本／千山詩集20卷　（清）釋函可撰清康熙四十二年刻本／高雲堂
詩集16卷　（清）釋曉青撰清康熙刻本／博齋集3卷　（清）釋元尹撰清康熙刻本／芋香詩鈔4卷　

（清）釋宗渭撰清康熙四十三年刻本／八指頭陀詩續集8卷　（民國）釋敬安撰民國八年北京法源寺
刻本／八指頭陀詩集10卷　（民國）釋敬安撰民國八年北京法源寺刻本／八指頭陀雜文不分卷　（民
國）釋敬安撰民國八年北京法源寺刻本

366592	 寺院山林志（21 種 225 卷）	 	北京爱如生	 2016	 40,068

収録明細　南屏净慈寺志10卷　（明）釋大壑撰　明萬曆刻清康熙增修本／黄檗山寺志8卷　（明）
釋隱元撰　清順治刻本／鄧尉聖恩寺志18卷　（明）周永年撰　明崇禎十七年刻本／慧因寺志12卷
　（明）李翥輯　清武林掌故叢編本／明州阿育王山志16卷　（明）郭子章撰續志﹝清﹞釋畹荃　明
萬曆刻清乾隆續刻本／少林寺志不分卷　（清）葉封撰　清乾隆十三年張學林刻本／南朝寺考6卷　

（清）劉世珩撰　清光緖三十三年刻埾廎叢書本／重修昭覺寺志8卷　（清）羅用霖撰　清光緖二十二
年刻本／增修雲林寺志8卷　（清）厲鶚撰　清光緖刻本／續修雲林寺志8卷　（清）沈鑅彪撰　清光
緖刻本／杭州上天竺講寺志15卷　（明）釋廣賓　撰　清武林掌故叢編本／龍興祥符戒壇寺志12卷
　（清）張大昌　撰　清武林掌故叢編本／敕建淨慈寺志28卷　（清）釋際祥　撰　清武林掌故叢編
本／崇福寺志4卷　（清）朱文藻　撰　清武林掌故叢編本／大昭慶律寺志10卷　（清）釋篆玉　撰
　清武林掌故叢編本／雲居聖水寺志6卷　（清）釋明倫　撰　清武林掌故叢編本／理安寺志8卷　

（清）釋寶月　撰　清武林掌故叢編本／靈隱寺志8卷　（清）孫治撰　清武林掌故叢編本／鳳凰山聖
果寺志1卷　（清）釋超乾　撰　清武林掌故叢編本／普陀山志20卷　（清）許琰撰　清乾隆刻本／
峨眉山志18卷　（清）蔣超撰　清康熙刻本

366593	 佛教史籍五種（5 種 94 卷）	 	北京爱如生	 2016	 29,084

収録明細　出三藏記集15卷　（南北朝）釋僧祐撰　大正新修大藏經本／釋迦氏譜不分卷　（唐）釋
道宣撰　大正新修大藏經本／釋迦方志2卷　（唐）釋道宣撰　大正新修大藏經本／佛祖統紀54卷　

（宋）釋志磐撰　大正新修大藏經本／佛祖通載22卷　（元）釋念常撰　大正新修大藏經本

366594	 佛教類書三種（3 種 190 卷）	 	北京爱如生	 2016	 29,084

収録明細　經律異相50卷　（南北朝）寶唱等撰　大正新修大藏經本／法苑珠林120卷　（唐）釋道
世撰　四部叢刊景明萬曆本／諸經要集20卷　（唐）道世撰　大正新修大藏經本

366595	 一切經音義二種（2 種 125 卷）	 	北京爱如生	 2016	 34,570

収録明細　一切經音義100卷（唐）釋慧琳撰（遼）釋希麟撰日本元文三年至延亨三年獅穀蓮社刻本
／一切經音義25卷　（唐）釋玄應撰清海山仙館叢書

366596	 弘明集二種（2 種 44 卷）	 	北京爱如生	 2016	 18,111

収録明細　弘明集14卷　（南北朝）釋僧祐撰　四部叢刊景明本／廣弘明集30卷（唐）釋道宣撰　四
部叢刊景明本

366597	 傳燈録（3 種 86 卷）	 	北京爱如生	 2016	 34,570

収録明細　景德傳燈録30卷（宋）釋道原撰　四部叢刊三編景宋本／續傳燈録36卷　（明）圓極居頂
撰　大正新修大藏經本／五燈會元20卷　（宋）釋普濟撰　宋刻本

366598	 肇論諸家疏（4 種 10 卷）	 	北京爱如生	 2016	 15,368

収録明細　肇論1卷　（後秦）僧肇作　大正新修大藏經本／肇論疏3卷　（唐）元康撰　大正新修大藏
經本／肇論中吳集解3卷　（宋）釋淨源撰　明刻本／肇論新疏3卷　（元）文才述　大正新修大藏經本

366599	 成唯識論諸家解（5 種 37 卷）	 	北京爱如生	 2016	 29,084

収録明細　成唯識論10卷　（唐）玄奘譯大正新修大藏經本／成唯識論掌中樞要2卷　（唐）釋窺基
撰　大正新修大藏經本／成唯識論演秘8卷　（唐）釋智周撰　大正新修大藏經本／成唯識論了義燈
7卷　（唐）釋慧沼撰　大正新修大藏經本／成唯識論述記10卷　（唐）釋窺基撰　大正新修大藏經本

366971	 敦煌本大唐西域記（4 種 4 件）	 	北京爱如生	 2016	 18,111

収録明細　P.2700bis　大唐西域記序及卷第一（拟題）／ P.3814　大唐西域記卷第二（原題）／ S.2659
背　大唐西域記一卷第一（原題）／ S.958　大唐西域記卷三（拟題）

366976	 敦煌佛籍（264 種 265 件）	 	北京爱如生	 2016	 111,412

収録明細　P.2039　天竹國菩提達摩禪師論／ P.2045　菩提達摩南宗定是非論／ P.2045　絕觀論／
P.2045　南陽和尚頓教解脫禪門直了性壇語／ P.2052　佛為心王菩薩說投陀經／ P.2054　普勸四衆
依教修行十二時／ P.2058　南天竹國菩提達摩禪師觀門／ P.2058　大乘五方便北宗／ P.2074　絕觀
論／ P.2104　禪門秘要訣　信心銘／ P.2105　禪門秘要訣　信心銘／ P.2125　歷代法寶記／ P.2162
　大乘開心顯性頓悟真宗論／ P.2178　般若心經疏（智詵）／ P.2192　法句經疏／ P.2270　五更轉
頌／ P.2270　大乘五方便北宗／ P.2277　梁朝傅大士頌金剛經／ P.2279　定后吟／ P.2308　法句經
／ P.2325　法句經疏／ P.2381　法句經／ P.2460　第一祖達摩禪師／ P.2550　佚名禪師語錄／ P.2634
　傳法寶紀／ P.2680　付法藏傳略抄／ P.2690　南宗贊　禪門十二時／ P.2714　十二時／ P.2732　
絕觀論／ P.2756　梁朝傅大士頌金剛經／ P.2774　付法藏傳略抄／ P.2775　付法藏傳略抄／ P.2775V
　付法藏傳／ P.2791　付法藏傳／ P.2799　頓悟眞宗要訣／ P.2813　法體十二時／ P.2836　大乘
五方便／ P.2841　小乘三科／ P.2885　絕觀論／ P.2911　秀禪師七禮文／ P.2923　二人四行論長卷
子（擬）／ P.2943　學道十二時／ P.2944　融禪師定后吟／ P.2963　南宗贊／ P.2971　付法藏傳略
抄／ P.2977　祖師傳教　西天廿八祖唐來六祖／ P.2984　南宗定邪正五更轉／ P.2997　梁朝傅大士
頌金剛經／ P.3018　二人四行論長卷子（擬）／ P.3035　諸經雜鈔／ P.3035　麻禪師行狀／ P.3047
　南陽和上問答雜徵義／ P.3047　菩提達摩南宗定是非論／ P.3056　坐禪義／ P.3057　小乘三科
／ P.3070　諸經要鈔／ P.3087　普勸十二時／ P.3116　禪門十二時／ P.3141　維摩十二時／ P.3177
　梁武帝問志公如何修道／ P.3181　大乘藥關／ P.3212　付法藏三十四、三十五／ P.3215　小乘三
窠／ P.3229　般若心經疏（智詵）／ P.3286　普勸十二時／ P.3294　楞伽師資記／ P.3325　梁朝傅
大士頌金剛經／ P.3355　付法藏傳略抄／ P.3373　小乘三窠／ P.3409　征心行路難／ P.3434　澄心
論　修心要論／ P.3436　楞伽師資記／ P.3488　菩提達摩南宗定是非論／ P.3490　稠禪師解虎贊／
P.3535　敕為大惠禪師建碑于塔所設齋贊愿文／ P.3537　楞伽師資記／ P.3559（3664）　導凡聖悟
解脫宗修心要論／ P.3591　洞山和尚神劍歌等三種／ P.3604　禪門十二時／ P.3641　梁武帝問志公
如何修道／ P.3664　傳法寶紀／ P.3664　傳寶紀七祖一卷稠禪師藥方　五乘心行論／ P.3664　圓明
論／ P.3703　楞伽師資記／ P.3717　歷代法寶記／ P.3718　后唐河西釋門僧政馬和尚靈信邈真贊并
序／ P.3727　付法藏傳／ P.3727　歷代法寶記／ P.3777　五辛文書　澄心論菩薩總持法　了性句　
修心要論／ P.3848　諸經要鈔／ P.3858　傳法寶紀／ P.3913　付法藏品第三十五聖胄集　壇法儀則
／ P.3922　法句經／ P.3922　頓悟眞宗要訣／ P.3924　佛說法句經／ P.4028　法體十二時／ P.4510
　歐陽詢書化度寺故僧邕禪師舍利塔銘／ P.4564　楞伽師資記／ P.4597　九想觀詩一本／ P.4608
　南宗贊／ P.4634　二人四行論長卷子（擬）／ P.4638　大沩警策　信心銘／ P.4646　頓悟大乘正
理決／ P.4646　禪門經／ P.4646　觀心論／ P.4660　沙州釋門都都授炫闍梨贊／ P.4661　心地法門
／ P.4795　二人四行論長卷子（擬）／ P.4805　小乘三窠／ P.4823　梁朝傅大士頌金剛經／ P.4895
　禪凈詩集／ P.4940　般若心經疏（智詵）／ P.4968　付法藏略抄／ S.1002　大乘五方便／ S.1053
　付囑法藏傳略抄／ S.110　梁朝傅大士頌金剛經／ S.1494　臥輪看心法等四種／ S.1611　歷代法
寶記／ S.1631　禪詩一首／ S.1635　泉州千佛新著諸祖師頌／ S.1644V　禪門十二時／ S.1674　五
陰山中三佛堂／ S.1774　寺頭首立禪師頌／ S.1776　歷代法寶記／ S.1846　梁朝傅大士頌金剛經
／ S.1880　二人四行論長卷子（擬）／ S.2021　法句經／ S.2054　楞伽師資記／ S.212　倍行集真
如實觀起序卷一／ S.2144V　聖胄集　壇法儀則付法藏品三十五／ S.2165　禪門秘要訣　亡名和尚
絕學箴思大師坐禪銘／ S.2368　金剛三昧經／ S.2445　金剛三昧經／ S.2454　維摩五更轉／ S.2474
　佛為心王菩薩說投陀經／ S.2492　南陽和尚頓教解脫禪門直了性壇語／ S.2503　大乘五方便　贊
禪門詩／ S.2512　第七祖大照和尚寂滅日齋贊文／ S.2581　大乘北宗論／ S.2583V　南天竹國菩提
達摩禪師觀門／ S.2595　觀心論／ S.2610　金剛三昧經／ S.263　大乘六根贊／ S.264　付法因緣傳
／ S.2669　南天竹國菩提達摩禪師觀門法性論　澄心論　修心要論／ S.2672　有一禪師尋山寂見一
婦人詩／ S.2679　南宗定邪正五更轉／ S.2679　禪門十二時／ S.2715　二人四行論長卷子（擬）／
S.276V　付法藏傳略抄／ S.2794　金剛三昧經／ S.2973　南天竹禪師觀門修行最上乘法／ S.3017
　征心行路難／ S.3177　梁武帝問志公如何修道／ S.33　法句經／ S.3373　梁朝傅大士頌金剛經
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／ S.3375　二人四行論長卷子（擬）／ S.3441　顗禪師見一女人／ S.3558　了性句　澄心論修心要
論／ S.3615　金剛三昧經／ S.366V　付法藏傳／ S.3968　法句經／ S.4037　禪門秘要訣　信心銘
／ S.4064　了性句　澄心論修心要論／ S.4106　法句經／ S.4113　請二和上答禪策十道／ S.4129　
發憤十二時／ S.4173　南宗贊／ S.427　禪門十二時／ S.4272　楞伽師資記／ S.4286　大乘開心顯
性頓悟真宗論／ S.4478　聖胄集／ S.4556　般若心經疏（凈覺）／ S.4634　大乘五更轉／ S.4654　
南宗贊／ S.4666　法句經／ S.468　頓悟無生般若頌／ S.4732　梁朝傅大士頌金剛經／ S.516　歷
代法寶記／ S.522　大乘四無量安心人道法要略／ S.5475　南宗頓教最上大乘磨訶般若波羅蜜經／
S.5529　南宗贊／ S.5532　觀心論／ S.5533　頓悟眞宗要訣／ S.5533　禪門經／ S.5558　香嚴和尚
嗟世三傷吟／ S.5567　聖教十二時／ S.5605　禪凈雜文／ S.5619　無心論／ S.5619　頓悟無生般若
頌／ S.5657　臥輪偈／ S.5692　禪門秘要訣　亡名和尚絕學箴信心銘／ S.5699　梁朝傅大士頌金剛
經／ S.5702　秀禪師勸善文／ S.5791　李百藥化度寺故僧邕禪師舍利塔銘／ S.5809　坐、臥、行禪
師偈／ S.5916　歷代法寶記／ S.5981　付法藏品部三十四、三十五／ S.5996　征心行路難／ S.5996
　五更轉／ S.6000　禪門秘要訣／ S.6042　征心行路難／ S.6077　無相五更轉／ S.6083　南宗定邪
正五更轉／ S.6103　荷澤和尚五更轉／ S.6184　圓明論／ S.6220　法句經疏釋／ S.646　觀心論　
揚州顗禪師見一女人／ S.6557　南陽和上問答雜徵義／ S.6631　臥輪偈／ S.6923　南宗定邪正五更
轉十空贊　贈禪師居山／ S.6958　南天竹國菩提達摩禪師觀門修行最上乘法／ S.6977　南陽和尚頓
教解脫禪門直了性壇語／ S.735　大乘無聲方便門／ S.7907　菩提達摩南宗定是非論／ S.837　法句
經／ S.839　般若心經疏（智詵）／ S.985V　大乘要語／余19　金剛頂說一切如來，深妙秘密金剛
界大三味耶修習瑜伽迎請議／咸18　南宗定邪正五更轉／咸26　佛說法王經／咸29　付囑法藏傳
略抄／宇04　修心要論／官93　小乘三科／宿99　二人四行論長卷子（擬）／寒81　南陽和尚頓教
解脫禪門直了性壇語／岡48　南宗頓教最上大乘壇經／敦博077　南宗頓教最上大乘磨訶般若波羅
蜜經／敦博077　南陽和尚頓教解脫禪門直了性壇語／敦博077　菩提達摩南宗定是非論／新0330
　最妙勝定經（卐續藏）／日30　佛說法王經／月91　諸宗解說／有79　壇經／服6　圓明論／歲
80　法句經／海51　開心勸道禪訓　頓悟大乘門大意／淡36　佛說法王經／為45　法句經／為46
　法句經／為52　般若心經疏（智詵）／玉81　金剛三昧經／生24　大乘無生方便門／羽58　小乘
三科／致74　小乘三課／致86　惠達和上頓悟大戒秘蜜心契禪門法／臺北119　法句經／臺北133
　禪源諸詮集都序／荒93　金剛三昧經／薑46　般若心經疏（智融）／裳66　小乘三科／裳67　了
性句／裳75　證心論　修心要論／閏84　絕觀論／闕9　般若心經疏（智詵）／露17　法句經／露
21　法句經／露24　法句經／露6V　南宗定邪正五更轉／露95　禪門經／騰23　法句經／鳥33　
禪門經／龍82　小乘三科／龍谷本　南宗頓教最上大乘磨訶般若波羅蜜經

366993	 敦煌變文（55 種 179 件）	 	北京爱如生	 2016	 78,483

収録明細　P.3213　S.6331　S.328　P.2794背　伍子胥變文／ P.5039　P.5019　孟姜女變文／ S.5437
　P.3627　P.3867　 漢 將 王 陵 變 ／ P.3697　P.2747　P.2648　P.3386　P.3197　S.5440　S.2056 背　
S.5439　S.5441　S.1156背　P.3197　S.8459　P.3582　捉季布傳文／北圖0866　李陵變文／ P.2553
　王昭君變文／ S.2204　董永變文／ P.2962　張議潮變文／ P.3451　張淮深變文／ S.4654　P.2721
背　Дx00440背　舜子變／ P.2653　S.2922　S.3227　P.3873　S.4901　S.3904　S.10291　韓朋賦
／ S.133背　秋胡變文／ P.3645　S.5547　P.4692　P.4051　前漢劉家太子傳／ S.2073　廬山遠公
話／ S.2144　韓擒虎話本／ S.2630　唐太宗入冥記／ S.6836　葉淨能詩／ P.3883　P.3833　P.3255
　P.3754　P.3882　S.5529　S.5674　S.5530　S.1392　S.395　S.2941　Дx01356　Дx02451　Д
x02352　孔子項托相問書／ P.2564　P.3460　P.3716背　P.3821　S.6332　P.2647背　P.2439背　晏
子賦／ P.2653　P.2491　P.3666　P.3757　S.6267　S.214　S.5540　P.2653　燕子賦／ P.2718　P.3910
　P.2972　P.2875　S.5774　S.406　 茶 酒 論 ／ P.2999　S.548 背　S.2682 背　S.2352 背　P.2924　
P.2299　S.4626　 北 京 潛 字 80　P.3128 背　P.3496　S.3096　S.4128　S.4194　S.4401 背　S.4480 背
　S.4633　Дx01225　Дx02114　太子成道經／ S.3711背　S.5892　悉達太子修道因緣／ P.2440　
太子成道吟詞／ P.3496　S.4480背　S.4128　S.4633　S.3096　太子成道變文／ Дx　285Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ　須大拏太子好施因緣／北圖8437　北圖8438　北圖8671　日本寧樂美術館八相變／ P.2187　
S.3491背　破魔變1卷／ S.5511　S.4398背　羅振玉舊藏　P.4615　P.4524背　降魔變文／ P.2324　
難陀出家緣起／ P.2344背　P.3784　P.3815　祇園因由記／ Ф223　十吉祥／ P.3808　長興四年中
興殿應聖節講經文／ P.2133背　金剛般若波羅蜜經講經文／ P.2931　P.2122背　S.6551　P.2955　
佛説阿彌陀經講經文／ P.2305　P.2133　Ф365　Ф365背　妙法蓮華經講經文／ S.4571　S.3872　
P.2292　P.3079　Ф101　Ф252　羅振玉敦煌零拾　維摩詰經講經文／ Ф096　雙恩記／ P.3093　佛
説觀彌勒菩薩上生兜率天經講經文／ P.2418　北圖河字12號　父母恩重經講經文／臺北圖立中央圖
書館　盂蘭盆經講經文／ P.2193　目連緣起／ S.2614　P.2319　P.3485　P.3107　P.4988背　北圖盈
字76號　北圖麗字85號　北圖霜字89號S.3704　P.4044　大目乾連冥間救母變文／北京成字96號
　P.3485　目連變文／北京衣字33號　譬喻經變文／ S.3491背　頻婆娑羅王后宫綵女功德意供養塔

生天因緣變／ P.3375背　歡喜國王緣／ S.4511　P.3048　S.2114背　P.3592背　P.2945　金剛醜女因
緣／ S.2440　八相押座文／ S.2440　三身押座文／ S.2440　P.3210　S.1441　P.2122　維摩經押座
文／ P.2440　P.3210　温室經講唱押座文／ S.7　P.3361　S.3728背　故圓鐮大師二十四孝押座文／
S.3728背　左街僧録大師押座文／ P.2122　P.3210　北京殷字62號　佛説阿彌陀經押座文

367005	 敦煌功德記（19 種 19 件）	 	北京爱如生	 2016	 23,598

収録明細　P.2641背莫高窟再修功德記（原題）／ P.2762張氏修功德記（拟題）／ P.2982背社人修
窟功德記（拟題）／ P.2991B燉煌社人平詘子一十人剏於宕泉建窟一所功德記（原題）／ P.3457河
西節度使司空造大窟功德記（拟題）／ P.3490於當居創造仏刹功德記（原題）／ P.4995社邑修功德
記（拟題）／ S.2113背乾寧三年沙州龍興寺上座德勝宕泉剏修功德記（拟題）／ S.3329張氏修功德
記（拟題）／ S.3929背節度押衙知畫行都料董保德等建造蘭若功德記（拟題）／ S.4245河西節度使
曹元德造佛窟功德記（拟題）／ S.4860背功德記并序（原題）／ S.5630張淮深修功德記（拟題）／
S.5663乙未年正月十五日沙門道真為三昇寺造諸功德記（拟題）／ S.6161張氏修功德記（拟題）／
S.6973張氏修功德記（拟題）／ S.8159某僧正功德記（拟題）／ S.8659某令公重修開元寺功德記（拟
題）／Дx01462大蕃沙州行人三部落兼防禦兵馬及行營留後某功德記（拟題）

367006	 敦煌邈真讚（31 種 31 件）	 	北京爱如生	 2016	 72,997

収録明細　P.2913背大唐燉煌譯經三藏吳和尚邈真讚（拟題）／ P.3718后唐河西釋門僧政馬和尚靈
信邈真贊并序／ P.3882府君元清邈真讚并序（拟題）／ P.4660沙州釋門故陰法律邈真讚并序（原題）
／ P.4660故前河西節度押衙清河張府君諱禄邈真讚（原題）／ P.4660瓜州刺史閻公邈真讚并序（原
題）／ P.4660河西都防禦押衙王公諱景翼邈真讚并序（原題）／ P.4660故燉煌陰處士邈真讚并序（原
題）／ P.4660瓜州刺史康使君邈真讚并序（原題）／ P.4660前河西節度都押衙令狐公邈真讚（原題）
／ P.4660唐故河西管内都僧統邈真讚并序（原題）／ P.4660河西都僧統沙門悟真邈真讚并序（原題）
／ P.4660大唐前節度押衙康公諱通信邈真讚（原題）／ P.4660管内都政僧故曹僧政邈真讚（原題）
／ P.4660燉煌管内僧政曹公邈真讚（原題）／ P.4660金光明寺故索法律邈真讚并序（原題）／ P.4660
前河西莭度押衙沙州都押衙張諱興信邈真讚（原題）／ P.4660前沙州釋門故索法律智岳邈真讚（原
題）／ P.4660前河西都僧統故翟和尚邈真讚（原題）／ P.4660前沙州釋門法律義　和尚邈真讚（原
題）／ P.4660唐河西道節度押衙清河張府君諱議廣邈真讚（原題）／ P.4660燉煌唱導法將兼毗尼蔵
主廣平宋律伯彩真讚（原題）／ P.4660大唐沙州譯經三蔵大德吳和尚邈真讚（原題）／ P.4660大唐
河西道沙州故釋門法律大德凝公邈真讚（原題）／ P.4660河西莭度陰文通邈真讚（原題）／ P.4660
大唐河西道沙州燉煌郡守翟公諱神慶邈真讚（原題）／ P.4660故沙州釋門梁僧政邈真讚（原題）／
P.4660燉煌都教授隴西李教授闍梨寫真讚（原題）／ P.4660前燉煌都毗尼藏主始平陰律伯真儀讚（原
題）／ P.4660唐河西節度押衙鉅鹿索公邈真讚（原題）／ S.5448唐故河西歸義軍節度押衙兼右二將
頭渾子盈邈真讚並序（原題）



東方書店FAX 注文用紙
年　　 月　　 日

以下の書籍を注文いたします

書籍番号 書　　　名 部数 金　　額

 
□ 個人でご購入
ご送付先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　　　

ご氏名：　　　　            　　　　　　 電話・FAX：　　     　　　　　　　     

お客様コード（　　　　　　　）E-mail：　　　　　　　　　 　                  　

□ 学校・研究室など研究費でご購入の場合
学校名（請求書の宛て名）：　                 　　　　　　　　　　                    

必要書類：請求書     通・納品書     通・見積書     通・その他

【納品先】　①上記住所へ　　②学校へ　　③店頭で受け取る

□カード払いを希望する
＊クレジットカードでのお支払いを希望されるお客様には、弊社からカード番号、ご氏名な

どの確認のご連絡をさせていただきます。

　

チベット医学

四部医典
医学タンカ詳解

A4判オールカラー◆6冊セット◆税込 194,400円
オツァンツォクチェン監修／山和ホールディングス発行

8世紀に著されたチベット医学書『四部医典（ギュー・シ）』について、17世紀に

注釈本『青瑠璃』に絵（タンカ）を加えた『四部医典系列医学タンカ』（全80幅）が

作成された。本書はこれをもとにチベット語／日本語対訳版で全6冊にまとめ

たものである。6500箇所の部分拡大図版を付す。呈内容見本（B5判12頁）。

東方書店 http://www.toho-shoten.co.jp/
〒175-0082 東京都板橋区高島平 1-10-2  TEL03-3937-0300／FAX03-3937-0955

いま蘇る　幻のチベット医療の驚異

第 1巻　ダライ・ラマ 5世、薬師如来像と人体の樹木の根
ダライ・ラマ 5 世、薬師如来とその弟子、名医などを紹介。また、「人体の樹
木の根」から「生理」と「病理」の 2 本の幹が生えているというチベット医
学の基本を解説。

第 2巻　人体の生理と急所、疾病の内因と侵入経路
人体の急所、死兆、疾病の内因、疾病の侵入経路、飲食物の心得など。

第 3巻　草本類薬物、動物薬物の特性
「草木類薬物」と「動物薬物」に分けて解説。また、手術器具を紹介。

第 4巻　灸、穿刺、瀉血部位、各疾病の病因と症状
医師の素質、分類、職責、善果などのほか、灸、穿刺、瀉血の位置をタンカによっ
て説明。

第 5巻　チベット医学最大の特徴「脈診」
毒の種類と中毒症状、および脈診について。

第 6巻　尿診、舌診、四部医典総括と伝承
男女の尿を亀の図と照合してどのドゥン（鬼神）が祟っているかを推察する

「尿診」などについて。

ご注文・お問い合わせ



◆東方書店東京店舗アクセス図

アクセス：地下鉄半蔵門線・三田線・新宿線神保町駅Ａ 7 出口より徒歩
1分／ＪＲ御茶ノ水駅御茶の水橋口または水道橋駅東口より各徒歩 10 分

　※三省堂書店、東京堂書店を目印においでください。
すずらん通りの中ほどに位置しております。

営業時間：〔月～土〕10:00 ～19:00〔日〕12:00 ～18:00〔祝祭日〕一部休業

◆東方書店関西店舗アクセス図

アクセス：地下鉄御堂筋線江坂駅 5 号出口より徒歩 5 分（駐車場あり）
営業時間：〔月～金〕10:00 ～ 17:30〔土日祝祭日〕休業

＝＝＝東方書店発行の目録・図書情報のご案内＝＝＝

【目録】
★『東方』掲載目録（月刊）：中国書新着書・予告書、国内書新刊
　※有料。年間購読料（送料・税込）1年1000円、A5判並製・64頁、1部110円（税込）
　※デジタル版もございます（有料）。http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281690377
★セール目録（年2回）：中国図書のディスカウント販売
★中国図書目録：新刊書・基本書を中心に中国図書を精選
★電子商品カタログ：中国で製作された各種データベースの商品案内
★東方書店図書目録：東方書店の出版総合目録
★東方書店教科書案内：東方書店が発行する語学教科書をまとめた目録

【Eメールなどによる図書情報】
ご登録はhttp://www.toho-shoten.co.jp/mailmag/からどうぞ

★電伝図書情報（週刊）：中国図書の新入荷・再入荷情報、近刊情報を分野別にご案内
いたします。総記・古典文学・現代文学・古代史・近現代史・古代思想・近現代思想・
社会科学・芸術・語学・自然科学・武術の12分野で発行し、複数登録が可能です。
★メルマガ《書羅盤》（月1回）：国内書の新刊情報。全点に一言コメント或いは内容
紹介あり。メールマガジンの「まぐまぐ」を使って送付。

【WEBでも情報発信中】
東方書店は、HPのほか、Twitter・Facebook・Instagramなどでも情報を発信しています。

　❖ HP ❖【中国・本の情報館】http://www.toho-shoten.co.jp
輸入書28万点、国内書約3万点、輸入雑誌3500点の書誌データと在庫情報を公開。

　❖ Twitter ❖ https://twitter.com/tohoshoten

　❖ Twitter（東京店）❖ https://twitter.com/toho_jimbocho

　❖ Facebook（東京店）❖ https://www.facebook.com/tohojimbocho

　❖ Instagram ❖ https://www.instagram.com/tohoshoten/

日々新しく店頭に入荷してくる話題の書を紹介しています。

フォローよろしくお願いします。


