
オムニバス仏教講座

ひとつのテーマに沿って複数の講師が講義するオムニバス講座。
仏教が単に国境をこえてひろがる、という意味ではなく、
仏教には国境や民族、宗教などを超越し、
誰とでも向き合える力があることを学びます。

時　間　各回 13：00～14：30
日　程　令和2年2月13日［木］開講　

会　場　武蔵野大学 武蔵野キャンパス 
　　　 １号館１F  1102教室

受講料　全講座 9,000円 （5回）
　　　 1講座 2,000円（お好みの講座のみ）要申込

仏教は
国境を超越する
313030

2/20木
313032

「日本のお寺は二階建て」論（一階が檀家を中心とする「先祖教」であるのに対し、二階は広い対象に「仏道」を提
供しているという、松本紹圭による日本のお寺の構造の比喩的表現）を題材に、国内外の仏教と宗教の未来を考えます。

「日本のお寺は二階建て」論から考える仏教と宗教の未来

▲

本学客員准教授・一般社団法人 未来の住職塾代表理事　松本　紹圭

3 / 5 木
313034

ドイツのデュッセルドルフにあるドイツ惠光寺で6 年間活動した経験を基に、「ドイツ仏教の現状」・「ドイツ人
が持つ仏教観」・「キリスト教との関係性」などをご紹介します。

ドイツにおける仏教の現状 ▲

公益財団法人 仏教伝道協会出版事業部　江田　智昭

2/27木
313033

アメリカでは仏教の存在感が高まっています。これは、先進国での現代宗教のあり方が「信じる」から「目覚める」
宗教へと変化していることを表しています。今後の日本仏教へのモデルとなるのでしょうか？

伸びるアメリカ仏教─現代宗教としてのモデルとなるか─ ▲

本学名誉教授　ケネス 田中

漢字が並び重々しく、難しいという先入観を持ってしまう仏教用語も、英単語で考えることで分かり易くなるこ
ともあります。カンタンな英単語を使って仏教の基本を学びます。

カンタン英語で学ぶブッダの教え
2/13木
313031 ▲

浄土真宗本願寺派僧侶・翻訳家　大來　尚順

3/19木
313035

「ほほえみの国」タイの仏教を中心に東南アジアの仏教をご紹介します。お寺の役割、自由な生き方、死の受
容など日本の現代とも比較しつつ、共に考えてみたいと思います。

ほほえみの仏教徒たち ▲

本学教授・本学学外学修推進センター長　山 田  　均

連続での講義はもちろん、１回だけの受講も可能ですので
お好みの講座を選んでお申し込みください。

TEL 042-468-3222　FAX 042-468-3211

www.musashino-u.ac.jp

武蔵野大学  地域交流推進室
〒202-8585 東京都西東京市新町1-1-20

FAX申込書 申込日：令和　　　年　　　月　　　日

お名前

◯ をつけてください 全5回を申込む お好みの講座を申込む　（　2/13 ・ 2/20 ・ 2/27 ・ 3/5 ・ 3/19　）

登録番号（お持ちの方）

電話番号

どちらで知りましたか

住　所 〒

フリガナ

FAX番号

（平日 9:30～18:00　土曜日9:30～15:30）祝日を除きます。

武蔵野大学　生涯学習 検 索ホームページからのお申込み http://lifelongstudy.musashino-u.ac.jp/

お申込み・資料請求・お問合せ

お電話でのお申込み

FAXでのお申込み

042-468-3222
042-468-3211

東京ビッグサイト

［ 講師紹介 ］

1982年、山口市生まれ。龍谷大学卒業後、Graduate Theological Unionに進学し修士課程を修了。その後、ハーバード大学神学部研究員を経て帰国。僧侶と
して以外にも通訳や仏教関係の書物の翻訳なども手掛け、執筆・講演・メディアなどの活動の場を幅広く持つ。
著書：『あなたは、あなた。』（アルファポリス）『カンタン英語で浄土真宗入門』（法藏館）『小さな幸せの見つけ方』（アルファポリス）『訳せない日本語　日本人の言
葉と心』（アルファポリス）、『超カンタン英語で仏教がよくわかる』（扶桑社）『端楽』（アルファポリス）『つながる仏教』（ポプラ社）『英語でブッダ』（扶桑社）『西洋の
欲望　仏教の希望』（サンガ）

浄土真宗本願寺派僧侶・翻訳家　大來 尚順（おおぎ  しょうじゅん）

1979年北海道生まれ。東京神谷町・光明寺僧侶。未来の住職塾塾長。世界経済フォーラム（ダボス会議）Young Global Leader、Global Future Council 
Member。武蔵野大学客員准教授。東京大学文学部哲学科卒。2010年、ロータリー財団国際親善奨学生としてインド商科大学院（ISB）でMBA取得。2012年、住
職向けのお寺経営塾「未来の住職塾」を開講し、7年間で600名以上の宗派や地域を超えた若手僧侶の卒業生を輩出。『こころを磨くSOJIの習慣』（ディスカバートゥエ
ンティワン）他、著書多数。

本学客員准教授・一般社団法人 未来の住職塾代表理事　松本 紹圭（まつもと  しょうけい）

1947年山口県生まれ。カリフォルニア州シリコンバレー育ち。米国国籍。スタンフォード大学(文化人類学 学士)。東京大学(インド哲学 修士)。カリフォルニア大学(仏
教学 哲学博士)。1998武蔵野大学教授就任。現在、武蔵野大学名誉教授、日本仏教心理学会前会長、国際真宗学会前会長。著書に『真宗入門』(法蔵館)、『アメリ
カ仏教』(武蔵野大学出版)、『アメリカ流 マインドを変える仏教入門』(春秋社)など。2017年度、第27回中村元東方学術賞受賞者。NHKテレビ番組「こころの時代」
に出演(2018年4月8日)。

本学名誉教授　ケネス 田中（けねす  たなか）

1976年生まれ、福岡県出身。浄土真宗本願寺派僧侶。早稲田大学社会科学部・第一文学部東洋哲学専修卒業。早稲田大学文学研究科東洋哲学専攻修士課程中退。
2007年～ 2011年まで築地本願寺内の（一社）仏教総合研究所事務局に勤務の後、2011年～ 2017年までドイツ・デュッセルドルフのドイツ惠光寺において、ヨー
ロッパ開教や日本文化を発信する事業に携わる。2017年より（公財）仏教伝道協会に勤務。（著書）『お寺の掲示板』（新潮社）、（連載）「お寺の掲示板」の深～いお言
葉」（ダイヤモンド社「ダイヤモンド・オンライン」）、「ヨーロッパで『なもあみだぶつ』～真宗僧侶の欧州滞在記～」（「彼岸寺」）、（メディア出演）「宗教の時間」（NHK）、
「タモリ倶楽部」（テレビ朝日）他多数。

公益財団法人 仏教伝道協会出版事業部　江田 智昭（えだ  ともあき）

東京生まれ、早稲田大学卒業、博士（文学、早稲田大学）専門は上座部仏教団史。
著書は『タイ─自由と情熱の仏教徒たち』（三修社）、『タイを歩く』（YOU出版）、『世界の食文化タイ』（農文協）、『タイ語のかたち』（白水社）など多数。小野梓記念学
術賞。

本学教授・本学学外学修推進センター長　山田 均（やまだ  ひとし）

オムニバス仏教講座仏教は国境を超越する
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