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令和 5 年度身延山大学教員業績書 

氏名 フリガナ 英字 
桑名 法晃 クワナ ホウコウ KUWANA, Hoko 

  
1. 学歴 

年月 学校・学部・学科・専攻名 
2003 年 3 月 山梨県立甲府東高等学校普通科理数コース 卒業 
2003 年 4 月 静岡大学人文学部法学科 入学 
2007 年 3 月 国立大学法人静岡大学人文学部法学科 卒業 
2007 年 4 月 身延山大学仏教学部仏教学科宗学コース 三年次編入 
2009 年 3 月 身延山大学仏教学部仏教学科宗学コース 卒業 
2011 年 4 月 立正大学大学院文学研究科仏教学専攻修士課程 入学 
2013 年 3 月 立正大学大学院文学研究科仏教学専攻修士課程 修了 
2013 年 4 月 立正大学大学院文学研究科仏教学専攻博士後期課程 入学 
2019 年 3 月 立正大学大学院文学研究科仏教学専攻博士後期課程 単位取得満期退学 

 以 上 

  
2. 学位 

学位名 取得年月日 取得大学・機関 
学士（法学） 2007 年 3 月 静岡大学 
学士（文学） 2009 年 3 月 身延山大学 
修士（文学） 2013 年 3 月 立正大学大学院 

  
3. 職歴 

就職年月日 退職(異動)年月日 機関名等 

2013 年 4 月 2019 年 3 月 立正大学大学院文学研究科仏教学専攻  
ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ 

2015 年 4 月 現在に至る 山梨学院大学 非常勤講師 
2017 年 4 月 現在に至る 東京未来大学 非常勤講師 
2018 年 4 月 2020 年 9 月 池上本門寺 講師 
2018 年 4 月 2019 年 3 月 身延山大学仏教学部 非常勤講師 
2018 年 4 月 2022 年 3 月 国際日蓮学研究所 研究員 
2019 年 4 月 2022 年 3 月 身延山大学仏教学部 助教 
2019 年 5 月 現在に至る 立正大学日蓮教学研究所 研究員 
2020 年 4 月 現在に至る 身延山大学仏教学部 書記 
2022 年 4 月 現在に至る 身延山大学仏教学部 講師 
2022 年 4 月 現在に至る 国際日蓮学研究所 所員 
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4. 免許・資格 

取得年月日 取得免許・資格 

 特になし 

  

 5. 受賞等 

年月日 内容・機関等 
2009 年 3 月 平成 20 年度 身延山大学仏教学部学長特別賞 受賞 

2013 年 10 月 四條学術奨励賞（日蓮教学研究所） 受賞 
  

  
6. 各種活動 

年月～年月 学会・団体の機関名, 役職名等 
（学内活動）  
2019 年 4 月～現在に至る 学務委員会 委員 
2019 年 4 月～現在に至る アドミッション・広報委員会 委員 
2020 年 4 月～現在に至る 身延論叢編集委員  
  
（学会活動）  
2011 年～現在に至る 東アジア仏教研究会 会員 
2012 年～現在に至る 日本宗教学会 会員 
2012 年～現在に至る 日本印度学仏教学会 会員 
2012 年～現在に至る 日本仏教学会 会員 
2014 年～現在に至る 立正大学仏教学会 会員 
2020 年～現在に至る 身延山大学仏教学会 評議員 
  

（社会的活動）  
2019 年 4 月～現在に至る 日蓮宗普通試験検定員会 検定員 
2022 年 4 月～現在に至る 日蓮宗宗宝霊跡審議会 専門員 

  
7. 担当経験のある科目 

学校名 科目名 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
山梨学院大学 倫理学Ⅰ・Ⅱ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
東京未来大学 宗教学  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
身延山大学 倫理学   ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
同上 倫理学概論    ＊ ＊ ＊ ＊ 
同上 日蓮学入門    ＊ ＊ ＊ ＊ 
同上 宗学概論     ＊   
同上 日蓮教学史      ＊  
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同上 日蓮学特講Ⅰ       ＊ 
同上 基礎ゼミⅠ・Ⅱ    ＊ ＊ ＊ ＊ 
同上 ゼミナールⅠ・Ⅱ     ＊ ＊ ＊ 
同上 卒業論文    ＊  ＊ ＊ 

  
8. 専攻分野 

日蓮教学 日蓮教団史 日本思想史 
   
   

  
9. 研究業績 

著書･論文･ 
研究発表等の別 

題名, 掲載書･誌名等, 発行所又は発表場所, 発行又は発表年月 

著書  

  03（共編） 『深草瑞光寺所蔵 元政上人資料集―近世京洛寺院の学問とネットワーク―』, 勉誠社, 
648p, 2023/03/31 

  02（共編著） 『身延文庫所蔵 日遠『菩薩戒本宗要私』・ 身延山大学附属図書館所蔵 太賢『菩薩戒本

宗要』（身延山資料叢書八）』, 国際日蓮学研究所, 186p, 2020/03/31 

  01（共著） 『鷲峯山常忍寺史話： 常修院日常聖人御生誕 800 年法主日蓮大聖人御生誕 800 年記

念』, 鷲峯山常忍寺, 119p, 2015/10 
論文  

  30（単著） 「三大誓願と主師親三徳」『宗教研究』 96 別冊, 237-238, 2023/3 

  29（単著） 「本妙日臨の「本化律」」『身延論叢』 27, 65-95, 2022/3 

  28（単著） ＊「『開目抄』における「三大誓願」表明の意義」『仏教学』 63, 2022/3 

  27（単著） 「深草瑞光寺所蔵『宗祖一代本尊鑑』（二）： 『聖人御系図御書』を中心に」『身延論叢』 
26, 117-137, 2021/3 

  26（単著） ＊「起顕竟の法門： 嘱累品の位置づけ」『印度学仏教学研究』 69(1) , 20-25, 2020/12 

  25（単著） ＊「深草瑞光寺所蔵『宗祖一代本尊鑑』（一）： 遠沾院日亨『御本尊鑑』との関連を中心

に」『身延山大学仏教学部紀要』 21, 11-40, 2020/10 

  24（単著） 「清水梁山国訳『法華論』の底本について : 版本『法華論』の流布と受容を視点として」『法

華経研究叢書 = LOTUS SUTRA STUDIES (II)』, 国際日蓮学研究所, 21-67, 2020/4 

  23（単著） 
「身延文庫所蔵 心性院日遠『菩薩戒本宗要私』の一考察」『身延文庫所蔵 日遠『菩薩戒

本宗要私』・身延山大学附属図書館所蔵 太賢『菩薩戒本宗要』（身延山資料叢書八）』, 
国際日蓮学研究所, 23-43, 2020/3 

  22（単著） 「本妙日臨における元政の影響： 受戒の作法とその精神」『身延論叢』 25, 119-175, 
2020/3 

  21（単著） ＊「草山教学の継承：本妙日臨における元政と慧明」『印度学仏教学研究』  68(2) , 
658-663, 2020/3 

  20（単著） 
「日蓮聖人における本尊義の実践―弟子に対する「こころみ」の要請の意義―」庵谷行亨

先生古稀記念論文集刊行会編『日蓮教学とその展開』 , 山喜房佛書林 , 213-235, 
2019/3 

  19（単著） ＊「日蓮図顕の大曼荼羅：  讃文についての一考察」『印度学仏教学研究』  67(1), 
148-152, 2018/12 

  18（単著） 「日蓮における「こころみ」について」『宗教研究』 91 別冊, 338-339, 2018/3 

  17（単著） ＊「日蓮における師自覚について： 供養の説示を中心に」『印度学仏教学研究』 65(1), 
137-140, 2017/12 

  16（単著） 「『法華論』版本の研究：清水梁山国訳『法華論』の底本を視点として」『東洋文化研究所所
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報』 20, 17-62, 2017/4 

  15（単著） 
「日蓮聖人における「法華経の行者」： 弟子・檀越に対する呼称を中心として」三友健容博

士古稀記念論文集『智慧のともしび：アビダルマ佛教の展開 中国・朝鮮半島・日本篇』, 
山喜房佛書林, 713-741, 2017/3 

  14（単著） ＊「日蓮聖人における地涌菩薩：守護の問題を中心として」『印度学仏教学研究』 64(1), 
123-126, 2016/12 

  13（共著） ＊「義寂釈義一撰『法華経論述記』の文献学的研究(4)」『身延山大学仏教学部紀要』 16, 
23-38, 2016/10 

  12（単著） ＊「『観心本尊抄』所説の「一尊四士」考」『大崎学報』 171, 127-140, 2016/3 

  11（共著） 「義寂釈義一撰『法華経論述記』の文献学的研究(2)」『身延論叢』 20, 55-69, 2016/3 

  10（単著） ＊「日蓮における師自覚の表明について： 佐渡期以降遺文における「法華経の行者」の

表記を中心として」『印度学仏教学研究』 63(1),181-184, 2015/12 

  09（単著） 「日蓮聖人の大曼荼羅授与について： 高橋六郎兵衛入道を中心として」宮川了篤編『日

蓮仏教における祈りの構造と展開』, 山喜房佛書林, 71-91,2015/10 

  08（共著） ＊「義寂釈義一撰『法華経論述記』の文献学的研究(1)」『身延山大学仏教学部紀要』 15, 
19-43, 2015/10 

  07（単著） 「始顕本尊と『観心本尊抄』に関する一考察」『日蓮教学研究所紀要』 41, 127-147, 2015/3 

  06（単著） 「始顕本尊と『観心本尊抄』をめぐって」『宗教研究』 87 別冊, 374-375, 2015/3 

  05（単著） ＊「始顕本尊の讃文と開・ 本両抄」『印度学仏教学研究』 62(1), 192-196, 2014/12 

  04（単著） 「日蓮聖人における本尊の形態」『東洋文化研究所所報』 17, 39-74, 2014/4 

  03（単著） 「日蓮聖人遺文における本門の意味： 『開目抄』『観心本尊抄』を中心として」『仏教学論

集』 30, 1-17, 2014/3 

  02（単著） 「日蓮聖人の本尊の実体と形態について： 主な諸先師の解釈を中心として」『仏教学論

集』 29, 57-71, 2012/3 
  01（単著） 「本妙日臨律師の研究」『身延論叢』 16, 63-177, 2011/3 

史料紹介  

  03（共編） ＊「《史料紹介》日耀『法華随力抄』」『仏教学論集』 31･32, 43-98, 2015/3 

  02（共編） 「《史料紹介》幸円院日徳著『中山と両寺一寺論』」『仏教学論集』 30, 19-30, 2013/3 

  01（共編） 「《史料紹介》尊重院日億著『億師年譜』」『仏教学論集』 29, 73-93, 2012/3 

その他  

  05 「法華経の世界 83-88 日蓮聖人のご本尊①-⑥」『正法』 165-170, 2021/3-2022/7 

  04 「特集／新六老僧略伝〈1〉 日朗上人」『正法』 163, 19-25, 2020/9 

  03 「日蓮聖人の御生涯⑪「身延期の日蓮聖人」」『正法』 161, 11-18, 2020/3 

  02 「【連載】本妙日臨上人の生涯」全 6 回, 『法華』 102（9・10）-103（3）, 2016/9-2017/3 

  01 「皆さまの家の仏さまの世界： お仏壇でお唱えする勤行の意味」『正法』 147, 23-29, 
2016/9 

学会発表  

  18（単独） 「三大誓願と主師親三徳」, 日本宗教学会第 81 回学術大会, オンライン開催, 2022/9 

  17（単独） 「本妙日臨の「本化律」」, 東アジア仏教研究会第 40 回定例研究会, オンライン開催, 
2022/5 

  16（単独） 「『開目抄』における「三大誓願」表明の意義」, 仏教思想学会第 37回学術大会, 早稲田大

学, 2021/7 

  15（単独） 「起顕竟の法門： 嘱累品の位置づけ」, 日本印度学仏教学会第 71 回学術大会, 創価大

学（オンライン開催）, 2020/7 

  14（単独） 「本妙日臨における日蓮聖人図顕大曼荼羅の書写」, 第 72 回日蓮宗教学研究発表大会, 
立正大学, 2019/11 

  13（単独） 「草山教学の継承： 本妙日臨における元政と慧明」, 日本印度学仏教学会第 70 回学術大

会, 佛教大学, 2019/9 
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  12（単独） 「深草瑞光寺所蔵『宗祖一代本尊鑑』について」, 第 71 回日蓮宗教学研究発表大会, 日
蓮宗宗務院, 2018/11 

  11（単独） 「日蓮図顕の大曼荼羅： 讃文についての一考察」, 日本印度学仏教学会第 69 回学術大

会, 東洋大学, 2018/9 
  10（単独） 「日蓮における「こころみ」について」, 日本宗教学会第 76 回学術大会, 東京大学, 2017/9 

  09（単独） 「日蓮における師自覚について： 供養の説示を中心に」, 日本印度学仏教学会第 67 回学

術大会, 東京大学, 2016/9 
  08（単独） 「日蓮における地涌菩薩」, 日本印度学仏教学会第 66 回学術大会, 高野山大学, 2015/9 

  07（単独） 「日蓮聖人遺文における「法華経の行者」： 弟子・檀越に対する呼称を中心として」, 第 67
回日蓮宗教学研究発表大会, 身延山大学, 2014/11 

  06（単独） 「日蓮における師自覚の表明について」, 日本印度学仏教学会第 65 回学術大会, 武蔵野

大学, 2014/8 

  05（単独） 「『観心本尊抄』所説の「一尊四士」考」, 第 66 回日蓮宗教学研究発表大会, 立正大学, 
2013/10 

  04（単独） 「始顕本尊と『観心本尊抄』をめぐって」, 日本宗教学会第 72 回学術大会, 國學院大学, 
2013/9 

  03（単独） 「始顕本尊の讃文と開・本両抄」, 日本印度学仏教学会第 64 回学術大会, 島根県民会館, 
2013/9 

  02（単独） 
「日蓮聖人遺文における本門の意味： 『開目抄』『観心本尊抄』を中心として」, 第 65 回日蓮

宗教学研究発表大会, 
 日蓮宗宗務院, 2012/11 

  01（単独） 「日蓮聖人の本尊の実体と形態について」, 第 64 回日蓮宗教学研究発表大会, 身延山大

学, 2011/10 
講演等  

  06（単独） 「「佐渡始顕本尊」について」, 第 34 回勧学院研修会議; 日蓮聖人の佐渡配流と法華経信

仰「佐渡における法門教示と教化活動」, 日蓮宗宗務院, 2023/01/23 

  05（単独） 
「霊山浄土という日蓮聖人の信仰世界」, 令和 4 年度身延山大学身延公開講座; 日蓮聖人

佐渡法難七五〇年報恩・身延山開闢七五〇年慶讃「日蓮聖人のご生涯 佐渡～身延」, 
身延町文化会館, 2022/11/26 

  04（単独） 「日蓮聖人図顕「大曼荼羅」の世界」, 令和 4 年度尾張宗務所主催「教師研修会」, オンライ

ン開催, 2022/10/07 

  03（単独） 「大曼荼羅図顕の意義」, 令和 4 年度身延山大学甲府公開講座; 日蓮聖人佐渡法難七五

〇年報恩「日蓮聖人と佐渡」, 遠光寺, 2022/07/09 

  02（単独） 「大曼荼羅図顕の意義」, 令和 3 年度身延山大学身延公開講座; 日蓮聖人佐渡法難七五

〇年報恩「日蓮聖人と佐渡」, 身延町文化会館, 2021/12/04 

  01（単独） 「孝のあり方: 真の孝養とは」, 令和元年度身延山大学甲府公開講座; 受け継がれるべきも

の語り継がれるべきこと, 山梨学院生涯学習センター, 2019/07/14 

2023/04/20 現在 
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