
2022年（令和 4年）10月 11 日 

密教図像学会 会員各位 

密教図像学会 

会長  森  雅秀 

2023年(令和 5 年)度密教図像学会第 42 回学術大会・総会・見学会の開催について（ご案内） 

 時下、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、密教図像学会では 2023 年(令和 5年)度（2022 年 10 月 1 日～2023年 9 月 30 日）第 42 回学

術大会・総会・見学会を下記のとおり開催いたします。 

 つきましては、10月 25 日（火）までに、参加・不参加、および総会欠席の場合の委任状を、同封の

返信用葉書にてお送りいただきますようお願い申し上げます。 

記 

１．日 時 2022年(令和 4年)11月 19日（土）学術大会・総会 

１．日時 2021 年(令和  3 年)11 月 20 日（日）見学会 

２．会 場 同志社大学今出川キャンパス良心館 1 階 RY106 教室（学術大会・総会） 

〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入 

京都市営地下鉄 烏丸線国際会館行 今出川駅下車 北改札口を出て右側の同志社大学

連絡通路を上ると良心館地下 1Fに出ます。 

3．見学会 京都府綾部・福知山の仏像と仏画（別紙参照） 募集人数 30名 

4．参加費 

   大会費   １,０００円 研究発表者も大会への参加申込みが必要となります。 

   見学会費  １6,０００円（拝観経費・昼食代、資料代を含む） 

               現地の道路事情によりバス 2台で回ります 

   ホテル 

11月 18日（金）R&B 京都八条口１泊 シングル６,８００円（禁煙・食事なし） 

    11 月 18 日（金）・19 日（土）ﾎﾃﾙｴﾙｴﾙｼｪﾝﾄ 2 泊 シングル２２,５００円（禁煙・食事なし） 

    11 月 19 日（土）ホテルエルエルシェント 1 泊  シングル１３,０００円（禁煙・食事なし） 

＊同封の振込用紙は年会費用ですが、参加費合算も可とします。参加申し込みの方には改めて連絡

いたします。11 月 15 日（火）までに振込みをお願いいたします。（ご都合により当日の支払いを

希望される場合は、ご連絡ください。） 

 ホテル希望の方は、人数に制限がありますので、学会からの連絡を待って振込ください。 

＊本大会・見学会に参加される会員には、マスクの着用をお願いします。 

＊問い合わせは、m.zuzogakkai@gmail.com もしくは佐々木携帯 090-9876-9820 まで。 
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密教図像学会第 42 回学術大会・総会 

日時：2022 年(令和 4年)11 月 19日（土） 

会場：同志社大学今出川キャンパス良心館 RY106 教室 

受付開始 9：00  

開会挨拶 9：25     森雅秀密教図像学会会長 

研究発表（発表時間 25 分、質疑応答 10 分） 

１．9：30～10：05 大観慈聖（京都大学大学院修了） 

『金剛甘露タントラ』所説の曼荼羅について―第１章，第６章，第８章，第９章

の記述を中心に― 

２．10：05～10：40 徳重弘志（高野山大学密教文化研究所専任研究員） 

九鈷杵の意図と用途について 

３．10：40～11：15 髙口 柚（同志社大学大学院博士後期課程） 

剣を持物とする毘沙門天像について 

４．11：15～11：50 木村美保（大正大学綜合佛教研究所研究員） 

『金剛頂経』系儀軌における愛染明王について 

11：50～13：30 昼休み・委員会（徳照館１階会議室） 

13：30～14：00 井上一稔（同志社大学教授） 

特別講演 福知山市観音寺不動明王立像について 

５．14：00～14：35 馬 歌陽（早稲田大学大学院博士後期課程） 

摂山棲霞山石窟における「弥勒下生龕像」について 

６．14：35～15：10 戴 鶯 （龍谷大学大学院博士後期課程） 

新知恩院本「六道絵」の「餓鬼道幅」に関わる図像学的考察 

休憩 10分 

７．15：20～15：55 宇代貴文（比叡山国宝館学芸員） 

比叡山延暦寺蔵「阿弥陀八大菩薩像」の受容と信仰 

８．15：55～16：30 杉本瑞帆（龍谷大学非常勤講師） 

シュリー/ラクシュミー像に見られる最初期の蓮華座 

９．16：30～17：05 福山泰子（龍谷大学教授） 

仏教衰退期のボードガヤーの状況とその特異性について 

総会 17：10～17：50   

1. 2022年度事業報告ならびに会計報告 

2. 2023年度事業計画ならびに予算案について 

3. 2022年度「佐和隆研博士学術研究奨励金」授与について 報告ならびに授与式 

4. 密教図像学会会則及び総会運営細則の一部改正について 

5. その他（報告事項） 

  



密教図像学会見学会「京都府綾部・福知山の仏像と仏画」 

1. 募集人数 30 名 

2. 日  時 ：2022年（令和 3年）11 月 20日（日） 

3. 集合・出発：８時 00分 JR 京都駅八条口貸切バス乗降場  

4. 行 程（予定）  

  JR京都駅 8：00 ＝ 10：00 光明寺 11：30 ＝ 昼食 = 13：45観音寺（観音寺） 14：45 ＝

15：15 観音寺（大江）16：00 ＝  18：00 JR 京都駅（解散） 

    ※交通事情等により、時間変更がある場合がありますが、ご容赦下さい。 

5. 見学寺院 

 光明寺 〒623-1131 綾部市睦寄町君尾 1-1 TEL：0773-55-0550 

府指定 本堂           江戸時代（1836 年） 

木造不動明王二童子立像  鎌倉時代 

市指定 石造宝篋印塔       南北朝時代 

国宝  二王門          鎌倉時代（1253 年） 

重文  木造金剛力士立像     鎌倉時代 

 観音寺 〒620-0803 福知山市観音寺 1067 TEL：0773-27-1618 

市指定 木造不動明王三尊立像   平安時代  今回は拝観が叶いません 

   府暫定 木造金剛力士立像     鎌倉時代 院興作か 

       石造薬師三尊立像     平安時代 

   府指定 本堂           江戸時代（1784） 

   府暫定 絹本着色五大明王像    南北朝時代 

   市指定 絹本着色千手観音像    南北朝時代（1384） 

   市指定 絹本墨画淡彩不動明王像  妙沢（龍湫周沢）筆 南北朝時代 

   市指定 絹本着色薬師十二神将像  南北朝時代 等 

 観音寺 〒620-0352 福知山市大江町南山 963 0773-56-0357  

市指定 木造金剛力士立像     鎌倉時代 

府暫定 絹本着色孔雀明王像    江戸時代 

府暫定 絹本着色弘法大師像    室町時代 善通寺御影 

府暫定 絹本着色不動明王二童子像 南北朝時代 

市指定 絹本着色十一仏像     室町時代 

市指定 絹本着色桜花不動三尊像  室町時代 

市指定 絹本着色虚空蔵菩薩像   厨子入 室町時代 等 

 


