
西暦 年号 経歴 著作 仏教社会事業 フィールドワーク 講演 出版社、掲載誌情報 所収・備考

20

24

編著『安賀祢抄』 7

27 龍谷大学文学部仏教学研究科卒業。

32 3

1

35

真宗信者の教団観 3

36

37 百華苑、百華文集

38

39 本願寺組織局末寺相談部

39 2

39 4

39 1

40 カウンセリングの手引き

41 1

41 4

43 1

43 1

44 青春時代の求道 百華苑 7

44 仏教相談活動の問題点 1

43 2

44

44 2

44 編著　宗教とカウンセリング 永田文昌堂

44 児童グループ・ワーク 3

45 1

年
齢

真宗とカウンセリング・
DPA

著作集（
巻）

1925年 大正14年
6月30日、父義遵・母りつゑの長男と
して奈良県室生村万行寺に生まれる
。

1945年 昭和20年
浄土真宗本願寺派万行寺住職継承。
2004（平成16年）年3月19日往生に至
るまでの59年間、教化活動に従事。

1949年 昭和24年
京都平安学園専任教諭に奉
職。1966（昭和41年）まで勤務。

1951年 昭和26年
田中文功社　西光義遵先生
追悼文集/万行寺発行

1952年 昭和27年

1957年 昭和32年
真宗信者の社会的態度-
質問書法による調査を基
礎として-

『真宗研究』3　

1958年 昭和33年
仏教心理学の成立と課
題

『印仏研』6-2（12）

1960年 昭和35年
平安学園にカウンセリング・ルームを
設置。

1960年 昭和35年
『宗学院論輯』ー宗学院研
究紀要

1961年 昭和36年
真宗カウンセリング研究会を設立。研
究・研修・実践を柱に積極的な活動を
展開

1962年 昭和37年
共著『浄土真宗』浄土真宗は
どんな教えか

1963年 昭和38年
共著『教化通信』10　私はカウ
ンセリングから何を学んでいる
か

1964年5 昭和39年

共著『門信徒会組織のすすめ
　』弟3集　真実信心を聞きひ
らくための話のしかた場のもち
かた

1964年 昭和39年
真実の教育を具現する
授業の探求

1964年 昭和39年

平安学園におけるカウン
セリング活動-その歩み
と現状と展望-（共研：上
野瞭、寸土浩

『平安学園研究論集』9

1964年10 昭和39年
真宗の伝道とカウンセリ
ング

『真宗研究』9　『宗教とカウ
ンセリング』

1965年 昭和40年
伝道ブックス17　本願寺出
版協会

『育ち合う人間
関係』本願寺出
版社

1966年12 昭和41年
仏教はコミュニケーショ
ン学から何を学ぶか

『印仏研』15-1（29）第17回
学術大会紀要（１）

1966年12 昭和41年
仏教とカウンセリングと
の出会い

1968年 昭和43年
実践仏教学基礎論ー性
格と方法に関する試論-

『龍谷大学論集』385

1969年3 昭和44年
真宗カウンセリングとは
何か

『宗教研究』42-3（198）

1969年12 昭和44年
亡母7回忌にあ
たり（あとがき）

1969年 昭和44年
『日本仏教社会福祉学会年
報』、『宗教とカウンセリング
』

1969年5 昭和44年
社会事業におけるロー
ジァズ理論の意義（１）

『龍谷大学論集』389・390合
併号330周年記念特集

1970年 昭和45年
龍谷大学専任講師に就任（短期大学
部）。

1970年1 昭和45年
社会事業におけるロー
ジァズ理論の意義（2）

『龍谷大学論集』392号

1970年4 昭和45年 論文4編所収

1970年5 昭和45年
『現代日本の児童福祉』木
村武夫先生還暦記念論集　
ミネルヴァ書房

1970年12 昭和45年

援助的人間関係の本質
について-歎異抄第二章
にあらわれた親鸞の人
間観-

『印仏研』19-1（37）



45 （講演録編（二）参照

46 4

46 永田文昌堂、岡亮二編 7

46 1

47 龍谷大学短期大学部助教授。

47 2

48 4

48 4

48 なし

49 3

50 2

50 2

51 2

51 2

52

52 4

52 現代を生きる仏教 永田文昌堂 7

54 2

55 龍谷大学教授に就任。

55 7

55 地域住民の生活と福祉 3

57 「樹心の会」設立。

57 2

57 1

58 4

58 響きを聞く 6

58 暮らしの中のカウンセリング

1970年 昭和45年
共著『カウンセリング　2-2』カ
ウンセリングから見た親鸞の
人間観

1971年6 昭和46年
仏教社会事業思想研究
-慈善救済思想否定の
継承ー

『仏教文化研究所紀要』第
10集、龍谷大学仏教文化研
究所

1971年8 昭和46年
共著『教団改革への発言』ま
ず率直に発言しよく聞くことか
らはじめよう

1971年 昭和46年
援助的人間関係におけ
る経験・意識・表現の一
致について

『日本仏教学会年報』36-仏
教と教育の諸問題-

1972年 昭和47年

1973年 昭和48年
仏教社会事業の主体的
契機ー報恩思想を中心
としてー

『龍谷大学論集』第400号　
親鸞聖人後誕生八百年記
念論文集

1973年6 昭和48年
仏教系社会事業施設の
理念とその現状に関す
る研究（共研）

『仏教文化研究所紀要』第
12集

1974年3 昭和49年

御杖村における職業移動
と婦人・児童・教育問題（
共研「大都市周辺過疎地
域における経済と生活ー
奈良県宇陀郡御杖村の実
態調査-）

『社会科学研究年報』5　　　
　龍谷大学社会科学研究所

1974年6 昭和49年
仏教社会事業の現状と
問題点

『日本仏教福祉学会年報』
特集号　発行　不明

1975年2 昭和50年
農山村における地域福祉
の諸問題ー近畿における
過疎地域を中心にしてー

『龍谷大学論集』405

1975年12 昭和50年
現代仏教社会事業の独
自性について 『印仏研』24-1（47）

1976年3 昭和51年
社会事業における「浄
土の慈悲」

『宗教研究』49-3（226）

1976年11 昭和51年
仏教系社会事業施設に
おける教化活動

『仏教福祉』3　　　　　　　　　
　仏教大学仏教社会事業研
究所

1976年12 昭和51年
生存権思想の仏教的検
討 『宗教研究』50-3（230）

1977年 昭和52年
米国、カリフォルニア大学（バークレー
）へ留学。

1977年7 昭和52年

過疎化のなかの社会福祉
（共研「京都市南部地域の
社会経済構造ー過密化と
住民生活ー」

『社会科学研究年報』8　　　
　龍谷大学社会科学研究所

1977年7 昭和52年
亡父義遵33回忌
にあたり（はじめ
に）

1979年10 昭和54年
アメリカ社会福祉の変
化とその背景ー1960年
代を中心としてー

『龍谷大学論集』415

1980年 昭和55年

1980年11 昭和55年
書評：ＪＨガルバー著/右田紀
久恵、井岡勉、宮田和明共訳
『変革の社会福祉』

月刊　福祉　11月号

1981年3 昭和56年
『龍谷大学社会科学研究所
叢書』Ⅳ「京都市南部の経
済と住民生活」第五章

1982年 昭和57年

1982年10 昭和57年
米国における実存主義
的ソーシャルワーク 『龍谷大学論集』421

1983年1 昭和58年
カウンセリングと仏教ー
国分康孝氏の諸説を手
がかりにしてー

『仏教福祉』9（特輯：精神衛
生と仏教）、仏教大学仏教
社会事業研究所

『援助的人間関
係』

1983年9 昭和58年
近代における仏教と社
会事業（２）（共研）

『仏教文化研究所紀要』22

1984年１ 昭和59年
りゅうこくＮo22『自然』、龍谷
大学宗教部

1983．11．15お
逮夜法話

1984年5 昭和59年



60 響きを聞く 6

60短大学部長時 百華苑 7

60 3

61 永田文昌堂　樹心の会編 7

61 1

61 5

61 お逮夜法話

61 4

61 2

62 1

62 4

62 金子書房 7

62

62 6

62 4

63 6

63 1

63 『援助的人間関係』

63 同朋社 7

63 老人と人権（巻頭論文） 4

63 ターミナルケア 5

63 5

平成元年 63 4

平成元年 64 1

平成元年 64 興福寺仏教文化講座

64 社会学部へ移籍。

1985年７ 昭和60年 りゅうこく6『生命の不思議』
1983．11．15お
逮夜法話

1985年10 昭和60年
共著『遠慶宿縁－佐藤哲英先
生追憶集－「佐藤哲英先生を
偲ぶ」

1986年3 昭和61年
変りゆく社会と変りにくい
お寺

『仏教福祉』12

1986年6 昭和61年
共著『人間への階段－教育、
人権、仏教－』「仏教と人権」

1986年9 昭和61年

親鸞の対人的態度と人
間観－C．R．ロジャーズ
の理論を手がかりとして
－

『親鸞と浄土教』信楽峻麿教
授還暦記念論集、永田文昌
堂

『援助的人間関
係』

1986年12 昭和61年
「布教」と「カウンセリン
グ」の接点

『佼成カウンセリング』15、佼
成カウンセリング研究所、分
科Ⅱ

1986年 昭和61年
地球上たったひとりの
仏教徒

りゅうこくNo.39,龍谷大学宗
教部

1987年 昭和62年
仏教とカウンセリング－
老人処遇の立場から－

『老年問題研究』10－１、医
療と福祉総合研究会

『援助的人間関
係』

1987年5 昭和62年

養護施設における治療
処遇に関する一考察－
治療の本質解明を中心
として－

『龍谷大学論集』430

1987年10 昭和62年
仏教カウンセリングとトラ
ンスパーソナル

『春秋』293（トランスパーソ
ナル心理学特集）

『援助的人間関
係』

1987年12 昭和62年

仏教カウンセリングの研
究（Ⅰ）－真宗カウンセリ
ングを中心として－（共
研）

『仏教文化研究所紀要』26、
龍谷大学仏教文化研究所

1987年 昭和62年
共著『青年64』（特集：カウンセ
リング）「仏教カウンセリング」
ワン・ポイント・コラム

1988年 昭和63年
龍谷大学特別研修講座「カウンセリン
グ研修課程」運営委員長に就任。

1988年３ 昭和63年
病院及び老人ホーム
における仏教活動の
現状と問題点

研究フォーラム「生命の尊
厳を支えるもの－医療と宗
教の接点－」記録集、（財）
庭野平和財団

基調発題とパネ
ルディスカッショ
ン

1988年４ 昭和63年

仏教とカウンセリング（シ
ンポジウム：人間性心理
学の展開－東洋思想と
トランスパーソナル心理
学に学ぶ－）

『人間性心理学研究』5（１９
８７）

1988年6 昭和63年
仏教の立場から見たロ
ジャーズ理論

『四天王寺』564
カウンセリング
研修講座

1988年6 昭和63年
「真宗カウンセリング」の
成立

『援助的人間関係』、永田文
昌堂

1988年6 昭和63年
『援助的人間関係』、永田文
昌堂

論文5編所収

1988年7 昭和63年
共著、『同朋』（浄土真宗特集
号）123「真宗の生死観」

1988年 昭和63年
『老年問題研究』10－2、医
療と福祉総合研究会

1988年 昭和63年
『二十一世紀の地域医
療』40－４

医学会誌／特別
講演

1988年12 昭和63年
暮らしの中の仏教カウ
ンセリング

『佼成カウンセリング』19、佼
成カウンセリング研究所

第7期カウンセラ
ー養成講座卒業
記念講演

1989年2

仏教カウンセリングの研
究（Ⅱ）－真宗カウンセリ
ングを中心として－（共
研）

『仏教文化研究所紀要』27、
龍谷大学仏教文化研究所

1989年11

トランスパーソナル心理
学と仏教カウンセリング
－藤田清の「相談仏教」
を中心に－

『龍谷大学論集』434・435合
併号、龍谷学会

1989年
第60/62回要旨
－カウンセリン
グと仏教－

1990年 平成2年



64 4

64 4

平成２年 65 誠信書房　国分康孝編 1

65 1

65 態度と言葉 5

65 6

65 6

67 5

67 4

67 本願寺出版社 7

67 世間虚仮唯仏是真 6

68 白馬社 7

68 龍谷大学定年退職。

68 4

69 7 書評

69 1

69 5

69？年代が上記と同じ、一年ずれありか 人間的欲求の光と影 5

69 1

69 6

70 恩田彰編著、大日本図書 7

70 4

70 親鸞とカウンセリング 永田文昌堂

70 浄土真宗とはどんな教えか 百華苑

71

72 5

1990年2 平成2年
仏教カウンセリング研究
（Ⅲ）－真宗カウンセリン
グを中心として-（共研）

『仏教文化研究所紀要』28、
龍谷大学仏教文化研究所

1990年3 平成2年

人口動態より見た伏見区
の社会福祉（共研「伏見区
における社会福祉サービ
スの需給構造」）

『社会科学研究年報』20

1990年6
辞典『カウンセリング辞典』「仏
教カウンセリング」「真宗カウン
セリング」の項

1990年10 平成2年

真宗の現代的展開とし
ての「吉本内観法」－仏
教と心理療法に関する
一考察－

『仏教と社会』仲尾俊博先生
古稀記念、永田文昌堂

1990年12 平成2年
『佼成カウンセリング』22、佼
成カウンセリング研究所

第8期カウンセラ
ー養成講座卒業
記念講演

199１年2 平成3年
仏教カウンセリングの
人間観－十七条憲法
第十条を中心に－

『四天王寺』593
カウンセリング
研修講座

199１年5 平成3年
天にも地にも我ひとり
尊し

りゅうこくNo53『迷いを超え
る道』、龍谷大学宗教部

1988．4．15お逮
夜法話

1992年12 平成4年
仏教カウンセリングの
原点

『佼成カウンセリング』25、佼
成カウンセリング研究所

第9期カウンセラ
ー養成講座卒業
記念講演

1993年 平成5年
「人間・科学・宗教」雑考
（随想）

『龍谷理工ジャーナル』5－
3、龍谷大学理工学会

1993年3 平成5年

共著『ビハーラ活動－仏
教と医療と福祉のチー
ムワーク－』「ビハーラ活
動と真宗カウンセリング」

ビハーラ活動実
践研究会編

1993年5 平成5年
りゅうこくNo61『念仏のみぞ
まこと』

1993年8 平成5年

共著『いのちと日本人－現代
日本の仏教と医療－』「医療・
看護と仏道の実践的接点－井
上円了の心理療法を中心に
－」

仏教と医療を考
える全国連絡協
議

1994年　 平成6年

1994年3 平成6年
人間尊重の社会福祉実
践－Ｐｅｒｓｏｎ－centerd 
Approachをめぐって－

龍谷大学『社会学部紀
要』75、龍谷大学社会学部
学会

1994年6 平成6年
書評：杉渓一言編著『カウンセ
ラーの悩みと生きがい－カウ
ンセリングを学ぶ人たちへ－」

『人間性心理学研究』12－１

1994年12 平成6年

真宗カウンセリングの人
間観－親鸞とロジャーズ
との比較を手がかりとし
て－

『仏教と人間』中西智海先生
還暦記念論文集、永田文昌
堂

1994年12 平成6年
仏教カウンセリングへ
の開眼

『佼成カウンセリング』28

1994年12 平成6年 『佼成カウンセリング』31

1995年4 平成7年
仏教カウンセリングと心
の癒し

季刊『仏教』31（特集：癒し）
、法蔵館

『親鸞とカウンセ
リング』

1995年5 平成7年
釈迦の仏教と親鸞の
仏教

りゅうこくNo70『時はすぎゆく
』

1993．5．21創立
・降誕会記念講
演

1995年6 平成7年
共著『東洋の知恵と心理学』「
仏教とカウンセリング」

1995年6 平成7年
仏教カウンセリングの立
場と課題

『人間性心理学研究』13－
1、日本人間性心理学会

1996年3 平成7年 論文2編所収

1996年3 平成8年
百華文集『浄土
真宗』の別出再
版

1997年 平成9年
浄土真宗本願寺派親鸞聖人讃仰会
人生相談カウンセラー代表に就任。

1998年3 平成10年
大乗の至極に遇いえ
た慶び

『高田学報』86、高田学会（
高田学報社）

平成9年度　第
71回仏教文化講
座



72 親鸞から蓮如へ 5

72 7

72 6

73 興福寺仏教文化講座 －

73 5

73 1

73

73 6

74 7

74 1

74 1

74 6

75 2

76 6

76 春秋社 7

76 7

76 入門　真宗カウンセリング 札幌カウンセリング研究会 7

77 5

77 ウェルカム映像出版

78 4

78 5対談講演①

78 5対談講演②

78

わが信心　わが仏道 法蔵館 遺著

ウェルカム映像出版

札幌カウンセリング研究会

1998年3 平成10年
『親鸞から蓮如へ』〈社）日本
能率協会一隅会

社団法人日本能
率協会第323回
速記録

1998年5 平成10年

公開された仏教的深層心理の
世界－岡野守也氏のラジオ連
続講義「唯識」を聴き終わって
－

トランスパーソナル学Vol.3、
雲母書房

評論/菅靖彦編

1998年6 平成10年
カウンセリングから見
た親鸞

『仏教とカウンセリング（第
33輯）』、総本山四天王寺

平成9年度　第
33回カウンセリ
ング研修講座

1998年 平成10年
第71回要旨「私
の求道と回心」

1998年7 平成10年
仏教カウンセラーの生
死観と基本姿勢

『佼成カウンセリング』33
平成10年次相談
研究会講演

1998年12 平成10年
浄土真宗の聞法と法座
に関する一考察

『仏教強化研究』　水谷幸正
先生古稀記念論集、思文閣
出版

1999年 平成11年
日本文化振興会より社会文化功労賞
受賞。

1999年2 平成11年
浄土仏教と心理学・心
理療法

仏教と心理学・心理療法の
接点を考える集い、仏教心
理学研究会事務局

98．１．23－25奈
良興福寺会館発
表

1999年6
書評：安西次郎著『京都宗教
心理学散歩』

『人間性心理学研究』17－１

1999年8 平成11年
『臨床心理学辞典』「仏教カウ
ンセリング」真宗カウンセリン
グ」他の項

八千代出版、恩田彰・伊藤
隆二編著

1999年12 平成11年
『カウンセリング辞典』「仏教カ
ウンセリングの項」

ミネルヴァ書房、氏原寛他
編

2000年4 平成12年
仏教－とくに浄土仏教
－とトランスパーソナ
ル

『境界を超える対話』、雲母
書房、日本トランスパーソナ
ル学会編

2000年9 平成12年

日本仏教福祉学会の回
顧と展望－薄明のなか
にたたずみ想う－（特別
寄稿）

『日本仏教社会福祉学会年
報』30、日本仏教社会福祉
学会

2001年6 平成13年
心は何を求めているか
－日米文化凹凸論を
手がかりに－

『四天王寺カウンセリング講
座』１、創元社

2001年6 平成13年

共著『プロセス心理学入門－
身体・心・世界をつなぐ実践的
心理学－』「日常生活のインナ
ーワーク」

エッセイ/ＰＯＰ
の魅力

2001年7 平成13年
『トランスパーソナル心理療法
入門』「浄土真宗とトランスパ
ーソナル心理療法」

日本評論社、諸富祥彦編/
第4回学会報告/会誌5号

諸富祥彦編/第4
回学会報告/会
誌5号

2001年12 平成13年
「西光先生を囲
む研修会」の記
録

2002年12 平成14年
人を殺してなぜ悪い－
五戒再考－

『佼成カウンセリング』34、佼
成カウンセリング研究所

第12期カウンセ
ラー養成講座卒
業記念講演

2003年１ 平成15年

ＤＶＤ，親鸞聖人に学ぶシリー
ズ『歎異抄を味わう』第一条か
ら第十条までの解説と味わい
を中心にして

2003年8 平成15年
仏法に基づく人間尊重
のアプローチ（巻頭論文
）

『人間性心理学研究』21－１
、日本人間性心理学会

2003年9 平成15年
カウンセリングよ、どこ
に向かう①

『季刊せいてん」64、本願寺
教学伝道センター

2003年12 平成15年
カウンセリングよ、どこ
に向かう②

『季刊せいてん」65、本願寺
教学伝道センター

2004年3 平成16年 3月19日、往生。

2004年6 平成16年

2004年11 平成16年
ＤＶＤ、対談交流会　－David & 
Caroline Brazierご夫妻と西光
義敞氏－

2004．2．11〈水）
本願寺門徒会館
で開催

2005年3 平成17年 入門　真宗カウンセリング・2
「西光先生を囲
む研修会」の記
録



本願寺出版社 遺著

作成にあたり『西光義敞教授著作集』文献リスト、『育ちあう人間関係』の年表を参照した。

2005年9 平成17年
育ちあう人間関係－真宗とカ
ウンセリングの出会いと交流
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