
＜報道資料＞ 

中村元博士生誕 100 年記念仏教書フェア 

「慈しみのこころ」を開催 
本年 10 月 1 日から 11 月 28 日まで 

中村元の著書をメインに仏教関連書籍を 

一堂に集めたブックフェアを全国の主要書店 

約 60 店舗で順次開催します。 
 

 

2012 年 10 月 

仏教書総目録刊行会 

公益財団法人中村元東方研究所 

 

本年は、世界的なインド哲学・仏教学者である故中村元（なかむら・はじめ）

博士（1912 年 11 月 28 日島根県松江市生まれ、1999 年 10 月 10 日逝去、東

京大学名誉教授、文化勲章受章者）の生誕 100 年にあたります。 

 

「思想とは生活者のうめき声を聞くことである」。 

『学問の開拓』と博士自らが記されているように、その思索、研究の根底には

人間生活への視点があり、視線の先には「人類」や「世界」がありました。代

表的著作の一つに『世界思想史』がありますが、この最後は以下のように結ば

れています。 

「思想は種々の形で表明されるけれども、人間性は一つである。今後世界は一

つになるであろう。･･･世界の哲学宗教思想史に関するこのような研究が、地球

全体にわたる思想の見通しに役立ち、世界の諸民族のあいだの相互理解を育て

て、それによって人類は一つであるという理念を確立しうるにいたることを、

せつに願うものである」  

博士の、学問を通じた世界平和への熱い願いが込められています。 

また、博士は自らを「ブッダに仕えた身」と言い、最晩年に自ら建てた墓碑に

は、ブッダの慈悲の教えである「一切の生きとし生けるものは、幸福であれ、

安穏であれ、安楽であれ…」の文言を刻みました。 

 

昨今の国際情勢や東日本大震災以降の国内の混迷した状況を鑑みるとき、東洋

思想と仏教の教えはますます大きな意味を持ちつつあります。その普及に生涯

をささげられた博士の教え、著作は、宗派を超えていまなお多くの方々に共感

を呼んでいます。博士が墓碑に刻んだ「慈しみのこころ」を今こそ保ち続けた

いという願いを込め、仏教書総目録刊行会会員社と公益財団法人中村元東方研



究所では、岩波書店、講談社、春秋社、東京書籍など 2１社の出版社と約 60 店

舗の書店の協力を得て、生誕の日を中心に中村元博士生誕 100 年記念仏教書フ

ェア「慈しみのこころ」を企画、開催します。 

フェアの内容は、博士の膨大な著作の中から、この機に復刊される『インド哲

学思想』全５巻（岩波書店）の名著や、より親しみやすいかたちで刊行される、

普及版『日本人の思惟方法』、『ゴータマ・ブッダ上中下』、『仏弟子の生涯

上下』、新装版『温かなこころ』（いずれも春秋社）などの新刊書と代表作を

選び、さらに参加出版社選りすぐりの仏教書も網羅。東洋思想文化全般を視野

に入れた仏教関連書 60 冊で構成しました。 
 

報道関係者の皆様には、中村元博士生誕 100 年記念仏教書フェア「慈しみのこ

ころ」の趣旨にご支援を賜り、ご掲載、ご取材のご検討をお願い申しあげます。 

なお、開催概要は以下の通りです。 

 

ー記ー 

＜名称＞ 中村元博士生誕 100 年記念仏教書フェア「慈しみのこころ」 

＜会期＞ 2012 年 10 月 1 日～11 月 28 日 ※開催書店により変更の場合あり 

＜主催＞ 仏教書総目録刊行会(代表幹事、大法輪閣)  

会員社（春秋社、誠信書房、大蔵出版、大法輪閣，筑摩書房、 

東京大学出版会、中山書房仏書林、法藏館、吉川弘文館） 

公益財団法人中村元東方研究所 

＜協力＞ 中村元生誕 100 年記念事業実行委員会 

◆来店者特典「仏教のすすめ／中村元博士生誕百年記念号」を開催書店にて進呈します。 
 

フェア関連のお問い合わせ 

春秋社／鎌内宣行 TEL 03-3255-9611 FAX03-3253-1384 

以上 

≪参考≫ 

2012 年中村元生誕 100 年記念事業好評展開中 

（後援：外務省、在日インド大使館、在日インド商工会議所、 

公益財団法人日印協会、山陰中央新報） 

 

■中村元記念館オープン（10 月 10 日 松江） 

■写真展「ブッダのことば」 ＜写真＞丸山勇 ＜解説＞前田專學、奈良康明 

（10 月 10 日～12 月 23 日 松江、来年度以降巡回予定） 

■中村元博士生誕 100 年記念講演会 

（10 月 1１日 松江、13 日 名古屋、15 日東京） 

■新聞連載「中村元・人と思想」山陰中央新報（4 月６日～2013 年 3 月 島根） 



 

中村 元（なかむら・はじめ） 

 

公益財団法人中村元東方研究所（旧称：財団法人東方研究会）・東方学院創立者。

インド哲学、仏教学者。 

勲一等瑞宝章。文化勲章。東京大学名誉教授。日本学士院会員。インド大統領

より名誉文学博士など各国の大学の名誉学位。イギリス王立アジア協会、ドイ

ツ学士院など各国のアカデミーの会員。松江市名誉市民。 

 

《略歴》 

1912 年（大正元年）11 月 28 日、島根県松江市殿町に生まれる。1941 年（昭

和 16 年）、東京帝国大学大学院博士課程修了。1943 年（昭和 18 年）、東京帝

国大学助教授。文学博士。1951 年（昭和 26 年）、アメリカ・スタンフォード大

学より客員教授として招聘。1954 年（昭和 29 年）、東京大学教授。1970 年（昭

和 45 年）、財団法人東方研究会を創立。1973 年（昭和 48 年）、東京大学定年

退官。この年、東方学院を設立。1974 年（昭和 49 年）、比較思想学会初代会長。

1975 年（昭和 50 年）、『佛教語大辞典』刊行。1994 年（平成 6 年）、第 24 代

史跡足利学校庠主。1999 年（平成 11 年）10 月 10 日、逝去。享年 86 歳。 

 

《主な著作》 

『初期ヴェーダーンタ哲学史』全 4 巻（『シャンカラの思想』と併せ、現在は『イ

ンド哲学思想』全 5 巻）。『東洋人の思惟方法』*全 4 巻。『ゴータマ・ブッダ』*

全 2 巻。『インド史』*全 3 巻。『近世日本の批判的精神』*。『慈悲』。『比較思想

論』。『論理の構造』。『学問の開拓』。『ブッダのことば』・『ブッダの真理のこと

ば 感興のことば』・『ブッダ最後の旅』（翻訳）。『広説佛教語大辞典』全 4 巻。

『［決定版］中村元選集』全 40 巻（*は選集に収録）。 

 
                                      

＜本資料に関するお問い合わせ先＞ 

公益財団法人 中村元東方研究所  広報担当：佐々木 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-17-2 
TEL：03-3251-4081 FAX：03-3251-4082 

E-mail：info@toho.or.jp http://www.toho.or.jp/ 
または、 

スポンタネアティ 笛木 

TEL：090-9853-1400  E-mail：fuetree@jcom.home.ne.jp 

※お手数ですが、ご取材・ご掲載の際にはご一報賜りますようお願い申しあげます。 

mailto:info@toho.or.jp
http://www.toho.or.jp/
http://www.toho.or.jp/
mailto:fuetree@jcom.home.ne.jp


【添付資料①】 

 

＜主な仏教書リスト＞ 

 

書 名 税抜価格 版元名 

1 釈尊のおしえ 1,000 中山書房 

2 学生のための仏教入門 1,400 中山書房 

3 ゴータマ・ブッダのメッセージ 2,300 大蔵出版 

4 沙門ブッダの成立 2,300 大蔵出版 

5 宗教と人間 952 大東出版社 

6 インド哲学仏教学への誘い 2,800 大東出版社 

7 高校生からの仏教入門-釈尊から親鸞聖人へ- 1,000 本願寺出版社 

8 釈尊の教えとその展開-インド編- 1,200 本願寺出版社 

9 日本倫理思想史 増補改訂版 3,000 東京大学出版会 

10 仏教入門 2,400 東京大学出版会 

11 インド思想史 3,600 東京大学出版会 

12 ブッダを知る事典 4,200 佼成出版社 

13 増谷文雄名著選 3,700 佼成出版社 

14 インドの神々 2,400 吉川弘文館 

15 お葬式 1,500 吉川弘文館 

16 知っておきたい名僧のことば事典 2,700 吉川弘文館 

17 禅的生活 760 筑摩書房 

18 つぎはぎ仏教入門 1,400 筑摩書房 

19 ブッダ最後の旅をたどる    2,500 大法輪閣 

20 月刊「大法輪」10 月号「宗教は必要か」 800 大法輪閣 

21 日本思想史 中村元英文論集邦訳シリーズ 2,000 東方出版（大阪） 

22 比較思想から見た仏教 中村元英文論集邦訳シリーズ 1,800 東方出版（大阪） 

23 原始仏典 1,300 筑摩書房 

24 原始仏教－その思想と生活 870 ＮＨＫ出版 

25 ブッダの人と思想 970 ＮＨＫ出版 

26 龍樹 1,400 講談社 

27 古代インド 1,200 講談社 

28 東洋のこころ 1,050 講談社 

29 バウッダ［佛教］（共著：三枝充悳） 1,400 講談社 

30 慈悲 960 講談社 



書 名 税抜価格 版元名 

31 釈尊の生涯 1,000 平凡社 

32 広説佛教語大辞典 縮刷版 28,000 東京書籍 

33 般若心経 2,000 東京書籍 

34 法華経 2,000 東京書籍 

35 維摩経・勝鬘経 2,000 東京書籍 

36 浄土経典 2,000 東京書籍 

37 華厳経・楞伽経 2,000 東京書籍 

38 密教経典 2,000 東京書籍 

39 論書・他 2,000 東京書籍 

40 論理の構造 上巻 3,600 青土社 

41 論理の構造 上巻 3,600 青土社 

42 人生を考える 1,800 青土社 

43 新・佛教辞典［第三版］ 4,800 誠信書房 

44 仏典のことば 現代に呼びかける知慧 1,100 岩波書店 

45 仏典をよむ 1 ブッダの生涯 2,000 岩波書店 

46 ブッダ物語 780 岩波書店 

47 ゴータマ・ブッダ‹新装版› 3,600 法藏館 

48 中村元 仏教の教え 人生の知恵 1,500 河出書房新社 

49 中村元が説く仏教のこころ 1,000 麗澤大学出版会 

50 中村元「仏教の神髄」を語る 1,000 麗澤大学出版会 

51 中村元「老いと死」を語る 800 麗澤大学出版会 

52 〈生きる道〉の倫理    構造倫理講座Ⅱ          2,500 春秋社 

53 〈生命〉の倫理        構造倫理講座Ⅲ          2,500 春秋社 

54 新装版 ブッダ入門                    1,500 春秋社 

55 普及版 ゴータマ・ブッダ上  2,800 春秋社 

56 普及版 ゴータマ・ブッダ中  2,800 春秋社 

57 普及版 ゴータマ・ブッダ下  2,800 春秋社 

58 普及版 仏弟子の生涯 上  2,800 春秋社 

59 普及版 仏弟子の生涯 下  2,800 春秋社 

60 普及版 日本人の思惟方法  2,800 春秋社 

61 新装版 温かなこころ  1,500 春秋社 

※色背景（20～60）：中村元博士著書     

 

 



【添付資料②】 

＜開催書店＞ 

 

◆中村元博士生誕 100 年記念ブックフェア開催書店 

  書店 都道府県 住所 1 住所 2 

1 MARUZEN&ｼﾞｭﾝｸ堂書店札幌店 北海道 札幌市中央区南 1 条西 1-8-2 丸井今井南館 B2~4F 

2 ｼﾞｭﾝｸ堂書店仙台本店 宮城県 仙台市青葉区中央 4-1-1 ｲｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 6F･7F 

3 ｼﾞｭﾝｸ堂書店秋田店 秋田県 秋田市千秋久保田町 4-2 秋田ﾌｫｰﾗｽ 6･7F 

4 ﾌﾞｯｸﾏﾝｽﾞｱｶﾃﾞﾐｰ前橋店 群馬県 前橋市大渡町 2-3-1   

5 ｼﾞｭﾝｸ堂書店大宮ﾛﾌﾄ店 埼玉県 さいたま市大宮区宮町 1-60 大宮ﾛﾌﾄ 7･8F 

6 書泉ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 東京都 千代田区神田神保町 1-3   

7 三省堂書店神保町本店 東京都 千代田区神田神保町 1-1   

8 丸善 丸の内本店 東京都 千代田区丸の内 1-6-4 丸の内オアゾ 1～4 階 

9 八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ本店 東京都 中央区八重洲 2-5-1   

10 MARUZEN&ｼﾞｭﾝｸ堂書店渋谷店 東京都 渋谷区道玄坂 2-24-1 東急百貨店本店 7F 

11 紀伊國屋書店新宿南店 東京都 渋谷区千駄ｹ谷 5-24-2 ﾀｶｼﾏﾔﾀｲﾑｽﾞｽｸｴｱ 

12 紀伊國屋書店新宿本店 東京都 新宿区新宿 3-17-7   

13 芳林堂書店高田馬場店 東京都 新宿区高田馬場 1-26-5 FI ﾋﾞﾙ 

14 ｼﾞｭﾝｸ堂書店新潟店 新潟県 新潟市笹口 1-1 ﾌﾟﾗｰｶ 1   

15 ＭＡＲＵＺＥＮ松本店 長野県 松本市深志 1－3－11 ユングロＭ 

16 谷島屋呉服町本店 静岡県 静岡市葵区呉服町 2-5-5   

17 戸田書店静岡本店 静岡県 静岡市葵区紺屋町 17-1   

18 精文館書店 愛知県 豊橋市広小路 1-6   

19 三省堂書店名古屋高島屋店 愛知県 名古屋市中村区名駅 1-1-4 

20 ﾌﾀﾊﾞ TERA ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店 愛知県 名古屋市西区二方町 40 番 ｲｵﾝ上小田井 SC 内 

21 ｼﾞｭﾝｸ堂書店ﾛﾌﾄ名古屋店 愛知県 名古屋市中区栄 3-18-1 ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ内ﾛﾌﾄ名古屋 B1 

22 MARUZEN 名古屋栄店 愛知県 名古屋市中区栄 3-3-1 丸栄 6・7 階 

23 ｼﾞｭﾝｸ堂書店京都店 京都府 京都市下京区四条通柳馬場東 立売東町 20-1 

24 ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ京都店 京都府 京都市南区東九条西山王町 31 ｲｽﾞﾐﾔ 

25 大垣書店京都駅前イオンモール店 京都府 京都市南区八条通西洞院下ル イオンモール京都 

26 ｼﾞｭﾝｸ堂書店京都 BAL 店 京都府 京都市中京区河原町通り 三条下山崎町 251 

27 大垣書店 本店 京都府 京都府京都市北区小山上総町 14   

28 ｼﾞｭﾝｸ堂書店大阪本店 大阪府 大阪市北区堂島 1-6-20 堂島ｱﾊﾞﾝｻ内 

29 紀伊國屋書店梅田本店 大阪府 大阪市北区芝田 1-1-3 阪急 3 番街 

30 MARUZEN&ｼﾞｭﾝｸ堂書店梅田店 大阪府 大阪市北区茶屋町 7-20 CHASAKA 茶屋町 5F 



 書店 都道府県 住所 1 住所 2 

31 清風堂 大阪府 大阪市北区曽根崎 2-11-6 安田信託ＢＫビル内 

32 ｼﾞｭﾝｸ堂書天満橋店 大阪府 大阪市中央区天満橋京町 1-1 京阪ｼﾃｨｰﾓｰﾙ 7F 

33 ｼﾞｭﾝｸ堂書店千日前店 大阪府 大阪市中央区難波千日前 12-7Y.E.S.NANBA ﾋﾞﾙ 

34 喜久屋書店阿倍野店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-31 ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 2F 

35 ｼﾞｭﾝｸ堂書店難波店 大阪府 大阪市浪速区湊町 1 ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ 

36 ｼﾞｭﾝｸ堂書店上本町店 大阪府 大阪市天王寺区上本町 6-1-55 近鉄百貨店 11 階 

37 ｼﾞｭﾝｸ堂書店三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮 1-6-18 三宮ｾﾝﾀｰ街 

38 海文堂書店 兵庫県 神戸市中央区 元町通 3-5-10 

39 ｼﾞｭﾝｸ堂書店西宮店 兵庫県 西宮市北口町 1-1 ｱｸﾀ西宮西館 4F 

40 紀伊國屋書店川西店 兵庫県 川西市栄町 11-1 ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽ 4F 

41 ｼﾞｭﾝｸ堂書店姫路店 兵庫県 姫路市豆腐町 222 プリエ姫路駅 2F 

42 ｼﾞｭﾝｸ堂書店明石店 兵庫県 明石市大明石町 1-6-7 明神ﾋﾞﾙＢ1・1・2Ｆ 

43 喜久屋書店北神戸店 兵庫県 神戸市北区上津台 8-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 2F 

44 啓林堂書店奈良ﾋﾞﾌﾞﾚ店 奈良県 奈良市小西町 27 奈良ﾋﾞﾌﾞﾚ B1F 

45 丸善岡山ｼﾝﾌｫﾆｰﾋﾞﾙ店 岡山県 岡山市北区表町 1-5-1   

46 喜久屋書店倉敷店 岡山県 倉敷市水江 1 番地 ｲｵﾝ倉敷ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F 

47 ﾌﾀﾊﾞ図書ｱﾙﾃｨ福山本店 広島県 福山市明神町 1-14-20   

48 紀伊國屋書店広島店 広島県 広島市中区基町 6-27 広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 6F 

49 丸善広島店 広島県 広島市中区胡町 5-22 天満屋広島八丁堀店 7・8F

50 ｼﾞｭﾝｸ堂書店広島駅前店 広島県 広島市南区松原町 9-1 福屋ﾋﾛｼﾏ駅前店 10F 

51 ﾌﾀﾊﾞ図書 TERA 広島府中店 広島県 安芸郡府中町大須 2-1-1-3022 ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中ｿﾚｲﾕ 3F 

52 今井書店ｸﾞﾙｰﾌﾟｾﾝﾀｰ店 島根県 松江市田和山町 88   

53 今井書殿町店 島根県 松江市殿町 63   

54 今井書店出雲店 島根県 出雲市高岡町 1237-1   

55 本の学校 今井ブックセンター 鳥取県 米子市新開 2-3-10 

56 今井書店吉成店 鳥取県 鳥取市叶 310   

57 紀伊國屋書店高松店 香川県 高松市丸亀町 13-2   

58 ｼﾞｭﾝｸ堂書店松山店 愛媛県 松山市千舟町 5-7-1 ｴｽﾊﾟﾙ松山ﾋﾞﾙ 1~6F 

59 ｼﾞｭﾝｸ堂書店那覇店 沖縄県 那覇市牧志 1-19-29   

 


