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仏教関連人名・用語読み方
雑記帳

　
　
　
専門書等の点訳のときに出てきた仏教関係の漢字の読み方をまとめたものです。
これらは、ほんの一部にすぎませんが、何かのお役に立てばと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年10月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山和子
　
　

　
　　仏教関連人名・用語読み方雑記帳
これまでに点訳した語の読み方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山和子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年10月28日
　



　
　　あ行
阿含　　　　　あごん
阿私　　　　　あし
阿闍世　　　　あじゃせ
阿修羅王　　　あしゅらおう
阿那律　　　　あなりつ
阿南　　　　　あなん
阿難　　　　　あなん
阿毘達磨　　　あびだつま
阿毘達磨倶舍釋論　　あびだつま　くしゃしゃくろん
阿羅漢果　　　あらかんか　（小乗の悟り)
安楽行品　　　あんらくぎょうほん
一乗　　　　　いちじょう　(法華経の教えを指す）
一念信解　　　いちねん　しんげ
市聖　　　　　いちのひじり
一切衆生悉有仏性　いっさい　しゅうじょう　しつう　ぶっしょう
一遍　　　　　いっぺん
印契　　　　　いんげい　（両手の指を組み合わせること）
優婆夷　　　　うばい
優婆塞　　　　うばそく
優婆離　　　　うばり
有部　　　　　うぶ　（「説一切有部」の略）
栄西　　　　　えいさい
叡尊　　　　　えいぞん
慧遠　　　　　えおん
慧可　　　　　えか
慧学　　　　　えがく
慧観　　　　　えかん
慧灌　　　　　えかん
依義判文　　　えぎ　はんもん
恵光　　　　　えこう
回向発願心　　えこう　ほつがんしん
慧思　　　　　えし
懐譲　　　　　えじょう
円珍　　　　　えんちん
円仁　　　　　えんにん
延暦寺　　　　えんりゃくじ
於阿耨多羅　　おあの　くたら
御講聞書　　　おんこう　ききがき
園城寺　　　　おんじょうじ
　
　　か行
戒学　　　　　かいがく
開元釈教録　かいげん　しゃっきょうろく
戒師　　　　　かいし
覚賢　　　　　かくけん
覚鑁　　　　　かくばん
過去現在因果経　かこ　げんざい　いんがきょう



過去現在因果経　かこ　げんざい　いんがきょう
迦葉　　　　　かしょう
迦葉摩騰　　　かしょう　まとう
迦旃延　　　　かせんねん
月婆首那　　　がつばしゅな
桓玄　　　　　かんげん
元照　　　　　がんじょう
鑑真　　　　　がんじん
灌頂　　　　　かんぢょう
観無量寿経　　かんむりょうじゅ　きょう
義介　　　　　ぎかい
亀茲　　　　　きじ
義淨　　　　　ぎじょう
軌生物解　　　きしょうもつげ
起信論　　　　きしんろん　（大乗起信論の略）
吉蔵　　　　　きちぞう
教行信証　　　きょうぎょうしんしょう
経典　　　　　きょうてん
凝然　　　　　ぎょうねん
行表　　　　　ぎょうひょう
金人　　　　　きんじん　（黄金の仏像）
空　　　　　　くう
空理　　　　　くうり
倶舎論　　　　くしゃろん
口伝　　　　　くでん
弘忍　　　　　ぐにん
鳩摩羅什　　　くまらじゅう
瑩山　　　　　けいざん
解空　　　　　げくう
華厳経　　　　けごんきょう
華厳宗　　　　けごんしゅう
解深密経　　　げじんみっきょう
解脱　　　　　げだつ
結集　　　　　けつじゅう
仮名　　　　　けみょう
玄奘　　　　　げんじょう
現世利益　　　げんせ　りやく
業　　　　　　ごう
広為他説　　　こういたせつ
合一　　　　　ごういつ
業感　　　　　ごうかん
高弁　　　　　こうべん
五戒　　　　　ごかい
乞食行　　　　こつじきぎょう
金剛乗　　　　こんごうじょう　（真言密教の別称）
金剛頂経　　　こんごう　ちょうきょう
金剛峯寺　　　こんごうぶじ
近事男　　　　ごんじなん
　



　
　　さ行
座主　　　　　ざす
三界　　　　　３がい
三学　　　　　３がく　(戒学・定学・慧学)
三蔵　　　　　さんぞう
三宝　　　　　さんぼう
三論宗　　　　さんろんしゅう
殺阿羅漢　　　しあらかん
只管打坐　　　しかん　たざ
四弘誓願　　　しぐ　せいがん
竺法欄　　　　じくほうらん
四諦　　　　　したい
実有論　　　　じつうろん
實叉難陀　　　じっしゃなんだ
集諦　　　　　じったい
失譯　　　　　しつやく
慈愍　　　　　じみん
釈迦牟尼　　　しゃかむに
釈迦牟尼世尊　しゃかむに　せそん
娑伽羅龍王　　しゃから　りゅうおう
沙弥十戒　　　しゃみ　じっかい
沙門　　　　　しゃもん　(お坊さん)
舎利弗　　　　しゃりほつ
十地経　　　　じゅうじきょう
十住毘婆沙論　じゅうじゅう　びばしゃろん
十二門論　　　じゅうにもんろん
出三蔵記集　　しゅつ　さんぞう　きしゅう
須菩提　　　　しゅぼだい
寿量品　　　　じゅりょうほん
定学　　　　　じょうがく
上座部　　　　じょうざぶ　（仏教の一派）
成実　　　　　じょうじつ
上首　　　　　じょうしゅ
小乗　　　　　しょうじょう
清信士　　　　しょうしんじ
摂大乗論　　　しょうだいじょうろん
浄土教　　　　じょうどきょう
清弁　　　　　しょうべん
正法眼蔵　　　しょうぼう　げんぞう
勝鬘経　　　　しょうまんぎょう
青目　　　　　しょうもく
成唯識論　　　じょうゆいしきろん　（玄奘の訳）
支婁迦讖　　　しるかせん
真言宗　　　　しんごんしゅう
深信観成　　　じんしかんじょう
審祥　　　　　しんじょう
神仙　　　　　しんせん
真諦　　　　　しんだい



真諦　　　　　しんだい
陳那　　　　　じんな
陳那菩薩　　　じんな　ぼさつ
神会　　　　　じんね
親鸞　　　　　しんらん
随喜功徳品　　ずいき　くどくほん
嵩山　　　　　すうざん
頭陀　　　　　ずだ
世親　　　　　せしん　（僧の名）
説一切有部　　せつ　いっさい　うぶ
禅宗　　　　　ぜんしゅう
善智識　　　　ぜんちしき
善導　　　　　ぜんどう
泉涌寺　　　　せんにゅうじ
善無畏　　　　ぜんむい
僧肇　　　　　そうじょう
曹洞宗　　　　そうとうしゅう
　
　　た行
大衆部　　　　だいしゅぶ
大乗　　　　　だいじょう
大乗起信論　　だいじょう　きしんろん
大智度論　　　だいちどろん
提婆　　　　　だいば　（「提婆達多」の略）
提婆達多　　　だいばだった
大毘婆沙論　　だいびばしゃろん
多聞　　　　　たもん
達磨　　　　　だるま
歎異抄　　　　たんにしょう
中観派　　　　ちゅうかんは
中論　　　　　ちゅうろん　（竜樹の書）
中論頌　　　　ちゅうろんしょう
天眼　　　　　てんげん
天親　　　　　てんじん　（僧の名）
天台宗　　　　てんだいしゅう
天然自性身　　てんねん　じしょうしん
天王　　　　　てんのう
天友　　　　　てんゆう
天友菩薩　　　てんゆう　ぼさつ
道行般若経　　どうぎょう　はんにゃきょう
道元　　　　　どうげん
道綽　　　　　どうしゃく
道生　　　　　どうしょう
道邃　　　　　どうずい
悳慧法師　　　とくえ　ぼさつ
曇鸞　　　　　どんらん
　
　　な行
尼倶盧陀　　　にくりだ



尼倶盧陀　　　にくりだ
日蓮　　　　　にちれん
如来　　　　　にょらい
任持自性　　　にんじ　じしょう
忍性　　　　　にんしょう
涅槃　　　　　ねはん
　
　　は行
婆薮盤豆　　　ばそばんど
婆稚阿修羅王　ばち　あしゅらおう
八戒　　　　　はっかい
八正道　　　　はっしょうどう
波羅蜜　　　　はらみつ
破和合僧　　　はわごうそう
般若　　　　　はんにゃ
比丘　　　　　びく
白蓮　　　　　びゃくれん
賓度羅跋羅堕闍　びんどら　ばらだじゃ
不飲酒　　　　ふおんじゅ
不邪淫　　　　ふじゃいん
不殺生　　　　ふせっしょう
浮陀跋摩　　　ふだばつま
不偸盗　　　　ふちゅうとう
仏護　　　　　ぶつご
仏陀　　　　　ぶっだ
仏図澄　　　　ぶっとちょう
弗若多羅多　　ふつにゃ　たらた
不妄語　　　　ふもうご
富楼那　　　　ふるな
分別功徳品　　ふんべつ　くどくほん
法苑珠林　　　ほうおん　じゅりん
法然　　　　　ほうねん
法礪　　　　　ほうれい
菩提　　　　　ぼだい
法華経　　　　ほっけきょう
発智論　　　　ほっちろん
本地垂迹　　　ほんじ　すいじゃく
本因妙　　　　ほんにんみょう
本来本法性　　ほんらい　ほんぽっしょう
　
　　ま行
摩訶倶絺羅　 まかくちら
末法　　　　　まっぽう
密行　　　　　みつぎょう
明恵　　　　　みょうえ
弥勒　　　　　みろく
無著　(無着)　むじゃく
無明　　　　　むみょう
無量光　　　　むりょうこう



無量光　　　　むりょうこう
無量寿　　　　むりょうじゅ
馬鳴菩薩　　　めみょう　ぼさつ
　
　　や行
唯識派　　　　ゆいしきは
維摩経　　　　ゆいまきょう
瑜伽行　　　　ゆかぎょう　（唯識と同じ。学説の一つ）
涌出品　　　　ゆじゅつほん
　
　　ら行
羅睺跋多羅　　らごばだら
羅睺羅　　　　らごら
羅睺羅跋多羅　らごら　ばだら
律宗　　　　　りっしゅう
離婆多　　　　りはた
略解言趣　　　りゃくげごんしゅ
龍樹（竜樹）　りゅうじゅ
竜女　　　　　りゅうにょ
臨済宗　　　　りんざいしゅう
輪廻　　　　　りんね
霊空　　　　　れいくう
霊空光謙　　　れいくう　こうけん
隷跋多　　　　れいばつた
蓮華比丘尼　　れんげ　びくに
良弁　　　　　ろうべん
　
END
 


