












1992年3月 大谷大学文学部史学科卒業
1996年3月 大谷大学大学院修士
 課程仏教文化専攻修了
1999年3月 大谷大学大学院博士
 後期課程仏教文化専攻
 満期退学
2003年4月 大谷大学講師
2012年4月 大谷大学准教授
2018年4月 大谷大学教授

　夏休みに入るとすぐチベットに出かけ、後
期の授業が始まっても帰国せず、帰国しても
すぐ挨拶に伺わない。「学内を変な人が歩い
ていました」との声を聞いて「ああ、三宅帰
ってきたんやな」と思わせる。決して真面目
な学生ではなかった私が、コメントするなど
おこがましいが、教員という立場となり、
色々な学生を見て振り返ってみると、先生か
ら学んだことの一つは「信じて温かく見守
る」ことの大切さであろう。

　東洋史出身ではなかった私の指導を引き受
けてくださったのも、漢民族中心の東アジア
史ではだめだという思いとともに、チベット
に対する何らかのシンパシーがあったからで
はないかと思う。東洋文庫（東京）で開催さ
れた講習会でチベット語を学んだことがある
とおっしゃっていらしたのを覚えている。と
なれば、ぜひ一度かの地を訪問していただき
たいと願っている。

〔略　歴〕
1936年 島根県に生まれる
1960年 大谷大学文学部 卒業（東洋史学）
1962年 大谷大学大学院修士課程 修了（仏教文化）
1966年 大谷大学大学院博士課程 単位取得（仏教文化）
1966年 大谷大学 助手
1972年 大谷大学 講師
1977年 大谷大学 助教授
1984年 大谷大学 教授
2002年 大谷大学 名誉教授

1983～1985年 大谷大学 図書館長
1988～1991年 大谷大学 学生部長
1992～1993年 大谷大学 大学院文学研究科長
1993～1996年 大谷大学 学監･文学部長（兼任）
1994～1994年 大谷大学 学監･事務局長（兼任）
1996～2000年 大谷大学 大学院文学研究科長
1999～2001年 大谷大学同窓会理事長
2005～2017年 大谷大学同窓会会長
 学校法人真宗大谷学園評議員
2006～2010年 真宗大谷派札幌別院輪番

〔専　門〕
アジア仏教史

〔著書と論文〕
『元朝治下における漢人一族の歩み』
『元朝治下華北の寺院』
『征朝王朝期における信仰形態』
　　　　　　　　　　　　　　その他
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福永　光祝 中出　愛里（2016文）
番坂　啓史（2007文） 前田　寛子
岡本　一輝 橋長みさき（2013文）
青山　高宏（2010文） 鈴木　麻世（2009文）
木下　翔吾（会　  友） 山本明日美
柿本　遼平（2008文） 北岡　　梓
奥　　雅也（2014文） 福田　歩未（2014文）
後藤　智道（2010博） 寺本　真悠（2008文）
村上　良顕（2013修） 暉　　　幸
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吉田　光信（2015文） 小山　愛果
尼﨑　皆登（会　  友） 平　侑理恵
三池　大地（2016修） 北本多笑美（2016修）
谷口　慎也 髙田　理可（会　  友）
村上　帰命（2013修） 田中　秀美
天山　信楽（2011修） 粟田　夏子
冨士澤　悠（2016修） 山田　真菜
野村　弘道（2009文） 高橋　法子（会　  友）
永澤　佳希 稲岡　智子（2013修）

直江　圭一 文学部 （1971） 2001.12.27
本田　祐隆 大学部 （1944） 2004.06.14
村上　義顕 文学部 （1964） 2013.11.02
安藤　昭雄 文学部 （1953） 2014.02.03
木原　清子 短　期 （1971） 2014.09.12
朝日　和子 文学部 （1983） 2014.09.19
杲　　昌玄 大専門 （1950） 2014.12.27
柴田　尚志 文学部 （1993） 2016.02.11
長沢　良宣 短　期 （1963） 2016.05.15
土生　重正 大専門 （1938） 2016.07.31
八耳　哲雄 大学部 （1950） 2016.09.24
堀口　禎則 文学部 （1986） 2017.03.01
首藤　静雄 文学部 （1958） 2017.03.10
柳原　早苗 短　期 （1973） 2017.03.22
瀧岡　昶尚 短　期 （1965） 2017.04.05
向井　　満 文学部 （1973） 2017.04.05
千羽　秀綱 大学部 （1948） 2017.04.06
小倉　自昭 文学部 （1961） 2017.04.15
冨田　　稔 文学部 （1963） 2017.04.22
月輪　闡昭 文学部 （1962） 2017.05.01
明山　安雄 修　士 （1963） 2017.05.11
都築　　淳 修　士 （1977） 2017.05.13
東　　正憲 修　士 （1964） 2017.05.26
田宮　宗英 大学部 （1947） 2017.06.14
稲沢　淳勝 修　士 （1974） 2017.06.16
橘　　公正 大学部 （1952） 2017.06.17
藤津　弘示 文学部 （1961） 2017.06.21
塚本　暉麿 文学部 （1960） 2017.06.23
金村　良照 文学部 （2010） 2017.06.28
加藤　義昭 文学部 （1958） 2017.07.06
江本　　深 大専門 （1950） 2017.07.07
原井　康雄 短　期 （1969） 2017.07.24
川瀬　武衞 文学部 （1959） 2017.07.28

赤松　　基 大学部 （1948） 2017.08.04
釈子　昭文 文学部 （1963） 2017.08.04
可児　賢了 大専門 （1948） 2017.08.09
木村　大乗 博　士 （1977） 2017.08.20
靍見　　紘 文学部 （1965） 2017.08.20
中川　　薫 文学部 （1960） 2017.08.22
菅原　　鈞 大学部 （1953） 2017.08.23
片山　円雄 大学部 （1953） 2017.08.28
藤井　　悟 文学部 （1963） 2017.09.05
三原　　尚 文学部 （1982） 2017.09.06
西　　圓明 文学部 （1958） 2017.09.13
藤原　昭然 短　期 （1955） 2017.09.16
毛利　成男 大学部 （1953） 2017.09.27
児島　　雅 文学部 （1961） 2017.10.03
波佐場　薫 大学部 （1942） 2017.10.10
佐久間　竜 大学部 （1951） 2017.10.16
栄部　有恒 文学部 （1958） 2017.10.19
天野　良典 短　期 （1976） 2017.10.20
小菅　光明 短　期 （1980） 2017.10.20
徳山　文秀 大専門 （1942） 2017.10.26
鎌倉　最正 修　士 （1974） 2017.11.01
島津　昌弘 文学部 （1960） 2017.11.05
西井　元昭 大学部 （1951） 2017.11.09
北村　宏史 文学部 （1978） 2017.11.25
元秋　　建 文学部 （1962） 2017.11.29
佐々木義淳 文学部 （1958） 2017.12.02
雲井　昭善 大学部 （1941） 2017.12.05
白木澤建生 文学部 （1979） 2017.12.07
宅見　康昭 文学部 （1981） 2017.12.18
清徳　光文 大学部 （1953） 2017.12.20
一楽　典次 大学部 （1951） 2017.12.25
永田　幸雄 文学部 （1975） 2017.12.25
経隆　　優 博　士 （1978） 2017.12.27

長崎　祐正 文学部 （1960） 2017.12.30
渡邊　　修 大学部 （1954） 2017.12.31
江口　貫練 文学部 （1956） 2018.01.03
田中　慶視 修　士 （1970） 2018.01.22
中山　一萱 博　士 （1971） 2018.01.22
佐橋　正司 修　士 （1974） 2018.01.24
越谷　泰夫 大学部 （1943） 2018.01.25
古川　円章 短　期 （1952） 2018.01.27
森本　昭栄 大予科 （1949） 2018.01.28
八田　入敞 短　期 （1960） 2018.02.18
杉山　　惺 短　期 （1962） 2018.02.22
今村　啓之 修　士 （1978） 2018.02.26
坂本　宗久 短　期 （1978） 2018.03.03
佐久間敬止 文学部 （1962） 2018.03.12
小原　慶正 文学部 （1957） 2018.03.17
本林　常令 文学部 （1956） 2018.03.18
桂華　淳祥 博　士 （1979） 2018.03.21
五辻　文昭 文学部 （1971） 2018.03.25
蓮　　智弘 文学部 （1997） 2018.03.29
宮田　廣運 文学部 （1961） 2018.04.07
武田　龍雄 大学部 （1948） 2018.04.11
長崎　　誠 大専門 （1942） 2018.04.11
塩谷　利英 短　期 （1964） 2018.04.21
景山なぎさ 修　士 （1984） 2018.04.23
林　　次郎 文学部 （1964） 2018.04.23
藤本　大量 文学部 （1958） 2018.04.24
山脇　　惇 大学部 （1953） 2018.05.15
伊藤　昭憲 文学部 （1991） 2018.06.04
佐々木舜峰 大学部 （1954） 2018.06.15
丹下　信行 文学部 （1971） 2018.06.28
宮部　　等 文学部 （1979） 2018.07.04
森川　善照 短　期 （1981） 2018.07.10






