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特集「英語で学ぼう浄土真宗」

What's that singing I 
hear coming from that  
building?
建物から音楽が聞こえて
くるね。なんだろう？ 

Oh, a Buddist priest. What 
is sutra chanting?
お坊さんですね。お経のお
つとめってなんですか？

What you heard was chanting 
of Shoshinge .  Al low me to 
explain. Let's go into the hall.
歌のように聞こえていたのは「正信偈」
をとなえていた声です。詳しく説明し
ましょう。さあ、本堂の中にどうぞ。

私が説明しましょう！

Hello, allow me!

ちょっと、すみません。ここはお寺
ですよね。建物の中から聞こえる歌
について教えてほしいのですが。

Excuse me. Is this a Buddhist 
temple? We would like to know 
about the singing from that 
building.

Yes, this is a Jodo Shinshu temple. 
We are members of this temple. 
What you are hearing is called sutra 
chanting. Let's see... how do I 
explain...
はい。ここは浄土真宗のお寺ですよ。
私たちは、このお寺の門徒です。あ
れは、お経のおつとめです。う～ん、
どう言えばいいのかな。 

　２０２０年、東京オリンピック・パラリンピックの年
が幕開けです。世界中からたくさんの方が日本に来られ
て、交流の機会も増えるはず。お寺で「エクスキューズ
ミー！」と声をかけられることもあるかもしれません。
あるお寺に外国の家族が訪れました…（２面に続く）。
　また３面では、日本語と英語、言語の違いを知ること
でみ教えを味わっていきましょう。
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５面 新春の大谷家
ご門主 年頭の辞

「惑うことなく
ただこの道を
たずねてゆけ」
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There are so many people!

わあ、人がたくさん集まっている。

Shinran Shonin?

親鸞聖人って？

Why are these people 

gathered here today?

今日はなぜ集まっているの？

Shinran Shonin is the founder of the Jodo 

Shinshu teaching. He was a Buddhist priest 

during the 13 th century. 2023 will mark the 850 th 

anniversary of his birth.

浄土真宗を開かれた方です。日本の鎌倉時代に活躍さ
れたお坊さんで、2023年にご誕生850年を迎えます。

What is the Jodo Shinshu teaching like?

浄土真宗ってどんな教えですか？

This is an o-nenju. We hold it like 

this when we greet the Buddha.

お念珠だよ。こうやって
仏さまを拝むんだ。

What's that?

それ何？

A memorial service for Shinran Shonin is held on the 

16 th of every month. Temple members and their friends 

gather here to chant sutras together and listen to talks 

on the Buddhist teaching.

今日は16日で、親鸞聖人のご命日の法要をつとめています。
ご門徒が集まって、お経を読んで仏さまの教えを聞くんです。

Shinran Shonin taught us about the Buddha named Amida, who aspires to 

save us who constantly suffer from our own self-centered desires. Amida's 

compassion embraces and guides us to become a Buddha. By sharing the 

Jodo Shinshu teaching, Shinran Shonin encourages us to recite the 

Buddha's Name, Namo Amida Butsu, in appreciation.

親鸞聖人は、苦しみ悩みながら生きる私たちを救いたいと願い、はたらいてく
ださっている阿弥陀如来という仏さまのことを教えてくださいました。それは
「ナモアミダブツ」と阿弥陀さまのお名前をとなえ、仏になる教えです。

お経はお釈迦さまの教えを言葉にまとめたもの
で、「正信偈」は親鸞聖人がお経を解釈して著
された浄土真宗の大切な聖典です。

Sutras are written records of Sakyamuni 

Buddha's teaching. Shoshinge is an 

important scripture of the Jodo Shinshu 

Buddhist tradition and was written by 

Shinran Shonin.
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