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第 37回顕真週間を【10月 11日（火）～18日（火）】に開催します。 

顕真週間では、龍谷大学学友会宗教局６サークル（合唱団、仏教青年会、宗教教育部、伝道部、パイオニアク

ラブ、仏像研究会）が、建学の精神の普及と研鑽をはかるべく、報恩講（10月 18日）を中心とした数日間にさ

まざまな催しや日頃の活動の成果を発表します。 

今年度は「光闡（こうせん）」をテーマに、対面開催を主としてさまざまな催しを行います。皆さまのご参加

を心よりお待ちしています。 

 

【主なイベント（紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=TUgtNiNnf-M）】 

〇宗教文化講演会 

顕真週間のメインイベント。今回は、東京工業大学の中島 岳志 教授より「利他と他力」とのテーマでお話し

いただきます。また、パネリストとして入澤 崇 学長（文学部）と清水 耕介 教授（国際学部）をお呼び

し、3人によるパネルディスカッションを行います。オンラインでも配信予定です。 

（協賛：龍谷大学学友会十学部合同学生会） 

 

■日時・場所：10月 14日（金）17:30～19:30 深草学舎 顕真館 

※入場無料 

※オンラインでの視聴を希望される方は以下の Googleフォームよりお申し込みください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wZn8LRTPe8GdMMFaNd-FB-H-nvOLbZGL5ih75-

IYYdzhxg/viewform 

 

〇顕真グランプリ 

今年度は、「特技」、「スマブラ」、「短歌」の 3つの部門にて開催！ 

より多くの方が自身の芸や能力を発揮できる企画となっています。 

 

＜特  技＞ 

■日時・場所：10月 15日（土）13:00～15:00 深草学舎 成就館 4階メインシアター 

 ※出場募集は終了いたしました。 

 

＜スマブラ＞ 

■日時・場所：10月 15日（土）16:00～20:00 深草学舎 成就館 4階メインシアター 

 ※出場者募集中！（以下の Googleフォームよりご応募ください。）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Ll7FLL2CdL2An_pnPm1jtNKYM4MLJQdhDvsMbjvg_AA

xhA/viewform 

https://www.youtube.com/watch?v=TUgtNiNnf-M
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wZn8LRTPe8GdMMFaNd-FB-H-nvOLbZGL5ih75-IYYdzhxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-wZn8LRTPe8GdMMFaNd-FB-H-nvOLbZGL5ih75-IYYdzhxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Ll7FLL2CdL2An_pnPm1jtNKYM4MLJQdhDvsMbjvg_AAxhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Ll7FLL2CdL2An_pnPm1jtNKYM4MLJQdhDvsMbjvg_AAxhA/viewform
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＜短  歌＞ 

■募集期間：10月 7日（金）まで（以下の Googleフォームよりご応募ください。） 

※入賞者には 10月 18日（月）16:00～顕真館にて表彰式を行います！  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_Dsa1ZCMj3bxe1gjPMsMs39XO8NfpiZammkai9LY57_

HyQ/viewform 

■展  示：10月 11日（火）～10月 14日（金） 深草学舎 顕真館 

■朗 読 会：10月 13日（木）15:00～17:00 深草学舎 顕真館 

 

〇念珠づくり 

普段から身につけられる腕輪念珠の創作体験！オリジナルマイ念珠がつくれます！ 

参加料は無料です。お気軽にご参加ください。 

 

■日時・場所： 

10月 11日（火）13:00～17:00 深草学舎 顕真館前（雨天時：深草学舎 成就館 1階） 

10月 12日（水）13:00～17:00 深草学舎 顕真館前（雨天時：深草学舎 成就館 1階） 

10月 13日（木）10:00～17:00 深草学舎 顕真館前（雨天時：深草学舎 成就館 1階） 

10月 14日（金）10:00～15:30 深草学舎 顕真館前（雨天時：深草学舎 成就館 1階） 

10月 17日（月）11:00～16:00 大宮学舎 南 黌 前（雨天時：南黌 106・107教室） 

 

〇「灯」 

夜のキャンパスを数多のキャンドルライトで彩ります。 

幻想的な灯の写真を撮って、周囲への感謝の言葉と共に共有しよう！ 

 

■日時・場所： 

10月 11日（火）17:30～20:00 深草学舎 顕真館前 

10月 13日（木）17:30～20:00 深草学舎 顕真館前 

10月 17日（月）17:00～19:30 大宮学舎 本館前 

 

〇Let’s go!お西さん!!（本願寺ツアー） 

普段は見ることのできない国宝の書院や飛雲閣を見に行こう！手作り匂い袋体験（協賛：負野薫玉堂）や 

龍谷ミュージアム 1階の café ritaでのコーヒータイム（協賛：café rita）もあります！ 

 

■日時・場所：10月 17日（月）①10:00～13:00 ②13:30～16:30 大宮学舎 本館前スタート 

■定員：各時間帯 30名ずつ 

■申込方法：事前予約制（以下の Googleフォームよりお申し込みください。） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZeQqNDzkFLFm0jQPGQfXBwXx6Vgyxkc4vWaabgmlY5Y

b_qw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_Dsa1ZCMj3bxe1gjPMsMs39XO8NfpiZammkai9LY57_HyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_Dsa1ZCMj3bxe1gjPMsMs39XO8NfpiZammkai9LY57_HyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZeQqNDzkFLFm0jQPGQfXBwXx6Vgyxkc4vWaabgmlY5Yb_qw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZeQqNDzkFLFm0jQPGQfXBwXx6Vgyxkc4vWaabgmlY5Yb_qw/viewform
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〇けんしん大抽選会！ 

各種イベントに参加して景品を当てよう！ 

 

＜スタンプラリー＞ 

■期間：10月 11日（火）～10月 18（火） 

 

＜抽選会＞ 

■日時・場所：10月 18（火）13:00～15:00 成就館 4階メインシアター 

 

〇顕真カフェ 

「Café Ryukoku & 」と提携し、顕真週間限定メニューを提供します！ 

この期間にしか味わえないメニュー「けんしん蕎麦」などを是非ご賞味ください。 

 

■期間：10月 3日（月）～10月 14日（金） ／ 提供時間：10:30～13:30 

■場所：Café Ryukoku &（成就館 1階） 

■価格：600円（税込） ※蕎麦大盛りはプラス 100円 
 

〇献血 

コロナ禍により献血が減少し、輸血用の血液が不足しています。 

誰かのいのちのために、ご協力をお願いします。 

※ご協力いただいた方にお礼品をお渡しします。 

 

■日時・場所：10月 12日（水） 

①10:30～13:00 ②14:30～16:40 深草学舎 メインストリート（丸池付近） 

 

 

 

【協賛行事】 

〇朝法話（伝道部：Twitter→https://twitter.com/dendoubu） 

顕真週間は学内外問わず、さまざまな人が浄土真宗について触れる機会であると考えています！ 

そこで伝道部員が味わわせていただいた浄土真宗の教えのありがたさを朝法話として発表させて 

いただきます。 

 

■日時・場所：10月 11日（火）～10月 17日（月） 朝勤行（8:40～）にて 深草学舎 顕真館 

 

https://twitter.com/dendoubu
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〇第 1 回顕真週間合唱コンサート（合唱団：Twitter→https://twitter.com/ryukokuchorus） 

男声合唱団×混声合唱団ラポールが統合し、新たに合唱団となりました！ 

合唱団としては顕真週間での初のミニコンサートとなります。 

仏教讃歌を含んだ合唱曲を奏でますので、是非足をお運びください！ 

 

■日時・場所：10月 12日（水）17:30～18:00 深草学舎 顕真館 

 

〇ボードゲームサンガ（仏教青年会：Twitter→https://twitter.com/Ryudaibussei） 

コロナ禍により人と出会うご縁が少なくなった今日に、ゲームを通じて人とのつながりを感じて 

いただければと考えています！ぜひお越しください！ 

 

■日時・場所：10月 15日（土）12:00～16:00 深草学舎 成就館 4階 Sozo Square1（メインシアター横） 

〇『るる仏』の展示「読んで感じる阿弥陀仏様」（仏像研究会：Twitter→

https://twitter.com/r_bukken） 

『るる仏』には、寺院探訪記や寄稿者レポートを掲載しています！ 

寺院や仏像に興味がある方、普段はあまり関わりのない方も、この機会にぜひお越しください！ 

 

■日時・場所：10月 15日（土）10:00～16:00 深草学舎 成就館 J403 

 

〇日曜学校大会（宗教教育部：Twitter→https://twitter.com/syuiku1921） 

今年も「日曜学校大会」を開催します！人形劇を中心とした参加型のステージとなっているため、 

子どもから大人まで楽しい時間を過ごせること間違いなしです！ 

私たちと一緒に楽しく阿弥陀仏のみ教えを学んでいきましょう！ 

※コロナ禍のため、参加者を限定しております。 

 

 

 

コロナ禍のため、各イベントの入場を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

【顕真週間実行委員会】 

Twitter → https://twitter.com/kenshin_shukan 

E-mail → ryukoku.kenshin@gmail.com 

 

 

https://twitter.com/ryukokuchorus
https://twitter.com/Ryudaibussei
https://twitter.com/r_bukken
https://twitter.com/syuiku1921
https://twitter.com/kenshin_shukan
mailto:ryukoku.kenshin@gmail.com
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顕真週間とは？ 

 

建学の精神として龍谷大学の基盤を成している「親鸞聖人の精神」を、宗教局 6サークルが一丸となって学内

外に普及、研鑽するために、報恩講を中心とした前後 1週間程度にかけて開催する行事です。本来、報恩講とは

親鸞聖人の御命日である 1月１６日に行われる法要のことを指しますが、龍谷大学では 1639年に本学の前身で

ある学寮を設立された本願寺第１３代良如上人の御命日（10月 18日）を報恩講として定められています。 

 昭和 42年に本願寺会館ホールで初めて行われた宗教文化講演会が顕真週間の前身です。その後、宗教文化講

演会は学友会館大ホールに場所を移して行われていましたが、昭和 59年に深草学舎に顕真館が設立されたこと

に伴い、顕真週間と名をかえて新たなスタートを切りました。そして宗教文化講演会も顕真週間の一つの宗教局

最大の行事となっています。 

 

 

 

第 37 回テーマ「光闡（こうせん）」 

 

 SNSが普及し、誰でも様々な情報を発信し、閲覧することができるようになりました。その中で誤った情報な

ども多く発信されてしまっています。そこで「正しく伝える」ということの大切さを感じる機会としたいと考え

ています。 

 「光闡」は親鸞聖人の『顕浄土真実教行証文類』の「行文類」終わりにおさめられる「正信念仏偈」の中に出

てくる御文です。この「光闡」には教えを正しく広めるといった意味があります。私たち顕真週間実行委員会は

浄土真宗の精神でもある、龍谷大学の建学の精神を学内外に普及・研鑽する委員会です。このテーマのもと建学

の精神を普及・研鑽し、よりよい行事としていくよう努めてまいります。 

 

 

 

顕真週間実行委員会 


