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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

1 　鞋 　あい

2 　赤幡 　あかはた

3 　下語 　あぎょ

4 　下炬 　あこ

5 　下火 　あこ

6 　朝午時 　あさごじ

7 　下堂 　あどう

8 　下堂槌 　あどうつい

9 　阿那 　あな

10 　阿那菩底 　あなぼてい

11 　阿那菩底大和尚 　あなぼていだいおしょう

12 　阿難 　あなん

13 　阿難像法語 　あなんぞうほうご

14 　阿難陀 　あなんだ

15 　阿難陀大和尚 　あなんだだいおしょう

16 　下鉢 　あはつ

17 　下鉢の法 　あはつのほう

18 　下鉢版 　あはつはん

19 　安位 　あんい

20 　安位諷経 　あんいふぎん

21 　安位諷経回向文 　あんいふぎんえこうもん

22 　安位仏事 　あんいぶつじ

23 　行脚 　あんぎゃ

24 　行脚法 　あんぎゃほう

25 　安下 　あんげ

26 　安下処 　あんげしょ

27 　安居 　あんご

28 　安座点眼 　あんざてんげん

29 　行者 　あんじゃ

30 　安詳 　あんしょう

31 　安心 　あんじん

32 　安禅 　あんぜん

33 　安陀 　あんだ

34 　安陀会 　あんだえ

35 　安名 　あんみょう

36 　安楽品 　あんらくぼん

37 　安楽品拳経 　あんらくぼんこきょう

38 　安楽品拳経法 　あんらくぼんこきょうほう

39 　安楽品打鏧 　あんらくぼんたけい

40 　安楽品打鏧法 　あんらくぼんたけいほう

41 　行李 　あんり

42 　行履 　あんり

43 　行履調査 　あんりちょうさ

44 　行李物 　あんりもつ

45 　行履物 　あんりもつ

46 　行録 　あんろく

47 　咦 　い

48 　噫 　い

49 　威儀 　いいぎ

50 　威音 　いおん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

51 　威音已前 　いおんいぜん

52 　威音已前事 　いおんいぜんのじ

53 　威音那畔事 　いおんなはんのじ

54 　椸架 　いか

55 　衣架 　いか

56 　椸架飯嚢 　いかはんのう

57 　移龕 　いがん

58 　移龕師 　いがんし

59 　移龕諷経 　いがんふぎん

60 　移龕諷経回向文 　いがんふぎんえこうもん

61 　威儀即仏法 　いぎそくぶつぽう

62 　惟儼 　いげん

63 　委悉 　いしつ

64 　維室 　いしつ

65 　維室黙仙 　いしつもくせん

66 　為宗 　いしゅう

67 　為宗仲心 　いしゅうちゅうしん

68 　違順 　いじゅん

69 　韋駄尊 　いだそん

70 　韋駄尊天像法語 　いだそんてんぞうほうご

71 　韋駄天諷経 　いだてんふぎん

72 　韋駄天諷経回向文 　いだてんふぎんえこうもん

73 　一挨一拶 　いちあいいっさつ

74 　一会 　いちえ

75 　一会一切会 　いちえいっさいえ

76 　一会結制 　いちえけっせい

77 　一下 　いちげ

78 　一夏 　いちげ

79 　一夏九旬 　いちげくじゅん

80 　一字関 　いちじかん

81 　一字禅 　いちじぜん

82 　一字不説 　いちじふせつ

83 　一弾指 　いちだんし

84 　一瓣香 　いちべんこう

85 　一明一切明 　いちみょういっさいみょう

86 　一模脱出 　いちもにだっしゅつす

87 　一絡索 　いちらくさく

88 　揖 　いつ

89 　揖食 　いつしき

90 　揖食 　いつじき

91 　一州 　いっしゅう

92 　一州正伊 　いっしゅうしょうい

93 　揖請 　いつしょう

94 　五七日 　いつなぬか

95 　一拝 　いっぱい

96 　一拜 　いっぱい

97 　維那 　いの

98 　維那揖請 　いのいつしょう

99 　維那 　いのう

100 　井上秀天 　いのうえしゅうてん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

101 　維那検炉 　いのけんろ

102 　維那告報 　いのこうほう

103 　位牌書法 　いはいしょほう

104 　為璠 　いばん

105 　以仏 　いぶつ

106 　以仏伝仏 　いぶつでんぶつ

107 　以法 　いほう

108 　以法伝法 　いほうでんぽう

109 　異類中行 　いるいちゅうぎょう

110 　彩幡 　いろばた

111 　彩幡四流 　いろばたしりゅう

112 　意路不到 　いろふとう

113 　引鏧 　いんきん

114 　院宰 　いんさい

115 　引請 　いんじょう

116 　引請師 　いんじょうし

117 　引導法語 　いんどうほうご

118 　因脈 　いんみゃく

119 　因脈会 　いんみゃくえ

120 　因脈会作法 　いんみゃくえさほう

121 　因脈会日鑑 　いんみゃくえにっかん

122 　因脈授与 　いんみゃくじゅよ

123 　隠寮 　いんりょう

124 　回礼 　ういれい

125 　請拝 　うけのはい

126 　請拜 　うけのはい

127 　請けの拝 　うけのはい

128 　請けの拜 　うけのはい

129 　内諷経 　うちふぎん

130 　欝多羅 　うったら

131 　右遶 　うにょう

132 　右遶三帀 　うにょうさんそう

133 　優婆 　うば

134 　優婆夷 　うばい

135 　優婆夷到着帳 　うばいとうちゃくちょう

136 　優婆毱多 　うばきくた

137 　優婆毱多大和尚 　うばきくただいおしょう

138 　優婆塞 　うばそく

139 　優婆塞到着帳 　うばそくとうちゃくちょう

140 　盂蘭盆施食会疏 　うらぼんせじきえしょ

141 　盂蘭盆施食会疏可漏 　うらぼんせじきえしょかろ

142 　盂蘭盆前施食会 　うらぼんぜんせじきえ

143 　盂蘭盆前施食会回向文 　うらぼんぜんせじきええこうもん

144 　盂蘭盆前施食会供物 　うらぼんぜんせじきえくもつ

145 　盂蘭盆前施食会供物法 　うらぼんぜんせじきえくもつほう

146 　盂蘭盆大施食会 　うらぼんだいせじきえ

147 　盂蘭盆大施食会回向文 　うらぼんだいせじきええこうもん

148 　盂蘭盆大施食会供物 　うらぼんだいせじきえくもつ

149 　盂蘭盆大施食会諷経 　うらぼんだいせじきえふぎん

150 　盂蘭盆大施食会両班焼香 　うらぼんだいせじきえりょうばんしょうこう
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

151 　盂蘭盆大施食会両班焼香法 　うらぼんだいせじきえりょうばんしょうこうほう

152 　雲巖 　うんがん

153 　雲巖曇晟 　うんがんどんじょう

154 　雲巖曇晟大和尚 　うんがんどんじょうだいおしょう

155 　雲鼓 　うんく

156 　雲渓 　うんけい

157 　雲居 　うんご

158 　雲居道膺 　うんごどうよう

159 　雲居道膺大和尚 　うんごどうようだいおしょう

160 　雲孫 　うんそん

161 　雲堂 　うんどう

162 　雲衲 　うんのう

163 　雲衲霞袂 　うんのうかべい

164 　雲版 　うんばん

165 　雲版 　うんぱん

166 　雲兄水弟 　うんぴんすいてい

167 　英種 　えいしゅ

168 　英仲 　えいちゅう

169 　英仲法俊 　えいちゅうほうしゅん

170 　永平 　えいへい

171 　永平下 　えいへいか

172 　永平義雲 　えいへいぎうん

173 　永平義演 　えいへいぎえん

174 　永平高祖 　えいへいこうそ

175 　永平高祖大和尚 　えいへいこうそだいおしょう

176 　永平広録 　えいへいこうろく

177 　永平清規 　えいへいしんぎ

178 　永平道元 　えいへいどうげん

179 　永平曇希 　えいへいどんぎ

180 　永平門徒 　えいへいもんと

181 　永璵 　えいよ

182 　慧印 　えいん

183 　慧応 　えおう

184 　慧可 　えか

185 　衣架飯嚢 　えかはんのう

186 　懐鑒 　えかん

187 　益之 　えきし

188 　益之正謙 　えきししょうけん

189 　奕堂 　えきどう

190 　回光 　えこう

191 　廻光 　えこう

192 　廻向 　えこう

193 　回向 　えこう

194 　回向偈焼香 　えこうげしょうこう

195 　回向双紙伝致 　えこうぞうしでんち

196 　回向双紙伝致法 　えこうぞうしでんちほう

197 　回向塔 　えこうとう

198 　廻光返照 　えこうへんしょう

199 　回向法 　えこうほう

200 　回向文 　えこうもん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

201 　慧済 　えさい

202 　慧春 　えしゅん

203 　懐奘 　えじょう

204 　回心 　えしん

205 　廻心 　えしん

206 　慧超問仏 　えちょうもんぶつ

207 　慧徹 　えてつ

208 　慧日 　えにち

209 　慧能 　えのう

210 　衣鉢 　えはつ

211 　衣鉢侍者 　えはつじしゃ

212 　衣法 　えほう

213 　衣法相伝 　えほうそうでん

214 　慧命 　えみょう

215 　慧明 　えみょう

216 　縁觀 　えんかん

217 　円鏡 　えんきょう

218 　円鏡図 　えんきょうず

219 　円鏡調印式 　えんきょうちょういんしき

220 　円見 　えんけん

221 　宴坐 　えんざ

222 　円旨 　えんし

223 　円寂 　えんじゃく

224 　延寿 　えんじゅ

225 　延寿堂 　えんじゅどう

226 　延寿堂主 　えんじゅどうしゅ

227 　円昭 　えんしょう

228 　円相 　えんそう

229 　円陀陀地 　えんだだち

230 　掩土 　えんど

231 　掩土諷経回向文 　えんどふぎんえこうもん

232 　応機接物 　おうきせつもつ

233 　応供 　おうぐ

234 　応供師 　おうぐし

235 　応供諷経 　おうぐふぎん

236 　応供諷経回向文 　おうぐふぎんえこうもん

237 　黄頭 　おうず

238 　横説豎説 　おうせつじゅせつ

239 　奥龍 　おうりゅう

240 　応量器 　おうりょうき

241 　大幡 　おおばた

242 　置茶湯 　おきぢゃとう

243 　置蜜湯 　おきみっとう

244 　屋裏 　おくり

245 　送鏧子 　おくりげいす

246 　送問訊 　おくりもんじん

247 　越格 　おっかく

248 　越渓 　おっけい

249 　越渓麟易 　おっけいりんえき

250 　和南 　おな
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

251 　和南 　おなん

252 　帯可漏 　おびがろ

253 　帯可漏書法 　おびがろしょほう

254 　穏坐 　おんざ

255 　客行 　かあん

256 　契 　かい

257 　契会 　かいえ

258 　開関 　かいかん

259 　開基正忌準例 　かいきしょうきじゅんれい

260 　開基正忌諷経 　かいきしょうきふぎん

261 　戒金 　かいきん

262 　戒金容納 　かいきんようのう

263 　開口 　かいく

264 　解夏 　かいげ

265 　解夏上堂 　かいげじょうどう

266 　戒源 　かいげん

267 　開眼 　かいげん

268 　戒源師 　かいげんし

269 　戒源師諷経 　かいげんしふぎん

270 　戒源師諷経回向文 　かいげんしふぎんえこうもん

271 　開眼法語例 　かいげんほうごれい

272 　契悟 　かいご

273 　開講 　かいこう

274 　開山月忌 　かいさんがっき

275 　開山月忌回向文 　かいさんがっきえこうもん

276 　開山月忌略回向文 　かいさんがっきりゃくえこうもん

277 　開山忌準例 　かいさんきじゅんれい

278 　開山忌疏 　かいさんきしょ

279 　開山忌疏可漏 　かいさんきしょかろ

280 　開山塔前回向文 　かいさんとうぜんえこうもん

281 　開山堂法語 　かいさんどうほうご

282 　開山歴住諷経 　かいさんれきじゅうふぎん

283 　開山歴住諷経回向文 　かいさんれきじゅうふぎんえこうもん

284 　戒師 　かいし

285 　開士 　かいし

286 　戒師陞座 　かいししんぞ

287 　戒師到着 　かいしとうちゃく

288 　戒尺 　かいしゃく

289 　海衆行履帳 　かいしゅあんりちょう

290 　契充 　かいじゅう

291 　開静 　かいじょう

292 　開小静 　かいしょうじょう

293 　契心証会 　かいしんしょうえ

294 　解制 　かいせい

295 　解制送行 　かいせいそうあん

296 　解制人事 　かいせいにんじ

297 　開大静 　かいだいじょう

298 　解打鼓 　かいたく

299 　開旦過 　かいたんが

300 　開単式 　かいたんしき
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

301 　開単式念誦文 　かいたんしきねんじゅもん

302 　開単式法 　かいたんしきほう

303 　開枕 　かいちん

304 　戒弟 　かいてい

305 　戒弟受付 　かいていうけつけ

306 　戒弟順列 　かいていじゅんれつ

307 　戒弟順列帳 　かいていじゅんれつちょう

308 　戒弟打眠 　かいていたみん

309 　戒頭 　かいとう

310 　開堂 　かいどう

311 　外堂 　がいどう

312 　戒頭比丘 　かいとうびく

313 　開被安枕 　かいひあんちん

314 　街坊化主 　がいぼうけしゅ

315 　戒米 　かいまい

316 　開明 　かいめい

317 　戒文 　かいもん

318 　契聞 　かいもん

319 　開浴 　かいよく

320 　開浴諸牌 　かいよくしょはい

321 　開浴牌 　かいよくはい

322 　回礼 　かいれい

323 　廻鈴 　かいれい

324 　外鈴 　がいれい

325 　開蓮忌 　かいれんき

326 　開爐 　かいろ

327 　開炉 　かいろ

328 　戒臘 　かいろう

329 　戒臘牌 　かいろうはい

330 　戒臘簿 　かいろうぼ

331 　戒臘簿調認 　かいろうぼちょうにん

332 　開爐上堂 　かいろじょうどう

333 　臥雲 　がうん

334 　臥雲童龍 　がうんどうりゅう

335 　賀客 　がきゃく

336 　賀客接待 　がきゃくせったい

337 　家教 　かきょう

338 　客 　かく

339 　格外 　かくげ

340 　客塵 　かくじん

341 　覚仙 　かくせん

342 　覚仙坦山 　かくせんたんざん

343 　噩叟 　がくそう

344 　噩叟宗俊 　がくそうそうしゅん

345 　覚知 　かくち

346 　格地 　かくち

347 　格地寺院 　かくちじいん

348 　角塔婆 　かくとうば

349 　角塔婆書法 　かくとうばしょほう

350 　学道用心集 　がくどうようじんしゅう
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

351 　鶴勒那 　かくろくな

352 　鶴勒那大和尚 　かくろくなだいおしょう

353 　下語 　かご

354 　菓茶 　かさ

355 　峨山 　がさん

356 　峨山韶碩 　がさんじょうせき

357 　峨山派 　がさんぱ

358 　何似生 　かじせい

359 　掛錫 　かしゃく

360 　可惜乎 　かしゃっこ

361 　課誦 　かじゅ

362 　課誦位図 　かじゅいず

363 　迦葉 　かしょう

364 　迦葉佛 　かしょうぶつ

365 　迦葉佛大和尚 　かしょうぶつだいおしょう

366 　掛真 　かしん

367 　掛真師 　かしんし

368 　掛真諷経 　かしんふぎん

369 　掛子 　かす

370 　火葬 　かそう

371 　掛搭 　かた

372 　掛搭状 　かたじょう

373 　掛搭法 　かたほう

374 　掛搭履歴書 　かたりれきしょ

375 　可中 　かちゅう

376 　活翁 　かつおう

377 　活翁伯寿 　かつおうはくじゅ

378 　活句 　かっく

379 　甲刹 　かっさつ

380 　合殺 　がっさつ

381 　喝食 　かっしき

382 　喝食 　かつしき

383 　喝食行者 　かっしきあんじゃ

384 　喝食の法 　かっしきのほう

385 　合掌 　がっしょう

386 　合掌帰位 　がっしょうきい

387 　合掌低頭 　がっしょうていず

388 　合水和泥 　がっすいわでい

389 　甲刹 　かっせつ

390 　合殺 　がっせつ

391 　活祖 　かっそ

392 　花亭 　かてい

393 　花亭荘厳 　かていしょうごん

394 　掛搭 　かとう

395 　迦那 　かな

396 　迦那提婆 　かなだいば

397 　迦那提婆大和尚 　かなだいばだいおしょう

398 　鐘供養 　かねくよう

399 　鐘供養会疏 　かねくようえしょ

400 　鐘供養法 　かねくようほう
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

401 　課罷 　かは

402 　課罷小参 　かはしょうさん

403 　課罷小参図 　かはしょうさんず

404 　火版 　かはん

405 　迦毘 　かび

406 　何必 　かひつ

407 　迦毘摩羅 　かびもら

408 　迦毘摩羅大和尚 　かびもらだいおしょう

409 　跏趺坐 　かふざ

410 　迦耶 　かや

411 　迦耶舎多 　かやしゃた

412 　迦耶舎多大和尚 　かやしゃただいおしょう

413 　掛絡 　から

414 　伽藍法 　がらんぼう

415 　伽藍菩薩像法語 　がらんぼさつぞうほうご

416 　火鈴 　かれい

417 　可憐生 　かれんせい

418 　可漏 　かろ

419 　可漏調製 　かろちょうせい

420 　可漏調製法 　かろちょうせいほう

421 　可漏調認 　かろちょうにん

422 　可漏調認法 　かろちょうにんほう

423 　龕 　がん

424 　完戒 　がんかい

425 　完戒上堂 　がんかいじょうどう

426 　閑葛藤 　かんかっとう

427 　頷下珠 　がんかのたま

428 　寒巌 　かんがん

429 　寒巌義尹 　かんがんぎいん

430 　寒巌派 　かんがんぱ

431 　観機 　かんき

432 　函櫃 　かんき

433 　欠気一息 　かんきいっそく

434 　看経 　かんきん

435 　閑工夫 　かんくふう

436 　環渓 　かんけい

437 　環渓密雲 　かんけいみつうん

438 　含胡 　がんこ

439 　陥虎機 　かんこのき

440 　閑言語 　かんごんご

441 　勧茶 　かんさ

442 　閑坐 　かんざ

443 　勧茶問訊 　かんさもんじん

444 　觀志 　かんし

445 　元字脚 　がんじきゃく

446 　喚室 　かんしつ

447 　喚室宗応 　かんしつそうおう

448 　喚鐘 　かんしょう

449 　函丈 　かんじょう

450 　灌頂洒水 　かんじょうしゃすい
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

451 　監寺 　かんす

452 　眼睛 　がんぜい

453 　棺前念誦 　かんぜんねんじゅ

454 　龕前念誦 　がんぜんねんじゅ

455 　棺前諷経 　かんぜんふぎん

456 　龕前諷経 　がんぜんふぎん

457 　鑑智 　かんち

458 　鑑智僧璨 　かんちそうさん

459 　鑑智僧璨大和尚 　かんちそうさんだいおしょう

460 　灌頂洒水 　かんちょうしゃすい

461 　閑道人 　かんどうにん

462 　看読鐘 　かんどくしょう

463 　監院 　かんにん

464 　眼横鼻直 　がんのうびじょく

465 　観音経 　かんのんぎょう

466 　観音経拳経 　かんのんぎょうこきょう

467 　観音経拳経法 　かんのんぎょうこきょうほう

468 　観音経打鏧 　かんのんぎょうたけい

469 　観音経打鏧法 　かんのんぎょうたけいほう

470 　観音懴法 　かんのんせんぼう

471 　観音菩薩像法語 　かんのんぼさつぞうほうご

472 　勘破 　かんぱ

473 　勘破了他 　かんぱりょうや

474 　寛放 　かんぽう

475 　閑妄想 　かんもうぞう

476 　閑絡索 　かんらくさく

477 　換簾 　かんれん

478 　甘露門 　かんろもん

479 　甘露門拳経 　かんろもんこきょう

480 　甘露門拳経法 　かんろもんこきょうほう

481 　甘露門打鏧 　かんろもんたけい

482 　甘露門打鏧法 　かんろもんたけいほう

483 　帰位 　きい

484 　義尹 　ぎいん

485 　義雲 　ぎうん

486 　義易 　ぎえき

487 　義演 　ぎえん

488 　儀戒 　ぎかい

489 　義介 　ぎかい

490 　起龕 　きがん

491 　起龕師 　きがんし

492 　起龕念誦 　きがんねんじゅ

493 　規儀 　きぎ

494 　耆旧 　ぎきゅう

495 　毀形 　きぎょう

496 　毀形偈 　きぎょうげ

497 　規矩 　きく

498 　毱多 　きくた

499 　義解詮註 　ぎげせんちゅう

500 　喜山 　きさん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

501 　喜山性讃 　きさんしょうさん

502 　器之 　きし

503 　器之為璠 　きしいばん

504 　帰寂 　きじゃく

505 　疑著 　ぎじゃく

506 　耆宿 　ぎしゅく

507 　帰仗 　きじょう

508 　規縄 　きじょう

509 　疑情 　ぎじょう

510 　義靑 　ぎせい

511 　希遷 　きせん

512 　機先句後 　きせんくご

513 　軌則 　きそく

514 　起単 　きたん

515 　機中句裏 　きちゅうくり

516 　喫茶去 　きっさこ

517 　喫食 　きつじき

518 　喫湯 　きっとう

519 　祈禱 　きとう

520 　義東 　ぎとう

521 　祈祷念誦 　きとうねんじゅ

522 　祈禱念誦 　きとうねんじゅ

523 　奇特 　きどく

524 　義曇 　ぎどん

525 　機変 　きへん

526 　機弁 　きべん

527 　希明 　きみょう

528 　希明清良 　きみょうせいりょう

529 　起滅 　きめつ

530 　宜黙 　ぎもく

531 　宜黙玄契 　ぎもくげんかい

532 　客塵 　きゃくじん

533 　逆板 　ぎゃくはん

534 　却回 　きゃっかい

535 　脚跟下 　きゃっこんか

536 　却来 　きゃらい

537 　機用 　きゆう

538 　久学 　きゅうがく

539 　九夏 　きゅうげ

540 　九夏安居 　きゅうげあんご

541 　休歇 　きゅうけつ

542 　久参 　きゅうさん

543 　給仕板 　きゅうじばん

544 　九拝 　きゅうはい

545 　九拜 　きゅうはい

546 　究理弁道 　きゅうりべんどう

547 　久立 　きゅうりゅう

548 　久立衆慈 　きゅうりゅうしゅじ

549 　久立珍重 　きゅうりゅうちんちょう

550 　竅 　きょう

　 　11



曹洞宗用語
No. 用語 よみ

551 　機要 　きよう

552 　経 　ぎょう

553 　教意 　きょうい

554 　境界 　きょうがい

555 　経行 　きょうぎょう

556 　教経 　きょうぎょう

557 　暁鼓 　きょうく

558 　教家 　きょうけ

559 　警玄 　きょうげん

560 　共功 　きょうこう

561 　行香 　ぎょうこう

562 　行乞 　ぎょうこつ

563 　行乞法 　ぎょうこつほう

564 　香菜 　きょうさい

565 　警策 　きょうさく

566 　警策台 　きょうさくだい

567 　警策法 　きょうさくほう

568 　行思 　ぎょうし

569 　行持 　ぎょうじ

570 　行食 　ぎょうじき

571 　行食法 　ぎょうじきほう

572 　行取 　ぎょうしゅ

573 　教宗 　きょうしゅう

574 　香汁 　きょうじゅう

575 　凝住 　ぎょうじゅう

576 　教授戒文 　きょうじゅかいもん

577 　教授師 　きょうじゅし

578 　教授道場 　きょうじゅどうじょう

579 　教授道場打合 　きょうじゅどうじょううちあわせ

580 　教授道場図 　きょうじゅどうじょうず

581 　暁鐘 　きょうしょう

582 　行証 　ぎょうしょう

583 　教禅 　きょうぜん

584 　経単 　きょうたん

585 　行茶 　ぎょうちゃ

586 　行茶問訊 　ぎょうちゃもんじん

587 　教勅 　きょうちょく

588 　暁天 　きょうてん

589 　暁天坐禅 　きょうてんざぜん

590 　暁天坐禅諸寮衆入堂 　きょうてんざぜんしょりょうしゅにゅうどう

591 　暁天坐禅諸寮衆入堂法 　きょうてんざぜんしょりょうしゅにゅうどうほう

592 　暁天坐禅大衆入堂 　きょうてんざぜんだいしゅにゅうどう

593 　暁天坐禅大衆入堂順序 　きょうてんざぜんだいしゅにゅうどうじゅんじょ

594 　暁天歎仏 　きょうてんたんぶつ

595 　行道 　ぎょうどう

596 　行鉢 　ぎょうはつ

597 　香飯 　きょうはん

598 　香飯香汁 　きょうはんきょうじゅ

599 　境法 　きょうほう

600 　境法倶奪 　きょうほうぐだつ
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

601 　境法倶不奪 　きょうほうぐふだつ

602 　軽擂 　きょうらい

603 　行録 　ぎょうろく

604 　虚玄 　きょげん

605 　虚寂 　きょじゃく

606 　去処 　きょしょ

607 　曲躬 　きょっきゅう

608 　曲躬低頭 　きょっきゅうていず

609 　虚無会 　きょむのえ

610 　起立 　きりゅう

611 　起立手鏧 　きりゅうしゅけい

612 　伎倆 　ぎりょう

613 　機輪 　きりん

614 　跪炉 　きろ

615 　鏧 　きん

616 　瑾英 　きんえい

617 　金岡 　きんこう

618 　金岡用兼 　きんこうゆうけん

619 　近世禅林僧宝伝 　きんせいぜんりんそうほうでん

620 　禁足 　きんそく

621 　経行 　きんひん

622 　経行鐘 　きんひんしょう

623 　経行場 　きんひんじょう

624 　近門 　きんもん

625 　近門疏 　きんもんしょ

626 　鼓 　く

627 　庫院 　くいん

628 　空王座 　くうおうざ

629 　空王座三拝 　くうおうざさんぱい

630 　空王座三拜 　くうおうざさんぱい

631 　偶諧 　ぐうかい

632 　空華 　くうげ

633 　空座 　くうざ

634 　空座問訊 　くうざもんじん

635 　空座問訊図 　くうざもんじんず

636 　究尽 　ぐうじん

637 　禺中 　ぐうちゅう

638 　禺中説教 　ぐうちゅうせっきょう

639 　禺中歎仏 　ぐうちゅうたんぶつ

640 　功夫弁道 　くうふうべんどう

641 　公界 　くがい

642 　句下 　くげ

643 　口訣 　くけつ

644 　句下無私 　くげむし

645 　共功 　ぐこう

646 　久住 　くじゅう

647 　庫頭 　くじゅう

648 　供頭 　くじゅう

649 　九十剋期 　くじゅうのこくご

650 　九旬 　くじゅん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

651 　九旬安居 　くじゅんあんご

652 　九旬禁足 　くじゅんきんそく

653 　九条衣 　くじょうえ

654 　九条衣の偈 　くじょうえのげ

655 　供真 　くしん

656 　庫司 　くす

657 　庫司点湯 　くすてんとう

658 　庫司点湯牓 　くすてんとうぼう

659 　庫司点湯牓可漏 　くすてんとうぼうかろ

660 　庫司人事 　くすにんじ

661 　口宣 　くせん

662 　句中玄 　くちゅうげん

663 　庫堂 　くどう

664 　求道の偈 　ぐどうのげ

665 　拘那含 　くなごん

666 　拘那含牟尼佛 　くなごんむにぶつ

667 　拘那含牟尼佛大和尚 　くなごんむにぶつだいおしょう

668 　公界 　くは

669 　鼓鈸 　くはつ

670 　鼓鈸三通 　くはつさんつう

671 　九仏事 　くぶつじ

672 　求覓 　ぐみゃく

673 　鳩摩 　くも

674 　供物法 　くもつほう

675 　鳩摩羅多 　くもらた

676 　鳩摩羅多大和尚 　くもらただいおしょう

677 　供養金 　くようきん

678 　供養単 　くようたん

679 　供養塔 　くようとう

680 　拘留 　くる

681 　拘留孫佛 　くるそんぶつ

682 　拘留孫佛大和尚 　くるそんぶつだいおしょう

683 　钁子 　くわ

684 　裙子 　くんす

685 　偈 　げ

686 　解間 　げあい

687 　夏安居 　げあんご

688 　夏安居結制祝禱上堂 　げあんごけっせいしゅくとうじょうどう

689 　夏安居結制人事行礼 　げあんごけっせいにんじぎょうれい

690 　夏安居法 　げあんごほう

691 　鏧 　けい

692 　継覚 　けいかく

693 　荊棘林 　けいきょくりん

694 　啓建 　けいけん

695 　啓建歎仏 　けいけんたんぶつ

696 　警策 　けいさく

697 　瑩山紹瑾 　けいざんじょうきん

698 　瑩山清規 　けいざんしんぎ

699 　啓唱 　けいしょう

700 　鏧子 　けいす
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

701 　逈脱 　けいだつ

702 　景徳 　けいとく

703 　景徳伝燈録 　けいとくでんとうろく

704 　逈然 　けいねん

705 　逈然独脱 　けいねんどくだつ

706 　擎鉢 　けいはつ

707 　擎鉢の偈 　けいはつのげ

708 　解会 　げえ

709 　下間 　げかん

710 　逆翁 　げきおう

711 　逆翁崇順 　げきおうそうじゅん

712 　家教 　けきょう

713 　計較 　けきょう

714 　解行 　げぎょう

715 　加行位 　けぎょうい

716 　加行位図 　けぎょういず

717 　計較情塵 　けきょうじょうじん

718 　家訓 　けくん

719 　化去 　けこ

720 　下根 　げこん

721 　下座 　げざ

722 　袈裟角 　けさかく

723 　袈裟行李 　けさごうり

724 　袈裟授与 　けさじゅよ

725 　袈裟袋 　けさぶくろ

726 　化主 　けしゅ

727 　偈頌 　げじゅ

728 　華蔵 　けぞう

729 　華蔵義曇 　けぞうぎどん

730 　解脱 　げだつ

731 　解脱人 　げだつにん

732 　血脈 　けちみゃく

733 　血脈授与 　けちみゃくじゅよ

734 　血脈授与図 　けちみゃくじゅよず

735 　血脈披見 　けちみゃくひけん

736 　夏中楞厳会 　げちゅうりょうごんえ

737 　結跏 　けっか

738 　結果自然成 　けっかじねんじょう

739 　結夏 　けつげ

740 　結夏上堂 　けつげじょうどう

741 　月江 　げっこう

742 　月江正文 　げっこうしょうもん

743 　結座 　けつざ

744 　結座の語 　けつざのご

745 　月舟 　げっしゅう

746 　月舟宗胡 　げっしゅうそうこ

747 　結制 　けっせい

748 　結制祝禱上堂 　けっせいしゅくとうじょうどう

749 　結制上堂 　けっせいじょうどう

750 　結制人事 　けっせいにんじ
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

751 　結制半夏 　けっせいはんげ

752 　結制半解 　けっせいはんげ

753 　結制略 　けっせいりゃく

754 　結制略作法 　けっせいりゃくさほう

755 　月泉 　げっせん

756 　月泉良印 　げっせんりょういん

757 　月潭 　げったん

758 　月潭全龍 　げったんぜんりゅう

759 　傑堂 　けつどう

760 　傑堂能勝 　けつどうのうしょう

761 　月坡 　げっぱ

762 　月坡道印 　げっぱどういん

763 　月分行持 　げつぶんぎょうじ

764 　月篷 　げっぽう

765 　月篷円見 　げっぽうえんけん

766 　夏末 　げまつ

767 　解路 　げろ

768 　夏臘 　げろう

769 　戯論 　けろん

770 　揀 　けん

771 　玄契 　げんかい

772 　現戒 　げんかい

773 　現戒師 　げんかいし

774 　献供 　けんぐ

775 　見解 　けんげ

776 　顕訣 　けんけつ

777 　賢護 　けんご

778 　玄虎 　げんこ

779 　献香 　けんこう

780 　玄光 　げんこう

781 　献香可漏 　けんこうかろ

782 　献香可漏書式 　けんこうかろしょしき

783 　玄光道山 　げんこうどうさん

784 　賢護大士 　けんごだいし

785 　賺殺 　けんさつ

786 　見刺 　けんし

787 　揀択 　けんじゃく

788 　玄宗 　げんしゅう

789 　献粥 　けんしゅく

790 　見処 　けんじょ

791 　現成 　げんじょう

792 　見成 　げんじょう

793 　現成公案 　げんじょうこうあん

794 　見性成仏 　けんしょうじょうぶつ

795 　玄晨 　げんしん

796 　見跡 　けんぜき

797 　謙宗 　けんそう

798 　見諦 　けんたい

799 　見台 　けんだい

800 　検単 　けんたん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

801 　献茶湯 　けんちゃとう

802 　献茶湯法 　けんちゃとうほう

803 　鉗鎚 　けんつい

804 　献湯 　けんとう

805 　玄透 　げんとう

806 　見道場 　けんどうじょう

807 　玄透即中 　げんとうそくちゅう

808 　源翁 　げんのう

809 　源翁心昭 　げんのうしんしょう

810 　揀弁 　けんべん

811 　元峰 　げんぽう

812 　眼目 　げんもく

813 　眼目定動 　げんもくじょうどう

814 　検炉 　けんろ

815 　玄楼 　げんろう

816 　玄楼奥龍 　げんろうおうりゅう

817 　酤 　こ

818 　壺庵 　こあん

819 　後安居 　ごあんご

820 　壺庵至簡 　こあんしかん

821 　五位 　ごい

822 　五位君臣 　ごいくんしん

823 　五位十重禁 　ごいじゅうじゅうきん

824 　響 　ごう

825 　後架 　こうか

826 　交加 　こうか

827 　請仮 　こうか

828 　乞暇 　こうか

829 　交割 　こうかつ

830 　交割帳 　こうかつちょう

831 　恒規 　ごうき

832 　恒規大施食会 　ごうきだいせじきえ

833 　孔竅 　こうきょう

834 　光境倶忘 　こうきょうぐぼう

835 　皎月 　こうげつ

836 　好箇 　こうこ

837 　香語 　こうご

838 　江湖 　ごうこ

839 　香合 　こうごう

840 　江湖会 　ごうこえ

841 　興国玄晨 　こうこくげんしん

842 　江湖疏 　ごうこしょ

843 　後昆 　こうこん

844 　黄昏 　こうこん

845 　黄昏坐禅 　こうこんざぜん

846 　香菜 　こうさい

847 　好生 　こうさん

848 　香積局 　こうしゃくきょく

849 　迎聖 　ごうしょう

850 　迎聖諷経 　ごうしょうふぎん
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

851 　迎聖諷経回向文 　ごうしょうふぎんえこうもん

852 　迎聖諷経啓白文 　ごうしょうふぎんけいびゃくもん

853 　好思量 　こうしりょう

854 　肯心 　こうしん

855 　紅塵 　こうじん

856 　迎真 　ごうしん

857 　迎真諷経 　ごうしんふぎん

858 　甲殺 　こうせつ

859 　高祖降誕会 　こうそごうたんえ

860 　高祖降誕会回向文 　こうそごうたんええこうもん

861 　香台 　こうだい

862 　好大哥 　こうたいか

863 　香台伝致 　こうだいでんち

864 　香台伝致法 　こうだいでんちほう

865 　降誕会 　ごうたんえ

866 　興儔 　こうちゅう

867 　香案 　こうづくえ

868 　香亭 　こうてい

869 　更点 　こうてん

870 　更点法 　こうてんほう

871 　香湯 　こうとう

872 　耕道 　こうどう

873 　向道 　こうどう

874 　興道 　こうどう

875 　講堂係 　こうどうけい

876 　構得 　こうとく

877 　弘忍 　こうにん

878 　交牌 　こうはい

879 　向拝 　こうはい

880 　向拜 　こうはい

881 　光伴香 　こうばんこう

882 　告報 　こうほう

883 　香盆 　こうぼん

884 　高流 　こうる

885 　恒例 　ごうれい

886 　恒例托鉢 　ごうれいたくはつ

887 　広録 　こうろく

888 　孤雲 　こうん

889 　孤雲懐奘 　こうんえじょう

890 　孤雲懐奘大和尚 　こうんえじょうだいおしょう

891 　後会 　ごえ

892 　五菓 　ごか

893 　後架 　ごか

894 　瑚海 　こかい

895 　瑚海仲珊 　こかいちゅうさん

896 　拳钁 　こかく

897 　拳钁師 　こかくし

898 　拳棺 　こかん

899 　拳棺念誦 　こかんねんじゅ

900 　五観偈 　ごかんのげ
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

901 　古規 　こき

902 　胡跪 　こき

903 　孤疑 　こぎ

904 　互跪 　ごき

905 　拳経 　こきょう

906 　拳経法 　こきょうほう

907 　剋期 　こくご

908 　黒漆桶 　こくしっつう

909 　極則 　ごくそく

910 　黒白未分 　こくびゃくみぶん

911 　黒律漆 　こくりつしつ

912 　悟解 　ごげ

913 　語外 　ごげ

914 　五鏧 　ごけい

915 　五鏧三拝 　ごけいさんぱい

916 　五鏧三拜 　ごけいさんぱい

917 　五鏧三拝法 　ごけいさんぱいほう

918 　五鏧三拜法 　ごけいさんぱいほう

919 　己見 　こけん

920 　虚玄 　こげん

921 　枯坐 　こざ

922 　拠坐 　こざ

923 　後茶 　ごさ

924 　午斎 　ごさい

925 　午斎行鉢 　ごさいぎょうはつ

926 　挙示 　こじ

927 　己事 　こじ

928 　午時 　ごじ

929 　五侍者 　ごじしゃ

930 　五侍者単牌 　ごじしゃたんぱい

931 　五侍者問訊 　ごじしゃもんじん

932 　拠室 　こしつ

933 　業職忙忙 　ごしっきぼうぼう

934 　午時飯台 　ごじはんだい

935 　虚寂 　こじゃく

936 　護惜 　ごしゃく

937 　悟迹 　ごじゃく

938 　庫頭 　こじゅう

939 　五十七仏 　ごじゅうしちぶつ

940 　悟処 　ごしょ

941 　悟証 　ごしょう

942 　五条衣 　ごじょうえ

943 　五条衣の偈 　ごじょうえのげ

944 　五処問訊 　ごしょもんじん

945 　悟迹 　ごせき

946 　枯禅 　こぜん

947 　古則 　こそく

948 　拳則 　こそく

949 　御尊董 　ごそんとう

950 　許多 　こた
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

951 　五体投地 　ごたいとうち

952 　許多般 　こたはん

953 　箇中意 　こちゅうのい

954 　箇中人 　こちゅうのひと

955 　笏 　こつ

956 　兀 　ごつ

957 　告香鼓 　こっこうく

958 　告香普説 　こっこうふせつ

959 　兀坐 　ごつざ

960 　忽然 　こつねん

961 　後堂 　ごどう

962 　悟道 　ごどう

963 　後堂首座 　ごどうしゅそ

964 　後堂単 　ごどうたん

965 　五如来 　ごにょらい

966 　五如来焼香 　ごにょらいしょうこう

967 　五如来幡 　ごにょらいばた

968 　挙拈 　こねん

969 　小幡 　こばた

970 　小幡二十五流 　こばたにじゅうごりゅう

971 　古仏 　こぶつ

972 　五仏事 　ごぶつじ

973 　古仏心 　こぶっしん

974 　吾宝 　ごほう

975 　吾宝宗璨 　ごほうそうさん

976 　五味粥 　ごみしゅく

977 　語脈 　ごみゃく

978 　虚無会 　こむのえ

979 　語黙動静 　ごもくどうじょう

980 　悟門 　ごもん

981 　後門 　ごもん

982 　後夜 　ごや

983 　後夜坐禅 　ごやざぜん

984 　悟由 　ごゆう

985 　箇裏 　こり

986 　己霊 　これい

987 　胡盧 　ころ

988 　語話 　ごわ

989 　挙話人 　こわのひと

990 　根器 　こんき

991 　勤旧 　ごんきゅう

992 　昏鼓 　こんく

993 　言句 　ごんく

994 　言句上 　ごんくじょう

995 　言句中 　ごんくちゅう

996 　金剛経 　こんごうきょう

997 　金剛経拳経 　こんごうきょうこきょう

998 　金剛経拳経法 　こんごうきょうこきょうほう

999 　金剛経打鏧 　こんごうきょうたけい

1000 　金剛経打鏧法 　こんごうきょうたけいほう
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

1001 　昏散 　こんさん

1002 　昏鐘 　こんしょう

1003 　昏鐘罷 　こんしょうは

1004 　言詮 　ごんせん

1005 　言詮不及 　ごんせんふぎゅう

1006 　嗄 　さ

1007 　坐位 　ざい

1008 　在家位牌 　ざいけいはい

1009 　在家位牌書法 　ざいけいはいしょほう

1010 　在家喪儀幡 　ざいけそうぎばた

1011 　在家喪儀幡書法 　ざいけそうぎばたしょほう

1012 　在家略回向 　ざいけりゃくえこう

1013 　再参 　さいさん

1014 　再住 　さいじゅう

1015 　菜頭 　さいじゅう

1016 　斎粥 　さいしゅく

1017 　斎粥鼓 　さいしゅくく

1018 　斎鐘 　さいしょう

1019 　再進 　さいしん

1020 　再請 　さいしん

1021 　歳節 　さいせつ

1022 　歳節行 　さいせつぎょう

1023 　歳節行法事 　さいせつぎょうほうじ

1024 　歳節行法事差定 　さいせつぎょうほうじさじょう

1025 　歳旦 　さいたん

1026 　歳旦上堂 　さいたんじょうどう

1027 　歳朝 　さいちょう

1028 　歳朝人事 　さいちょうにんじ

1029 　歳朝人事行礼 　さいちょうにんじぎょうれい

1030 　再展 　さいてん

1031 　斎堂 　さいどう

1032 　斎罷 　さいは

1033 　斎罷看読 　さいはかんどく

1034 　斎罷法益 　さいはほうやく

1035 　斎罷 　さいひ

1036 　歳末諷経 　さいまつふぎん

1037 　坐臥 　ざが

1038 　鎖龕 　さがん

1039 　鎖龕師 　さがんし

1040 　鎖龕諷経 　さがんふぎん

1041 　茶鼓 　さく

1042 　坐具 　ざぐ

1043 　索語 　さくご

1044 　坐具作法 　ざぐさほう

1045 　坐具授与 　ざぐじゅよ

1046 　坐具の偈 　ざぐのげ

1047 　朔望 　さくもう

1048 　索話 　さくわ

1049 　坐化 　ざけ

1050 　坐夏 　ざげ
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No. 用語 よみ

1051 　座元 　ざげん

1052 　坐参 　ざさん

1053 　茶三拝 　ささんぱい

1054 　茶三拜 　ささんぱい

1055 　些子 　さし

1056 　指串 　さしぐし

1057 　坐誦 　ざじゅ

1058 　差定 　さじょう

1059 　鎖子 　さす

1060 　坐睡 　ざすい

1061 　坐禅牌 　ざぜんはい

1062 　坐禅法 　ざぜんほう

1063 　坐禅用心記 　ざぜんようじんき

1064 　坐禅用心記挙経 　ざぜんようじんきこきょう

1065 　坐禅用心記挙経法 　ざぜんようじんきこきょうほう

1066 　作祖 　さそ

1067 　箚 　さつ

1068 　作家 　さっけ

1069 　拶語 　さつご

1070 　拶著 　さつじゃく

1071 　茶湯 　さとう

1072 　茶堂 　さどう

1073 　坐堂 　ざどう

1074 　坐堂鐘 　ざどうしょう

1075 　茶堂前の版 　さどうぜんのはん

1076 　坐褥 　ざにく

1077 　座褥 　ざにく

1078 　座褥伝致 　ざにくでんち

1079 　座褥伝致法 　ざにくでんちほう

1080 　生飯 　さば

1081 　坐拝 　ざはい

1082 　坐拜 　ざはい

1083 　生飯偈 　さばげ

1084 　作仏 　さぶつ

1085 　茶牓 　さぼう

1086 　茶牓の可漏 　さぼうのかろ

1087 　作務 　さむ

1088 　作務 　ざむ

1089 　坐亡 　ざもう

1090 　坐物 　ざもつ

1091 　茶薬 　さやく

1092 　作略 　さりゃく

1093 　茶礼 　されい

1094 　坐臘 　ざろう

1095 　盞 　さん

1096 　三衣 　さんえ

1097 　三会 　さんえ

1098 　三衣授与 　さんえじゅよ

1099 　生寃家 　さんおんけ

1100 　参仮 　さんか
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1101 　暫仮 　ざんか

1102 　三界二十五有 　さんがいにじゅうごう

1103 　参学 　さんがく

1104 　生機 　さんき

1105 　三帰依文 　さんきえもん

1106 　三帰戒 　さんきかい

1107 　参究 　さんきゅう

1108 　三帰礼 　さんきらい

1109 　三鼓 　さんく

1110 　三鼓説戒 　さんくせっかい

1111 　三下 　さんげ

1112 　懺悔 　さんげ

1113 　懺悔式 　さんげしき

1114 　懺悔式準備 　さんげしきじゅんび

1115 　懺悔焼却偈 　さんげしょうきゃくげ

1116 　懺悔帳焼却 　さんげちょうしょうきゃく

1117 　懺悔帳焼却図 　さんげちょうしょうきゃくず

1118 　懺悔道場 　さんげどうじょう

1119 　懺悔道場打合 　さんげどうじょううちあわせ

1120 　懺悔道場図 　さんげどうじょうず

1121 　懺悔文 　さんげもん

1122 　参玄 　さんげん

1123 　参扣 　さんこう

1124 　三更 　さんこう

1125 　三根 　さんこん

1126 　三師登壇 　さんしとうだん

1127 　三事衲 　さんじのう

1128 　三聚 　さんじゅ

1129 　三聚浄戒 　さんじゅじょうかい

1130 　参詳 　さんしょう

1131 　散聖 　さんしょう

1132 　参請 　さんしん

1133 　参尋 　さんじん

1134 　参禅 　さんぜん

1135 　三千仏名経 　さんぜんぶつみょうぎょう

1136 　三帀 　さんそう

1137 　参到 　さんとう

1138 　参頭 　さんとう

1139 　山頭 　さんとう

1140 　参堂 　さんどう

1141 　参同 　さんどう

1142 　散堂 　さんどう

1143 　暫到 　ざんとう

1144 　参同契 　さんどうかい

1145 　参同契挙経 　さんどうかいこきょう

1146 　参同契挙経法 　さんどうかいこきょうほう

1147 　参同契打鏧 　さんどうかいたけい

1148 　参同契打鏧法 　さんどうかいたけいほう

1149 　散堂手鏧 　さんどうしゅけい

1150 　山頭念誦 　さんとうねんじゅ
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1151 　山頭念誦回向文 　さんとうねんじゅえこうもん

1152 　山頭諷経 　さんとうふぎん

1153 　山頭諷経回向文 　さんとうふぎんえこうもん

1154 　散堂法 　さんどうほう

1155 　参得 　さんとく

1156 　三人両班 　さんにんりょうばん

1157 　三衣 　さんね

1158 　三衣授与 　さんねじゅよ

1159 　三念誦 　さんねんじゅ

1160 　三燃燈 　さんねんとう

1161 　三拝 　さんぱい

1162 　三拜 　さんぱい

1163 　三牌 　さんぱい

1164 　三八念誦 　さんぱちねんじゅ

1165 　三八念誦鐘 　さんぱちねんじゅしょう

1166 　三仏忌 　さんぶっき

1167 　三仏忌供物 　さんぶっきくもつ

1168 　三仏事 　さんぶつじ

1169 　参飽 　さんぽう

1170 　三宝印 　さんぼういん

1171 　三脈 　さんみゃく

1172 　三黙堂 　さんもくどう

1173 　三物 　さんもつ

1174 　参問 　さんもん

1175 　山門疏 　さんもんしょ

1176 　三門法語 　さんもんほうご

1177 　三礼 　さんらい

1178 　曬 　し

1179 　士安 　しあん

1180 　四威儀 　しいぎ

1181 　四異類 　しいるい

1182 　寺印 　じいん

1183 　寺印譲与 　じいんじょうよ

1184 　寺印呈状 　じいんていじょう

1185 　侍衣 　じえ

1186 　旨淵 　しえん

1187 　師翁 　しおう

1188 　紙華 　しか

1189 　知客 　しか

1190 　旨廓 　しかく

1191 　止掛搭 　しかた

1192 　止掛搭牌 　しかたはい

1193 　至簡 　しかん

1194 　只管打坐 　しかんたざ

1195 　食位 　じきい

1196 　直壇 　じきだん

1197 　直壇口宣 　じきだんくせん

1198 　直壇寮 　じきだんりょう

1199 　食堂 　じきどう

1200 　直堂 　じきどう
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1201 　食堂交牌 　じきどうこうはい

1202 　食堂牌 　じきどうはい

1203 　直裰 　じきとつ

1204 　直裰授与 　じきとつじゅよ

1205 　尸棄佛 　しきぶつ

1206 　尸棄佛大和尚 　しきぶつだいおしょう

1207 　式文 　しきもん

1208 　侍客 　じきゃく

1209 　四行遶行 　しぎょうにょうぎょう

1210 　四行遶行図 　しぎょうにょうぎょうず

1211 　四禁 　しきん

1212 　四鼓 　しく

1213 　四弘 　しぐ

1214 　竺山 　じくさん

1215 　竺山得仙 　じくさんとくせん

1216 　竺信 　じくしん

1217 　四弘誓願 　しぐせいがん

1218 　四鼓の一点 　しくのいってん

1219 　師家 　しけ

1220 　指月 　しげつ

1221 　指月慧印 　しげつえいん

1222 　嗣香 　しこう

1223 　四更 　しこう

1224 　芝岡 　しこう

1225 　侍香 　じこう

1226 　侍香位 　じこうい

1227 　侍香進退 　じこうしんたい

1228 　侍香進退法 　じこうしんたいほう

1229 　芝岡宗田 　しこうそうでん

1230 　只山 　しざん

1231 　只山宗友 　しざんそういう

1232 　師子 　しし

1233 　自恣 　じし

1234 　四時坐禅 　しじのざぜん

1235 　師子菩提 　ししぼだい

1236 　師子菩提大和尚 　ししぼだいだいおしょう

1237 　侍者 　じしゃ

1238 　侍者位 　じしゃい

1239 　示寂 　じしゃく

1240 　侍者単 　じしゃたん

1241 　侍者等人事 　じしゃとうにんじ

1242 　侍者問訊 　じしゃもんじん

1243 　四衆九拝 　ししゅきゅうはい

1244 　四衆九拜 　ししゅきゅうはい

1245 　四衆焼香 　ししゅしょうこう

1246 　四衆飯台位図 　ししゅはんだいいず

1247 　子淳 　しじゅん

1248 　嗣書 　ししょ

1249 　四処 　ししょ

1250 　止静 　しじょう
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曹洞宗用語
No. 用語 よみ

1251 　侍聖 　じしょう

1252 　嗣承香 　しじょうこう

1253 　止静鐘 　しじょうしょう

1254 　資助覚霊 　しじょかくれい

1255 　資助覚霊荘厳報地者也 　しじょかくれいしょうごんほうちのものなり

1256 　資助覚霊塔 　しじょかくれいとう

1257 　匙筯袋 　しじょたい

1258 　四処問訊 　ししょもんじん

1259 　侍真 　じしん

1260 　四節 　しせつ

1261 　曬薦 　しせん

1262 　地蔵菩薩像 　じぞうぼさつぞう

1263 　地蔵菩薩像法語 　じぞうぼさつぞうほうご

1264 　寺族 　じぞく

1265 　寺族得度式 　じぞくとくどしき

1266 　寺族得度式作法 　じぞくとくどしきさほう

1267 　斯多 　した

1268 　七下鐘 　しちげしょう

1269 　七下鐘上殿 　しちげしょうじょうでん

1270 　四智讚 　しちさん

1271 　七条衣 　しちじょうえ

1272 　七条衣の偈 　しちじょうえのげ

1273 　七処問訊 　しちしょもんじん

1274 　七仏 　しちぶつ

1275 　七仏事 　しちぶつじ

1276 　七本塔婆 　しちほんとうば

1277 　七本塔婆書法 　しちほんとうばしょほう

1278 　七文銭 　しちもんせん

1279 　地鎮 　じちん

1280 　地鎮式法 　じちんしきほう

1281 　十句観音経 　じっくかんのんぎょう

1282 　十句観音経挙経 　じっくかんのんぎょうこきょう

1283 　十句観音経挙経法 　じっくかんのんぎょうこきょうほう

1284 　十句観音経打鏧 　じっくかんのんぎょうたけい

1285 　十句観音経打鏧法 　じっくかんのんぎょうたけいほう

1286 　室侍 　しつじ

1287 　室侍回礼 　しつじかいれい

1288 　十者礼 　じっしゃらい

1289 　室侍寮 　しつじりょう

1290 　直歳 　しっすい

1291 　漆桶 　しっつう

1292 　漆桶不会 　しっつうふえ

1293 　室内看経 　しつないかんきん

1294 　竹篦 　しっぺい

1295 　視篆 　じてん

1296 　四天王幡 　してんのうばた

1297 　四天王幡柱法図 　してんのうばたたてかたず

1298 　斯道紹由 　しどうじょうゆう

1299 　祠堂檀那諷経 　しどうだんなふぎん

1300 　祠堂諷経 　しどうふぎん
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1301 　祠堂諷経回向文 　しどうふぎんえこうもん

1302 　支派 　しは

1303 　濕縛 　しば

1304 　資福塔 　しふくとう

1305 　尸佛 　しぶつ

1306 　時分法 　じぶんほう

1307 　嗣法 　しほう

1308 　持法 　じほう

1309 　四門 　しもん

1310 　衩 　しゃ

1311 　衩衣 　しゃえ

1312 　謝掛搭 　じゃかた

1313 　釈迦仏 　しゃかぶつ

1314 　釋迦牟尼佛 　しゃかむにぶつ

1315 　釋迦牟尼佛大和尚 　しゃかむにぶつだいおしょう

1316 　謝誼 　じゃぎ

1317 　写経仏事 　しゃきょうぶつじ

1318 　侍薬 　じやく

1319 　寂円 　じゃくえん

1320 　寂円派 　じゃくえんぱ

1321 　錫杖 　しゃくじょう

1322 　釈尊像法語 　しゃくそんぞうほうご

1323 　寂霊 　じゃくれい

1324 　謝語 　じゃご

1325 　謝香 　じゃこう

1326 　謝香問訊 　じゃこうもんじん

1327 　些子 　しゃし

1328 　謝辞 　じゃじ

1329 　叉手 　しゃしゅ

1330 　謝住持 　じゃじゅうじ

1331 　謝住持法 　じゃじゅうじほう

1332 　叉手出班 　しゃしゅしゅつばん

1333 　叉手進前 　しゃしゅしんぜん

1334 　捨身供養 　しゃしんくよう

1335 　洒水 　しゃすい

1336 　洒水器 　しゃすいき

1337 　舎多 　しゃた

1338 　謝茶 　じゃちゃ

1339 　謝茶問訊 　じゃちゃもんじん

1340 　借香 　しゃっこう

1341 　借香問訊 　しゃっこうもんじん

1342 　謝拝 　じゃはい

1343 　謝拜 　じゃはい

1344 　謝拝乞暇 　じゃはいこうか

1345 　謝拜乞暇 　じゃはいこうか

1346 　闍夜多 　しゃやた

1347 　闍夜多大和尚 　しゃやただいおしょう

1348 　舍利 　しゃり

1349 　舍利礼文 　しゃりらいもん

1350 　舍利礼文挙経 　しゃりらいもんこきょう
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1351 　舍利礼文挙経法 　しゃりらいもんこきょうほう

1352 　舍利礼文打鏧 　しゃりらいもんたけい

1353 　舍利礼文打鏧法 　しゃりらいもんたけいほう

1354 　呪 　しゅ

1355 　就位 　しゅうい

1356 　十一流 　じゅういちりゅう

1357 　従香 　じゅうこう

1358 　重興 　じゅうこう

1359 　収坐具 　しゅうざぐ

1360 　収生 　しゅうさん

1361 　宗師 　しゅうし

1362 　住持告報 　じゅうじこうほう

1363 　住持出堂 　じゅうじしゅつどう

1364 　住持出堂法 　じゅうじしゅつどうほう

1365 　住持巡堂 　じゅうじじゅんどう

1366 　住持上殿 　じゅうじじょうでん

1367 　住持請拝 　じゅうじしょうはい

1368 　住持請拜 　じゅうじしょうはい

1369 　住持進退 　じゅうじしんたい

1370 　住持進退法 　じゅうじしんたいほう

1371 　住持入堂 　じゅうじにゅうどう

1372 　住持入堂法 　じゅうじにゅうどうほう

1373 　住持牌 　じゅうじはい

1374 　収舍利 　しゅうしゃり

1375 　十重禁戒 　じゅうじゅうきんかい

1376 　住職辞令宣読 　じゅうしょくじれいせんどく

1377 　秀天 　しゅうてん

1378 　収鉢 　しゅうはつ

1379 　十八拝 　じゅうはっぱい

1380 　十八拜 　じゅうはっぱい

1381 　十仏名 　じゅうぶつみょう

1382 　十仏名槌 　じゅうぶつみょうつい

1383 　重編 　じゅうへん

1384 　重編曹洞五位顕訣 　じゅうへんそうとうごいけんけつ

1385 　宗務 　しゅうむ

1386 　宗務所 　しゅうむしょ

1387 　宗務庁 　しゅうむちょう

1388 　周羅 　しゅうら

1389 　十六開士 　じゅうろくかいし

1390 　十六条戒 　じゅうろくじょうかい

1391 　十六善神図像 　じゅうろくぜんじんずぞう

1392 　十六羅漢像 　じゅうろくらかんぞう

1393 　十六羅漢像法語 　じゅうろくらかんぞうほうご

1394 　入院 　じゅえん

1395 　授戒 　じゅかい

1396 　授戒会 　じゅかいえ

1397 　授戒会行持日鑑 　じゅかいえぎょうじにっかん

1398 　授戒会供養諷経 　じゅかいえくようふぎん

1399 　授戒会献供諷経 　じゅかいえけんぐふぎん

1400 　授戒会作法 　じゅかいえさほう
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1401 　授戒会準備 　じゅかいえじゅんび

1402 　授戒会小参 　じゅかいえしょうさん

1403 　授戒会席札 　じゅかいえせきふだ

1404 　授戒会中日法要 　じゅかいえちゅうにちほうよう

1405 　授戒会配役 　じゅかいえはいやく

1406 　授戒会配役行茶 　じゅかいえはいやくぎょうちゃ

1407 　授戒会標示札 　じゅかいえひょうじふだ

1408 　授戒会亡戒諷経 　じゅかいえもうかいふぎん

1409 　授戒会薬石 　じゅかいえやくせき

1410 　授戒会寮配札 　じゅかいえりょうはいふだ

1411 　珠巌 　しゅがん

1412 　呪願 　じゅがん

1413 　呪願槌 　じゅがんつい

1414 　珠巌道珍 　しゅがんどうちん

1415 　誦経 　じゅきょう

1416 　誦経法 　じゅきょうほう

1417 　修行門 　しゅぎょうもん

1418 　祝語 　しゅくご

1419 　祝斎 　しゅくさい

1420 　祝讚 　しゅくさん

1421 　祝扇 　しゅくせん

1422 　祝茶 　しゅくちゃ

1423 　祝祷 　しゅくとう

1424 　祝禱 　しゅくとう

1425 　祝祷上堂 　しゅくとうじょうどう

1426 　祝禱上堂 　しゅくとうじょうどう

1427 　祝祷諷経 　しゅくとうふぎん

1428 　祝禱諷経 　しゅくとうふぎん

1429 　祝祷諷経回向文 　しゅくとうふぎんえこうもん

1430 　祝禱諷経回向文 　しゅくとうふぎんえこうもん

1431 　祝祷諷経供物 　しゅくとうふぎんくもつ

1432 　祝禱諷経供物 　しゅくとうふぎんくもつ

1433 　粥罷 　しゅくは

1434 　祝拝 　しゅくはい

1435 　祝拜 　しゅくはい

1436 　粥罷普請 　しゅくはふしん

1437 　粥飯槌 　しゅくはんつい

1438 　手鏧 　しゅけい

1439 　受食 　じゅじき

1440 　受食法 　じゅじきほう

1441 　主首 　しゅしゅ

1442 　首鐘 　しゅしょう

1443 　修正会 　しゅしょうえ

1444 　修証義 　しゅしょうぎ

1445 　修証義挙経 　しゅしょうぎこきょう

1446 　修証義挙経法 　しゅしょうぎこきょうほう

1447 　修証義打鏧 　しゅしょうぎたけい

1448 　修証義打鏧法 　しゅしょうぎたけいほう

1449 　修設 　しゅせつ

1450 　修設疏 　しゅせつしょ
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1451 　首先 　しゅせん

1452 　首先住職 　しゅせんじゅうしょく

1453 　首座 　しゅそ

1454 　主喪 　しゅそう

1455 　首座九拝 　しゅそきゅうはい

1456 　首座九拜 　しゅそきゅうはい

1457 　首座就位 　しゅそしゅうい

1458 　首座巡堂 　しゅそじゅんどう

1459 　首座単 　しゅそたん

1460 　首座に陳賀 　しゅそにちんが

1461 　首座法座 　しゅそほうざ

1462 　首座法座図 　しゅそほうざず

1463 　首座法戦式 　しゅそほっせんしき

1464 　首座本則茶 　しゅそほんそくちゃ

1465 　首座本則の茶鼓 　しゅそほんそくのさく

1466 　首座寮前の版 　しゅそりょうぜんのはん

1467 　首槌 　しゅつい

1468 　出家得度 　しゅっけとくど

1469 　出家得度回向文 　しゅっけとくどえこうもん

1470 　出家得度式 　しゅっけとくどしき

1471 　出家得度式作法 　しゅっけとくどしきさほう

1472 　出家得度式準備 　しゅっけとくどしきじゅんび

1473 　出家得度式入堂 　しゅっけとくどしきにゅうどう

1474 　出家得度式入堂法 　しゅっけとくどしきにゅうどうほう

1475 　出家得度剃髪 　しゅっけとくどていはつ

1476 　出家得度礼讚文 　しゅっけとくどらいさんもん

1477 　出山像 　しゅっさんぞう

1478 　出班 　しゅつばん

1479 　出班 　しゅっぱん

1480 　出班焼香 　しゅっぱんしょうこう

1481 　出班焼香図 　しゅっぱんしょうこうず

1482 　出班焼香法 　しゅっぱんしょうこうほう

1483 　守塔 　しゅとう

1484 　主塔侍者 　しゅとうじしゃ

1485 　樹那 　じゅな

1486 　頌牌 　じゅはい

1487 　寿餠 　じゅびょう

1488 　寿餠贈 　じゅびょうぞう

1489 　寿餠贈法 　じゅびょうぞうほう

1490 　須弥 　しゅみ

1491 　須弥遶帀 　しゅみにょうそう

1492 　授絡子 　じゅらくす

1493 　衆寮 　しゅりょう

1494 　寿量 　じゅりょう

1495 　衆寮看読位図 　しゅりょうかんどくいず

1496 　衆寮寺 　しゅりょうじ

1497 　衆寮鐘 　しゅりょうしょう

1498 　衆寮箴規 　しゅりょうしんぎ

1499 　衆寮前の版 　しゅりょうぜんのはん

1500 　衆寮諷経 　しゅりょうふぎん
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1501 　衆寮諷経回向文 　しゅりょうふぎんえこうもん

1502 　寿量品偈 　じゅりょうほんげ

1503 　寿量品偈挙経 　じゅりょうほんげこきょう

1504 　寿量品偈挙経法 　じゅりょうほんげこきょうほう

1505 　寿量品偈打鏧 　じゅりょうほんげたけい

1506 　寿量品偈打鏧法 　じゅりょうほんげたけいほう

1507 　衆寮楞厳会 　しゅりょうりょうごんえ

1508 　順逆洒水 　じゅんぎゃくしゃすい

1509 　巡香 　じゅんこう

1510 　巡香札 　じゅんこうふだ

1511 　純証 　じゅんしょう

1512 　巡堂 　じゅんどう

1513 　巡堂行香 　じゅんどうぎょうこう

1514 　巡堂行茶 　じゅんどうぎょうちゃ

1515 　巡堂行茶香台図 　じゅんどうぎょうちゃこうだいず

1516 　巡堂点検 　じゅんどうてんけん

1517 　巡堂遶帀 　じゅんどうにょうそう

1518 　巡版 　じゅんぱん

1519 　巡版浴鼓 　じゅんぱんよっく

1520 　巡寮 　じゅんりょう

1521 　巡寮牌 　じゅんりょうはい

1522 　巡廊 　じゅんろう

1523 　巡廊鳴版 　じゅんろうめいはん

1524 　疏 　しょ

1525 　筯 　じょ

1526 　序引 　じょいん

1527 　正伊 　しょうい

1528 　証会 　しょうえ

1529 　勝会 　しょうえ

1530 　唱衣 　しょうえ

1531 　条衣 　じょうえ

1532 　唱衣念誦 　しょうえねんじゅ

1533 　牀縁 　じょうえん

1534 　舂屋 　しょうおく

1535 　舂屋宗能 　しょうおくそうのう

1536 　生寃家 　しょうおんけ

1537 　証契 　しょうかい

1538 　正戒 　しょうかい

1539 　正階 　しょうかい

1540 　請戒 　しょうかい

1541 　条戒 　じょうかい

1542 　浄戒 　じょうかい

1543 　請戒師 　しょうかいし

1544 　請戒師三拝 　しょうかいしさんぱい

1545 　請戒師三拜 　しょうかいしさんぱい

1546 　小開静 　しょうかいじょう

1547 　正月三朝祈禱諷経回向文 　しょうがつさんちょうきとうふぎんえこうもん

1548 　相看 　しょうかん

1549 　松岸 　しょうがん

1550 　聖龕 　しょうがん
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1551 　上間 　じょうかん

1552 　松岸旨淵 　しょうがんしえん

1553 　正忌 　しょうき

1554 　餉器 　しょうき

1555 　請客 　しょうきゃく

1556 　請客侍者 　しょうきゃくじしゃ

1557 　性欽 　しょうきん

1558 　紹瑾 　じょうきん

1559 　浄巾 　じょうきん

1560 　上供 　じょうぐ

1561 　小鏧 　しょうけい

1562 　相見 　しょうけん

1563 　正謙 　しょうけん

1564 　証験 　しょうげん

1565 　正元上堂 　しょうげんじょうどう

1566 　証悟 　しょうご

1567 　焼香 　しょうこう

1568 　唱号 　しょうごう

1569 　聖号 　しょうごう

1570 　上香 　じょうこう

1571 　照光忌 　しょうこうき

1572 　唱号啓唱 　しょうごうけいしょう

1573 　小香合 　しょうこうごう

1574 　上香三拝 　じょうこうさんぱい

1575 　上香三拜 　じょうこうさんぱい

1576 　焼香侍者 　しょうこうじしゃ

1577 　上香大展三拝 　じょうこうだいてんさんぱい

1578 　上香大展三拜 　じょうこうだいてんさんぱい

1579 　聖号遶帀 　しょうごうにょうそう

1580 　荘厳衣袈裟 　しょうごんえげさ

1581 　荘厳報地高顕 　しょうごんほうちこうけん

1582 　荘厳報地者也 　しょうごんほうちのものなり

1583 　生菜 　しょうさい

1584 　消災呪 　しょうさいしゅ

1585 　消災呪挙経 　しょうさいしゅこきょう

1586 　消災呪挙経法 　しょうさいしゅこきょうほう

1587 　消災呪打鏧 　しょうさいしゅたけい

1588 　消災呪打鏧法 　しょうさいしゅたけいほう

1589 　小罪無量 　しょうざいむりょう

1590 　小参 　しょうさん

1591 　性讃 　しょうさん

1592 　上参 　じょうさん

1593 　小参鼓 　しょうさんく

1594 　小参牌 　しょうさんはい

1595 　小参法 　しょうさんほう

1596 　小師 　しょうし

1597 　聖侍 　しょうじ

1598 　小食 　しょうじき

1599 　小食飯台 　しょうじきはんだい

1600 　正授 　しょうじゅ
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No. 用語 よみ

1601 　小住 　しょうじゅう

1602 　浄粥 　じょうしゅう

1603 　正授戒文 　しょうじゅかいもん

1604 　摂衆生戒 　しょうしゅじょうかい

1605 　請首座 　しょうしゅそ

1606 　請首座法 　しょうしゅそほう

1607 　請首座法入寺式図 　しょうしゅそほうにゅうじしきず

1608 　正授道場 　しょうじゅどうじょう

1609 　正授道場打合 　しょうじゅどうじょううちあわせ

1610 　請諸 　しょうしょ

1611 　小鐘 　しょうしょう

1612 　証上 　しょうじょう

1613 　定鐘 　じょうしょう

1614 　上牀 　じょうじょう

1615 　小鐘一会 　しょうしょういちえ

1616 　称聖号 　しょうしょうごう

1617 　称聖号遶帀 　しょうしょうごうにょうそう

1618 　浄小桶 　じょうしょうつう

1619 　上牀法 　じょうじょうほう

1620 　成所作智 　じょうしょさち

1621 　請諸仏事 　しょうしょぶつじ

1622 　請諸仏事牓図 　しょうしょぶつじぼうず

1623 　正信 　しょうしん

1624 　情塵 　じょうじん

1625 　鐘司 　しょうす

1626 　浄水 　じょうすい

1627 　鐘司寮 　しょうすりょう

1628 　小施架 　しょうせか

1629 　韶碩 　じょうせき

1630 　聖膳 　しょうぜん

1631 　摂善 　しょうぜん

1632 　摂善法戒 　しょうぜんぼうかい

1633 　証相 　しょうそう

1634 　聖僧 　しょうそう

1635 　聖僧侍者 　しょうそうじしゃ

1636 　請喪司 　しょうそうす

1637 　請喪司諸職牓図 　しょうそうすしょしょくぼうず

1638 　聖僧堂 　しょうそうどう

1639 　性相不二 　しょうそうふに

1640 　証則 　しょうそく

1641 　請知事鐘 　しょうちじしょう

1642 　請知事槌 　しょうちじつい

1643 　正嫡 　しょうちゃく

1644 　請頭 　しょうちょう

1645 　請頭首鐘 　しょうちょうしゅしょう

1646 　請頭首槌 　しょうちょうしゅつい

1647 　浄桶 　じょうつう

1648 　正伝 　しょうでん

1649 　上殿 　じょうでん

1650 　上殿順序 　じょうでんじゅんじょ
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1651 　上殿法 　じょうでんほう

1652 　証道 　しょうどう

1653 　上堂 　じょうどう

1654 　成道会 　じょうどうえ

1655 　成道会献粥諷経 　じょうどうえけんしゅくふぎん

1656 　成道会献粥諷経回向文 　じょうどうえけんしゅくふぎんえこうもん

1657 　成道会疏 　じょうどうえしょ

1658 　成道会正忌諷経 　じょうどうえしょうきふぎん

1659 　成道会前日 　じょうどうえぜんじつ

1660 　成道会道場荘厳 　じょうどうえどうじょうしょうごん

1661 　成道会諷経 　じょうどうえふぎん

1662 　証道歌 　しょうどうか

1663 　証道歌挙経 　しょうどうかこきょう

1664 　証道歌挙経法 　しょうどうかこきょうほう

1665 　証道歌打鏧 　しょうどうかたけい

1666 　証道歌打鏧法 　しょうどうかたけいほう

1667 　上堂鼓 　じょうどうく

1668 　浄道場 　じょうどうじょう

1669 　浄道場の偈 　じょうどうじょうのげ

1670 　上堂牌 　じょうどうはい

1671 　上堂法 　じょうどうほう

1672 　証得 　しょうとく

1673 　請特為位 　しょうどくいい

1674 　請特為位法 　しょうどくいいほう

1675 　商那 　しょうな

1676 　商那和修 　しょうなわしゅう

1677 　商那和修大和尚 　しょうなわしゅうだいおしょう

1678 　証入 　しょうにゅう

1679 　浄人 　じょうにん

1680 　浄人札 　じょうにんふだ

1681 　小牌 　しょうはい

1682 　照牌 　しょうはい

1683 　請拝 　しょうはい

1684 　請拜 　しょうはい

1685 　請拝式 　しょうはいしき

1686 　請拜式 　しょうはいしき

1687 　請拝式法 　しょうはいしきほう

1688 　請拜式法 　しょうはいしきほう

1689 　浄髪 　じょうはつ

1690 　浄髪の要慎 　じょうはつのようしん

1691 　浄髪牌 　じょうはつはい

1692 　小版 　しょうはん

1693 　証仏 　しょうぶつ

1694 　生仏一如 　しょうぶついちにょ

1695 　請仏事之儀 　しょうぶつじのぎ

1696 　正法 　しょうぼう

1697 　請法 　しょうぼう

1698 　正法眼 　しょうぼうげん

1699 　正法眼蔵 　しょうぼうげんぞう

1700 　正法眼蔵随聞記 　しょうぼうげんぞうずいもんき
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No. 用語 よみ

1701 　請法香 　しょうぼうこう

1702 　請法問訊 　しょうぼうもんじん

1703 　証明 　しょうみょう

1704 　正文 　しょうもん

1705 　正猷 　しょうゆう

1706 　紹由 　じょうゆう

1707 　従容録 　しょうようろく

1708 　聖浴 　しょうよく

1709 　聖浴法 　しょうよくほう

1710 　唱礼 　しょうらい

1711 　摂律 　しょうりつ

1712 　摂律儀戒 　しょうりつぎかい

1713 　請楞厳頭 　しょうりょうごんとう

1714 　請楞厳頭式 　しょうりょうごんとうしき

1715 　韶麟 　しょうりん

1716 　精霊 　しょうれい

1717 　精霊供養 　しょうれいくよう

1718 　食事の偈 　しょくじのげ

1719 　助化師 　じょけし

1720 　助化師迎接 　じょけしげいせつ

1721 　初更 　しょこう

1722 　諸疏 　しょしょ

1723 　疏書 　しょしょ

1724 　書状侍者 　しょじょうじしゃ

1725 　諸精霊 　しょしょうれい

1726 　諸疏宣読 　しょしょせんどく

1727 　疏書法 　しょしょほう

1728 　処世界梵 　しょせかいぼん

1729 　疏宣読 　しょせんどく

1730 　如仲 　じょちゅう

1731 　如仲天誾 　じょちゅうてんぎん

1732 　疏調認 　しょちょうにん

1733 　疏調認法 　しょちょうにんほう

1734 　初展 　しょてん

1735 　諸堂行香 　しょどうぎょうこう

1736 　諸堂曬薦 　しょどうしせん

1737 　諸堂掃煤 　しょどうそうばい

1738 　諸堂落慶 　しょどうらっけい

1739 　諸堂落慶式 　しょどうらっけいしき

1740 　諸堂落慶式法 　しょどうらっけいしきほう

1741 　初七日 　しょなぬか

1742 　除幕 　じょまく

1743 　初夜坐禅 　しょやざぜん

1744 　諸寮 　しょりょう

1745 　諸寮衆 　しょりょうしゅ

1746 　諸寮衆入堂 　しょりょうしゅにゅうどう

1747 　諸寮衆入堂法 　しょりょうしゅにゅうどうほう

1748 　諸寮版 　しょりょうはん

1749 　尸羅 　しら

1750 　尸羅会 　しらえ
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1751 　尸羅会排位図 　しらえはいいず

1752 　尸羅会両班 　しらえりょうばん

1753 　白幡 　しろはた

1754 　白幡四流 　しろはたしりゅう

1755 　箴 　しん

1756 　嚫 　しん

1757 　心越 　しんえつ

1758 　心越興儔 　しんえつこうちゅう

1759 　請仮 　しんか

1760 　請暇 　しんか

1761 　真覚 　しんかく

1762 　真龕 　しんがん

1763 　清規 　しんぎ

1764 　箴規 　しんぎ

1765 　新帰元 　しんきげん

1766 　新帰去 　しんきこ

1767 　新帰真 　しんきしん

1768 　心経読誦 　しんぎょうどくじゅ

1769 　嚫金 　しんきん

1770 　嚫金菓茶三拝 　しんきんかささんぱい

1771 　嚫金菓茶三拜 　しんきんかささんぱい

1772 　嚫金菓三拝 　しんきんかさんぱい

1773 　嚫金菓三拜 　しんきんかさんぱい

1774 　請鼓 　しんく

1775 　新還本 　しんげんぽん

1776 　晋山 　しんさん

1777 　晋山開堂 　しんさんかいどう

1778 　晋山開堂準備 　しんさんかいどうじゅんび

1779 　晋山開堂牌 　しんさんかいどうはい

1780 　晋山開堂法 　しんさんかいどうほう

1781 　晋山式 　しんさんしき

1782 　晋山式作法 　しんさんしきさほう

1783 　晋山諸疏 　しんさんしょしょ

1784 　晋山祖堂 　しんさんそどう

1785 　晋山祖堂法語 　しんさんそどうほうご

1786 　晋山土地堂 　しんさんどじどう

1787 　晋山土地堂法語 　しんさんどじどうほうご

1788 　晋山幡 　しんさんばた

1789 　晋山幡書法 　しんさんばたしょほう

1790 　晋山仏殿 　しんさんぶつでん

1791 　晋山仏殿法語 　しんさんぶつでんほうご

1792 　晋山法 　しんさんほう

1793 　晋山略法 　しんさんりゃくほう

1794 　神呪 　じんしゅ

1795 　新順去 　しんじゅんこ

1796 　心昭 　しんしょう

1797 　身心一如 　しんじんいちにょ

1798 　信心不二 　しんじんふじ

1799 　信心不二 　しんじんふに

1800 　信心銘 　しんじんめい
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1801 　信心銘挙経 　しんじんめいこきょう

1802 　信心銘挙経法 　しんじんめいこきょうほう

1803 　信心銘打嚫 　しんじんめいたけい

1804 　信心銘打嚫法 　しんじんめいたけいほう

1805 　辰司 　しんす

1806 　進前 　しんぜん

1807 　陞座 　しんぞ

1808 　新早世 　しんそうせい

1809 　身体作法 　しんたいさほう

1810 　進退法 　しんたいほう

1811 　震旦 　しんたん

1812 　震旦二祖忌 　しんたんにそき

1813 　震旦二祖忌献供諷経 　しんたんにそきけんぐふぎん

1814 　震旦二祖忌献粥諷経 　しんたんにそきけんしゅくふぎん

1815 　震旦二祖忌献粥諷経回向文 　しんたんにそきけんしゅくふぎんえこうもん

1816 　神通 　じんづう

1817 　神通妙用 　じんづうみょうゆう

1818 　神通遊戯 　じんづうゆげ

1819 　新到 　しんとう

1820 　寝堂 　しんどう

1821 　新到掛搭 　しんとうかた

1822 　新到掛搭式 　しんとうかたしき

1823 　新到掛搭法 　しんとうかたほう

1824 　新到到着帳 　しんとうとうちゃくちょう

1825 　真読 　しんどく

1826 　信得及 　しんとくぎゅう

1827 　真牌 　しんぱい

1828 　真幡 　しんばた

1829 　信不及 　しんふぎゅう

1830 　新命 　しんめい

1831 　新命和尚 　しんめいおしょう

1832 　新命掛塔 　しんめいかた

1833 　新命掛搭式 　しんめいかたしき

1834 　新命上殿 　しんめいじょうでん

1835 　新命上殿法 　しんめいじょうでんほう

1836 　新命晋山 　しんめいしんさん

1837 　新命登座 　しんめいとうざ

1838 　新命入駕 　しんめいにゅうが

1839 　新物故 　しんもっこ

1840 　深問訊 　じんもんじん

1841 　真容 　しんよう

1842 　神力 　じんりき

1843 　神力品 　じんりきほん

1844 　神力品挙経 　じんりきほんこきょう

1845 　神力品挙経法 　じんりきほんこきょうほう

1846 　神力品打嚫 　じんりきほんたけい

1847 　神力品打嚫法 　じんりきほんたけいほう

1848 　真梁 　しんりょう

1849 　瑞巌 　ずいがん

1850 　瑞巌韶麟 　ずいがんしょうりん

　 　37



曹洞宗用語
No. 用語 よみ

1851 　隋喜 　ずいき

1852 　垂語 　すいご

1853 　瑞岡 　ずいこう

1854 　随行長 　ずいこうちょう

1855 　瑞岡珍牛 　ずいこうちんぎゅう

1856 　出生 　すいさん

1857 　出生の法 　すいさんのほう

1858 　水頭 　すいじゅう

1859 　随身 　ずいしん

1860 　出喪 　すいそう

1861 　出喪行列次第 　すいそうぎょうれつしだい

1862 　出喪行列次第牓図 　すいそうぎょうれつしだいぼうず

1863 　瑞方 　ずいほう

1864 　瑞鳳蓋 　ずいほうがい

1865 　随聞記 　ずいもんき

1866 　図作仏 　ずさぶつ

1867 　厨司護法像 　ずすごほうぞう

1868 　厨司護法像法語 　ずすごほうぞうほうご

1869 　頭鉢 　ずはつ

1870 　頭饙 　ずふん

1871 　西階 　せいかい

1872 　靑原 　せいげん

1873 　靑原行思 　せいげんぎょうし

1874 　靑原行思大和尚 　せいげんぎょうしだいおしょう

1875 　西序 　せいじょ

1876 　西序牌 　せいじょはい

1877 　西序問訊 　せいじょもんじん

1878 　清拙 　せいせつ

1879 　制中行持 　せいちゅうぎょうじ

1880 　西浄 　せいちん

1881 　西堂 　せいどう

1882 　西堂単 　せいどうたん

1883 　西堂等 　せいどうとう

1884 　西堂等に陳賀 　せいどうとうにちんが

1885 　西堂人事 　せいどうにんじ

1886 　西堂へ礼謝 　せいどうへらいじゃ

1887 　清良 　せいりょう

1888 　淸了 　せいりょう

1889 　施架 　せか

1890 　石屋 　せきおく

1891 　石屋真梁 　せきおくしんりょう

1892 　石禅 　せきぜん

1893 　籍単 　せきたん

1894 　石頭 　せきとう

1895 　石頭希遷 　せきとうきせん

1896 　石頭希遷大和尚 　せきとうきせんだいおしょう

1897 　施斎 　せさい

1898 　施財 　せざい

1899 　施財槌 　せざいつい

1900 　施財の偈 　せざいのげ
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1901 　施斎諷経 　せさいふぎん

1902 　施斎諷経薦亡回向文 　せさいふぎんせんもうえこうもん

1903 　施食 　せじき

1904 　施食赤幡 　せじきあかはた

1905 　施食会 　せじきえ

1906 　施食会供物 　せじきえくもつ

1907 　施食会前日 　せじきえぜんじつ

1908 　施食大幡 　せじきおおばた

1909 　施食偈 　せじきげ

1910 　施食小幡 　せじきこばた

1911 　施食棚 　せじきだな

1912 　施食幡 　せじきばた

1913 　施食幡掛 　せじきばたかけ

1914 　施食幡掛法図 　せじきばたかけかたず

1915 　施食幡書法 　せじきばたしょほう

1916 　施主行香の法 　せしゅぎょうこうのほう

1917 　施主斎 　せしゅさい

1918 　施主斎の疏 　せしゅさいのしょ

1919 　施主接茶 　せしゅせっちゃ

1920 　施主牌 　せしゅはい

1921 　世代月忌 　せだいがっき

1922 　世代月忌回向文 　せだいがっきえこうもん

1923 　世代月忌略回向文 　せだいがっきりゃくえこうもん

1924 　世代忌 　せだいき

1925 　世代忌準例 　せだいきじゅんれい

1926 　世代塔前回向文 　せだいとうぜんえこうもん

1927 　刷 　せつ

1928 　説戒 　せっかい

1929 　説教道場 　せっきょうどうじょう

1930 　説教道場法 　せっきょうどうじょうほう

1931 　雪鴻 　せっこう

1932 　設斎 　せっさい

1933 　設斎法事 　せっさいほうじ

1934 　接住持牌 　せつじゅうじはい

1935 　摂心 　せっしん

1936 　摂心会 　せっしんえ

1937 　摂心会作法 　せっしんえさほう

1938 　折水 　せっすい

1939 　折水器 　せっすいき

1940 　折水の偈 　せっすいのげ

1941 　雪爪 　せっそう

1942 　接送鐘 　せっそうしょう

1943 　雪爪清拙 　せっそうせいせつ

1944 　接茶 　せっちゃ

1945 　雪竇 　せつちょう

1946 　雪竇智鑑 　せつちょうちかん

1947 　雪竇智鑑大和尚 　せつちょうちかんだいおしょう

1948 　接賓 　せっぴん

1949 　是仏 　ぜぶつ

1950 　施浴 　せよく
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1951 　僉 　せん

1952 　前安居 　ぜんあんご

1953 　禅椅 　ぜんい

1954 　禅院 　ぜんいん

1955 　前会 　ぜんえ

1956 　戦役殉難者 　せんえきじゅんなんしゃ

1957 　戦役殉難者精霊供養 　せんえきじゅんなんしゃしょうれいくよう

1958 　戦役殉難者精霊供養諷経 　せんえきじゅんなんしゃしょうれいくようふぎん

1959 　戦役殉難者精霊供養諷経回向文 　せんえきじゅんなんしゃしょうれいくようふぎんえこうもん

1960 　戦役殉難者精霊供養法 　せんえきじゅんなんしゃしょうれいくようほう

1961 　旃崖 　せんがい

1962 　禅戒 　ぜんかい

1963 　旃崖奕堂 　せんがいえきどう

1964 　禅規 　ぜんき

1965 　善救 　ぜんきゅう

1966 　禅教 　ぜんきょう

1967 　禅居 　ぜんこ

1968 　禅語 　ぜんご

1969 　禅冊 　ぜんさつ

1970 　専使 　せんし

1971 　専使送迎 　せんしそうげい

1972 　先住忌 　せんじゅうき

1973 　宣疏 　せんしょ

1974 　僉疏 　せんしょ

1975 　洗浄の偈 　せんじょうのげ

1976 　宣疏跪炉 　せんしょきろ

1977 　僉疏式 　せんしょしき

1978 　宣疏法 　せんしょほう

1979 　善神 　ぜんじん

1980 　前施食会 　ぜんせじきえ

1981 　川僧 　せんそう

1982 　川僧慧済 　せんそうえさい

1983 　先湯 　せんとう

1984 　前堂 　ぜんどう

1985 　先湯後茶 　せんとうごさ

1986 　前堂首座 　ぜんどうしゅそ

1987 　宣読 　せんどく

1988 　宣読箴規 　せんどくしんぎ

1989 　宣読牌 　せんどくはい

1990 　禅院 　ぜんにん

1991 　禅人 　ぜんにん

1992 　詮慧 　せんね

1993 　禅苑 　ぜんのん

1994 　禅苑清規 　ぜんのんしんぎ

1995 　洗鉢 　せんぱつ

1996 　禅板 　ぜんぱん

1997 　懴法 　せんぼう

1998 　禅法 　ぜんぽう

1999 　洗面 　せんめん

2000 　洗面の偈 　せんめんのげ
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2001 　洗面版 　せんめんぱん

2002 　先亡 　せんもう

2003 　薦亡 　せんもう

2004 　薦亡施食会 　せんもうせじきえ

2005 　全龍 　ぜんりゅう

2006 　祖寅 　そいん

2007 　總 　そう

2008 　帀 　そう

2009 　送行 　そうあん

2010 　宗友 　そういう

2011 　宗応 　そうおう

2012 　宗珏 　そうがく

2013 　喪儀幡 　そうぎばた

2014 　喪儀幡書法 　そうぎばたしょほう

2015 　喪儀法 　そうぎほう

2016 　僧伽 　そうぎゃ

2017 　僧伽難提 　そうぎゃなんだい

2018 　僧伽難提大和尚 　そうぎゃなんだいだいおしょう

2019 　僧伽黎 　そうぎゃり

2020 　送供 　そうく

2021 　送迎 　そうげい

2022 　送迎係 　そうげいけい

2023 　宗胡 　そうこ

2024 　竈公 　そうこう

2025 　竈公諷経 　そうこうふぎん

2026 　竈公諷経回向文 　そうこうふぎんえこうもん

2027 　送骨 　そうこつ

2028 　送骨念誦 　そうこつねんじゅ

2029 　宗梭 　そうさ

2030 　早参 　そうさん

2031 　宗璨 　そうさん

2032 　僧璨 　そうさん

2033 　曹山 　そうざん

2034 　早参鼓 　そうさんく

2035 　早参法益 　そうさんほうやく

2036 　曹山法身 　そうざんほっしん

2037 　曹山録 　そうざんろく

2038 　總持 　そうじ

2039 　双紙 　ぞうし

2040 　僧食 　そうじき

2041 　僧食九拝 　そうじききゅうはい

2042 　僧食九拜 　そうじききゅうはい

2043 　總持寺 　そうじじ

2044 　宗俊 　そうしゅん

2045 　崇順 　そうじゅん

2046 　僧鐘 　そうしょう

2047 　送聖 　そうしょう

2048 　喪場 　そうじょう

2049 　喪場四門の配置 　そうじょうしもんのはいち

2050 　喪場図 　そうじょうず
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2051 　送聖諷経 　そうしょうふぎん

2052 　宗真 　そうしん

2053 　早晨 　そうしん

2054 　送真 　そうしん

2055 　早晨坐禅 　そうしんざぜん

2056 　送真諷経 　そうしんふぎん

2057 　喪司 　そうす

2058 　喪司の維那 　そうすのいの

2059 　喪司の供真 　そうすのくしん

2060 　喪司の侍真 　そうすのじしん

2061 　喪司の諸職 　そうすのしょしょく

2062 　僧籍単 　そうせきたん

2063 　送葬品具 　そうそうひんぐ

2064 　喪中行法次第牓図 　そうちゅうぎょうほうしだいぼうず

2065 　宗田 　そうでん

2066 　曹洞 　そうとう

2067 　僧堂 　そうどう

2068 　像塔 　ぞうとう

2069 　像塔開眼供養 　ぞうとうかいげんくよう

2070 　像塔開眼供養諷経 　ぞうとうかいげんくようふぎん

2071 　像塔開眼供養諷経回向文 　ぞうとうかいげんくようふぎんえこうもん

2072 　像塔開眼供養法 　ぞうとうかいげんくようほう

2073 　像塔開眼陳白文 　ぞうとうかいげんちんびゃくもん

2074 　僧堂開単 　そうどうかいたん

2075 　僧堂開単指令 　そうどうかいたんしれい

2076 　僧堂掛搭 　そうどうかた

2077 　僧堂換簾 　そうどうかんれん

2078 　僧堂行茶の鼓 　そうどうぎょうちゃのく

2079 　曹洞五位 　そうとうごい

2080 　僧堂鐘 　そうどうしょう

2081 　僧堂諸牌 　そうどうしょはい

2082 　曹洞禅 　そうとうぜん

2083 　僧堂特為茶 　そうどうどくいちゃ

2084 　僧堂特為湯 　そうどうどくいとう

2085 　僧堂人事 　そうどうにんじ

2086 　僧堂人事知事進退図 　そうどうにんじちじしんたいず

2087 　僧堂念誦 　そうどうねんじゅ

2088 　僧堂念誦文 　そうどうねんじゅもん

2089 　僧堂鉢位図 　そうどうはついず

2090 　僧堂版 　そうどうはん

2091 　僧堂被位図 　そうどうひいず

2092 　遭難死亡者供養 　そうなんしぼうしゃくよう

2093 　遭難死亡者供養回向文 　そうなんしぼうしゃくようえこうもん

2094 　遭難死亡者供養法 　そうなんしぼうしゃくようほう

2095 　宗能 　そうのう

2096 　掃煤 　そうばい

2097 　宗範 　そうはん

2098 　双枹 　そうぼう

2099 　送亡 　そうぼう

2100 　贈法 　ぞうほう
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2101 　送亡供物 　そうぼうくもつ

2102 　送亡供物法 　そうぼうくもつほう

2103 　送亡僧鐘 　そうぼうそうしょう

2104 　僧宝伝 　そうほうでん

2105 　送亡牌 　そうぼうはい

2106 　宗令 　そうれい

2107 　素淵 　そえん

2108 　素華 　そか

2109 　祖環 　そかん

2110 　祖忌 　そき

2111 　祖忌経単 　そききょうたん

2112 　即心 　そくしん

2113 　即心是仏 　そくしんぜぶつ

2114 　即心即仏 　そくしんそくぶつ

2115 　即中 　そくちゅう

2116 　即仏 　そくぶつ

2117 　触礼 　そくれい

2118 　触礼一拝 　そくれいいっぱい

2119 　触礼一拜 　そくれいいっぱい

2120 　触礼一拝の手鏧 　そくれいいっぱいのしゅけい

2121 　触礼一拜の手鏧 　そくれいいっぱいのしゅけい

2122 　触礼三拝 　そくれいさんぱい

2123 　触礼三拜 　そくれいさんぱい

2124 　触礼三拝の手鏧 　そくれいさんぱいのしゅけい

2125 　触礼三拜の手鏧 　そくれいさんぱいのしゅけい

2126 　祖継 　そけい

2127 　座元 　ぞげん

2128 　祖像法語 　そぞうほうご

2129 　素哲 　そてつ

2130 　素童 　そどう

2131 　祖堂諷経 　そどうふぎん

2132 　祖堂諷経回向文 　そどうふぎんえこうもん

2133 　祖堂法語 　そどうほうご

2134 　祖門 　そもん

2135 　祖門興道 　そもんこうどう

2136 　尊者 　そんじゃ

2137 　尊宿 　そんしゅく

2138 　尊宿位牌 　そんしゅくいはい

2139 　尊宿位牌書法 　そんしゅくいはいしょほう

2140 　尊宿月忌 　そんしゅくがっき

2141 　尊宿喪儀 　そんしゅくそうぎ

2142 　尊宿喪儀法 　そんしゅくそうぎほう

2143 　尊勝陀羅尼 　そんしょうだらに

2144 　尊勝陀羅尼挙経 　そんしょうだらにこきょう

2145 　尊勝陀羅尼挙経法 　そんしょうだらにこきょうほう

2146 　尊勝陀羅尼打鏧 　そんしょうだらにたけい

2147 　尊勝陀羅尼打鏧法 　そんしょうだらにたけいほう

2148 　尊董 　そんとう

2149 　孫佛 　そんぶつ

2150 　大醫 　だいい
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2151 　大醫道信 　だいいどうしん

2152 　大醫道信大和尚 　だいいどうしんだいおしょう

2153 　大寅 　だいいん

2154 　大寅元峰 　だいいんげんぽう

2155 　大円鏡智 　だいえんきょうち

2156 　大和尚 　だいおしょう

2157 　泰音 　たいおん

2158 　代戒 　だいかい

2159 　大開静 　だいかいじょう

2160 　大傘 　だいがさ

2161 　大鑑 　だいかん

2162 　大鑑慧能 　だいかんえのう

2163 　大鑑慧能大和尚 　だいかんえのうだいおしょう

2164 　大休 　だいきゅう

2165 　大休悟由 　だいきゅうごゆう

2166 　太虚契充 　たいきょかいじゅう

2167 　大愚 　だいぐ

2168 　大空 　だいくう

2169 　大空玄虎 　だいくうげんこ

2170 　大愚良寛 　だいぐりょうかん

2171 　大鏧 　だいけい

2172 　太源 　たいげん

2173 　太源宗真 　たいげんそうしん

2174 　大岡 　だいこう

2175 　大綱 　だいこう

2176 　大香 　だいこう

2177 　大香合 　だいこうごう

2178 　大岡楳仙 　だいこうばいせん

2179 　大綱明宗 　だいこうみょうそう

2180 　帯坐具 　たいざぐ

2181 　対座問訊 　たいざもんじん

2182 　対首 　たいしゅ

2183 　大衆九拝 　だいしゅきゅうはい

2184 　大衆九拜 　だいしゅきゅうはい

2185 　対首懴悔 　たいしゅさんげ

2186 　大衆巡堂 　だいしゅじゅんどう

2187 　大衆請法 　だいしゅしょうぼう

2188 　大衆と人事 　だいしゅとにんじ

2189 　大衆入堂 　だいしゅにゅうどう

2190 　大衆入堂法 　だいしゅにゅうどうほう

2191 　大衆に礼謝 　だいしゅにらいじゃ

2192 　太初 　たいしょ

2193 　大鐘 　だいしょう

2194 　太初継覚 　たいしょけいかく

2195 　対真 　たいしん

2196 　対真小参 　たいしんしょうさん

2197 　対真小参師 　たいしんしょうさんし

2198 　大施架 　だいせか

2199 　大施食会 　だいせじきえ

2200 　太祖慧可 　たいそえか
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2201 　太祖慧可大和尚 　たいそえかだいおしょう

2202 　太祖降誕会 　たいそごうたんえ

2203 　提多迦 　だいたか

2204 　提多迦大和尚 　だいたかだいおしょう

2205 　大智祖継 　だいちそけい

2206 　大徹 　だいてつ

2207 　大徹宗令 　だいてつそうれい

2208 　大展 　だいてん

2209 　退董 　たいとう

2210 　退董式 　たいとうしき

2211 　退董式作法 　たいとうしきさほう

2212 　退董上堂 　たいとうじょうどう

2213 　第二座 　だいにざ

2214 　提婆 　だいば

2215 　大法被 　だいはっぴ

2216 　擡槃 　だいはん

2217 　大般若会供物 　だいはんにゃえくもつ

2218 　大般若回向文 　だいはんにゃえこうもん

2219 　大般若十方開演 　だいはんにゃじっぽうかいえん

2220 　大般若十方開演法 　だいはんにゃじっぽうかいえんほう

2221 　大般若住持進退 　だいはんにゃじゅうじしんたい

2222 　大般若住持進退法 　だいはんにゃじゅうじしんたいほう

2223 　大般若疏 　だいはんにゃしょ

2224 　大般若転読 　だいはんにゃてんどく

2225 　大般若転読法 　だいはんにゃてんどくほう

2226 　大般若転読文 　だいはんにゃてんどくもん

2227 　大般若転翻 　だいはんにゃてんぽん

2228 　大般若転翻法 　だいはんにゃてんぽんほう

2229 　大般若宝牘 　だいはんにゃほうどく

2230 　大悲呪 　だいひしゅ

2231 　大悲呪挙経 　だいひしゅこきょう

2232 　大悲呪挙経法 　だいひしゅこきょうほう

2233 　大悲呪打鏧 　だいひしゅたけい

2234 　大悲呪打鏧法 　だいひしゅたけいほう

2235 　大悲心陀羅尼 　だいひしんだらに

2236 　大布薩会 　だいふさつえ

2237 　法炬 　たいまつ

2238 　大滿 　だいまん

2239 　大滿弘忍 　だいまんこうにん

2240 　大滿弘忍大和尚 　だいまんこうにんだいおしょう

2241 　大問訊 　だいもんじん

2242 　大夜 　だいや

2243 　大夜念誦 　だいやねんじゅ

2244 　大夜念誦文 　だいやねんじゅもん

2245 　大夜諷経 　だいやふぎん

2246 　大夜諷経回向文 　だいやふぎんえこうもん

2247 　太容 　たいよう

2248 　大陽 　たいよう

2249 　大陽警玄 　たいようきょうげん

2250 　大陽警玄大和尚 　たいようきょうげんだいおしょう
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2251 　太容梵清 　たいようぼんせい

2252 　大擂鼓 　だいらいく

2253 　竜灯 　たかはり

2254 　枳尼眞天 　だきにしんてん

2255 　柝 　たく

2256 　琢宗 　たくしゅう

2257 　打鏧 　たけい

2258 　打鏧法 　たけいほう

2259 　打坐 　たざ

2260 　打槌 　たつい

2261 　打槌者 　たついしゃ

2262 　打槌法 　たついほう

2263 　塔袈裟 　たっけさ

2264 　搭袈裟 　たっけさ

2265 　搭袈裟帯坐具 　たっけさたいざぐ

2266 　搭袈裟の偈 　たっけさのげ

2267 　搭袈裟法 　たっけさほう

2268 　塔主 　たっす

2269 　達祖忌 　たっそき

2270 　塔中 　たっちゅう

2271 　柱法 　たてかた

2272 　打版 　たはん

2273 　打版一会 　たはんいちえ

2274 　打版三会 　たはんさんえ

2275 　打版三下 　たはんさんげ

2276 　荼毘式 　だびしき

2277 　打眠 　たみん

2278 　多羅 　たら

2279 　達磨忌 　だるまき

2280 　達磨忌可漏 　だるまきかろ

2281 　達磨忌献粥諷経 　だるまきけんしゅくふぎん

2282 　達磨忌献粥諷経回向文 　だるまきけんしゅくふぎんえこうもん

2283 　達磨忌迎真諷経 　だるまきごうしんふぎん

2284 　達磨忌疏 　だるまきしょ

2285 　達磨祖師像法語 　だるまそしぞうほうご

2286 　達磨大師月忌 　だるまだいしがっき

2287 　達磨大師月忌献供諷経 　だるまだいしがっきけんぐふぎん

2288 　達磨大師月忌逮夜 　だるまだいしがっきたいや

2289 　達磨大師月忌逮夜献湯諷経 　だるまだいしがっきたいやけんとうふぎん

2290 　達磨大師月忌逮夜献湯諷経回向文 　だるまだいしがっきたいやけんとうふぎんえこうもん

2291 　丹霞 　たんか

2292 　丹霞子淳 　たんかしじゅん

2293 　丹霞子淳大和尚 　たんかしじゅんだいおしょう

2294 　旦過寮 　たんがりょう

2295 　歎偈 　たんげ

2296 　歎偈槌 　たんげつい

2297 　端午上堂 　たんごじょうどう

2298 　端坐 　たんざ

2299 　端坐参禅 　たんざさんぜん

2300 　坦山 　たんざん
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2301 　坦山覚仙 　たんざんかくせん

2302 　壇上献供排位図 　だんじょうけんぐはいいず

2303 　誕生仏 　たんじょうぶつ

2304 　壇上礼 　だんじょうらい

2305 　壇上礼文 　だんじょうらいもん

2306 　檀信徒 　だんしんと

2307 　檀信徒喪儀法 　だんしんとそうぎほう

2308 　檀信徒法要作法 　だんしんとほうようさほう

2309 　単頭単 　たんとうたん

2310 　檀越 　だんのつ

2311 　檀越先亡累代諷経 　だんのつせんもうるいだいふぎん

2312 　檀越本尊上供 　だんのつほんぞんじょうぐ

2313 　単牌 　たんぱい

2314 　断臂 　だんぴ

2315 　断臂報恩 　だんぴほうおん

2316 　嘆仏 　たんぶつ

2317 　嘆仏勝会 　たんぶつしょうえ

2318 　嘆仏勝会差定 　たんぶつしょうえさじょう

2319 　嘆仏勝会図 　たんぶつしょうえず

2320 　智鑑 　ちかん

2321 　竹居 　ちくご

2322 　竹居正猷 　ちくごしょうゆう

2323 　知庫 　ちこ

2324 　致語 　ちご

2325 　智洪 　ちこう

2326 　知事位 　ちじい

2327 　知事巡堂 　ちじじゅんどう

2328 　知事人事 　ちじにんじ

2329 　知事問訊 　ちじもんじん

2330 　知殿 　ちでん

2331 　知殿寮 　ちでんりょう

2332 　著坐 　ちゃくざ

2333 　著坐手鏧 　ちゃくざしゅけい

2334 　著坐問訊 　ちゃくざもんじん

2335 　嫡嗣 　ちゃくし

2336 　茶湯 　ちゃとう

2337 　茶湯 　ぢゃとう

2338 　茶薬 　ちゃやく

2339 　茶礼 　ちゃれい

2340 　中安居 　ちゅうあんご

2341 　中揖 　ちゅういつ

2342 　中揖三拝 　ちゅういつさんぱい

2343 　中揖三拜 　ちゅういつさんぱい

2344 　中陰塔婆 　ちゅういんとうば

2345 　中陰塔婆書法 　ちゅういんとうばしょほう

2346 　中会 　ちゅうえ

2347 　抽解鐘 　ちゅうかいしょう

2348 　中啓 　ちゅうけい

2349 　仲珊 　ちゅうさん

2350 　仲心 　ちゅうしん
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2351 　厨前 　ちゅうぜん

2352 　厨前の雲版 　ちゅうぜんのうんぱん

2353 　中日法要 　ちゅうにちほうよう

2354 　帳 　ちょう

2355 　朝課 　ちょうか

2356 　朝課諷経 　ちょうかふぎん

2357 　朝課諷経回向文 　ちょうかふぎんえこうもん

2358 　朝課諷経散堂 　ちょうかふぎんさんどう

2359 　朝課諷経散堂法 　ちょうかふぎんさんどうほう

2360 　朝課諷経住持上殿 　ちょうかふぎんじゅうじじょうでん

2361 　朝課諷経住持入堂 　ちょうかふぎんじゅうじにゅうどう

2362 　朝課諷経住持入堂法 　ちょうかふぎんじゅうじにゅうどうほう

2363 　朝課諷経順序 　ちょうかふぎんじゅんじょ

2364 　朝課諷経上殿順序 　ちょうかふぎんじょうでんじゅんじょ

2365 　朝課諷経大衆入堂 　ちょうかふぎんだいしゅにゅうどう

2366 　朝課諷経大衆入堂法 　ちょうかふぎんだいしゅにゅうどうほう

2367 　長跪 　ちょうき

2368 　頂髻 　ちょうけい

2369 　釣語 　ちょうご

2370 　朝参 　ちょうさん

2371 　朝参の拝 　ちょうさんのはい

2372 　朝参の拜 　ちょうさんのはい

2373 　頭首位 　ちょうしゅい

2374 　朝粥 　ちょうしゅく

2375 　朝粥行鉢 　ちょうしゅくぎょうはつ

2376 　朝粥行鉢住持 　ちょうしゅくぎょうはつじゅうじ

2377 　朝粥行鉢住持赴堂 　ちょうしゅくぎょうはつじゅうじふどう

2378 　朝粥行鉢入堂 　ちょうしゅくぎょうはつにゅうどう

2379 　朝粥行鉢入堂法 　ちょうしゅくぎょうはつにゅうどうほう

2380 　頭首人事 　ちょうしゅにんじ

2381 　頭首問訊 　ちょうしゅもんじん

2382 　牒図 　ちょうず

2383 　長打 　ちょうだ

2384 　長打三下 　ちょうださんげ

2385 　調認法 　ちょうにんほう

2386 　長版 　ちょうはん

2387 　長連単 　ちょうれんたん

2388 　長蘆 　ちょうろ

2389 　長蘆淸了 　ちょうろせいりょう

2390 　長蘆淸了大和尚 　ちょうろせいりょうだいおしょう

2391 　知浴 　ちよく

2392 　陳賀 　ちんが

2393 　珍牛 　ちんぎゅう

2394 　浄頭 　ちんじゅう

2395 　鎮守登壇 　ちんじゅとうだん

2396 　鎮守諷経 　ちんじゅふぎん

2397 　鎮守諷経回向文 　ちんじゅふぎんえこうもん

2398 　珍重 　ちんちょう

2399 　陳如 　ぢんにょ

2400 　陳如尊者 　ぢんにょそんじゃ
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2401 　陳白文 　ちんびゃくもん

2402 　鎮防火燭符 　ちんぼうかしょくふ

2403 　槌 　つい

2404 　対引鏧 　ついいんきん

2405 　退院 　ついえん

2406 　退院上堂 　ついえんじょうどう

2407 　対手鏧 　ついしゅけい

2408 　追善塔 　ついぜんとう

2409 　槌砧 　ついちん

2410 　都監寺 　つうかんす

2411 　通幻 　つうげん

2412 　通幻寂霊 　つうげんじゃくれい

2413 　都寺 　つうす

2414 　撞初 　つきぞめ

2415 　包み香 　つつみこう

2416 　通夜歎仏 　つやたんぶつ

2417 　釣燭 　つりしょく

2418 　提綱 　ていこう

2419 　呈受 　ていじゅ

2420 　呈受法 　ていじゅほう

2421 　呈状 　ていじょう

2422 　低頭 　ていず

2423 　剃度 　ていど

2424 　剃度作法 　ていどさほう

2425 　剃度式文 　ていどしきもん

2426 　剃髪 　ていはつ

2427 　剃髪の偈 　ていはつのげ

2428 　呈膀 　ていぼう

2429 　呈膀行礼 　ていぼうぎょうれい

2430 　提炉 　ていろ

2431 　揲 　てつ

2432 　鉄肝 　てっかん

2433 　鉄肝雪鴻 　てっかんせっこう

2434 　徹山 　てっさん

2435 　鉄山 　てっさん

2436 　鉄山士安 　てっさんしあん

2437 　徹山旨廓 　てっさんしかく

2438 　鉄心道印 　てっしんどういん

2439 　徹通 　てっつう

2440 　徹通義介 　てっつうぎかい

2441 　徹通義介大和尚 　てっつうぎかいだいおしょう

2442 　徹夜坐禅 　てつやざぜん

2443 　転衣 　てんえ

2444 　伝衣 　でんえ

2445 　伝衣塔著 　でんえとうじゃく

2446 　天海 　てんかい

2447 　天海皎月 　てんかいこうげつ

2448 　天誾 　てんぎん

2449 　展具 　てんぐ

2450 　伝供 　でんぐ
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2451 　展具九拝 　てんぐきゅうはい

2452 　展具九拜 　てんぐきゅうはい

2453 　伝供九拝 　でんぐきゅうはい

2454 　伝供九拜 　でんぐきゅうはい

2455 　展具三拝 　てんぐさんぱい

2456 　展具三拜 　てんぐさんぱい

2457 　伝供十八拝 　でんぐじゅうはっぱい

2458 　伝供十八拜 　でんぐじゅうはっぱい

2459 　天桂 　てんけい

2460 　天桂伝尊 　てんけいでんそん

2461 　点眼 　てんげん

2462 　伝光 　でんこう

2463 　伝光録 　でんこうろく

2464 　添菜 　てんさい

2465 　展坐具 　てんざぐ

2466 　転畳 　てんじょう

2467 　殿鐘 　でんしょう

2468 　殿鐘三会 　でんしょうさんえ

2469 　天真 　てんしん

2470 　点心 　てんじん

2471 　天真自性 　てんしんじしょう

2472 　典座 　てんぞ

2473 　天叟 　てんそう

2474 　天叟祖寅 　てんそうそいん

2475 　伝尊 　でんそん

2476 　天台笠 　てんだいがさ

2477 　伝致 　でんち

2478 　伝致法 　でんちほう

2479 　点茶 　てんちゃ

2480 　奠茶 　てんちゃ

2481 　奠茶師 　てんちゃし

2482 　点茶牌 　てんちゃはい

2483 　点頭 　てんとう

2484 　点湯 　てんとう

2485 　奠湯 　てんとう

2486 　奠湯行 　てんとうぎょう

2487 　奠湯行法 　てんとうぎょうほう

2488 　奠湯師 　てんとうし

2489 　天童宗珏 　てんどうそうがく

2490 　天童宗珏大和尚 　てんどうそうがくだいおしょう

2491 　天童如淨 　てんどうにょじょう

2492 　天童如淨大和尚 　てんどうにょじょうだいおしょう

2493 　点湯牌 　てんとうはい

2494 　伝燈録 　でんとうろく

2495 　転読 　てんどく

2496 　転読大般若 　てんどくだいはんにゃ

2497 　転読大般若疏 　てんどくだいはんにゃしょ

2498 　転読大般若法 　てんどくだいはんにゃほう

2499 　転読法 　てんどくほう

2500 　伝衣 　でんね
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2501 　伝衣塔著 　でんねとうじゃく

2502 　点破 　てんぱ

2503 　展鉢 　てんぱつ

2504 　展鉢槌 　てんぱつつい

2505 　展鉢の偈 　てんぱつのげ

2506 　転班 　てんぱん

2507 　伝仏 　でんぶつ

2508 　転法 　てんぽう

2509 　伝法 　でんぽう

2510 　転法輪蓋 　てんぽうりんがい

2511 　転翻 　てんぽん

2512 　転翻法 　てんぽんほう

2513 　禱 　とう

2514 　同安 　どうあん

2515 　同安觀志 　どうあんかんし

2516 　同安觀志大和尚 　どうあんかんしだいおしょう

2517 　冬安居 　とうあんご

2518 　冬安居解制人事行礼 　とうあんごかいせいにんじぎょうれい

2519 　冬安居結制祝禱上堂 　とうあんごけっせいしゅくとうじょうどう

2520 　冬安居結制人事行礼 　とうあんごけっせいにんじぎょうれい

2521 　冬安居法 　とうあんごほう

2522 　同安道丕 　どうあんどうひ

2523 　同安道丕大和尚 　どうあんどうひだいおしょう

2524 　道印 　どういん

2525 　東階 　とうかい

2526 　道楷 　どうかい

2527 　東海義易 　とうかいぎえき

2528 　道旧疏 　どうきゅうしょ

2529 　洞家 　とうけ

2530 　道号 　どうごう

2531 　登座 　とうざ

2532 　洞山 　とうざん

2533 　道山 　どうさん

2534 　洞山良价 　どうざんりょうかい

2535 　洞山良价大和尚 　どうざんりょうかいだいおしょう

2536 　洞山録 　とうざんろく

2537 　湯食 　とうじき

2538 　湯食三拝 　とうじきさんぱい

2539 　湯食三拜 　とうじきさんぱい

2540 　導師焼香 　どうししょうこう

2541 　導師焼香法 　どうししょうこうほう

2542 　道者 　どうしゃ

2543 　塔著 　とうじゃく

2544 　道取 　どうしゅ

2545 　堂主 　どうしゅ

2546 　東序 　とうじょ

2547 　洞上 　とうじょう

2548 　堂鐘 　どうしょう

2549 　道場打合 　どうじょううちあわせ

2550 　東序牌 　とうじょはい
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2551 　道信 　どうしん

2552 　投子 　とうす

2553 　東司 　とうす

2554 　堂主 　どうす

2555 　堂司 　どうす

2556 　桃水 　とうすい

2557 　桃水雲渓 　とうすいうんけい

2558 　投子義靑 　とうすぎせい

2559 　投子義靑大和尚 　とうすぎせいだいおしょう

2560 　登壇 　とうだん

2561 　登壇準備 　とうだんじゅんび

2562 　登壇帳 　とうだんちょう

2563 　到着の拝 　とうちゃくのはい

2564 　到着の拜 　とうちゃくのはい

2565 　東浄 　とうちん

2566 　道珍 　どうちん

2567 　東堂 　とうどう

2568 　道人 　どうにん

2569 　道念 　どうねん

2570 　道白 　どうはく

2571 　塔婆書法 　とうばしょほう

2572 　当晩 　とうばん

2573 　当晩小参 　とうばんしょうさん

2574 　道丕 　どうひ

2575 　湯牓 　とうぼう

2576 　湯牓式 　とうぼうしき

2577 　東明 　とうみょう

2578 　東明慧日 　とうみょうえにち

2579 　湯薬侍者 　とうやくじしゃ

2580 　道膺 　どうよう

2581 　童龍 　どうりゅう

2582 　東陵 　とうりょう

2583 　東陵永璵 　とうりょうえいよ

2584 　湯礼 　とうれい

2585 　道話 　どうわ

2586 　独庵 　どくあん

2587 　独庵玄光 　どくあんげんこう

2588 　特為 　どくい

2589 　特為位 　どくいい

2590 　特為献茶 　どくいけんさ

2591 　特為献茶鼓 　どくいけんさく

2592 　特為献湯鼓 　どくいけんとうく

2593 　特為茶 　どくいちゃ

2594 　特為茶請礼 　どくいちゃしょうらい

2595 　特為茶請礼法 　どくいちゃしょうらいほう

2596 　特為湯茶位図 　どくいとうさいず

2597 　徳翁 　とくおう

2598 　徳翁良高 　とくおうりょうこう

2599 　独参 　どくさん

2600 　独参法 　どくさんほう
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2601 　得仙 　とくせん

2602 　得度安名牒図 　とくどあんみょうちょうず

2603 　得度式 　とくどしき

2604 　得度式作法 　とくどしきさほう

2605 　得度式図 　とくどしきず

2606 　読遺 　どくゆい

2607 　読遺教経 　どくゆいきょうぎょう

2608 　土地 　どじ

2609 　土地神 　どじじん

2610 　土地堂 　どじどう

2611 　土地堂念誦 　どじどうねんじゅ

2612 　土地堂念誦回向文 　どじどうねんじゅえこうもん

2613 　土地堂念誦図 　どじどうねんじゅず

2614 　土地堂念誦文 　どじどうねんじゅもん

2615 　土地堂法語 　どじどうほうご

2616 　土葬 　どそう

2617 　裰 　とつ

2618 　頓拝 　とっぱい

2619 　頓拜 　とっぱい

2620 　止鏧 　とめけい

2621 　曇英 　どんえい

2622 　曇英慧応 　どんえいえおう

2623 　曇希 　どんぎ

2624 　頓写 　とんしゃ

2625 　頓写法事 　とんしゃほうじ

2626 　頓写法事法 　とんしゃほうじほう

2627 　曇晟 　どんじょう

2628 　内移り晋山 　ないうつりしんさん

2629 　内献 　ないけん

2630 　内勤 　ないけん

2631 　内方丈 　ないほうじょう

2632 　内礼 　ないれい

2633 　内鈴 　ないれい

2634 　中単 　なかたん

2635 　那伽 　なぎゃ

2636 　那伽閼刺樹那 　なぎゃはらじゅな

2637 　那伽閼刺樹那大和尚 　なぎゃはらじゅなだいおしょう

2638 　夏会 　なつえ

2639 　捺鏧 　なっけい

2640 　七七日 　なななぬか

2641 　鳴物 　ならしもの

2642 　鳴物法 　ならしものほう

2643 　南英 　なんえい

2644 　南英謙宗 　なんえいけんそう

2645 　南頬 　なんきょう

2646 　難提 　なんだい

2647 　難提式 　なんだいしき

2648 　南面 　なんめん

2649 　暖簾 　なんれん

2650 　二更 　にこう
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2651 　錦幡 　にしきばた

2652 　尼師壇 　にしだん

2653 　二祖忌 　にそき

2654 　二祖三仏忌供物 　にそさんぶっきくもつ

2655 　日分行持 　にちぶんぎょうじ

2656 　日分行持略 　にちぶんぎょうじりゃく

2657 　日分行持略法 　にちぶんぎょうじりゃくほう

2658 　日課諷経供物 　にっかふぎんくもつ

2659 　入室 　にっしつ

2660 　入室鼓 　にっしつく

2661 　入室図 　にっしつず

2662 　入室牌 　にっしつはい

2663 　入室法 　にっしつほう

2664 　日中諷経 　にっちゅうふぎん

2665 　日中諷経回向文 　にっちゅうふぎんえこうもん

2666 　日天作務 　にってんざむ

2667 　日本洞上聯燈録 　にほんとうじょうれんとうろく

2668 　二本枹 　にほんばち

2669 　入駕 　にゅうが

2670 　入龕 　にゅうがん

2671 　入龕師 　にゅうがんし

2672 　入龕念誦 　にゅうがんねんじゅ

2673 　入龕念誦牌 　にゅうがんねんじゅはい

2674 　入棺諷経 　にゅうかんふぎん

2675 　入龕諷経 　にゅうがんふぎん

2676 　入龕諷経回向文 　にゅうがんふぎんえこうもん

2677 　入寺式 　にゅうじしき

2678 　入寺式図 　にゅうじしきず

2679 　入制托鉢 　にゅうせいたくはつ

2680 　入堂三拝 　にゅうどうさんぱい

2681 　入堂三拜 　にゅうどうさんぱい

2682 　入堂法 　にゅうどうほう

2683 　入仏式 　にゅうぶつしき

2684 　入仏式回向文 　にゅうぶつしきえこうもん

2685 　入仏式法 　にゅうぶつしきほう

2686 　入浴資次牌 　にゅうよくしじはい

2687 　入浴の偈 　にゅうよくのげ

2688 　遶 　にょう

2689 　遶行 　にょうぎょう

2690 　遶行図 　にょうぎょうず

2691 　遶行法 　にょうぎょうほう

2692 　遶帀 　にょうそう

2693 　遶帀図 　にょうそうず

2694 　遶鈸 　にょうはち

2695 　如浄 　にょじょう

2696 　如淨 　にょじょう

2697 　如常 　にょじょう

2698 　如浄語録 　にょじょうごろく

2699 　人事 　にんじ

2700 　人事行礼 　にんじぎょうれい
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2701 　人事 　にんず

2702 　人天 　にんでん

2703 　涅槃衣 　ねはんえ

2704 　涅槃会 　ねはんえ

2705 　涅槃会回向文 　ねはんええこうもん

2706 　涅槃会疏 　ねはんえしょ

2707 　涅槃会上堂 　ねはんえじょうどう

2708 　涅槃会疏可漏 　ねはんえしょかろ

2709 　涅槃会前日 　ねはんえぜんじつ

2710 　涅槃会道場荘厳 　ねはんえどうじょうしょうごん

2711 　涅槃会諷経 　ねはんえふぎん

2712 　涅槃会略回向文 　ねはんえりゃくえこうもん

2713 　涅槃金 　ねはんきん

2714 　涅槃像 　ねはんぞう

2715 　涅槃像法語 　ねはんぞうほうご

2716 　涅槃堂 　ねはんどう

2717 　涅槃妙心 　ねはんみょうしん

2718 　涅槃門 　ねはんもん

2719 　拈 　ねん

2720 　拈衣 　ねんえ

2721 　拈衣法 　ねんえほう

2722 　年賀法 　ねんがほう

2723 　年忌塔婆 　ねんきとうば

2724 　年忌塔婆書法 　ねんきとうばしょほう

2725 　拈古 　ねんこ

2726 　拈香 　ねんこう

2727 　拈香法語 　ねんこうほうご

2728 　拈竹篦 　ねんしっぺい

2729 　念誦 　ねんじゅ

2730 　念誦巡堂図 　ねんじゅじゅんどうず

2731 　念誦牌 　ねんじゅはい

2732 　念誦文調認 　ねんじゅもんちょうにん

2733 　拈則 　ねんそく

2734 　拈槌 　ねんつい

2735 　拈提 　ねんてい

2736 　拈得 　ねんとく

2737 　拈評 　ねんぴょう

2738 　年分行持 　ねんぶんぎょうじ

2739 　拈来 　ねんらい

2740 　拈弄 　ねんろう

2741 　衲 　のう

2742 　衲衣 　のうえ

2743 　能勝 　のうしょう

2744 　衲子 　のうす

2745 　衲子 　のっす

2746 　乗込み晋山 　のりこみしんさん

2747 　駕 　のりもの

2748 　罷 　は

2749 　牌 　はい

2750 　排位 　はいい
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2751 　排位照牌 　はいいしょうはい

2752 　排位諸図調認 　はいいしょずちょうにん

2753 　梅巌 　ばいがん

2754 　梅巌義東 　ばいがんぎとう

2755 　拝具呈受 　はいぐていじゅ

2756 　拜具呈受 　はいぐていじゅ

2757 　拝具呈受法 　はいぐていじゅほう

2758 　拜具呈受法 　はいぐていじゅほう

2759 　梅山 　ばいさん

2760 　梅山聞本 　ばいさんもんぽん

2761 　牌書 　はいしょ

2762 　拝請 　はいしょう

2763 　拜請 　はいしょう

2764 　拝請法 　はいしょうほう

2765 　拜請法 　はいしょうほう

2766 　牌書法 　はいしょほう

2767 　拝席 　はいせき

2768 　拜席 　はいせき

2769 　拝席伝致 　はいせきでんち

2770 　拜席伝致 　はいせきでんち

2771 　拝席伝致法 　はいせきでんちほう

2772 　拜席伝致法 　はいせきでんちほう

2773 　楳仙 　ばいせん

2774 　万安 　ばいなん

2775 　万安英種 　ばいなんえいしゅ

2776 　拝表 　はいひょう

2777 　拜表 　はいひょう

2778 　拝表書法 　はいひょうしょほう

2779 　拜表書法 　はいひょうしょほう

2780 　拝表調認 　はいひょうちょうにん

2781 　拜表調認 　はいひょうちょうにん

2782 　拝表調認法 　はいひょうちょうにんほう

2783 　拜表調認法 　はいひょうちょうにんほう

2784 　梅峰 　ばいほう

2785 　梅峰竺信 　ばいほうじくしん

2786 　配役行茶 　はいやくぎょうちゃ

2787 　伯寿 　はくじゅ

2788 　罷口宣 　はくせん

2789 　罷参 　はさん

2790 　筯 　はし

2791 　婆舎 　ばしゃ

2792 　婆舎斯多 　ばしゃした

2793 　婆舎斯多大和尚 　ばしゃしただいおしょう

2794 　婆修 　ばしゅ

2795 　婆修盤頭 　ばしゅばんず

2796 　婆修盤頭大和尚 　ばしゅばんずだいおしょう

2797 　婆須蜜 　ばしゅみつ

2798 　婆須蜜大和尚 　ばしゅみつだいおしょう

2799 　鈸 　はち

2800 　八念誦 　はちねんじゅ
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2801 　八念誦文 　はちねんじゅもん

2802 　鉢 　はつ

2803 　鈸 　はつ

2804 　鉢位 　はつい

2805 　鉢位図 　はついず

2806 　鉢盂 　はつう

2807 　法眷 　はっけん

2808 　法眷人事 　はっけんにんじ

2809 　鉢拭 　はっしき

2810 　八尺間 　はっしゃくけん

2811 　髪頭 　はつじゅう

2812 　鉢刷 　はっせつ

2813 　鉢袋子 　はったいす

2814 　跋陀婆羅 　ばつだばら

2815 　跋陀婆羅菩薩 　ばつだばらぼさつ

2816 　鉢単 　はったん

2817 　鉢桶 　はっつう

2818 　鉢揲 　はってつ

2819 　法堂下間 　はっとうげかん

2820 　法堂前の版 　はっとうぜんのはん

2821 　鉢嚢 　はつのう

2822 　髪版 　はっぱん

2823 　華皿 　はなざら

2824 　花御堂 　はなみどう

2825 　閼刺 　はら

2826 　婆栗 　ばり

2827 　婆栗濕縛 　ばりしば

2828 　婆栗濕縛大和尚 　ばりしばだいおしょう

2829 　晩課 　ばんか

2830 　晩課施食 　ばんかせじき

2831 　晩課施食回向文 　ばんかせじきえこうもん

2832 　晩課施食供物 　ばんかせじきくもつ

2833 　晩課施食次第 　ばんかせじきしだい

2834 　晩課諷経 　ばんかふぎん

2835 　晩課諷経回向文 　ばんかふぎんえこうもん

2836 　半跏趺坐 　はんかふざ

2837 　半夏 　はんげ

2838 　半解 　はんげ

2839 　半斎 　はんさい

2840 　晩参 　ばんさん

2841 　晩参鼓 　ばんさんく

2842 　幡書法 　ばんしょほう

2843 　絆子 　はんす

2844 　盤頭 　ばんず

2845 　万歳 　ばんぜい

2846 　般若会 　はんにゃえ

2847 　般若会の像 　はんにゃえのぞう

2848 　般若心経挙経法 　はんにゃしんぎょうこきょうほう

2849 　般若心経打鏧法 　はんにゃしんぎょうたけいほう

2850 　般若多羅 　はんにゃたら
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2851 　般若多羅大和尚 　はんにゃたらだいおしょう

2852 　万霊 　ばんれい

2853 　万霊牌 　ばんれいはい

2854 　万霊諷経回向文 　ばんれいふぎんえこうもん

2855 　被位 　ひい

2856 　彼岸会法要 　ひがんえほうよう

2857 　披見脈 　ひけんみゃく

2858 　毘舎 　びしゃ

2859 　毘舎浮佛 　びしゃふぶつ

2860 　毘舎浮佛大和尚 　びしゃふぶつだいおしょう

2861 　悲呪 　ひしゅ

2862 　毘婆 　びば

2863 　毘婆尸佛 　びばしぶつ

2864 　毘婆尸佛大和尚 　びばしぶつだいおしょう

2865 　白槌 　びゃくつい

2866 　白槌師 　びゃくついし

2867 　百ヶ日 　ひゃっかにち

2868 　百ケ日 　ひゃっかにち

2869 　百ヵ日 　ひゃっかにち

2870 　百カ日 　ひゃっかにち

2871 　百拝 　ひゃっぱい

2872 　百拜 　ひゃっぱい

2873 　病僧 　びょうそう

2874 　病僧解釈 　びょうそうげしゃく

2875 　病僧念誦 　びょうそうねんじゅ

2876 　病僧念誦回向文 　びょうそうねんじゅえこうもん

2877 　病僧念誦法 　びょうそうねんじゅほう

2878 　病僧念誦文 　びょうそうねんじゅもん

2879 　平等性智 　びょうどうしょうち

2880 　毘盧幡 　びるばん

2881 　披露法 　ひろうほう

2882 　秉炬 　ひんこ

2883 　秉炬師 　ひんこし

2884 　秉払 　ひんぽつ

2885 　秉払鼓 　ひんぽつく

2886 　風外 　ふうがい

2887 　風外本光 　ふうがいほんこう

2888 　副寺 　ふうす

2889 　普回向 　ふえこう

2890 　普回向牌 　ふえこうはい

2891 　普回向牌調認 　ふえこうはいちょうにん

2892 　普勧 　ふかん

2893 　普勧坐禅 　ふかんざぜん

2894 　普勧坐禅儀 　ふかんざぜんぎ

2895 　普勧坐禅儀挙経 　ふかんざぜんぎこきょう

2896 　普勧坐禅儀挙経法 　ふかんざぜんぎこきょうほう

2897 　諷経 　ふぎん

2898 　袱子 　ふくさ

2899 　複子 　ふくす

2900 　不樫法財戒 　ふけんほうざいかい
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2901 　普賢菩薩像法語 　ふげんぼさつぞうほうご

2902 　不酤酒戒 　ふこしゅかい

2903 　趺坐 　ふざ

2904 　普済 　ふさい

2905 　普済善救 　ふさいぜんきゅう

2906 　布薩 　ふさつ

2907 　不自讃毀他戒 　ふじさんきたかい

2908 　赴粥飯法 　ふしゅくはんぽう

2909 　訃状 　ふじょう

2910 　奉請 　ぶしょう

2911 　普請 　ふしん

2912 　不瞋恚戒 　ふしんいかい

2913 　普請鼓 　ふしんく

2914 　普請作務 　ふしんさむ

2915 　不説過戒 　ふせっかかい

2916 　普説鼓 　ふせつく

2917 　不殺生戒 　ふせっしょうかい

2918 　伏駄 　ふだ

2919 　二七日 　ふたなぬか

2920 　伏駄蜜多 　ふだみった

2921 　伏駄蜜多大和尚 　ふだみっただいおしょう

2922 　不偸盗戒 　ふちゅうとうかい

2923 　仏行 　ぶつぎょう

2924 　仏眼 　ぶつげん

2925 　仏作 　ぶっさ

2926 　仏十号 　ぶつじゅうごう

2927 　仏祖 　ぶっそ

2928 　仏祖像 　ぶっそぞう

2929 　仏祖諷経 　ぶっそふぎん

2930 　仏祖諷経回向文 　ぶっそふぎんえこうもん

2931 　仏祖諷経供物 　ぶっそふぎんくもつ

2932 　仏祖礼 　ぶっそらい

2933 　仏祖礼図 　ぶっそらいず

2934 　佛陀 　ぶつだ

2935 　仏陀神呪 　ぶつだじんしゅ

2936 　仏陀神呪挙経 　ぶつだじんしゅこきょう

2937 　仏陀神呪挙経法 　ぶつだじんしゅこきょうほう

2938 　仏陀神呪打鏧 　ぶつだじんしゅたけい

2939 　仏陀神呪打鏧法 　ぶつだじんしゅたけいほう

2940 　佛陀難提 　ぶつだなんだい

2941 　佛陀難提大和尚 　ぶつだなんだいだいおしょう

2942 　仏誕会 　ぶったんえ

2943 　仏誕会疏 　ぶったんえしょ

2944 　仏誕会疏可漏 　ぶったんえしょかろ

2945 　仏誕会前日 　ぶったんえぜんじつ

2946 　仏誕会諷経 　ぶったんえふぎん

2947 　仏通 　ぶっつう

2948 　仏殿掛牌 　ぶつでんかはい

2949 　仏殿諷経 　ぶつでんふぎん

2950 　仏殿諷経回向文 　ぶつでんふぎんえこうもん
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2951 　仏殿法語 　ぶつでんほうご

2952 　仏名槌 　ぶつみょうつい

2953 　仏名幡 　ぶつみょうばん

2954 　普同 　ふどう

2955 　赴堂 　ふどう

2956 　普同三拝 　ふどうさんぱい

2957 　普同三拜 　ふどうさんぱい

2958 　普同三拝の手鏧 　ふどうさんぱいのしゅけい

2959 　普同三拜の手鏧 　ふどうさんぱいのしゅけい

2960 　不貪婬戒 　ふとんいんかい

2961 　富那 　ふな

2962 　富那夜奢 　ふなやしゃ

2963 　富那夜奢大和尚 　ふなやしゃだいおしょう

2964 　不如 　ふにょ

2965 　不如密多 　ふにょみった

2966 　不如密多大和尚 　ふにょみっただいおしょう

2967 　赴牌 　ふはい

2968 　浮佛 　ふぶつ

2969 　不謗三宝戒 　ふほうさんぼうかい

2970 　不妄語戒 　ふもうごかい

2971 　不聞 　ふもん

2972 　不聞契聞 　ふもんかいもん

2973 　冬会 　ふゆえ

2974 　芙蓉道楷 　ふようどうかい

2975 　芙蓉道楷大和尚 　ふようどうかいだいおしょう

2976 　饙 　ふん

2977 　饙子 　ふんす

2978 　饙子の展べ方 　ふんすののべかた

2979 　墳墓諷経 　ふんぼふぎん

2980 　平挙 　へいこ

2981 　閉旦過 　へいたんが

2982 　閉浴 　へいよく

2983 　閉炉 　へいろ

2984 　炳炉 　へいろ

2985 　碧巌 　へきがん

2986 　碧巌録 　へきがんろく

2987 　襪 　べつ

2988 　別源 　べつげん

2989 　別源円旨 　べつげんえんし

2990 　襪子 　べっす

2991 　弁肯 　べんこう

2992 　弁香 　べんこう

2993 　弁事 　べんじ

2994 　遍食槌 　へんじきつい

2995 　晡 　ほ

2996 　鉢位 　ほい

2997 　榜 　ほう

2998 　魚鼓 　ほう

2999 　鉢盂 　ほう

3000 　梆 　ほう
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3001 　榜 　ぼう

3002 　牓 　ぼう

3003 　報恩諷経 　ほうおんふぎん

3004 　報恩諷経回向文 　ほうおんふぎんえこうもん

3005 　法戒 　ほうかい

3006 　法蓋 　ほうがい

3007 　法戒 　ぼうかい

3008 　宝鏡 　ほうきょう

3009 　宝慶 　ほうきょう

3010 　宝慶記 　ほうきょうき

3011 　宝鏡三昧 　ほうきょうざんまい

3012 　宝鏡三昧挙経 　ほうきょうざんまいこきょう

3013 　宝鏡三昧挙経法 　ほうきょうざんまいこきょうほう

3014 　宝鏡三昧打鏧 　ほうきょうざんまいたけい

3015 　宝鏡三昧打鏧法 　ほうきょうざんまいたけいほう

3016 　宝慶寂円 　ほうきょうじゃくえん

3017 　法鼓 　ほうく

3018 　法語 　ほうご

3019 　法座 　ほうざ

3020 　放参 　ほうさん

3021 　放参鐘 　ほうさんしょう

3022 　放参の式 　ほうさんのしき

3023 　放参牌 　ほうさんはい

3024 　鉢盂授与 　ほうじゅよ

3025 　法俊 　ほうしゅん

3026 　豊翔会 　ほうしょうかい

3027 　方丈前の版 　ほうじょうぜんのはん

3028 　方丈内人事 　ほうじょうないにんじ

3029 　牓書法 　ぼうしょほう

3030 　放禅鐘 　ほうぜんしょう

3031 　亡僧 　ぼうそう

3032 　亡僧位牌 　ぼうそういはい

3033 　亡僧位牌書法 　ぼうそういはいしょほう

3034 　亡僧喪儀 　ぼうそうそうぎ

3035 　亡僧喪儀法 　ぼうそうそうぎほう

3036 　亡僧諷経 　ぼうそうふぎん

3037 　亡僧諷経回向文 　ぼうそうふぎんえこうもん

3038 　亡僧諷経準例 　ぼうそうふぎんじゅんれい

3039 　亡僧卵塔前回向文 　ぼうそうらんとうぜんえこうもん

3040 　法地寺院 　ほうちじいん

3041 　宝牘 　ほうどく

3042 　鉢盂の偈 　ほうのげ

3043 　法脈 　ほうみゃく

3044 　法脈会 　ほうみゃくえ

3045 　法脈会作法 　ほうみゃくえさほう

3046 　法脈会日鑑 　ほうみゃくえにっかん

3047 　法明 　ほうみょう

3048 　法問 　ほうもん

3049 　法益 　ほうやく

3050 　法益作法 　ほうやくさほう
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3051 　法益図 　ほうやくず

3052 　法益道場 　ほうやくどうじょう

3053 　法益道場法 　ほうやくどうじょうほう

3054 　榜様 　ぼうよう

3055 　法要作法 　ほうようさほう

3056 　法要次第書例 　ほうようしだいしょれい

3057 　募金托鉢 　ぼきんたくはつ

3058 　穆英 　ぼくえい

3059 　穆英石禅 　ぼくえいせきぜん

3060 　牧翁 　ぼくおう

3061 　牧翁性欽 　ぼくおうしょうきん

3062 　牧牛素童 　ぼくぎゅうそどう

3063 　穆山 　ぼくさん

3064 　穆山瑾英 　ぼくさんきんえい

3065 　北面 　ほくめん

3066 　法華経挙経法 　ほけきょうこきょうほう

3067 　菩薩戒 　ぼさつかい

3068 　菩薩戒法 　ぼさつかいほう

3069 　菩薩像 　ぼさつぞう

3070 　晡時 　ほじ

3071 　晡時の坐禅 　ほじのざぜん

3072 　星見 　ほしみ

3073 　星見天海 　ほしみてんかい

3074 　菩提達磨 　ぼだいだるま

3075 　菩提達磨大和尚 　ぼだいだるまだいおしょう

3076 　菩提塔 　ぼだいとう

3077 　菩提門 　ぼだいもん

3078 　払 　ほつ

3079 　法界定印 　ほっかいじょういん

3080 　北頬 　ほっきょう

3081 　法鼓 　ほっく

3082 　払拭 　ほっしき

3083 　法式牌 　ほっしきはい

3084 　発錫 　ほっしゃく

3085 　払袖 　ほっしゅう

3086 　法性水 　ほっしょうすい

3087 　法身 　ほっしん

3088 　発心の偈 　ほっしんのげ

3089 　発心門 　ほっしんもん

3090 　菩底 　ぼてい

3091 　品 　ほん

3092 　品 　ぼん

3093 　本行 　ほんぎょう

3094 　本行玄宗 　ほんぎょうげんしゅう

3095 　本光 　ほんこう

3096 　本寺 　ほんじ

3097 　梵清 　ぼんせい

3098 　本則頌牌 　ほんそくじゅはい

3099 　本則茶 　ほんそくちゃ

3100 　本則提唱 　ほんそくていしょう
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3101 　本尊上供 　ほんぞんじょうぐ

3102 　本尊上供回向文 　ほんぞんじょうぐえこうもん

3103 　本道場準備 　ほんどうじょうじゅんび

3104 　本道場準備図 　ほんどうじょうじゅんびず

3105 　盆袱 　ぼんぷく

3106 　梵網 　ぼんもう

3107 　梵網経 　ぼんもうきょう

3108 　梵網経戒文 　ぼんもうきょうかいもん

3109 　梵網経真読 　ぼんもうきょうしんどく

3110 　昧旦 　まいたん

3111 　前卓 　まえじょく

3112 　摩訶 　まか

3113 　摩訶迦葉 　まかかしょう

3114 　摩訶迦葉大和尚 　まかかしょうだいおしょう

3115 　摩訶梵 　まかぼん

3116 　枕経 　まくらぎょう

3117 　末位先行 　まついせんこう

3118 　摩拏羅 　まぬら

3119 　摩拏羅大和尚 　まぬらだいおしょう

3120 　満散 　まんさん

3121 　卍山 　まんざん

3122 　満散歎仏 　まんさんたんぶつ

3123 　卍山道白 　まんざんどうはく

3124 　彌遮迦 　みしゃか

3125 　彌遮迦大和尚 　みしゃかだいおしょう

3126 　水の子 　みずのこ

3127 　溝萩 　みそはぎ

3128 　三折 　みつおり

3129 　三折書法 　みつおりしょほう

3130 　密多 　みった

3131 　蜜多 　みった

3132 　蜜湯 　みっとう

3133 　三七日 　みなぬか

3134 　妙観察智 　みょうかんさっち

3135 　妙観察智 　みょうかんさつち

3136 　明宗 　みょうそう

3137 　妙鉢 　みょうはち

3138 　妙融 　みょうゆう

3139 　無縁大施食会 　むえんだいせじきえ

3140 　無外 　むがい

3141 　無涯 　むがい

3142 　無外円昭 　むがいえんしょう

3143 　無涯智洪 　むがいちこう

3144 　迎問訊 　むかえもんじん

3145 　無極 　むごく

3146 　無極慧徹 　むごくえてつ

3147 　無際 　むさい

3148 　無際純証 　むさいじゅんしょう

3149 　無著 　むじゃく

3150 　無著妙融 　むじゃくみょうゆう
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3151 　無住拝 　むじゅうはい

3152 　無住拜 　むじゅうはい

3153 　無端 　むたん

3154 　無端祖環 　むたんそかん

3155 　無底 　むてい

3156 　無底良韶 　むていりょうしょう

3157 　無得 　むとく

3158 　無得良悟 　むとくりょうご

3159 　六七日 　むなぬか

3160 　牟尼佛 　むにぶつ

3161 　無門関 　むもんかん

3162 　鳴鐘 　めいしょう

3163 　鳴鐘の偈 　めいしょうのげ

3164 　鳴鈸 　めいはつ

3165 　鳴鈸の法 　めいはつのほう

3166 　鳴版 　めいはん

3167 　冥福資助塔 　めいふくしじょとう

3168 　明峰 　めいほう

3169 　明峰素哲 　めいほうそてつ

3170 　免掛搭 　めんかた

3171 　面山 　めんざん

3172 　面山瑞方 　めんざんずいほう

3173 　免巡堂 　めんじゅんどう

3174 　模庵 　もあん

3175 　模庵宗範 　もあんそうはん

3176 　亡戒 　もうかい

3177 　亡戒登壇 　もうかいとうだん

3178 　亡戒牌 　もうかいはい

3179 　亡戒諷経 　もうかいふぎん

3180 　黙子 　もくし

3181 　黙子素淵 　もくしそえん

3182 　黙仙 　もくせん

3183 　物故 　もっこ

3184 　物故者 　もっこしゃ

3185 　摩羅 　もら

3186 　問候 　もんこ

3187 　門首 　もんしゅ

3188 　文殊菩薩像 　もんじゅぼさつぞう

3189 　文殊菩薩像法語 　もんじゅぼさつぞうほうご

3190 　問訊 　もんじん

3191 　聞槌 　もんつい

3192 　聞槌の偈 　もんついのげ

3193 　問答 　もんどう

3194 　問答商量 　もんどうしょうりょう

3195 　門牌 　もんぱい

3196 　聞本 　もんぽん

3197 　門葉 　もんよう

3198 　門葉疏 　もんようしょ

3199 　藥山 　やくさん

3200 　藥山惟儼 　やくさんいげん
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3201 　藥山惟儼大和尚 　やくさんいげんだいおしょう

3202 　薬食 　やくじき

3203 　薬石喫湯 　やくせききっとう

3204 　薬石巡堂 　やくせきじゅんどう

3205 　薬石罷口宣 　やくせきはくせん

3206 　薬石版 　やくせきはん

3207 　薬病 　やくへい

3208 　夜坐 　やざ

3209 　夜参 　やさん

3210 　夜参行茶 　やさんぎょうちゃ

3211 　夜奢 　やしゃ

3212 　夜説 　やせつ

3213 　夜中点検 　やちゅうてんけん

3214 　遺誡 　ゆいかい

3215 　遺教 　ゆいきょう

3216 　遺教経 　ゆいきょうぎょう

3217 　遺教経挙経 　ゆいきょうぎょうこきょう

3218 　遺教経挙経法 　ゆいきょうぎょうこきょうほう

3219 　遺教経打鏧 　ゆいきょうぎょうたけい

3220 　遺教経打鏧法 　ゆいきょうぎょうたけいほう

3221 　遺教経読誦 　ゆいきょうぎょうどくじゅ

3222 　遺偈 　ゆいげ

3223 　遺偈幡 　ゆいげばた

3224 　遺嘱 　ゆいしょく

3225 　遺贈 　ゆいそう

3226 　用兼 　ゆうけん

3227 　永興 　ようこう

3228 　永興詮慧 　ようこうせんね

3229 　要慎 　ようしん

3230 　容納 　ようのう

3231 　浴室諸牌 　よくしつしょはい

3232 　浴場内小版 　よくじょうないしょうはん

3233 　浴司 　よくす

3234 　浴司九拝 　よくすきゅうはい

3235 　浴司九拜 　よくすきゅうはい

3236 　浴版 　よくはん

3237 　浴仏 　よくぶつ

3238 　浴仏偈 　よくぶつげ

3239 　浴仏偈の牌 　よくぶつげのはい

3240 　浴仏上堂 　よくぶつじょうどう

3241 　浴鼓 　よっく

3242 　四七日 　よなぬか

3243 　礼讚 　らいさん

3244 　礼謝 　らいじゃ

3245 　雷樹 　らいじゅ

3246 　雷樹泰音 　らいじゅたいおん

3247 　雷沢 　らいたく

3248 　雷沢宗梭 　らいたくそうさ

3249 　礼拝 　らいはい

3250 　礼拜 　らいはい
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3251 　礼盤 　らいはん

3252 　礼仏 　らいぶつ

3253 　礼文 　らいもん

3254 　羅漢供養 　らかんくよう

3255 　羅漢講式 　らかんこうしき

3256 　羅漢堂 　らかんどう

3257 　絡子 　らくす

3258 　絡子授与 　らくすじゅよ

3259 　羅睺 　らご

3260 　羅睺羅多 　らごらた

3261 　羅睺羅多大和尚 　らごらただいおしょう

3262 　羅多 　らた

3263 　理趣分 　りしゅぶん

3264 　理趣分読誦 　りしゅぶんどくじゅ

3265 　理趣分読誦法 　りしゅぶんどくじゅほう

3266 　立春符 　りっしゅんふ

3267 　立僧 　りっそう

3268 　立僧首座 　りっそうしゅそ

3269 　略行茶位図 　りゃくぎょうちゃいず

3270 　略行鉢 　りゃくぎょうはつ

3271 　略朝課 　りゃくちょうか

3272 　略朝課諷経 　りゃくちょうかふぎん

3273 　略朝課諷経回向文 　りゃくちょうかふぎんえこうもん

3274 　略飯台位図 　りゃくはんだいいず

3275 　略飯台法 　りゃくはんだいほう

3276 　略布薩 　りゃくふさつ

3277 　略布薩回向文 　りゃくふさつえこうもん

3278 　略問訊 　りゃくもんじん

3279 　立誦 　りゅうじゅ

3280 　立僧 　りゅうそう

3281 　龍天 　りゅうてん

3282 　竜天護法大善神 　りゅうてんごほうだいぜんじん

3283 　竜天護法大善神軸 　りゅうてんごほうだいぜんじんじく

3284 　了庵 　りょうあん

3285 　了庵慧明 　りょうあんえみょう

3286 　良印 　りょういん

3287 　良价 　りょうかい

3288 　良寛 　りょうかん

3289 　良悟 　りょうご

3290 　良高 　りょうこう

3291 　楞厳 　りょうごん

3292 　楞厳会 　りょうごんえ

3293 　楞厳会啓建 　りょうごんえけいけん

3294 　楞厳会啓建回向文 　りょうごんえけいけんえこうもん

3295 　楞厳会疏可漏 　りょうごんえしょかろ

3296 　楞厳会満散 　りょうごんえまんさん

3297 　楞厳会満散疏 　りょうごんえまんさんしょ

3298 　楞厳呪 　りょうごんしゅ

3299 　楞厳呪挙経 　りょうごんしゅこきょう

3300 　楞厳呪挙経法 　りょうごんしゅこきょうほう
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3301 　楞厳呪序引 　りょうごんしゅじょいん

3302 　楞厳呪打鏧 　りょうごんしゅたけい

3303 　楞厳呪打鏧法 　りょうごんしゅたけいほう

3304 　楞厳勝会図 　りょうごんしょうえず

3305 　楞厳頭 　りょうごんとう

3306 　楞厳普回向牌 　りょうごんふえこうはい

3307 　梁山 　りょうざん

3308 　梁山縁觀 　りょうざんえんかん

3309 　梁山縁觀大和尚 　りょうざんえんかんだいおしょう

3310 　良韶 　りょうしょう

3311 　両序牌 　りょうじょはい

3312 　両祖月忌 　りょうそがっき

3313 　両祖月忌献供諷経 　りょうそがっきけんぐふぎん

3314 　両祖月忌献粥諷経 　りょうそがっきけんしゅくふぎん

3315 　両祖月忌献粥諷経回向文 　りょうそがっきけんしゅくふぎんえこうもん

3316 　両祖月忌逮夜 　りょうそがっきたいや

3317 　両祖月忌逮夜献湯諷経 　りょうそがっきたいやけんとうふぎん

3318 　両祖月忌逮夜献湯諷経回向文 　りょうそがっきたいやけんとうふぎんえこうもん

3319 　両祖忌 　りょうそき

3320 　両祖忌回向文 　りょうそきえこうもん

3321 　両祖忌献供諷経 　りょうそきけんぐふぎん

3322 　両祖忌献粥諷経 　りょうそきけんしゅくふぎん

3323 　両祖忌迎真諷経 　りょうそきごうしんふぎん

3324 　両祖忌迎真諷経回向文 　りょうそきごうしんふぎんえこうもん

3325 　両祖忌疏 　りょうそきしょ

3326 　両祖忌疏可漏 　りょうそきしょかろ

3327 　両祖忌前日 　りょうそきぜんじつ

3328 　両祖忌送真諷経 　りょうそきそうしんふぎん

3329 　両祖忌特為献湯諷経 　りょうそきどくいけんとうふぎん

3330 　両祖正忌諷経 　りょうそしょうきふぎん

3331 　両展 　りょうてん

3332 　両展三礼 　りょうてんさんらい

3333 　了堂 　りょうどう

3334 　了堂真覚 　りょうどうしんかく

3335 　了然 　りょうねん

3336 　了然法明 　りょうねんほうみょう

3337 　寮牌 　りょうはい

3338 　寮配 　りょうはい

3339 　両班 　りょうばん

3340 　両班焼香 　りょうばんしょうこう

3341 　両班展開 　りょうばんてんかい

3342 　涼簾 　りょうれん

3343 　隣位 　りんい

3344 　隣位問訊 　りんいもんじん

3345 　麟易 　りんえき

3346 　輪蓋 　りんがい

3347 　淋汗 　りんかん

3348 　淋汗開浴 　りんかんかいよく

3349 　淋汗牌 　りんかんはい

3350 　輪次 　りんじ
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3351 　臨時行持 　りんじぎょうじ

3352 　輪次直堂 　りんじじきどう

3353 　臨終諷経 　りんじゅうふぎん

3354 　臨終諷経回向文 　りんじゅうふぎんえこうもん

3355 　留錫 　るしゃく

3356 　簾 　れん

3357 　蓮華蓋 　れんげがい

3358 　蓮華台 　れんげたい

3359 　連策 　れんさく

3360 　連打三下 　れんださんげ

3361 　聯燈録 　れんとうろく

3362 　臘 　ろう

3363 　臘八 　ろうはつ

3364 　臘八上堂 　ろうはつじょうどう

3365 　臘八摂心 　ろうはつせっしん

3366 　六行遶行図 　ろくぎょうにょうぎょうず

3367 　六処問訊 　ろくしょもんじん

3368 　六祖壇経 　ろくそだんきょう

3369 　六知事 　ろくちじ

3370 　六頭首 　ろくちょうしゅ

3371 　六道札 　ろくどうふだ

3372 　六道札書法 　ろくどうふだしょほう

3373 　魯山 　ろざん

3374 　魯山琢宗 　ろざんたくしゅう

3375 　路資 　ろし

3376 　露地手鏧 　ろじしゅけい

3377 　露柱 　ろちゅう

3378 　和修 　わしゅう

3379 　和南 　わなん

3380 　輪絡子 　わらくす
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1 　毘婆尸佛大和尚 　びばしぶつだいおしょう

2 　尸棄佛大和尚 　しきぶつだいおしょう

3 　毘舎浮佛大和尚 　びしゃふぶつだいおしょう

4 　拘留孫佛大和尚 　くるそんぶつだいおしょう

5 　拘那含牟尼佛大和尚 　くなごんむにぶつだいおしょう

6 　迦葉佛大和尚 　かしょうぶつだいおしょう

7 　釋迦牟尼佛大和尚 　しゃかむにぶつだいおしょう

8 　摩訶迦葉大和尚 　まかかしょうだいおしょう

9 　阿難陀大和尚 　あなんだだいおしょう

10 　商那和修大和尚 　しょうなわしゅうだいおしょう

11 　優婆毱多大和尚 　うばきくただいおしょう

12 　提多迦大和尚 　だいたかだいおしょう

13 　彌遮迦大和尚 　みしゃかだいおしょう

14 　婆須蜜大和尚 　ばしゅみつだいおしょう

15 　佛陀難提大和尚 　ぶつだなんだいだいおしょう

16 　伏駄蜜多大和尚 　ふだみっただいおしょう

17 　婆栗濕縛大和尚 　ばりしばだいおしょう

18 　富那夜奢大和尚 　ふなやしゃだいおしょう

19 　阿那菩底大和尚 　あなぼていだいおしょう

20 　迦毘摩羅大和尚 　かびもらだいおしょう

21 　那伽閼刺樹那大和尚 　なぎゃはらじゅなだいおしょう

22 　迦那提婆大和尚 　かなだいばだいおしょう

23 　羅睺羅多大和尚 　らごらただいおしょう

24 　僧伽難提大和尚 　そうぎゃなんだいだいおしょう

25 　迦耶舎多大和尚 　かやしゃただいおしょう

26 　鳩摩羅多大和尚 　くもらただいおしょう

27 　闍夜多大和尚 　しゃやただいおしょう

28 　婆修盤頭大和尚 　ばしゅばんずだいおしょう

29 　摩拏羅大和尚 　まぬらだいおしょう

30 　鶴勒那大和尚 　かくろくなだいおしょう

31 　師子菩提大和尚 　ししぼだいだいおしょう

32 　婆舎斯多大和尚 　ばしゃしただいおしょう

33 　不如密多大和尚 　ふにょみっただいおしょう

34 　般若多羅大和尚 　はんにゃたらだいおしょう

35 　菩提達磨大和尚 　ぼだいだるまだいおしょう

36 　太祖慧可大和尚 　たいそえかだいおしょう

37 　鑑智僧璨大和尚 　かんちそうさんだいおしょう

38 　大醫道信大和尚 　だいいどうしんだいおしょう

39 　大滿弘忍大和尚 　だいまんこうにんだいおしょう

40 　大鑑慧能大和尚 　だいかんえのうだいおしょう

41 　靑原行思大和尚 　せいげんぎょうしだいおしょう

42 　石頭希遷大和尚 　せきとうきせんだいおしょう

43 　藥山惟儼大和尚 　やくさんいげんだいおしょう

44 　雲巖曇晟大和尚 　うんがんどんじょうだいおしょう

45 　洞山良价大和尚 　どうざんりょうかいだいおしょう

46 　雲居道膺大和尚 　うんごどうようだいおしょう

47 　同安道丕大和尚 　どうあんどうひだいおしょう

48 　同安觀志大和尚 　どうあんかんしだいおしょう

49 　梁山縁觀大和尚 　りょうざんえんかんだいおしょう

50 　大陽警玄大和尚 　たいようきょうげんだいおしょう
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51 　投子義靑大和尚 　とうすぎせいだいおしょう

52 　芙蓉道楷大和尚 　ふようどうかいだいおしょう

53 　丹霞子淳大和尚 　たんかしじゅんだいおしょう

54 　長蘆淸了大和尚 　ちょうろせいりょうだいおしょう

55 　天童宗珏大和尚 　てんどうそうがくだいおしょう

56 　雪竇智鑑大和尚 　せつちょうちかんだいおしょう

57 　天童如淨大和尚 　てんどうにょじょうだいおしょう

58 　永平高祖大和尚 　えいへいこうそだいおしょう

59 　孤雲懐奘大和尚 　こうんえじょうだいおしょう

60 　徹通義介大和尚 　てっつうぎかいだいおしょう

61 　阿難 　あなん

62 　維室黙仙 　いしつもくせん

63 　為宗仲心 　いしゅうちゅうしん

64 　一州正伊 　いっしゅうしょうい

65 　井上秀天 　いのうえしゅうてん

66 　英仲法俊 　えいちゅうほうしゅん

67 　永平義雲 　えいへいぎうん

68 　永平義演 　えいへいぎえん

69 　永平道元 　えいへいどうげん

70 　永平曇希 　えいへいどんぎ

71 　懐鑒 　えかん

72 　益之正謙 　えきししょうけん

73 　慧春 　えしゅん

74 　越渓麟易 　おっけいりんえき

75 　臥雲童龍 　がうんどうりゅう

76 　覚仙坦山 　かくせんたんざん

77 　噩叟宗俊 　がくそうそうしゅん

78 　峨山韶碩 　がさんじょうせき

79 　活翁伯寿 　かつおうはくじゅ

80 　寒巌義尹 　かんがんぎいん

81 　環渓密雲 　かんけいみつうん

82 　喚室宗応 　かんしつそうおう

83 　喜山性讃 　きさんしょうさん

84 　器之為璠 　きしいばん

85 　希明清良 　きみょうせいりょう

86 　宜黙玄契 　ぎもくげんかい

87 　金岡用兼 　きんこうゆうけん

88 　瑩山紹瑾 　けいざんじょうきん

89 　逆翁崇順 　げきおうそうじゅん

90 　華蔵義曇 　けぞうぎどん

91 　月江正文 　げっこうしょうもん

92 　月舟宗胡 　げっしゅうそうこ

93 　月泉良印 　げっせんりょういん

94 　月潭全龍 　げったんぜんりゅう

95 　傑堂能勝 　けつどうのうしょう

96 　月坡道印 　げっぱどういん

97 　月篷円見 　げっぽうえんけん

98 　玄光道山 　げんこうどうさん

99 　玄透即中 　げんとうそくちゅう

100 　源翁心昭 　げんのうしんしょう
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101 　玄楼奥龍 　げんろうおうりゅう

102 　壺庵至簡 　こあんしかん

103 　興国玄晨 　こうこくげんしん

104 　瑚海仲珊 　こかいちゅうさん

105 　吾宝宗璨 　ごほうそうさん

106 　竺山得仙 　じくさんとくせん

107 　指月慧印 　しげつえいん

108 　芝岡宗田 　しこうそうでん

109 　只山宗友 　しざんそういう

110 　斯道紹由 　しどうじょうゆう

111 　珠巌道珍 　しゅがんどうちん

112 　舂屋宗能 　しょうおくそうのう

113 　松岸旨淵 　しょうがんしえん

114 　如仲天誾 　じょちゅうてんぎん

115 　心越興儔 　しんえつこうちゅう

116 　瑞巌韶麟 　ずいがんしょうりん

117 　瑞岡珍牛 　ずいこうちんぎゅう

118 　石屋真梁 　せきおくしんりょう

119 　雪爪清拙 　せっそうせいせつ

120 　旃崖奕堂 　せんがいえきどう

121 　川僧慧済 　せんそうえさい

122 　祖門興道 　そもんこうどう

123 　大寅元峰 　だいいんげんぽう

124 　大休悟由 　だいきゅうごゆう

125 　太虚契充 　たいきょかいじゅう

126 　大空玄虎 　だいくうげんこ

127 　大愚良寛 　だいぐりょうかん

128 　太源宗真 　たいげんそうしん

129 　大岡楳仙 　だいこうばいせん

130 　大綱明宗 　だいこうみょうそう

131 　太初継覚 　たいしょけいかく

132 　大智祖継 　だいちそけい

133 　大徹宗令 　だいてつそうれい

134 　太容梵清 　たいようぼんせい

135 　坦山覚仙 　たんざんかくせん

136 　竹居正猷 　ちくごしょうゆう

137 　通幻寂霊 　つうげんじゃくれい

138 　鉄肝雪鴻 　てっかんせっこう

139 　鉄山士安 　てっさんしあん

140 　徹山旨廓 　てっさんしかく

141 　鉄心道印 　てっしんどういん

142 　天海皎月 　てんかいこうげつ

143 　天桂伝尊 　てんけいでんそん

144 　天真自性 　てんしんじしょう

145 　天叟祖寅 　てんそうそいん

146 　東海義易 　とうかいぎえき

147 　桃水雲渓 　とうすいうんけい

148 　東明慧日 　とうみょうえにち

149 　東陵永 　とうりょうえいよ

150 　独庵玄光 　どくあんげんこう
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151 　徳翁良高 　とくおうりょうこう

152 　曇英慧応 　どんえいえおう

153 　南英謙宗 　なんえいけんそう

154 　梅巌義東 　ばいがんぎとう

155 　梅山聞本 　ばいさんもんぽん

156 　万安英種 　ばいなんえいしゅ

157 　梅峰竺信 　ばいほうじくしん

158 　風外本光 　ふうがいほんこう

159 　普済善救 　ふさいぜんきゅう

160 　仏通 　ぶっつう

161 　不聞契聞 　ふもんかいもん

162 　別源円旨 　べつげんえんし

163 　宝慶寂円 　ほうきょうじゃくえん

164 　穆英石禅 　ぼくえいせきぜん

165 　牧翁性欽 　ぼくおうしょうきん

166 　牧牛素童 　ぼくぎゅうそどう

167 　穆山瑾英 　ぼくさんきんえい

168 　星見天海 　ほしみてんかい

169 　本行玄宗 　ほんぎょうげんしゅう

170 　卍山道白 　まんざんどうはく

171 　無外円昭 　むがいえんしょう

172 　無涯智洪 　むがいちこう

173 　無極慧徹 　むごくえてつ

174 　無際純証 　むさいじゅんしょう

175 　無著妙融 　むじゃくみょうゆう

176 　無端祖環 　むたんそかん

177 　無底良韶 　むていりょうしょう

178 　無得良悟 　むとくりょうご

179 　明峰素哲 　めいほうそてつ

180 　面山瑞方 　めんざんずいほう

181 　模庵宗範 　もあんそうはん

182 　黙子素淵 　もくしそえん

183 　永興詮慧 　ようこうせんね

184 　雷樹泰音 　らいじゅたいおん

185 　雷沢宗梭 　らいたくそうさ

186 　了庵慧明 　りょうあんえみょう

187 　了堂真覚 　りょうどうしんかく

188 　了然法明 　りょうねんほうみょう

189 　魯山琢宗 　ろざんたくしゅう
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1 　永平広録 　えいへいこうろく

2 　永平清規 　えいへいしんぎ

3 　学道用心集 　がくどうようじんしゅう

4 　近世禅林僧宝伝 　きんせいぜんりんそうほうでん

5 　景徳伝燈録 　けいとくでんとうろく

6 　瑩山清規 　けいざんしんぎ

7 　参同契 　さんどうかい

8 　修証義 　しゅしょうぎ

9 　重編曹洞五位顕訣 　じゅうへんそうとうごいけんけつ

10 　正法眼蔵 　しょうぼうげんぞう

11 　正法眼蔵随聞記 　しょうぼうげんぞうずいもんき

12 　従容録 　しょうようろく

13 　証道歌 　しょうどうか

14 　信心銘 　しんじんめい

15 　禅苑清規 　ぜんのんしんぎ

16 　曹山録 　そうざんろく

17 　伝光録 　でんこうろく

18 　洞山録 　とうざんろく

19 　日本洞上聯燈録 　にほんとうじょうれんとうろく

20 　如浄語録 　にょじょうごろく

21 　普勧坐禅儀 　ふかんざぜんぎ

22 　碧巌録 　へきがんろく

23 　宝慶記 　ほうきょうき

24 　宝鏡三昧 　ほうきょうざんまい

25 　無門関 　むもんかん

26 　六祖壇経 　ろくそだんきょう
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忌日
No. 用語 よみ

1 　初願忌 　   7　しょがんき

2 　以芳忌 　  27　いほうき

3 　洒水忌 　  37　しゃすいき

4 　阿経忌 　  47　あきょうき　あぎょうき

5 　小練忌 　  57　しょうれんき

6 　檀弘忌 　  67　だんこうき

7 　大練忌 　  77　だいれんき

8 　卒哭忌 　100　そっこくき　そっこっき　そっこうき

　 　

年忌 　 　

No. 用語 よみ

1 　小祥忌 　   1　しょうじょうき

2 　大祥忌 　   3　だいしょうき　だいじょうき

3 　休広忌 　   7　きゅうこうき

4 　休廣忌 　   7　きゅうこうき

5 　称名忌 　  13　しょうみょうき

6 　慈明忌 　  17　じみょうき

7 　思実忌 　  23　しじつき

8 　大士忌 　  25　だいしき

9 　忍光忌 　  27　にんこうき

10 　清浄本然忌 　  33　しょうじょうほんねんき

11 　阿円忌 　  50　あえんき

12 　阿圓忌 　  50　あえんき

13 　一会忌 　100　いちえき

14 　一會忌 　100　いちえき
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