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眞
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晨朝の礼拝
○三礼
きみ ょうさん らい

礼

拝

儀（現代語訳）
山崎弁栄（著）
関谷喜與嗣（訳）

帰命三礼 南無阿弥陀佛 三礼

きみ ょう

○帰命章
ししん

至心に帰命す
如来様のみこころのままに
どうぞ 天地の大生命がわたしのものとなりますよう
に――。
天地 の大生 命を身と し心と して生 きてま します 如来様
よ。 あなた が今ここ におい でにな ること を信じ て、一
心に おうや まい申し あげま す。如 来様の みちか らとみ
めぐ みによ って、わ たしは きょう こうし ていき いきと
働かせてもらうことができます。

この すばら しい如来 様のい のちを 感じて 、わた しのあ
りだ けの肉 体と、精 神を捧 げつく して、 あなた におつ
かえいたします。
どう か、き ょう一日 、立派 にわた しのつ とめが はたせ
ますように、お育てくださいませ。

にょ らいこう みょう たん とくし ょう

○如来 光 明 歎 徳 章
お釈 迦様が 、お弟子 のアナ ン様に ご説な さった おこと
ばに よると 、如来様 のとう といこ とは、 あらゆ るみ仏
の光明におよばないのであります。
如来 様のお 力やお徳 をこと ばにあ らわす ことは できな
いけれども、それを十二のみ光りにあらわすと、
無量 光仏、 無辺光仏 、無げ 光仏、 無対光 仏、え んのう
光仏 、清浄 光仏、歓 喜光仏 、智慧 光仏、 不断光 仏、難
思光 仏、無 称光仏、 超日月 光仏と み名を よぶこ とがで
きます。
私た ち、生 きとし生 けるも のがこ の十二 のみ光 りにふ
れる ことに よって三 つのあ かであ る、む さぼり 、いか
り、 おろか さからの がれて 、身も こころ もやわ らかに

なり 、平和 にみたさ れて、 こおど りして よろこ びたく
なる ほどに 、如来様 のみむ ねにか なうよ うなこ ころに
ならしていただけます。
もし も、畜 生や餓鬼 、地獄 に落ち ている もので も、こ
のみ 光りに あうと、 やすら ぎを得 て、い のちお わると
き、お浄土に救われるのであります。
如来 様のお 徳の尊く して、 すばら しいこ とは、 その光
りか がやく ようすが 大宇宙 にへん まんし ている ようす
をみ ればわ かるので あって 、よく 耳をす まして そのひ
びき をきけ ば、いつ でも、 どこで もきく ことが できる
ので ありま す。そし て、そ れは、 ただ、 わたし がその
お徳 をたた えている だけで なく、 あらゆ る仏や み仏の
説法 をきい てさとり を開い た聖人 や自ら 思惟し て大我
にめ ざめた 人たちも 、この 如来様 の大生 命、大 人格を
おしたいしないものはないのであります。
もしもわたくしたちが、そのお徳の尊いことをきいて、
天地 の大生 命と一つ になろ うとす るなら ば、ま ごころ
こめ て、如 来様のみ 名をた たえ、 たえま なく念 仏をつ
づけ ていけ ば、自分 のここ ろに願 ってい ること は、ど

んなことでも、かなえられないことはないのである。
そし て、あ らゆるみ 仏やぼ さつた ちとと もにそ の人格
をたたえられるであろう。
その ように して、お 念仏を 深めて いくこ とによ って、
だん だんと 如来様の 大生命 によっ てお育 てをう け、如
来様 のきよ らかな生 命がや どり、 そのお 世つぎ となら
していただきますと、あらゆるみ仏やぼさつたちから、
その 光明を ほめたた えられ ること になる であり ましょ
う。
み仏 のおっ しゃるに は、わ たしが 、この 無量寿 如来様
の光 明がす ばらしい こと、 すべて にぬき んでて いるこ
とを どれだ けときつ づけて も、と きつく すこと ができ
ないほどであります。

かん じょう

○勧請章
ししん

至心に 勧 請 す
天地 の大生 命にまし ます如 来様は 、いつ でも、 どこで
もおいでにならないところがありません。
いま 、わた くしのこ のから だも、 如来様 のとう といご

本尊をおむかえ申しあげるところと信じております。
どう か、あ らゆるい にしえ の聖者 たちが 完成さ れた求
道に ならい 、わたく しの修 行をお こたる ことな く、す
すま せてく ださって 、如来 様のお 世つぎ となる ような
立派な人格をことごとく完成させてください。そして、
どう ぞ、こ の身、こ のここ ろをあ なた様 のおや どりあ
そば す、ご てんのよ うな、 すばら しいも のにし てくだ
さいませ。
今こ そ、わ たくしの 身もこ ころも ささげ て、一 心にお
念仏 を申し 、如来様 の大生 命と一 つにな って、 真実の
はた らきが できます よう、 あなた さまの 、みた まを心
からおしたい申し、礼拝いたします。
どん な困難 や誘惑に 出会っ ても、 如来様 のみこ ころが
わた しのこ ころにや どって 、心の どこに も苦し みがな
く、 ひろび ろとした こころ となり 、ゆた かな身 体でこ
とに のぞめ るような おみち びきに あずか らして いたた
きとうぞんじます。

ししん

さん らい

む むり ょうじ ゅ ぶつ

にょ らい じゅ うにこ う

さん じゅ

○至心に讃礼す（如来十二光の讃頌）
な

南無無量寿佛
アミダ様よ あなたはもともと この世にましました。
生みの親にまします如来様
救いのオヤ様にまします如来様
教えのオヤであらせられるみ仏よ
あな たは、 この世に 如来の 大慈悲 をしら せるた めに、

あな たの清 らかな、 おすが

人間 の姿と なって、 わたく したち をおみ ちびき くださ
いました。
もと もと一 つにまし ます

たに 、身も 心もささ げ、こ う大な お徳を おした い申し

む むり ょう こう ぶつ

上げます。
な

南無無量光佛

如来 様はわ たくしど もの真 実の生 みのオ ヤ様で ありま
す。
わた くしど もは如来 の子で ありま すゆえ に如来 様のお
育てにより、この大宇宙の広大な備えをもって、養い、
教えられ、仏としてくださいます。

この 尊くし てただ一 つのみ おやを 心から おうや まい申

む む へ ん こう ぶつ

しあげます。
な

南無無辺光佛
如来 様のお すがたは 広大に して、 まどか な鏡の ような
大智 慧にま しまし、 一切を きこし めし、 一切を しろし
めし、一切をみそなわしておいでになります。
大宇 宙はす べて如来 のもの であっ て、こ の無限 のみ力
を知 り、神 秘のひび きにと け合う ことに よって 、大宇
宙、 如来の みこころ がその ままわ たしの 心とな って、

む

む

げ こう ぶつ

如来様の真実の智慧をいただかしていただきます。
な

南無無礙光佛

如来 様よ、 あなたの み光り は、こ の、大 宇宙す べてに
わた って照 らし給う 、わた くした ちの暗 い心も あかる
くし ていた だき、正 しい判 断と良 心をも ってこ とにあ
たり、あなたのみ旨のままに実行させてくださいます。
さえ ざえと して、す がすが しい神 のみこ ころに ふさわ
しい人格をおつくりくださいます。
あな たは、 わたくし たちの あらゆ る束ば くをと きほぐ

む む た い こう ぶつ

し、真の自由を得さしてくださいます。
な

南無無対光佛
如来 様よ、 あなたの 絶対に して無 限のみ 光りに より、
寸分 のくら いところ もなく 永遠の 生命を 得さし てくだ
さい ます。 大我にめ ざめ大 宇宙が はっき りはっ きりと
自己 のもの になり、 大いな る覚り の境地 に入ら してい

む えん のう こう ぶつ

ただくことができます。
な

南無燄王光佛

如来 様よ、 わたくし たち生 きとし 生ける ものは 無明に
よっ て、惑 いと業と 苦のく りかえ しによ り、鬼 のよう
な心 となり 、餓鬼、 畜生、 修羅、 人間、 天上と 六道を
輪廻して、はてしがありません。
しかるに 如来様の大いなるみ光りにこれらのおそろ
しい 心をや きつくさ れ生死 輪廻の 根本を たちき ってい

む しょ うじょ う こう ぶつ

ただくことができます。
な

南無 清 浄 光佛

如来 様よ、 あなたの み光り はきよ らかに して照 りかが
やいています。

わた くした ちのよご れた心 を洗い 清めて 、感覚 を浄化
し、 いつの 間にか、 どんな ものを みても 美しく 感じ、
どん なとこ ろにいて もよご れにそ まらな いよう になら
してくださいます。
そし て、身 もこころ も自然 にうる おいの あるも のにし

む か ん ぎ こう ぶつ

てくださいます。
な

南無歓喜光佛
如来 様よ、 あなたの よろこ びの光 りを身 にうけ て、わ
たく したち の、なや みは安 らぎを おぼえ 、お念 仏三昧
のよ ろこび によって 、あな たの法 楽をわ が法楽 とし、

む

ち

え こう ぶつ

心から法をよろこぶ身とならしていただきます。
な

南無智慧光佛

如来 様よ、 あなたの 光明は わたく したち の心の 知力を
照ら し、明 るくして くださ います 。わた くした ちはど
うか すると こころが くらや みとな って、 大いな る天地
の大 生命を 見失って います が、如 来様の 智慧の 光によ
って 、無明 の闇黒を 破り、 如来様 の悟り を自分 の悟り
とな らして いただき 、真実 の自己 に目覚 め、無 限の大

む ふ だ ん こう ぶつ

宇宙が自己のものとならしていただきます。
な

南無不断光佛
如来 様よ、 あなたは たえま ないみ 光りを もって 、わた
くし たちの 意志を如 来様の みむね にかな うもの として
くださいます。
そし て、ま すます修 養して 如来様 の世継 ぎとな らして
いた だきた いという こころ がおこ り、少 しでも このよ
ろこ びを多 くの人々 にわか ち与え たいと いうこ ころに
なり 、如来 様のみ心 を体現 する身 となら してい ただき

む な ん し こう ぶつ

ます。
な

南無難思光佛

如来様よ、あなたのはかりしることのできない光明を、
わた くしは 一心に念 じ、あ なたの 大生命 に触れ たいと
たえまなくおしたい申しあげます。
どう かあな たは、こ のわた しのこ ころの 闇をう ちやぶ
って 、今ま でねむっ ていた 心のま なこを ゆりお こして
くだ さい。 あなたの すばら しい大 慈悲心 に心か らおす
がり 申し、 信じ申し あげる ように ならし てくだ さいま

む むし ょうこ うぶつ

すようにお願いします。
な

南無無称光佛
如来 様よ、 あなたの 慈光を こおむ って信 ずるこ ころを
よび おこす ことがで きまし たわた くしは 、どう かさら
に、 信心の 花が、う るわし く、咲 き香る ように 勤めさ
せて いただ きとう存 じます 。あな たの万 徳円満 の聖容
に接 し、身 も心も清 らかに ならし ていた だき、 あなた
の大 霊格に よって生 れかわ り、如 来様の およつ ぎとな

む ちょ うにち がっこ うぶつ

る身にならしていただきたいとおもいます。
な

南無 超 日 月 光 佛

如来 様よ、 あなたの 大慈悲 心に育 てられ 、あな たのお
世嗣 ぎとな らしてい ただい たわた くしは 、あな たの光
明の中に、よろこびにみちてくらさせていただきます。
どう か、あ なたの大 智慧と 大慈悲 心をも って、 いつで
も、 どこで も、する ことな すこと 、あな たのみ 心にか
なう ような 生活をさ せてく ださい 。わた しはあ なたの
み心をみ心として一心に働かしていただきます。

こう みょうせっ しゅ

こう みょう

もん

○ 光 明 摂取の文
にょ らい

じっ ぽう

せかい

如来の 光 明 は
あま ね

たま

もん

くどく

て

もっ

遍 く十方の世界を照らして
す

捨て給わず

○念佛三昧

そうえこう

こ

○総回向の文
ねが

ほど

ねん ぶつ

しゅ じょう

おこ

せっ しゅ

あん らく こく

念佛の 衆 生 を摂取して

ぼ だ い しん

同 じ く 菩提 心 を 発 し て 安楽 国 に

おな

願わくは此の功徳を以て
びょ うどう いっ さい

平 等 一切 に 施 こ し
おうじょう

往生せん

ほつ がん

○発願章
ししん

至心に発願す

智慧 と慈悲 とをかね そなえ ておい でにな る如来 様よ。
み仏 の教え をひろく わたく したち にたれ たもう たお釈
迦様が、あの美しいおん眼をして、身も心も清らかに、
みか おがい ついつま でもう るわし くおい でにな ったの
は内 にいつ も如来様 のたま しいを おやど しにな ってい
たからであります。
わた くした ちも、ど うか、 あの万 徳円満 のご人 格をお
そな えあそ ばしたお 釈迦様 になら って、 いつ、 いかな
るば あいに あっても 、すが たかた ち、顔 色をか えない
ようにおちかい申しあげます。
こいねがわくは、いつも、慈悲、歓喜、正義、安忍 や
(
すらか にしのぶこ ころ 、
) 剛き 意
( 志堅 固如何なる 誘惑
にもま けない 、
) 貞操 、謙遜 つ
( つま しやかにへ りくだ
るこころ 、)真実、などの徳をいただき、うらみごころ
もとけて、大宇宙が平等一味となり、すべてのものに、
おも いやり の愛をも ってた ちむか えます ような 徳をい
ただ き、こ の世の中 の人た ちが真 にめざ めたく らしが
でき るよう 、この心 弱きわ たくし にあな たのみ 力とめ
ぐみをお与えくださるようにお願い申し上げます。

○三礼
きみ ょうさん らい

れ

らい はい

帰命三礼 南無阿弥陀佛 三礼

く

暮昏の礼拝
○三礼
きみ ょうさん らい

帰命三礼 南無阿弥陀佛 三礼

かん しゃ

○感謝章
ししん

至心に感謝す
大慈 悲にみ ちみちて おいで になる 如来様 よ。如 来様が
おあ たえく ださった 、すば らしい 光りと 清らか なエネ
ルギ ーと、 新鮮な食 物をい ただき 、この 肉体を 保持し
て、 きょう 一日の務 めを精 いっぱ いはた すこと ができ
ました。
これ は、あ なたのご 恩恵に よるも のであ りまし て、心

から 感謝い たします 。わた くした ちはあ なたの み力に
よっ て真実 の生活を するこ とがで き、い つも良 心の鏡
に照 らして 行動し、 正しい 判断の もとに 実行す る力を
得る ことが できまし た。あ なたの み心の ままに わたし
の務 めを果 すことが できま したの は如来 様のみ 心にと
け合 うこと ができた からで ありま して、 深くそ のお恩
を感謝いたします。

○如来光明歎徳章 晨朝に同じ

さん げ

○懴悔章
しし ん

至心に懴悔す
大宇 宙を身 とし心と してお いでに なる如 来様よ 。あな
たの 智慧と おさとり のみ光 りによ り、ど うぞ、 このわ
たしの告白をおききとりください。
あな たよ、 このわた しは、 肉欲の とりこ となっ て欲望
のお もむく ままの日 暮しを して、 如来様 のお慈 悲を忘
れ、 しなけ ればなら ないこ ともわ すれて 、よこ しまな
おもいをおこしていました。

他人 をあな どり、い かり、 ねたみ 、他人 の自由 をうば
って 、平気 でいるよ うな罪 をおか してい るばか りでな
く、 おのれ に対して はごう まんで 、すぐ なまけ 心をお
こし 、自分 の尊い生 命をい たわる ことを 忘れて 、ふま
じめなくらしをつづけております。
この ような 、祈りの 心をわ すれた あやま りは、 まった
くわ たくし 自身のい たらな いとこ ろから おこっ ている
のであります。こころからおわび申しあげます。
ただ 今から このよう なまち がった 考えや おこな いをし
ない ように し、これ から後 は少し でも正 しいお こない
ができますように心からお誓い申しあげます。
どう ぞ、あ なた様の 愛念に よって 、日々 のくら しに、
あな たのみ めぐみを 忘れず 、祈念 のここ ろをこ めて、
ふた たび、 あやまち をおか すこと のない ように 一声一
声、 一息一 息の中に 、あな たのみ ひかり がみち あふれ
ますよう にしてください。
心よ りわた しの至ら ない罪 をおわ びしま すとと もに、
あなたのご加護をおねがい申します。

○如来十二光の讃頌 晨朝に同じ

○光明摂取の文 晨朝に同じ

○念佛三昧 晨朝に同じ

○総回向の文 晨朝に同じ

えこう

○回向章
ししん

至心に回向す
あら ゆるお 徳をおそ なえに なって おいで になる 如来様
よ。
わた くした ちは、今 まで、 心がく もって いて、 眼にみ
えぬ 世界に あなたが おいで になる ことに 気がつ きませ
んで した。 あなたの 大慈悲 の火が 、わた くしの 心にも
えうつり、あなたのおよび声にめざめさせていただき、
心か ら如来 様をおし たい申 す身と ならし ていた だきま
した。
どう ぞ、こ の私に天 地の大 生命の 中にい ること を忘れ

ず、 永遠の いのちを よろこ ばして いただ けるよ うなく
らしをさせてください。
また 、わた くし自身 、如来 様のみ めぐみ を感謝 して日
暮し するだ けでなく 、すべ ての人 々にあ なたの みめぐ
みの 尊いこ とをわか ち与え られる ように させて いただ
きとう存じます。
また 、とも すると道 をふみ あやま り、よ こしま なおこ
ない を平気 でするよ うなわ たくし の心を いまし めて、
きよらかな道にすすめるようにさせてください。また、
あな たの大 慈悲心を ひとり でも多 くの人 たちに しらせ
て、 きよら かなくら しの中 に、と もども にやす らかな
くらしができますよう心から念じ申しあげます。

○三礼
きみ ょうさん らい

帰命三礼 南無阿弥陀佛 三礼

眞 生 礼 拝 儀 終

