
・出身地 　兵庫県神戸市
・生年月日 　1975年11月10日
・現在の居所 　東京都

・最終学歴 　2004年3月　大谷大学大学院文学研究科仏教文化専攻博士後期課程満期退学　博士（文学）

・職歴 　2007年4月　大谷大学文学部歴史学科　助教
　2008年9月　富山県[立山博物館]　学芸員
　2020年4月　 文化庁文化財第一課　民俗文化財調査官

・所属学会 　日本民俗学会

　日本宗教民俗学会

発行年月日 題名 誌名/書名 発行所 巻号 ページ 注

2002/05/25 近世和泉国神鳳寺一派史序論 －真言律宗「南方一派」組
織と律僧「超海」の足跡

歴史の広場 大谷大学日本史の

会

5号 20-39

2002/07/20 近世真言律僧の唱導・勧化 —超海通性筆『薬師如来瑞応
伝』『瑞応塵露集』の論法を通して

宗教民俗研究 日本宗教民俗学会 12号 97-119

2003/03/15 享保期薬種政策と幕府権力の宗教性 大桑斉編『論集 仏
教土着』

法蔵館 126-146

2003/12/01 近世京都の民衆信仰 ―清水寺慈心院と随求菩薩信仰― 研究紀要 大谷大学大学院 20号 187-219

2004/04/10 病気と近世仏教説話―薬師説話にみる病気平癒のプロセス 国文学 學燈社 710号 94-97

2005/03/18 近世薬師信仰史論 博士論文 大谷大学 甲第39号

2005/11/30 近世神社縁起の戦略性 : 三河国鳳来寺縁起を事例として 堤邦彦・徳田和夫
編『寺社縁起の文
化学』

森話社

55-77

2007/03/31 大谷大学図書館蔵『香月院深励関係書籍目録』と香月院深
励をめぐる歴史的研究課題の覚書

真宗総合研究所紀
要

大谷大学 24号 175-237

2007/09/30 近世寺社法宝物略縁起の生成と展開 ―『四天王寺霊仏霊
宝略縁起』をめぐって―

石橋義秀・菊池政
和編『近世略縁起
論考』

和泉書院 17-41

2009/03/31

(2009/06/30)
近世中期における立山来迎信仰に関する覚書 —新出史料
『立山来迎仏』(金沢妙慶寺蔵)をめぐって—

研究紀要 富山県立山博物館 第１６号 21-33

2009/12/25 寺社造営本願職研究の現状と課題 —祇園社本願の事例と
立山の本願—

富山史壇 越中史壇会 第160号 83-85 研究発表要旨

2010/03/31 苦行と滅罪 京都光華女子大学
真宗文化研究所編
『日本の宗教と文化　
陰陽師、勧進聖ら
の担った民俗信
仰』

自照社出版 139-185 光華選書

2010/03/31 寺社造営「本願」研究の現状と課題 真宗総合研究所紀
要

大谷大学 27号 1-29 豊島修と共著

加藤基樹（カトウ・モトキ）氏略歴

　　　公益財団法人翁久允財団編

加藤基樹氏書誌

　　　公益財団法人翁久允財団編



発行年月日 題名 誌名/書名 発行所 巻号 ページ 注

2010/03/31

(2010/07/10)
「三禅定」考 －成立と『三の山巡』にみる実態－ 研究紀要 富山県立山博物館 第１7号 85-117

2010/09/30 『三禅定』の史料的研究 --白山・立山・富士山の三山巡礼
の成立と展開

宗教民俗研究 日本宗教民俗学会 20号 141-163

2010/10/25 越中立山温泉と略縁起 －温泉の整備・経営と女人禁制を
めぐって

堤邦彦・徳田和夫
編『遊楽と信仰の文
化学』

森話社 179-200

2011/03/31

(2011/06/30)
中世「三禅定」覚書 —三禅定研究のゆくえ－ 研究紀要 富山県立山博物館 第１8号 95-108

2011/05/14 「錫杖頭」に見る山岳信仰　富山県立山博物館（３）　（ミュー
ジアムの風）

朝日新聞、富山県
版

朝日新聞社 28面

2012/03/31

(2012/06/30)
明治維新期における立山登拝と「立山信仰」 —登拝者の実
態にみる民衆信仰史の一齣—

研究紀要 富山県立山博物館 第１9号 62-96

2013/03/31

(2013/07/01)
『立山曼荼羅』は何を伝えようとしたか —宗教的機能と思想
史的背景—

研究紀要 富山県立山博物館 第20号 67-90

2014/03 『立山曼荼羅』における救済の論理—おのれの善と悪を知る
こと—

郷土の文化 富山県立図書館 39号 10-14 ふるさとの歴史と

文学入門講座(第

2回)

2014/03/31 豊島修著『熊野信仰の世界 : その歴史と文化』 山岳修験 日本山岳修験学会 53号 83-87 書評

2014/03/31

(2014/07/15)
「三禅定」の思想研究に向けて—尾張知多『西方四十八願所
縁起』をめぐって—

研究紀要 富山県立山博物館 第21号 84-98

2015/04/20 鎌倉期の神秘の鉄仏 北日本新聞、朝刊 北日本新聞社 9面

2015/08 「立山信仰」の研究資料として 万華鏡 ふるさと開発研究所 283号 2-3 〈古刹・辻徳法寺　

法宝物〉

2015/12/15 剱岳、名もなき初登頂者 〜錫杖が伝える真実〜 岳人 ネイチュアエンター

プライズ

823号 24-25

2015/03/31

(2016/03/04)
辻徳法寺蔵「鉄造阿弥陀如来坐像」と立山信仰 　－「立山
信仰の中世」研究の視座を開く－

研究紀要 富山県立山博物館 第22号 3-24

2016/03 立山信仰とは何か？ 太田昭彦著『山の
神さま・仏さま』

山と溪谷社 227-233 〈ヤマケイ新書〉

2017/03/31 ｢布橋灌頂会｣研究の方法 —関係史料にみる観念的・実態
的—

研究紀要 富山県立山博物館 第23号 1−22

2018/03/31 立山権現[矢疵阿弥陀如来]の史料的考察 －立山信仰と生
身仏信仰－

研究紀要 富山県立山博物館 第24号 51-83

2019/03/31 「近世立山信仰における勧進戦略の転向」－六十六部納経
と芦峅寺衆徒を中心に－

研究紀要 富山県立山博物館 第25号 35-70

2018/06/28 平安時代の都の鬼門　－立山－ ナチュラリスト広場 富山県ナチュラリスト

協会

152号 10-11

2018/07/14 立山権現と越中の生身仏信仰 験佛化現　立山権
現と越中の生身仏
信仰

富山県立山博物館 48-57 〈平成30年度前

期特別企画展〉

2018/09/28 立山権現と佐伯有頼の新史料 ナチュラリスト広場 富山県ナチュラリスト

協会

153号 10-11

2018/10/15 霊山と御来迎 岳人 ネイチュアエンター

プライズ

857号 32-35

2018/12 江戸時代、ある立山登山者の旅 ナチュラリスト広場 富山県ナチュラリスト

協会

154号 8-9

2019/01/01 福江充著『立山信仰と三禅定　立山衆徒の檀那場と富士
山・立山・白山』

日本歴史 吉川弘文館 848号 137-140 書評

2019/03 男女の信心を獲得する立山信仰 ナチュラリスト広場 富山県ナチュラリスト

協会

153号 12-13

2019/03/31 由谷裕哉著『近世修験の宗教民俗学的研究』 山岳修験 日本山岳修験学会 63号 75-77 書評

2019/06/01 そうだったのか、立山信仰と歴史 山と渓谷 山と渓谷社 1010号 70-71 〈特集　剱岳と立

山〉

2019/09/30 福江充著『立山曼荼羅の成立と縁起・登山案内図』 北陸大学紀要 北陸大学 47号 155-160 書評

2020/02/06 立山信仰用具国重文に追加指定　宿坊の実態示す資料群　
面識の有無で接待に差

北日本新聞、朝刊 北日本新聞社 13面

2020/03/31 「立山信仰用具」覚書 －活用と課題－ 研究紀要 富山県立山博物館 第26号 45-67

2020/10/20 立山信仰と登山文化 大西宏治・藤本武
責任編集『大学的
富山ガイド—こだわ
りの歩き方』

昭和堂 87-103


