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東京スカイツリーの設計には、モデルとなったものが
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法制史と併せて、幕府公認の 2 つの縁切り寺である鎌倉

寺と比丘尼御所の基礎構造について分析・詳述するとい

存在したのだろうか。大地に突き刺している日本刀であ

見た人々は、より多くの文化的要素を感じ取ることがで

の東慶寺と群馬の満徳寺についても研究されている。高

うテーマを追究し続け、近世日本の仏教および女性に関

るという説もある。確かに日本は武士の伝統が長く、刀

きるのではないだろうか。

木教授からは、研究資料に関する助言を頂き、さらには

する研究に貢献していきたい。
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と「比丘尼御所」の 2 つに絞り込んだ。これら 2 つの制
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私の研究テーマは、近世日本の尼寺である。このテー
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究センターを訪問する機会に恵まれましたので、論文を
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等の権力と影響力を持つことを可能にしたということで
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践していた主な女性たちについて研究を始めたときだっ
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