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■ルター著作集 ・選集
ルター著作集 第一集 012集  A5に 製 (巻数太字は既「1)

第 1巻 (1511 151,年の著

“

つ F26■ 1',け

いよ■ ■1',ない人r.|プ)ヵヒ=こ とについて論tら ′した円l題J「 献

■:こをつ前日 11316年111131日
' 

こなされた1責イ,についての説教J

「 スコラⅢIII反駁JI」論J「 11市の効力を中|',かにするための

il論J「 1曹宥 七恩忠とについての「屯教J「 ′ヽイデルベルクにおけ

/.:J,論J ・iトイツIⅢヤJの た本へ′)庁kJ「 11若の効力につい

て′):1論の解説J「 アウグスフルク客=|「己録J「 ヤリス ト′)聖な

る●難の

`察

|二ついて
'■

教J「 ライ7チ ヒで:J論された命題に

rlするルターの

“

イ乱」 「死への準備に,,t t●乱教J tttネLとい

う聖なるllいサクラメントについての ll教J Iキ リス トダ)■1なる

J■)か
',だ

の0い サ クラメントについて及び
'し

弟L」■ついての説

教J ll録「ニコールンベルクのヒエロニア、ス ヘ ′ッェル版
'L「

IF個条提題J

第 2巻 (153年の常イ●  531■  1占ll

「古き
',ざ

に´
'tヽ

てJ 「新 しt 契ヽ約 →なオ,ち■:なるミすについ

てのII教J Iキ リスト教界の改■|こ関 して ドイツク)キリスト杵It

共に与えるlJ「 教単 レオ 「lt■ネる半J「 キJス トイの自 J
「Ⅲ l'え 教呈 =そ の 1末の=物 が焼 さすて

',れ
たかJ「 1政グ,

要解 供

`た

1,1条の■解 卜の折りの■,7J「労:教改革■|におけら

|・イ ツ′)(ill:  1性11rl,プ)、,ィ1411「́サ1, ごJ

第 3巻 (1521 15211イ)と作, 54211 15,2円

「破円 1ついて′),屯教 |「
'1l 

Ⅲl,を,11人々のための忠うに

関する11章J「 ローマイ
'11111],い

て ライ,チ しの高名なロー

マii義者を駁すJ I教 会プ)′ヽL口 振|についてJ「 ライブチヒノ)

| にエア、す―の|ピキリス ト枚|り 超11:1勺 超十「1'つな=試 に′11

,́P,1マルティン ルターの口各J

第 4巻 (1521年の著作) 496頁  7004円



「修道誓願について、マルティン ルター博十の判断J「 ローマ

の大nlJ書によって不当にも断罪されたマルティン・ルター博士の

すべての条項の弁171とその根拠」 「マグニフィカー ト (マリヤの

讃歌)訳 と講解J

第 5巻 (1522-1524年の著作) 646頁  品切

「真実な勧告」 「二種陪餐について」 「人間の教えを避ける」 「こ

の世の権威についてJ「 キリスト者の集まりJ「 共同基金の規定」
「会衆の礼拝式について、および ミサと聖餐の原則J「 ドイッ教

団の諸君にJ「 ヴォルムスのキリス ト者へ」 「教会の教職の任命

についてJ「 ドイツ全1,の参事会員にあてて」 「暴動を起こす霊

の持ち主についてJ「 商取 り引きと高利について」

第 6巻 (1525-1526年の著作) 530頁  6386円

「カノンと呼ばれる私諦 ミサの悪どさについてJ「 天来の預言者

らを駁す、聖像とすクラメントについて」 「シュヮーベンの農民

の 卜二個条に対する平和勧告J「 農民の殺人 強盗日に抗 してJ
「農民に対するきびしい小者についての書簡」 「ドイツミサと礼

拝の順序J「 キリス ト教会において永続的な秩序をどのように始

め完成させるかについての勧告」 「附録  ドイッミサの楽譜」

第 ,巻 (1525-1528年の著作) 672頁  品切

「奴隷1勺意志についてJ「 新 しく改訂されたドイッ語の洗イL式文J
「軍人もまた救われるかJ「 ザクセン選帝侯国内の牧ITたちに対

する巡察指導書への序言」

o第 3巻 (1528-1529年の著作) 680頁  8446円

「キリス トの聖餐について、信仰告自J「 大教理間答書、告解ヘ

の短い勧告」 「小教理11答書」 「マールブルク条項、オジアング

ーのマールブルク会談報告」

第 9巻 (1529-1530年の著作) 400頁  品切

「トルコ人に対する戦争について」 「一般の牧師たちのための結

婚式文J「 アウグスブルク国会に参集 した聖職者に与える勧告J

「人々は子どもたちを学校へやるべきであるという説教」 「結婚

問題についてJ「 翻ltRについての手紙、付 聖人への執 り成 りに

ついて」

第10巻 (1531-1539年の著作) 品切

「愛するドイツ人への警告」 「私諦ミサと司祭叙階についてJ「 ヒ

エロニムス ・ヴェラーとニコラス メ ドラーの博十取得のため、

ウインテンベクルで討論された提題、信仰について、律法につい

て」 「シュマルカル ド条項J「 人間についての討論」 「義認に関

する討論J「 反衛 去主義者を駁する討論の提題J「 反律法主義者

を駁す」 「皇帝に対する抵抗権についての連続討論の提題」

第11巻 (1539-1543年の書作) 末刊
「公会議 と教会について」 「ハンス ヴォルス トを駁すJ「 重婚

に反対する文書」 「ラインからの新 しい報せ」 「ユダヤ人とその

偽 りについて」

第12巻 (1945年の著作) 末刊

「ローマから出された、ルター博士の死についての イタリア偽

書」 「ルークァンの神学者たちの32条項を駁すJ「 ウィッテンベ

ルク版ルター ラテン著作集第 1巻序文」 「ザクセン選帝侯 とヘ

′セン■ll~2伯にあてて 捕えられたブラウンシュヴァイク公につ

いてJ「 悪魔によってたてられたローマの教皇制を駁すJ「 付 ・

第一集合12巻索引、年表 地図」

第二集 (聖書講義)全 12巻 (大字は既fl)

第 1巻 1日約聖書序文 創世記講表17/ ト

第 2巻 倉1世記講義抄  ド

第 3巻詩篇序文、第 2回 詩篇講義抄

第4巻 悔い改めの詩篇 イザヤ書序文 9章 、53章講解

第5巻 新約聖書庁文 山上の説教講解

第 6巻 ヨハネ福音書説教抄 。L

- 2 - -3-



第 7巻 ヨハネ福苦書説教抄 下

第 8巻 ローマ人への手紙序文、ローマ人への手紙講義 ■ 近刊7500

円

0以下続刊、総巻数未定

☆ルター神学、思想、伝記
第9巻 ローマ人への手紙講義 下 近千17500円                     宗教改革とルターの生涯  (写 真96葉を西 ドイツで印刷) マンス

の 第10巻 第一コリント15章説教、ヘブル人への手紙講義 徳善義和
               著 口_ゼ 撮影 徳善義春1訳 菊倍1刊 232頁  18.54劇 |

岸千年訳 440頁 7210円                            宗教改革、教育、キ リス ト教学校 倉松功著 B6上 製 206頁

ο 第11巻 ガラテヤ大講解 。上 徳善義和訳 470頁  7210円                  2060円

第12巻 ガラテヤ大講解 ・下 徳善義和訳 500頁  7210円                ルター神学概論 ピノマ著 石ll正己訳 B6Ji製  396頁  品リ

ルターの根本思想一― ローマ書講解にあらわれ し 佐藤繁彦著 A

第二集 (卓H語録、説教 書簡、著作捕遺)企 画中                      5卜 製 397_rl ttLl

ルターの神学思想――ヘブル書における fT千 年著 A5上 製 340

《ルター著作集》第一集分冊 "i書  並製                         員 品切

001個条の提題、キリスト者の自由 緒方純雄、山内宣訳 112頁            キリスト者の自由と愛――ルター 「キリスト者の自由」を読む 内

品切                                          海季秋著 128頁 1030円

②大教理間答書 福山四郎訳 240頁 100釧リ                      ルターの信仰に生きる一―ルーテル教会その教えの特徴 ルター初F

O書 きわぎについて 福山四郎訳 184頁 721円                      究所編 94頁 新書 700Ч

Oド イツのキリスト者貴族に与える書 印具徹訳 176頁 721円             み言に立つ教会――ルター神学の中心課題 ザッセ著 徳善義和訳

⑤教会のパビロン虜囚について 岸千年訳 222頁 618円                  A5上 製 232頁 ..切

0ド イツ農民戦争 渡辺茂、有賀弘訳 186頁 597円                  福音、教会、ルター  F.千 年博士献旱論文集 山内六郎他著 A

①マグニフイカート 内海季秋訳 154頁 7211                       5上 製 442貢 品切

Oキ リスト者の抵抗権について 徳善義和 神崎大六郎訳 196頁            ルターの聖霊論 プレン′―著 岸千年訳 B6上 製 460頁 品LJ

824円                                       ルターの礼拝の神学 ヴァイタ著 岸千年訳 B6L製  品切

小数理間答書 内海李秋訳 新書
''製

 48頁  412円                  ルターの聖書7R義 ベリカン著 小林泰雄訳 B6L製  376頁

1236円

《ルター選集》 B6上 製 ※著作集に含まれないもの。                 ルターと聖書 コーイマン者 岸千年t「I B6■ 製 366貞 144a l

Oル ターの祈り 石居正己編訳 122貞 1030円                     ルター論 ラウ著 渡辺茂訳 B6「 製 218_rt 品切

②ルターの説教 岸千年編訳 192_El舌古切                       ルター、ミュンツァー、カールシュタットーーその生たと神学じ想

0ル ターのことば 費珠山幸郎編訳 112頁 100釧J                     の1ヒ較 倉松功者 B6H製  216員 2060円

Oル ターの説教・2 岸千年編訳 160頁 1545円                    恩寵と理想――ル|ター神十の研究 グリッシェ著 倉松 茂泉訳 A

-  4  - - 5 -



5_E製 287頁 3090円                       ☆辞典

神の乞食一―ルター その生涯と信仰 徳善義和著 B6並 製 180            1日 約聖書ヘブル語大辞典 (付アラム語 高橋虔) 名尾耕作著 B

頁 品t0                                       5上 製 1504頁  (Lk訂 2版 ) 39,14011

捨てること委ねること ルター入門 1 岸千年 徳善義和、森優著            信徒のための聖書辞典 ルーカー著 福山猛他訳 B6 品切

文庫80頁 515円                                  諸宗教辞典 比屋根安定者 B6L製  品●l

ルターに魅せられて 内海望者 文庫56頁 412円

日でみるルターの生涯 クレーベル レンメ著 森優訳 品切              ☆ 組 織 神 学

改革者マルティン・ルター 岸千年者 B6上 製 184頁  85劇 ‖            一致信条書 (古典信条―和協信条の本邦初の完訳)A5上 製

若きルターとその時代 ゲオルギウ者 浜崎史郎訳 B6上 製 296              1224貞  26780円

頁 1339円                                     アウグスブルク信仰告自 石居正己訳 新書並製 88頁  4121

我ここに立つ一―ルターの生涯 ベイントン著 岸、青 訳 A5            アウグスブルク信仰告自の解説 徳善義和者 新書 824J

上製 568頁  品切                                アウグスブルク信仰告自弁証論 曰木福音ルーテル教会文書委員会

ルターーー歴史と現代の中で (ルター誕生500年記念論文集) 日本              訳 B6「 製 品切

ルター学会編 A5H製  196_H2884円                       キリス ト教教義学 ジェイコプス苫 鍋谷尭爾訳 A5上 製 662員

ルター研究 ・第 1巻 (1985年)ル ター研究所編 A5上 製 248頁              6180円

3090円                                      キリス ト教教理入門 ウィスロフ著 '出谷尭爾訳 B6並 製 402頁

ルター研究 ・第 2巻 l1986年)岸 千年先生米寿 北森嘉蔵先生 占              品切

TFI献呈論文集 A5上 製 288_Ft 41201‖                      遺産と課題――現代に生きる宗教改革の信仰 ハインツェ者 徳善

ルター研究 ・第 3巻 (1987年)ル ター研究所編 A5巨 製 156頁              義和訳 B611製  144頁  1009Pl

2575Ч                                      現代神学序説― ルター学者によるパル ト ブル トマン批 41 ウィ

ルター研究 ・第 4巻 (1988年)ル ター研究所編 A5上 製 228頁              ングレン著 lh ln良三訳 B6上 製 264頁  618円

4120円                                      神学入門 ライマン著 /i口 博章訳 新書並製 134貞 278円

ルター研究 ・第 5巻 (1989～1990年)ル ター研究所編 A5に 製           福音的信仰の遺産――ルーテル教会イ言条書解説 オルベック著 石

228頁 50001                                    居正己訳 A5上 製 430頁  1648円

キリス ト神学の起因なるもの CFD モール著 和川光 F訳

☆聖書                               A5■ 製 248頁679刷J

項目聖書①人生 社会篇 池卜安編 A5L製  476頁 3296円

項目聖書②イエス キリスト篇 池■i安編 A5J,製  3296円

神学の露域 マッキンノン著 和国光iFtt B 6上 製 40頁  品切

聖霊を信ず ヴィスロフ著 名尾耕作訳 B6L製  440頁  品tl

教会とサクラメント 熊野 11 清水著 B6並 製 190頁  品切
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評論 「自由意志」 エラスム ス著 山内宣訳 A5 1製  114頁            死と生命について アウ トハウス著 三浦義和訳 品切

185J I                                      信仰と現代科学 座談会―編集音1編 新書並製 160頁  品切

バークレーの聖霊論 バークレー者 7i橋 幸り訳 "i書  品tl        l      福音と風土 ,「口武憲著 新書並製 178貞  品切

霊魂の不滅か死者の復活か――現代の復活 クルマン者 間垣洋助            霊魂の不滅か死者の復活か  Ilt代 の復活 クルマン著 品切

訳 力i書 142頁  品tll                              信仰的廿えの暴露――宗教の逆対応論をめぐって ■オす民子著 B

堅信 と小児陪餐 石居工己他者 B611製  100頁  87dり                   6に 製 254頁 1854円

幼な子 と共に一―小児際 を

`え

る 日本福音ルーテル東海教区編            人間であること、人間となること一一 日本人にとって神体験 とは 古

B6並 製 82頁  670円                                 日暁著 B6上 製 132頁  1442円

現代を信仰に生きる一―イ言ftのための 「小教理間答J解 説 徳善義            アンセルムス全集  (改 言T増補 今1巻 )占 口]暁訳 A5「 製 1128

和他著 B6並 製 220頁 123引り                           頁 18540円

☆キ リス ト教倫理、社 会生活

キリスト教倫理学 セー蓄 石居I己 訳 新書11製 125頁 品切

決断の倫理 フォレル著 石田順朗訳 B61'製  220頁 品t71

繁栄の中の貧困 サイモン著 WT野 静男訳詢i書並製 248頁  品切

評論 ・職業と人権 渡Jlj幸千著 新書並製 264員  品tl

主に従 う。上 ボンヘッファー著 岸千年訳 新書 品tl

主に従 う・下 ボンヘ ′ファー著 岸千年訳 新書 品切

福祉国家 ・北欧 1 森幹郎訳綿 B61'製  212頁  品切

福祉国家 ・北欧II 森幹劇
`訳

編 B6並 製 352頁  品切

福祉国家 ・北欧III 森幹郎訳編 B61'製  298頁  品t71

☆ キ リス ト教思 想

人類 。文明の救済とキリスト教――市川恭二詩 献呈 平野保 倉

松功ほか A5L製  400頁 51501

神と悪魔 大須賀潔者 B61i製  243頁 164制リ

神と人F・|――聖書手帖 1 人須賀潔者 B6上 製 360氏 2575円

佐藤繁彦信仰文集 池永春生編 新普並製 196頁 25刷 |

試験管と聖書 ホラノ、著 森謙治訳 新書1'製 120貞 品切

☆教会史、キ リス ト教思想史

ドイ ツ宗教 改革―― 精 神 と歴 史 渡 jj茂著 A5上 製 370貞

2575円

ドイツ精神史 とルター ボルンカム著 谷|1茂訳 品切

フシーテン運動の研究―― 宗教改革前史 山中謙 ■者 A5■ 製

392頁  5150円

日本統治下朝鮮の宗教 と政治 姜消1,著 轟 沢りttt B6「 製

187頁 1442円

ルターからキェルケゴール ドまで ペ リカン苦 高尾利数訳  36

上製 230貞  品tl

キリス ト教思想史 ハ イ ック著 賀来同 訳 A5上 製 品切

教会の歴史 と系譜 イi":正己著 新書 ll製 214頁  品切

カタコンベの教会――初代教会史 エ ッテ ィング著 西阪盾訳 新

書並製 Ittt71

北欧の聖美術 。杉全泰写真集 B4上 l■品 カラ120 グラビヤ56

35 000 1
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☆ 実 践 神 学 、 伝 道 論

教会の伝道一―現代の生教論 石「1順朗著 B6並 製 198頁  515

「]

神の民の家――教会堂建築の理念 ソーヴ ィック著 徳キ義和訳

剰i書並製 54頁  品tl

説教の本質 ヴィスロフ著 鍋谷 宮本訳 B6並 製 500貞 2060

円

宣教に生きる教会――都市化時代の教会構造 ウェーバー者 柴Π

千頭男訳 A5上 製 252貢  品切

世俗化と真実の信仰 ニュービギン著 賀来
'H―

訳 B61'製  224

頁 721円

キリス ト者の連帯のために一―教会間の
'1話

のために クルマン著

岩崎修訳 新書 L製 70頁  品切

断絶の現代 と説教 ファーマー者  1内 六凛1訳 Tl書 並製 164頁

品切

牧会者ルター 石田順朗者 A5卜 製 248'( 38111

牧会の神学一一 ミニス トリーとシェバーデ ィンタの理論 ヒル トナ

ー蓄 西
"二

―訳 A5卜 製 330貞  3811円

伝道の神学 カン トネン著 r●|"|1助 訳 B6並 製 120頁  品切

内なるキ リス トーーパーボ ルオツ「ライネンの手紙 江口武憲訳

B611製  128頁  1009円

あなたの教会は必ず成長する一―積l・k的教会形成論 シューラー著

佐藤陽二訳 B6並 製 320頁  1854円

新 しい町 と宣a  ll台 つるかや レボー ト 1本 ルーテル神学大学

A5並 製 180頁  品切

求道者、そのなげきと喜び ルーテル連盟マスメディア研究所 B

6並 製 品切

ルターの礼拝の神学 ヴァイタ著 岸千年訳 B6■ 製 306頁  品

切

教会の本質 共主恵者 B6並 製 200頁  164制り

話の種本 森優、渡lll純幸著 文庫80頁 51刷il

☆牧会カウンセリング、精神医学
援助の心理学―一人を助けるとは 精神科医の臨床経験から 工藤

信大著 B6並 製 160頁  133釧 |

電話相談 と危機介入 斎藤友紀雄 林義子著 B6並 製 300頁

品切

グッドグリーフーー悲 しみにある人々ヘ ウェス トパーグ著 ′i川

隆訳 新書
''製

 64頁  品切

精神医療と福音 赤星辻者 B6並 製 144貞  1009円

聖書と医学――ある医師の臨床体験の中から トゥルニエ者 赤星

進訳 B6並 製 440頁  206m l

神学と精神医学の間 ・第 1集  Jヒ森嘉蔵、赤星進 平山正実 岸千

年共著 新書並製 92責  品tJ

神学と精神医学の間 ・第 2集  小林純一 二永恭1′、山口実 斎藤

友紀雄共著 ,i書 並製 108頁  412円

同 。第 0集  トゥルニエとの出会い 新書並製 138頁  82引 リ

人間の気質と信仰 ハレスビー著 杉 ||“男.rl 新書並製 126頁

61811

だれにもできるカウンセリングー当 国人伝道、教会学校、教会形成

日常生活に生かす 近藤裕者 B6'1製  210頁  品切

牧会カウンセリングの基礎理論と実際 クラインベル者 佐藤陽二

訳 A5並 製 478頁  5150円

牧会事例研究 1-=精 神r仄 と牧師、信徒の協力 Tttl~大 著 B

6並製 128頁  1236円

牧会事例研究 2 工藤信夫著 B6''製

牧会事例研究 3 工藤信人著 B6並 製

牧会事例研究 4 _■藤信人著 B6並 製

-11-

104員  品tj

144頁  品切

154頁  1339円
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人生相談-77の 悩みと助言 斎藤友糸己雄編 新書 168頁 824り          ☆ 教 会 学 校 教 育 、 幼 児 教 育 、 児 童 説 教

教会学校生徒の心理 本橋雄二郎書 新書並製 184頁  1009円

《クリエイテイブ牧会カウンセリングシリーズ〉 第 1期 全10冊             教師の初歩 本橋雄二郎著 新書並製 152頁  824円

①死別と離婚の牧会とカウンセリング オーツ著 戸川隆訳 B6             聖書キャンプの実際 岸井敏著 新書1,製 162頁  品tD

小教理問答書の取 り扱い方 岸丼敏著 新書 lF製 238頁  品tO並製 154貞  品切

②危機におけるカウンセリング ストーン著 五島勝訳 B6並 製            教会学校の牧会 満メt信昭著 和i書並製 88頁  51刷 リ

話の組み立て方と話 し方――児童説教 と分級のために 日坂惇己著136頁 品切

③豊かな結婚生活をめざして クラインベル者 に藤信夫訳 B6               剰i書並製 122頁 品切

並製 192貢 品切                                 教えるつてどんなこと一―¬Fしい時代の教授活動 グリッグス著 斎

①愛と成熱――中年期の夫婦のために クラインベル著 ′J隆 訳               藤利郎訳 B6並 製 160頁 1236円

教会学校教案 ・第一年度 日本福音ルーテル教会教育部編 B5並B6並 製 172員 1009リ

⑤神学と牧会配慮 コップ著 li島勝訳 近刊                        製 326頁 1751円

⑥自由と解放のカウンセリング (仮題) クラインベル著 T藤 信            教会学校説教集 1-― (教会暦による)付  分級への展開 石居正

己他蓄 B6並 製 310貞  品切夫訳 近刊

0教 会青年のカウンセリング アーヴァン者 開出寛.lk 続刊               教会学校説教集 2-― (教会暦による)付  分級への展開 斉藤千1

⑧牧師と地域社会――システム アプローチ バティソン者 谷口               郎他著 B6''製  408頁  2575円

教会学校説教集 3-― (教会暦による)イ1 分級への展開 斉藤利泰造訳 続刊

0障 害者と共に歩む牧会カウンセリング コールストン者 戸川隆              郎他著 B6並 製 448頁  3090円

訳 B60と 製 ]68貞  123耐り                           身近な道具を使つた児童説教集 I バイスハイト著 宝珠山幸郎訳

⑩老年期のカウンセリング 続|」                             B6並 製 248貞  品切

医療の心――クリスチャン医療のたり方について心で対.Iする 工            身近な道具を使つた児童説教集11 バイス′ヽイト著 宇珠山幸郎訳

藤信夫著 B6並 製 186民  1442円                          B6''製  260H tttl

身近な道具を使つた児童説教集HI バイスハイト著 出中良浩訳 B

☆宗 教 学、社 会 科 学                          6並 製 216頁 古古切

現代における宗教の対話 竹中 に夫編 松村克己他者 B6並 製            身近な道具を使つた児童説教集IV バイスハイト著 生珠山幸郎訳

224頁 1442円                                  B6並 製 256頁  144211

宗教社会学 ワッハ著 竹 :正夫訳 A5L製  近■1

日本統治下朝鮮の宗教 と政治 姜滑詐著 轟、沢共訳 B6_L製           ☆聖 書 学 、 緒 論 、 解 題 、 入 門

187頁 1442円                                  新約神学の諸問題 平野保者 A5上 製 328民  4944円
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ヨハネ福音書のキリスト論 問垣洋助著 A5上 製 434頁  6180円

日約聖書結論 ヴァイザー著 小野寺辛Ltt A5上 製 品切

l日約聖書神学入『1 ライト著 新

“

徳治訳 新書並製 品切

1日約聖書の本文研究 ウュル トウァイン著 '置谷尭爾訳 A5_ヒ 製

298頁 近「1

信徒のための1日約聖書入門 ロー リン著 佐藤陽二訳 品Ll

新約聖書の本文研究 アツガー著 橋本滋男訳 A5上 製 420頁

6180円

正典的聖書解釈と創世紀研究 佐藤陽二著 新書 88頁  51刷 |

新約聖書におけるペテロ く最新のペテロ研究〉 ブラウン他編 問

■洋助訳 A5■ 製 248員  381l J

新約聖書正典の編成 と伝承 小嶋潤者 B61'製  156頁 464円

新約聖書の多様性一―多 くの証言の中の一致 バークレー著 大1間

啓二つて 新書並製 193頁  597円

千年と一日―一 日約聖書 と現代 ヴェスターマン苦

聖書研究の方法――メイヤー者 矢野人武訳 新書

聖書をとくかぎ ワーダンヴィック著 山内六郎訳

聖書と現代入 FF5垣洋助著 "i書  186貢 品切

だれにもできる楽 しい聖書研究法 森優者 文庫

☆説教集、聖書講解

イエスの奇跡物語講解 ア レン者 浅井力訳 B6並 製 240頁

18541i,

イエスのたとえ話講解,マ タイーー教会は月にとどまらず フェン

ザ ンク者 浅井力訳 B6並 製 217真  1230η

イエスのたとえ話講解☆ルカーーあなたがたは兄弟である フェン

ザック著 女ヽ井力訳 B6並 製 158頁  品切

イエスのたとえ話講解☆マルコーー佐藤陽二著 B6並 製 232頁

18541 1

イエスのた とえ話講解■ ヨハネ 佐藤腸 i著 B611製  208頁

]854HI

コリント人への第一の手紙講解 榊原康大著 A5上 製 880頁  品

切

主を待ち望む―― ア ドベン トー クリスマス 女性牧1市説教集 B6

'上
製  96頁   82411

活ける主に強められて一― ア ドベ ント イースター 女l■牧師説教

集  2 B6並 製 104貞  824‖

啓示の神――ア ドベン トーペンテコステ 如生牧師説教集 3 B

6並 製 88頁  824円

主のめ ぐみの年一―新年一クリスマス 女性牧n,説教集  4 B6

1F製 158頁  ]200円

オリブ山で一―主の受難についての説教 ルター著 石橋幸大訳 新

●●切

128頁 品切

B6 品切

80頁  515円

たましいの錨 新屋徳治著 B6■ 製 248真  18541

響き出る神の言葉――第一テサロニケとヨハネ福吉書の講l17説夕 大

本人大、山口隆康著 B6L製  220貞  195■月

l日約聖書からの説教――イ1 日約聖書 と現代 鍋谷尭面著 B6上

製 186貢  1854円

聖書に聴 く 石丼晴美説教集 B6判  184頁  1442円

主に感謝、主を讚美―-1約 聖書からの説教 2 鍋谷尭爾者 B

6L製  200頁  195'円

書
''製

 166頁  品切

イエスに生 きる く,しに光を

十戒と主の新 り く,じヽに光を

説教集 I―― 教会暦 に よる

●●切

シリーズ l〉  正木茂著 品tJ

シリーズ 2〉  E木 茂著 品tO

牛丸省I郎 他著 新書並製 142 rl

罪人と食事を共にする神 く説教集〉 熊谷政■著 B6並 製 228_rl

品切

新 しき生命への道 テ ィー リケ者 日本達 pltt B 6上 製 364頁
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品切

世界の起源 ティーリケ著 大隅啓三他訳 B6上 製 466頁  品切

隠された生命 ティーリケ著 小林泰雄訳 新書並製 215頁  品切

畑の中の宝 ティーリケ著 小林 鈴木訳 B6並 製 246貞  品●l

新解ローマ人への手紙――新訳 二文書説 .L解  木下順治著 B

6J二壊堅  258デモ  25751Ч

ローマ人への手紙講解 ニーグレン著 FT千 年訳 B6上 製 534頁

品切

ヨハネの黙示録 リルエ著 間垣洋助訳 B6上 製 407頁  品切

創世紀講解説教 松隈・・Jk二著 B6上 製 574_H‐ 5150円

聖書一日―章――創 世紀 申命.L 石丼晴美著 新書並製 152頁

824Pl

詩篇一日―篇 石丼晴美著 新書並製 256頁  品切

ホセア書の研究 ネービー著 口坂里子訳 新書 64頁  185円

歴代志の研究 ネービー著 田坂里子訳 力i書 120頁  4941

生ける望み――第一ペテロ講解  ll海季秋著 力i書 130頁  品切

すべてのものの終わリ フライ著 徳善義禾Π他著 B6 品切

ヨハネ福音書百話 F・1垣洋助著 新書 品切

ガラテヤ百話 岸千年著 制i書 品切

ローマ人への手紙講解説教 佐藤陽三著 文庫 80頁  515円

ドアの向うは青空 渡辺純幸著 文庫 80頁  51Ы呵

主ィエスの前とうしろ 石居正己著 文庫 80頁  515Ч

飼い主の声を聞 く羊に 宝珠山幸郎著 文庫 80頁  51刷 |

人生のいしずえ 真野一隆者 B6並 製 168頁 14421

④民数記 佐藤陽二著 B6卜 製 256頁 2266円

⑤申命記 "醒 徳治著 B6上 製 270頁 2266円

⑥ヨシュア記、士師記、ルツ記 服部嘉明他著 B6上 製 264頁

2575円

⑦サムエル記 石居正己著 B6上 製 328頁 2575円

③列工記 有木義岳著 B6上 製 260頁 22601

0歴代志 ■l沢社者 B6上 製 260頁 2060円

⑩エズラ、ネヘミヤ、エステル記 鍋谷尭爾著 B6上 製 218頁

2060円

⑪ヨブ記 名尾耕作著 B6■ 製 376頁 2575円

⑫詩篇 岸井敏著 B6上 製 380頁 3090円

O銭 言、伝動の書、雅歌 山内六郎著 B6上 製 320貞 2575円

⑪イザヤ書 岸千年著 B6上 製 280員 2369円

l15エレミヤ書、哀歌 三田和芳著 B6上 製 728頁 5150円

⑩エゼキエル書 江口武憲者 B6上 製 212頁 206011

17ダニエル書 石橋幸男者 B61,製  202頁 206mリ

⑬小預言書(1)一―預言書序説、ホセア書―ヨナ書 江口武憲他著

B6上 製 304頁  2884円

O小預言書(27  ミカ書―マラキ書 江副栄一他著 B6卜 製 370

員 3150円

⑩旧約聖書概説 本田献―著 B6上 製 384貞 3150円

《信徒のための聖書講解一一新約〉全16巻

①マタイによる福音書 三浦義和著 B6■ 製 522頁 近予1

②マルコによる福音書 間垣洋助者 B6 i製  560頁 500劇|

0ル カによる福音書 ■丸省吾郎帯 B6L製  品切

0ヨ ハネによる福音書 間垣洋助帯 B6巨 製 280頁 新版近「1

0使 徒行伝 福山猛著 B6L製  250頁 近Fl

Oロ ーマ人への手紙 岸千年著 B6■ 製 270頁 近川

〈信徒のための聖書講解――旧約〉全20を

①創世紀 石
":正

己著 B611製  288頁 2060円

②出エツプト記 佐藤陽二著 B6 1製  408頁 3296円

0レ ビ記 鍋谷尭爾著 B6に 製 216頁 20601

- 16 -17-



0コ リント人への第一の手紙 山内六郎著 B6卜 製 268頁 近川

③コリント人への第二の手紙 B6H製  298頁 山内六郎著 1442

円

0ガ ラテヤ人への手紙 内海季秋者 B6上 製 139員 1600円

⑩エペソ、ビリピ、コロサイ人への手紙 石田順朗他著 B6上 製

278頁 近刊

0テサロニケ人への第一、第二の手紙 岸丼敏者 B6上 製 176頁

1009円

⑫テモテヘの第一、第二、テトス、ピレモンヘの手紙 江 1武憲他

著 B6上 製 320貞  近刊

l       ⑬ヘブル人への手Flt 名尾耕作著 B6上 製 322_rl 近刊

0ヤ コブ、ペテロの第一、第二の手紙 矢野央武著 B6上 製 318

1         頁 近刊

l.ヨハネの第一、第二、第二、ユダの手紙 間垣洋助者 B6「 製

216_El  1442円

⑩ヨハネの黙示録 石ル:正己著 B6L製  278頁 品t」

信徒のための聖書辞典 ルーカー著 福山lft他訳 B6 品L」

家庭礼拝 ・聖書日課 く教会暦による一日―頁の奨励と析り〉 凱筆

者毎月交替 李+1 新書並製 96頁 各35劇リ

☆聖書 地誌 、歴 史、考 古 学

聖書地誌 山内六郎著 新書lL製 213頁 品切

聖書歴史 山内六郎著 "i書並製 222頁 品t」

イスラエル史 (全) ブライト著 詢i屋徳治訳 A5L製  794頁

品切

ファイファー・旧約の歴史 ‖腱部嘉明、鍋谷莞爾訳 B6上 製 1]06

頁 8240円

18

☆キリス ト教入門、聖書入門

聖書66巻からのメッセージ 佐藤陽二者 新書 144頁  61創 リ

神の教いの道――ルターの小数
"間

答書解説 スヴェル ドラップ著

岸丼敏訳 新書並製 244頁  品切

神を信 じる一―ルターの小数理問答書を学ぶ 内海季秋著 割i書並

製 146頁  品tl

キリス ト教人生ワン・ポイン ト 高垣岬著 A5並 製 100頁  824

円

やさしいキリス ト教入門 宮本蔵者 新書 107頁  515円

教理入門 石
":正

己他著 新書
''製

 222頁  品切

信仰入F3 徳善義和他著 新書並製 110貞  ・・
tll

信仰の手引き 山内六郎者 判i書並製 238貞  品ll

新100の質問 轟勇一者 新書 lE製 307員  品t71

100のクイズ 轟勇一帯 ″i書並製 196頁  品tl

キリスト教一一聖書に学ぶ ]豊 「l立大著 B6並 製 66氏  474円

旧約聖書――聖書に学ぶ 2 豊口l立大者 B6並 製 86氏  474円

新約聖書一―聖書に学ぶ 3 豊日立大者 B6並 製 73質  474円

私はなぜキリス ト者であるか ハレスピー著 岸千年訳 新書並製

250頁 品t7J

私の聖書入門 森優著 B6並 製 80頁  618円

若人と学●ヾルカ福音書 ウェスターマン者 徳吉義和訳 B6並 製

106頁 品切

ィースターの意義について 山内六郎苦 44員  品t7j

地上のキリス ト ターナー苦 |卜丼敏著 B6並 製 品tl

だれにもできる楽 しい聖書研究法 森優者 文,ギ 80貞  515円

☆伝記
(ルター伝は 5ペ ージに)

イエス伝 木下順治著 B6上 製 246氏  品切

- 19 -―



人間ウィンテルーーある異人の百年 鍋谷尭爾著 B6並 製 188頁

72111

メランヒトンーー宗教改革 とフマニス●ス シユ トウツベ リッヒ著

倉塚平訳 B6上 製 211頁  92■ Ч

カタリナ ・ルター デントラー著 福口猛訳 新書 180頁  品切

愛と福祉のはざまに一―慈愛回倉1立60年記念 モー ド・パウラス著

稲冨いよの訳 B6並 製 390頁  品切

聖書の詩――わがアッシツのフランシスコ 武日友寿著 A5変 型

244頁 2575円

み手に導かれて 岸千年著 文庫 64頁  428円

☆祈 りの 実例 、解 説

祈リ ハレスビー著 岸 東方訳 新書並製 210頁  1009P,

祈りのポイント 福口猛著 新書 62頁  412円

祈り入門 江日武憲著 新書 184頁  1030円

折りのすすめ 轟勇一著 新書並製 64頁  515円

祈りのすすめセット  r析 り』 『・IFりのポイント』 「析り人間』 『祈

りのすすめJの 四冊の美麗箱入リ セット2966円

新りの手引き・セット ベ ック著 牛メし鴛吾郎訳 3120円

以下の六冊の新書の美麗箱入リセット.分 売は各冊520FI

①析りの霊を与えてください ②朝に夕に析る ③おとなもfFる、

子どもも祈る ④病気のとき 死に面したときの折り ⑤教会

生活の祈り ⑥礼拝の祈り 集会の祈り

きょうの新り、瞬間の祈リ ビール著 亀口和子訳 新書並製 62

頁 520円

生活の祈り 編集部編 新書並製 148頁  700円

絶えず祈れ ドバースタイン編 山内六郎訳 新書 190頁  814円

日常の祈り、苦しみの時の新リ シューラー著 佐藤l■子訳 新書

1'製 78頁  520円

若人の新 リ バークレー著 西日晃訳 新書並製

ルターの祈 り くルター選集 1〉 石居正己編訳

品切

セット・祈 りの本  『きょうの析 り・瞬間の祈 り』

F絶えず祈れ』 『若人の祈り』 F日常の祈り

りJの 五冊を美麗箱入りにしたもの 新書判

円

142頁  70011

B6ヒ 製 128頁

「生活の析 りJ

苦 しみの時の祈

セッ ト価 3254

☆黙想、エッセイ
みことばの糧 ハレスピー著 岸恵以訳 全書上製 472頁  2060リ

聖書の黙想 ・マタイ ドーフラー著 矢野英武訳 品切

聖書の黙想 。マルコ クレッツマン著 宝珠山幸郎訳 品切

ルターによる日々のみことば一 ルターの著作より 鍋谷莞爾編訳

全書上製 416頁  2060円

良心 ハレスピー警 岸千年訳 B6L製  218頁  品切

受難の七日間 フィビガー著 青山一浪訳 B6判  品切

世界最大のもの  く付 ドラモンド小伝〉 ドラモンド著 新屋徳

治訳 B6並 製 174頁  1236円

ます神の国を ラペ リ著 渡辺忠恕訳 B6「 製 356頁  品切

主の日随想 内海季秋著 B6並 製 164頁  1030円

我信ず‥ 徒信条講解 内海季秋著 B6並 製 54頁  361円

逆境を信仰で越える シューラー著 中尾はるみ訳 B611 144頁

1009円

☆信 仰 と生 活

キリスト教冠婚葬祭入門 山内六郎著 B6J'製  264頁  1442円

信4rpをどのようにして学.ドカーー クリスチャン生活百科分冊 1 新

書 28頁  品切

悪について一―クリスチャン生活百科分冊 2 新書 36頁  185円
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教育とキリス ト教 小日信 L著 新書並製 244頁

神を探 じ求める エスター デ, ワール者 ント

修道院訳 B6並 製 176頁  1600円

飢えの時代 と宮むキリス ト者 ローナル ド Jサ イ

ltPk B6並 製 296頁  1800円

信徒伝道 とらのまき Fl田 噴吉他著 A5並 製 232頁  品切

100のあか し 朝疇会連合編 B6並 製 318頁  品tl

ディアコニアーー本仕の生活 コーツ著 日端武訳 B611製  140

頁 1236円

ディアコニア入門 'tに 生きるために 石居 門脇著 品切

釘の十字架―― コベントリーII語 ヴ7~二 ~著  鈴木もと子訳 B

6113製  169貞  670円

愛は大水 も消すことあたわず 柴川千頭男著 品切

今 こそ愛するとさ―― 若い母親のために ドレッシャー者 岡日信

子他訳 B61L製  165頁  989円

若い父親のための10章 ドレッシャー著 辻紀 子訳 "i吉  80頁

515円

いのちの電話物語 ウォーカー著 大島静子訳 品tl

ウルマンの日記 ウルマン著 沢田敬 Ltt B6並 製 220頁  1236

円

子 どもの声が一―工木功の教育エッセイ B61F製  168頁  103● 1

園児 とともに一― IJ児のおかあさまかたへ 工本功者  B6並 製

221貞 品切

園の教育、家庭の教育――園児のサの日とt  ヽLttllll著 B61'製

158頁 品切

玉木功の教育相談 工木功者 B6並 製 166頁  品切

幼児教育 と家庭 山内六郎著 新書 68頁  412Ч

神、性、結婚 ウイン著 岸丼敏訳 B61'製  13頁  15刷 |

家庭、教育、信仰 山内六虫[著 全苫並製 112頁  品切

聖書 と音―現代の音・古代の音 近藤超著 B61'製  112頁  1400

1」

悲 しみを乗 りこえて トビヤス著 門脇+子 .ll li書並製 144員

品切

キ リス ト教冠婚葬祭入門  内六川;者 B6並 製 264頁  144創 |

永遠の. 、ヽるさと一=死 の痛み とその克服  内六郎書 新書 72頁

515円

家庭教育ワン・ポイントーー教育間答 0歳 -20歳  本橋雄二IF・者 力i

書並製 ]92氏  品tl

クリスチャンのための親業 ABC― ―楽 しい家庭づ くリ ゴールキ

ー著 近藤千恵他訳 I'6並 製 160■  1400円

テレビと障害をもつ子 どもたち ハーモナイ他編 子 どものテレビ

876]l

―会西=の 聖母

ダ著 御立英史

☆人生、家庭 、婦人、育児

女性の四季――精神千斗医の立場から 上藤信夫著 B6並 製 200

貞 1500円

心でみる世界 T藤 信1夫著 B6並 製 172頁  1500円

聖書の世界を訪ねて ll tti「子者 B6nt製  176頁  1442円

正義と愛―― ある弁護士の生活と析り 石原寛著 B6並 製 2oo頁

14421

愛と真実――あるキリストを裁判官の歩み 三井ll tt B 6並 製

140貞  927Pl

愛と性の悩み トロビッシュ著 鈴木和 了訳 B6並 製 212_h 品

切

真実の結婚を求めて トロビッシュ者 辻紀了訳 B6並 製 294頁

16001 〕

あなたの人生を変える40のみことば ビール1著 亀 和子訳 力i書

''製
 88頁  650円

葦の しずく 鈴木 もと了著 B6並 |. ]42氏  品t」
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の会訳 B6並 製 408頁  2884円

子どものテレビはこれでよいのカー ¬ 悩む母親へのガイ ド ケイ著

奥団 鈴木訳 B6補 入 308頁  1236円

子とものテレビを侵すもの メロディ著 高桑康雄他訳 B6上 製

225頁 1648円

女性の生き方――キリス ト教ウーマンリブ入門 カラハン著 日坂

■子訳 B6並 製 252頁  1236円

わが足は弱けれど ln坂 惇己著 B6並 製 202頁

生きる意味―― トゥルニエ来 日講演集 山口実編訳

頁 412円

道――ベイントン来日講演集 内海望編訳 新書

結婚―一人生胸突き入丁 柴田千頭男者 B6並 製

狂気猿の独言――クレージーモンキーのモノローグ

6■ lA 248貞  2060円

アンポンで何力滅 かれたか ハ山口出雄著 B6並 製 286民  2000

円

旭 日の影で シュデ ィハイラン ド著 中鳴誠訳 B6並 製 ]68頁

1442円

☆ ノンフ ィクシ ョン

聖書の世界を訪ねて一―米国の研修旅行日と共に li藤正子著 B

6並 製 176頁  1442円

品切

新書並製 110

104頁 515Ч

品切

大越俊夫者 B

日本格音ルーテル教会 西

268頁 品tl

260頁 品tl

6並 製 170頁  670円

神はわがいのち―-11人 の証 し 岡正治他著 新書並製 品切

死の海より説教壇へ 新屋徳治著 B6上 製 222頁  1854円

灯心を消すことな く 梶内重信者 B6並 製 152頁  1030円

今は、つ ぐないの時 力,藤亮一著 B611製  240頁  1236円

しいちゃん、またね 石橋辛男著 B61Й 製 202頁  1236円

マンハッタンの筋違いの小道 南山岳著 286頁 2200円

ばあちゃん、またね 石橋幸男著 B6並 製 200真  1236円

☆キ リス ト教 と文学

近代日本文学の軌跡――シンボシウム 佐藤泰正編 1大岡信 本ヽ

隆 ll他 四六並製箱入 276頁  2575円

イエスヘの出
～

地を旅して24日 矢r 静ヽ ―著 A5変 型 222

貞 品切

漱石の悲劇――聖地をめぐる現代の不安と苦悩 清水,し著 B6並

製 224頁  1330円

この人を見よ (■)― 一大宰治私論 F牟+陽』篇 人越俊大著 B6

に製 264頁  20601

この人を見よ (下)一 ― 太■治私論 「人FH5失格』篇 大越俊夫帯

B6L製  232頁  2060円

生 きることの発見――現代作家の模索する人間供 高見緻l・l子著

B6並 製 351頁  品切

愛と迷いと一―現代作家の模索する人間像 森礼子著 B6並 製

226貢 12361

遠藤周作の文学 武田友キ者 B6ヤ 製 242■  123同 リ

神、ひと、そ して愛 く矢代静一月談集〉 遠藤周作他 B6上 製

240『ス  1648 1

足のない旅―― 「中いすの詩人J白 伝 香川私 了者 B6''製  312

頁 2060円

原爆証言集――平和をつくりだすために

教区編 新書並製 130頁  品切

山坂をゆく 元1勇 i郎 著 B61'製

波風のなかを 元 勇五郎著 B61'製

やみは晴れゆく フィッュドム著 轟勇一訳 新書並製 126頁  165

1Ч

釘の十宇架――コベントリー物.・ ウァーニー著 鈴木もと子訳 B
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虹のたてごと一―身障キ リス ト者詩華集 島崎光 こ編 B6''製

236頁 品切

詩集 ・愛をください 岡丼久子著 B6並 製 152頁  1339円

詩集 ・ナル ドの壺 西ひろ子著 B6並 製 146頁  1600J

詩集 ・心の灯火――付 対談 隅谷二喜男 島崎光正 竹内英子著

B6並 製 184頁  1442円

詩集 ・ヨプの涙 岡丼久子著 B6並 製 172氏  品切

詩集 ・聖地の歌 宮坂亀雄著 B6並 製 128頁  577円

現代キリス ト教劇集口中千禾大編 失代静 他作 B6並 製 244

頁 1236円

八木重吉′― トーー死 と永遠 岡安lH武著 B6Nll製  品切

(キリス ト教文芸総合誌)(武 用友寿編集)一 ¬ 木刊中

季刊創造 l 特集 小川国人研究 B5変 型 252貞  品tll

季刊創造 2 特集 有占佐和子研究 B5変 型 252貞  品切

季刊創造 3 特集 遠藤周作,Ftt B 5変 型 260頁  品切

季刊創造 4 特集 島lL敏雄研究 B5変 型 256頁  品切

季刊創造 5 特集 三浦綾 了研究 B5変 型 332頁  .u t7

☆劇集
キリス ト教al集 たねの会編  B6並 製 280貞  品切

続キリス ト教劇集 たねの会編 B6並 製 232頁  品tl

聖書劇集 森礼子編 B6並 製 238貞  品切

現代キ リス ト教劇集 1月中千禾大編 矢代静一他作 B61'製

244頁 123611

士聖文書文庫 手軽だが内容はずっしり重い
PT刊

捨てること委ねること 岸 徳善、森者 80貞  515円

説教集主イエスの前とうしろ 石居正己者 80頁  51Ы I

説教集 ドアの向こうは青空 渡lll純幸著 80頁  51ЫЧ

説教集飼い主の声を聞 く羊に 生珠 ∫キ郎著 80頁  51刷 J

ローマ人への手紙講解説教 佐藤陽二吉 80頁  515円

だれにでもできる楽 しい聖書研究法 森優者 80頁  515円

ルターに魅せられて 内海望蓄 80頁  412円

牧師夫人の闘病記 大沢 まゆみ著 80頁  670円

説教例話 ・話の種本 1 森 渡辺著 80頁  51■ 1

イエスのたとえ話 橋本昭大者 80頁  600リ

聖書学 佐藤陽二者 80頁  6001

信徒から牧師への手紙 ルオファライネン著 江 1武憲訳 80頁

600円

若い看護婦のための祈 リ ウイル コックス著 赤問峰子訳 80頁

6001¬

生と死について一考察 (慰めと励ましのために, 鍋谷尭爾著 80

頁 60011

マカリオースー至福 (説教集) 徳普義オ1者 104貢 650リ

神の国の祝宴 (説教集) 森優著 96頁  650円

キリス ト教とは何か (l●lt信条 1戒 主の祈 り) 佐藤陽二著 96

貞 650円

信仰自伝 。み手に導かれて 岸千年著 80頁  412円

☆幼 児 ・児童

イエスの目 く少年イエスの物語〉 藤原一生帯 B6並 製 194頁

824円

神 さまの子 どもたち く例話75編〉 ジャーズマン他著 口内六郎訳

B6並 製 334頁  品tl

小 さい木の葉 く童:i集〉 山内六郎著 B6上 製 250_El 品り
'

とべたらなあ く例話集〉 山内六郎著 B6並 製 182真  1009円
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パパお話 して く父が子に語る童話集〉 藤原一生著 B6上 製 128

貞 876円

教会学校さんびか――付 ・礼拝式文 く幼稚園 教会学校 旬〉編集委

員会編 新書並製 165山  515円

星の子 どもたち く病気や孤独に悩む子どもたちの信仰の物語〉 小

松栄治郎著 B6並 製 96頁  品切

ちいさいことものいのリーー三好浪,「文 上方重己絵 A5変 型 16

頁 258円

ちいさいこともとしゅのいのリーー高学年

"1絵

本 アールニオ他著

V カタヤ他訳 A411 42頁  670円

クリスマスおめでとう一―絵本  ト

■製 32頁 7α‖」

クリスマスのはじ――絵本 スレイ

ミー デ バオラ著 A5変 型

卜者 ボンド絵 B5変 型 I製

32頁 700円
Fァ_チ ブック』――楽 しい聖書絵本シリーズ

1-24り 曾野綾子 文 25号から 高兄沢ll・lr tt A5変 型 32

真 カラー 280円

①にわでのやくそく アダムとエバ.綸1世紀 1-3章 から 280円

②かみのははマリヤ クリスマス物.7.ルカ l-2章 から 280円

Oさ かなにたぺられたヨナ ヨナ書 ]-4章 から 280円

0ひ とびとのいのちをすくったおうひ 王妃エステルの愛と勇気。

エステル記1-10章 から 28劇il

⑤イエスにおべんとうをあげたこども 工つのバンと
'匹

の魚の奇

跡.ヨ ハネ6章から 280円

0お うじょとあかちゃん モーセの生いたち.出 エンフ ト記1-2

章から 280円

0た ねなしバンのおはなし 出エジフ トの物語。出エンプ ト記3-

15章から 280円

③かみのつくったせかい 倫」世紀 1-3■ から 280円

―- 28 -―
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0′ アのはこ.S(ね 倉1世紀6-9章 から 280円

⑩やどやの0すめのクリスマス クリスマス物語。ルカ2章か,, 280

1リ

llいなくなったしょうねんイエス イエスの少年時代.ル カ2章か

ら 280円

⑫ダビデと三ぼんのや サムエル記■18-20章から 280円

13かみにためされたヨブ ヨブの苦難 と信仰.ヨ ブ記から 280円

0ま いごになったこひつじ ルカ15章から 280円

l・ひゃくつ.,くになったたね マタイ13章から 2801

1●きょじんとたたかったしょうねん ′ビデとゴリアテの戦い。 サ

ムエル記上16-18章から 280円

0ガ リラヤのりょうし 12弟 子の召命とイエスの復活後の弟子たち。

ルカ5章  ヨハネ21章から 280円

⑬うまれかわつたザアカイ ルカ19章から 280円

0サ ムソンのちからのひみつ 士1市記]3-16■から 2801

0し ずみかけたボート 湖 卜を歩いたイエス。マタイ14章から 280

11

0て んごくのたしざん 貧しいやもめのささげもの。ルカ21章から

280円

②てんじがうたうよる クリスマス物語。ルカ2章から 280円

0い えをとびだした0すこ ルカ15章から 280円

0しんせつなサマリヤのひと ルカ10章から 280円

⑮イエスとあくま 荒野の誘惑。マタイ4章から 280円

のいきかえつた0すめ ルカ8章から 280円

0や ねからつりおろされたびょうにん マタイ9章2-8か ら 280

11

0カナのけっこんしき 水がぶどう洒に変わる0跡。ヨハネ2章か

ら 280円

0イ エスにであつたパウロ 使徒行伝9章から 280円



①くさりにつながれたパウロ 使徒行伝27-28章から 280円

0か ぞくをすくったヨセフ 創lL紀37-50章から 280Ч

②ダニエルとライオン グニエル書6章から 28劇り

①かみのよろこ●ヽいのリ パリサイ人と取税人のはなし.ル カ18章

から 280円

bl●:きつちょならくだのクリスマス クリスマス物語。マタイ 2章

から 280円

0お ろかなかねもち ルカ12章から 280円

①みえるようにしてください マルコ10章から 2801

0せ かいいちのおうさまイエス イエスの受難と復活。ルカ19-24

章から 28011

①アプラハムのたび 台1世紀12-21章から 280P]

Oせ いれいをうけたひ ベンテコステのはなし.使 徒行伝2章から

280円

⑩いわのうえのいえ マタイ7章から 280円

0い のちのみず ヨハネ4章から 280円

0ナ アマンのみずあび '1王 紀下5章から 28u l

Oル ステラにきたパウロ 使l・t行伝14章から 280円

0,レツのものがたり ,レツ言しから 280円

0バ プテスマのヨハネ 四福音書より 280円

4tイエスさまのおたんじょう クリスマス物語。ルカ1-2章 から

280円

0お うさまのしょうたいじょう 滞大な晩餐会のたとえ話。マタイ

22章から 280 iI

Oあ りがとうをわすれなかったひと 10人のらい病人のいやし。 ル

カ17章か ら 280円

0ギ デオンのちえ 士前記6-7章  280Fl

Oタ ラントのたとえばなし マタイ25章から 280円

tlしょうねんサムエル サムエル記上 1-2章 から 280円

- 30 - -31

⑫ゆるさなかったしもベ マタイ18章から 280円

①すばらしいしんじゅをみつけた0と マタイ13章から 280円

Oな まけもののさいばんかん ルカ18章から 280り

①らくだとはりのあな マタイ19章から 280"

0す くわれたろうばん 使徒行伝16章から 280円

〇三がいのまどからおちたひと 使徒行伝20章から 280円

①.S、しぎなはじ クリスマス物語。マタイ2章から 280円

ntOシメオンのよるこび ルカ2章から 280円

①パンと. どヽうしゅ マタイ26章から 280円

Oバ ラバのはなし マタイ27章から 280円

「別冊アーチブックJ A5変 型 16頁 カラー

①こどものはじめてのいのり 小野一良文 「l中根了絵 258円

②イエスさまのようちえんだいすき 成瀬吾ll文 田中根子絵 258

円 同文で 「イエスきまのはいくえんだいすき」あり

0お かあさんといつしょ 成lF吾郎文 口中槙子絵 258"

①なんのおとだ? 藤原一生文 田中板子絵 2581

⑤ちいさいこどものいのり 三好浪江文 上方重己絵 258円

「大型アーチブックJ A4上 製 32頁  カラー

かみのははマリヤ 670円

やどやのむすめのクリスマス 670円

でんしが うたうよる 6701

☆讃美歌 ・楽譜

教会議美歌 く大型〉 教会讃美歌編集委員会編 A5■ 製 502山

品切

教会議美歌 く小型〉 教会讃美歌編集委員会編 A6並 製 502山
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教会学校 さんびか (/1 Ft‖1, 教

`■

′|,さんずか,:t全 ■, ■言:1[

製 165曲  5151

教会学校 さんびか く|十r■ IH〉 A3 :製  102膚I 記|リ

教会学校 さんびか く,1児低十+‖ 1) A51■ 1 13耐I F21,

束ねられた御神の糸 く独I呂耐 合1串IH〉 11日 1 1′尚lm lr 、 4‖

1'製 64 Lt l100日

トンチャイム演奏の手引き 十野彙 rtt A lllル 1 21■  55Ч

ほかに トン

'iイ

/、米 1:`々

■通信講座

l i l l ,́きフ)Jl肝 11ですか
', r口

な 十!文合・li彙出: lヽ i中し,``

ま11は お111●わせ ください.

キリス ト教入門講座 〈●AIゆ  佐ふルナキ li r11,製 ■1村 」:

1 ( | ' 1

,そ の 他

教会手帳 1000円

月定献金袋  1円

授洗証 (詢市‖,  |IJ

t宝 バッシ (テザ イン各

',各

J)引」 パスケース 2J Ч

クリスマス ・ポスター トlⅢ,|(5,)

市t↑,,1「 |ま本体仙|ト

クリスマス ・ベーパークラフ ト  li,と 名 Al● 11■lt 11■

2266111

* `1粧プ)さt tヽ価 ち`変 ll■■ることがあり=|. 11つ J′)さt,  IF版

まで相11間があ(1七 カ`ありす|夕)で 」「メくたさ11.

,」

全国キリス ト教書専売店案内
|い0道 キリスト教首■ 060オ し幌市イし区ltt条 西大 ,睛 道タリスチャンセンター内

‖幌CLC書 店   060 ittX市 中央区南一条西三 人丸藤Ⅲ F

Iし幌ライフセンター 060ヽ LIn市中央区lL三条西三 上田ビル 3「

輌館ライフセンター 040尚 館市杉工lls 21

旭
"ラ

イフセンター け0旭
"市

四条七
`日

左10号 木|,電機 2F

やヽ饉キリスト教文書センター 031弘 前市元寺l148

ム前世のt書 店   03,弘 前市富野l∫0 4

吝隣館書席

希 望 書 店

● (011,737-1721

● (011)261-9551

● (011)241-30,4

●  (0138) 51-6673

● (0166)25-1662

● (0172)33-1643

●  (0172) 36-9105

●  (0196) 54 1216

8  (0188) 33 5903

8022)22327:0

8o222)231158

● (0245)22-2810

●  (0246) 23-1317

● (0249,44-9869

8  (0292) 25-2896

●  (0299) 64-2216

● (0286)38-4560

●  (0276) 45-3269

8  (025) 229-0666

111(025)267-8923

● (0262)32-6100

●  (0268) 36-2020

● (0263)33-6954

●  (0762) 31-5088

●  (0762, 62-6307

● (0'76)34-7380

8(0472)58739'

8(0473)371204

8  (03) 3267-322]

●  (03' 3501-8440

●  (03) 5380-8215

8  (03, 3203 4]21

8(03)3341F627

●  (03) 3357 6401

8  (03, 3400-0231

●  (03, 3983-5321

● (03)3294-0775

● (03)3203-0174

8(03,32,1-6,27

8  (03) 3,33 5778

8  (03, 3235 5681

02o盛 岡市大沢,原 3237キ リスト教センター

私日CLCブ ッタ■ 010秋 剛 il'通6-148

抑台キリスは 害店 ,80仙 台市青棗区 番l]11032音 帆ビル

■=図 書センター  '80仙 台市大l]21327

福島ライフセンター ,60禍 島1燿 賜町 330カ スタムビル2F

平福音センター   970い わき市1'亨■■小路 4

963郡 1市 l.21111147

狡城ライフセンター 310本 戸市大町 1-235

潮来キリス ト教昔店 31124ス 域県

`テ

方部■堀町キ堀8912

ブ ックセンターロゴス 321,都 宮市東宿椰 3-522

福青伝道よ団出版社書店 373大 田市浜町2147島 田方

清 光 書 店 951新 お市_‐所近 1313

新潟 ライフセンター 951新 湾市口山捕 2■ 14

長野ライフセンター 380長 軒市立‖,9745

上田バイブルセンター 38601 1田 市大量 6-1

登かな命聖書普店  39o松 本市本庄 1-411

令沢福書館     920立 沢市片
'I]-133

令沢CLC書 店   920金 沢市石,4 1 0

い十クリスチャン吉■ 910福 丼市若杉1「251S

恵 泉 書

"受 ● 書

"東京聖文命

教 文 館

3ル アンll

28]千 葉市長渾町23,37

272市

"市
大野1 1 43310

162新 宿区市谷砂十原町 l l

104中 央区銀由  5 1

]05中 野区野方 1 514

101千へ田区神口ll保町 144

16「杉並区西■南3151

162新 宿区新J,1lf 9-5

ABCア 六コブ ′クセンター 160新 宿区西in:出 231811キ リスト教会館内

ライフセンター本社書店 160新 宿区l_濃lr6 1、のちのことば■内

|'出 版社書店   ]01新 宿区四谷 1 2

渋●ライフセンター 150渋 谷区渋谷 3183オ リエンタルビル 2F

也袋ライフセンター 170豊 島区東池袋 1287 ジャノメビル 2F

お茶の水

`

101千 代田

`神

口酸河台2 1 0CCビ ル

H^YMCA同

"出
版部 169新 宿区西早稲田2丁 日31`

た そ 昔 属

● 展 堂

'P公 書 店


