
冊

旬の野菜や乾物を用い、現代風アレンジを加えたオリジナル精進料理約100種のレシピを掲
載。あらゆるいのちに感謝する浄土真宗の「お斎（とき）」のこころを伝える。

番
　
 

線
 
　
印

年　　 　月　 　　日 受注　　　搬入指定日　　　　　　年　 　　月　 　　日 注　文

有名漫画家、森田まさのり先生初めての仏教絵本。龍谷大学大学院実践真宗学研究科の学
生による仏教をテーマにしたヒーローショーが、迫力ある絵本になった。勧善懲悪のス
トーリーでないのが特徴。小学校低学年から。

感謝の精進料理
　　　　　杉本節子 著

ISBN 978-4-89416-100-9
Ａ４判／９６頁　本体1,600円+税

オールカラー

本願寺出版社の好評シリーズ。大きな字で読みやすい短編法話集。心やわらぐ12編の法話
を掲載。浄土真宗の教えにふれ、その喜びを味わうなかで、やさしく心豊かに生きていく
ことができる。
　　　　書籍　　　　　本体価格　 　頁数　　　　  　　 ISBN
　　やわらか法話1　 　　600　　　  112 　　　978-4-89416-081-1　　 　　 　　冊

　　やわらか法話2　 　　600　　　  100 　　　978-4-89416-082-8　　 　　 　　冊

　　やわらか法話3　 　　600　　　  104 　　　978-4-89416-083-5　　 　　 　　冊

　　やわらか法話4　 　　600　　　  104 　　　978-4-89416-084-2　 　　 　   　冊

長期委託

６カ月

１カ年 　担　　当　　者

大きな字で読みやすい

　浄土真宗　やわらか法話 １～４　　本願寺出版社 編

Ｂ６判　各巻本体600円+税
【絵本】とびだせビャクドー！ジッセンジャー
　　　　森田まさのり 文・絵

ISBN 978-4-89416-007-1
Ｂ５判／３２頁　本体1,300円+税

冊

ひらがな正信偈
　　　　　森田真円 著

ISBN 978-4-89416-240-2
ビハーラ入門　―生老病死に寄り添うために―

　　　　　友久久雄・吾勝常行・児玉龍治 編

ISBN 978-4-89416-037-8
Ｂ６判／２８４頁　本体1,000円＋税 Ａ５判／２６４頁　本体1,800円+税

冊 冊

日常のお勤めなどでとなえられる『仏説阿弥陀経』。「言葉の意味がわからない。むずか
しい」という読者の声に応え、一語一語わかりやすく解説した書。「仏説阿弥陀経」をよ
り身近に親しむことができる。

子どもの日常生活や、興味がある話題を通して、浄土真宗の教えをやさしく学べる。親し
みやすいイラストと、カラフルな誌面で解説や仏教に関する豆知識も充実。子どもはもち
ろん、大人が読んでも楽しめる仏教入門書。

冊 冊

「正信偈」偈文の意味や内容が、やさしい言葉でわかりやすく、日常生活の出来事を交え
ながら語られている、気軽に読めるおすすめの一冊。

仏教者の社会活動である「ビハーラ」を概観し、理論と実践を中心にまとめた入門書。
ビハーラではどのような活動が行われているのか、わかりやすく解説している。

阿弥陀経のことばたち
　　　　　 辻本敬順 著

ISBN 978-4-89416-939-5
ほとけさまといつもいっしょ ―子どものための浄土真宗入門―

　　　　　      藤間幹夫 著

ISBN　978-4-89416-036-1
Ｂ６判／１８０頁　本体800円+税 Ｂ５判／１００頁　本体1,200円＋税

絵物語　親鸞聖人御絵伝　―絵で見るご生涯とご事跡
―

　　　　　　　岡村喜史 監修

ISBN 978-4-89416-066-8
おてらくご　―落語の中の浄土真宗―

　　　　　釈 徹宗 著

ISBN 978-4-89416-795-7
Ｂ５判／８０頁　本体1,000円＋税 Ａ５判／１５６頁　本体1,800円+税

オールカラー

冊 冊

親鸞聖人の曾孫である本願寺第三代宗主・覚如上人によって綴られた、図絵と詞書からな
る親鸞聖人の最初の伝記。浄土真宗の本山から一般寺院まで各寺院が所蔵する「親鸞聖人
御絵伝」をオールカラーの美しいグラビアで解説している。

日本の芸能の多くが宗教儀礼の模倣にルーツを持つことを知れば、落語の持つ高い文化性と宗教性
が理解できる。子どもの頃からお説教と落語の両方を聞いてきた著者が語る、とっておきの“おてらく
ご”論。節談説教1席+落語2席を収録した付録CD付。

親鸞聖人　―その教えと生涯に学ぶ―

　　　　　千葉乘隆・徳永道雄 共著

ISBN 978-4-89416-534-2
金子みすゞ ―いのち見つめる旅―

　　　　　 中川真昭 著

ISBN　978-4-89416-303-4
四六判／２３８頁　本体1,000円＋税 Ａ５判／１９２頁　本体1,000円＋税

オールカラー

冊 冊

本願寺が京の地に建てられて400年あまり。桃山文化の粋を集めた本願寺の建造物は今日ま
で多くの人びとの信仰によってまもり伝えられてきた。
西本願寺の伝統の美をオールカラーページで一挙公開。

京大病院医師で僧侶の著者が、問題の多い現代社会を生きるヒントと、死の受けとめかたについて語
る。死んだらそれっきりと思っている人と、安心して帰るところがある人とでは、生きかた、死にかたに大
きな違いがある。

冊 冊

千葉乘隆氏による浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の誕生から往生までの生涯と、徳永道雄氏に
よる親鸞聖人のキーワード「他力」「悪人正機」「往生」を現代人にわかりやすく解説。
第34回平成21年度とくしま文化賞特別賞受賞。

数々の「いのち」をテーマにした詩を生み、今なお多くの人から共感を得ている幻の童謡
詩人・金子みすゞさん。みすゞさんの生い立ちから自死までを、詩の底に流れるお念仏の
心を汲みとりながら綴る。

西本願寺への誘い　―信仰がまもり伝えた世界文化遺産―

　　　　　岡村喜史 著

ISBN 978-4-89416-713-1
生きかた 死にかた　―僧侶ドクターの人生カルテ―

　　　　　友久久雄 著

ISBN 978-4-89416-429-1
Ａ５判／１９２頁　本体1,200円＋税 Ｂ６判／１４４頁　本体800円+税

A５判／３９２頁　本体3,000円＋税

冊

冊

生と死の現場から医師として提言する科学的思考の限界。仏教の視点で見つめなおす人生。
大分合同新聞「今を生きる」(平成16年5月16日号～平成26年6月16日号掲載分)の内容に加筆訂
正。

刑事施設で、宗教に求められている事とは―。受刑者の更生支援として行われる、宗教教
誨。死刑に関する問題や各国の状況などを通して、専門家による最新の研究成果と提言を
網羅する。浄土真宗本願寺派前門主 大谷光真とジャーナリスト堀川惠子との対談も収録。

医者が仏教に出遇ったら
　　　　　田畑正久 著

ISBN 978-4-89416-046-0

宗教教誨の現在と未来　―矯正・保護と宗教意識―

　　　　　赤池一将・石塚信一 編・著

ISBN 978-4-89416-034-7

Ｂ６判／１８８頁　本体1,000円+税 大きな字の歎異抄
　　　　　本願寺出版社 編・梯 實圓 解説

ISBN 978-4-89416-419-2
A５判／１９６頁　本体７５０円＋税

冊

浄土真宗の真髄が記された『歎異抄』を、大きな文字と丁寧な解説で味わう。時代を超え
て今なお人びとの心に響く名著をより身近に。発行以来20万部を数える好評書籍『歎異抄
(文庫判)』を大きな字で読みやすく再編集。

全　新書判
書影

「現代語版」シリーズ 全　Ｂ６判

冊

『御文章−ひらがな版』を底本に各通の大意を掲載。御文章に親しみ、正しく拝読し、蓮如
上人の『御文章』に込められた教諭を領解するための手引きとなるようにと編集した好評
の書。

いままで知らなかった、日常に溶け込んだ仏教語を紹介。ことばの「ほんとう」の意味をわかりやすく解
説した全225語。【あ】「愛」〜【し】「除夜の鐘」収録／巻末註・領解文付。

冊 冊

親鸞聖人の言行録や手紙、その妻・恵信尼公の手紙からは、人生に苦悩する等身大の人間像が見
えてくる。宗教学者・釈徹宗氏と弁護士・大平光代氏が、『歎異抄』や「御消息」の内実に迫って語り
合う。若者たちを交え、『歎異抄』から現代社会の悩みを掘り下げる討論会も収録。

浄土真宗の根幹聖典を収載。総ルビの読みやすい本文、本文註・脚註・巻末註、補註など註釈に加
えて、新たに『七祖篇（註釈版）』の該当箇所の頁数を示し、用語検索を加えて改訂。

御文章　ひらがな版　―拝読のために―

　　　　　浄土真宗教学研究所 編

ISBN 978-4-89416-640-0

浄土真宗辞典
　　　　　浄土真宗本願寺派総合研究所 編

ISBN 978-4-89416-281-5

Ｂ６判／２８５頁　本体700円＋税

Ｂ６判／770頁　本体3,500円＋税ホップステップ浄土真宗
　　　　　森田真円・釈徹宗 著

書影

ISBN 978-4-89416-042-2

「本願寺出版社新書」シリーズ

Ｂ５判／８０頁　本体1,200円＋税

オールカラー

冊

浄土真宗の入門書『浄土真宗 はじめの一歩』からの「次の一歩」をテーマとした続編。
「浄土真宗の終活」や社会に飛び出し活動をする寺院・僧侶の紹介コラムを掲載。

西 本 願 寺 の 本 書 籍 注 文 書 Bプラン

歎異抄はじめました　―親鸞聖人から届いたメッセージ

―

　　　　釈 徹宗・大平光代 共著

ISBN 978-4-89416-038-5
浄土真宗聖典（註釈版）第二版
　　　　　浄土真宗教学研究所　浄土真宗聖典編纂委員会 編

ISBN 978-4-89416-270-9

四六判／２０８頁　本体1,400円＋税 Ｂ６判／１,８１４頁　本体5,200円＋税

冊

書籍名 本体価格 頁数 ISBN

浄土三部経 1,200 246 978-4-89416-601-1 冊

顕浄土真実教行証文類 1,600 705 978-4-89416-668-4 冊

浄土文類聚鈔 入出二門偈頌 1,000 115 978-4-89416-277-8 冊

浄土三経往生文類他 1,000 158 978-4-89416-256-3 冊

尊号真像銘文 1,000 204 978-4-89416-254-9 冊

一念多念文意 1,000 140 978-4-89416-264-8 冊

唯信鈔文意 1,000 187 978-4-89416-113-9 冊

親鸞聖人御消息 恵信尼消息 1,000 240 978-4-89416-263-1 冊

歎異抄 800 138 978-4-89416-617-2 冊

蓮如上人御一代記聞書 1,200 275 978-4-89416-641-7 冊

【新刊】三帖和讃 1,000 356 978-4-89416-048-4 冊

書籍名 著者 本体価格 頁数 ISBN

１．やさしい真宗講座 霊山勝海 700 254     978-4-89416-272-3 冊

２．正信偈入門 三木照國 500 127 978-4-89416-260-0 冊

３．蓮如上人のことば 満井秀城 700 176  978-4-89416-462-8 冊

４．大悲心を学ぶ 清岡隆文 700      172 978-4-89416-471-0 冊

５．ひらがな真宗 森田真円 700 168 978-4-89416-284-6 冊

６．平等への視座 梯實圓/上山大峻 700    152   978-4-89416-273-0 冊

７．教行信証のことば 本願寺派総合研究所 600   136    978-4-89416-505-2 冊

８．医療文化と仏教文化 田畑正久 600        128     978-4-89416-094-1 冊

９．歎異抄のことば 玉木興慈 700 212      978-4-89416-054-5    冊

10．妙好人のことば 白川晴顕 700           152      978-4-89416-057-6      冊

11．ことば 仏教語のこころ 藤澤量正 700 176  978-4-89416-063-7 冊

12．生死と医療 佐々木恵雲 700        230     978-4-89416-058-3 冊

13．孤独が癒されるとき 藤澤量正 700 192     978-4-89416-371-3 冊


