
読者の要望に応えた新展開の第２弾。短時間で簡単に作れる新メニューを、美しいカラー
写真約65点で紹介。

この世を仏教で生きる　今から始める他力の暮らし

　　　　　釈 徹宗・大平光代 共著

ISBN 978-4-89416-055-2
イタリアン精進レシピ１
　　　　　笹島保弘 編・大岩 衛 写真

ISBN 978-4-89416-168-9
四六判／２１６頁　本体1,200円+税 Ｂ５判／９６頁　本体1,600円+税

冊 冊

弁護士で僧侶を目指す大平光代さんと、僧侶・釈徹宗さんという話題のふたりによる初の対談本。
いじめや自殺、貧困、介護などをはじめとする現代社会の問題にスポットをあて地域に根付いた浄土
真宗文化を掘り起こす。混沌としたこの世を仏教(浄土真宗)で生きる糸口が数多く語られている。

仏事における精進料理である「おとき」をイタリア料理で！「あったか冬野菜たっぷりの
ミネストローネ、白味噌風味」ほか、旬の京野菜を主な素材に、簡単レシピ５５点を美し
い写真とともに。

番
　
 

線
 
　
印

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

インターネット持仏堂１　いきなりはじめる浄土真宗

　　　　　内田 樹・釈 徹宗 共著

ISBN 978-4-89416-777-3
イタリアン精進レシピ２
　　　　　植竹隆政 編・大岩 衛 写真

ISBN 978-4-89416-170-2
新書判／１８４頁　本体740円+税 Ｂ５判／９６頁　本体1,600円+税

長期委託

６カ月

１カ年 　担　　当　　者

冊 冊

フランス現代思想研究家の内田氏と、インターネット・ホームページで宗教思想・人間学
を講ずる釈住職と交わした浄土真宗をめぐる往復書簡。「その１」から「その９」までと
「間狂言１，２」を収録。

東日本大震災 その時､そして復興へ
　〜結ぶ絆から、広がるご縁へ〜　　本願寺出版社 編

ISBN 978-4-89416-093-4
Ｂ６判／１００頁　本体600円+税 Ａ５判／１４４頁　本体800円+税

オールカラー

冊 冊

生活の中から生まれた、ほのぼのとした優しい笑いに包まれる念仏小咄集。日常のたわい
ない出来事や人々の会話の中から宗教への糸口を探った文章には、著者のやさしさや
ウィットが垣間見え、軽妙で味わい深い内容となっている。真宗法話の新たな試み。

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。

冊 冊

好評シリーズ第2巻。心やわらぐ12編の法話を掲載。親鸞聖人の顕らかにされた浄土真宗のみ教え
をいただき、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。

地震、津波そして原発事故。浄土真宗の教団とその教えに生きる人たちのその時、そして
復興への歩み。被災寺院住職や門信徒、支援活動を続ける人の手記などを通してその記録
と記憶を伝える。本願寺関連の記事や復興支援活動の関連資料も掲載。

笑う門には念仏あり
　　　　　森田真円 著

ISBN 978-4-89416-381-2
感謝の精進料理
　　　　　杉本節子 著

ISBN 978-4-89416-100-9
Ｂ６判／１００頁　本体700円+税 Ａ４判／９６頁　本体1,600円+税

大きな字で読みやすい

　　浄土真宗　やわらか法話 ２　　本願寺出版社 編

ISBN 978-4-89416-082-8

大きな字で読みやすい

　　浄土真宗　やわらか法話 1　　本願寺出版社 編

ISBN 978-4-89416-081-1
こころのお見舞い -香-

　　　　　白鵠会 企画

ISBN 978-4-89416-458-1
Ｂ６判／１１２頁　本体600円+税 Ｂ５判／１００頁　本体1,200円+税

オールカラー

冊 冊

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。

大切なひとに、ことばにできない思いを伝える。見て、読んで、安らぐ「香り」をテーマ
としたビジュアルブック。「プレゼント用封筒」付で贈り物にも最適。

レッツ！正信偈
　　　　　辻本敬順 著

ISBN 978-4-89416-586-1
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
四六判／３１２頁　本体1,200円＋税 Ｂ６判／１４４頁　本体800円+税

冊 冊

500年の時を超えて、私たちに届けられる蓮如上人のことば。その一言ひとことを自分で書
きながら、浄土真宗の真髄を味わえる。「書いて味わうシリーズ」待望の第3弾。

終末期を迎えた患者やその家族には、身体的・精神的・社会的なさまざまな「痛み」が現
われる。医療だけでは除けない心の痛みのケアこそが宗教者の役割であると、仏教と医療
の協働を呼びかける"看取り"僧侶の半生を綴る。

冊 冊

『くらしの仏教語豆事典』や『仏教名言ノート』など、仏教用語の解説で知られる辻本敬
順氏が、正信偈の一句一句をわかりやすく丁寧に解説。浄土真宗の門信徒に親しまれるお
勤め「正信偈」の入門書としておすすめの一冊。

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。

書いて味わう御文章
　　　　　山本 慧 筆・加茂順成 解説

ISBN 978-4-89416-434-5

ミトルヒト　終末期の悲嘆に寄り添う一人の僧侶の軌跡

　　　　　長倉伯博 著

ISBN　978-4-89416-480-2
オリジナル判／５６頁　本体600円＋税 四六判／１８８頁　本体1,000円＋税

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
おてらくご　落語の中の浄土真宗
　　　　　釈 徹宗 著

ISBN 978-4-89416-795-7
Ａ５判／１９２頁　本体1,200円＋税 Ａ５判／１５６頁　本体1,800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。

近年の落語の再評価と、仏教への関心の高まりは無縁ではない。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。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。

新書判／１８４頁　本体740円+税

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。

フランス現代思想研究家の内田氏と、インターネット・ホームページで宗教思想・人間学
を講ずる釈住職と交わした浄土真宗をめぐる往復書簡の第２弾。「その１０」から「その
１７」までと「間狂言３，４」を収録。

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
インターネット持仏堂２　はじめたばかりの浄土真宗

　　　　　内田 樹・釈 徹宗 共著

ISBN 978-4-89416-778-0
四六判／２３８頁　本体1,000円＋税

書影
「本願寺出版社新書」シリーズ

書影
「現代語版」シリーズ全　新書判 全　Ｂ６判

冊 冊

親鸞聖人が説きあかされたお念仏のみ教えを、折々のご親教で聞かせていただくよろこび。これまで
に出版された法話集『願いに応える人生』『さとりと信心』『まことのよろこび』の３冊から１８編をまとめて
新書判に。

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

宗教とは何か？仏教は何をめざすのか？　浄土真宗本願寺派第24代大谷光真門主が、仏教・浄土
真宗にはじめて触れる方にわかりやすくみ教えを語る。自らのうちの底知れない闇に気づかされたと
き、すべてのいのちにかけられた大きな願いが見えてくる。

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。

すくいとよろこび
　　　　　大谷光真 著

ISBN 978-4-89416-464-2
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
新書判／２２４頁　本体700円＋税 Ｂ６判／770頁　本体3,500円＋税

西 本 願 寺 の 本 書 籍 注 文 書 Bプラン

願いの力
　　　　　大谷光真 著

ISBN 978-4-89416-465-9
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

新書判／２３２頁　本体700円＋税 Ｂ６判／１,８１４頁　本体5,200円＋税

    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  浄土真宗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  125  978-4-89416-094-1      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  

 


