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儀式・作法 儀式・作法
真宗大谷派
御伝鈔（CD）
拝読：真宗大谷派宗務所本廟部

（上巻：滋賀俊正／下巻：泉康夫）
90分（Disc1：54分32秒／
Disc2：35分28秒）
3,300円

『御伝鈔』拝読の練習用CD（上巻・
下巻2枚組）。『御伝鈔』拝読の稽古や
確認に最適。『御伝鈔』本文や所作法
が掲載されている『真宗大谷派 御伝
鈔拝読稽古本』とあわせて活用でき
る。

お内仏の荘厳
と作法
A4判　12頁
110円
978-4-8341-0510-0

お内仏の荘厳の仕方、合掌作法、焼
香作法など、真宗門徒なら知ってお
きたい基本をカラー写真や図をもち
いて紹介するパンフレット。実用面
はもとより「お内仏のある生活」の
意義と願いについてもたしかめてい
ただける一冊。

浄土真宗の葬儀
竹中 智秀 著
A5判　160頁
1,540円
978-4-8341-0594-0

枕勤めから納棺、通夜、葬儀、埋葬、
中陰、そして年忌法要まで…、形式
化・習俗化の一途をたどる葬送儀礼の
一つひとつの本来の意味をたしかめ
る。真宗門徒が本願念仏の教えに出あ
う場としての「浄土真宗の葬儀」の回
復を願う、葬儀テキストの決定版。
※ 本書は儀式・作法の手引書ではありません。

浄土真宗の
儀式の源流
─『法事讃』を読む─
竹中 智秀 著　A5判　164頁
1,540円
978-4-8341-0487-5

儀式・作法

浄土真宗では、法事を亡き人を案じる
「追善の仏事」とせず、亡き人から案
じられていたことにうなずき、私たち
が真実に生きるということを問題にす
る「報恩の仏事」としていただくとい
うことを、善導大師の『法事讃』を読
み解きながらあきらかにする。

真宗の仏事
─お内仏のある生活─
B6判　152頁
550円
978-4-8341-0475-2

仏事・作法を学ぶ基本書の決定版。お
内仏の荘厳の仕方から葬儀、報恩講を
はじめとする定会法要や年中行事など、
真宗大谷派における仏事の基本を写真
入りで解説。お内仏にお給仕をすること
の意義、私たちに願われていることをと
もに考えていく真宗門徒必携の一冊。

本山蔵版の『御伝鈔』を底本とし、
本文中に読み仮名や読法を示した稽
古本。所作法の解説はオールカラー
で図と写真を使い、わかりやすさを
重視。『御伝鈔』拝読の稽古や所作法
の確認に活用できる。

真宗大谷派 
御伝鈔拝読稽古本
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B5判　64頁
2,200円
978-4-8341-0538-4

寺院において登高座を行うために必
要な読法と所作法を網羅。『報恩講私
記（式文）』、『嘆徳文』には読み仮名
や読法を示し、所作法には図と写真
をもちいて解説。また、本文に沿っ
て所作法を解説したDVDが付属。

真宗大谷派 
登高座作法稽古本
DVD付き
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B5判　112頁
4,950円
978-4-8341-0566-7

五帖御文・夏の御文・御俗姓を収載し
た御文拝読の稽古本。拝読の所作法を
オールカラー・写真付きでわかりやす
く解説しているほか、代表的な御文10
通を収録したCD付き。

真宗大谷派 
御文拝読稽古本
CD付き
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B5判　336頁
4,950円
978-4-8341-0575-9

毎日のお内仏（仏壇）のお給仕（お
備え）のとき、法事や突然の葬儀の
とき、「あれ、どうすればいいんだろ
う？」「この法要には、どんな意味が
あるんだろう？」と、多くの人が感
じる仏教・仏事に関する素朴な疑問

“ハテナ？”を集め、答えた一冊。

浄土真宗
仏教・仏事のハテナ？
東本願寺出版 編
B6判　120頁
660円
978-4-8341-0557-5

四季折々の花材をもちいた仏花を写真
で紹介するオールカラーの写真集。
御影堂や阿弥陀堂に荘厳される仏花を
四季ごとに写真で紹介しているほか、
大谷祖廟の平常時と報恩講時の仏花も
収載。巻末には、仏花の立て方を写真
付きで紹介している。

グラフ 
真宗本廟 

（東本願寺）の仏花
花小商店 監修
B5判　40頁
880円
978-4-8341-0587-2

儀式・作法 儀
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儀式・作法 おつとめ（勤行）
真宗の儀式
─声明作法─
真宗大谷派教師養成のための教科書
編纂委員会 編　A5判　150頁
1,650円
978-4-8341-0259-8

儀式執行の意義と心得を学び、声明
作法を習得するための儀式概要。本
編「声明作法」、付編「真宗寺院の歴
史」を収載。

お内仏のお給仕と心得
真宗大谷派宗務所本廟部 監修
B6判　136頁
550円
978-4-8341-0067-9

正しいお内仏のお給仕・勤行作法・
荘厳の方法を図解、写真入りでわか
りやすく解説。

葬儀表白（Ⅱ）
10枚入（包み紙付）
550円

葬儀における表白文。
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葬儀表白（Ⅰ）
10枚入（包み紙付）
550円

葬儀における表白文。
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正信偈
同朋奉讃勤行集
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B6判
330円

おつとめ（勤行）

真宗大谷派勤行集
（赤本）
真宗大谷派宗務所本廟部 編
大判（B6判）
洋装385円／和綴495円
小判（A6判）
洋装220円／和綴330円

真宗門徒必携の勤行集（赤本）。朝・
夕の勤行に。正信偈（草四句目下）、
念仏和讃・回向（三淘）、御文、同朋
奉讃式第一・第二、讃歌などを収載。

子どもたちにも「正信偈」の意味が伝わる
ことを願い、「正信偈」原文の下段にわか
りやすい意訳を掲載。正信偈・念仏・和讃

（同朋奉讃）のおつとめ本として活用でき
るほか、おつとめする際の基本的なこころ
え、お釈迦さま・七高僧・親鸞聖人につい
てなどイラストつきで楽しく学べる。

子どもおつとめ本　
正信偈　意訳つき
正信偈意訳：戸次 公正　
B6判　56頁
385円
978-4-8341-0495-0

正信偈のお勤めが練習できる入門書。
真宗大谷派勤行集（赤本）の中から、
正信偈・念仏・和讃・回向（同朋奉
讃）、御文四通を収載。お勤めにあた
ってのポイント解説と現代語訳付き。
練習用DVDも付属。

はじめての
お勤め練習帳 正信偈
DVD付き
B5判　56頁
1,100円
978-4-8341-0520-9

【収載内容】
漢音阿弥陀経／正信偈真読、中読、草四句目下、行四句目
下、真四句目下／文類偈草四句目下、行四句目下、真四句
目下／二淘念仏和讃 六首回向一章／三淘念仏和讃 六首回向
三章／五三淘念仏和讃 六首五遍反回向二章／五淘念仏和讃 
六首五遍反回向二章／八淘念仏和讃 六首五遍反回向二章／
三帖和讃三淘次第章展轉章／伽陀八淘十二章／式間念仏／
経後短念仏回向／舌々後短念仏回向／嘆仏偈／三誓偈／願
生偈／勧衆偈／路念仏／同朋奉讃式第二 念仏和讃回向

真宗大谷派
声明集
真宗大谷派宗務所本廟部 編
タテ165mm×ヨコ120mm 
736頁
4,950円

『真宗大谷派勤行集（赤本）』から、
正信偈（草四句目下）・念仏・和讃・
回向（同朋奉讃）を抜粋し収載した
勤行集。同朋奉讃でお勤めするさま
ざまな場面で活用できる。

お
つ
と
め（
勤
行
）

儀
式・作
法



6 7

おつとめ（勤行） 仏事リーフレット

『真宗大谷派勤行集（赤本）』の練習用カセットテープ。
A面： 正信偈（草四句目下）、念仏和讃・回

向（三淘）、讃歌（真宗宗歌・恩徳讃
Ⅰ・Ⅱ・光はみちて）

B面： （同朋奉讃）：正信偈（草四句目下）・念
仏・和讃・回向・御文（全四通）・讃歌

（真宗宗歌・恩徳讃Ⅱ・Ⅰ〈演奏のみ〉）

正信偈
─真宗大谷派勤行集 カセットテープ
声明：真宗大谷派宗務所本廟部
仏教讃歌：真宗大谷派合唱連盟
1,650円

『真宗大谷派勤行集（和綴・大判）』
『真宗の仏事─お内仏のある生活─』
『正信偈カセットテープ』または『正
信偈CD』をブック型ケースにセッ
ト。法事・法要などの記念品として
最適。

お勤めの心得
真宗門徒必携
B6判　ブック型ケース入
正信偈CDセット
3,080円
978-4-8341-0479-0
正信偈カセットテープセット
2,750円
978-4-8341-0480-6

『三帖和讃』（浄土和讃・高僧和讃・
正像末和讃）327首を45組に編成して
節譜を付し、お早引の形式（同朋奉
讃）で順次繰り読みできるよう編集
した『真宗大谷派勤行集』の増補版。

増補
真宗大谷派勤行集
真宗大谷派宗務所本廟部 編
四六判　洋装
770円

正信偈
─真宗大谷派勤行集 CD
声明：真宗大谷派宗務所本廟部
仏教讃歌：真宗大谷派合唱連盟
収録時間67分
1,980円

『真宗大谷派勤行集（赤本）』の練習用CD。
〈収録内容〉
正信偈（草四句目下）、念仏和讃・回向

（三淘）、御文（末代無智）・同朋奉讃式
（第一・二）・讃歌（真宗宗歌・恩徳讃）。
※ カセットテープに収録されている御文と

一部内容が異なります。

法事の意義をたずねる仏事リーフレッ
ト『法事のこころ』シリーズ第三弾。
法事を迎え、あらためて亡き人と向き
合うことをとおして、仏法にふれ、自
分の人生をたずねる。法事の際に読ま
れる「白骨の御文」（一部）や「年忌
法要について」（年忌表）も掲載。

法事のこころ③
─亡き人をご縁として─
タテ150mm×ヨコ305mm　
三折　
１セット50部入
880円

新刊  
通夜・葬儀のこころ②
二階堂 行壽 監修
B５判四折　
1セット50部入
880円

仏事リーフレット
通夜・葬儀にはどのような意味がある
のか、そのことを参列者と共に考えて
いくリーフレットの第２弾。随想

「涙、それは亡き方からのメッセー
ジ」、「通夜・葬儀のとき」を収載。

永代経とは
B5判三折
１セット50部入
880円

多くの寺院で勤まる永代経とは、真
宗門徒にとってどのような法要なの
か。永代経に込められた願いをたず
ね、考えるためのリーフレット。「お
焼香のしかた」「お線香の焚きかた」

「年回表」もあわせて収載。

法事のこころ②
─亡き人をご縁として─
タテ150mm×ヨコ305mm　
三折　
１セット50部入
880円

法事の意義をたずねる仏事リーフレ
ット『法事のこころ』シリーズ第二
弾。法事で必ず知っておきたい「合
掌・焼香の仕方」・「年忌法要につい
て」は第一弾に続き掲載。随想は

「法事をつとめるということ」と題し
内容を一新。

法事のこころ
タテ150mm×ヨコ305mm 
三折
１セット100部入
1,320円

法事とはどのような意味があるのか
を共に考えるリーフレット。随想の
ほか、焼香や合掌など、法事の場で
行う所作の作法を紹介。

仏
事
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
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仏事リーフレット 仏事冊子
新刊  
供養のこころ
池田 勇諦 著
新書変形判　24頁
88円

仏事冊子
私たちにとって「供養」とはどのよ
うな意味をもつのか。日本における
霊信仰や現代のカルト問題など、
様々な視点をとおして真宗における

「供養」の意味を尋ね、〝本当に亡き
人を大切にするとはどういうことか〟
を問う小冊子。

新刊  
真
ほんとう

実のよりどころ
─真宗における本尊─
海 法龍 著
新書変形判　16頁
88円

日ごろ、限りある身の事実を忘れ、
無意識に何事も人と比べ合いながら
生きる私たちに、あるがままのいの
ちの尊さに目覚めることを呼びかけ
る場、御本尊を中心とした生活を勧
める小冊子。

新刊  
亡き方からの
メッセージ
─浄土真宗の葬儀─
二階堂 行壽 著
新書変形判　16頁
88円

亡き方が、無言のうちに遺されたメ
ッセージを教えとして静かに聞き、
私たち自身の〝いのちの事実〟を受
けとめ生きていくための儀式、「浄土
真宗の葬儀」を勤めることの大切さ
をつづる小冊子。

中陰のこころ
タテ150mm×ヨコ305mm　
三折　
１セット100部入
1,320円

中陰のご法事の場で、亡き人とどの
ように出遇いなおしているのかを考
えるリーフレット。随想「道標」の
ほか、「中陰とは」、仏事の作法「法
名軸について」、「中陰中のおつとめ
について」を収載。

通夜・葬儀のこころ
B5判四折
１セット100部入
1,320円 

通夜・葬儀の意味、そして「死」・
「いのち」について参列者と共に考え
るリーフレット。会葬御礼などに挟
んで参列者一人ひとりに配布し、活
用いただける。

食前・食後のことば  
箸袋
李 惠　イラスト
50×230mm　50枚入
660円

「食前・食後のことば」を唱和してい
ただけるよう掲載した箸袋。
和紙製で高級感があり、お膳に置い
たままで唱和できるよう「食前・食
後のことば」が印字されている。
※ お箸は付属しません。別途ホームセンタ

ーなどでお求めください。

食前・食後のことば 
御膳掛け紙
李 惠　文字・イラスト
B3判　50枚入
1,320円

「食前・食後のことば」を唱和してい
ただけるよう掲載した膳掛け紙。
書画家 李惠氏による筆文字に根菜の
イラストがあしらわれており、「お
斎」のお膳に使用いただけるほか、
額に入れて食堂に掲示するなどの活
用が可能。

食前・食後のことば

仏
事
冊
子

仏
事
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聖典 親鸞聖人

「先師のことば」編①
平野修・祖父江文宏・暁烏敏・宮城顗・
清沢満之・藤代聰麿・信國淳・金子大
榮・高光大船・曽我量深・木村無相・竹
中智秀

「先師のことば」編②
曽我量深・蓬茨祖運・金子大榮・安田理
深・藤代聰麿・宮城顗・高光大船・信國
淳・仲野良俊・清沢満之・廣瀬杲・鈴木
章子

掲示板法語セット
『歎異抄』編①
「先師のことば」編①
「先師のことば」編②
『教行信証』編①
A2判　12枚入　出典表付
各1,100円 
お寺の掲示板で活用できる法
語ポスター。１つのセットに筆
文字で書かれた12の法語が入
っている。法語を選定して自筆
する時間がない方におすすめ。
ご門徒宅にも掲示して活用いた
だける。

浄土真宗の主要な聖教とその領解に有効な関
連の聖教を収載。
収載：仏説無量寿経（大経）・仏説観無量寿経

（観経）・仏説阿弥陀経（小経）・無量寿経優婆
提舎願生偈（浄土論・往生論）・帰三宝偈（十
四行偈・勧衆偈）・顕浄土真実教行証文類（教
行信証）・浄土文類聚鈔・愚禿鈔・入出二門偈
頌文・浄土三経往生文類・如来二種回向文

（往還回向文類）・三帖和讃・尊号真像銘文・
一念多念文意・唯信鈔文意・親鸞聖人御消息
集（広本）・御消息集（善性本）・親鸞聖人血
脈文集・末燈鈔・御消息拾遺・恵信尼消息・
歎異抄・執持鈔・口伝鈔・改邪鈔・浄土真要
鈔・本願寺聖人伝絵（御伝鈔）・報恩講私記

（式文）・歎徳文・正信偈大意・御文・夏御
文・御俗姓・改悔文・蓮如上人御一代記聞
書・唯信鈔・後世物語聞書・一念多念分別
事・自力他力事・安心決定鈔・念仏法語（横
川法語）・一枚起請文・十七条憲法付録　底
本・対校本一欄／願名・御文名一欄／科文

（浄土三部経・教行信証）／解説／校注／年表

真宗聖典
真宗聖典編纂委員会 編

大判（A5判）　1160頁
3,850円
978-4-8341-0069-3

小判（B6変形判）　1160頁
3,300円
978-4-8341-0070-9

縮刷判（B7判）　1160頁
2,750円
978-4-8341-0478-3

小判・革（B6変形判）1160頁
11,000円
978-4-8341-0072-3

聖典

掲示板法語

はじめてふれる
親鸞聖人伝絵

（御伝鈔・御絵伝）
沙加戸 弘 著
B5判　104頁
1,650円
978-4-8341-0617-6 

親鸞聖人の生涯における主要な出来
事が、文章（御伝鈔）と絵（御絵伝）
で表されている『親鸞聖人伝絵』。そ
の御絵伝全20図の詳細な解説や御伝
鈔本文の試訳などを収載し、初めて
ふれる方に最適な入門書となってい
る。

伝記 親鸞聖人
草野 顕之 監修　上垣 厚子 イラスト
A5判　128頁
1,760円
978-4-8341-0603-9

浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の生涯を、
親しみやすいイラストを織り交ぜな
がらやさしくつづる伝記。各章ごと
に親鸞聖人の教えの言葉を意訳付き
で紹介し、巻末には聖人の略年表、
足跡、著書、キーワードなどの付録
も収載。

青木新門の 
親鸞探訪
青木 新門 著・溝縁 ひろし 写真
A5判　116頁
1,760円
978-4-8341-0586-5 

ベストセラー小説『納棺夫日記』の著
者・青木新門が、浄土真宗の宗祖・
親鸞の足跡をたどる探訪記。出家得
度から、比叡山、法然との出会い、流
刑地・越後、関東での生活、そして
故郷・京都へ―。90年の生涯を求道者
として生きた親鸞の歩みをたどる。

真宗文庫
現代と親鸞
─現代都市の中で 
宗教的真理を生きる─
本多 弘之 著
文庫判　340頁
825円
978-4-8341-0574-2 

現代人にとって、宗教、わけても親鸞の説く
絶対他力の浄土真宗はどのように関わり得
るのか。オウム真理教事件以後、９・１１事
件からイラク・アフガン問題に至る幅広い視
野のもと、独尊の尊さの自覚をとおして他力
の信念に回帰することの大切さを説く。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

新刊  
親鸞聖人の自筆にふれる
正信念佛偈
B5判　56頁
1,100円
978-4-8341-0629-9

親鸞聖人
親鸞聖人の自筆として国宝指定され
ている『教行信証』坂東本。本書は
その中から「正信偈」の全文をオー
ルカラーで掲載。朱書きや墨で塗り消
してからの修訂など、自筆でなければ
見ることのできない思索の跡をとおし
て、聖人のおこころにふれる一冊。

親
鸞
聖
人

聖
典
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親鸞聖人 親鸞聖人
真宗文庫
親鸞の仏道
─『教行信証』の世界─
寺川 俊昭 著
文庫判　290頁
825円
978-4-8341-0561-2 

親鸞聖人の主著『教行信証』。親鸞聖
人が生涯の長い期間をかけて練りに
練った思索を自ら書き記した『教行
信証』を手がかりに、親鸞聖人の思
想と信念をたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

親鸞聖人が課題とした「教化」につ
いて、『唯信鈔文意』や『一念多念文
意』、『三帖和讃』、御消息など、和文
で綴られた著作（和語聖教）をとお
してたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の教

きょうけ

化
─和語聖教の世界─
一楽 真 著
文庫判　296頁
825円
978-4-8341-0562-9 

覚如によって執筆された親鸞の伝記『親
鸞伝絵』。初稿本は戦乱のうちに亡失し
たが、それに基づいて作成された現存の
異本の考証と、各地に残る伝承の分析を
通じて、歴史上の親鸞の実像に迫る。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の伝記
─『御伝鈔』の世界─
草野 顕之 著
文庫判　262頁
825円
978-4-8341-0570-4 

『歎異抄』の全体を貫いているのは、「異なる
ことを歎く」精神である。本書では特に、真
宗の精髄である「本願による救い」「念仏と
は何か」「悪人の成仏」を読み解き、親鸞の
仏道に迫るとともに、現代を生きる私たちが、

『歎異抄』の心にいかに救われるかを考える。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の説法
─『歎異抄』の世界─
延塚 知道 著
文庫判　328頁
825円
978-4-8341-0571-1 

殺戮と天災の戦国乱世において、蓮如が送
り届けた『御文』とよばれる手紙の数々は、
人びとの心に深く染みわたり、念仏に生き
る無数の真宗門徒を生んだ。その『御文』
の精神を読み解き、現代につながる真宗教
団の礎を築いた蓮如の思想的歩みに迫る。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞から蓮如へ
真宗創造─『御文』の発遣─
池田 勇諦 著
文庫判　306頁
825円
978-4-8341-0572-8 

仏教学者・鈴木大拙氏による親鸞聖人の主
著『教行信証』の英訳を現代日本語訳。仏
教用語を極力もちいず、現代の日本人が通読
できる新たな『教行信証』のかたちを表現。

「仏教独特の基礎的概念をまったくもたない
人が、親鸞聖人の思想を大まかに理解できる
ように」という願いが込められた一書。

親鸞『教行信証』（現代語訳）
─鈴木大拙の英訳にもとづく現代日本語訳─ 
親鸞仏教センター 編
洋書判（タテ235mm×ヨコ155mm） 276頁
2,750円
978-4-8341-0497-4

親鸞聖人があきらかにされた浄土真宗
は、日本仏教史においてどのような意味
をもつのか。法然上人から親鸞聖人へ受
け継がれた「宗教改革」の実像を、実証
的歴史学の視点からあきらかにする。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
歴史のなかの親鸞
─真実のおしえを問う─
名畑 崇 著
文庫判　334頁
825円
978-4-8341-0558-2 

釈尊による覚りの原理、≪縁起の道
理≫の発見とその展開とをわかりや
すく跡づけながら、親鸞聖人の浄土
思想の中核へと導く。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞が出遇った釈尊
─浄土思想の正意─
小川 一乘 著
文庫判　272頁
825円
978-4-8341-0559-9 

釈尊から法然上人に至る真実の仏教の伝
承を、インド、中国、日本の三国の七高
僧〈龍樹・天親・曇鸞・道綽・善導・源
信・源空（法然）〉の教えから読み取り、
親鸞聖人の真宗仏教への思いをたどる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
釈尊から親鸞へ
─七祖の伝統─
狐野 秀存 著
文庫判　318頁
825円
978-4-8341-0560-5 

真宗文庫
近代日本と親鸞
─信の再生─
安冨 信哉 著
文庫判　326頁
825円
978-4-8341-0573-5 

維新政府の神道国教化政策、ヨーロッパ
合理主義の仏教信仰の否定などにより未
曾有の危機に追い込まれた日本仏教界
において、親鸞の信に自らの生命の糧を
見出し、全身全霊で新しい近代教学を
模索した先覚者たちの群像をたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。
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親鸞聖人 親鸞聖人
真宗文庫
親鸞の世界
鈴木 大拙・曽我 量深・金子 大榮・西谷 啓治 著
文庫変形判　446頁
1,650円
978-4-8341-0438-7 

はじめて読む　
親鸞聖人のご生涯
教学研究所 編
B6判　68頁
275円
978-4-8341-0476-9

1961年、親鸞聖人七百回御遠忌を迎えるにあ
たって、当時の仏教界を代表する鈴木・曽
我・金子の三氏が、京都・比叡山上において
西谷氏の司会により三日間にわたって討論した
記録。2011年、宗祖親鸞聖人七百五十回御遠
忌を機縁に、真宗文庫として改訂復刊。京都
会館で行われた三氏の御遠忌記念講演も収載。

「書いて学ぶ」シリーズの「正信偈」編。
「正信偈」の漢文と書き下し文をなぞり
ながら、その意味をたしかめる。読ん
で・書いて・音読する、三段階の学びが
実践できる一冊。同朋の会などでテキス
トとしても利用できる。現代語訳・語
注・コラム付。

書いて学ぶ　親鸞のことば
 ─正信偈
B5判　72頁
660円
978-4-8341-0428-8

「書いて学ぶ」シリーズの「和讃」編。
親鸞聖人がつくられた「和讃」を書
くことで学ぶ学習テキスト。ペンや鉛
筆でお手本をなぞりながら和讃に親
しむことができ、語注、現代語訳で
一首一首の内容を確認できる。また、
和讃に関するコラムを随所に収載。

書いて学ぶ　親鸞のことば
 ─和讃
B5判　72頁
660円
978-4-8341-0462-2

誕生から入滅までの親鸞聖人のご生涯
を、絵画写真や系図、地図を豊富にも
ちいてわかりやすく解説。さらに親鸞
聖人についてより深く読み解くコラム
付。文字も大きく、持ち歩けるサイ
ズ。はじめて親鸞聖人について学ぶ方
に向けて編集された入門書の決定版。

親鸞聖人によってつくられた「正信
偈」には、どのようなメッセージが
込められているのか。「なむあみだぶ
つ」の歴史の詩（うた）・正信偈の心
を、古今東西のアート、音楽、映画、
絵本などにたずねていく。「正信偈」
の原文・意訳付。

親鸞の詩
うた

が聞こえる
─エッセンス・正信偈 
戸次 公正 著
B6判　220頁
1,430円
978-4-8341-0481-3

史料をもとに、宗祖親鸞聖人の生涯
と教えを学ぶ。1960年発行の初版に、
近年の研究成果などを加え、文字も
大きくするなどレイアウトを変更し、
利便性を高めた。
また主に近世に流布した宗祖の生涯
に関する伝承・伝説も付録に掲載。

親鸞聖人行実【改訂版】
教学研究所 編
A5判　474頁
3,300円
978-4-8341-0396-0

誕生から入滅まで、親鸞聖人の生涯と
その教えを、６章に分けて解説。引用
史料に現代語訳を付け、また聖人の旧
跡や史料の写真を使い、わかりやすさ
を追求。また聖人の生涯から、現代に
生きる私たちに問いかけられる課題に
も視点を広げる、親しみやすい一冊。

親鸞 生涯と教え
真宗大谷派学校連合会 編
中川 皓三郎 監
A5判　130頁
880円
978-4-8341-0413-4

1955年に発行され、親鸞研究の必読書
といわれていた三省堂発行の『親鸞─そ
の生涯と思想の展開過程』が、著者書き
下ろしの増補を伴って新訂。増補部分は
恵信尼文書から見えてくる親鸞聖人の思
想の背景を、豊富な資料による裏付けと
著者独自の感性によって論じる。

増補 親鸞
松野 純孝 著
A5判　608頁
5,500円
978-4-8341-0416-5

晩年に帰洛した親鸞聖人が関東の地
で縁を結んだ念仏者たちに送った御
消息（手紙）。著者は、その手紙に書
かれた聖人のメッセージはいよいよ
迷いを深める現代の人間まで貫いて
いると説く。御消息の21の言葉を現
代の問題に引き当てて論じていく。

親鸞聖人の手紙から
尾畑 文正 著
新書判　136頁
880円
978-4-8341-0425-7

仏教を学ばれたさまざまな祖師方の
「行」「称名」という考えをふまえ、
ともすると、南無阿弥陀仏と発音す
る・しないということにのみ関心を
寄せていく私たちに、親鸞聖人がい
ただかれたお念仏について示されて
いる。

親鸞聖人の
お念仏（伝道ブックス76）
本多 弘之 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0509-4 
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親鸞聖人 親鸞聖人
「浄土真宗というのは親鸞の体験せら
れた新しい仏教史観である」。「釈迦
の説いた教え」としての唯物的な仏
教の歴史ではなく、それをも含んだ、
念仏の伝統、本願の展開の歴史を自
らに証された親鸞聖人。その仏教史
観にふれ、仏教の根幹をたしかめる。

親鸞の仏教史観
曽我 量深 著
B6判　164頁
880円
978-4-8341-0088-4

ブッダは生涯の中で、何に苦悩し、
何を問題として生きていかれたのか。
また、親鸞聖人はそのブッダの教え
をとおして、人間が抱える問題にど
のように向き合っていかれたか。そ
こから私たち一人ひとりがブッダと
出会う道を考える。

ブッダと親鸞
教えに生きる
一楽 真・織田 顕祐・加来 雄之・木越 康・
中川 皓三郎・延塚 知道・藤嶽 明信・三木 彰円 著
A5判　152頁
1,100円
978-4-8341-0323-6

親鸞聖人の語られた多くの言葉の中
から、今なお著者の心にひびき続け
る31の言葉を選び、意訳と随想でわ
かりやすく解説。時代を超えて、現
代にまで伝え続けられてきた聖人の、
力強く、やさしい言葉にふれていく。

親鸞に出会うことば
寺川 俊昭 編著
新書判　136頁
660円
978-4-8341-0359-5

人間・念仏・本願・信心・生活をテ
ーマに、親鸞聖人のあきらかにされ
た真宗の教えに学ぶ。私たちは本当
に仏に成れる身であるのか。日ごろ
当たり前にしている自分の人間観を
著者と共にたしかめていく。

親鸞聖人に学ぶ
─真宗入門
一楽 真 著
四六判　254頁
1,650円
978-4-8341-0373-1

著者が一人の人間として讃仰の思い
をもって親鸞聖人に向かい、そこに
立ち現れる聖人に感応し、その感応
のままに表白した記録。生涯をかけ
て聖人の教えを聞き続ける著者の渾
心の書き下ろし。

親鸞讃歌
寺川 俊昭 著
四六判　270頁
1,980円
978-4-8341-0384-7

同朋の会テキスト。宗祖親鸞聖人の
伝記と、法語をとおして、私たちの
あり方をあきらかにする。本書の学
習手引書として、『宗祖聖人 親鸞─
生涯とその教え』（上・下）がある

（P17・44参照）。

宗祖親鸞聖人
─同朋の会テキスト─
教学研究所 編
B6判　82頁
330円
978-4-8341-0138-6

親鸞聖人の生涯を伝える絵巻物『本
願寺聖人伝絵』。その詞『御伝鈔』
と、絵『御絵伝』に意訳・解説を付
し、丁寧に読み解く。「補注」「親鸞
聖人御巡錫地図」「年譜」を収載。聖
人の生涯をとおして遺徳を偲ぶ、報
恩講参拝の座右の書。

親鸞聖人伝絵
─御伝鈔に学ぶ─
高松 信英・野田 晋 著
A5判　168頁
1,980円
978-4-8341-0540-7

同朋の会テキスト『宗祖親鸞聖人』
（P17・45）の学習手引書。浄土真宗
の宗祖である親鸞聖人と向かい合い、
その生涯をとおして、自ら念仏者とし
て生きる姿勢を学ぶ。上巻は第１章
から第５章、下巻は第６章から第９
章で構成。

宗祖聖人 親鸞
─生涯とその教え（上）・（下）
宮城 顗 著　A5判

（上）294頁 978-4-8341-0181-2
（下）274頁 978-4-8341-0182-9
各1,650円

自らを「愚禿」と名のり、民衆のな
かで、その一人として生涯を尽くさ
れた親鸞聖人。私たちのような煩悩
具足の凡夫がどうして浄土に救われ
るのか─。聖人の言葉により、浄土
真宗の世界をあきらかにする。

民衆の中の親鸞
（同朋選書18）
平野 修 著
B6判　202頁
1,100円
978-4-8341-0202-4

比叡山での修行、法然との出遇い、流
罪後の越後の生活、関東での出会い、
そして再び京へ─。聖人の人生の行路
で目にした光と陰。その人間親鸞の感
性を追い求めた写真紀行。取材地の特
色や、巻末には親鸞聖人年表、足跡略
地図、主な関連写真も掲載。

写真
紀行おのずからしからしむ
─ 人間・親鸞のいのちとこころ、

その生涯に歩く
井上 隆雄 写真・文
タテ297mm×ヨコ223mm 120頁
2,750円
978-4-8341-0388-5

親
鸞
聖
人

親
鸞
聖
人
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親鸞聖人 親鸞聖人
浄土真宗の宗祖である親鸞聖人のご
生涯を、やさしい言葉と親しみやす
い絵で描いた絵本。しんらんさま

（親鸞聖人）はご生涯の中で何を大切
にされたのかを子どもたちにもわか
りやすく伝える。

しんしゅうアニメ
絵本シリーズ①
しんらんさま

（対象：４歳～）
林 佳里 絵
タテ182mm×ヨコ182mm　32頁
660円
978-4-8341-0569-8

阿弥陀仏が法蔵菩薩として五劫の間、
思惟を重ねられたのは何のためであっ
たのか、ということを「ひとえに親鸞
一人がためなりけり」と言い切る親鸞
聖人。聖人が、なぜ念仏の教えが私た
ち一人ひとりのためであると説かれた
のか。著者の体験を交えて語る。

宗祖親鸞聖人に遇う
（伝道ブックス49）
古田 和弘 著
新書判　96頁
275円
978-4-8341-0328-1

親鸞聖人流罪の地・越後での生活を、
『恵信尼消息』などの歴史的資料をと
おして紹介するとともに、聖人の生
涯の中で「ゐなかの人々」との生活
がどのような意味をもっていたのか
を考察する。

ゐなかの人々と親鸞
（伝道ブックス57）
松野 純孝 著
新書判　112頁
275円
978-4-8341-0365-6

親鸞聖人流罪の地・越後（新潟）で
長年地域史家として親鸞聖人を研究
してきた著者の豊富な研究結果とと
もに、越後時代の聖人に迫り、御流
罪の意義をたしかめる。

越後の親鸞聖人
（伝道ブックス60）
大場 厚順 著
新書判　74頁
275円
978-4-8341-0380-9

聞法会のはじまりに歌われることも
多く、真宗門徒にとっては恩徳讃と
ともに馴染み深い「真宗宗歌」。この

「真宗宗歌」が誕生した背景にふれ、
製作した先人のメッセージを丁寧に
読み解いていく。

親鸞さまのみ教え
　「真宗宗歌」に聞く

（伝道ブックス68）
湯浅 成幸 著
新書判　80頁
275円
978-4-8341-0426-4

親鸞聖人の誕生から入滅までの生涯
を描いた絵本。お釈迦さまの教えに
生き、法然上人に出遇った聖人の感
動と生涯を15場面にわたって描く。
巻末には、子どもと大人が共に読み、
理解を深めるための解説も収載。

絵本 親鸞聖人
小川 一乘 文　畠中 光享 絵
タテ257mm×ヨコ210mm 32頁
1,650円
978-4-8341-0430-1

親鸞聖人の生涯をやさしいイラスト
で表現し、念仏に生きた聖人の生涯
をとおして、自分自身のいのちを生
きるということを見つめなおす。

しんらんさま
（対象：４歳～）
やまだ みどり 絵
B5変形判　35頁
880円
978-4-8341-0544-5

しんらんさま（親鸞聖人）のご生涯
の出来事を描いた８つの絵の中から、
しんらんさまたちをさがすことをと
おして、親鸞聖人のご生涯を楽しく
学べるさがしもの絵本。
※ 時代背景や登場するキャラクターなど多

くのフィクションを加えています。

しんらんさま
み～つけたっ！ 

（対象：４歳～）
ひがしはらかつえ 絵
タテ304mm×ヨコ230mm　26頁
1,650円
978-4-8341-0565-0

親鸞聖人と現
い

代
ま

を生きる
（伝道ブックス75）
池田 勇諦 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0477-6

私たちは「真面目」に生きようとし
ても、自分の都合でいくらでも変わ
る善悪を基準にして生きる限り、「本
当に真面目」には生きられない…。
日常の話題を交えながら、親鸞聖人
の教えの根本を「人間の真面目さ」
という切り口で示した一冊。

親
鸞
聖
人

親
鸞
聖
人
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蓮如上人 蓮如上人

『御文』・『相伝義書』・中世日本史・
現代市民社会の研究テーマをまとめ
た蓮如論集。蓮如上人の子・実悟著

『拾塵記』の解説も付し、上人像を深
くさぐる。

蓮如上人と現代
─付・拾塵記
教学研究所 編
A5判　330頁
6,600円
978-4-8341-0254-3

『御文』『蓮如上人御一代記聞書』『蓮
如上人遺徳記』などの伝記資料をも
とに、蓮如上人の一生と、上人の生き
た時代背景をたどる。浄土真宗の再
興に生きた上人のすがた、こころに思
いを馳せながら、真宗における蓮如
上人の存在の真の意味を問いなおす。

真実を求めて
蓮如上人私記

（同朋選書21）
西田 真因 著　B6判　122頁
880円
978-4-8341-0253-6

殺戮と天災の戦国乱世において、蓮如が送
り届けた『御文』とよばれる手紙の数々は、
人びとの心に深く染みわたり、念仏に生き
る無数の真宗門徒を生んだ。その『御文』
の精神を読み解き、現代につながる真宗教
団の礎を築いた蓮如の思想的歩みに迫る。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞から蓮如へ
真宗創造─『御文』の発遣─
池田 勇諦 著
文庫判　306頁
825円
978-4-8341-0572-8 

五帖御文・夏の御文・御俗姓を収載し
た御文拝読の稽古本。拝読の所作法を
オールカラー・写真付きでわかりやす
く解説しているほか、代表的な御文10
通を収録したCD付き。

真宗大谷派 
御文拝読稽古本
CD付き
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B5判　336頁
4,950円
978-4-8341-0575-9

500年以上もの間、民衆の暮らしの中
で拝読され、親しまれてきた蓮如上
人の『御文』。この手紙に込められた
上人のこころをたずねる。『真宗大谷
派勤行集』（赤本）収載の４通を含む
代表的な御文８通の意訳と、あじわ
いをつづる一冊。

『御文』のこころ
─蓮如上人からの手紙─
廣瀬 惺 著
B6判　136頁
1,320円
978-4-8341-0606-0

蓮如上人

蓮如上人の波乱に満ちた生涯をやさ
しい言葉とイラストで表現。仏さま
の教えをたしかめ、生きていくこと
の意味を見つめなおす絵本。

れんにょさま
（対象：４歳～）
佐賀枝 弘子 文／水野 二郎 絵
B5変形判　38頁
880円
978-4-8341-0545-2

蓮如上人

本願寺中興の祖、蓮如上人と今日を
生きる私たちの課題に共通するもの
は何か。蓮如上人に学ぶ。

蓮如上人に学ぶ
（伝道ブックス25）
池田 勇諦 著
新書判　50頁
220円
978-4-8341-0185-0

蓮如上人の生涯の事跡を豊富な史料
で顕彰。上人の思想・生涯を学ぶ上
で必携の一冊。

蓮如上人行実
教学研究所 編
A5判　266頁
2,750円
978-4-8341-0224-6

蓮
如
上
人

蓮
如
上
人
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教如上人 正信偈

戦国時代に、東本願寺を創立した本
願寺第十二世教如上人の願いを究明
する。旧来の解釈を破り、新出史料
や教如上人の交流関係をわかりやす
く示し、東西本願寺の分立の真意に
迫る。

教如上人と東本願寺創立
─本願寺の東西分派─
教学研究所 編
A5判　136頁
1,320円
978-4-8341-0326-7

戦国時期に織田信長・豊臣秀吉・徳
川家康などの天下人と渡りあいなが
ら東本願寺を創立した教如上人。そ
こには親鸞聖人がいただかれた念仏
の教えを相続する強い信念があった。
教如上人の生涯から東本願寺のルー
ツをたずねる。

教如上人
─その生涯と事績─

（伝道ブックス73）
上場 顕雄 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0458-5

教如上人

念仏の教えを聞く者に、どのような
共同体が開かれるのか。親鸞聖人が
つくり、蓮如上人が真宗門徒のお勤
めとして定着させた「正信偈」をと
おして、浄土真宗の歴史をひもとき、
真宗における僧

さ ん

伽
が

とは何かを問う一
冊。

真宗僧伽論
─正信偈をとおして─
安冨 信哉 著
B6判　164頁
1,320円
978-4-8341-0596-4

真宗門徒の毎日のお勤めとして親し
まれる「正信偈」の言葉を、真宗本
廟（東本願寺）や渉成園、大谷祖廟
の四季の写真とともに掲載した日め
くりカレンダー。裏面には書き下
し・意訳も収載。お土産や記念品と
して最適。

卓上  日めくり
カレンダー　正信偈
タテ130mm×ヨコ180mm　
32枚綴り
880円
978-4-8341-0621-3

新刊  正信偈に学ぶ
─親鸞聖人からの贈り物
狐野 秀存 著
新書判　264頁
858円
978-4-8341-0630-5 

正信偈

新刊  
親鸞聖人の自筆にふれる
正信念佛偈
B5判　56頁
1,100円
978-4-8341-0629-9

新刊  
親鸞の「いのちの歌」
正信偈入門
古田 和弘 著
文庫判　432頁
1,320円
978-4-8341-0628-2 

浄土真宗の教えの要が述べられた親
鸞聖人の偈文「正信偈」。混沌の現

い

代
ま

を生きる私たちに届けられた、阿弥
陀如来の本願「えらばず、きらわず、
見すてず」の心とは？「正信偈」全
百二十句のあじわいを丁寧につづる。

親鸞聖人の自筆として国宝指定され
ている『教行信証』坂東本。本書は
その中から「正信偈」の全文をオー
ルカラーで掲載。朱書きや墨で塗り消
してからの修訂など、自筆でなければ
見ることのできない思索の跡をとおし
て、聖人のおこころにふれる一冊。

「正信偈」全百二十句を書き下し・著
者意訳とともに易しく読み解き、その
意味と〝こころ〟にふれる。はじめて

「正信偈」の内容を学ぼうとする方に、
まず手に取っていただきたい一冊。
※ 本書は、東本願寺出版発行の『正信偈の教

え』全3巻をまとめ、文庫化したものです。

正
信
偈

教
如
上
人
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正信偈 正信偈

1979年に刊行し、以来長年テキスト
として活用されている一書。「正信
偈」の読み方、意訳要点、参考、脚
注、大意、さらに学習のための問題
点付。

正信偈
教学研究所 編
A5判　128頁
440円
978-4-8341-0036-5

「正信偈」を日常生活に即してわかり
やすく説き明かす。大きい字で見や
すい入門書。「依経段」まで収載。

大きい字の本
正信偈講話
仲野 良俊 著
A5変形判　全５冊セット
2,200円
978-4-8341-0290-1

仏法を聞き続けること40余年。さま
ざまな人びととの出会いをとおして
親鸞聖人の教えを学んできた著者と
共に、「正信偈」をもう一度学びなお
す真宗門徒のための入門書。著者が
見聞きしてきた親しみやすいたとえ
話が満載。

日暮らし正信偈
（同朋選書34）
亀井 鑛 著
B6判　250頁
1,100円
978-4-8341-0345-8

「書いて学ぶ」シリーズの「正信偈」編。
「正信偈」の漢文と書き下し文をなぞり
ながら、その意味をたしかめる。読ん
で・書いて・音読する、三段階の学びが
実践できる一冊。同朋の会などでテキス
トとしても利用できる現代語訳・語注・
コラム付。

書いて学ぶ　親鸞のことば
 ─正信偈
B5判　72頁
660円
978-4-8341-0428-8

親鸞聖人によってつくられた「正信
偈」には、どのようなメッセージが
込められているのか。「なむあみだぶ
つ」の歴史の詩（うた）・正信偈の心
を、古今東西のアート、音楽、映画、
絵本などのなかにたずねていく。「正
信偈」の原文・意訳付。

親鸞の詩
うた

が聞こえる
─エッセンス・正信偈 
戸次 公正 著
B6判　220頁
1,430円
978-4-8341-0481-3

子どもたちにも「正信偈」の意味が伝わる
ことを願い、「正信偈」原文の下段にわか
りやすい意訳を掲載。正信偈・念仏・和讃

（同朋奉讃）のおつとめ本として活用でき
るほか、おつとめする際の基本的なこころ
え、お釈迦さま・七高僧・親鸞聖人につい
てなどイラストつきで楽しく学べる。

子どもおつとめ本　
正信偈　意訳つき
正信偈意訳：戸次 公正　
B6判　56頁
385円
978-4-8341-0495-0

正信偈のお勤めが練習できる入門書。
真宗大谷派勤行集（赤本）の中から、
正信偈・念仏・和讃・回向（同朋奉
讃）、御文四通を収載。お勤めにあた
ってのポイント解説と現代語訳付き。
練習用DVDも付属。

はじめての
お勤め練習帳 正信偈
─DVD付き─
B5判　56頁
1,100円
978-4-8341-0520-9

「正信偈」の点訳本。原文のほか、
『書いて学ぶ親鸞のことば　正信偈』
を底本に、「正信偈」の現代語訳も収
載。介添えの方も共に学んでいただ
けるよう、全ページに点字と墨字を
併記している。

点訳本
正信偈
B5変形判　38頁
3,300円
978-4-8341-0549-0

点訳本

正 信 偈

東本願寺出版

正
信
偈

正
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偈
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教行信証 教行信証
宗祖親鸞聖人の主著であり、浄土真宗の
根本聖典とされる『教行信証』。本書は、
この『教行信証』制作において親鸞聖人
が担った課題、著述にあたって聖人がと
った独特な方法論などを読み解き、そこに
あきらかにされた〝いつでも、どこでも、
どんな人をも救う〟仏道を尋ねる一冊。

親鸞の主著
『教行信証』の世界

延塚 知道 著
四六判　360頁
1,760円
978-4-8341-0622-0

親鸞聖人の主著『教行信証』。親鸞聖
人が生涯の長い期間をかけて練りに
練った思索を自ら書き記した『教行
信証』を手がかりに、親鸞聖人の思
想と信念をたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の仏道
─『教行信証』の世界─
寺川 俊昭 著
文庫判　290頁
825円
978-4-8341-0561-2 

親鸞聖人が生涯をかけて推敲を重ね
た主著であり、浄土真宗の根本聖典
で あ る『顕 浄 土 真 実 教 行 証 文 類』

（『教行信証』）をやさしくひもとく。
真理が事実としてはたらく“ほんと
うの教え”をたずね、私たちの生き
方を問い直す一冊。

真宗文庫
浄土真宗の教え
─真実の教・行・信・証─
宮城 顗 著
文庫判　268頁
825円
978-4-8341-0584-1 

教行信証

親鸞聖人真筆の『顕浄土真実教行証
文類』（坂東本）を、頁を合わせなが
ら精確に活字化した一冊。
※１ 本書は、宗祖親鸞聖人七百五十回御遠

忌を記念して出版した『顕浄土真実教
行証文類 翻刻篇』を、宗祖親鸞聖人
御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶
讃事業を機縁に、縮刷版として刊行し
たものです。

※２ 『顯淨土眞實教行證文類 翻刻』収載
の「翻刻篇」と「付録篇一・二」の分
売を行っています。〈価格は各11,000円

（税込）〉

顯淨土眞實 
敎行證文類  
翻刻篇 縮刷版
大谷大学 編
B6判　788頁
4,400円
978-4-8341-0610-7

悪人が善人となり、修行を積んで、さと
りを得る従来の仏教観に対して、凡夫が

「ただ念仏」して信心を獲るという親鸞
聖人の新しい仏教観。それを論理的に明
かすものが『教行信証』であると著者は
いう。その聖人の仏教観が、私たちの生
活とどのように関わっているのかを語る。

教行信証に学ぶ
─生活指針としての念仏

（同朋選書30）
平野 修 著　B6判　276頁
1,320円
978-4-8341-0331-1

宗祖七百五十回御遠忌記念事業として大
谷大学聖教編纂室で行われた、親鸞聖人
真筆の『教行信証』坂東本の翻刻事業。
坂東本と頁を合わせながら、精確に活字
化。親鸞聖人の思索の跡が再現され、

『教行信証』制作の真意にふれることが
できる。脚注や補注、索引なども併載。

『顯淨土眞實敎行證文類』
坂東本翻刻
大谷大学 編
B5判 翻刻篇　　788頁
 附録篇一　278頁
 附録篇二　642頁
19,800円
978-4-8341-0455-4

『教行信証』の「総序」「教巻」「行巻」「信
巻」「証巻」までを解読。上段に書き下し文、
下段に現代語訳を配置し、上下を対照しな
がら読み進めていくことができる。また、書
き下し文中の難解な用語には脚註、さらに巻
末に語註を掲載。その他、訳註や索引も掲
載しており、入門書として活用できる。

解読　教行信証（上巻）
教学研究所 編
A5判　476頁
4,180円
978-4-8341-0448-6

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念
事業『教行信証』坂東本の修復作業
において新たに発見された、角点の調
査報告。角点が親鸞聖人御自身の手
によるものであることを明らかにし
た、画期的な研究書。

坂東本『顯淨土眞實敎
行證文類』角点の研究
赤尾栄慶・宇都宮啓吾 監修・執筆
A4判上製・箱入　534頁
16,500円
978-4-8341-0503-2

仏教学者・鈴木大拙氏による親鸞聖人の主
著『教行信証』の英訳を現代日本語訳。仏
教用語を極力もちいず、現代の日本人が通読
できる新たな『教行信証』のかたちを表現。

「仏教独特の基礎的概念をまったくもたない
人が、親鸞聖人の思想を大まかに理解できる
ように」という願いが込められた一書。

親鸞『教行信証』（現代語訳）
─鈴木大拙の英訳にもとづく現代日本語訳─ 
親鸞仏教センター 編
洋書判（タテ235mm×ヨコ155mm） 276頁
2,750円
978-4-8341-0497-4

教
行
信
証

教
行
信
証



28 29

教行信証 歎異抄
「念仏を理解してから念仏申そうとするの
ではなく、まず念仏申そうと思い立つこ
と。そのような法然上人の言葉が聖人の耳
の底にあるのでは…」。親鸞聖人が、『教行
信証』を著した心を丁寧に読み解くと同時
に、私たちが直面する現実に照らし合わせ
ながら聖人の言葉をいただきなおす。

念仏者として独立せん
宗 正元 著
A5判　392頁
2,750円
978-4-8341-0316-8

「われわれにとって真実の道しるべと
なる言葉が、一つの身体の組織のよ
うなかたちをとって集められており
ます」と、「真実の教」「真実の行」

「真実の信」「真実の証」の４講に分
けて、『教行信証』を概説する。各章
ごとに重要語句の語註付。

『教行信証』の基礎講座
蓬茨 祖運 著
B6判　358頁
1,650円
978-4-8341-0023-5

「さるべき業縁のもよおせば、いかな
るふるまいもすべし」と自身の立ち
位置を明確にいい切られた親鸞聖人
の教えを記した『歎異抄』。その書物
が示す視座をとおし、現代の課題、
そして人間とは何かをたずねる。

歎異抄の世界を
たずねて（伝道ブックス77）
四衢 亮 著
新書判　72頁
275円
978-4-8341-0519-3 

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや
悪人をや」というフレーズに代表さ
れる、我々の常識では納得できない
ような『歎異抄』の一つひとつの表
現を、「なぜ？」と足をとめ、丁寧に
書き表した一冊。

真宗新書
なぜ？ 
からはじまる歎異抄
武田 定光 著
新書判　216頁
858円
978-4-8341-0521-6 

『歎異抄』の点訳本。本文とともに、
『歎異抄』を学ぶにあたっての解説も
収載。介添えの方も共に学んでいた
だけるよう、全ページに点字と墨字
を併記している。

点訳本
歎異抄
B5変形判　78頁
5,500円
978-4-8341-0550-6

点訳本

歎 異 抄

東本願寺出版

『歎異抄』の全体を貫いているのは、「異なる
ことを歎く」精神である。本書では特に、真
宗の精髄である「本願による救い」「念仏と
は何か」「悪人の成仏」を読み解き、親鸞の
仏道に迫るとともに、現代を生きる私たちが、

『歎異抄』の心にいかに救われるかを考える。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の説法
─『歎異抄』の世界─
延塚 知道 著
文庫判　328頁
825円
978-4-8341-0571-1 

親鸞語録ともいわれる『歎異抄』。こ
の書を人生で一番影響を受けた書物
として挙げる著者が、自らの歩みを
とおして、その魅力をたずねる。
※ 本書は、2007年に発行した『わが心の歎

異抄』を、語句の整理などを加え、真宗
文庫として新たに発行したものです。

真宗文庫
わが心の歎異抄
今井 雅晴 著
文庫版　256頁
825円
978-4-8341-0597-1 

歎異抄
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歎異抄 歎異抄

『歎異抄』は「人間を考える書」であ
るという著者が、『歎異抄』の言葉か
ら、その魅力を伝える。第一部は著
者自身の生き方と『歎異抄』の関わ
り、第二部は『歎異抄』の著者とさ
れる唯円の人物像や『歎異抄』成立
についての研究成果を掲載。

わが心の歎異抄
今井 雅晴 著
四六判　222頁
1,540円
978-4-8341-0369-4

『歎異抄』第10章までを解説。著者自
らの生活から生まれる「現代」とい
う時代の視点で、『歎異抄』が問いか
けるさまざまな問題を論じる。原文
の口語訳・語註付。

歎異抄に聴く 
─本願の生活者─
神戸 和麿 著
龍口 恭子 原文口語訳・語註
四六判　424頁
1,980円
978-4-8341-0465-3

東本願寺や大谷祖廟、国の名勝であ
る「渉成園」の四季折々の美しい写
真とともに、歎異抄の言葉にふれる
ことができる卓上の日めくり法語カ
レンダー。毎年・毎月くりかえし使
える。記念品に最適。

卓上  日めくり
法語カレンダー歎異抄
タテ130mm×ヨコ180mm　
16枚綴り
660円
978-4-8341-0588-9

念仏者の世界
歎異抄に聞く─㊁

（同朋選書33）
宗 正元 著　B6判　292頁
1,320円
978-4-8341-0341-0

同朋選書24『大悲に生きる─歎異抄に
聞く─』の続編。念仏の教えに縁を結
ばれるようになっても、なかなか確信
がもてない私たち。『歎異抄』をとお
して、「念仏のみ」と教えてくださる親
鸞聖人の教えに深く耳を傾け、私たち
が今日の時代を生きていく道を学ぶ。

歎異抄に学ぶ
（同朋選書29）
松本 梶丸 著
B6判　128頁
880円
978-4-8341-0330-4

歎異抄

生きることに迷うなかで、念仏の教
えに出遇った人びとの生活を生き生
きと描き、『歎異抄』のこころを語
る。第１章から第18章までの各章か
らことばを選定。

大悲に生きる
─歎異抄に聞く─

（同朋選書24）
宗 正元 著
B6判　274頁
1,320円
978-4-8341-0271-0

『歎異抄』からいったい何を学び、学
ぶことによってどういう自分に、ど
ういう世界にめぐり遇うことになる
のか、念仏の信心においていったい
どういう生き方が確立されてくるの
か、そのことを『歎異抄』をとおし
て明らかにする。

真宗文庫
歎異抄聴記
曽我 量深 著
文庫変形判　556頁
1,650円
978-4-8341-0267-3

1942年７月の安居本講での著者の講
義を、安田理深、松原祐善ら四氏が
筆録し、戦後刊行された。これまで
刊行されてきた『歎異抄』に関する
数多の書籍の中でも、本書は名著と
語り継がれている。巻末に語句及び
内容の解説付。

スペイン語訳
TANNISHO
佐藤 徳潤 訳
A5判　108頁
1,100円
978-4-8341-0240-6

『歎異抄』のスペイン語訳。語注、原
文（日本語）も収載。

雑草の輝き
─歎異抄に学ぶ─
高松 信英 著
B6判　292頁
1,100円
978-4-8341-0020-4

『歎異抄』各章を、現代の言葉でわか
りやすく解説し、『歎異抄』のこころ
を学ぶ。原文と意訳付。

歎異抄　【改訂版】
B6判　80頁
275円
978-4-8341-0576-6

歎異抄

『歎異抄』学習用のテキスト。寺川俊
昭氏が「『歎異抄』を読む人のため
に」と題し、『歎異抄』の成立やその
主題などをわかりやすく解説。全原
文・脚注・解説付。
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お聖教に学ぶシリーズ 一般書
棺前勤行の際にお勤めされることが多く、
真宗門徒にとっては「願以此功徳」の回向
の出典としてもなじみの深い『勧衆偈』の
こころをたずねる。1984年に発行された

「聖典シリーズ」の一つ『勧衆偈講話』を体
裁・内容・表現などを見直し、新たに脚注
を設けるなど、より読みやすくなって復刊。

お聖教に学ぶ２
勧衆偈 
蓬茨 祖運 著　蓑輪 秀邦 補訂
A5判　66頁
550円
978-4-8341-0517-9

お聖教に学ぶシリーズ

お聖教に学ぶ１
嘆仏偈 
蓬茨 祖運 著　蓑輪 秀邦 補訂
A5判　78頁
550円
978-4-8341-0484-4

1983年に発行された「聖典シリーズ」
の一つ『嘆仏偈講話』が、蓑輪氏の
補訂により内容・表現を見なおし、
新たに脚注を設け「お聖教に学ぶシ
リーズ」として復刊。

探訪 真宗民俗
─儀礼の伝承と現代社会
蒲池 勢至 著
A5判　152頁
1,760円
978-4-8341-0618-3

全国各地の真宗門徒の特色ある信仰の
姿や、葬儀、年中行事などの儀礼を、
柳田賞受賞の民俗学者・蒲池勢至氏が
探訪する「真宗民俗」の世界。日本人
の失われつつある古き良き暮らしの一
端を垣間見るとともに、現代につなが
る信仰のありかたを見つめる。

新刊  イラストで知ろう！ 
東本願寺
かたおか朋子 イラスト
A5判　112頁
660円
978-4-8341-0633-6 

一般書

新刊  マンガで味わうブッダの教え　
帰り道で話そうよ
織田 顕祐 監修  花園 一実 原案　
木村 二三夫・冨原 隆明 作画
Ａ５判　120頁
880円
978-4-8341-0627-5 

新刊  大原千鶴のお斎
とき

レシピ
素材をたのしむ
精進料理
大原 千鶴 著
B5判　88頁
1,980円
978-4-8341-0623-7

建築からおかざり、防災設備、境内
地のことまで。イラストでこそ描け
るわかりやすさを活かして、まだま
だ知られていない東本願寺の境内や
建物の魅力やあれこれをたずねる。

お経の中には、実は、私たちの生活
にとても身近な話がたくさん。そん
なお経のたとえ話（25話）を、小学3
年生の吉野果奈ちゃんと、近所のお
寺の住職・平江相海さんのやりとり
を通して“マンガ”で紹介。     

お斎レシピの第二弾。東本願寺の
「お斎」の伝統とその精神を大切に、
京都で生まれ育った料理家・大原千
鶴さんが、普段使いのレシピにアレ
ンジ。素材から選べて、かんたんに、
おいしく作れる精進料理77品。

新刊  
本願寺の軌

ものがたり

跡
─創建から東西分派、そして現代へ─
草野 顕之 著
A5判　88頁
1,540円
978-4-8341-0637-4

親鸞聖人の示寂後、京都・東山に建
てられた小さな廟堂（お墓所）が、
寺院化、衰微時代からの再興、戦国
乱世の中生じた東西分派などを経て、
現在の東本願寺へと発展する軌跡を
たどる。

お聖教に学ぶシリーズ

一般
書
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一般書 一般書

真宗僧伽論
─正信偈をとおして─
安冨 信哉 著
B6判　164頁
1,320円
978-4-8341-0596-4

念仏の教えを聞く者に、どのような
共同体が開かれるのか。親鸞聖人が
つくり、蓮如上人が真宗門徒のお勤
めとして定着させた「正信偈」をと
おして、浄土真宗の歴史をひもとき、
真宗における僧

さ ん

伽
が

とは何かを問う一
冊。

阿弥陀経に学ぶ
廣瀬 惺 著
四六判　208頁
1,760円
978-4-8341-0592-6

『阿弥陀経』を大切にされた親鸞聖人
の受けとめを手がかりに、経題、経
典翻訳者、経典の内容へと分け入り、
人生に苦悩する私たちに届けられた
釈尊（お釈迦さま）の大悲のメッセ
ージを読み解く。

青木新門の 
親鸞探訪
青木 新門 著・溝縁 ひろし 写真
A5判　116頁
1,760円
978-4-8341-0586-5

ベストセラー小説『納棺夫日記』の著
者・青木新門が、浄土真宗の宗祖・
親鸞の足跡をたどる探訪記。出家得
度から、比叡山、法然との出会い、流
刑地・越後、関東での生活、そして
故郷・京都へ―。90年の生涯を求道者
として生きた親鸞の歩みをたどる。

浄土真宗
仏教・仏事のハテナ？
東本願寺出版 編
B6判　120頁
660円
978-4-8341-0557-5

毎日のお内仏（仏壇）のお給仕（お
備え）のとき、法事や突然の葬儀の
とき、「あれ、どうすればいいんだろ
う？」「この法要には、どんな意味が
あるんだろう？」と、多くの人が感
じる仏教・仏事に関する素朴な疑問

“ハテナ？”を集め、答えた一冊。

お東さんの
ぬりえブック
A4変形判　30頁
1,430円
978-4-8341-0551-3

真宗本廟と渉成園の風景を計11カッ
ト収載した大人のぬりえブック。す
べてのカットにプロの着色見本も掲
載されており、見本を参考に着色で
きるほか、自分だけのオリジナルで
着色できるなど、自由に楽しめる。

仏事の際にいただく食事「お斎」の
レシピ本。京都の食文化を守り伝え
る料理研究家大原千鶴氏による現代
風精進レシピ70品を紹介。東本願寺
におけるお斎の伝統とその精神や、
各地に伝わるお斎についても取りあ
げている。

お斎
とき

レシピ
みんなでおいしい精

しょうじんりょうり

進料理
大原 千鶴 著
B5判　96頁
1,980円
978-4-8341-0547-6

はじめてふれる
親鸞聖人伝絵

（御伝鈔・御絵伝）
沙加戸 弘 著
B5判　104頁
1,650円
978-4-8341-0617-6 

親鸞聖人の生涯における主要な出来
事が、文章（御伝鈔）と絵（御絵伝）
で表されている『親鸞聖人伝絵』。そ
の御絵伝全20図の詳細な解説や御伝
鈔本文の試訳などを収載し、初めて
ふれる方に最適な入門書となってい
る。

浄土からの道
─二河白道の譬えに聞く─
大江 憲成 著
A5判　184頁
1,100円
978-4-8341-0615-2

欲望と怒りの絶えない人生に、歩む
べき確かな道は、帰るべき故郷はど
うすれば見いだせるのか。善導大師
がつくられ、親鸞聖人が大切にされ
た「二河白道の譬え」に、人生を丁
寧に生き抜く道をたずねる。

仏教なるほど相談室
真城 義麿 著
B6判　160頁
1,320円
978-4-8341-0609-1

今さら聞けない宗教や信仰にまつわ
る素朴な疑問に、真宗大谷派僧侶で
元大谷中・高等学校長の真城義麿氏
がわかりやすく答える。仏教への入
り口となる一冊。

釈尊の呼びかけを聞く
阿弥陀経入門
一楽 真 著
B6判　152頁
1,100円
978-4-8341-0619-0

浄土三部経の一つとして親鸞聖人が
大切にされた『阿弥陀経』。経文の書
き下し文・著者意訳とともに読み解
き、そこに込められたお釈迦さまの
おこころをたずねる入門書。

一般
書

一般
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一般書 一般書

宗祖御遠忌テーマ「今、いのちがあ
なたを生きている」を主題に、ラジ
オ番組『東本願寺の時間』で放送さ
れた法話を書籍化。
法話者：名畑格、園村義誠、高名和丸、海法龍、
藤場芳子、春秋賛、佐野明弘、荒山信、黒田進、
高橋法信、寺本温、保々眞量

大きい字の法話集
今、いのちがあなたを生きている
B6判　132頁
385円
978-4-8341-0460-8

（Ⅰ）  青木 新門・本多 雅人・大河内 祥晴 
三橋 尚伸・宮崎 和加子・三好 春樹 
志武 勲・アレン ネルソン 
髙城 俊郎・難波 教行・大日向 雅美 
靍見 美智子

（Ⅱ）  江崎 満・マーク Ｌ ブラム 
山本 良一・倉田 めば・浜田 晋  
伊東 憲秀・伊東 波津美・米澤 鐵志 
田口 ランディ・橋口 茂・森 達也

（Ⅲ）  雨宮 処凛・穂積 純・井田 ツル  
田口 弘・出蔵 喜八・髙村 薫 
佐野 明弘・門脇 健・清水 康之

（Ⅳ）  藤川 幸之助・小林 年子・赤木 清江 
天童 荒太・佐野 明弘・木口 敏雄 
木口 和恵・園田 善昭・木越 康 
芹沢 俊介・本多 雅人・湯浅 誠 
鷲田 清一・小沢 牧子・徳永 進 
藤原 新也・帯津 良一・篠﨑 一朗 
最首 悟

（Ⅴ）  中島岳志・嶋橋美智子・緒方正人 
高橋源一郎・本橋成一・綾屋紗月 
肥田舜太郎・本多雅人・近藤一

BOX仕様4巻セット 978-4-8341-0431-8
Ⅰ～Ⅲ、Ⅴ 各1,100円　Ⅳ 1,320円
Ⅰ～ⅣＢＯＸ 4,180円

『同朋新聞』で連載された「人間というい
のちの相」を書籍化。
葬儀、自殺問題、介護、戦争、団塊世代、
病、子育て…さまざまな現場のいのちの営
みから、人間のすがたを見つめるインタビ
ュー集。

人間といういのちの相
すがた

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
A5判

（Ⅰ）170頁 978-4-8341-0409-7
（Ⅱ）152頁 978-4-8341-0411-0
（Ⅲ）170頁 978-4-8341-0417-2
（Ⅳ）216頁 978-4-8341-0424-0
（Ⅴ）168頁 978-4-8341-0464-6

「なんでウチばっかり怒られるの」
「こんなぼく、ダメだよね」「ワタシ、
生まれ変わりたい」「おとなって悩み
ないんかなぁー」。中高生が投げかけ
るモヤモヤした「つぶやき」を、サ
ガエさんが「悩んでる君も君なんだ」
とやさしく受けとめる一冊。

わかってたまるか！　
ウチらの言い分

（対象：中・高生）
サガエさん 聞き手
100％ ORANGE 絵
タテ180mm×ヨコ180mm　64頁
1,320円
978-4-8341-0482-0

認知症の母親に寄り添いながら、紡ぎ出
された詩や言葉、美しい写真が一冊の詩
集に。「老いとは？生きるとは？死とは？命
とは？」…人間の生きる意味と命の尊さに
気づかされながら、心にあたたかく響いて
くる。“ポストカード”は、切り取って飾っ
たり、大切な人への贈り物にも最適。

命が命を生かす瞬
と

間
き

藤川 幸之助 著 
タテ150mm×ヨコ200mm　
72頁（ポストカード12枚付）
1,320円
978-4-8341-0461-5

大好評シリーズ第２弾。宗祖御遠忌テ
ーマ「今、いのちがあなたを生きてい
る」を主題に、ラジオ番組『東本願寺
の時間』で放送された法話を書籍化。
法話者：酒井義一、能邨勇樹、讓西賢、本多雅人、
伊奈祐諦、藤原正寿、靍見美智子、黑萩昌、 
髙間重光、渡邉尚子、津垣慶哉、片山寛隆

大きい字の法話集２　
今、いのちがあなたを生きている
B6判　120頁
385円 
978-4-8341-0494-3

「浄土」「布施」などの仏教のキーワード
を、単なる知識としてではなく私たちの
身近な生活の話題から考えていく。『同朋
新聞』の人気連載の書籍化。お釈迦さま
のいろいろな呼び名、仏教にまつわる年
中行事、お釈迦さまの主な弟子たちなど、
仏教の基本を紹介する書き下ろしも収載。

仏教のぶっ
仏教はじめの一歩
真城 義麿 著
B6判　152頁　
1,320円
978-4-8341-0501-8 

真宗大谷派学校連合会が行った研修
会の中から、2015年からさかのぼっ
て過去20年間に行われた「宗教教育」
をテーマとした講義録を厳選し、真
宗大谷派学校連合会結成50周年記念
書籍として刊行。

宗教と教育
─人間性の回復を求めて─
真宗大谷派学校連合会 編
宮城 顗・信楽 峻麿・田畑 正久・
水島 見一・松田 章一 著
四六判　170頁
1,430円
978-4-8341-0527-8

大谷派児童教化連盟の編集による、
仏教を子どもたちに伝えたいすべて
の人の必携のハンドブック。仏教に
関する95のキーワードを収載し、そ
れぞれの語句について、わかりやす
く学べる。

子どもたちと聞く仏さまの教え
仏教ハンドブック
大谷派児童教化連盟 編
B6判　360頁　
1,980円
978-4-8341-0535-3
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いじめ、教育、死刑、格差社会、戦
争、宗教、環境問題、高齢社会、事件
…。私たちが生きるこの瞬間には、た
くさんの問いが投げかけられている。
今、大切なことは何か、一人の僧侶が
問いかける。『同朋新聞』で2015年ま
で連載されたコラムを単行本化。

時言
四衢 亮 著
新書判　144頁
880円
978-4-8341-0387-8

あなたがあなたに
なる48章
真城 義麿 著
新書判　200頁
880円
978-4-8341-0368-7

「ほんとうの私ってどこにいるの？」「自信
がもてない自分」「なぜ人を殺してはいけ
ないの？」 …。そんな悩みや問いを、お
釈迦さまや親鸞聖人の教えをキーワード
に考えていく。ミノムシ先生、サナギちゃ
ん、アオイくんの登場人物による問答形
式で、子どもから大人まで親しめる。

自分探しの旅へ
蓑輪 秀邦 文
ながた みどり 絵
四六判　224頁
1,760円
978-4-8341-0350-2

迷ったり、不安になったり、自分自身がわか
らなくなったり…そんな私たちに「大丈夫、
心配ないよ」と、語りかけるメッセージ集。

「悩んでいるあなたに」「立ち止まっている
あなたに」などの４編からなり、48の視点か
ら「私が私として生きる」ことを考えてい
く。「あなたがあなたになる練習問題」付。

親鸞聖人の妻・恵信尼が遺した十通
の消息（手紙）。当時の「家族」とは
どういうもので、どんな生活をして
いたのか。恵信尼は夫である親鸞聖
人をどのように見ていたのか。親鸞
聖人があきらかにした念仏の教えの
背景を手紙から見る。

恵信尼消息に学ぶ
今井 雅晴 著
B6判　154頁
1,100円
978-4-8341-0383-0

「私たちは本当の出会いがなくては生
きていけない」。人との関わりをもって
生きたいと願いながらも、自分の思い
から離れられず苦悩する私たちへのあ
たたかいメッセージが込められた一
冊。

仏道に生きる
宮城 顗 著
四六判　252頁
1,760円
978-4-8341-0385-4

存在の大地
高 史明・芹沢 俊介・上田 紀行 著
B6変形判　216頁
1,540円
978-4-8341-0344-1

９・11の同時多発テロ以後、世界は
何を失ったのか─。存在のよりどこ
ろを失った現代文明の闇を打ち破る
方途を模索する、渾身の鼎談。
司会：二階堂行邦

月刊『同朋』誌での作家・田口ラン
ディ氏の連載エッセイを書籍化。迷
い悩み苦しむからこそ見えてくる

「宙返り」のような気づきの転換と
は？巻末対談「お坊さんが教えてく
れない肝心なこと」も必読！

宙返りの練習
田口 ランディ 著
四六判　186頁
1,650円
978-4-8341-0403-5

国のハンセン病隔離政策に協力して
きた真宗大谷派教団。その歴史に出
会うことをとおして、「あらゆる人々
を同朋として見いだす」眼をどのよ
うにして回復していくことができる
かを考えていく。

人間回復への道
─ハンセン病と真宗
酒井 義一 著
新書判　80頁
275円
978-4-8341-0429-5

響 いのちのひびき ことばのひびき
～真宗と人間解放～
真宗大谷派 編
A5判　218頁
1,980円
978-4-8341-0441-7

在日コリアン、沖縄、アイヌ民族、
部落差別…高史明・佐喜眞道夫・阿
部ユポ・山本義彦の四氏による誌上
対談をはじめ、差別の現実を生きる
人からのメッセージ、大谷派におけ
る差別問題の歴史解説を収録。

日本語・英語・ポルトガル語訳付き
念仏の救い
池田 勇諦 著
新書判　182頁

（日本語：58頁）
1,100円
978-4-8341-0450-9

「ほんとうの念仏って、どんな念仏な
のですか」。著者の問いかけから、念
仏のはたらきと阿弥陀如来の本願に
遇うことの意味をあらためて見つめな
おす。また、日本語・英語・ポルトガ
ル語の三カ国語を掲載し、親鸞聖人
の教えを世界へ向けて発信する。
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明治という激動の時代において、真
宗大谷派教団の改革と宗教的真理の
解明に取り組んだ近代真宗教学先駆
者、清沢満之の生涯とその思想につ
いて紹介する。

清沢満之
生涯と思想
教学研究所 編
A5判　182頁
1,320円
978-4-8341-0314-4

清沢満之の門下にして、暁烏敏、藤
原鉄乗とともに「加賀の三羽烏」と
呼ばれた高光大船の言葉を紹介し、
その生涯をたどる。高光大船の信心
の世界にふれる語録集。

高光大船の世界

道ここに在
あ

り
福島 和人・水島 見一 編
B6判　236頁
1,320円
978-4-8341-0277-2

親鸞聖人がつくられた「和讃」の中
で、『真宗大谷派勤行集』（赤本）に
収められている「浄土和讃」18首、

「高僧和讃」12首、「正像末和讃」12
首及び「皇太子聖徳奉讃」６首につ
いて、日常生活に即しながら、わか
りやすく解き明かす。

和讃に学ぶ
宮城 顗 著　B6判
浄土和讃　　242頁　978-4-8341-0280-2
高僧和讃　　178頁　978-4-8341-0300-7
正像末和讃　262頁　978-4-8341-0306-9
各880円

親鸞聖人があらわした「正信偈」や
「和讃」に登場する七高僧とは、一体
どのような人たちなのか？高僧たちは、
どのような時代を生き、人びとに浄土
の教えとして何を伝えたのか？私たち
にまで伝えられた仏教の歴史とことば
の響きが、物語として、語りだされる。

七高僧ものがたり
─仏陀から親鸞へ
大内 文雄 監修
畠中 光享 絵
四六判　112頁
1,320円
978-4-8341-0305-2

真の「自然（じねん）」に合掌できる道
を踏み出したいという願いをこめて、わ
が子を自殺により失くした著者の思いが
克明に描かれた渾心の書。自分が壊れ
たときに出遇った仏縁。深く重い人間中
心の現代世界の危機を見つめ、仏の教
えと親鸞聖人の信心を語り明かす。

悲の海は深く
高 史明 著
四六判　174頁
1,540円
978-4-8341-0346-5

親鸞聖人の教えに生き、「念仏総長」
と呼ばれた暁烏敏の言葉を紹介し、
その生涯をたどる。

魂
いのち

萌
も

ゆ
─暁烏 敏の世界─
福島 和人・太田 清史 編
B6判　246頁
1,320円
978-4-8341-0156-0

Q＆A形式で、子どもたちのさまざ
まな問いかけに耳をすまし、その問
いかけをとおして、大人自身が子ど
もとともに育っていく保育をさぐる。

いっしょに大きくなぁーれ
はじめて真宗保育にであう本
真宗保育ハンドブック編集委員会 編
A5判　170頁
1,320円
978-4-8341-0261-1

児童福祉、アジア問題、哲学、経済、
思想、憲法改正問題、医療、環境な
どさまざまな現場で真摯な発言と実
践を繰り広げている人びとと、大谷
派僧侶との対話集。

対話　宗教への提言
田口 ランディ・祖父江 文宏・浅井 寿樹・花崎 皋平
金子 勝・金 纓・芹沢 俊介・大澤 真幸・美谷 克己
C ダグラス ラミス・黒岩 卓夫・阿満 利麿 著
A5判　380頁
2,420円
978-4-8341-0337-3

月刊『同朋』誌で、約15年にわたり連載
されたエッセイ。その中から選りすぐりの
80編を収載。日常で出会うさまざまな出来
事をとおして、ときに見過ごしていたり、
ひっかかったり、気づいたり…そんなここ
ろのありようをユーモアを交じえ描く。

「生きる」ことに向き合う身近な哲学書。

不可思議な日常
池上 哲司 著
B6変形判　304頁
1,650円
978-4-8341-0334-2

結婚される方へ贈る記念本。詩人・
吉野弘氏の「祝婚歌」と寺川俊昭氏
の「結婚するお二人へ」を収載。自
分でメッセージも書き込める。プレ
ゼントに最適の一冊。

えにしをことほぐ
吉野 弘・寺川 俊昭 著
B6判　32頁
660円
978-4-8341-0338-0
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誕生から入滅まで、親鸞聖人の生涯と
その教えを、６章に分けて解説。引用
史料に現代語訳を付け、また聖人の旧
跡や史料の写真を使い、わかりやすさ
を追求。また聖人の生涯から、現代に
生きる私たちに問いかけられる課題に
も視点を広げる、親しみやすい一冊。

親鸞 生涯と教え
真宗大谷派学校連合会 編
A5判　130頁
880円
978-4-8341-0413-4

「恩徳讃」「真宗宗歌」「光はみちて」などおな
じみの仏教讃歌に加え、宗祖親鸞聖人七百五十
回御遠忌テーマソング４曲、蓮如上人五百回御
遠忌記念曲５曲も収載。全曲伴奏譜付で子ども
会、同朋の会などで幅広く活用できる。音楽か
ら仏教の教えにふれる讃歌集。全46曲。CD

『仏教讃歌Ⅰ』は別売1,650円（P119参照）。

仏教讃歌Ⅰ
真宗大谷派合唱連盟 編
A4変形判　112頁
1,320円
978-4-8341-0412-7

子どもと一緒に歌える仏教讃歌37曲を
収載。全曲伴奏譜付で、巻末には用
途別索引や、法要・報恩講での仏教讃
歌をもちいた次第例なども掲載。「あ
まちゃ」「こどものはなまつり」「のん
のんののさま」などを掲載。CD『仏教
讃歌Ⅱ』は別売1,650円（P119参照）。

仏教讃歌Ⅱ 
真宗大谷派合唱連盟 編
A4変形判　88頁
1,320円
978-4-8341-0470-7

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌 
音楽法要［楽譜］
真宗大谷派青少幼年センター 編　
新実徳英 作曲　Ａ４変形判 

（縦304mm×横227mm）　48頁
1,100円
978-4-8341-0614-5

テキスト・学校教本

真宗の教えと宗門
の歩み【第５版】
B6判　224頁
550円
978-4-8341-0496-7

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌をご
縁として新実徳英氏が作曲した、別
院・寺院教会においてお勤めできる
ように編成された音楽法要曲の楽譜。
※ 青少幼年センターにて取り扱っていた同

書の装丁を整え楽譜の一部を修正し、新
たに発刊したものです。

大谷派教団の基幹運動である同朋会
運動、正信偈、七高僧などの内容を
収載。さらに、親鸞聖人のご生涯、
大谷派教団の歴史、お内仏のお給仕
も掲載し充実した内容となっている。
大谷派門徒であれば知っておきたい
内容が凝縮された一冊。

高等学校向けの教科書。
［目次より］限りなきあゆみ／悩みの
なかから／欲望のさまざま／いのち
の尊さ／愛を求めて／平等へ向って
／出会いの喜び／選びに立って／知
恩に思う／歴史とともに／社会との
つながり／願いに生きる

ともしび
真宗大谷派学校連合会 編
A5判　224頁
660円
978-4-8341-0552-0

「八相成道」として説かれる釈尊の生
涯とその教えを学び、私たちが生き
ていくうえで何を課題とし、真に求
めるべきものは一体何であるのかを
問う。豊富な写真と図版を収載。

釈尊 生涯と教え
真宗大谷派学校連合会 編
A5判　136頁
550円
978-4-8341-0295-6

仏教学のテキスト『改訂 大乗の仏
道』の拠りどころとなる原典の日本
語訳・書き下し文を収載した資料集。
初期仏教徒たちが伝える釈尊の教説
や、菩薩思想の萌芽となる重要なエ
ピソードを掲載。

改訂 大乗の仏道
─仏教概要─　資料編
真宗大谷派教師養成のための教科
書編纂委員会 編　A5判　206頁
1,100円
978-4-8341-0608-4

1987年より発行されていた『大乗の
仏道―仏教概要―』を全面改訂。
真宗教学の基本となる仏教を、「大乗
の仏道」の視点に立って、わかりや
すく解説した仏教概要の基本書。巻
末には、仏教史略年表や索引、地図
付。

改訂 大乗の仏道
─仏教概要─
真宗大谷派教師養成のための教科
書編纂委員会 編　A5判　296頁
2,750円
978-4-8341-0525-4

真宗大谷派教師検定受験者必携の書。
真宗大谷派宗憲・宗教法人「真宗大
谷派」規則・宗教法人法などを収載。

真宗大谷派宗憲
宗教法人法
A5判　78頁
550円
978-4-8341-0355-7
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『観無量寿経』序分の延べ書き・文
意・語註・主題・問題点と、正信
偈・同朋奉讃を収めた、同朋の会、
推進員養成講座用テキスト。「王舎城
の悲劇」の物語、用語解説、地図・
年表などを収載。

現代の聖典【第３版】
─観無量寿経序分─
教学研究所 編
A5変形判　168頁
550円
978-4-8341-0268-0

同朋の会テキスト『宗祖親鸞聖人』
（P17・45）の学習手引書。浄土真宗
の宗祖である親鸞聖人と向かい合い、
その生涯をとおして、自ら念仏者とし
て生きる姿勢を学ぶ。上巻は第１章
から第５章、下巻は第６章から第９
章で構成。

宗祖聖人 親鸞
─生涯とその教え（上）・（下）
宮城 顗 著　A5判

（上）294頁 978-4-8341-0181-2
（下）274頁 978-4-8341-0182-9
各1,650円

真宗大谷派教団が、どのような歴史
を歩んできたのかを学ぶことによっ
て、現在の教団のあり方をたしかめ、
教団の課題を自らの課題として受け
とめる。年表・真宗大谷派系譜・索
引付。

教団のあゆみ
─真宗大谷派教団史─
真宗大谷派教師養成のための教科
書編纂委員会 編　A5判　188頁
1,650円
978-4-8341-0216-1

親鸞聖人があきらかにされた浄土真
宗はどのような仏教なのか。親鸞聖
人の仏道のあゆみ、浄土三部経と仏
弟子の伝統、真宗の基本的要義の視
点に立ち、その基本姿勢と根本要義
を学ぶ。

浄土の真宗
─真宗概要─
真宗大谷派教師養成のための教科
書編纂委員会 編　A5判　308頁
2,200円
978-4-8341-0283-3

儀式執行の意義と心得を学び、声明
作法を習得するための儀式概要。本
編「声明作法」、付編「真宗寺院の歴
史」を収載。

真宗の儀式
─声明作法─
真宗大谷派教師養成のための教科
書編纂委員会 編　A5判　150頁
1,650円
978-4-8341-0259-8

テキスト『現代の聖典─観無量寿経
序分─』の問題点について学習を深
め、日常生活においても聞法できる
よう編集した手引書。「王舎城の悲
劇」の関連人物の紹介・真宗の系譜
略年表などを収載。

現代の聖典
学習の手引き
教学研究所 編
A5判　472頁
1,650円
978-4-8341-0269-7

同朋の会テキスト。宗祖親鸞聖人の
伝記と法語をとおして、私たちのあ
り方をあきらかにする。本書の学習
手引書として、『宗祖聖人親鸞─生涯
とその教え』（上・下）がある（P17・ 
44参照）。

宗祖親鸞聖人
─同朋の会テキスト─
教学研究所 編
B6判　80頁
330円
978-4-8341-0138-6

部落差別が、我々の歴史の中で生み
出されてきたことへの反省をとおし
て、一人ひとりの課題をあきらかに
する部落差別問題学習テキスト。

 仏
みほとけ

の名
みな

のもとに
─部落差別問題学習テキスト─
真宗大谷派解放運動推進本部 編
B6判　128頁
440円
978-4-8341-0511-7

聖典を読み深め、現世利益和讃をと
おして釈尊の教え、親鸞聖人の教え
にふれる一冊。

現世利益和讃
（聖典シリーズ７）
蓬茨 祖運 著
B6変形判　80頁
275円
978-4-8341-0098-3

他力信念の実践に生きた清沢満之の、
「他力の救済」「絶対他力の大道」「精
神主義」「我が信念」の４編を収載。
解説と略年譜付。

清沢満之の精神主義
教学研究所 編
A5判　32頁
110円
978-4-8341-0022-8

テ
キ
ス
ト・学
校
教
本
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テキスト・学校教本 聞法テキスト

1979年に刊行し、長年テキストとし
て活用されている一書。「正信偈」の
読み方、意訳要点、参考、脚注、大
意、さらに学習のための問題点付。

正信偈
教学研究所 編
A5判　128頁
440円
978-4-8341-0036-5

真宗大谷派教師試験検定のための問
題集。真宗学・仏教学・教化・声明
作法・法規を収載。

（13）2013年春期～2015年夏期
（14）2016年春期～2018年夏期

教師試験検定問題集
（13）・（14）
（13）A5判　72頁　660円
（14）A5判　48頁　660円

『歎異抄』学習用のテキスト。寺川俊
昭氏が「『歎異抄』を読む人のため
に」と題し、『歎異抄』の成立やその
主題などをわかりやすく解説。全原
文・脚注・解説付。

歎異抄　【改訂版】
B6判　80頁
275円
978-4-8341-0576-6

宗祖親鸞聖人御誕生
八百五十年・
立教開宗八百年慶讃記念
一念多念文意・
一念多念分別事　
聞法テキスト①
本文篇監修：聖教編纂室　
付録篇協力：聖教編纂室・ 
大秦一浩・山田恵文
編集・発行：東本願寺出版
A5判　136頁
1,100円
978-4-8341-0624-4

聞法テキスト
宗祖著作の聖教に立ち返った学びを
深めていただくことを願いとした聞
法テキストシリーズ第1弾。
本文篇と付録篇の二篇構成。本文篇
には、本文に加え読解に資する註を、
付録篇には、読解の一助として現代
語訳や両聖教の対照表、親鸞聖人の
略年表を掲載。
　『一念多念文意』『一念多念分別事』
を学ぶ上での必須テキスト。

聞
法
テ
キ
ス
ト

テ
キ
ス
ト・学
校
教
本



48 49

真宗文庫 真宗文庫

真宗文庫
現代と親鸞
─現代都市の中で 
宗教的真理を生きる─
本多 弘之 著
文庫判　340頁
825円
978-4-8341-0574-2 

殺戮と天災の戦国乱世において、蓮如が送
り届けた『御文』とよばれる手紙の数々は、
人びとの心に深く染みわたり、念仏に生き
る無数の真宗門徒を生んだ。その『御文』
の精神を読み解き、現代につながる真宗教
団の礎を築いた蓮如の思想的歩みに迫る。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞から蓮如へ
真宗創造─『御文』の発遣─
池田 勇諦 著
文庫判　306頁
825円
978-4-8341-0572-8 

維新政府の神道国教化政策、ヨーロッパ
合理主義の仏教信仰の否定などにより未
曾有の危機に追い込まれた日本仏教界
において、親鸞の信に自らの生命の糧を
見出し、全身全霊で新しい近代教学を
模索した先覚者たちの群像をたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
近代日本と親鸞
─信の再生─
安冨 信哉 著
文庫判　326頁
825円
978-4-8341-0573-5 

現代人にとって、宗教、わけても親鸞の説く
絶対他力の浄土真宗はどのように関わり得
るのか。オウム真理教事件以後、９・１１事
件からイラク・アフガン問題に至る幅広い視
野のもと、独尊の尊さの自覚をとおして他力
の信念に回帰することの大切さを説く。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

親鸞聖人が生涯をかけて推敲を重ね
た主著であり、浄土真宗の根本聖典
で あ る『顕 浄 土 真 実 教 行 証 文 類』

（『教行信証』）をやさしくひもとく。
真理が事実としてはたらく“ほんと
うの教え”をたずね、私たちの生き
方を問い直す一冊。

真宗文庫
浄土真宗の教え
─真実の教・行・信・証─
宮城 顗 著
文庫判　268頁
825円
978-4-8341-0584-1 

真宗文庫
わが心の歎異抄
今井 雅晴 著
文庫版　256頁
825円
978-4-8341-0597-1 

親鸞語録ともいわれる『歎異抄』。こ
の書を人生で一番影響を受けた書物
として挙げる著者が、自らの歩みを
とおして、その魅力をたずねる。
※ 本書は、2007年に発行した『わが心の歎

異抄』を、語句の整理などを加え、真宗
文庫として新たに発行したものです。

真宗文庫
親鸞の伝記
─『御伝鈔』の世界─
草野 顕之 著
文庫判　262頁
825円
978-4-8341-0570-4 

覚如によって執筆された親鸞の伝記『親
鸞伝絵』。初稿本は戦乱のうちに亡失し
たが、それに基づいて作成された現存の
異本の考証と、各地に残る伝承の分析を
通じて、歴史上の親鸞の実像に迫る。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の教

きょうけ

化
─和語聖教の世界─
一楽 真 著
文庫判　296頁
825円
978-4-8341-0562-9 

親鸞聖人が課題とした「教化」につ
いて、『唯信鈔文意』や『一念多念文
意』、『三帖和讃』、御消息など、和文
で綴られた著作（和語聖教）をとお
してたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

『歎異抄』の全体を貫いているのは、「異なる
ことを歎く」精神である。本書では特に、真
宗の精髄である「本願による救い」「念仏と
は何か」「悪人の成仏」を読み解き、親鸞の
仏道に迫るとともに、現代を生きる私たちが、

『歎異抄』の心にいかに救われるかを考える。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の説法
─『歎異抄』の世界─
延塚 知道 著
文庫判　328頁
825円
978-4-8341-0571-1 

真宗文庫
新刊  子どもと読みたいほとけ

さまのおはなし─24のレターブック─
藤 祐樹・木村 慎・酒井 義一・杉原 隆・西尾 朋央・松下 蓮・
佐賀枝 夏文・狐野 やよい・本間 義敦・中村 薫・栗栖 寂人・楠 信生・
青井 和成・星野 暁・金 暁子・江馬 雅臣・桂川 正見・櫻木 証・
大橋 宏雄・平野 喜之・金石 潤導・松扉 覚・寺本 温・四衢 亮 著
文庫判　164頁
715円
978-4-8341-0636-7 

真宗文庫

真宗文庫
新刊  親鸞の「いのちの歌」
正信偈入門
古田 和弘 著
文庫判　432頁
1,320円（税込）
978-4-8341-0628-2 

“自分って何だろう？”“いのちっ
て？”多感な子どもたちに寄り添う
真宗大谷派僧侶24人が大切にしてい
るほとけさまのお話を届ける。子ど
もも大人も読める短編の法話集。

「正信偈」全百二十句を書き下し・著
者意訳とともに易しく読み解き、その
意味と〝こころ〟にふれる。はじめて

「正信偈」の内容を学ぼうとする方に、
まず手に取っていただきたい一冊。
※ 本書は、東本願寺出版発行の『正信偈の

教え』全3巻をまとめ、文庫化したもの。

真
宗
文
庫
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真宗文庫 真宗文庫

真宗文庫
親鸞が出遇った釈尊
─浄土思想の正意─
小川 一乘 著
文庫判　272頁
825円
978-4-8341-0559-9 

釈尊による覚りの原理、≪縁起の道
理≫の発見とその展開とをわかりや
すく跡づけながら、親鸞聖人の浄土
思想の中核へと導く。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
僧
おぼうさん

侶31人のぽけっと法話集
黒田 進・能邨 勇樹・渡邊 学・酒井 義一・荒山 信・靍見 美智子・
片山 寛隆・寺本 温・園村 義誠・四衢 亮・藤井 理統・木ノ下 秀俊・
平原 晃宗・二階堂 行壽・今泉 温資・渡邉 尚子・伊奈 祐諦・望月 慶子・
保  々眞量・楠 信生・池田 徹・宮部 渡・木戸 尚志・本多 雅人・五辻 文昭・
高名 和丸・河野 通成・藤井 善隆・直林 真・藤場 芳子・海 法龍 著
文庫判　196頁　
825円
978-4-8341-0534-6 

ラジオ番組「東本願寺の時間」（1951
～2015年）で放送された法話から、
毎日お念仏の教えに出遇ってほしい
という願いのもと31話を選出。日々
の生活の中での出来事をとおして、
やさしく仏さまのことばにふれる短
編法話集。

真宗文庫
すべてが君の
足あとだから─人生の道案内─
佐賀枝 夏文 著
文庫判　240頁
825円
978-4-8341-0523-0 

幼い頃に父親と死別、母親とも生き
別れとなった経験をもつ佐賀枝夏文
氏の、人生の物語。そして、「悲し
み」と「不安」ばかりで生きてきた
佐賀枝氏だからこそ伝えたい、悩め
るすべての人に向けたやさしいメッ
セージ集。

真宗文庫
歴史のなかの親鸞
─真実のおしえを問う─
名畑 崇 著
文庫判　334頁
825円
978-4-8341-0558-2 

親鸞聖人があきらかにされた浄土真宗
は、日本仏教史においてどのような意味
をもつのか。法然上人から親鸞聖人へ受
け継がれた「宗教改革」の実像を、実証
的歴史学の視点からあきらかにする。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
暮らしのなかの仏教語
大江 憲成 著
文庫判　254頁
825円
978-4-8341-0539-1 

「出世」「有頂天」「退屈」「微妙」「有
り難う」 …、日頃使っている言葉の
ルーツをたずねていくと、実はその
源の多くが仏教にあった！？ 「48語」
を手がかりに、今まで知らなかった
言葉の世界を説き開く。

真宗文庫
浄土真宗
─往生と不退─
仲野 良俊 著
文庫判　240頁
825円
978-4-8341-0452-3 

あなたは浄土真宗とほかの宗教との違い
がわかりますか。宗教があいまいになっ
た現代だからこそふれてほしい、聖人が
見出した世界。真宗大谷派元教学研究
所長が最晩年に遺した「浄土真宗とは
何か」を問う５回の講義録。1988年に発
行された単行本を真宗文庫で再発刊。

真宗文庫

親鸞の世界
鈴木 大拙・曽我 量深・金子 大榮・西谷 啓治 著
文庫変形判　446頁
1,650円
978-4-8341-0438-7 

1961年、親鸞聖人七百回御遠忌を迎えるにあ
たって、当時の仏教界を代表する鈴木・曽
我・金子の三氏が、京都・比叡山上において
西谷氏の司会により三日間にわたって討論した
記録。2011年、宗祖親鸞聖人七百五十回御遠
忌を機縁に、真宗文庫として改訂復刊。京都
会館で行われた三氏の御遠忌記念講演も収載。

真宗文庫
地獄と極楽
宮城 顗 著
文庫判　176頁
715円
978-4-8341-0515-5 

「地獄」と「極楽」をテーマにした法
話。仏教にであい、ほんとうに人生
を歩む力を賜るということは、「地
獄」という世界が、まさに自分自身
をいい当てるものとして深く頷かれ
るところにあるということを、浄土
真宗の深い学びから語る。

真宗文庫
親鸞の仏道
─『教行信証』の世界─
寺川 俊昭 著
文庫判　290頁
825円
978-4-8341-0561-2 

親鸞聖人の主著『教行信証』。親鸞聖
人が生涯の長い期間をかけて練りに
練った思索を自ら書き記した『教行
信証』を手がかりに、親鸞聖人の思
想と信念をたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
釈尊から親鸞へ
─七祖の伝統─
狐野 秀存 著
文庫判　318頁
825円
978-4-8341-0560-5 

釈尊から法然上人に至る真実の仏教の伝
承を、インド、中国、日本の三国の七高
僧〈龍樹・天親・曇鸞・道綽・善導・源
信・源空（法然）〉の教えから読み取り、
親鸞聖人の真宗仏教への思いをたどる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。
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真宗文庫 真宗文庫

真宗文庫 真宗教育シリーズ６

「私」をあきらかにする仏教
小川 一乘 著
文庫判　74頁
385円
978-4-8341-0516-2 

近代理性主義における人間の問題を
指摘しつつ、釈尊から親鸞聖人へと
つながる教えの根本にある思想をと
おして、「生かされている私」である
という自覚に立った真宗教育のあり
方を語る。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真宗文庫 真宗教育シリーズ５

苦悩を超えて歩む
宮森 忠利 著
文庫判　80頁
385円
978-4-8341-0493-6 

苦しみや悲しみを超えて念仏の教え
に生きた人たちの言葉に感動し、自
分自身の生き方をあらためて見つめ
た生徒たちの心の動きを紹介しなが
ら、親鸞聖人に学んでいく。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真宗文庫 真宗教育シリーズ４

大きな願いに生きよう
太田 清史 著 
文庫判　84頁
385円
978-4-8341-0471-4 

真宗文庫（真宗教育シリーズ）

本当のいのちの意味というものを互いに
たしかめあっていけるような社会とは。
人間のもつ価値観を超えて、共に仏さま
の大地に根を下ろして生きていこうと願
う人間教育のあり方を、親鸞聖人や先人
の教えから語る。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真宗文庫 真宗教育シリーズ３

非常識のススメ
浅野 玄誠 著
文庫判　88頁
385円
978-4-8341-0451-6 

現代は「非常識」や「異なり」は認められ
ない。今の教育には失敗できるチャンスが
与えられない。社会の価値観から、はみ出
せない。では、本当の自由とは、学びとは
何だろうか。現代社会における「真宗教
育」のあり方を語る。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真宗文庫

歎異抄聴記
曽我 量深 著
文庫変形判　556頁
1,650円
978-4-8341-0267-3

1942年７月の安居本講での著者の講
義を、安田理深、松原祐善ら四氏が
筆録し、戦後刊行された。これまで
刊行されてきた『歎異抄』に関する
数多の書籍の中でも、本書は名著と
語り継がれている。巻末に語句及び
内容の解説付。

真宗文庫 真宗教育シリーズ７
新刊  仏教と人間教育
そして真宗
木越 康 著
文庫判　88頁
385円
978-4-8341-0626-8 

「他者と共に生きる事」の大切さは理解できても、
自己中心性を離れることができない私たち。それ
でも、朋

とも

なる社会の実現を諦めず、明るい未来へ
向かうには一体どうすればいいのか…。次代を担
う子ども達のために仏教・真宗教育がもつ意義
を、ブッダ、親鸞聖人の教えをとおして尋ねる。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真
宗
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真宗文庫 真宗新書

真宗文庫 真宗教育シリーズ１

安心してがんばれる世界を
真城 義麿 著
文庫判　80頁
385円
978-4-8341-0437-0 

真宗文庫（真宗教育シリーズ）

「そのままで尊い」という世界にふれ
ることができれば、人は安心して自
らの場において力を尽くすことがで
きる。成果主義の世の中にあって、
親鸞聖人の教えに基づく教育とは何
かを語る。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真宗新書
はじめての仏教学
─ゴータマが仏陀になった
宮下 晴輝 著
新書判　224頁
858円
978-4-8341-0620-6 

約2500年前、お釈迦さまが明らかに
された仏教は、現代を生きる私たち
に何を伝えているのか。仏教成立の
時代背景、お釈迦さまの生涯をとお
して、仏教の基本的な思想をやさし
い言葉で解説。仏教をはじめて学ぶ
方にも最適な一冊。

真宗新書
仏さまの願い
─四十八のメッセージ
尾畑 文正 著
新書判　264頁
858円
978-4-8341-0602-2 

浄土真宗の正依の経典『仏説無量寿
経』に説かれる阿弥陀仏の四十八願。
すべての衆生を救い、平和・平等・
自由の世界を願うこの四十八願に、
現代を生きる人間と社会の課題をた
ずねる。筆者による四十八願の現代
語訳付き。

真宗新書
現
い ま

在を生きる
仏教入門
古田 和弘 著
新書判　196頁
858円
978-4-8341-0568-1 

真宗新書

「いま、なぜ仏教なのか？」という問
いを念頭に、釈尊からはじまり、イ
ンド、中国を経て親鸞聖人の教えに
至る仏教の真髄をわかりやすくひも
といた、仏教を初めて学ぶ人のため
の入門書。

真宗新書
浄土真宗入門
─親鸞の教え─
池田 勇諦 著
新書判　224頁
858円
978-4-8341-0532-2 

鎌倉時代に親鸞聖人が明らかにされた
浄土真宗の教えは、現代の私たちに何
を伝えようとしているのか。その教え
を聞くことで、私たちの生活がどう変
わっていくのか…。基本をたしかめた
い人から、より深く学びたい人まです
べての人に向けて解き明かす。

真宗文庫 真宗教育シリーズ２

ほんとうに生きるということ
中川 皓三郎 著
文庫判　84頁
385円
978-4-8341-0440-0 

「共に助け合って生きる」世界に生きていこう
と歩み出すことによって、私たち一人ひとりの
身に「ほんとうの人間」になっていく人生が始
まる。「人間で在ることの課題」に応えられた
親鸞聖人の教えと共に、「浄土真宗」に基づく

「真宗教育」とは何かを語る。
巻末には真宗大谷派学校連合会加盟校一覧表とマップを掲載。

真宗新書
新刊  正信偈に学ぶ
─親鸞聖人からの贈り物
狐野 秀存 著
新書判　264頁
858円
978-4-8341-0630-5 

浄土真宗の教えの要が述べられた親
鸞聖人の偈文「正信偈」。混沌の現

い

代
ま

を生きる私たちに届けられた、阿弥
陀如来の本願「えらばず、きらわず、
見すてず」の心とは？「正信偈」全
百二十句のあじわいを丁寧につづる。

真
宗
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書
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真宗新書 聞思の人シリーズ

1983年に発行された同書をルビを付
すなど読みやすく改訂。仏教の深い
学びから語られる講義、キリスト教
の神学者との鼎談などを収載。「仏の
世界を万人に公開する法が念仏であ
る」など、安田氏のことばを収載。

聞思の人⑤
安田理深集（上）
教学研究所 編
四六判　196頁
1,650円
978-4-8341-0492-9

教学研究所の機関誌『教化研究』所載の講
演録及び執筆原稿より抜粋・編纂。「仏教に
一番大事なのは言葉に感動することなので
はないかね」と熱く語る講義をとおし、さ
まざまな経典や教説が示す浄土の教学を明
らかにする。1983年に発行された同書にル
ビを付すなどして読みやすくした改訂版。

聞思の人⑥
安田理深集（下）
教学研究所 編
四六判　240頁
1,650円
978-4-8341-0518-6

仏道を生活の中に実験しつづけ、親
鸞聖人の教えを現代に蘇らせた人、
蓬茨氏の『教化研究』（昭和31年～37
年）の論稿を収載。その言葉に出遇
い、私たちが今一度「聞思する姿勢」
を問いなおす一冊。

聞思の人⑦
蓬茨祖運集（上）
教学研究所 編
四六判　256頁　
1,650円
978-4-8341-0454-7

『教化研究』（昭和37年～54年）の論稿と冊子
『誕生のこころ』の随想より抜粋・編纂。当
時、国会に提出された靖国神社法案が私たち
から何を奪おうとしているのか。憲法９条の
改正が議論されている今、真宗人としての態
度を示す「政治で神をつくるな」や現代の人
間観を問いただす「人間と宗教」などを収載。

聞思の人⑧
蓬茨祖運集（下）
教学研究所 編 
四六判　250頁
1,650円
978-4-8341-0468-4

聞思の人シリーズ①～⑧までの全巻
セットが特製ＢOXに入っています。

「聞思の人」シリーズは、教学研究所
の機関誌『教化研究』所載の曽我量
深氏・金子大榮氏・安田理深氏・蓬
茨祖運氏の講演録及び執筆原稿より
抜粋・編纂。

聞思の人
全巻セット（①～⑧）
教学研究所編
13,530円
978-4-8341-0522-3

聞思の人シリーズ
真宗新書
なぜ？ 
からはじまる歎異抄 
武田 定光 著
新書判　216頁
858円
978-4-8341-0521-6 

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや
悪人をや」というフレーズに代表さ
れる、我々の常識では納得できない
ような『歎異抄』の一つひとつの表
現を、「なぜ？」と足をとめ、丁寧に
書き表した一冊。
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聞思の人シリーズ 専門書

聞思の人③
金子大榮集（上）
教学研究所 編
四六判　284頁
1,650円
978-4-8341-0483-7

1978年に発行された同書をルビを付
すなど読みやすく改訂。真宗の人間
観から、僧侶が教化に携わる際の課
題に至るまで明快に語る。「人間とい
うものは、人間の力ではどうにもで
きないものとして成り立っている」
など、金子氏の言葉にであえる。

聞思の人②
曽我量深集（下）
教学研究所 編
四六判　304頁
1,980円
978-4-8341-0474-5

1978年に発行された同書をルビを付すな
ど読みやすく改訂。「浄土は身にあたえら
れるものでなくて心にあたえられるもの
であります」と真宗の生活を力強く語る。
講義録のほかに未発表論文「愚禿が心
は」や、金子氏に宛てた書簡を収載。同
朋会運動展開の原動力を見出す必携書。

聞思の人①
曽我量深集（上）
教学研究所 編
四六判　280頁　
1,650円
978-4-8341-0447-9

1977年に発行された同書をルビを付
すなど読みやすく改訂。『教化研究』
創刊号に寄稿した「如来」から宗祖
親鸞聖人七百回御遠忌記念講演「信
に死し願に生きよ」までを収載。

1978年に発行された同書を改訂。教学
研究所の機関誌『教化研究』所載の講
演録及び執筆原稿より抜粋・編纂。仏
教音楽や声明、「空」観と念仏の関係な
ど、仏教の深い学びからさまざまなテー
マで話された講義や論文を収載。下巻
には新たに金子大榮氏の略年表が追加。

聞思の人④
金子大榮集（下）
教学研究所 編
四六判　270頁
1,650円
978-4-8341-0514-8

浄土真宗の葬儀
竹中 智秀 著
A5判　160頁
1,540円
978-4-8341-0594-0

枕勤めから納棺、通夜、葬儀、埋葬、
中陰、そして年忌法要まで…、形式
化・習俗化の一途をたどる葬送儀礼の
一つひとつの本来の意味をたしかめ
る。真宗門徒が本願念仏の教えに出
あう場としての「浄土真宗の葬儀」の
回復を願う、葬儀テキストの決定版。

念仏の教えを聞く者に、どのような
共同体が開かれるのか。親鸞聖人が
つくり、蓮如上人が真宗門徒のお勤
めとして定着させた「正信偈」をと
おして、浄土真宗の歴史をひもとき、
真宗における僧

さ ん

伽
が

とは何かを問う一
冊。

真宗僧伽論
─正信偈をとおして─
安冨 信哉 著
B6判　164頁
1,320円
978-4-8341-0596-4

親鸞聖人真筆の『顕浄土真実教行証
文類』（坂東本）を、頁を合わせなが
ら精確に活字化した一冊。
※１ 本書は、宗祖親鸞聖人七百五十回御遠

忌を記念して出版した『顕浄土真実教
行証文類 翻刻篇』を、宗祖親鸞聖人
御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶
讃事業を機縁に、縮刷版として刊行し
たものです。

※２ 『顯淨土眞實教行證文類 翻刻』収載
の「翻刻篇」と「付録篇一・二」の分
売を行っています。〈価格は各11,000円

（税込）〉

顯淨土眞實 
敎行證文類  
翻刻篇 縮刷版
大谷大学 編
B6判　788頁
4,400円
978-4-8341-0610-7

専門書

女性史に学ぶ 
学習資料集
真宗大谷派解放運動推進本部女性室 編
B5判　223頁
1,320円
978-4-8341-0607-7

これまでの真宗大谷派の女性に関す
る制度・教学教化における歴史の史
料を収集整理した学習資料集。

専
門
書
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専門書 専門書

浄土真宗では、法事を亡き人を案じる
「追善の仏事」とせず、亡き人から案
じられていたことにうなずき、私たち
が真実に生きるということを問題にす
る「報恩の仏事」としていただくとい
うことを、善導大師の『法事讃』を読
み解きながらあきらかにする。

浄土真宗の
儀式の源流
─『法事讃』を読む─
竹中 智秀 著　A5判　164頁
1,540円
978-4-8341-0487-5

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念
事業『教行信証』坂東本の修復作業
において新たに発見された、角点の調
査報告。角点が親鸞聖人御自身の手
によるものであることを明らかにし
た、画期的な研究書。

坂東本『顯淨土眞實敎
行證文類』角点の研究
赤尾栄慶・宇都宮啓吾 監修・執筆
A4判上製・箱入　534頁
16,500円
978-4-8341-0503-2

近現代におけるハンセン病問題の歴
史と大谷派との関わりを学ぶための
学習用資料集。巻末には、「近現代ハ
ンセン病問題略年表」「各療養所の所
在地および入所者数一覧」を掲載。

ハンセン病問題に
学ぶ学習資料集
真宗大谷派解放運動推進本部・真宗大
谷派ハンセン病問題に関する懇談会 編
B5判　192頁
1,320円
978-4-8341-0591-9

『顯淨土眞實敎行證文類』
坂東本翻刻
大谷大学 編
B5判 翻刻篇　　788頁
 附録篇一　278頁
 附録篇二　642頁
19,800円
978-4-8341-0455-4

宗祖七百五十回御遠忌記念事業として大
谷大学聖教編纂室で行われた、親鸞聖人
真筆の『教行信証』坂東本の翻刻事業。
坂東本と頁を合わせながら、精確に活字
化。親鸞聖人の思索の跡が再現され、

『教行信証』制作の真意にふれることが
できる。脚注や補注、索引なども併載。

『教行信証』の「総序」「教巻」「行巻」「信
巻」「証巻」までを収載。上段に書き下し文、
下段に現代語訳を配置し、上下を対照しな
がら読み進めていくことができる。また、書
き下し文中の難解な用語には脚註、さらに巻
末に語註を掲載。その他、訳註や索引も掲
載しており、入門書として活用できる。

解読　教行信証（上巻）
教学研究所 編
A5判　476頁
4,180円
978-4-8341-0448-6

本願に生きる場とは。私たちが生き
る現実であることを解き、親鸞聖人
をはじめとする諸師が遺された教え
と真向かいになり、真宗を学ぶ視点
をさぐる。

本願に生きる
宮城 顗 著
A5判　128頁
880円
978-4-8341-0313-7

真宗大谷派とアイヌ民族との関わりをひ
もとき、アイヌ民族差別問題を学ぶため
の資料集。①本当の共生を求めるアイヌ
民族の方々の願い、②人と人との出会い
が妨げられてきた歴史、③真宗門徒とし
てアイヌ民族差別問題を学ぶとは何かを
基本に、北海道教区との協議を経て編集。

アイヌ民族差別と大谷派教団
共なる世界を願って
真宗大谷派解放運動推進本部
アイヌ民族差別に関する学習資料集編集委員会 編
B5判　178頁
1,320円
978-4-8341-0444-8

高木顕明の事績に学ぶ
─学習資料集

「高木顕明の事績に学ぶ学習資料集」編集委員会
大阪教区高木顕明の事績に学ぶ実行委員会
真宗大谷派解放運動推進本部　編　B5判　182頁
1,320円
978-4-8341-0415-8

史料をもとに、宗祖親鸞聖人の生涯
と教えを学ぶ。1960年発行の初版に、
近年の研究成果などを加え、文字も
大きくするなどレイアウトを変更し、
利便性を高めた。
また主に近世に流布した宗祖の生涯
に関する伝承・伝説も付録に掲載。

親鸞聖人行実【改訂版】
教学研究所 編
A5判　474頁
3,300円
978-4-8341-0396-0

「大逆事件」から100年─。非戦・平
等に生き、冤罪とされた先人たちの
願いを忘れないため作成された学習
資料集。

ハンセン病問題の過去から現在、そ
して未来に目を向ける一冊。国の隔
離政策に同調してきた大谷派の歴史
から問い返されている、私たちの歩
むべき道をあきらかにしていく。

いま、共なる歩みを
─ハンセン病回復者との
 出会いの中で
真宗大谷派ハンセン病問題に関す
る懇談会 編　A5判　350頁
1,980円
978-4-8341-0315-1
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専門書 専門書

真宗において「言葉の問題」とされる
「宿業」についての主要論文４編を収
載。「善悪因果論の問題性についての
序論」（西田真因）、「親鸞における宿業
の問題」（幡谷 明）、「仏教の業論から
見た宿業問題について」（雲井昭善）、

「宿業─その論理と倫理」（安冨信哉）。

真宗の教学における
宿業の問題〔第二巻〕
教学研究所 編
A5判　〔第一巻〕品切〔第二巻〕236頁
2,750円
978-4-8341-0260-4

真宗本廟における住職修習での講義
録。真宗門徒であることが見えなく
なりつつある今日、真宗門徒として
共に歩むことの願いを語る。

真宗門徒
和田 稠 著
A5判　80頁
440円
978-4-8341-0285-7

親鸞聖人が仰がれた曇鸞・道綽・善
導が念仏にいそしみ、中国浄土教史
の上で多大な影響をもたらした玄中
寺の歴史を学ぶ。

浄土古刹玄中寺
宋 沙蔭 著
滋野井 恬・桂華 淳祥 共訳
四六判　366頁
2,750円
978-4-8341-0191-1

蓮如上人の生涯の事跡を豊富な史料
で顕彰。上人の思想・生涯を学ぶ必
携の書。

蓮如上人行実
教学研究所 編
A5判　266頁
2,750円
978-4-8341-0224-6

『浄土論註』の索引書。音訓索引・画
数表とともに、親鸞聖人加点本を底
本に諸本校合し、大正新脩大蔵経・
真宗聖教全書の頁数も加えた『浄土
論註』学習のための必携の書。

浄土論註総索引
教学研究所 編
B5判　286頁
5,280円
978-4-8341-0074-7

『浄土論註』の学習用のテキスト。原
文、読み下し文、現代語訳の解読の
ほか、脚注、科文付。

解読 浄土論註　
【改訂版】
蓑輪 秀邦 編
B5判　188頁
3,850円
978-4-8341-0163-8
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専門書 専門書
安居講録

年 本講／次講 書 名 著 者 頒 価

2021 本 『大無量寿経』講讃―宗祖の視点で下巻を読む―
978-4-8341-0634-3 延塚知道 3,850

2021 次 観念法門試解
978-4-8341-0635-0 三木彰円 3,850

2019 本 『愚禿鈔』講讃 ―教相判釈と真宗開顕―
978-4-8341-0604-6 田代俊孝 4,400

2019 次 摂大乗論第十章彼果智分の考究
978-4-8341-0605-3 宮下晴輝 3,850

2018 本 安楽集講要
978-4-8341-0590-2 木村宣彰 3,850

2018 次 『改邪鈔』史考
978-4-8341-0589-6 草野顕之 3,300

2017 本 『蓮如上人御一代記聞書』試論
978-4-8341-0563-6 大桑　齊 4,400

2017 次 『後世物語聞書』聴記
978-4-8341-0564-3 木越　康 3,850

2016 本
『顕浄土真実証文類』解釈
―「証」の二重性についての試論―
978-4-8341-0536-0

小川一乘 4,400

2015 本 金剛信の獲得
978-4-8341-0512-4 本多弘之 3,850

2015 次 ハリバドラの伝える瑜伽行中観派思想
978-4-8341-0513-1 一郷正道 3,300

2014 本 「顕浄土真実行文類」講讃 ―御自釈―
978-4-8341-0485-1 廣瀬　惺 4,400

2013 次 『華厳経』に学ぶ ―華厳浄土義管窺―
978-4-8341-0467-7 中村　薫 3,850

2012 次
『大無量寿経』の讃歌と問答
―曇鸞撰『讃阿弥陀仏偈幷論』を読む―
978-4-8341-0445-5

加来雄之 4,400

2011 本 『教行信証』成立の背景
978-4-8341-0435-6 名畑　崇 2,750

2011 次 本願念佛の開顕
978-4-8341-0436-3 藤嶽明信 2,750

2010 次 大般涅槃経序説
978-4-8341-0419-6 織田顕祐 3,300

2009 本 浄土方便の仏道
978-4-8341-0406-6 福島光哉 2,750

安居講録
年 本講／次講 書 名 著 者 頒 価

2009 次 『唯信鈔文意』講讃 ―選択と唯信―
978-4-8341-0407-3 田代俊孝 2,750

2008 本 『顕浄土真仏土文類』窃以 ―迷失せる恩徳―
978-4-8341-0392-2 鍵主良敬 2,750

2008 次 『宗名往復録』註解
978-4-8341-0393-9 木場明志 3,300

2007 次 『浄土論註』に学ぶ ―願生浄土の仏道―
978-4-8341-0375-5 尾畑文正 2,750

2005 本 『尊号真像銘文』敬信記
978-4-8341-0340-3 名畑　崇 2,750

2004 本 『佛説観無量寿経』講究
978-4-8341-0327-4 福島光哉 2,750

2004 次 『浄土文類聚鈔』に学ぶ ―序・正釈「散説段」 ―
978-4-8341-0322-9 廣瀬　惺 2,750

2003 次 『選択本願念仏集』私記
978-4-8341-0308-3 安冨信哉 2,750

2002 本 『顕浄土真実信文類』講讃 ―証大涅槃の真因―
978-4-8341-0293-2 小野蓮明 2,750

2002 次 『阿弥陀経』依報段試解
978-4-8341-0291-8 畝部俊英 3,300

2000 本 群萌の一乗 ―『顕浄土真実行文類』講究―
978-4-8341-0287-1 寺川俊昭 3,850

2000 次 蓮如上人遺徳記読解
978-4-8341-0288-8 大桑　齊 4,400

1999 本 無上涅槃の妙果 ―『顕浄土真実証文類』要訣―
978-4-8341-0352-6 鍵主良敬 6,050

1998 本 「顕浄土方便化身土文類」の考察
978-4-8341-0278-9 柏原祐泉 3,850

1995 本 興真宗　観経玄義分試解
978-4-8341-0252-9 廣瀬　杲 4,950

1995 次 『無量寿経優婆提舎願生偈註』読解
978-4-8341-0333-5 神戸和麿 6,600

1994 次 破邪顕正鈔序説
978-4-8341-0249-9 名畑　崇 2,750

1993 次 注維摩経序説
978-4-8341-0232-1 木村宣彰 2,750
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大谷派教団の基幹運動である同朋会
運動、正信偈、七高僧などの内容を
収載。さらに、親鸞聖人のご生涯、
大谷派教団の歴史、お内仏のお給仕
も掲載し充実した内容となっている。
大谷派門徒であれば知っておきたい
内容が凝縮された一冊。

真宗の教えと宗門
の歩み
B6判　224頁
550円
978-4-8341-0496-7

親鸞聖人があきらかにされた浄土真宗
は、日本仏教史においてどのような意味
をもつのか。法然上人から親鸞聖人へ受
け継がれた「宗教改革」の実像を、実証
的歴史学の視点からあきらかにする。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
歴史のなかの親鸞
─真実のおしえを問う─
名畑 崇 著
文庫判　334頁
825円
978-4-8341-0558-2 

覚如によって執筆された親鸞の伝記『親
鸞伝絵』。初稿本は戦乱のうちに亡失し
たが、それに基づいて作成された現存の
異本の考証と、各地に残る伝承の分析を
通じて、歴史上の親鸞の実像に迫る。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
親鸞の伝記
─『御伝鈔』の世界─
草野 顕之 著
文庫判　262頁
825円
978-4-8341-0570-4 

維新政府の神道国教化政策、ヨーロッパ
合理主義の仏教信仰の否定などにより未
曾有の危機に追い込まれた日本仏教界
において、親鸞の信に自らの生命の糧を
見出し、全身全霊で新しい近代教学を
模索した先覚者たちの群像をたずねる。
※ 2011年に筑摩書房より刊行した「シリー

ズ親鸞」の文庫化。

真宗文庫
近代日本と親鸞
─信の再生─
安冨 信哉 著
文庫判　326頁
825円
978-4-8341-0573-5 

念仏の教えを聞く者に、どのような
共同体が開かれるのか。親鸞聖人が
つくり、蓮如上人が真宗門徒のお勤
めとして定着させた「正信偈」をと
おして、浄土真宗の歴史をひもとき、
真宗における僧

さ ん

伽
が

とは何かを問う一
冊。

真宗僧伽論
─正信偈をとおして─
安冨 信哉 著
B6判　164頁
1,320円
978-4-8341-0596-4

歴史

かつて都富士と称された真宗本廟（東
本願寺）。それは門徒にとって宗祖親
鸞聖人に出遇う故郷でもある。教如上
人による創建以来、幾たびもの焼失と
いう試練に見舞われながらも、門徒の
願いによって再建され相続されてきた、
真宗本廟再建の歴史を解き明かす。

真宗本廟（東本願寺）造営史
─本願を受け継ぐ人びと─
大谷大学総合研究所
真宗本廟（東本願寺）造営史資料室 編
A4判　816頁
16,500円
978-4-8341-0434-9

全国に存在する別院の「これまで」
を文字として、「いま」を写真として
伝える。地域の教化の中心道場たる
別院の設立と変遷の歴史、地域の御
同朋の信仰の歩みを記録するととも
に、別院参拝時に活用できるようア
クセスマップや年中行事なども掲載。

別院探訪
木場 明志 監修
川村 赳夫 写真
A５判　244頁
3,080円
978-4-8341-0449-3

歴史

戦国時期に織田信長・豊臣秀吉・徳
川家康などの天下人と渡りあいなが
ら東本願寺を創立した教如上人。そ
こには親鸞聖人がいただかれた念仏
の教えを相続する強い信念があった。
教如上人の生涯から東本願寺のルー
ツをたずねる。

教如上人
─その生涯と事績─

（伝道ブックス73）
上場 顕雄 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0458-5

新刊  
本願寺の軌

ものがたり

跡
─創建から東西分派、そして現代へ─
草野 顕之 著
A5判　88頁
1,540円
978-4-8341-0637-4

親鸞聖人の示寂後、京都・東山に建
てられた小さな廟堂（お墓所）が、
寺院化、衰微時代からの再興、戦国
乱世の中生じた東西分派などを経て、
現在の東本願寺へと発展する軌跡を
たどる。

新刊  はじめて読む　
浄土真宗の聖徳太子
真宗大谷派教学研究所 編　 
東舘 紹見 監修
B6判　96頁
385円
978-4-8341-0632-9

親鸞聖人が父母と慕い、和国の教主
と仰いだ聖徳太子とは、いったいど
のような人物なのか。現代に伝わる
さまざまな事績をたどりつつ、親鸞
聖人が出遇った太子、そして浄土真
宗のなかで伝えられてきた太子像を
たずねる一冊。
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歴史 歴史
無数の念仏者をはぐくみ、伝承護持
されてきた親鸞聖人の教えを学び、
大谷廟堂の成立から本願寺の東西分
派、両堂再建までの歴史をたどる。

本廟物語
─東本願寺の歴史─
藤島 達朗 著
B6判　140頁
1,100円
978-4-8341-0112-6

1868（明治元）年から1981（昭和56）
年の宗憲改正までの114年間の近現代
における大谷派の宗政の変遷をたど
る。略年表付。

近代大谷派の教団
─明治以降宗政史─
柏原 祐泉 著
A5判　372頁
3,300円
978-4-8341-0155-3

真宗大谷派教団が、どのような歴史
を歩んできたのかを学ぶことによっ
て、現在の教団のあり方をたしかめ、
教団の課題を自らの課題として受け
とめる。年表・真宗大谷派系譜・索
引付。

教団のあゆみ
─真宗大谷派教団史─
真宗大谷派教師養成のための教科
書編纂委員会 編　A5判　188頁
1,650円
978-4-8341-0216-1

1848（嘉永元）年から1998（平成10）
年までの大谷派教団の歴史をたどる。
年表のほかに、歴代宗務総長、大谷
大学・九州大谷短期大学・同朋大学
学長、専修学院長、大谷派講師、両
堂再建時の図面などを収載。

【第二版】

近代大谷派年表
教学研究所 編
B5判　378頁
4,400円
978-4-8341-0301-4

戦国時代に、東本願寺を創立した本
願寺第十二世教如上人の願いを究明
する。旧来の解釈を破り、新出史料
や教如上人の交流関係をわかりやす
く示し、東西本願寺の分立の真意に
迫る。

教如上人と東本願寺創立
─本願寺の東西分派─
教学研究所 編
A5判　136頁
1,320円
978-4-8341-0326-7

真宗同朋会運動発足から半世紀を経
た今、「至純なる信仰運動」として始
まった運動の趣旨は徹底されている
のか。運動に関わった清沢満之、曽
我量深、金子大榮、安田理深らの先
人の思想・生涯にふれ、運動の新た
な展望をさぐる一冊。

大谷派なる宗教的精神
─真宗同朋会運動の源流─
水島 見一 著
A5判　354頁
1,100円
978-4-8341-0376-2
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親鸞聖人が貫かれた「生死出ずべき道」
を求める生涯。その歩みから、人生に空
しさを感じ、生きている実感がもてない
私たちが、本当に生きるとはどういうこ
とかを考える。教えを聞く姿勢、「真宗
の学び」とは何かを私たちにあらためて
問いかける著者の真宗観溢れる一冊。

生死出ずべき道
（同朋選書42）
和田 稠 著
B6判　140頁
1,100円
978-4-8341-0414-1

親鸞聖人が大切にされた『観無量寿
経』序分に描かれた「王舎城の悲劇」
の物語。韋提希、阿闍世、阿難とい
う三人それぞれの苦悩と仏との出遇
いをとおして、真宗の教えを学び、
私たち自身の生き方を考える。

観無量寿経の教え
─仏との出会い

（同朋選書43）
四衢 亮 著
B6判　264頁
1,320円
978-4-8341-0422-6

自分を大切にしようとしながら、一方
で自分を捨てている。そんな私たち
が、人生を丁寧に生きるにはどうした
らよいのか。生死を出るという課題を
明らかにし、お念仏に生きられた先
輩方の姿勢に学ぶ。人間関係に悩み、
生きづらさを抱える人へ贈る一冊。

人生を丁寧に生きる
─念仏者のしるし─

（同朋選書44） 
大江 憲成 著
B6判　160頁
1,100円
978-4-8341-0473-8

『歎異抄』に記された親鸞聖人の「た
だ念仏して、弥陀にたすけられまい
らすべし」という言葉を手がかりに、
生活の中で感じる孤独や劣等感から
解放され、自分が自分として生きると
はどういうことかをあきらかにする。

ただ念仏せよ
─絶望を超える道─

（同朋選書45） 
中川 皓三郎 著
B6判　128頁
1,100円
978-4-8341-0567-4 

宗祖親鸞聖人の言葉を憶念しながら、
師友との出会い、何気ない日常生活
での出来事をとおして、我が身を教
えられてきた著者自身の求道の歩み、

“聞法の生活”が、日記調のやさしい
言葉でつづられた一冊。

聞法の生活
（同朋選書46）
藤井 慈等 著
B6判　144頁
1,100円
978-4-8341-0577-3 

同朋選書

念仏に生きるとき
（同朋選書38）
二階堂 行邦 著
B6判　232頁
1,100円
978-4-8341-0367-0

真宗の基礎
（同朋選書39）
宮城 顗 著
B6判　208頁
1,100円
978-4-8341-0389-2

生活の中で、社会の中で、仏法を聞くと
はどういう意味なのか。救われざる者と
して、根源的に連帯し得る自覚、そうい
う「国土」が開かれているかどうかが、
今の私たちに問われている。「国土」の
土を踏みしめること、脚下に大地を感覚
することこそ、人間の救いであると語る。

地上に立つ宗教
（同朋選書37）
藤元 正樹 著
B6判　200頁
1,100円
978-4-8341-0363-2

「真宗の門徒としてどう生きるのか」
「死んだらどうなるのか、どうするの
か」「南無阿弥陀仏とは何か」などの
ご門徒の質問に、大都市・東京で長
年親鸞聖人の教えを説き続けてきた
著者が応える。「念仏」に生きること
を熱く語る一冊。

「とおきはちかき道理」「いし・かわ
ら・つぶてのごとくなるわれら」の
二編の講演録を収載。著者が「一生
涯懸けてでも聞き続けたい」と語る
親鸞聖人の教え。「非僧非俗」「知恩
報徳」「真俗二諦」や「第十八願」な
ど、真宗の基礎となる教えを学ぶ。

親鸞聖人が『教行信証』においてそ
の多くを引用された『涅槃経』。父を
殺し、母も殺そうとした阿闍世はな
ぜ救われたのか─。『涅槃経』を丁寧
に読み解き、親鸞聖人が「悪人・阿
闍世」を「わたし」と受けとめられ
た真意をさぐっていく。

涅槃経の教え
─「わたし」とは何か ─

（同朋選書40）
古田 和弘 著　B6判　184頁
1,100円
978-4-8341-0395-3

〈信心〉と〈社会に生きること〉がな
ぜ別々になってしまうのか。自分は
本当に真宗を生きているといえるの
か。「真宗門徒といえますか」という
問いから、真宗に生きるとはどうい
うことなのかを、丁寧に考える。

真宗の実践
（同朋選書41）
池田 勇諦 著
B6判　148頁
1,100円
978-4-8341-0404-2

同
朋
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金沢教区仏教青年連盟主催の聞法会
「聞」。そこでの講義録５話を収載。
人間というものがわからなくなって
きているいま、生きることに悩む若
者に仏教を伝えたい。若者への５つ
のメッセージ。

人と生まれて
（同朋選書32）
宮城 顗 著
B6判　176頁
1,100円
978-4-8341-0336-6

同朋選書24『大悲に生きる─歎異抄に
聞く─』の続編。念仏の教えに縁を結
ばれるようになっても、なかなか確信
がもてない私たち。『歎異抄』をとお
して、「念仏のみ」と教えてくださる親
鸞聖人の教えに深く耳を傾け、私たち
が今日の時代を生きていく道を学ぶ。

念仏者の世界
歎異抄に聞く─㊁

（同朋選書33）
宗 正元 著　B6判　292頁
1,320円
978-4-8341-0341-0

仏法を聞き続けること40余年。さま
ざまな人びととの出会いをとおして
親鸞聖人の教えを学んできた著者と
ともに、「正信偈」をもう一度学びな
おす真宗門徒のための入門書。著者
が見聞きしてきた親しみやすいたと
え話が満載。

日暮らし正信偈
（同朋選書34）
亀井 鑛 著
B6判　250頁
1,100円
978-4-8341-0345-8

熊本と大阪両教区の青年研修会講義録。
「自身を生き尽くそう。人生は信頼に値する
意義がある」と語り続けた著者。現代社会
の中で自らが主体的に生きるとはどういう
ことなのか。「このままでは終わりたくない」

「こんなところにいたくない」という私たち
の心の叫びから、生きる出発点を見いだす。

生きるということ
（同朋選書35）
平野 修 著
B6判　232頁
1,100円
978-4-8341-0358-8

「信心を得る」とは「自分の人生を自
分の責任で生きること」である─。
親鸞聖人の教えと西洋の哲学者・キ
ェルケゴールの思想を対比しながら、

「信」の意味を掘り下げ、信心が開く
世界に生きる「真宗門徒」とは何か
を考えていく。

真宗門徒になる
（同朋選書36）
蓑輪 秀邦 著
B6判　176頁
880円
978-4-8341-0360-1

『歎異抄』からいったい何を学び、学
ぶことによってどういう自分に、ど
ういう世界にめぐり遇うことになる
のか、念仏の信心においていったい
どういう生き方が確立されてくるの
か、そのことを『歎異抄』をとおし
て明らかにする。

大悲に生きる
─歎異抄に聞く─

（同朋選書24）
宗 正元 著
B6判　274頁
1,320円
978-4-8341-0271-0

親鸞聖人が著された『愚禿鈔』を手
がかりに、「南無阿弥陀仏」とは何
か、念仏とは何かを見つめなおす真
宗の入門書。巻末に著者の自筆原稿

「溝にかかる橋」を収載。

真宗を学ぶ
（同朋選書26）
平野 修 著
B6判　288頁
1,320円
978-4-8341-0312-0

児童養護施設長であった著者が、さ
まざまな人びととの出会いの中で、

「いのち」の尊さ、人が共に生きる大
切さを語る。目の前の人の苦しみに
身を添わせ、その苦しみを苦しみと
して受けとっていくとき、必ずあな
たの中に聞こえてくることがある─。

悲しみに身を添わせて
（同朋選書28）
祖父江 文宏 著
B6判　232頁
1,100円
978-4-8341-0321-2

生きることに迷うなかで、念仏の教
えに出遇った人びとの生活を生き生
きと描き、『歎異抄』のこころを語
る。第１章から第18章までの各章か
らことばを選定。

歎異抄に学ぶ
（同朋選書29）
松本 梶丸 著
B6判　128頁
880円
978-4-8341-0330-4

悪人が善人となり、修行を積んで、さと
りを得る従来の仏教観に対して、凡夫が

「ただ念仏」して信心を獲るという親鸞
聖人の新しい仏教観。それを論理的に明
かすものが『教行信証』であると著者は
いう。その聖人の仏教観が、私たちの生
活とどのように関わっているのかを語る。

教行信証に学ぶ
─生活指針としての念仏

（同朋選書30）
平野 修 著　B6判　276頁
1,320円
978-4-8341-0331-1
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同朋選書 同朋選書

自らを「愚禿」と名のり、民衆のな
かで、その一人として生涯を尽くさ
れた親鸞聖人。私たちのような煩悩
具足の凡夫がどうして浄土に救われ
るのか─。聖人の言葉により、浄土
真宗の世界をあきらかにする。

民衆の中の親鸞
（同朋選書18）
平野 修 著
B6判　202頁
1,100円
978-4-8341-0202-4

同朋選書16『信の回復』の続編。念
仏の教えに照らして靖国問題を考え
るとき、靖国の思想が私たちの宗教
意識の中でどう検証されてきたのか
を見つめなおす。

世のいのり・国のいのり
─続・信の回復─

（同朋選書20）
和田 稠 著　B6判　394頁
1,650円
978-4-8341-0233-8

『御文』『蓮如上人御一代記聞書』『蓮
如上人遺徳記』などの伝記資料をも
とに、蓮如上人の一生と、上人の生き
た時代背景をたどる。浄土真宗の再
興に生きた上人のすがた、こころに思
いを馳せながら、真宗における蓮如
上人の存在の真の意味を問いなおす。

真実を求めて
蓮如上人私記

（同朋選書21）
西田 真因 著　B6判　122頁
880円
978-4-8341-0253-6

「目覚めなさい」の呼び声が聞こえま
すか？お念仏とは何か。南無阿弥陀
仏の六字は何を意味しているのか─。
親鸞聖人が七高僧の一人と仰ぐ善導
大師と聖人の教えに学ぶ。

南無阿弥陀仏のいわれ
善導大師・親鸞聖人に学ぶ

（同朋選書22）
平野 修 著　B6判　178頁
1,100円
978-4-8341-0263-5

善導大師・親鸞聖人の教えに聞いた、
同朋選書22『南無阿弥陀仏のいわれ』
の続編。『御文』にたずねながら、親
鸞聖人の南無阿弥陀仏の教えを間違
いなく受けとられた蓮如上人の「六
字釈」（南無阿弥陀仏の解釈）をたし
かめる。

南無阿弥陀仏のすがた
慚愧の御遠忌・「御文」聴記

（同朋選書23）
平野 修 著　B6判　158頁
1,100円
978-4-8341-0264-2

 ※掲載以外の各巻は品切れ

清沢満之の代表的著作である『他力
の救済』『絶対他力の大道』『精神主
義』『我が信念』『かくの如く如来を
信ず』から清沢満之の生涯と思想を
著者二人が語る。

我、他力の救済を念ずるとき
─清沢満之に学ぶ

（同朋選書４）
大河内 了悟・寺川 俊昭 著　B6判　242頁
1,100円
978-4-8341-0042-6

真宗そのものをあきらかにする「本
尊」という問題について、私たちは
何を本尊としていただいているのか、
何を本当に尊いこととしているのか
を見つめなおす。

真宗の本尊
（同朋選書10）
宮城 顗 著
B6判　234頁
1,100円
978-4-8341-0048-8

靖国問題について、なぜこのことが
真宗門徒にとって信心の本質につな
がるのかをあきらかにする。

信の回復
（同朋選書16）
和田 稠 著
B6判　202頁
1,320円
978-4-8341-0152-2
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真宗ブックレット 真宗ブックレット

「女らしさ」や「男らしさ」にとらわ
れている私たちの日常を新たな視点
で見つめなおし、性差別の問題を念
仏者の課題としてどう受けとめてい
くかを提起する。

女
ひと

と男
ひと

のあいだで
（真宗ブックレット７）
A5判　100頁
550円
978-4-8341-0258-1

原発の問題はいのちの問題である。元被曝労
働者や被曝労働で息子を亡くした方へのイン
タビュー、寄稿「原子力の虚構と実像」「『ヒ
バク─原爆被爆、原発被曝』その差別の構
造」、また原発誘致に揺れた能登半島・珠洲
市の出来事などを収載。原発を容認してきた
時代と私たちのあり方、浄土観を問う。

いのちを奪う原発
（真宗ブックレット９）
A5判　128頁
550円
978-4-8341-0289-5

改憲問題、教育基本法「改正」問題でゆれて
いる現在、戦後日本の何が問われているの
か。平和は武力でしか守れないのか。はたし
て、日本の伝統文化や学校教育の崩壊は、教
育基本法の欠陥によるものなのか。同朋社会
の顕現を目指す私たちのあるべき姿を確認
し、念仏者の願う平和について模索する。

念仏者と平和
改憲・教育基本法「改正」問題と私たち

（真宗ブックレット12）
A5判　106頁
550円
978-4-8341-0364-9

2011年3月の福島第一原発事故によっ
て、あらためて私たちは人知の闇の深
さをつきつけられることとなった。事
故によって露呈した原発の問題性をあ
らためて見つめ、被ばくがもたらす悲
しみ・痛みが映し出す人間と国家のあ
りかたを問い直す一冊。

いのちを奪う原発
原発震災と私たち

（真宗ブックレット13）
A5判　168頁
1,100円
978-4-8341-0533-9

ハンセン病強制隔離に抗い、患者への献身
的な治療を行った小笠原登医師の生涯と思
想を明らかにするとともに、ハンセン病問
題に対する大谷派の取り組みを検証する。
※ 2003年発行『小笠原 登 ハンセン病強制

隔離に抗した生涯』に記事を追加し、年
譜を更新した増補版。

増補 小笠原 登
─ハンセン病強制隔離に抗した生涯─

（真宗ブックレット14）
企画・取材・編集／玉光順正・菱木政晴・ 
河野武志・山内小夜子・雨森慶為
増補編集／玉光順正・小笠原英司・ 
藏座江美・山内小夜子　A5判　164頁
1,100円
978-4-8341-0616-9

真宗ブックレット

 ※掲載以外の各巻は品切れ

死刑がなくなれば犯罪は増える─。
残酷な事件が起こると、当然のよう
に死刑はやむを得ないと考えてしま
う。一人ひとりの「日ごろのこころ」
を問い、死刑制度とは何かを考える。

死刑制度と私たち
（真宗ブックレット３）
A5判　92頁
330円
978-4-8341-0215-4

エイズをめぐって、病気を差別とい
う視点から考え、座談・インタビュ
ーなどにより、今、仏教者が問われ
ている課題をあきらかにしていく。

エイズという時代
（真宗ブックレット４）
A5判　97頁
440円
978-4-8341-0226-0

終戦から長い月日が流れ、平和と繁
栄に飾られた間に、私たちが見失っ
てきたものとは何だったのか。まさ
しく闇につつまれ、光を見失ってい
る私たちのあり方を考える。

戦後50年の光と闇
（真宗ブックレット５）
A5判　112頁
440円
978-4-8341-0234-5
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ワンコインブックシリーズ あなたへのメッセージシリーズ
ワンコインブック
四衢 亮 著
A6判　20頁
各　110円
自力　　978-4-8341-0581-0
真宗　　978-4-8341-0580-3
回向　　978-4-8341-0579-7
報恩　　978-4-8341-0556-8
凡夫　　978-4-8341-0555-1
同朋　　978-4-8341-0554-4
他力　　978-4-8341-0530-8
往生　　978-4-8341-0529-2
浄土　　978-4-8341-0528-5
信心　　978-4-8341-0490-5
念仏　　978-4-8341-0489-9
本願　　978-4-8341-0488-2

大きい文字、短い分量でやさ
しく教えにふれる、真宗の

「かなめ」となる教えの言葉
を題材としたひとくち法話シ
リーズ。ご門徒との会話やそ
の言葉の歴史的背景など、さ
まざまな切り口でそれぞれの
テーマについて語る。

ワンコインブックシリーズ

あなたへのメッセージ①
子育て中のあなたへ
佐賀枝 夏文 著
A6判　24頁
330円
978-4-8341-0531-5

子育てにおいて大切にしたい視点を、
佐賀枝さんがやさしい語り口で伝え
る。子育てをしている親御さんはも
ちろん、おじいちゃん、おばあちゃ
ん、ご家族みんなに読んでほしい一
冊。

あなたへのメッセージ③
病に悩むあなたへ
田畑 正久 著
A6判　24頁
330円
978-4-8341-0582-7

病という現実に直面したとき、その
つらい事実とどう向き合い、生きて
いくべきか。医師であり仏教者であ
る田畑さんが、その歩みをとおして、
病に悩む人、身近に病に悩む人がい
る方へのメッセージをやさしくつづ
る。

あなたへのメッセージ②
成人したあなたへ
真城 義麿 著
A6判　24頁
330円
978-4-8341-0546-9

子どもから大人への転換を迎えるに
あたり、「人と成る」とはどういうこ
となのか、どんな人と成ることが願
われているのかを考える。成人式や
学校行事での記念品に、また、成人
を迎えた方へのプレゼントに最適。

あなたへのメッセージシリーズ

ワンコインブックシリーズ
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伝道ブックス 伝道ブックス
人が亡くなると葬儀を執り行い、その
後、節目ごとに勤まる法事。その法事
の場や時間にはどのようなことが願わ
れているのか。著者の歩みや身近な話
題から法事を勤めるということ、また
亡き人からの呼びかけをたずねる一
冊。法事の施本にも最適。

ご法事を縁として
─亡き人からの願いに生きん─

（伝道ブックス78）
伊藤 元 著
新書判　60頁
275円
978-4-8341-0548-3 

仏・法・僧の三宝に帰依し、法名をい
ただき、仏弟子として歩んでいくこと
を誓う真宗門徒にとって大切な儀式、

「帰敬式」。三宝に帰依するとは…。ま
た仏弟子としての歩みとは…。「三帰
依文」の文章を手がかりにやさしくひ
もといていく。

仏さまのお弟子になる
─帰敬式を受けて始まる歩み─

（伝道ブックス79）
藤井 善隆 著
新書判　60頁
275円
978-4-8341-0553-7 

仏法を聞いても経済的に得をするわけ
でも、病気が治るわけでもないから、
仏法を聞く必要があるのだろうかと思っ
てしまう…そんな私たちに、仏法を聞く
とはどういうことなのか、親鸞聖人のお
言葉や、著者自身が出会った人びとの
言葉をとおして、やさしく語りかける。

仏さまのよびかけ
（伝道ブックス80）
藤原 千佳子 著
新書判　72頁
275円
978-4-8341-0578-0 

浄土真宗の宗祖親鸞聖人のご命日を縁に勤
まる法要、報恩講。「一年は、報恩講に始
まり、報恩講に終わる」といわれるように
真宗門徒にとってもっとも大切な御仏事に
は、どのような願いがあるのか、またそこ
から開かれる生活とはどのようなものか、
著者の体験をとおして問いたずねる一冊。

報恩の生活
（伝道ブックス81）
海 法龍 著
新書判　76頁
275円
978-4-8341-0595-7 

親鸞聖人が「和国の教主」と讃え、
深い尊崇の念をささげる聖徳太子。
なぜ聖人はこれほどまでに聖徳太子
を尊敬されたのか。六角堂の夢告の
エピソードや和讃をもとに、親鸞聖
人の聖徳太子観に迫る。

親鸞聖人と聖徳太子
（伝道ブックス82）
織田 顕祐 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0600-8 

伝道ブックス

1962年に発足した同朋会運動。その
同朋会運動をおこした先達の精神にふ
れるとき、その精神こそ教団の歩みの
大切な礎となることを教えられる。同
朋会運動が始まった背景と願いを学ぶ
入門書。

同朋会運動の願い
─共にと言える生き方を求めて─

（伝道ブックス74）
草間 法照 著
新書判　72頁
275円
978-4-8341-0463-9

私たちは「真面目」に生きようとし
ても、自分の都合でいくらでも変わ
る善悪を基準にして生きる限り、「本
当に真面目」には生きられない…。
日常の話題を交えながら、親鸞聖人
の教えの根本を「人間の真面目さ」
という切り口で示した一冊。

親鸞聖人と現
い

代
ま

を生きる
（伝道ブックス75） 
池田 勇諦 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0477-6

仏教を学ばれたさまざまな祖師方の
「行」「称名」という考えをふまえ、
ともすると、南無阿弥陀仏と発音す
る・しないということにのみ関心を
寄せていく私たちに、親鸞聖人がい
ただかれたお念仏について示されて
いる。

親鸞聖人の
お念仏（伝道ブックス76）
本多 弘之 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0509-4 

「さるべき業縁のもよおせば、いかな
るふるまいもすべし」と自身の立ち
位置を明確にいい切られた親鸞聖人
の教えを記した『歎異抄』。その書物
が示す視座をとおし、現代の課題、
そして人間とは何かをたずねる。

歎異抄の世界を
たずねて（伝道ブックス77）
四衢 亮 著
新書判　72頁
275円
978-4-8341-0519-3 

新刊  南無阿弥陀仏
人と生まれたことの意味を 
たずねていこう

（伝道ブックス83）
楠 信生 著
新書判　74頁
275円
978-4-8341-0631-2 

「親鸞聖人の誕生」・「立教開宗」とい
うことを、現代を生きる私たちが慶
ぶとはどのようなことなのか。慶讃
テーマ「南無阿弥陀仏 人と生まれた
ことの意味をたずねていこう」に込
められた願いを丁寧に紐解き、尋ね
る一冊。
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伝道ブックス 伝道ブックス
聞法会のはじまりに歌われることも
多く、真宗門徒にとっては恩徳讃と
ともに馴染み深い「真宗宗歌」。この

「真宗宗歌」が誕生した背景にふれ、
製作した先人のメッセージを丁寧に
読み解いていく。

親鸞さまのみ教え
　「真宗宗歌」に聞く

（伝道ブックス68）
湯浅 成幸 著
新書判　80頁
275円
978-4-8341-0426-4

中村久子さんの苦しみから生まれた
叫び「人間になりたい」。凡夫として
の自分自身に出遇っていった久子さ
んの生涯には、『歎異抄』をとおして
親鸞聖人との出遇いがあった。

寿
いのち

命を生きた人 中村久子
（伝道ブックス69）
三島 多聞 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0432-5

宗祖親鸞聖人七百回御遠忌の記念講演
で曽我量深氏が「信に死し願に生きよ」
と呼びかけられたような、日々の生活の
中での浄土の世界を我々は見失ってき
たのではないか。あらためて親鸞聖人
が願われた「往生浄土の道」とは何か、
自らの生活の中からたずねていく。

往生浄土の道
（伝道ブックス70）
狐野 秀存 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0439-4

著者は、「仏教は私たちが仏に成るこ
と、つまり、成仏を目的としている教
えである。成仏とは自我によって引き
起こされる煩悩の苦海から解放されて
生きる者となるということ」だと語る。

“あなたは、仏道を歩む者となっている
のか”と、あらためて問いかける１冊。

本願─念仏成仏の教え
（伝道ブックス71）
小川 一乘 著
新書判　68頁
275円
978-4-8341-0442-4

真宗の本尊である阿弥陀如来の成り
立ちを、インド（サンスクリット原
典）～中国（漢訳）～日本という仏
教伝来の歴史にふれながら、真宗に
おける本尊とは何かをわかりやすく
ひもといていく。

真宗における本尊
（伝道ブックス72）
藤田 宏達 著
新書判　72頁
275円
978-4-8341-0457-8

念仏の教えを信じて生きたいと願いなが
らも、現実の中で常に迷い続ける私た
ち。親鸞聖人が書かれた「念仏正信偈」

（『浄土文類聚鈔』）の“濁世の目足”と
いう言葉をキーワードに、念仏の教えは
死後ではなく、具体的な生き方の問題に
関わる教えであることをあきらかにする。

この世を生きる
　　　念仏の教え

（伝道ブックス64）
一楽 真 著　新書判　80頁
275円
978-4-8341-0394-6

なぜ阿弥陀如来を本尊としているのか？な
ぜ人の死でお経が読まれるのか？日ごろ習
慣のように向き合い口にしているご本尊、
お経についてあらためて問いなおす。大切
な人の死や、お内仏の前に身を置くことを
とおして、私たち一人ひとりにかけられた
仏さまの真の願いをあきらかにする。

仏さまはどこに
　おられますか？

（伝道ブックス65）
近田 昭夫 著　新書判　64頁
275円
978-4-8341-0398-4

お釈迦さまの「天上天下唯我独尊」とい
う言葉は何を意味するのか─。お釈迦さ
まのご誕生の伝記を丁寧に読み解きなが
ら、私たちが生まれてきたことの意味を考
えていく。「私はなぜ生まれてきたのか」

「生きることに価値があるのか」と、思い
悩む人に伝えたい著者渾身のメッセージ。

お誕生おめでとう
生まれてくれてありがとう

（伝道ブックス66）
真城 義麿 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0408-0

帰敬式を受式するとは？法名とは？仏
教徒の基本は仏・法・僧の三つに帰依
すること。わが身をそのままに受けと
められない「私」自身が、本当に尊い
ことを取り戻そうと歩みだす誓いの儀
式、帰敬式。本書では、仏弟子として
法名を名のる意味などをたずねる。

帰依三宝
仏教徒の大切なよりどころ

（伝道ブックス67）
安冨 信哉 著　新書判　64頁
275円
978-4-8341-0421-9

戦国時期に織田信長・豊臣秀吉・徳
川家康などの天下人と渡りあいなが
ら東本願寺を創立した教如上人。そ
こには親鸞聖人がいただかれた念仏
の教えを相続する強い信念があった。
教如上人の生涯から東本願寺のルー
ツをたずねる。

教如上人
─その生涯と事績─

（伝道ブックス73）
上場 顕雄 著
新書判　64頁
275円
978-4-8341-0458-5
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伝道ブックス 伝道ブックス
宗祖御遠忌テーマ「今、いのちがあなた
を生きている」。昨今、「いのち」という
言葉がさまざまにもちいられるなかで、
テーマのキーワードとなる「いのち」を、
教え・真宗同朋会運動・現代のそれぞれ
と向き合う。テーマをひもとき、宗祖が
教えられている「いのち」を考える一冊。

いのちとひかり
─真宗のいのち観

（伝道ブックス58）
池田 勇諦 著　新書判　64頁
275円
978-4-8341-0506-3

葬儀社に勤務し、遺体を棺におさめる
「納棺夫」として生きてきた著者が、
「死」の現場で導かれるように出遇った
親鸞聖人の教えとはどのようなものだっ
たのか。「いのち」を所有物のようにと
らえる現代にあって、真の「いのち」に
目覚め、「いのち」の尊厳を熱く語る。

いのちのバトンタッチ
（伝道ブックス59）
青木 新門 著
新書判　74頁
275円
978-4-8341-0377-9

親鸞聖人流罪の地・越後（新潟）で
長年地域史家として親鸞聖人を研究
してきた著者の豊富な研究結果とと
もに、越後時代の聖人に迫り、御流
罪の意義をたしかめる。

越後の親鸞聖人
（伝道ブックス60）
大場 厚順 著
新書判　74頁
275円
978-4-8341-0380-9

全国的に葬儀の簡略化が進むなかに
あっても、大切な人の死から何かを
受けとっていく縁となる場が葬儀に
はある。誰もが必ず経験する「葬儀」
という場の問題に著者が迫る。

南無阿弥陀仏の葬儀
（伝道ブックス61）
二階堂 行邦 著
新書判　76頁
275円
978-4-8341-0386-1

むなしさを感じるのは、本当に自分
にうなずきたいということがあるか
ら。親鸞聖人が晩年に残されたお手
紙の言葉を、『スイミー』『フレデリ
ック』などで有名な絵本作家レオ・
レオニの『ペツェッティーノ』とい
う絵本を題材に考える。

自分の発見
─絵本で感じる親鸞聖人の教え

（伝道ブックス62）
四衢 亮 著　新書判　74頁
275円
978-4-8341-0391-5

念仏の教えが、私たちの現実世界で
不透明になっているいま、現代人の
闇を照らし、「念仏申して」生きる大
切さを説く。

念仏往生の大地に生きる
（伝道ブックス53）
高 史明 著
新書判　82頁
275円
978-4-8341-0347-2

子育ての中で必ず体験する不安やと
まどい。全国の大谷派保育協会に加
盟する保育園・幼稚園の保育士や園
児の保護者から子育てについて寄せ
られた声に、Q＆A方式で考える。

Q＆Aから考える
　　保育と子育て

（伝道ブックス55）
靍見 美智子 著　新書判　80頁
220円
978-4-8341-0349-6

「親鸞聖人が一番大切になさった『大
無量寿経』は、私たちの分別では量
ることのできない、いのちをあきら
かにしてくださる経典である」。宗祖
御遠忌テーマ「今、いのちがあなた
を生きている」を手がかりに親鸞聖
人がいわれる仏道をあきらかにする。

今、いのちが
あなたを生きている

（伝道ブックス56）
延塚 知道 著　新書判　84頁
275円
978-4-8341-0361-8

親鸞聖人流罪の地・越後での生活を、
『恵信尼消息』などの歴史的資料をと
おして紹介するとともに、聖人の生
涯の中で「ゐなかの人々」との生活
がどのような意味をもっていたのか
を考察する。

ゐなかの人々と親鸞
（伝道ブックス57）
松野 純孝 著
新書判　112頁
275円
978-4-8341-0365-6

一人ひとりが仏弟子の名のりをもって、
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌を迎え
ることを願い、帰敬式を受けるというこ
との意味と、受式後の生活について考え
る。法名とは、僧伽とは、真宗門徒の帰
依三宝の証として、「宗祖としての親鸞
聖人に遇う」聞法の歩みの機縁となる。

帰敬式を受ける
─親鸞聖人の僧伽に帰敬す

（伝道ブックス63）
池田 勇諦 著　新書判　52頁
275円
978-4-8341-0390-8
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伝道ブックス 伝道ブックス
自分の人生や生き方に不安を感じつ
つも、物質文化の豊かさにこころを
奪われ、さまざまな出来事に振り回
されている私たちに、本当に生きる
とは、真実の救いとは何かを問う。

真実の救い
（伝道ブックス40）
宗 正元 著
新書判　52頁
275円
978-4-8341-0265-9

我々は日頃何に向かって手を合わせて
いるのか。真宗における「本尊」の意
義をたずねる。

本尊の意義をたずねて
（伝道ブックス43）
平野 修 著
新書判　80頁
275円
978-4-8341-0299-4

阿弥陀仏が法蔵菩薩として五劫の間、
思惟を重ねられたのは何のためであっ
たのか、ということを「ひとえに親鸞
一人がためなりけり」といい切る親鸞
聖人。聖人が、なぜ念仏の教えが私た
ち一人ひとりのためであると説かれた
のか。著者の体験を交えて語る。

宗祖親鸞聖人に遇う
（伝道ブックス49）
古田 和弘 著
新書判　96頁
275円
978-4-8341-0328-1

多忙なサラリーマン生活中、突如著者
を襲った末期ガン。医師から「余命一
年弱」と告知され、絶望的な状況の中
で出遇った親鸞聖人の教えが、著者の
人生にどう影響を与えたのか─。「病
のままでも自分らしく生きていたい」
と語る著者書き下ろしの闘病記。

人生に何一つ無駄はない
─末期ガンから見えてきた世界─

（伝道ブックス50）
篠﨑 一朗 著　新書判　96頁
275円
978-4-8341-0329-8

人は他者との交わりのなかでしか生
きられない関係存在である。その交
わりが壊れて居場所を失い、共に生
きる世界を見失っている、今の私た
ちの生き方を問う。

いのちみな生きらるべし
（伝道ブックス51）
中川 皓三郎 著
新書判　80頁
275円
978-4-8341-0332-8

本願寺中興の祖、蓮如上人と今日を
生きる私たちの課題に共通するもの
は何か。蓮如上人に学ぶ。

非核非戦─法蔵菩薩の涙─
（伝道ブックス37）
武宮 聰雄 著
新書判　56頁
275円
978-4-8341-0508-7

蓮如上人に学ぶ
（伝道ブックス25）
池田 勇諦 著
新書判　50頁
220円
978-4-8341-0185-0

乳ガンを患った著者が、死と真向かう状況
のなかで、家族とのふれあいをとおして出
遇った念仏の教えを語る。遺しゆく家族を
案じながら、どんなにがんばってもできな
いことがある、すべての自力は他力に支え
られてあると気づく。そして「還るところ
はみなひとつ」であるといただいていく。

還
かえ

るところはみなひとつ
─癌の身を生きる─

（伝道ブックス26）
鈴木 章子 著　新書判　88頁
275円
978-4-8341-0505-6

長崎教区での「原爆50周年記念─非核非戦法要」
において、著者が戦争体験をふまえ長崎で念仏
者として歩んだなかでの問いを語った法話録。
戦争を我が罪として問えない人間にかけられた
法蔵菩薩の願い、「非核非戦」という共生のいの
ちへの促しに呼応した人との出遇いを語る。
※ 本書は、戦後70年の節目をむかえたことを機に『青草萌え出

る大地』を改訂・発行したものです。

医療現場に生きる著者が、患者との
ふれあいのなかで気づかされ、たし
かめられた真宗の教えを会話形式で
あきらかにしたエッセイ集。

念仏聴診器
（伝道ブックス39）
丹羽 是 著
新書判　88頁
275円
978-4-8341-0262-8

「いのち」を曖昧にしてしまっている
私たちにとって、「生と死」とは何か
を見つめなおす。宗祖親鸞聖人七百五
十回御遠忌真宗本廟お待ち受け大会

（2005年５月20日）の記念講演「汝、
起ちて更に衣服を整うべし」を収載。

生と死
（伝道ブックス52）
宮城 顗 著
新書判　96頁
275円
978-4-8341-0343-4
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伝道ブックス 真宗生活入門講座

宗教について、「自己」、「社会」とい
う観点からあきらかにする。

自己と社会
─仏教の問題点─

（真宗生活入門講座１）
教学研究所 編　新書判　80頁
275円
978-4-8341-0123-2

宗教、特に仏教についてのさまざま
な疑問や誤解について、対話形式で
あきらかにしていく。

仏教をめぐる対話
（真宗生活入門講座２）
教学研究所 編
新書判　120頁
330円
978-4-8341-0124-9

法事をつとめるとはどのようなこと
なのかを、「生者」「死者」の問題を
ふまえながらあきらかにしていく。
従来の『法事をつとめる』に新たに

「無明の情念─法事をつとめる」を増
補した第二版。

法事をつとめる【増補版】
（真宗生活入門講座４）
池田 勇諦 著
新書判　104頁
330円
978-4-8341-0166-9

親鸞聖人があきらかにしてくださっ
た本尊とは何かをたしかめる。

本尊
（真宗生活入門講座５）
廣瀬 杲 著
新書判　88頁
330円
978-4-8341-0172-0

真宗生活入門講座
クリスチャンの家庭で育ち、縁あっ
て真宗門徒の家に嫁いだ著者が、親
鸞聖人との出遇い、念仏の教えに出
遇った喜びを語る。長年読み継がれ
るロングセラー。

ほんとうのしあわせ
─仏縁に恵まれて真の人生─

（伝道ブックス24）
河村 とし子 著　新書判　80頁
275円
978-4-8341-0504-9

 ※掲載以外の各巻は品切れ
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八正道シリーズ 写真集・図録
釈尊が説かれた仏道実践の道、八正
道。その中の「正精進」について平
易に語る。

正精進
（八正道シリーズ６）
仲野 良俊 著
B6判　32頁
110円
978-4-8341-0011-2

釈尊が説かれた仏道実践の道、八正
道。その中の「正思惟」について平
易に語る。

正思惟
（八正道シリーズ２）
仲野 良俊 著
B6判　32頁
110円
978-4-8341-0007-5

八正道シリーズ

� ※掲載以外の各巻は品切れ

比叡山での修行、法然との出遇い、流
罪後の越後の生活、関東での出会い、
そして再び京へ─。聖人の人生の行路
で目にした光と陰。その人間親鸞の感
性を追い求めた写真紀行。取材地の特
色や、巻末には親鸞聖人年表、足跡略
地図、主な関連写真も掲載。

写真
紀行おのずからしからしむ
─ 人間・親鸞のいのちとこころ、

その生涯に歩く
井上 隆雄 写真・文
タテ297mm×ヨコ223mm 120頁
2,750円
978-4-8341-0388-5

『歎異抄』との出遇いをとおして、苦
難の身の事実を引き受け、力強く人
生を生き抜かれた中村久子さん。そ
の生涯にふれ、私たちの生き方を見
つめ直す一冊。久子さんの写真と感
動の言葉で綴る。本文英訳付。

生きる力を求めて
─Give Me the Power to Live─
　中村久子の世界
三島 多聞 監修 マイケル・コンウェイ 英訳
タテ150mm×ヨコ135mm 208頁
1,320円
978-4-8341-0433-2

2011年４月・５月に厳修された宗祖親
鸞聖人七百五十回御遠忌の法要及び催
事を写真で振り返るダイジェスト版。50
年に一度の勝縁である御遠忌に遇いえ
た感動をいま再び！
2011年３月の東北地方太平洋沖地震災
害「被災者支援のつどい」、11月の宗祖親
鸞聖人七百五十回御正当報恩講も収載。

グラフ
宗祖親鸞聖人
七百五十回御遠忌
A4判　56頁
1,320円
978-4-8341-0446-2

2000年より発行されていた『グラフ 
東本願寺』を真宗本廟両堂などの御修
復完了に伴い全面改訂。御影堂・阿弥
陀堂・御影堂門をはじめ真宗本廟の諸
殿など、多彩な写真と解説で紹介した
オールカラーの写真集。

グラフ 
真宗本廟　 
東本願寺
B5判　36頁
880円
978-4-8341-0541-4

四季折々の花材をもちいた仏花を写真
で紹介するオールカラーの写真集。
御影堂や阿弥陀堂に荘厳される仏花を
四季ごとに写真で紹介しているほか、
大谷祖廟の平常時と報恩講時の仏花も
収載。巻末には、仏花の立て方を写真
付きで紹介している。

グラフ 
真宗本廟 

（東本願寺）の仏花
花小商店 監修
B5判　40頁
880円
978-4-8341-0587-2

写真集・図録

写
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写真集・図録 ポストカード
『グラフ 真宗本廟東本願寺』の英訳
版。両堂をはじめとする真宗本廟

（東本願寺）の諸殿と、歴史や親鸞聖
人の生涯などを、多彩な写真と英語
の解説で紹介したオールカラーの写
真集。

英訳
グラフ 真宗本廟 東本願寺
溝縁 ひろし 写真
B5判　46頁
880円
978-4-8341-0381-6

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の特
別記念事業として2011年に修復され
た御影堂のポストカード。

ポストカード
御影堂
ポストカード
５枚入
440円

フォトカード
御遠忌法要
フォトカード２
10枚入
550円

2011年に厳修された宗祖親鸞聖人七
百五十回御遠忌法要の様子を収めた
全10点のフォトカード。

およそ12年に及ぶ御修復がかなった
御影堂、阿弥陀堂、御影堂門など真
宗本廟（東本願寺）の写真を掲載し
た全10点のポストカード。真宗本廟
の概要を記した案内紙も同封。

ポストカード
真宗本廟

（東本願寺）
10枚入
660円

ポストカード

ポ
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児童書 児童書

お釈迦さまの誕生を祝う行事「花ま
つり」で活用できる小冊子。
子どもたちにも親しんでもらえるよ
う、お釈迦さま誕生の物語を描いた
マンガや「天上天下唯我独尊って
何？」などのコラムも掲載。

花まつり
B6判　12頁
165円
978-4-8341-0526-1

しんらんさま（親鸞聖人）のご生涯
の出来事を描いた８つの絵の中から、
しんらんさまたちをさがすことをと
おして、親鸞聖人のご生涯を楽しく
学べるさがしもの絵本。
※ 時代背景や登場するキャラクターなど多

くのフィクションを加えています。

しんらんさま
み～つけたっ！

（対象：４歳～）
ひがしはらかつえ 絵
タテ304mm×ヨコ230mm　26頁
1,650円
978-4-8341-0565-0

浄土真宗の宗祖である親鸞聖人のご
生涯を、やさしい言葉と親しみやす
い絵で描いた絵本。しんらんさま

（親鸞聖人）はご生涯の中で何を大切
にされたのかを子どもたちにもわか
りやすく伝える。

しんしゅうアニメ
絵本シリーズ①
しんらんさま

（対象：４歳～）
林 佳里
タテ182mm×ヨコ182mm　32頁
660円
978-4-8341-0569-8

それちょーだい！
（対象：３歳～）
うさ
縦260mm×横209mm　32頁
1,320円
978-4-8341-0613-8

しんしゅうアニメ
絵本シリーズ②
おしゃかさま

（対象：４歳～）
縦182mm×横182mm　32頁
660円
978-4-8341-0599-5

児童書
サルのながーいシッポ、キリンのき
れいなもよう、ゾウの大きなからだ
…。自分に無いものをなんでもほし
がる小さなウサギが、ほんとうの自
分、「あるがまま」に出会う物語。

人としての苦悩を超えるため出家し
た一人の王子が、やがて自分の思い
を超えた身の尊さに目覚めた人「ブ
ッダ（おしゃかさま）」となっていく
姿をとおして、「あなたはあなたのま
までいい」というメッセージを子ど
もたちに伝える。

友だちのこと、勉強のこと、家族の
こと、自分の成長、まわりの変化…。
いろんなかたちでやっかいなことに
ぶつかる。そんな君たちに「悩み続
けるそのことがとても尊いことなん
だよ」と伝える。

君はそのままで
いいんじゃないか

（対象：中・高生）
サガエさん 作　100％ORANGE 絵
タテ95mm×ヨコ210mm　27頁
385円
978-4-8341-0418-9

劣悪な環境で生まれ、そんな自分を受け入れ
ることが出来なかったバウム。でも自分を見
守る存在があることに気づいたバウムは…。
きっと君も誰かに支えられ、君も誰かを支え
ている。生きることに漠然とした疑問をもち
はじめる10代の子どもたち、生きづらさを抱
えている大人たちに伝えたいメッセージ。

いのちのえほんシリーズ

ぼくは　いま　ここにいる
（対象：６歳～）
佐賀枝 夏文 作／成広 のり子 絵
タテ245mm×ヨコ205mm　33頁
1,650円
978-4-8341-0507-0

はらぺこ魔人があらわれて、ぼくのおなか
をぐーっとならす。すると、そこへ忍者が
次々とあらわれて…！？ かわいい、元気い
っぱいの忍者たちが、ぼくをはらぺこから
助けてくれる。毎日、元気に楽しくごはん
を食べてもらえますように、願いをこめて
…。ごはんの時間が待ち遠しくなる１冊！

いのちのえほんシリーズ
にんぽう　
いただきますのじゅつ

（対象：３歳～）
のし さやか 作・絵 
154mm×154mm　24頁
880円
978-4-8341-0469-1

「なんでウチばっかり怒られるの」
「こんなぼく、ダメだよね」「ワタシ、
生まれ変わりたい」「おとなって悩み
ないんかなぁー」。中高生が投げかけ
るモヤモヤした「つぶやき」を、サ
ガエさんが「悩んでる君も君なんだ」
とやさしく受けとめる一冊。

わかってたまるか！　
ウチらの言い分

（対象：中・高生）
サガエさん 聞き手
100％ ORANGE 絵
タテ180mm×ヨコ180mm　64頁
1,320円
978-4-8341-0482-0

いのちのえほんシリーズ
ぼくれっしゃ

（対象：３歳～）
つきおかゆみこ 文・絵
縦190mm×横250mm　32頁
1,320円
978-4-8341-0583-4

「ぼくれっしゃ　しゅっぱつ　しんこう！」
「れっしゃ」になって走り出した「ぼく」。
ぼくれっしゃにのってくるのはだれかな
…？生きていく中で関わってきたさまざまな
ひと、ものを乗せて走っていく「ぼくれっ
しゃ」をとおして、自分がいろいろなもの
に支えられて生きていることを考える絵本。

児
童
書
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書
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児童書 児童書

私たちの身近にいる虫たちは、かが
みこんでよく見てみると、色やもよ
うがとても美しい。この本に登場す
る虫たちのさまざまな表情に親子で
ビックリ。子どもは小さないのちか
ら多くのことを学んでいく。

いのちのえほんシリーズ

だあれ？　だれなの？
（対象：６歳～）
今森 光彦 写真・文
A6変形判　97頁
1,320円
978-4-8341-0371-7

「パンダのイエイエはいつもおじいち
ゃんといっしょ。おじいちゃんは何
でも知っている。おじいちゃんは何
でもつくってくれる。でもね…イエ
イエのいちばん好きなのは…」。
おひざのうえで読んであげたい一冊。

いのちのえほんシリーズ

だいすきおじいちゃん
（対象：４歳～）
きら あかり 作・絵
B6判　24頁
1,100円
978-4-8341-0382-3

小さい手、大きい手、いろいろな手。
顔と同様に、それぞれの生き方を語る
さまざまな「手」を色彩豊かなイラス
トで描き、あたたかい言葉とともに限
りなく深い愛を表現する。子どもたち
に、やさしく、たくましく生きてほし
いという願いが込められた一冊。

ててて
（対象：１歳～）
祖父江 文宏 文　吉本 隆子 絵
タテ140mm×ヨコ140mm　16頁
550円
978-4-8341-0498-1

数ある仏教説話を、筆者の深い感動
をとおして生まれた言葉と、美しい
挿絵によって紡がれた詩情豊かな童
話。各10話ずつ収載。

仏典童話（Ⅰ・Ⅱ）
渡邊 愛子 文　畠中 光享 絵
B5変形判　各48頁
各1,320円

（Ⅰ）978-4-8341-0214-7
（Ⅱ）978-4-8341-0309-0

親鸞聖人の誕生から入滅までの生涯
を描いた絵本。お釈迦さまの教えに
生き、法然上人に出遇った聖人の感
動と生涯を15場面にわたって描く。
巻末には、子どもと大人が共に読み、
理解を深めるための解説も収載。

絵本 親鸞聖人
小川 一乘 文　畠中 光享 絵
タテ257mm×ヨコ210mm 32頁
1,650円
978-4-8341-0430-1

親鸞聖人の生涯をやさしいイラスト
で表現し、念仏に生きた聖人の生涯
をとおして、自分自身のいのちを生
きるということを見つめなおす。

しんらんさま
（対象：４歳～）
やまだ みどり 絵
B5変形判　35頁
880円
978-4-8341-0544-5

おしゃかさま
（対象：４歳～）
森下 等 文　加藤 義明 絵
B5変形判　38頁
880円
978-4-8341-0585-8

おしゃかさまの生誕から涅槃に至る
までの生涯を、色彩豊かなきり絵で、
その波瀾万丈の物語を表現する。

蓮如上人の波乱に満ちた生涯をやさ
しいイラストで表現し、仏さまの教
えをたしかめ、生きていくことの意
味を見つめなおす。

れんにょさま
（対象：４歳～）
佐賀枝 弘子 文　水野 二郎 絵
B5変形判　38頁
880円
978-4-8341-0545-2

子どもたちが寝る前にぐずるのは、
ひとりぼっちの世界に入らなければ
ならない不安からかもしれない…。
夜になったらみんな寝るんだよ、安
心しておやすみなさい、とやさしく
語りかける絵本。寝る前の読み聞か
せに最適の一冊。

よるになったら
　おやすみなさい

（対象：１歳～）
祖父江 文宏 文　椎野 利一 絵
タテ140mm×ヨコ140mm　16頁
550円
978-4-8341-0500-1

唯円が親鸞聖人の教えを聞くに至っ
た経緯を伝える伝説「報仏寺の身代
わり名号」をモチーフにした物語。
ある日、暴れん坊の権太が、念仏お
ばばの家に忍び込んで盗みをはたら
こうとしたら、とんでもないことが
起こって…。

紙芝居
あみださまのたんこぶ
村上しいこ 文　かつらこ 絵
真宗大谷派青少幼年センター 制作
タテ265×ヨコ380mm　12枚
2,200円
978-4-8341-0491-2

児
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児童書 カレンダー・冊子
親鸞聖人一行が吹雪の中ひと晩泊めてもらお
うとたずねた家の主人甚右ヱ門は「人に親切
にしたってろくなことはない」と追い返す。
その晩甚右ヱ門は怪物たちに襲われて逃げて
いる夢を見た。目の前には火の河、水の河。
追いつめられたとき、目の前につづいていた
白い道。「二河白道」を題材にした紙芝居。

紙芝居
しんらんさまと白い道
川北亮司 文　市居みか 絵
真宗大谷派青少幼年センター 制作
タテ265×ヨコ380mm　12枚
2,200円 
978-4-8341-0472-1

あかほんくん
トランプ
ブリッジサイズ　55枚
箱入
770円

東本願寺キャラクターの鸞恩くん、
蓮ちゃん、あかほんくんのイラスト
の入ったトランプ。また、東本願寺
キャラクターを紹介するカードも封
入。お子さんやお孫さんへのプレゼ
ントに最適。

親鸞さますごろく
タテ720mm×ヨコ1030mm
660円
978-4-8341-0401-1

かわいいイラストと大きな字で親鸞
聖人の生涯をみんなで学べるすごろ
く。ご家族で、子ども会で、楽しく
遊べる。
組み立てるコマとサイコロ付。

親鸞聖人が生きられた時代、人びとは日照
り続きで水不足に苦しんでいた。そんな村
人と生活を共にした聖人の姿が「大蛇済
度」などの伝説となって各地に残っている。
雨・水の神と怖れ崇められていた龍神に、
村の娘を差し出すようにいわれた村人たち。
親鸞聖人は龍神に立ち向かうが……。

紙芝居
りゅうじん池と
 しんらんさま
市川 真由美 文　マスリラ 絵
真宗大谷派青少幼年センター 制作
タテ265mm×ヨコ380mm　12枚
2,200円
978-4-8341-0453-0

卓上、壁掛けどちらでも使用できる日
めくりカレンダー。仏教の教えに生き
た31人の短い言葉を草花の挿絵ととも
に掲載。毎月くりかえし使用して言葉
の響きを味わうことができる。

お東さんの
日めくり法語カレンダー
李 惠 絵
タテ210mm×ヨコ149mm
16枚綴り
825円
978-4-8341-0543-8

お寺での法話や講演会で聞いた内容の
メモに最適なノート。日付、場所、講
題などを書き込む欄がすべてのページ
に設けてあり、聞法の予定を書き込め
るページも付属。真宗大谷派勤行集

（大）や真宗聖典（小）と同じサイズ
で持ち運びしやすい。

聞法ノート
B6判　64頁
110円

大切な人を亡くしたやり場のない思
いに、私たちはどう向き合えばいい
のか。誰もが経験する深い悲しみに
寄り添う、仏さまのお話をつづる小
冊子。付録として、合掌の作法や念
珠の持ち方、焼香の作法、中陰・年
忌表などを収載。

なき人をしのんで
（第二版）
B6判　24頁
165円
978-4-8341-0601-5

真宗門徒の毎日のお勤めとして親し
まれる「正信偈」の言葉を、真宗本
廟（東本願寺）や渉成園、大谷祖廟
の四季の写真とともに掲載した日め
くりカレンダー。裏面には書き下
し・意訳も収載。お土産や記念品と
して最適。

卓上  日めくり
カレンダー　正信偈
タテ130mm×ヨコ180mm　
32枚綴り
880円
978-4-8341-0621-3

新刊  日めくりカレンダー

い
無 量 寿

のち輝く言葉
─大切なあなたへ─
佐賀枝 夏文 作
タテ180mm×ヨコ110mm　
16枚綴り
605円
978-4-8341-0625-1

カレンダー・冊子
悩み多い時期を過ごす若い人たちに、そ
っとよりそう31の言葉を贈る日めくりカ
レンダー。「泣いてもいい」、「あなたは
あなたでいいんじゃないか」 …。長年、
児童教化とカウンセリングに携わってき
た作者が若い人たちへ贈るメッセージ
を、あたたかいイラストとともに届ける。
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カレンダー・冊子 カレンダー・冊子
親鸞聖人の教えを生きる私たちにと
って、お彼岸をお迎えする意味をあ
らためて考えていく小冊子。毎年、
春と秋に内容や趣を変えて発行。

お彼岸
春版（毎年２月発行）
秋版（毎年８月発行）
各66円

毎年発行される『法語カレンダー』
の言葉を身近に感じていただくため
の随想集。

法語カレンダー 随想集

今
こんにち

日のことば
（毎年８月発行）
新書判
110円

１年を法語と写真や絵などで綴った
カレンダー。

法語カレンダー
（毎年８月発行）
真宗教団連合 編
タテ434mm×ヨコ148mm
150円（税込）

好評の日めくり法語カレンダー。真
宗の教えに出遇った方々の味わい深
い言葉が、自然をイメージした挿絵
とともに、毎日響いてくる。

日めくり法語カレンダー

一語一遇
海 法龍 監修　村田 直哉 絵
B5変形判　33枚綴り
880円
978-4-8341-0427-1

東本願寺や大谷祖廟、国の名勝であ
る「渉成園」の四季折々の美しい写
真とともに、歎異抄の言葉にふれる
ことができる卓上の日めくり法語カ
レンダー。毎年・毎月くりかえし使
える。記念品に最適。

卓上  日めくり
法語カレンダー歎異抄
タテ130mm×ヨコ180mm　
16枚綴り
660円
978-4-8341-0588-9

お盆
（毎年６月発行）
66円

真宗門徒にとってお盆とは何かを考
える小冊子。毎年、内容や趣を変え
て発行。

報恩講
（毎年８月発行）
66円

報恩講にあたって、一人ひとりが自
らの生活を振り返り、親鸞聖人の教
えの意義をたしかめる小冊子。毎年、
内容や趣を変えて発行。

お釈迦さまの誕生を祝う行事「花ま
つり」で活用できる小冊子。
子どもたちにも親しんでもらえるよ
う、お釈迦さま誕生の物語を描いた
マンガや「天上天下唯我独尊って
何？」などのコラムも掲載。

花まつり
B6判　12頁
165円
978-4-8341-0526-1
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手帳 手帳

同朋会員必携。真宗同朋会会員証・
推進員教習修了証・真宗同朋会につ
いての諸条例・おしえのあゆみ・く
らしのつとめ・お内仏とそのお給仕
などを収載。

同朋手帳
真宗大谷派宗務所 編
新書判　80頁
330円
978-4-8341-0296-3

低学年のボーイスカウト・ガールス
カウト用の手帳。リーダー・保護者
とともにスカウト活動の大切さを学
ぶためのテキスト。釈尊・親鸞聖人
の生涯や「正信偈」、仏典童話も収
載。

大谷スカウト
　　　子ども手帳
大谷スカウト連合協議会 編
B6判　80頁
550円
978-4-8341-0302-1

大谷ボーイスカウト・ガールスカウ
ト用の手帳。大谷スカウトの歴史、
釈尊と親鸞聖人の伝記、真宗の教え、
礼拝作法とお内仏のお給仕などを収
載。

大谷スカウト手帳
大谷スカウト連合協議会 編
A6判　136頁
660円
978-4-8341-0366-3

住所録・全国主要都市地下鉄路線図
付。月間・週間予定表のほか、真宗
本廟・大谷祖廟における収骨・読
経・帰敬式などのお取り扱いなどの
ご案内欄を網羅。週間予定表にはこ
ころに響く言葉を掲載。

真宗大谷派手帳
（毎年９月発行）
タテ150mm×ヨコ100mm
鉛筆付
660円

手帳
『お東さんの参拝手帳』のスタンプ用
紙・法語メモ用紙の追加用紙。

お東さんの
参拝手帳（リフィル）
23頁
550円

手帳手帳
真宗寺院の日曜学校・子ども会用の
手帳。「正信偈」（同朋奉讃）、仏教讃
歌に加え、「正信偈」の解説、お釈迦
さま・親鸞さま（教行信証・総序）・
蓮如さま（御文）の言葉などを収載。

真宗子ども手帳
大谷派児童教化連盟 編
A6判　65頁
275円
978-4-8341-0593-3

手
帳

手
帳
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定期刊行物 定期刊行物

主に教化や教学についての研究論文
を収載する教化研究誌。
※ バックナンバー・在庫・価格に関して

は、東本願寺出版までお問い合わせ
ください。ホームページ「TOMOぶ
っく」からもご注文いただけます。

教化研究
教学研究所 編
A5判

部落差別問題をとおして、宗門の体質
を検討し、親鸞聖人の教えの精神をあ
きらかにする解放運動推進本部紀要。
※ バックナンバー・在庫・価格に関し

ては、東本願寺出版までお問い合わ
せください。ホームページ「TOMO
ぶっく」からもご注文いただけます。

解放運動推進本部紀要
身同
真宗大谷派解放運動推進本部 編
A5判

真宗同朋会の機関紙。インタビュー
企画「人間といういのちの相」など
内容盛りだくさん。
※ 部数によって発送料が異なる場合

がございますので、東本願寺出版
までお問い合わせください。

同朋新聞
毎月１回発行
タブロイド判
年間発送料1,300円
※ 東本願寺出版ホームページにて、

過去1年分のバックナンバーを閲覧
できます。

暮らしの中にある大切なことを見つ
める真宗大谷派の月刊誌。生活に密
着した話題から親鸞聖人の教えまで、

「仏教がみちびく、あらたな人生」を
コンセプトにした内容で、日々の生
活をより豊かにしていただく指針を
伝える。

同朋
毎月１回発行
A4判　1部：400円（送料別）
年間購読料：4,200円（送料込）

（各税込）

真宗大谷派の機関誌。
公示・告示をはじめとする教団の記
録のほか、研修会などの講演録、幼
児教化・児童教化、書評のページな
ど教化資料も盛り込んだ月刊誌。

真宗
毎月１回発行
B5判　1部：250円（送料別）
年間講読料：3,000円（送料込）

（各税込）

定期刊行物

『真宗』誌１年分（12冊）を綴じられ
るファイル。

『真宗』
保存用ファイル
B5判　
935円

『同朋』誌１年分（12冊）を綴じられ
るファイル。

『同朋』
保存用ファイル
A4判
1,650円

ファイル

東本願寺・真宗教化センター「しん
らん交流館」で行われる日曜講演や
親鸞聖人讃仰講演会での講話をまと
めた月刊聞法紙。

ともしび
教学研究所 編
毎月１回１日発行
B5判　１部：130円（送料別）
年間購読料：1,500円（送料込）

（各税込）

定
期
刊
行
物

定
期
刊
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物



106 107

青少幼年教化教材 青少幼年教化教材
東本願寺
キャラクター
クリアファイル

「鸞恩くん」
「あかほんくん」
「ちかいのことば」

A4判　
各　110円
各種50枚セット　4,950円（１割引）
各種100枚セット　8,800円（２割引）

青少幼年教化教材

「鸞恩くん」「あかほんくん」「ちかいのことば」
の３種類の東本願寺キャラクタークリアファイ
ル。記念品やお土産に最適。

キャラクター鉛筆
（2本入）

110円

東本願寺のキャラクター、鸞恩くん、
蓮ちゃん、あかほんくんの鉛筆。

キャラクター 
下敷き
275円

東本願寺のキャラクター、鸞恩くん、
蓮ちゃん、あかほんくんの下敷き。

キャラクター定規
165円

東本願寺のキャラクター、鸞恩くん、
蓮ちゃん、あかほんくんの定規。

キャラクター 
シール
110円

鸞恩くん、蓮ちゃん、あかほんくん
のシールと持ち物に名前を記すこと
ができるシール。

キャラクター葩
はなびら

550円

東本願寺のキャラクター、鸞恩くん、
蓮ちゃん、あかほんくんの葩。
散華として、しおりとして、メッセ
ージカードとしてさまざまなかたち
で使える。
30枚＋おまけ１枚

ほとけの子風船
（30個入）

550円

東本願寺のキャラクター、鸞恩くん、
蓮ちゃん、あかほんくんの風船。

子どもノート
A5判
110円

東本願寺のキャラクター、あかほん
くんのノート。

あかほんくん 
消しゴム
110円

東本願寺のキャラクター、あかほん
くんの消しゴム。

青
少
幼
年
教
化
教
材
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材
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青少幼年教化教材 青少幼年教化教材
布製「ちかい」
1,650円

三帰依文を子どもたちにわかりやす
いように意訳した「ちかい」の言葉
を掲示するタペストリー。

ストラップ 
（鸞恩くん）

330円

東本願寺のキャラクター、鸞恩くん
のストラップ。

ストラップ 
(あかほんくん)
330円

東本願寺のキャラクター、あかほん
くんのストラップ。

ストラップ 
（蓮ちゃん）

330円

東本願寺のキャラクター、蓮ちゃん
のストラップ。

あかほんくん 
勤行集
220円

子どもたちに正信偈やお寺をもっと身
近に感じ、親しみをもってもらうため
の勤行集。
正信偈、念仏・和讃（同朋奉讃）、回向、
御文（末代無智・聖人一流）のほか、
親鸞さまエピソード集や、東本願寺のキ
ャラクター紹介など楽しい付録も充実。

ひとりから
はじめる子ども会
ゲーム集
770円

子どもたちと一緒に遊べる45種類の
ゲームを掲載。
ポケットに入る手のひらサイズ。

子ども用略肩衣
1,980円

お勤めの際にご使用いただける子供
用略肩衣。

腕輪念珠 
（紫、白、黄、青、茜）

大　165円
小　132円

腕輪念珠 
（かわり玉）

大　165円
小　132円

紫、白、黄、青、茜の5色から選べる
腕輪念珠。大は小学生～大人サイズ。
小は幼児向けサイズ。

パステルカラーのかわり玉の腕輪念
珠。大は小学生～大人サイズ。小は
幼児向けサイズ。

青
少
幼
年
教
化
教
材
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少
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点訳本 外国語訳
点訳本
歎異抄
B5変形判　78頁
5,500円
978-4-8341-0550-6

点訳本
点訳本

歎 異 抄

東本願寺出版

『歎異抄』の点訳本。本文とともに、
『歎異抄』を学ぶにあたっての解説も
収載。介添えの方も共に学んでいた
だけるよう、全ページに点字と墨字
を併記している。

点訳本
正信偈
B5変形判　38頁
3,300円
978-4-8341-0549-0

点訳本

正 信 偈

東本願寺出版

「正信偈」の点訳本。原文のほか、
『書いて学ぶ親鸞のことば　正信偈』
を底本に、「正信偈」の現代語訳も収
載。介添えの方も共に学んでいただ
けるよう、全ページに点字と墨字を
併記している。

『歎異抄』のスペイン語訳。語注、原
文（日本語）も収載。

スペイン語訳
TANNISHO
佐藤 徳潤 訳
A5判　108頁
1,100円
978-4-8341-0240-6

『仏説無量寿経』『仏説阿弥陀経』英
訳意訳本。
原典には、サンスクリット本の『仏説
無量寿経』（足利本）、『仏説阿弥陀経』

（マックス・ミューラー本）と漢訳の
『仏説無量寿経』（康僧鎧訳）、『仏説阿
弥陀経』（鳩摩羅什訳）を使用。

『仏説無量寿経』 
『仏説阿弥陀経』英訳意訳本

THE LAND OF BLISS
ルイス オスカー ゴメス 訳
B5変形判
上製本378頁　4,950円

『仏典童話Ⅰ』（P96）の英訳本。日
本語も掲載。オールカラー。

BUTTEN DŌWA
─Buddhist Stories for Children
渡邊 愛子 文　畠中 光享 絵
横河 顕一 訳　文庫変形判　82頁
880円
978-4-8341-0275-8

『グラフ 真宗本廟東本願寺』の英訳
版。両堂をはじめとする真宗本廟

（東本願寺）の諸殿と、歴史や親鸞聖
人の生涯などを、多彩な写真と英語
の解説で紹介したオールカラー写真
集。

英訳
グラフ 真宗本廟 東本願寺
溝縁 ひろし 写真
B5判　46頁
880円
978-4-8341-0381-6

「ほんとうの念仏って、どんな念仏な
のですか」。著者の問いかけから、念
仏のはたらきと阿弥陀如来の本願に
遇うことの意味をあらためて見つめな
おす。また、日本語・英語・ポルトガ
ル語の三カ国語を掲載し、親鸞聖人
の教えを世界へ向けて発信する。

日本語・英語・ポルトガル語訳付き
念仏の救い
池田 勇諦 著
新書判　182頁

（日本語：58頁）
1,100円
978-4-8341-0450-9

外国語訳

外
国
語
訳

点
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本
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ビデオ（VHS） DVD

インドにはブッダガヤなど数多くの
仏教聖跡が今もなお残っている。
お釈迦さまが誕生されてから覚りを
得られ、初めて説法された地までの
足跡をたどる。

お釈迦さまの足跡を訪ねて
～インド・仏教聖地めぐり～
 上・下巻
真宗大谷派視聴覚伝道委員会 企画・制作
VHS　収録時間80分
各2,200円

衛星放送で放送されたCGアニメーシ
ョン版『仏典童話』から５話ずつ収
録。子どもから大人まで仏典童話の
世界に親しめる。

※DVD版は114頁に掲載。

仏典童話
　　　第４・５巻
真宗大谷派視聴覚伝道委員会 企画・制作
VHS　収録時間60分
各2,200円

〈第１～３巻は品切れ〉

CS放送で制作放映された「七高僧も
のがたり」をビデオ化。親鸞聖人が
選ばれた七人の高僧と聖徳太子の生
涯に学ぶ。上巻は龍樹菩薩から善導
大師まで、下巻は聖徳太子までの各
６話を収録。
※DVD版は113頁に掲載。

七高僧ものがたり
　　　　上・下巻
真宗大谷派視聴覚伝道委員会 企画・制作
VHS　収録時間70分
各2,200円

ビデオ（VHS）

はじめての
お勤め練習帳 正信偈
─DVD付き─
B5判　56頁
1,100円
978-4-8341-0520-9

ビデオ『七高僧ものがたり』を待望
のDVD化。毎日お勤めする「正信
偈」に書かれている七高僧について、
わかりやすく紹介。子どもたちへの
教材としてはもちろん、同朋の会で
も活用いただける。

DVD
七高僧ものがたり
収録時間：140分
2,750円 

仏教、生活、昔話などにまつわるバ
ラエティ豊かな短編アニメーション
を12話収録。初めて仏教にふれる子
どもたちと一緒にご覧いただける。
物語の解説書付。子ども会での法話
の導入に最適。

アニメでふれる　
ほとけさまのこころ
四衢 亮　監修
120分（10分×12話）
4,400円

正信偈のお勤めが練習できる入門書。
真宗大谷派勤行集（赤本）の中から、
正信偈・念仏・和讃・回向（同朋奉
讃）、御文四通を収載。お勤めにあた
ってのポイント解説と現代語訳付き。
練習用DVDも付属。

子どもたちの身近なエピソードをとおし
て、親鸞聖人の生涯とその教えにふれる
ことができる、バラエティ豊かな短編ア
ニメーションを12話収録したDVD。親
鸞聖人の生涯や足跡がわかる解説書付。
毎月１話で１年間お使いただける、子ど
も会・同朋の会での教材にも最適。

アニメでふれる
しんらんさまの問いかけ
四衢 亮　監修
120分（約10分×12話）
3,850円

寺院において登高座を行うために必
要な読法と所作法を網羅。『報恩講私
記（式文）』、『嘆徳文』には読み仮名
や読法を示し、所作法には図と写真
をもちいて解説。また、本文に沿っ
て所作法を解説したDVD付き。

真宗大谷派 
登高座作法稽古本
DVD付き
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B5判　112頁
4,950円
978-4-8341-0566-7

DVDDVD
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DVD CD

アニメ
親鸞への道／
八太のともだち
真宗大谷派視聴覚伝道委員会 企画・制作
収録時間50分
2,200円

衛星放送で放送した「宗祖親鸞聖人
七百五十回御遠忌にむけて」をDVD
化。①世界最大の木造建築に挑む─
先人の願いと技を受け継いで─、②
国宝『教行信証』─親鸞聖人の息吹
を感じて─、③750年 伝承される仏
事─報恩講を今に伝えて─を収録。

宗祖親鸞聖人
七百五十回御遠忌にむけて
真宗大谷派（東本願寺）企画・制作
収録時間40分
2,200円

親鸞聖人の生涯を親しみやすく知ることができ
るアニメDVD。『親鸞への道』では、９歳での
得度、法然上人との出遇い、流罪後の越後での
生活をとおして、問われ、学んでいかれた聖人
の半生を描く。『八太のともだち』では、身寄
りがなく、大人を信用しない八太が、親鸞聖人
との出遇いをとおして成長していく過程を描く。

各年の御遠忌への歩みをまとめた「宗
祖親鸞聖人七百五十回御遠忌へのあゆ
み2004-2010」、御遠忌法要や御正当報
恩講などを映像で振り返る「映像記録 
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌」「東日
本大震災から問われるもの─宗祖親鸞
聖人七百五十回御遠忌」の３本を収録。

2011年　映像で振り返る
宗祖親鸞聖人
七百五十回御遠忌
真宗大谷派（東本願寺）企画・制作
収録時間141分
2,750円

ビデオ『仏典童話』全５巻をDVD
化。
２枚組全27話を収録。一話ごとにア
ニメの雰囲気が異なるのが魅力の一
つ。子どもはもちろん大人も楽しめ
る。

DVD　仏典童話
渡邊 愛子　監修
収録時間　DISC1：180分
　　　　　DISC2：140分
3,300円

藤元氏の高倉会館日曜講演（1985年５
月12日）を収録。『観経』に説かれる

「深心」を「深信の心」として受けと
められた善導大師。その深く信じる心
をどのように受けとめたらいいのか。
藤元氏の言葉をとおして私たち人間と

「深信の心」との関係をたずねていく。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑪
深信の心なり
語り手：藤元 正樹
収録時間66分
1,980円

2005年5月20日に阿弥陀堂で行われた
「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌真宗
本廟お待ち受け大会記念講演」を収
録。『大無量寿経』に説かれる言葉を
たよりに、答えをもって物事を考え
る私たちに、自身の問いに起てと呼
びかる。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑫
汝、起ちて
更に衣服を整うべし
語り手：宮城 顗
収録時間55分
1,980円

2003年11月29日に視聴覚ホールで行
われた「2003年度中央同朋会議基調
講演」を収録。苦悩渦巻く現代社会
を生きる私たちにとって宗祖親鸞聖
人に遇うとはどのようなことか、真
の帰依処とは何かを問いかける法話
CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑬
宗祖としての親鸞
聖人に遇う
語り手：竹中 智秀
収録時間50分
1,980円

1992年2月16日に高倉会館で行われた
「高倉会館日曜講演」を収録。よしあ
しの分別にしばられている私たちと

「まことの世界」との関係とは…。坂
東氏が滔々と語りかける法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑭
まことの世界
語り手：坂東 性純
収録時間67分
1,980円

2010年11月28日に高倉会館で行われ
た「親鸞聖人讃仰講演会」の廣瀬杲
氏の講演「「顕浄土」の教学」を収
録。亡くなる約１年前の講演を収録
した一枚。廣瀬氏は最晩年に私たち
に何を語りかけているのか、必ず聞
きたい法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑮
「顕浄土」の教学

語り手：廣瀬 杲
収録時間53分
1,980円

CD
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「高倉会館日曜講演」（1970年２月15
日）での仲野氏の講演「海の如し」
を収録。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑥
海の如し
語り手：仲野 良俊
収録時間48分
1,980円

大谷専修学院において行われた「歎
異抄講義」（1971年３月１日）を収
録。『歎異抄』第３章に説かれる「悪
人成仏」を力強く且つきめ細やかに
解説した迫力のある法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑦
悪人成仏
語り手：信國 淳
収録時間76分
1,980円

和田氏の最後の高倉会館日曜講演
「常没の凡愚」（2005年５月29日）を
収録。宗教心とは何か、人間とは何
か…。生きるということの根本問題
をたずねる法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑧
常没の凡愚 
語り手：和田 稠
収録時間63分
1,980円

曽我量深氏の随行をされた藤代氏の
「高倉会館日曜講演」（1983年10月30
日）を収録。南無阿弥陀仏を問題に
しない現代のありかたを問う力強い
法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑨
南無阿弥陀仏に成る
語り手：藤代 聰麿
収録時間74分
1,980円

平野氏の高倉会館日曜講演（1992年
12月13日）を収録。「機」という問題
をどのように受けとめたらいいのか、
私たち人間が必ず出会わなければな
らないこととは…。平野氏の言葉を
とおして仏の教えに遇うということ
をたずねていく法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑩
濁世の機
語り手：平野 修
収録時間77分
1,980円

曽我氏の「教如上人三百五十回忌法
要記念講演」（1964年４月４日）を収
録。

法話CD「本願に生きた念仏者」①
すでにこの道あり
語り手：曽我 量深
収録時間74分
1,980円

「親鸞聖人七百回大遠忌讃仰講演会」
（1961年４月27日）での講演を収録。
七百回御遠忌に出遇った金子氏の感
動が溢れた法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」②
念仏成仏これ真宗
語り手：金子 大榮
収録時間55分
1,980円

同朋会館で行われた「同朋会運動の
願いに聞く集い」（1980年２月22日）
での講演「浄土の教学」を収録。東
本願寺での講演が少ない安田氏の貴
重な講演を収めた法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」③
浄土の教学
語り手：安田 理深
収録時間64分
1,980円

高倉会館で行われた親鸞聖人讃仰講
演 会（1972年11月26日） で の 講 演

「一人の尊さ」を収録。松原氏の臨場
感溢れる語りがけが心に響く法話
CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」④
一人の尊さ
語り手：松原 祐善
収録時間58分
1,980円

高倉会館で行われた親鸞聖人讃仰講
演 会（1969年11月26日） で の 講 演

「非僧非俗」を収録。熱い願いが込め
られた蓬茨氏の言葉一つひとつが胸
に響く法話CD。

法話CD「本願に生きた念仏者」⑤
非僧非俗
語り手：蓬茨 祖運
収録時間51分
1,980円
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経済優先・利益優先の現代社会で今
も多くの人びとの生活の中に生き、
力となっている親鸞聖人の念仏の教
えとは何か。藤原氏が出遇った、念
仏に生きるさまざまなご門徒とのエ
ピソードなどを紹介しながら考えて
いく。

心に響く法話シリーズ②
お念仏に遇いて
語り手：藤原 千佳子
収録時間54分
1,320円

「私心（ワタクシゴコロ）」で物事のヨ
シ・アシを判断し、それ故に出口なく
迷う自分を、仏さまは悲しまれてい
る。それに気づいたとき、初めて自ず
と頭が下がる─。近田氏が日常で出遇
ったさまざまなエピソードを交えて、
念仏申す生活とは何かを語る。

心に響く法話シリーズ③
念仏申す生活を
語り手：近田 昭夫
収録時間48分
1,320円

出雲路暁寂氏、信國淳氏の２人の師
との交流をとおして念仏申す身と出遇
ったご自身の体験を紹介。また、現代
社会に生きる私たちが安心してこの身
を生きる生活が開かれるところには、
お念仏がはたらいていることを生活の
中のエピソードを交えながら語る。

心に響く法話シリーズ④
念仏の光の中に
語り手：藤谷 純子
収録時間51分
1,320円

なぜ私たちは孤独を感じるのか。孤
独のどん底からほんとうに生きていく
道を明らかにする。浄土に生まれると
は、還相の菩薩とは、など、具体的な
生活の中で教えの言葉がどのようには
たらいているのかを、ご自身の実感を
とおして明快に語る。

心に響く法話シリーズ⑤
闇照らすともしび
語り手：湯浅 成幸
収録時間58分
1,320円

私たちが普段何気なく使っている「凡
夫」という言葉。この言葉について、
お釈迦さまや親鸞聖人の教えにたし
かめつつ、四コマ漫画・川柳・経験
談を織り交ぜたユーモアたっぷりの語
り口で、私たちのありかたをたずねて
いく。

心に響く法話シリーズ⑥
凡夫は、われらなり
語り手：松井 憲一
収録時間49分
1,320円

楽譜集『仏教讃歌Ⅰ』（P42参照）に
掲載されている曲を収録。
宗祖親鸞聖人があきらかにされた浄
土真宗の教えを讃嘆する歌声が、十
方に響流することの一助となること
を願い発行。楽譜集『仏教讃歌Ⅰ』
とあわせて活用いただける。

仏教讃歌Ⅰ（CD）
真宗大谷派合唱連盟
２枚組
収録時間59分
1,650円

楽譜集『仏教讃歌Ⅱ』（P42参照）に
掲載されている曲を収録。保育現場
をはじめとしたさまざまな場所でご
活用いただけるよう、子ども向けの
仏教讃歌を中心に、次世代を担う子
どもたちにぜひ歌ってほしい曲、大
人も子どもも一緒に歌える曲を収録。

仏教讃歌Ⅱ（CD）
真宗大谷派合唱連盟
収録時間48分
1,650円

『御伝鈔』拝読の練習用CD（上巻・
下巻２枚組）。『御伝鈔』拝読の稽古
や確認に最適。

『御伝鈔』本文や所作法が掲載されて
いる『真宗大谷派 御伝鈔拝読稽古本』

（P2参照）とあわせて活用できる。

真宗大谷派
御伝鈔（CD）
拝読：真宗大谷派宗務所本廟部

（上巻：滋賀俊正／下巻：泉康夫）
90分（Disc1：54分32秒／
Disc2：35分28秒）
3,300円

五帖御文・夏の御文・御俗姓を収載し
た御文拝読の稽古本。拝読の所作法を
オールカラー・写真付きでわかりやす
く解説しているほか、代表的な御文10
通を収録したCD付き。

真宗大谷派 
御文拝読稽古本
CD付き
真宗大谷派宗務所本廟部 編
B5判　336頁
4,950円
978-4-8341-0575-9

経済優先・利益優先の現代社会にあ
って、私たちは自らの存在の意味を
見失っているのではないか。生きる
こととは何か、私たちが常に追い求
める「幸せ」とは何かを、仏教や親
鸞聖人の教えを視点に考えていく。

心に響く法話シリーズ①
幸せの見つけ方
語り手：真城 義麿
収録時間52分
1,320円
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CD カセットテープ

『真宗大谷派勤行集（赤本）』の練習用CD。
〈収録内容〉
正信偈（草四句目下）、念仏和讃・回向

（三淘）、御文（末代無智）・同朋奉讃式
（第一・二）・讃歌（真宗宗歌・恩徳讃）。
※ カセットテープに収録されている御文と

一部内容が異なります。

正信偈
─真宗大谷派勤行集 CD
声明：真宗大谷派宗務所本廟部
仏教讃歌：真宗大谷派合唱連盟
収録時間67分
1,980円

『仏典童話』Ⅰ（P96参照）に収載さ
れた味わい深いものがたり10話を収
録。

仏典童話 CD
渡邊 愛子 原作
収録時間63分
1,650円

同朋の会などで、もっとも多く使わ
れる讃歌22曲を収録。１本目は合唱、
２本目は伴奏のみで編集。解説・伴
奏譜付。
①合唱　収録時間：約52分
② エレクトーン演奏  

収録時間：約53分

讃歌
いのちの偈
カセットテープ２本組　
ブック型ケース入
3,850円
978-4-8341-0104-1

「礼拝のうた」「行事のうた」「園児の
うた」「みんなのうた」「いのちのう
た」の四分類による全33曲を収録。
付録：「うたのえほん」

子ども用仏教讃歌（いのちの偈PARTⅡ）
のんのん　ののさま
カセットテープ
ブック型ケース入
収録時間約52分
3,300円
978-4-8341-0105-8

『真宗大谷派勤行集（赤本）』の練習用カセットテープ。
A面： 正信偈（草四句目下）、念仏和讃・回

向（三淘）、讃歌（真宗宗歌・恩徳讃
Ⅰ・Ⅱ・光はみちて）

B面： （同朋奉讃）：正信偈（草四句目下）・念
仏・和讃・回向・御文（全四通）・讃歌

（真宗宗歌・恩徳讃Ⅱ・Ⅰ〈演奏のみ〉）

正信偈
─真宗大谷派勤行集 カセットテープ
声明：真宗大谷派宗務所本廟部
仏教讃歌：真宗大谷派合唱連盟
1,650円

カセットテープ

法話カセットシリーズ 各1,320円
各講師がそれぞれの信仰を語る真宗入門法話集。

・いま全てのいのちと　（1984〈昭和59〉年８月４日　名古屋別院暁天講座）
　 講師：松永 伍一
　 収録時間：75分50秒

・信心よろこぶ人　（1984〈昭和59〉年８月２日　大谷祖廟暁天講座）
　 講師：柘植 闡英
　 収録時間：58分40秒

・仏道としての生活　（1984〈昭和59〉年８月１日　名古屋別院暁天講座）
　 講師：出雲路 暢良
　 収録時間：54分51秒
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非僧非俗（CD）………………………117

人と生まれて………………………… 72

女と男のあいだで…………………… 76

ひとりからはじめる子ども会ゲーム集……109

悲の海は深く………………………… 40

響……………………………………… 38

不可思議な日常……………………… 40

仏教讃歌Ⅰ・Ⅱ……………………… 42

仏教讃歌Ⅰ・Ⅱ（CD）………………119

仏教と人間教育そして真宗………… 53

仏教なるほど相談室………………… 34

仏教のぶっ…………………………… 36

仏教ハンドブック…………………… 36

仏教・仏事のハテナ？…………… 2.35

仏教をめぐる対話…………………… 89

『佛説観無量寿経』講究… ………… 65

ブッダと親鸞………………………… 16

の

は

ひ

ふ

仏典童話（Ⅰ・Ⅱ）… ……………… 96

仏典童話（ビデオ　第 4・5巻）……112

仏典童話（CD）………………………120

仏典童話（DVD）……………………114

BUTTEN　DŌWA…………………111

仏道としての生活（カセットテープ）……121

仏道に生きる………………………… 39

別院探訪……………………………… 67

報恩（ワンコインブックシリーズ）…… 78

報恩講…………………………………101

報恩の生活…………………………… 80

法語カレンダー………………………100

蓬茨祖運集（上・下）… …………… 57

法事のこころ…………………………… 7

法事のこころ②………………………… 7

法事のこころ③………………………… 7

法事をつとめる……………………… 89

ぼくは　いま　ここにいる………… 95

ぼくれっしゃ………………………… 95

ぽけっと法話集……………………… 51

仏さまのお弟子になる……………… 80

仏さまの願い………………………… 55

仏さまのよびかけ…………………… 80

仏さまはどこにおられますか？…… 83

ほとけの子風船………………………107

本願（ワンコインブックシリーズ）…… 78

本願…………………………………… 82

本願寺の軌跡………………………33.66

本願に生きる………………………… 61

本願念佛の開顕……………………… 64

本尊…………………………………… 89

本尊の意義をたずねて……………… 86

ほんとうに生きるということ……… 54

ほんとうのしあわせ………………… 88

真実のよりどころ……………………… 9

へ

ほ

『同朋新聞』（月刊紙）… ……………104

同朋手帳………………………………102

『同朋』保存用ファイル… …………105

ともしび（月刊聞法紙）… …………105

ともしび（テキスト）… …………… 43

共なる世界を願って………………… 61

亡き方からのメッセージ……………… 9

なき人をしのんで（第二版）… …… 99

なぜ？からはじまる歎異抄………29.56

南無阿弥陀仏…人と生まれたことの…

意味をたずねていこう……………… 80

南無阿弥陀仏に成る（CD）…………116

南無阿弥陀仏のいわれ……………… 74

南無阿弥陀仏のすがた……………… 74

南無阿弥陀仏の葬儀………………… 84

汝、起ちて更に衣服を整うべし（CD）……115

人間回復への道……………………… 38

人間といういのちの相（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ）…… 37

にんぽういただきますのじゅつ…… 95

布製「ちかい」… ……………………108

涅槃経の教え………………………… 71

念仏（ワンコインブックシリーズ）…… 78

念仏往生の大地に生きる…………… 85

念仏者として独立せん……………… 28

念仏者と平和………………………… 76

念仏者の世界………………………30.72

念仏成仏これ真宗（CD）……………117

念仏聴診器…………………………… 87

念仏に生きるとき…………………… 71

念仏の救い……………………… 38.111

念仏の光の中に（CD）………………118

念仏申す生活を（CD）………………118

な

に

ぬ

ね

本廟物語……………………………… 69

凡夫（ワンコインブックシリーズ）…… 78

凡夫は、われらなり（CD）…………118

まことの世界（CD）…………………115

道ここに在り………………………… 41

仏の名のもとに……………………… 45

民衆の中の親鸞……………………17.74

無上涅槃の妙果……

―『顕浄土真実証文類』要訣―…… 65

『無量寿経優婆提舎願生偈註』読解…… 65

聞思の人全巻セット………………… 57

聞法の生活…………………………… 70

聞法ノート…………………………… 99

安田理深集（上・下）… …………… 57

病に悩むあなたへ…………………… 79

闇照らすともしび（CD）……………118

『唯信鈔文意』講讃… ……………… 65

世のいのり・国のいのり…………… 74

よるになったらおやすみなさい…… 97…

りゅうじん池としんらんさま………… 98

歴史のなかの親鸞…………… 13.50.67

れんにょさま………………………21.97

蓮如上人遺徳記読解………………… 65

蓮如上人行実………………………21.62

『蓮如上人御一代記聞書』試論… … 64

蓮如上人私記………………………20.74

蓮如上人と現代……………………… 20

蓮如上人に学ぶ……………………21.87
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