『地獄と極楽』
日常の言葉としても馴染みのある「地獄」と「極楽」をテーマにした法話を書籍化。私たちが生きて
いくために大切なことをおしえている「地獄」と「極楽」の世界をあきらかにする。
ISBN 978-4-8341-0515-5 C0115
宮城 顗 著
文庫判 176 頁 定価：本体 650 円（税別）

『すべてが君の足あとだから―人生の道案内』
幼い頃に両親と別れ、
「悲しみ」と「不安」だらけで生きてきた著者の赤裸々な人生の告白と、そん
な著者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と生き方のヒント。
ISBN 978-4-8341-0523-0 C0115
佐賀枝 夏文 著
文庫判 240 頁 定価：本体 750 円（税別）
おぼうさん

『 僧 侶 ３１人のぽけっと法話集』
僧侶 31 人が、日々の生活の中での出来事をとおして仏さまの教えを伝える短編法話集。日ごろ抱え
ている悩みや苦しみに寄り添うようなお話を 31 話収載。仏教ってなんだか難しそう…と思っている
方におすすめの一冊。
ISBN 978-4-8341-0534-6 C0115
文庫判 196 頁 定価：本体 750 円（税別）

『暮らしのなかの仏教語』
私たちが日頃使っている言葉のルーツをたずねていくと、その源の多くが仏教に。「微妙」「有り難
う」
「世界」などの 48 語を手がかりに、仏さまからのメッセージと言葉の世界を説き開く。
ISBN 978-4-8341-0539-1C0115
大江 憲成 著

文庫判 254 頁 定価：本体 750 円（税別）

『浄土真宗の教え―真実の教・行・信・証―』
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『教行信証』をひ
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。
ISBN 978-4-8341-0584-1C0115
宮城 顗 著

文庫判 268 頁 定価：本体 750 円（税別）

『わが心の歎異抄』
鎌倉時代に記された『歎異抄』。なぜこれほどまでに読まれ続けているのか…。著者の歩みをとおし
てその魅力をたずねる。『歎異抄』の成立や執筆者の人物像などについての研究成果も掲載。
ISBN 978-4-8341-0597-1 C 0115
今井 雅晴 著
文庫判 260 頁 定価：本体 750 円（税別）

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名

定価（税別）

地獄と極楽

650 円

すべてが君の足あとだから

750 円

僧侶３１人のぽけっと法話集

750 円

暮らしのなかの仏教語

750 円

浄土真宗の教え－真実の教・行・信・証－

750 円

わが心の歎異抄

750 円

冊数

番線印

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

『なぜ？からはじまる歎異抄』
「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ような、我々の常識では納得でき
ない『歎異抄』の一つ一つの表現を、「なぜ？」と足をとめ、丁寧に書き表した一冊。
ISBN978-4-8341-0521-6 C0215
武田 定光 著

新書判 定価：本体 780 円＋税

『浄土真宗入門－親鸞の教え』
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…。浄土とは、念仏とは、往生と
は…。基本を確かめたい人から、より深く学びたい人まで全ての人に向けて解き明かす
ISBN 978-4-8341-0532-2 C0215
池田 勇諦 著
新書判 定価：本体 780 円＋税
い

ま

『現在を生きる 仏教入門』
「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、仏教を初めて学ぶための入門書。
ISBN978-4-8341-0568-1 C0215
古田 和弘 著

新書判 定価：本体 780 円＋税

『仏さまの願い－四十八のメッセージ』
生きとし生けるすべての人びとを救い、平和・自由・平等を願った仏さまの４８の願い。
この願いに立ち返り、不正と矛盾にあふれた現実社会のさまざまな課題をたずねていく。
ISBN978-4-8341-0602-2 C0215
尾畑 文正 著

新書判 定価：本体 780 円＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名

定価（税別）

真宗新書 なぜ？からはじまる歎異抄

780 円

真宗新書 浄土真宗入門－親鸞の教え

780 円

真宗新書 現在を生きる 仏教入門

780 円

真宗新書 仏さまの願い
－四十八のメッセージ

冊数

番線印

780 円
〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

親鸞聖人セット
趣旨・・・このセットは、東本願寺出版が発行する「親鸞聖人」を主題とし
た書籍（２５冊）の中から、親鸞聖人の生涯と教えをわかりやす
く解説し、よく売れている入門書をセットにいたしました。
対象・・・一般
提案・・・このセットは、
「宗教」または「仏教」の棚に「親鸞」のコーナー
がございましたら、そちらへ陳列ください。また「浄土真宗」で
分類いただいても結構です。
国内の各仏教教団の開祖（浄土宗：法然・天台宗：最澄・真言宗：
空海・臨済宗：栄西など）に関する書籍を常備されていましたら、
是非とも、そのラインナップに「親鸞」を加えてみてはいかがで
しょうか。
展示例

『はじめて読む

親鸞聖人のご生涯』文字も大きく、わかりやすい

親鸞聖人の誕生から入滅までのご生涯を、はじめて親鸞聖人について学ぶ方に向けてわかりやすく解
説した入門書。絵画写真や系図、地図を豊富に収載。さらに大きな文字で読みやすく、コンパクトで
持ち運びに便利になった一冊。親鸞聖人についてより深く読み解くコラム付き。
ISBN 978-4-8341-0476-9 C 0015
真宗大谷派 教学研究所編

B6 判 定価：本体 250 円＋税

『親鸞－生涯と教え』

高校教科書としても活用

誕生から入滅まで、親鸞聖人の生涯とその教えを、7 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多数使い分かりやすさを追求した。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。
ISBN 978-4-8341-0413-4 C1015
真宗大谷派学校連合会 編
A5 版 定価：本体８００円＋税

『親鸞聖人に学ぶ』

浄土真宗の入門書・一般向け

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確かめてい
く。
ISBN 978-4-8341-0373-1 C0015
一楽 真 著
四六版 定価：本体１，５００円＋税

『ブッダと親鸞』

高校教科書としても活用

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
ッダの教えを通して、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。
ISBN 978-4-8341-0323-6 C0015
一楽 真 中川 皓三郎 他著
A5 版 定価：本体１，０００円＋税

『親鸞讃歌』

一般向け

大谷大学名誉教授の寺川俊昭氏の書き下ろし。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、その感応のままに書き下ろした１冊。親鸞聖人が生き
た時代と、誕生から入滅までを数多くの著作と証言をもとにわかりやすく解説。
ISBN 978-4-8341-0384-7 C0015
寺川俊昭 著
四六版 定価：本体１，8００円＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名
はじめて読む 親鸞聖人のご生涯
親鸞－生涯と教え
親鸞聖人に学ぶ
ブッダと親鸞
親鸞讃歌

定価（税別）
250 円
800 円
1,500 円

冊数

番線印

1,000 円
1,800 円

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

『真宗文庫

親鸞の世界』

1961 年、親鸞聖人七百回御遠忌を迎えるにあたり、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録。
ISBN 978-4-8341-0438-7 C0195
鈴木大拙 曽我量深 金子大栄 西谷啓治 著

文庫変形判 定価：本体１，5００円

『親鸞聖人の手紙から』
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。
ISBN 978-4-8341-0425-7 C1015
尾畑 文正 編
新書版 定価：本体８００円＋税

『親鸞に出会うことば』
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。
ISBN 978-4-8341-0359-5 C0015
寺川 俊昭 編著
新書版 定価：本体 600 円＋税

『親鸞聖人伝絵

─御伝鈔に学ぶ─』

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。
ISBN 978-4-8341-0540-7C0015
A5 版 定価：本体１，8００円＋税

高松 信英・野田 晋 著

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名

定価（税

冊数

番線印

別） 円
1,500

真宗文庫 親鸞の世界
親鸞聖人の手紙から

800 円

親鸞に出会うことば

600 円

親鸞聖人伝絵 ─御伝鈔に学ぶ─

1,800 円

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

しょうぎょう

浄土真宗 お 聖 教 セット
※お聖教（おしょうぎょう）とは、各宗教の教義のよりどころとなる教典をいいます。

趣旨・・・このセットは、浄土真宗のお聖教の中で、一般的によく知られて
いるお聖教を主題とした書籍で、主に学習用として最適な書籍を
まとめたものです。各聖教の解説は以下のとおりです。
○『教行信証』 浄土真宗の宗祖 親鸞聖人の著述。浄土真宗の教法の
根本となる書。
○『正信偈』 『教行信証』の「行巻」の末尾に所収されている偈文。
浄土真宗の門信徒は朝夕のお参りの際に仏さまの前
で読誦する。
○『歎異抄』
親鸞聖人の弟子である唯円の著述。亡き師親鸞聖人の
教えに種々の異説が生じ、正しく受け継がれないこ
との歎（なげ）きを著したもの。親鸞語録ともいう
べき書。
対象・・・一般
提案・・・このセットは、
「宗教」または「仏教」の棚に「浄土真宗」又は「親
鸞」のコーナーがございましたら、そちらへ陳列ください。なお、
このたび『親鸞の詩が聞こえる-エッセンス・正信偈-』は社団法
人日本図書館協会より“日本図書館協会選定図書”に選ばれまし
た。
展示例

『解読 教行信証』上巻

教行信証に親しんでいただく入門書

親鸞聖人の主著『教行信証』の内、総序・教巻・行巻・
教学研究所 編
信巻・証巻の現代語訳。
『真宗聖典』所収の『教行信証』
ISBN978-4-8341-0448-6 C0015
に基づいた書き下し文を上段、その現代語訳を下段に構
Ａ5 判 定価：本体 3,800 円＋税
成。

『親鸞の詩が聞こえる-エッセンス・正信偈-』日本図書館協会選定図書に選ばれました！
親鸞聖人によって作られた「正信偈」には、どのようなメ
戸次 公正 著
ッセージが込められているのか―。アジアの風に吹かれ、
ISBN 978-4-8341-0481-3 C0015
海を渡ってはこばれてきた「なむあみだぶつ」の歴史の詩
B6
判 定価：本体 1,300 円＋税
（うた）・正信偈の心を、古今東西のアート、音楽、映画、
絵本などのなかに訪ねていく。

テキスト『正信偈』

学習に最適！

1979 年に刊行し、長年テキストとして活用されてきた
一書。読み方、意訳要点、参考、脚注、大意、さらに学
習のための問題点を付す。120 ページと読みやすく、学
習に最適！

『正信偈の教え』
（上・中・下巻）
わかりやすい解説で好評の「正信偈」入門書の決定版。
日々のおつとめ「正信偈」の一句一句を丁寧に読み解き、
一つ一つの言葉の意味を押さえながら、そこにこめられ
た親鸞聖人の「こころ」にふれる。

教学研究所 編
ISBN978-4-8341-0036-5 C3015

A5 判 定価：本体 400 円＋税

詳しく学びたい方は必読です！
古田 和弘

著

（上）ISBN978-4-8341-0397-7 C0015
（中）ISBN978-4-8341-0400-4 C0015
（下）ISBN978-4-8341-0405-9 C0015

B6 判 定価：本体 各 1,000 円＋税

『歎異抄に聴く』

歎異抄を味わう一冊

『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
かける様々な問題を論じる。原文の口語訳・語注付。

神戸 和麿 著
ISBN978-4-8341-0465-3 C0015

四六判 定価：本体 1,800 円＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名

定価（税別）
解読 教行信証（上巻）
3,800 円
親鸞の詩が聞こえる
1,300 円
テキスト 正信偈
400 円
正信偈の教え（上）
1,000 円
正信偈の教え（中）
1,000 円
正信偈の教え（下）
1,000 円
歎異抄に聴く

1,800 円

冊数

番線印

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211
TEL.075-371-9189
Email:books@higashihonganji.or.jp

たんにしょう

歎異抄セット
歎異抄とは･･･
親鸞聖人の弟子である唯円の著述で、亡き師親鸞聖人の教えに種々の異説が
生じ、正しく受け継がれないことへの歎（なげ）きを著したものです。
歎異抄はこれまで多くの人に親しまれてきた親鸞語録ともいうべき書で、
「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」（悪人正機）などの一文が
有名です。
趣旨・・・このセットは、東本願寺が発行する「歎異抄」を主題とした書籍
の中から書店様用に選ばせていただいた書籍です。「歎異抄」の
現代語訳をはじめ、「歎異抄」に影響を受けた著名人の著書をま
とめました。
対象・・・一般
提案・・・このセットは、「宗教」または「仏教」の棚に「浄土真宗」、「親
鸞」、又は「歎異抄」のコーナーがございましたら、そちらへ陳
列ください。

展示例

『歎異抄に聴く』

歎異抄を味わう一冊

『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
かける様々な問題を論じる。原文の口語訳・語注付。

『わが心の歎異抄』

神戸 和麿 著
ISBN978-4-8341-0465-3 C0015

四六判 定価：本体 1,800 円＋税

「人は一人で生きているものではない」

『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』
の著者唯円の人物像や『歎異抄』成立についての研究成
果を載せる。

今井 雅晴

著

ISBN978-4-8341-0369-4 C0015

四六判 定価：本体 1,400 円＋税

『歎異抄聴記』

名著といわれる一冊

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。『歎異抄』
に関するこれまで刊行されてきた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
解説付き。

『なぜ？からはじまる歎異抄』

曽我 量深 著
ISBN978-4-8341-0267-3 C3015

文庫変形判 定価：本体 1,500 円＋税

「なぜ悪人が救われるのか」

持ち運びに便利な真宗新書シリーズ第１弾！
「この世で救われない人は一人もいない」と親鸞に言わ
しめた教えが書き表された『歎異抄』の願いを、
「なぜ？」
という素朴な視点に立ち、丁寧に書き表した一冊。

武田 定光

著

ISBN978-4-8341-0521-6 C0215

新書判 定価：本体 780 円＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名
歎異抄に聴く
わが心の歎異抄
歎異抄聴記
なぜ？からはじまる歎異抄

定価（税別）
1,800 円
1,400 円

冊数

番線印

1,500 円
780 円

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

やさしく学ぶ浄土真宗セット
趣旨・・・親鸞聖人が撰述した「正信偈」
（しょうしんげ）」と「三帖和讃」
（さ
んじょうわさん）は、浄土真宗の門信徒が朝と夕に仏さまの前でお
勤めするお聖教です。しかし、その意味については「よくわからな
い」「あれは呪文だと思っていた」という方々が多くおられます。
そのような方のために、特にわかりやすく解説された入門書をセッ
トにいたしました。
対象・・・一般
提案・・・このセットは、
「宗教」または「仏教」の棚に「お経」のコーナー
がございましたら、そちらへ陳列ください。また「浄土真宗」
・
「親
鸞」で分類いただいても結構です。
国内の各仏教教団にて読まれるお経（浄土真宗：浄土三部経・日蓮
宗：法華経・天台、真言、禅宗：般若心経など）の意訳・解説本を
常備されていましたら、是非とも、そのラインナップに浄土真宗の
「正信偈」
、「和讃」を加えてみてはいかがでしょうか。

展示例

『書いて学ぶ 親鸞のことば－正信偈』
「正信偈」の漢文と書き下し文をなぞりながら、その意
味を確かめる、読んで・書いて・音読する、三段階の学
びが実践できる一冊。

『書いて学ぶ 親鸞のことば－和讚』
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。ペンやえんぴつでお手本をなぞりながら、和讃に
親しんでいただける。現代語訳と語句の意味も掲載して
おり、一首一首の内容を確認しながら学習できる一冊。

書くことを通して学ぶ一冊！
ISBN978-4-8341-0428-8 C9476

B5 判 定価：本体 600 円＋税

書いて学ぶシリーズ第２弾！
ISBN978-4-8341-0462-2 C9476

B5 判 定価：本体 600 円＋税

テキスト『正信偈』

学習に最適！

1979 年に刊行し、長年テキストとして活用されてきた
一書。読み方、意訳要点、参考、脚注、大意、さらに学
習のための問題点を付す。
120 ページと読みやすく、学習に最適！

『正信偈の教え』
（上・中・下巻）

ISBN978-4-8341-0036-5 C3015

A5 判 定価：本体 400 円＋税

詳しく学びたい方は必読です！

わかりやすい解説で好評の「正信偈」入門書の決定版。
（上）ISBN978-4-8341-0397-7 C0015
日々のおつとめ「正信偈」の一句一句を丁寧に読み解き、
（中）ISBN978-4-8341-0400-4 C0015
一つ一つの言葉の意味を押さえながら、そこにこめられ
（下）ISBN978-4-8341-0405-9 C0015
た親鸞聖人の「こころ」にふれる。
B6 判 定価：本体 各 1,000 円＋税

『和讚に学ぶ』（浄土・高僧・正像末）
親鸞聖人がつくられたご和讃の中で、『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。

和讚を学ぶならこれ！
（浄土）ISBN978-4-8341-0280-2 C0015
（高僧）ISBN978-4-8341-0300-7 C0015
（正像末）ISBN978-4-8341-0306-9 C0015

B6 判 定価：本体 各 800 円＋税

『親鸞の詩が聞こえる-エッセンス・正信偈-』日本図書館協会選定図書に選ばれました！
親鸞聖人によって作られた「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―。アジアの風に吹かれ、
海を渡ってはこばれてきた「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、
絵本などのなかに訪ねていく。

戸次 公正

著

ISBN 978-4-8341-0481-3 C0015

B6 判 定価：本体 1,300 円＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名
書いて学ぶ 親鸞のことば－正信偈
書いて学ぶ 親鸞のことば－和讃
テキスト 正信偈
正信偈の教え（上）
正信偈の教え（中）
正信偈の教え（下）
和讃に学ぶ（浄土）
和讃に学ぶ（高僧）
和讃に学ぶ（正像末）
親鸞の詩が聞こえる-エッセンス・正信偈

定価（税別）
600 円
600 円
400 円
1,000 円
1,000 円
1,000 円
800 円
800 円
800 円
1,300 円

冊数

番線印

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211
TEL.075-371-9189
Email:books@higashihonganji.or.jp

浄土真宗セット
趣旨・・・書店様の人文書コーナーのカテゴリーで「宗教」
、
「仏教」の他に、
「浄土真宗」というカテゴリーが設けられているのをよく見かけ
ます。そこで、
「浄土真宗」のカテゴリーに適する書籍として、浄
土真宗の「教義」、「歴史（成り立ち）」、「仏事作法」に至るまで、
幅広いジャンルから書籍を選定してみました。これらの書籍は「東
本願寺ブックフェア」を書店様で実施した際にもよく売れており、
多くの方が関心を持っている分野の売れ筋書籍です。
対象・・・一般
提案・・・このセットは、「宗教」または「仏教」の棚、または「浄土真宗」
のコーナーがございましたら、是非とも陳列ください。
展示例

『浄土真宗―往生と不退―』

浄土は死んでから行くところなのか？

あなたは浄土真宗と他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、親鸞が見出した世界。真宗大谷派元教学研究所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。昭和 63 年に発行された単行本を真宗文庫で再発刊。
ISBN 978-4-8341-0452-3 C 0115
仲野 良俊 著

文庫判 定価：本体 750 円＋税

『浄土真宗儀式の源流』

儀式と教えの関係に触れる一冊

善導大師の『法事讃』を読み解いていく中で浄土真宗における儀式にこめられた願いをたずねていく。
『法事讃』では、法事は「追善の仏事」ではなく「報恩の仏事」であり、それは生きている私たちに向けたもので
あることが明らかにされており、これが浄土真宗の儀式の願いを語る上でまさに「源流」であると著者は語る。
儀式について教学の面からアプローチした仏教書の中でも珍しい内容で、学習会におすすめの一書。
ISBN 978-4-8341-0487-5 C0015
竹中 智秀 著
Ａ5 判 定価：本体 1,400 円＋税

『真宗の仏事』

真宗大谷派の仏事を学ぶ基本書

真宗大谷派の仏事を学ぶ基本書。お内仏の荘厳の仕方からおつとめの作法、報恩講をはじめとする定会法
著者：
要（年中行事）まで、今さら聞けない仏事の基本を写真入りで解説するとともに、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共に考えていく、真宗門徒必携の一冊。
シリーズ：
ISBN 978-4-8341-0475-2 C2015
編集 東本願寺出版部
四六判 定価：本体５００円＋税
発行年月日：
2013/11/28

『浄土真宗 仏教・仏事のハテナ？
ページ数： 』仏教・仏事にまつわる“ハテナ？”に答えます。
法事や突然の葬儀のとき、「いったいどうすればいいんだろう？」、「これにはどんな意味があるんだろう？」
判型：
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。
ISBN978-4-8341-0557-5
C0015
ISBN：
東本願寺出版 編
A5 判 定価：本体 6００円＋税
978-4-8341-0475-2

500（通常 \ 500） 在庫

: 十分

『親鸞の世界』

仏教界を代表する各氏により討論された世紀の記録

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
1
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
数量
録。
ISBN 978-4-8341-0438-7 C0195
鈴木大拙 曽我量深 金子大栄 西谷啓治 著
文庫変形判 定価：本体１，5００円
＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名

定価（税別）
750 円
1,400 円
500 円

浄土真宗―往生と不退―
浄土真宗儀式の源流
真宗の仏事
浄土真宗 仏教・仏事のハテナ？

親鸞の世界

冊数

番線印

600 円
1,500 円

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

いのちを見つめるセット

趣旨・・・このセットは、仏教と親鸞聖人の教えをキーワードに、現代社会
が抱える問題、そして、その根底にある人間の深い苦悩について
問い直す手掛かりとなる書籍をまとめたものです。各界で活躍さ
れている著名人の言葉やエッセイから人間のすがたを見つめます。

主なテーマ

葬儀、自殺、介護、戦争、団塊世代、病、子育て、環境問
題、薬物依存症、老い、死刑、雇用問題、東日本大震災、
そして原発事故から問われた課題など。「生きる」という
人間の根本問題をさまざまな視点から見つめる。

対象・・・一般
提案・・・このセットは、現代を生きる人間の苦しみや悩みの根が問われる
書籍です。
「宗教」や「仏教」
、
「浄土真宗」で分類いただいても結
構ですが、
『わかってたまるか！ウチらの言い分』と『自分探しの
旅へ』につきましては、
「カウンセリング」や「学校教育」の棚に、
また『人間といういのちの相』は様々な社会問題をテーマとして
いますので、「宗教」の分類だけではなく、「社会」に関する書籍
の棚（人権・環境・医療・福祉の問題を課題にする書籍）に陳列
されてみてはいかがでしょうか。仏教の視点で問い直すきっかけ
になるかもしれません。
展示例

啓林堂書店奈良店様

大垣書店イオンモール京都店様

いのちを見つめるセット
『人間といういのちの相（すがた）
』Ⅰ～Ⅴ

※各巻帯の色は異なります

私たちが存在する社会に映し出された人間の苦悩の現実を見つめ、さまざまな角度から人間の相（すがた）
を尋ねていくインタビュー集。
Ⅰ…“葬儀の場を問う”
（青木新門）
“心の傷から立ち直るために”
（アレンネルソン）ほか
Ⅱ…“逃れられない苦しみ、依存症”
（倉田めば）
“父を看取って”
（田口ランディ）ほか
Ⅲ…“この生きづらさは何だろう？”
（雨宮処凛）
“現代人にとって宗教とは何か？”
（髙村 薫）ほか
Ⅳ…“病や死に直面して見えてきた「今、生きる」ということ
そして、そこには他者がいた”（藤川幸之助）
“人間といういのちに生まれて”（芹沢俊介）ほか
Ⅴ…“奪われた存在の大地 問われる人間存在の課題”（中島岳志）
“僕たちは今、どんな世界を生きているのだろうか”（高橋源一郎）
“被曝患者と共に生きる医師”（肥田舜太郎）ほか

『わかってたまるか！ウチらの言い分』

Ⅰ…170 頁 ISBN978-4-8341-0409-7 C0095
A5 判 定価：本体 1,000 円＋税
Ⅱ…152 頁 ISBN978-4-8341-0411-0 C0095
A5 判 定価：本体 1,000 円＋税
Ⅲ…170 頁 ISBN978-4-8341-0417-2 C0095
A5 判 定価：本体 1,000 円＋税
Ⅳ…216 頁 ISBN978-4-8341-0424-0 C0095
A5 判 定価：本体 1,200 円＋税
Ⅴ…168 頁 ISBN978-4-8341-0464-6 C0095
A5 判 定価：本体 1,000 円＋税

子供たちはもちろん、思春期のお子さんをもつご家族にも。

子どもたちは懸命に何かを伝えようとしている。それは、大人にはわかりにくい暗号や謎めいた
表現かもしれない…。そんな子どもたちの問いかけに、著者（サガエさん）が「そのままでいい
よ」と受け止める。イラストは、人気イラストレーター100％ORANGE！
ISBN 978-4-8341-0482-0 C0095
判形 180mm×180mm 64 頁 定価：本体 1,200+税

サガエさん（佐賀枝夏文）
：文

100％ORANGE：絵

『自分探しの旅へ』

高学年から大人まで

「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、アオイくんの三人の登場人物による問答形式の構成。子どもから大人まで！
蓑輪 秀邦：文

ISBN 978-4-8341-0350-2 C0014
四六判 224 頁 定価：本体 1,600+税

ながた みどり：絵

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名
人間といういのちの相Ⅰ

定価（税別）
1,000 円

人間といういのちの相Ⅱ

1,000 円

人間といういのちの相Ⅲ

1,000 円

人間といういのちの相Ⅳ

1,200 円

人間といういのちの相Ⅴ

1,000 円

わかってたまるか！ウチらの言い分

1,200 円

自分探しの旅へ

1,600 円

冊数

番線印

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211
TEL.075-371-9189
Email:books@higashihonganji.or.jp

絵本セット

趣旨・・・
「おやすみなさい」
「いただきます」
「生きる」など、幼児教育の基
礎をテーマとした絵本をセットにいたしました。また、すべて絵
本が可愛らしいタッチで描かれていることも特徴です。
（絵が怖く
ありません。
）特に新潮社様の新潮文庫のキャラクター「YONDA？」
でおなじみ、人気イラストレーターの 100％ORANGE さんに絵を描
いていただいた『君はそのままでいいんじゃないか』は、絵と共
に内容も好評です。
対象・・・幼児～低学年

※『君はそのままでいいんじゃないか』は高校生
までを対象としています。

提案・・・このセットは、東本願寺出版発行ではありますが、
「宗教」の棚で
なく、絵本コーナーへ陳列ください。また、
『君はそのままでいい
んじゃないか』は、仏法によってこころの悩みの根を問うものです。
こころの問題を扱う書籍のコーナーがございましたら、そちらへ陳
列いただくか、教師が生徒に配布するため複数購入をされた例もあ
りますので、
「教育」の棚に陳列されてもよろしいかと思います。
展示例

『いきてるってなあに』

幼児向けの絵本

うごくこと、わらうこと、なくこと…。世の中が豊かになる中で、子どもたちの生き物や「生」に対
する感覚を育み、子どもたちに、生きることの意味を問いかける一冊。
ISBN 978-4-8341-0499-8 C8793
祖父江 文宏（文）
山田 哲也（絵）
ﾀﾃ 140 ㎜×ﾖｺ 140 ㎜ 定価：本体 5００円＋税

『よるになったらおやすみなさい』

幼児向けの絵本

さまざまな動物や植物に語りかける「おやすみなさい」の言葉を通して、子どもに安らかな仏さまの
光に包まれた眠りの世界を伝える一冊。きれいなイラストにもひきこまれます・・・
ISBN 978-4-8341-0500-1 C8793
祖父江 文宏（文）
椎野 利一（絵）
ﾀﾃ 140 ㎜×ﾖｺ 140 ㎜ 定価：本体 5００円＋税

『て て て』

幼児向けの絵本

赤ちゃん、お母さん、おじいさんの手など、色々な人の手の表情をとおして、子どもたちに人間の
温かさ、
「なむあみだぶつ」の念仏の安らぎを教える一冊。
ISBN 978-4-8341-0544-5C8793
祖父江 文宏（文）
吉本 隆子（絵）
ﾀﾃ 140 ㎜×ﾖｺ 140 ㎜ 定価：本体 5００円＋税

『にんぽういただきますのじゅつ』

低学年向けの絵本

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、ぼくを助けるために、たく
さんの忍者があらわれた！
毎日楽しくごはんを食べてほしい、元気に「いただきます」と言ってほしい。そんな願いがこめられ
た、読み聞かせに最適な一冊。
ISBN978-4-8341-0469-1C8793
のし さやか（作・絵）
ﾀﾃ 154 ㎜×ﾖｺ 154 ㎜ 定価：本体 800 円＋税

『だいすきおじいちゃん』

幼児向けの絵本

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
んは何でも作ってくれる。でもね…でも…。イエイエとおじいちゃんの心温まる物語。おひざの上で
読んであげたい一冊。
ISBN978-4-8341-0382-3C8793
きら あかり（作・絵）
B6 判 定価：本体 1,000 円＋税

『だあれ？だれなの？』

昆虫採集に行こう！

私たちの身近にいる虫たちをかがみこんでよく見ると、色や模様がとても美しかったりします。この本に登
場する虫たちのさまざまな表現に親子でビックリ！ポケットサイズだから山などに持って出かけよう！
里山や昆虫を撮り続ける写真家・今森光彦さんが子どもに贈る小さないのちに出会う写真絵本。
ISBN978-4-8341-0371-7 C8793
今森 光彦（写真・文）
A6 変形 定価：本体 1,200 円＋税

『君はそのままでいいんじゃないか』

小・中・高校生におすすめ！

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。
ISBN978-4-8341-0418-9 C0715
ﾀﾃ 210 ㎜×ﾖｺ 95 ㎜ 定価：本体 350 円＋税

サガエさん （作） 100％ORANGE（絵）

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名
いきてるってなあに

定価（税別）
500 円

よるになったらおやすみなさい

500 円

ててて

500 円

にんぽういただきますのじゅつ

800 円

だいすきおじいちゃん

1,000 円

だあれ？だれなの？

1,200 円

君はそのままで いいんじゃないか

冊数

番線印

350 円
〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

『しんしゅうアニメ絵本シリーズ①しんらんさま』
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。
ISBN 978-4-8341-0569-8 C8793
縦 182mm×横 182m 定価：本体 6００円＋税

『しんしゅうアニメ絵本シリーズ②おしゃかさま』
仏教の祖であるお釈迦さまのご生涯を、やさしい言葉と親しみやすいイラストで描いた絵本。お釈迦
さまは人生で何を問題にされ、どのような一生を歩まれたのか、子どもたちにもわかりやすく伝える。
ISBN 978-4-8341-0599-5 C8793
縦 182mm×横 182m 定価：本体 6００円＋税

『しんらんさまみ～つけたっ！』
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。
ISBN 978-4-8341-0565-0 C8793
ひがしはらかつえ 絵
縦 304mm×横 230mm 定価：本体 1,5００円＋税

『仏典童話Ⅰ』
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。10 話ずつ収載。
ISBN978-4-8341-0214-7 C8793
渡邊 愛子 文 畠中 光享 絵
B5 変形判 定価：本体 1,200 円＋税

『仏典童話Ⅱ』
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。10 話ずつ収載。
ISBN 978-4-8341-0309-0C8793
渡邊 愛子 文 畠中 光享 絵
B5 変形判 定価：本体 1,200 円＋税

『ぼくれっしゃ』
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。
ISBN 978-4-8341-0583-4C8793
つきおかゆみこ 文・絵
縦 190mm×横 250mm 定価：本体 1,200 円＋税

※弊部ではトーハン・日販様を中継ぎ業者とさせていただいております。また、直接のご注文も承っております

書籍名

定価（税別）

しんらんさま

600 円

おしゃかさま

600 円

しんらんさまみ～つけたっ！

1,500 円

仏典童話Ⅰ

1,200 円

仏典童話Ⅱ

1,200 円

ぼくれっしゃ

1,200 円

冊数

番線印

〒600-8505 京都市下京区烏丸通七条上ル

FAX.075-371-9211

TEL.075-371-9189

Email:books@higashihonganji.or.jp

