
◇ほんとの出会い新刊選（2014年１１―１２月の新刊、新入荷等、※は重版） 

注文書兼用ご注文日    年  月  日 

お届け先              ご注文者            様 

ご連絡先                                

ご注文は、必要事項記入の上、FAX(043-247-3072)で恵泉書房宛お願いします 
メーカー 商品名 著訳者 定価 注文数 ISBN4- 

いのちのことば社 まんがキリスト教の歴史・日本篇 樋口 雅一 1，512  264-03127 

いのちのことば社 新来会者のための聖書による道しるべ 
李圭鶴(著) 

金容昭(訳) 
1，620  264-03224 

いのちのことば社 福島で生きていく 
木田 惠嗣 

朝岡 勝(共著) 
972  264-03268 

いのちのことば社 
聖書を正しく読むために[総論] 
聖書解釈学入門 

ｺﾞｰﾄﾞﾝ･D･ﾌｨｰ、ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｽﾁｭ

ﾜｰﾄ(共著)和光信一(訳) 
3，672  264-03271 

いのちのことば社 
試練の中にある友へ 
ペテロによる愛の手紙 

遠藤 勝信 1，944  264-03272 

いのちのことば社 
まんが聖書時代の古代帝国 
イスラエルの滅亡から新約までの歴史 

ｸﾚﾏｲﾝﾄﾞ(文・絵) 

藤本匠(訳) 
1，944  264-03275 

いのちのことば社 
ヘブンズギフト 
もっと知りたいアロマの魅力 

矢島 初穂 1，188  264-03303 

いのちのことば社 
リタと旅する。 
日本のｳｨｽｷｰの父｢竹鶴政孝｣を支えた妻 

編集部(制作) 1，296  264-03304 

いのち(ぶどうの木

キリスト教会) 

信仰の確信をきずく七つの土台 
キム・サンボク説教集 

金相福(著) 

廉成俊(編訳) 
1，944  264-03280 

オメガ出版 
終末の時代とｲｽﾗｴﾙを取り囲む世界情勢 
ｲｽﾗｴﾙの歴史と日本のﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙの関係 Vol.3 

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･栄子 540  908047-02 

ｵﾝﾌｧｲﾔｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 
ここに天国が来る！ 
子供版｢天が地に侵入するとき｣ 

ﾋﾞﾙ･ｼﾞｮﾝｿﾝ&ﾏｲｸ･ｾｽ(著) 

細見マリヤ(訳) 
1，080  907954-04 

ｶﾄﾘｯｸ中央協議会 
イヤーブック２０１５ 
日本カトリック司教協議会 

出版部(編) 1，404  87750-557 

かんよう出版 
純粋な夜の向こうへ 
新たな出発のために 

ムン・ジョンホ 972  906902-34 

教文館 
虹の約束 
小島誠志説教集 

小島 誠志 2，052  7642-6455 

教文館 
日本史におけるキリスト教宣教 
宣教活動と人物を中心に 

黒川 知文 3，240  7642-6987 

教文館 
死と向き合って生きる 
キリスト教と死生学 

平山 正実 1，620  7642-6988 

教文館 
西洋古典文学と聖書 
歓待と承認 

ｼﾞｮﾝ･ﾃｲﾗｰ(著) 

土岐健治(訳) 
5，508  7642-7376 

教文館 
二十世紀からの贈り物 
現代のたとえ話２ 

F.ｱﾜｽﾞﾗｰ(著) 

鳥羽徳子(訳) 
1，836  7642-9965 

教文館 
私のヴィア・ドロローサ 
｢大東亜戦争｣の爪痕をアジアに訪ねて 

村岡 崇光 1，620  7642-9966 

教友社 
祈り 
苦しむ人は祈り、喜ぶ人は賛美 

越前 喜六(編著) 1，296  907991-05 

教友社 
共生学№９ 
特集；超越と認識 

 1，620   

清瀬ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑﾁｬｰﾁ 
劇画版 天路歴程 
十字架編 

さとうまさこ 540  9906772-3 

清瀬ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑﾁｬｰﾁ 
まんが The Last 7 Days of Jesus 
（英文） 

さとうまさこ 1，080  9906772-4 

キリスト新聞社 
天路歴程 
天の都を目ざして 

ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞﾆﾔﾝ(作)ﾒｱﾘｰ･ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ(再話) 

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾛｰｿﾝ(画)翻訳委員会(訳) 
1，620  87395-662 

キリスト新聞社 
宣教における連帯と対話 
関西学院大学神学部ブックレット７ 

神学部(編) 1，620  87395-663 

サンパウロ 
信仰に生きる 
典礼暦に沿って 

京都司教区聖書委員会 1，512  8056-3908 



サンパウロ 
その時のために 
私のエンディングノート 

サンパウロ(編) 1，620  8056-5417 

サンパウロ 
マルコによる福音書 
カトリック聖書注解 

ﾒｱﾘｰ･ﾋｰﾘｰ(著) 

田中昇(訳) 
4，320  8056-8039 

春秋社 これから読む聖書 創世記 橋爪大三郎 2，052  393-33231 

春風社 奥邃論集成 編集部(編) 2，916  86110-424 

女子パウロ会 
アリの街のマリア 
【文庫】北原怜子の生涯 

酒井 友身 810  7896-0745 

女子パウロ会 第二ﾊﾞﾁｶﾝ公会議を開いた教皇ﾖﾊﾈ二十三世 青山 玄 756  7896-0747 

新教出版社 
フリードリヒ・ユストゥス・ペーレルス 
ナチと戦った告白教会の顧問弁護士 

雨宮 栄一 3，348  400-21320 

新教出版社 
カール・バルト＝滝沢克己往復書簡 
１９３４－１９６８ 

S･ﾍﾈｯｹ､A･ﾌｪｰﾈﾏﾝｽ(編) 

寺園喜基(訳) 
2，916  400-31075 

新教出版社 
東アジアでボンヘッファーを読む 
東アジア・ボンヘッファー学会２０１３ 

日本ﾎﾞﾝﾍｯﾌｧｰ 

研究会(編) 
1，944  400-32450 

新教出版社 
ラディカル・ラブ 
クィア神学入門 

ﾊﾟﾄﾘｯｸ･S･ﾁｪﾝ(著) 

工藤万里江(訳) 
2，484  400-32491 

新教出版社 イエスという人の物語 
ﾎｾ･ｲｸﾞﾅｼｵ･ﾛﾍﾟｽ･ﾋﾞﾋﾙ、 

ﾏﾘｱ･ﾛﾍﾟｽ･ﾋﾞﾋﾙ(共著)祐川郁生(訳) 
5，400  400-52072 

新評論 
アドラシオン 
キリスト教的西洋の脱構築 

ｼﾞｬﾝ=ﾘｭｯｸ･ﾅﾝｼｰ(著) 

ﾒﾗﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ眞紀(訳) 
2，916  7948-0981 

新評論 
ﾌﾗﾅﾘｰ･ｵｺﾅｰとの和やかな日々 
オーラル・ヒストリー 

ﾌﾞﾙｰｽ･ｼﾞｪﾝﾄﾘｰ+ｸﾚｲｸﾞ･ｱﾏｿﾝ 

(編)田中浩司(訳) 
3，672  7948-0984 

聖公会出版 
新しい創造 
聖書を読むために 

太田 道子 1，944  88272-4-271 

伝道出版社 
ルカの福音書１－１０章 
新約聖書注解シリーズ 

ﾉｰﾏﾝ･ｸﾛｽﾌｫｰﾄﾞ(著) 

編集部(監訳) 
2，700  901415-36 

東洋書店 
教皇ヨハネ・パウロ二世のことば 
１９７９年、初めての祖国巡礼 

加藤 久子 1，620  86459-199 

ドン・ボスコ社 
あなたのために私は生まれた 
聖テレサの生涯とことば 

東京ｶﾙﾒﾙ会女子修道院(編) 

ホセ・カトレット(絵) 
756  88626-579 

ドン・ボスコ社 
生き方をインスパイアする２５の話 
カトリック・サプリ２ 

竹下 節子 799  88626-581 

日本キリスト教団

出版局 

ルカによる福音書１－１１章 
説教黙想アレテイア 

 6，480  8184-0904 

日本キリスト教団

出版局 

ルカによる福音書１２－２４章 
説教黙想アレテイア 

 6，048  8184-0905 

日本キリスト教団

出版局 

この最後の者にも 
福音書の語るメッセージ 

四竃 揚 1，620  8184-0907 

福音社 
素的(しんぷる)に生きる 
洗練されたクリスチャンライフへの１０章 

ﾋﾞﾙ･ﾊｲﾍﾞﾙｽﾞ(著) 

田頭美貴(訳) 
2，268  89222-452 

ぷねうま舎 
イシュア記 
新約聖書物語 

小川 国夫 6，048  906791-39 

ﾌﾟﾚｲｽﾞ(ﾏｳﾝﾄ･ｵﾘｰﾌﾞ･

ﾐﾆｽﾄﾘｰｽﾞ) 

主の前で踊る 
賛美フラと私たち 

中村めいこ＆ 

賛美ﾌﾗの仲間たち 
1，296  904656-38 

ﾎｰﾌﾟ･ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝ 
オリジナル・ゴスペル 
イエス・キリストが教えたまことの福音 

ﾎｰﾌﾟﾁｬｰﾁ(編著) 1，620  902436-09 

ミルトス 
民数記Ⅱ(１９～３６章) 
ヘブライ語聖書対訳シリーズ８ 

ﾍﾌﾞﾗｲ文化研究所

(編) 
3，024  89586-225 

羊群社 キリスト教について本当のことを知りたい 尾山 令仁 1，944  89702-045 

ヨベル 
わが家が天国になった 
わが家に訪れた恵みの証し、他 

錦織 淑子 1，080  907486-15 

ヨベル Kemajuan dalam Gereja Baptis Tokyo Akira Watanabe 864  907486-17 

リトン 
コリント前書講義Ⅰ 
小川修パウロ書簡講義録４ 

刊行会(編) 3，240  86376-040 


