
法藏館書店調べ　2010年2月現在

書     名 編・著者名（50音順） 出版社 本体価格（税別） 注文数

今だから・・・親鸞 青山央 アクア出版 1,200円
増補　親鸞聖人真蹟集成全10巻 赤松俊秀・平松令三他 法藏館 250,000円
親鸞  人物叢書〔新装版〕 赤松俊秀 吉川弘文館 2,100円
六角会館研究シリーズⅡ　法然と親鸞
-その教義の継承と展開-

浅井成海編 永田文昌堂 6,000円

親鸞・蓮如現代名言法話文書伝道全書
（浄土真宗法話シリーズ真宗）

監修：浅井成海，池田勇
諦 神戸和麿，早島鏡正

四季社 16,000円

親鸞聖人に学ぶ 朝枝善照 永田文昌堂 400円
写真で読む　親鸞の生涯 麻田慶雲 法藏館 3,200円
親鸞と浄土教義の研究 浅野教信 永田文昌堂 12,000円
親鸞の批判精神 浅野教信 永田文昌堂 1,500円
仏教を生きる　９信に生きる〈親鸞〉 阿満利麿 中央公論新社 1,600円
親鸞聖人御消息講読 五十嵐大策 永田文昌堂 9,800円

親鸞聖人著作全集　教行信証全書１
池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 16,000円

親鸞聖人著作全集　教行信証全書２
池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 16,000円

親鸞聖人著作全集　教行信証全書３
池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 16,000円

親鸞聖人著作全集　文類集成篇１
池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 16,000円

親鸞聖人著作全集　文類集成篇２
池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 16,000円

親鸞聖人著作全集　和讃・消息篇
池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 16,000円

親鸞聖人著作全集　親鸞聖人法話対応
検索事典

池田勇諦・神戸和麿・
渡邉晃純監修

四季社 8,000円

親鸞 石井恭二 河出書房新社 2,000円
法藏選書７　親鸞とその弟子 石田瑞麿 法藏館 1,600円
素顔の親鸞 石田瑞麿 百華苑 1,000円
日本の名著  ６  親鸞 親鸞著　石田瑞麿編 中央公論新社 1,700円
親鸞思想と七高僧（新装版） 石田瑞麿 大蔵出版 3,200円
親鸞教学の基礎的研究（2) 石田充之 永田文昌堂 8,000円
親鸞教学の基礎的研究（3） 石田充之 永田文昌堂 7,000円
親鸞聖人と現代 石田慶和 永田文昌堂 1,700円
親鸞〈ことば〉の思想 出雲路修 岩波書店 2,800円
親鸞の語録を読む 市川良哉 永田文昌堂 1,800円
親鸞の思想構造 序説（中世史研究選書） 市川浩史 吉川弘文館 2,600円
親鸞聖人に学ぶ （真宗入門） 一楽真 東本願寺出版部 1,500円
親鸞 上 五木寛之 講談社 1,500円
親鸞 下 五木寛之 講談社 1,500円
親鸞聖人の宗教批判  - ほんとうの宗教をみる眼 - 稲城選恵 永田文昌堂 600円
親鸞聖人と蓮如上人（伝道新書10） 稲城選恵 教育新潮社 2,000円
講座親鸞の思想（2，3，5，6，8，9巻） 稲城選恵ほか 教育新潮社 （各）3,500円

親鸞と本願寺一族　-父と子の葛藤- 今井雅晴 雄山閣出版 2,500円
親鸞と如信 今井雅晴 自照社出版 1,800円
歴史を知り、親鸞を知る①　親鸞聖人
と東国の人々

今井雅晴 自照社出版 800円

親鸞の家族と門弟 今井雅晴 法藏館 1,800円
親鸞聖人伝 今田法雄 永田文昌堂 5,524円

「親鸞聖人」関連ブックガイド
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書     名 編・著者名（50音順） 出版社 本体価格（税別） 注文数

親鸞と学的精神 今村仁司 岩波書店 2,800円
親鸞念仏の可能性―現世利益と志願満
足(もう一方のポスト・モダン親鸞論)

入井善樹 国書刊行会 2,427円

親鸞の霊性 入井善樹 国書刊行会 2,427円
親鸞さんは生きている  -四字法語- 入江健明 探究社 2,000円
親鸞さんに遇いたいよ  -聖人の歩まれた道- 入江健明 探究社 1,600円
親鸞と暗闇をやぶる力―宗教という生
きる知恵 (講談社プラスアルファ新書)

上田紀行, 芹沢俊介,
高史明

講談社 800円

親鸞の思想構造 上田義文 春秋社 2,500円
孫、子に贈る　親鸞聖人の教え 宇野弘之 法蔵館 1,800円
季刊仏教　別冊１　親鸞 梅原猛他 法藏館 1,300円
親鸞のこころ　‐永遠の命を生きる‐ 梅原猛 小学館 476円
親鸞の世界　-正信と念仏-（伝道新書４） 雲藤義道 教育新潮社 1,800円
親鸞の求めたもの:人間性の問題: 雲藤義道集 雲藤義道 教育新潮社 2,000円
親鸞聖人行実 大谷派教学研究所編 東本願寺出版部 2,857円
親鸞聖人御一代記 大富秀賢 永田文昌堂 1,143円
親鸞のコスモロジー 大峯顯 法藏館 2,200円
真宗教学史研究７　親鸞聖人とその宗教 大原性実 永田文昌堂 4,000円
ポスト・モダンの親鸞  -真宗信仰と民
俗信仰のあいだ-

大村英昭・金児暁嗣・
佐々木正典

永田文昌堂 3,333円

親鸞の念仏 岡亮二 法藏館 5,700円
親鸞の念佛思想 岡亮二 永田文昌堂 2,500円
親鸞の教えと現代 岡亮二 永田文昌堂 2,400円
親鸞のみ教え 岡亮二 教育新潮社 1,600円
親鸞と大乗仏教 小川一乗 法藏館 1,000円
親鸞聖人ものがたり 奥林享 難波別院 952円
親鸞と差別問題 小武正教 法藏館 3,800円
親鸞の信仰と思想
- 真宗・われらの大地 -

小野蓮明 法藏館 3,400円

親鸞を生きるということ
-相互共存するいのち-

尾畑文正 樹心社 1,800円

親鸞への旅  -アジアの風に吹かれて- 尾畑文正 樹心社 1,942円
親鸞聖人物語 甲斐 静也 百華苑 1,000円
本願寺親鸞聖人伝絵  -照願寺蔵- 覚如, 浄賀 大法輪閣 30,000円
精読・仏教の言葉 親鸞 梯實圓 大法輪閣 2,500円
親鸞聖人の信心と念仏 梯實圓 自照社出版 2,000円
親鸞聖人と承元の法難 梯實圓他 自照社出版 800円
念仏と流罪　承元の法難と親鸞聖人 梯實圓他 本願寺出版社 800円
親鸞 : 煩悩具足のほとけ 笠原一男 ＮＨＫ出版 920円
親鸞　（講談社学術文庫） 笠原一男 講談社 924円
親鸞の本  -愚者・悪人をも救う絶対他
力の大海- （ブックスエソテリカ39）

学研編集部編 学習研究社 1,200円

親鸞聖人五ヶ条要文 可藤豊文 法藏館 2,400円
親鸞とルター : 信仰の宗教学的考察 加藤智見 早稲田大学出版部 3,800円
他力信仰の本質　―親鸞・蓮如・満之― 加藤智見 国書刊行会 1,800円
親鸞の生涯と教え 鎌田宗雲 法藏館 2,000円
親鸞と歩む  -信の群像- 亀井鑛 大法輪閣 1,800円
親鸞と生きる  -信の群像- 亀井鑛 大法輪閣 1,800円
親鸞と戦争を痛む  -信の群像- 亀井鑛 大法輪閣 1,800円
今なぜ親鸞か 亀井鑛 樹心社 1,800円
親鸞　<御名をきく> 加茂仰順 永田文昌堂 2,700円
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書     名 編・著者名（50音順） 出版社 本体価格（税別） 注文数

親鸞　<信> 加茂仰順 永田文昌堂 3,200円
親鸞　<信の世界> 加茂仰順 永田文昌堂 3,000円
親鸞　<名号よび声> 加茂仰順 永田文昌堂 2,500円
親鸞の世界 加茂仰順 永田文昌堂 2,700円
親鸞思想の研究 加茂仰順 永田文昌堂 13,000円
親鸞浄土教と師弟像 川添泰信 自照社出版 2,400円
親鸞からの手紙を読み解く 河田光夫 明石書店 2,800円
河田光夫著作集１　親鸞の思想と被差別民 河田光夫 明石書店 3,689円
河田光夫著作集２　中世被差別民の装い 河田光夫 明石書店 3,884円
河田光夫著作集３　親鸞の思想形成 河田光夫 明石書店 6,796円
親鸞と被差別民衆（靖国・同和問題研究資料） 河田光夫;教学研究所編 東本願寺出版部 750円
親鸞とその時代 菊村紀彦 東京堂出版 2,136円
親鸞辞典（新装版） 菊村紀彦編 東京堂出版 2,200円
現代に生きる親鸞のこころ 菊村紀彦監修　中條貞夫編訳 東京堂出版 1,456円
親鸞のことば （新装版） 菊村紀彦 雄山閣出版 1,922円
法話親鸞聖人 菊村紀彦 雄山閣 1,890円
親鸞に学ぶ明日を生きる知恵 北川紘洋, 小田晋 はまの出版 1,500円
現代語版　親鸞聖人御消息　恵信尼消息 教学伝道研究センター編 本願寺出版社 1,000円
史実と伝承の聖人像<教学研究センター
ブックレット>教学シンポジウム記録・
親鸞聖人の世界（第１回）

教学伝道研究センター編 本願寺出版社 800円

親鸞への問と答 桐溪順忍 百華苑 854円
親鸞はなにを説いたか　桐渓順忍集 桐渓順忍 教育新潮社 2,600円
日本の名僧　８　信の念仏者　親鸞 草野顕之編 吉川弘文館 2,600円
法然と親鸞の信仰　<上> (講談社学術文庫155) 倉田百三 講談社 660円
法然と親鸞の信仰　<下>（講談社学術文庫156） 倉田百三 講談社 800円
光華会宗教研究論集 第一巻  -親鸞と人間- 光華会編 永田文昌堂 7,800円
光華会宗教研究論集 第三巻  -親鸞と人間- 光華会編 永田文昌堂 7,000円
親鸞入門  - 念仏のダイナミズム - 児玉浩憲 法藏館 2,330円
ユダヤ・キリスト・イスラーム・親鸞 狐野利久 法藏館 2,000円
親鸞と真宗絵伝 小山正文 法藏館 13,000円
親鸞のいいたかったこと 小山一行 山喜房佛書林 1,400円
親鸞とカウンセリング 西光義敞編 永田文昌堂 6,602円
龍樹・親鸞ノート　<増補新版> 三枝充悳 法藏館 5,000円
親鸞始記―隠された真実を読み解く 佐々木正 筑摩書房 2,200円
親鸞・封印された三つの真実 佐々木正 洋泉社 1,600円
親鸞再考　なぜ悪人こそ救われるのか 佐々木正 法蔵館 1,800円
親鸞と教団の復活 -ポスト・モダン教学- 佐々木正典 永田文昌堂 4,762円
親鸞聖人の手紙に学ぶ: 浄土真宗入門QアンドA 貞包哲朗 教育新潮社 2,400円
真宗寺院由緒書と親鸞伝 塩谷菊美 法藏館 7,600円
親鸞と浄土教 信楽峻麿 法藏館 10,000円
親鸞とその思想 信楽峻麿 法藏館 1,600円
親鸞と浄土教 信楽峻麿還暦記念刊行会 永田文昌堂 10,000円
親鸞に学ぶ人生の生き方 信楽峻麿 法蔵館 1,000円
親鸞 日蓮の書（日本の美術　No.344） 至文堂 1,553円
親鸞聖人絵伝（日本の美術　No.415） 小林達朗 至文堂 1,517円
親鸞の思想構造  - 比較宗教の立場から - 釈徹宗 法藏館 5,800円
日本的原理と親鸞思想 樹心の会編 永田文昌堂 2,136円
親鸞聖人と超常識の教え 白川晴顕 永田文昌堂 1,800円
大系真宗史料　伝記編3　近世親鸞伝 真宗史料刊行会 法藏館 10,000円
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書     名 編・著者名（50音順） 出版社 本体価格（税別） 注文数

和訳註解親鸞教全集 : 真宗聖典 真宗聖典普及会編 教育新潮社 3,500円
親鸞の水脈（創刊号） 真宗文化センター編 自照社出版 572円
親鸞の水脈（第2号） 真宗文化センター編 自照社出版 572円
親鸞の水脈（第3号） 真宗文化センター編 自照社出版 572円
親鸞の水脈（第4号） 真宗文化センター編 自照社出版 572円
親鸞　自然と他力の思想 新泉社編集部編 新泉社 1,600円
定本親鸞聖人全集全9巻 親鸞聖人全集刊行会編 法藏館 96,000円
方法としての親鸞/仏教 「親鸞」研究会編 永田文昌堂 2,300円
しんらんさまの法語掲示板  -ひとくち法話- 杉本顯俊 探究社 1,800円
空海さまさようなら 親鸞さまこんにちは 杉本正信 永田文昌堂 2,000円
親鸞と人間解放の思想 鈴木祥蔵 明石書店 1,200円
親鸞の仏教史観 : 曽我量深先生還暦記
念講演

曽我量深述;真宗大谷派
宗務所出版部編

東本願寺出版部 800円

親鸞　他力の宗教 薗田坦 法藏館 1,200円
親鸞とその時代 平雅行 法藏館 1,800円
親鸞聖人御旧跡巡拝誌  -関東篇- 高下恵 百華苑 3,000円
親鸞聖人御旧跡巡拝誌  -北陸篇- 高下恵 百華苑 1,500円
親鸞聖人御旧跡巡拝誌  -近畿篇- 高下恵 百華苑 2,000円
親鸞聖人御旧跡巡拝誌  -東海篇・拾遺篇- 高下恵 百華苑 2,500円
親鸞のこころ 高下恵 百華苑 1,000円
親鸞の妻恵信尼 : 高下恵集 高下恵 教育新潮社 2,000円
親鸞聖人の一乗思想 高田慈昭 永田文昌堂 7,000円
親鸞思想の歴史的展開 高橋事久 永田文昌堂 3,800円
親鸞聖人伝繪 : 御伝鈔に学ぶ 高松信英・野田晋 東本願寺出版部 1,500円
親鸞と現代（中公新書） 武内義範 中央公論新社 660円
親鸞浄土教と西田哲学 武田龍精 永田文昌堂 9,500円
研究叢書『親鸞思想と現代世界』Ⅰ親鸞と
アメリカ‐北米開教伝道の課題と将来‐

武田龍精編 永田文昌堂 5,825円

研究叢書『親鸞思想と現代社会』
Ⅱ親鸞浄土教とキリスト教

武田龍精編 永田文昌堂 8,500円

入門 よくわかる親鸞 武田鏡村 日本実業出版社 1,400円
新しい親鸞 武田定光 雲母書房 1,800円
親鸞と一遍 竹村牧男 法藏館 2,800円
親鸞聖人と『教行信証』の世界 田代俊孝 法藏館 500円
親鸞の生と死　<増補新版> 田代俊孝 法藏館 4,300円
親鸞 只見信明 ほおずき書房 1,165円
親鸞の宗教 田中教照 山喜房佛書林 1,400円
親鸞聖人伝説 探究社 1,456円
千葉乗隆著作集　１親鸞・覚如・蓮如 千葉乗隆 法藏館 9,800円
親鸞聖人ものがたり 千葉乗隆 本願寺出版社 1,200円
親鸞聖人とその門流 千葉乗隆 四季社 9,800円
親鸞聖人　その教えと生涯に学ぶ 千葉乗隆他 本願寺出版社 1,000円

写真紀行　日本の祖師　親鸞を歩く
写真:土田ヒロミ　序:千
葉乗隆 文:竹村牧男

佼成出版社 1,942円

親鸞の大地 : 曽我量深随聞日録 津曲淳三 彌生書房 1,800円
弥陀の橋は　親鸞聖人伝（上） 津本陽 文藝春秋 667円
弥陀の橋は　親鸞聖人伝（下） 津本陽 文藝春秋 629円
無量の光 上　親鸞聖人の生涯 津本陽 文藝春秋 1,714円
無量の光 下　親鸞聖人の生涯 津本陽 文藝春秋 1,714円
親鸞における助動詞「しむ」の研究 寺井教亮 法藏館 3,500円
親鸞の思想 - 宗教心理学の視点から - 寺川幽芳 法藏館 5,600円
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書     名 編・著者名（50音順） 出版社 本体価格（税別） 注文数

親鸞聖人の信念  - 野に立つ仏者 - 寺川俊昭 法藏館 1,200円
親鸞聖人の釈尊観  -インドに釈尊をたずねて- 寺川俊昭 文栄堂 1,500円
親鸞聖人 : 愚禿と名のった仏者 (改訂版) 寺川俊昭 東本願寺出版部 1,143円
親鸞讃歌 寺川俊昭 東本願寺出版部 1,800円
親鸞の信のダイナミックス―往還の二
種回向の仏道―

寺川俊昭
草光舎（星雲
社発売）

3,675円

親鸞に出会うことば 寺川俊昭 永田文昌堂 571円
親鸞讃歌 寺川俊昭 東本願寺出版部 1,714円
寺川俊昭選集　第六巻　親鸞論Ⅰ 寺川俊昭 文栄堂 5,238円
寺川俊昭選集　第七巻　親鸞論Ⅱ 寺川俊昭 文栄堂 5,238円
親鸞『御消息』講讃  - 倫理の教意 - 寺山文融 永田文昌堂 2,136円
親鸞の倫理と現代  - 現代真宗学生活
論（俗諦）考 -（正）

寺山文融 永田文昌堂 2,000円

親鸞の倫理と現代  - 現代真宗学生活
論（俗諦）考 -（続）

寺山文融 永田文昌堂 1,000円

親鸞・自然の浄土 遠山諦虔 法藏館 1,748円
親鸞の智慧 土岐慶正 永田文昌堂 2,000円
親鸞聖人その人  -おしえのかなめ- 利井興弘 百華苑 2,000円
親鸞の生涯 豊原大成 法藏館 600円
親鸞聖人御伝鈔絵入（和本） 永田文昌堂 650円
親鸞聖人と浄土真宗 中西智海 永田文昌堂 2,000円
親鸞の華厳 中村薫 法藏館 2,800円
親鸞仏教の宗教力
-悲痛な現代を生きる〈安楽論〉-

中村了權 春秋社 1,800円

親鸞仏教＜いのち＞の共生力 中村了權 春秋社 1,800円
親鸞聖人の論理的自覚  -浄土真宗の論
理的基礎と仏教論理の真髄-

中山延二 百華苑 2,000円

親鸞のあしあと　―生涯と旧跡紀行― 新妻久郎 朱鷺書房 1,800円
親鸞物語　-泥中の蓮花- 西原祐治 朱鷺書房 1,500円
親鸞思想の源流 西山邦彦 法藏館 3,600円
現代親鸞教学の先覚者たち 西山邦彦 法藏館 3,300円
道元と親鸞 西山邦彦 永田文昌堂 7,500円
「浄土論註」の思想解明　親鸞の視点から 延塚知道 文栄堂 3,810円
親鸞の大瞑想　―現代に読む歎異抄― 則竹和興 総合法令出版 1,650円
あゝ親鸞さま 波佐間正巳 探究社 1,000円
親鸞を育てた一族 : 放埓の系譜（法輪選書） 畑龍英 教育新潮社 3,800円
親鸞　上　放埒の系譜 畑龍英 春秋社 1,800円
親鸞　中　女犯の夢告 畑龍英 春秋社 1,800円
親鸞　下　愚者の念佛 畑龍英 春秋社 1,800円
親鸞物語  -真理と宗教- 林太郎 東銀座出版社 1,524円

親鸞読み解き事典
林智康・相馬一意・嵩
満也・岡村喜史他編著

柏書房 3,200円

親鸞聖人と念仏の教え 林智康 永田文昌堂 1,200円
早島鏡正著作集６　親鸞入門 早島鏡正 世界聖典刊行協会 3,592円
早島鏡正著作集５　親鸞の仏教観 早島鏡正 世界聖典刊行協会 3,689円
早島鏡正著作集14　講演編Ⅲ　釈尊から親鸞へ 早島鏡正 世界聖典刊行協会 3,883円
親鸞聖人の己証に聞く : 真俗二諦論の克服（伝道新書19） 早島鏡正 教育新潮社 1,800円
親鸞と恵信尼文書 早島鏡正 文明堂 952円
親鸞門流の世界  -絵画と文献からの再検討- 早島有毅編 法蔵館 7,500円
親鸞さまをたづねて 早島静枝 百華苑 1,500円
親鸞和讃 信心をうたう 坂東性純 ＮＨＫ出版 1,070円
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親鸞面授の人びと -如信・性信を中心として-
坂東性純・今井雅晴・
赤松徹真・大網信融

自照社出版 2,500円

ただ念仏して　親鸞・法然からの励まし 菱木政晴 白澤社 2,000円
親鸞の信の深層 - 三願転入の文を読み解く - 平野修 法藏館 952円
親鸞聖人絵伝（聖典セミナー） 平松令三 本願寺出版社 3,200円
親鸞（歴史文化ライブラリー37） 平松令三 吉川弘文館 1,700円
親鸞の生涯と思想 平松令三 吉川弘文館 7,500円
親鸞聖人を語る ひろさちや 百華苑 1,000円
<仏典を知る>　親鸞の世界 ひろさちや 佼成出版社 1,886円
ひろさちやの「親鸞」を読む ひろさちや 佼成出版社 1,400円
親鸞のおしえ  - 真宗入門講座 - 廣瀬杲 法藏館 571円
親鸞  - 宗教言語の革命者 - デニス・ヒロタ 法藏館 3,000円
親鸞思想  - 戦時下の諸相 - 福島和人 法藏館 4,078円
親鸞聖人その人  -その御生涯- 福田杲正 百華苑 2,500円
親鸞聖人の研究  -その精神分析的管見- 福田杲正 百華苑 8,500円
親鸞聖人と本願寺の歩み 福間光超 永田文昌堂 2,500円
親鸞聖人と人生 普賢晃寿 永田文昌堂 2,427円
親鸞教学論考 普賢晃寿 永田文昌堂 11,000円
親鸞伝絵を読む 藤岡正英 探究社 500円
祖師聖人のお噂　御正忌説教 藤岡道夫 探究社 2,190円
親鸞を開く 藤並天香 永田文昌堂 1,200円
親鸞と現代 藤並天香 永田文昌堂 971円
親鸞に生きる 藤並天香 永田文昌堂 971円
親鸞の歩んだ道 : 藤原凌雪集（現代真
宗名講話全集）

藤原凌雪 教育新潮社 2,000円

親鸞  - 仏教無我伝承の実現 - 二葉憲香 永田文昌堂 2,427円
増補　親鸞のひらいた地平 二葉憲香 永田文昌堂 2,500円

新編　歴史のなかの親鸞
二葉憲香・松尾博仁・
福嶋寛隆編

永田文昌堂 2,800円

親鸞聖人一人一話 仏教文化研究会 探究社 2,000円
親鸞とその妻 筆内幸子 国書刊行会 1,800円
人と思想シリーズ８　親鸞 古田武彦 清水書院 850円
古田武彦著作集 親鸞・思想史研究篇Ⅰ
親鸞－人と思想

古田武彦 明石書店 7,500円

古田武彦著作集 親鸞・思想史研究篇Ⅱ
親鸞思想

古田武彦 明石書店 9,800円

古田武彦著作集 親鸞・思想史研究篇Ⅲ
わたしひとりの親鸞

古田武彦 明石書店 6,800円

別冊太陽　親鸞 別冊太陽編集部編 平凡社 2,500円
親鸞をめぐるもう一つの文化論 Ｒ．Ｎ．ベラー・Ａ．ブルーム・二葉憲香 永田文昌堂 2,800円
現代の聖典　親鸞書簡集　 全四十三通 細川行信他 法藏館 2,200円
晩年の親鸞 細川巌 法藏館 1,748円
英訳親鸞聖人著作集（The Collected
Works of SHINRAN）

浄土真宗本願寺派編 本願寺出版社 5,000円

親鸞教学  - 曾我量深から安田理深へ - 本多弘之 法藏館 3,800円
【新訂増補】　親鸞と危機意識
-新しき主体の誕生-

本多弘之 文栄堂 8,500円

親鸞の救済観 本多弘之 文栄堂 5,825円
親鸞に人生を聴く　―誕生～関東在住まで― 本多弘之 草光舎（星雲社発売） 2,524円
続・親鸞に人生を聴く　―帰洛～往生まで― 本多弘之 草光舎（星雲社発売） 2,330円
親鸞の信念と思想に生きる
-わが師 安田理深の道-

本多弘之 草光舎（星雲社発売） 2,400円

(6)



書     名 編・著者名（50音順） 出版社 本体価格（税別） 注文数

親鸞思想の原典　目覚めの原理としての回向 本多弘之 法蔵館 2,800円
知識ゼロからの親鸞入門 本多弘之 幻冬舎 1,200円
私たちの親鸞さま 本多克英 百華苑 500円
親鸞入門  - その生涯と教えの深さ - 前田專学・山崎龍明編 永田文昌堂 1,200円
親鸞教徒の仏跡参拝 松井憲一 白馬社 633円
山をおりた親鸞　都をすてた道元 松尾剛次 法蔵館 2,200円
現代と親鸞 松尾博仁 永田文昌堂 2,600円
真継伸彦　現代語訳　親鸞全集3
（１・２・４・５巻品切）

真継伸彦 法藏館 1,800円

親鸞（朝日評伝選） 真継伸彦 朝日新聞社 1,700円
親鸞の生涯 松本章男 大法輪閣 2,300円
親鸞と現代  - 生命、他力、その普遍心理 松本博基 法藏館 1,200円
パスカル・親鸞 (京都哲学撰書　第2巻) 三木清 燈影舎 3,400円

ブッダと親鸞　―教えに生きる―
三木彰円・藤嶽明信・延
塚知道・中川皓三郎他

東本願寺出版部 952円

三國連太郎　親鸞 三國連太郎 法藏館 1,900円
親鸞　<変容のドラマトゥルギー> 水戸浩文 永田文昌堂 1,529円
キェルケゴールと親鸞  -宗教的真理の
伝達者たち-

蓑輪秀邦 ミネルヴァ書房 3,000円

親鸞思想の普遍性 宮城　顗 法藏館 971円
宗祖聖人親鸞：生涯とその教え （上）(下) 宮城顗 東本願寺出版部 （各）1,500円

親鸞聖人とその周辺 宮崎円遵 百華苑 1,500円
親鸞精神と現代 : 宮地廓慧集（現代真
宗名講話全集27）

宮地廓慧 教育新潮社 2,600円

親鸞聖人のことば 村上速水・内藤知康 法藏館 1,456円

村上速水先生喜寿記念　親鸞教学論叢
村上速水先生喜寿記念
論文集刊行会

永田文昌堂 23,000円

親鸞教義とその背景 村上速水 永田文昌堂 3,000円
親鸞読本 村上速水 百華苑 1,500円
親鸞聖人のお手紙 村上宗博 探究社 1,200円
イエスと親鸞 (講談社選書メチエ) 八木雄二 講談社 1,500円
親鸞・信の構造 安富信哉 法藏館 2,000円
親鸞をよむ (岩波新書 新赤版 1096) 山折哲雄 岩波書店 700円
親鸞の浄土 山折哲雄 アートデイズ 1,600円
親鸞の再生 -新しい出発を求めて- 山崎龍明 大蔵出版 2,136円
親鸞に人生の生き方を学ぶ  -「他力」
と「浄土の思想」がよくわかる本-

山崎龍明 中経出版 1,400円

ポケット　親鸞の教え 山崎龍明 中経出版 600円
親鸞の価値哲学 山崎教正 永田文昌堂 5,000円
親鸞聖人の手紙に学ぶ 山崎龍明 百華苑 1,700円
親鸞教とその周辺 遊亀教授 百華苑 2,000円
親鸞をめぐる対話:吉岡奎集 吉岡奎 教育新潮社 2,800円
親鸞〈1〉 (吉川英治歴史時代文庫) 吉川英治 講談社 740円
親鸞〈2〉 (吉川英治歴史時代文庫) 吉川英治 講談社 800円
親鸞〈3〉 (吉川英治歴史時代文庫) 吉川英治 講談社 740円
今に生きる親鸞 (講談社プラスアルファ新書) 吉本隆明 講談社 740円
最後の親鸞（ちくま学芸文庫） 吉本隆明 筑摩書房 1,000円
還りのことば　-吉本隆明と親鸞という
主題-

吉本隆明・芹沢俊介・
菅瀬融爾・今津芳文

雲母書房 1,700円

親鸞思想入門 龍谷大学 永田文昌堂 2,571円
親鸞聖人に何を学ぶか 龍谷大学宗教部 永田文昌堂 1,500円
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親鸞聖人の歩まれた道 龍谷大学宗教部 永田文昌堂 1,500円
親鸞聖人の世界 龍谷大学宗教部 永田文昌堂 1,500円
真宗学論叢３　親鸞教学の諸問題 龍谷大学真宗学会編 永田文昌堂 5,000円
真宗学論叢４　親鸞教学の諸研究 龍谷大学真宗学会編 永田文昌堂 6,000円
真宗学論叢５　親鸞和語聖教の研究 龍谷大学真宗学会編 永田文昌堂 6,000円
真宗学論叢６　日本浄土教と親鸞教学 龍谷大学真宗学会編 永田文昌堂 6,000円
真宗学論叢７　親鸞思想の研究 龍谷大学真宗学会編 永田文昌堂 7,000円
親鸞聖人御消息（聖典セミナー） 霊山勝海 本願寺出版社 3,200円
親鸞聖人との出遇い方を問われ（東本願寺伝道ブックス32） 渡辺晃純 東本願寺出版部 200円

親鸞さま 青山書院 571円
親鸞さま　ご一代記 花岡　大学 探求社 800円
しんらん聖人　上 藤木　てるみ 探求社 1,400円
しんらん聖人　下 藤木　てるみ 探求社 1,470円
まんが　宗祖親鸞聖人　第１巻 今西精二 難波別院 857円
まんが　宗祖親鸞聖人　第２巻 今西精二 難波別院 1,143円
しんらんさま やまだ　みどり 画 東本願寺出版部 600円
親鸞さま（新絵本シリーズ１） 千葉乗隆監修　三栗章夫著　野村玲絵 東本願寺出版部 600円

親鸞聖人讃歌　正　（カセット） 下川　弘義 市原栄光堂 1,500円
親鸞聖人讃歌　続　（カセット） 下川　弘義 市原栄光堂 1,200円

市原栄光堂 18,000円
市原栄光堂 各2,000円

親鸞人生論（カセット） 山本仏骨 市原栄光堂 1,884円
親鸞聖人御一代記（カセット） 祖父江　省念 市原栄光堂 8,986円
親鸞　その生涯と教え（カセット） 二葉憲香 市原栄光堂 9,613円
親鸞の人間探究（カセット） 二葉憲香 市原栄光堂 9,524円
親鸞のこころ（カセット） 二葉憲香 市原栄光堂 9,613円
親鸞さまの寺（ビデオ） 二葉憲香 市原栄光堂 8,762円
親鸞聖人の歩いた道（ビデオ） 二葉憲香 市原栄光堂 17,657円
親鸞　白い道（ビデオ） 三國連太郎 市原栄光堂 15.809円
親鸞聖人讃歌　正　（カセット・テープ） 下川　弘義 市原栄光堂 1,500円
親鸞聖人のご生涯とその教え(真宗大谷派全二巻)(ビデオ) 柏原　祐泉 四季社 18,000円
親鸞聖人ご絵伝　前編（カセット） 竹内文昭 すねいる 1,905円
親鸞聖人ご絵伝　後編（カセット） 竹内文昭 すねいる 1,905円
親鸞聖人ご出生の御恩（カセット） 祖父江省念 すねいる 1,905円
絵とき親鸞聖人伝絵　１（カセット） 浪花家辰造，春野百合子 すねいる 1,905円
絵とき親鸞聖人伝絵　２（カセット） 浪花家辰造，春野百合子 すねいる 1,905円
絵とき親鸞聖人伝絵　３（カセット） 浪花家辰造，春野百合子 すねいる 1,905円
無碍の大道　‐親鸞聖人物語‐（カセット） 酒井雲 すねいる 1,905円
親鸞聖人のおおみこころ（カセット） 宮地

ミヤジ

廓慧
カクエ

すねいる 1,905円
親鸞聖人大満の行（カセット） 範浄文雄 すねいる 1,905円
親鸞聖人四幅御絵伝　御絵解（ＤＶＤ） 沙加戸　弘 方丈堂出版 18,000円
親鸞聖人四幅御絵伝　御絵解　上下　（ビデオ） 沙加戸　弘 方丈堂出版 各18,000円
念仏物語　親鸞さま（ＤＶＤ） 本願寺出版社 3,800円
念仏物語　親鸞さま（ビデオ） 本願寺出版社 3,800円

法藏館書店
営業時間（お盆、年末年始を除く）
平日：　９：３０～１８：００
日曜：１０：３０～１７：００
祝日：１０：３０～１８：００

親鸞聖人のご生涯とその教え（浄土真宗本願寺派全二巻）（ビデオ）

親鸞のみあとを慕いて　1～10　　　　（カセット、ＣＤ）

マンガ（出版社別50音順）

カセット・ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤ（出版社別50音順）

 Webサイト　　：　http://www.hozokan.co.jp

郵便番号 ： ６００－８１５３
住   所 ： 京都市下京区正面烏丸東入
Ｆ Ａ Ｘ： ０７５－３７１－０４５８
電    話： ０７５－３４３－０４５８
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