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2011/2/26 128号 
 

 法法蔵蔵館館書書店店        ニニュューースス  ３３月月 
 

 

話題の本 …Ｐ１                  今月のおすすめ＆プレゼント …Ｐ９ 

法蔵館新刊案内 …Ｐ２    親鸞聖人ブックリスト（最新） …Ｐ１０ 

法蔵館これから出る本 …Ｐ３～５   『リクエスト復刊』のご案内 …Ｐ１１ 

重版出来のお知らせ …Ｐ６        法蔵館書店売行ベスト１０ …Ｐ１２  

法蔵館書店新着案内 …Ｐ７～Ｐ９   メール配信サービスのご案内 …Ｐ１２ 
 

 

 

 

話 題 の 本 
 

中外日報 ２/２４号 掲載 

● 真宗教学史 真宗学シリーズ４  【真宗/一般向き】  

   信楽峻麿著  四六判  228頁  2,100円  978-4-8318-3274-0 

 

 

図書新聞 ２/１２号 掲載 

● 挑戦する仏教 アジア各国の歴史といま  【仏教/一般向き】  

   木村文輝著  四六判  324頁  2,415円  978-4-8318-7108-4  
 

 

文化時報 ２/２号 掲載 

● 葬式のはなし  【真宗/一般向き】  

   菅 純和著  四六判  112頁  1,050円  978-4-8318-6418-5  

 
 

 
 

◎法蔵館フェア～仏教の風～開催中！（クイズに答えて図書カード１万円分プレゼント） 
 

      フェア期間は書店様の都合により変更になることがあります。各店にご確認下さい。 
 

  法蔵館書店      １月５日～１２月２８日  ＴＥＬ075-343-0458 

ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 ７月１９日～長期間     ＴＥＬ052-249-5592 

紀伊國屋書店 新宿本店          ３月中～４月中  ＴＥＬ03-3354-0131 

三省堂書店 神保町本店   １月１７日～２月１３日 ＴＥＬ03-3233-3312 

ふたば書房 京都タワー店    ２月１５日～３ヶ月間  ＴＥＬ075-353-6688 

丸善 岡山シンフォニービル店 ３月上～２ヶ月間  ＴＥＬ086-233-4640 

MURUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 ７月ころ      ＴＥＬ06-6292-7383  

 
 

 ☆プレゼント応募方法については、フェア開催の書店に並んでいる 法蔵館書籍の白い帯の折込部分に書かれています。 

 
 

ご自由にお持ちください 
おかげさまで４００年 
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法蔵館新刊案内 
 

 ● 真宗学シリーズ４ 真宗教学史  【真宗/一般向き】  

  信楽峻麿著  四六判 228頁  2,100円  978-4-8318-3274-0  

 

 

  親鸞以後７５０年に及ぶ浄土真宗の教学の歴史を解明。 

  特に近世・近代と戦争に協力した戦時教学を批判的に 

  検証した画期的な論考。 

     

    【目次】 

    第一章 真宗教義の原点 

    第二章 覚如・存覚・蓮如の真宗理解 

    第三章 近世における真宗教学 

    第四章 近代における真宗教学 

    第五章 真宗における戦時教学の形成 

     第六章 今日における真宗教学の実態 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● ２０１１年 春彼岸 ひとりふたり‥   １冊130円／30冊以上は１冊105円 

                           A５変  23頁   

 

 

        歳時法話や仏事Ｑ＆Ａなど、身近なことから仏教・真宗の教えに 

        触れる。真宗寺院のお施本にも最適！ 

◎年４回刊行――正月・春彼岸・お盆・報恩講 
 

               【目次】 

               いのちの言葉 ◆創作の楽しみ 

               歳時法話 ◆生まれ甲斐 

               季節の料理 春 ◆苦菜会 

               衣・食・住に聞く仏教 ◆寺で出会いの縁結び 

               坊守日記 ◆見守られています 

               真宗をめぐる人々 ◆他者のためにできること、それは自分のよろこび 

               絵像は語る ◆花の御影 

               みほとけとともに ◆おかげさま 

               仏事なんでもQ＆A ◆お香典の額はどのくらいが適当ですか？ 

               著者に会いたい ◆釈 徹宗 

               和讃のこころ ◆智慧の光明はかりなし 
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法蔵館のこれから出る本 
 

 

 

 

 ＜２０１１年３月上旬 出来予定＞ 
 

 

 ● 仏教経典史論        【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

 赤沼智善著 Ａ５判  上製カバー装 620頁 15,750円     978-4-8318-6511-3  

 

 

 ● 因明学 ―起源と変遷―     【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

 武邑尚邦著   Ａ５判 上製カバー装  368頁 12,600円  978-4-8318-6512-0  

 

 

 ● 倶舎論の原典解明 ―業品―  【仏教/専門向き】    リクエスト復刊  

  舟橋一哉著   Ａ５判 上製カバー装  610頁  2,1000円  978-4-8318-6513-7  

 

 

 ● 古代仏教の中世的展開      【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

  村山修一著 Ａ５判 上製カバー装  376頁 10,500円   978-4-8318-6514-4 

 

 

 ● 正信念仏偈講義 全３巻    【仏教/専門向き】 
  仲野良俊著 Ａ５判 1巻370・2巻394・3巻344頁  15,750円  978-4-8318-4463-7  

 

 

 ● 神仏と儀礼の中世      【日本史・宗教/専門向き】 
    舩田淳一著 Ａ５判   546頁  7,875円  978-4-8318-6029-3 

    中世寺社における各種の宗教儀礼を手がかりに、仏と神が中世的な信仰形態をいかにして獲得 

     していくかを、思想運動のひとつとして多面的に論じ、神仏習合の具体的諸相を明らかにする。 

 

 

 ● 日本仏教版画史論考      【美術史／専門向き】 

    内田啓一著  Ａ５判  352頁  10,500円  978-4-8318-7648-5 

     仏・菩薩を板木に摺ったものを印仏という。本書では寺社の開板事情や信仰対象として 
     の版画など、絵画史料を博捜し仏教版画の歴史上での位置づけを試みる。図版120点。 

 
  

● 歴史の中に見る親鸞       【日本史・宗教／一般向き】 

    平 雅行著 四六判  予224頁  1,995円  978-4-8318-6061-3 

      「親鸞」はいかにして誕生したのか。慈円への入室、六角堂参籠、玉日姫との婚姻説、 
      善鸞義絶事件など様々な伝承と膨大な研究が存在する親鸞の生涯と思想について、 
      史料の検証からその虚実を明らかにする。 
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● 歎異抄の真実 曽我量深に聴く親鸞の教え    【真宗／一般向き】 
    小林光磨著  Ａ５判  266頁  2,940円  978-4-8318-8703-0 

『歎異抄』をある視点から読み解くと、親鸞が深い信心を獲得していったことがよく見えてくる。 

新たな読み方を提唱する、注目の一冊。 

 

 

 ● 人はいかにして神と出会うか  
      宗教多元主義から脳科学への応答        【宗教/一般向き】 
   ジョン・ヒック著 四六判  284頁 2,940円   978-4-8318-1060-1  

「宗教体験」は脳が見せる錯覚なのか？脳科学からの挑戦に、宗教多元主義の立場 

から合理的に考えうるかぎりの答えを提供する、ジョン・ヒック渾身の最新論考！ 

 

 

 ＜２０１１年３月中旬～下旬 出来予定＞ 

 

 

● 古代東北仏教史の研究 佛教大学研究叢書１１ 【仏教／専門向き】 

    窪田大介著  Ａ５判  予400頁  8,400円  978-4-8318-7377-4 

最新の発掘成果と資料を用いて、東北地方における仏教の受容と展開を明らかに 

した待望の書。 

 

 

 ● 親鸞に学ぶ信心と救い  【真宗/一般向き】  

   本多弘之著 四六判  88頁  1,050円  978-4-8318-3288-7 

曾我量深・安田理深から親鸞教学の核心を学んだ著書が、死後に実体化された浄土教理解 

を批判し、今生の救いとしての親鸞聖人の他力の信心の現代的意義を明示した待望の講和集。 

 

 

● 密教図像 ２９号    【密教／専門向き】 

密教図像学会編   Ｂ５判  130 頁  2,940 円 

「天台大師智顗の肖像」吉村稔子、「トンワトゥンデンとは何か」田中公明、橋村愛子、濱田瑞美、 

熊谷貴史、植村拓哉、安元 剛 

 

 

● 古代日本の僧侶と寺院 日本仏教研究叢書 【歴史／一般向き】 

  牧 伸行著 四六判  予200頁  2,940円  978-4-8318-6039-2 

中国に渡る前の空海や、東大寺草創期の僧など、僧侶の伝記を通じて、古代仏教の 

あり方を新たに問い直す注目の書。 

 

 

● 絵伝にみる 法然上人の生涯    【仏教／一般向き】 

中井真孝著  Ａ５判  予296頁  2,415円  978-4-8318-6056-9 

浄土宗の宗祖・法然上人の一生涯を『法然上人行状絵図』を手がかりに読み解く。華麗な絵に 

丁寧な解説がつくことによって、法然上人の思想と生涯が理解できる。初学者に最適。 

 

 
 

 



 5 

 

 

 

● 釈尊と親鸞 インドから日本への軌跡 【仏教・歴史／一般向き】   オールカラー 

龍谷大学 龍谷ミュージアム編  Ｂ５判変  200頁  1,575円  978-4-8318-6015-6 

２５００年前のインドでおこり、日本へ伝来した仏教の歴史や文化などをコンパクトにまとめて 

一挙掲載。わかりやすい解説に加えて、仏教にまつわるエピソードを写真とコラムで紹介。 

 

 

 ● 中国隋唐長安・寺院史料集成 史料篇・解説篇 【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

   小野勝年著 B５判 上製カバー装  548+224頁  31,500円  978-4-8318-6518-2  

 

 

 ● 世親唯識の原典解明 【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

   山口 益・野沢静證著 Ａ５判  上製カバー装  554頁  14,700円 978-4-8318-6515-1  

 

 

 ● 世親の成業論 【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

   山口 益著 Ａ５判 上製カバー装   336頁  9,975円  978-4-8318-6516-8  

 

 

 ● 世親の浄土論 【仏教/専門向き】   リクエスト復刊  

   山口 益著 Ａ５判 上製カバー装   242頁   9,450円  978-4-8318-6517-5  

 

 

 ● 増補版 妙好人の研究 【仏教/専門向き】  
  菊藤明道著 Ａ５判 493頁 9,450円   978-4-8318-2323-6  

念仏に生きた在俗の篤信者の姿を、史料の博捜と実地調査により描き出した名著に、 

最新の研究成果を増補。 

 

 

 ● 念仏者の福祉思想と実践 
近世から現代にいたる浄土宗僧の系譜 【仏教・福祉/一般向き】 

   長谷川匡俊著  Ａ５判 予272頁  2,940円  978-4-8318-2455-4  
近世・近代における念仏者の福祉思想と実践をたどり、現代に生きる念仏者にとっての 

福祉を追及する。 

 

 

 ● 蓮華の瞑想 こころとからだのヒーリング・レッスン 【仏教・福祉/専門向き】  
  ティク・ナット・ハン編、池田久代訳  Ａ５判  予160頁  2,310円 978-4-8318-6423-9  

ブッダの時代から受けつがれてきた瞑想経典『アーナーパーナサティ・スッタ』に 

基づくテクストの決定版。 
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重版できました！！ 
 

 

  ● 伝道シリーズ① 仏道としての念仏 【真宗／一般向き】 ６刷 

          小川一乗著  小B6  31頁  200円  978-4-8318-2161-4 

     仏教の視点から、宗教不在の戦後日本社会を 

     問い直し、親鸞聖人の念仏の教えを明かす。 

 

       【目次】 アメリカの競争原理 

          一人で生きていけるという錯覚 

          合理主義のゆきつくところ 

          釈尊の教え 

          ご縁によって生かされている 

          仏道としての念仏 
 

 

  ● 釈尊の生涯   【真宗／一般向き】 １３刷 

          豊原大成著  Ａ５判  70頁  630円  978-4-8318-2301-4 

     楽しい挿絵とやさしい文章で、釈尊の生涯を７０話にまとめた 

     みんなが読める新しいスタイルの釈尊伝。 

 

       【目次】 ゆめ 

          誕生 

          シッダッタ太子 

          やさしい心 

          ヤシャーダラー妃 

          四門出遊 

          大いなる出離 

          わかれ 

          王舎城へ 

          約束 

          苦行の森へ 

          苦行の日々 

          スジャーター 

          降魔（悪魔の降伏）さとり 

          涅槃・解脱 

          法悦 
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法蔵館書店新着案内 
 

 

 ● 教行信証大綱 曽我量深講義録（上） 

    曽我量深著  Ａ５判 430頁 税込6300円 春秋社 

     「信に死し、願に生きよ」著者８８歳（昭和３７（１９６２）年、大谷大学長として一年にわたって 

     行われた大学院での講義（未発表）を全収録。長年の研究・思索のすべてを傾注して親鸞 

     聖人の主著『教行信証』を縦横無尽に論じた「信」の言葉が響く名講義。  

      【目次】 第一講～第二十三講 ほか 

 

 

● 信心をいただく 足下から道が開かれる  
    菅原信隆著 Ｂ６判 215頁 税込1890円 樹心社  

     この本には、自己の主体性を生きる人の迫力がある。自分の欲望のままに翻弄される自由 

     でなく、欲望から離れられぬことを真に自覚した者が歩む、本来の自由への道が描かれて 

     いる。現代人が忘れている「心の師となれ。心を師とすることなかれ」という、日本仏教の先達 

      たちが言い伝えた貴重な言葉の実践に役立つ本。  

      【目次】 第１章 心の眼が開けた人間の持つ広さと強さ 

         第２章 文明社会は人間を壊す 

         第３章 「無明」という「心の闇」が人間を狂わす 

         第４章 人間の立つべき所 ほか 

 

 

● 『選擇本願念佛集』延書 専修寺蔵 影印・翻刻と総索引 
     佐々木 勇編著 Ｂ５判 300頁 税込8400円 笠間書院     

      親鸞が読み下し漢字に多くの振り仮名・訓注を付した『選擇本願念佛集』延書本。 

      その中でも最古の専修寺本を底本に翻刻し、語彙総索引・漢字索引を付す。 

      充実した解題・研究も完備。浄土真宗聖教類の日本語資料としての価値に着目し 

      つづけてきた編者による、注目の一冊。全編カラー収録。  

      【目次】 本文篇 

         索引篇 

         研究篇 ほか  
 

 

● 観無量寿経の教え 仏との出会い 
     四衢 亮著 Ｂ６ 253頁 税込1200円 東本願寺出版部     

      まるで鏡を見るように、私の姿が見えてくる。観経序分に描かれた「王舎城の物語」に学ぶ 

      真宗の教え。 

      【目次】 第一章 宗教とは何だろうか 

         第二章 私の人生と真宗の教え 

         第三章 人の争いの姿 

         第四章 悲しみの底にある問い第五章 仏陀との出会い ほか 
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● 涅槃図物語 
     竹林史博著 A5 167頁 税込2100円 大法輪閣 

      涅槃図からの仏教入門！その絵に秘められた伝説の数々！沙羅双樹の下、釈尊との 

      悲しい別れに集まった弟子や神々、国王、動物たちの様々な興味尽きない話を集め、 

      豊富な図版とともに解説。時代の変遷、注目したいポイント、変わった涅槃図、釈尊最後 

      の旅の物語も。  

     【目次】 １．涅槃図の変遷 

      ２．構図の変遷 

      ３．涅槃図の登場人物 

      ４．涅槃図の舞台 

      ５．涅槃図の名優たち（一） ほか 

 

 

● ルポ 仏教、貧困・自殺に挑む 
      磯村健太郎著  B6 174頁 税込1995円 岩波書店 

       お坊さんたちが立ちあがりはじめた。苦しむあなたに寄り添いたい―。  

      【目次】 第一章 路上のいのちに触れて 

         第二章 僧侶にもできる 

         第三章 自立へ、人生のゴールへ 

         第四章 こころを聴く 

         第五章 結びなおされる縁 ほか 

 

 

● 妖怪玄談 

     井上円了著  B6 302頁 税込1995円 大東出版社 

      一滴の水も一片の雲もみな妖怪！ 

      天狗、幽霊、コックリさんから、宇宙旅行！？の話まで、東洋大学創立者にして 

      元祖妖怪博士、井上円了の気宇壮大な思想を一冊に凝縮。  

      【目次】 Ⅰ 迷信に立ち向かう 

         Ⅱ 真の不可思議 

         Ⅲ 星に遊ぶ 円了のユートピア ほか  
 

 

 ● 同朋 ３月号  
     真宗大谷派宗務所出版部編  A5  72頁  300円  東本願寺出版部 

 

 ● 在家佛教 ４月号 
 在家仏教協会編  A5  100頁 440円  在家仏教協会   

  

 ● 大乗 ３月号  
    大乗刊行会編  A5  85頁  394円 本願寺出版社 
 

 ● 大法輪 ４月号  特集／仏像の《誤解》を解く      

     小山弘利編    A5  244頁   840円  大法輪閣 
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◎◎ 記念品にどうぞ！発売中 ◎◎ 
   

   特製あぶらとり紙            1冊250円（20枚入） 

   「散華」のかたちをしたコンパクトサイズのあぶらとり紙。表には「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記念」 

    と銀箔で印字されています。使用後は、表紙を本の栞としてお使いください。御遠忌記念にぜひ。 

  

 

  短冊「至心信楽」「真實信心」「念佛往生」 各2,500円 

    宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌記念。 

   親鸞聖人真蹟集成（法蔵館刊行）に掲載されている文字を使用。 

    短冊／36.3×7.5      短冊掛／48.2×10.6 

    ※３種類同時にお買い上げの方に「教行信証」の短冊をプレゼント。（短冊のみ） 

    ※限定数に達し次第終了    

 

 

☆ 今月のおすすめ ☆ 
  

 

 ● 親鸞に聞く阿弥陀経の意  
    藤場俊基著   四六判  394頁   3,360円  樹心社 

  なぜ、南無阿弥陀仏なのか？ 
 

 ● 親鸞は源頼朝の甥  
    西山深草著   Ａ５判  494頁  3,675円  白馬社 

  梅原猛氏の親鸞研究に決定的な視点を提供した、画期的論考の全体像がここに。 
 

 ● 浄土教の事典 ―法然・親鸞・一遍の世界―  
    峰島旭雄監修   四六判  384頁  3,465円  東京堂出版 

  比較宗教学からみた初の本格的な浄土教事典。 

 

 

抽選でプレゼント！ 

 

 
   親鸞聖人七百五十回忌 真宗教団連合四十周年記念 

   親鸞展 生涯とゆかりの名宝  招待券         計３名様 
 

      ＜２０１１年３月１７日～５月２９日 京都市美術館＞ 

       

 

 ◎応募方法 

  ご住所・氏名・電話番号をご明記の上、ハガキまたはメールでご応募ください。 

  「法蔵館書店 ＜親鸞展招待券プレゼント＞係」宛てにお送りください。 

  お送り先は、１２ページをご覧ください。 
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親鸞聖人 関連ブックガイド＜最新刊＞ 2010 年 3月～2011 年 1月現在 

法藏館書店調べ 

書     名 編・著者名 出版社 
本体価格 

（税別） 
注文数 

親鸞からの手紙 阿満利麿 筑摩書房 1,200 円   

親鸞 阿満利麿 筑摩書房 760 円   

親鸞から蓮如へ（シリーズ親鸞第８巻） 池田勇諦 筑摩書房 1,800 円   

親鸞全集 第１ 巻 教行信証 上 石田瑞麿 春秋社 5,000 円   

親鸞全集 第２巻 教行信証 下 石田瑞麿 春秋社 5,000 円   

親鸞全集 第３巻 愚禿鈔 如来二種廻向文 

他 
石田瑞麿 春秋社 5,000 円   

親鸞全集 第４巻 和讃 消息 他 石田瑞麿 春秋社 5,000 円   

親鸞全集 第５巻 歎異抄 恵信尼消息 他 石田瑞麿 春秋社 4,000 円   

親鸞の教化（シリーズ親鸞第５巻） 一楽真 筑摩書房 1,800 円   

歴史を知り、親鸞を知る③  

二十九歳の親鸞聖人 
今井雅晴 自照社出版 800 円   

親鸞の風景 今井雅晴 茨城新聞社 3,800 円   

親鸞さまってどんな方 瓜生津隆文 探究社 286 円   

親鸞が出遭った釈尊（シリーズ親鸞第２巻） 小川一乗 筑摩書房 1,800 円   

親鸞聖人の教え・問答集 梯 實圓 大法輪閣 1,900 円   

親鸞の浄土を生きる 加藤智見 大法輪閣 1,800 円   

図説あらすじでわかる！ 親鸞の教え 加藤智見 青春出版社 990 円   

新版 親鸞 亀井勝一郎 春秋社 2,000 円   

こんな時親鸞さんなら、こう答える 川村妙慶 教育評論社 1,200 円   

ほっとする親鸞聖人のことば 川村妙慶 二玄社 1,000 円   

親鸞聖人 京都の御旧跡誌 菊藤明道 探究社 1,600 円   

親鸞の伝記（シリーズ親鸞第６巻） 草野顕之 筑摩書房 1,800 円   

月愛三昧 親鸞に聞く 高 史明 大月書店 9,000 円   

親鸞めぐり旅 講談社学芸局 講談社 1,524 円   

釈尊から親鸞へ（シリーズ親鸞第３巻） 狐野秀存 筑摩書房 1,800 円   

現代親鸞入門（真宗学シリーズ１ ） 信楽峻麿 法蔵館 1,800 円   

親鸞 救済原理としての絶対他力 釈徹宗 佼成出版社 1,400 円   

親鸞 生涯と教え 
真宗大谷派学校連合会 

教科書編集委員会 

東本願寺出版

部 
762 円   

決定版 親鸞 武田鏡村 
東洋経済新報

社 
2,800 円   

逆説の親鸞 武田定光 雲母書房 2,000 円   

親鸞と蓮如 武田龍精 永田文昌堂 2,571 円   

親鸞聖人 その教えと生涯に学ぶ 千葉乗隆・徳永道雄 本願寺出版社 1,000 円   

親鸞の仏道（シリーズ親鸞第４巻） 寺川俊昭 筑摩書房 1,800 円   

誰も書かなかった親鸞 伝絵の真実 同朋大学仏教文化研究所 法蔵館 2,800 円   

歴史の中の親鸞（シリーズ親鸞第１ 巻） 名畑崇 筑摩書房 1,800 円   

親鸞の説法（シリーズ親鸞第７ 巻） 延塚知道 筑摩書房 1,800 円   

親鸞の人生訓 花山勝友 ＰＨＰ 1,200 円   

親鸞聖人 観無量寿経集註上 北塔光昇 永田文昌堂 3,000 円   

現代と親鸞（シリーズ親鸞第１ ０巻） 本多弘之 筑摩書房 1,800 円   

親鸞再考 僧にあらず俗にあらず 松尾剛次 ＮＨＫ出版 970 円   

増補 親鸞 松野純孝 
東本願寺出版

部 
4,761 円   

近代日本と親鸞（シリーズ親鸞第９巻） 安冨信哉 筑摩書房 1,800 円   

「教行信証」を読む 親鸞の世界へ 山折哲雄 岩波書店 800 円   
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※このほかの既刊リストは、書店の店頭に置いてあります。お気軽にお声がけください。 

 
 

s 
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２月の法蔵館書店 売行きベスト１０  

 
    
 

◇メール配信サービスのご案内◇ 
 

 法蔵館書店では、仏教書目録刊行会サイトで本をご購入いただいた方や 

  アンケートにお答えいただいた方などにメール配信のサービスを行っております。 

  新刊情報などを、みなさまのお手元に一早くお届けしてまいります。 

 
        ◎アドレス変更・配信停止について◎ 

  トップページの「メールサービス」から、メールアドレスの登録と解除を行ってください。 

  過去のメールもご覧になれます。http://www.bukkyosho.gr.jp/ 
 

      

    ●ご注文・お問い合わせは、メールの他に、電話・ＦＡＸ・はがきでも承ります。 

    店頭在庫がない場合はお取り寄せとなります。ご了承下さい。 

    ●価格表示は、税込価格です。 
         

   法藏館書店   
    

    [営業日および営業時間]  住  所 ： 〒600-8153京都市下京区正面烏丸東入 

    平日： ９：３０～１８：００  電  話 ： ０７５－３４３－０４５８   

    日曜：１０：３０～１７：００    Ｆ Ａ Ｘ ： ０７５－３７１－０４５８ 

    祝日：１０：３０～１８：００    E-mail  ： shop@hozokan.co.jp 

(お盆・年末年始・臨時休業を除く) 仏教書総目録刊行会 http://www.bukkyosho.gr.jp 

 http://www.hozokan.co.jp    

              

         

順位 書名 著者名 出版社名 税込価格 

1 意味不明でありがたいのか 戸次 公正 祥伝社 798 円 

2 クイズ浄土真宗 末永 弘然 探求社 1,365 円 

3 
曽我量深講義録 上  

教行信証大綱 
曽我 量深 春秋社 6,300 円 

4 親鸞 阿満 利麿 筑摩書房 798 円 

5 誰も書かなかった親鸞 
同朋大学仏教 

文化研究所 
法蔵館 2,940 円 

6 浄土とは何か 長谷 正當 法蔵館 3,990 円 

7 親鸞聖人の教え・問答集 梯 實圓 大法輪閣 1,995 円 

8 ＤＶＤ 親鸞の見た風景 テレビ朝日 テレビ朝日 2,625 円 

9 信は生活にあり 水島 見一 法蔵館 1,890 円 

10 シリーズ親鸞 ４ 親鸞の仏道 寺川 俊昭 筑摩書房 1,890 円 

法藏館ブログ「編集室の机から」を毎日更新中！ 
今月は、新刊が 

ぎょーさん 

出てますえ～。 


