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No.2018-547 

聖学院大学出版会 

A theology of Japan : 
    monograph series . 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

Japanese and Korean Theologians in Dialogue  
―Establishing the Dignity of Life 
/Forming a Theology of Confession,Forgiveness,and Reconciliation―（10） 

Brian Byrd 2017 9784909022790 ¥4,950 ¥8,250 1026810948 

A theology of Japan ―origins and task in the age of globalization―（1） 大木 英夫 2005 9784915832598 ¥1,980 ¥3,300 1022703192 

Church and state in Japan since World War II （2） 田丸 徳善 2006 9784915832659 ¥4,180 ¥6,930 1022703193 

History of Japan and Christianity （3） 古屋 安雄 2006 9784915832680 ¥4,180 ¥6,930 1022703194 

"A theology of Japan" and the theology of Hideo Ohki （4） 大木 英夫 2009 9784915832840 ¥4,180 ¥6,930 1022703195 

Protestantism and Democracy （5） 深井 智朗 2009 9784915832857 ¥4,180 ¥6,930 1022703196 

Post-disaster theology from Japan ―how can we start again? Centurial vision for post-
disaster Japan―(6) 
（The Great East Japan Earthquake International Theological Symposium Ⅰ） 

藤原 淳賀 2013 9784907113001 ¥4,180 ¥6,930 1022703197 

The church embracing the sufferers, moving forward ―centurial vision for post-disaster 
Japan : ecumenical voices―(7) 
（The Great East Japan Earthquake International Theological Symposium Ⅱ） 

藤原 淳賀 2014 9784907113094 ¥4,180 ¥6,930 1022703198 

Reinhold Niebuhr, Christian realism, and social ethics ―the international symposium and 
lectures on "Reinhold Niebuhr : his religious, social, and political thought"―（8） 

高橋 義文 2014 9784907113124 ¥4,180 ¥6,930 1022703199 

Raising leaders through sufferings beyond walls ―centurial vision for post-disaster 
Japan―(9) 
（The Great East Japan Earthquake International Theological Symposium Ⅲ） 

藤原 淳賀 2016 9784907113162 ¥4,180 ¥6,930 1022703200 

10巻揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥40,370 

同時３アクセス（本体） ¥66,990 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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聖学院大学研究叢書 

5冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 
￥49,170 

同時３アクセス（本体） 
￥81,950 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

医療と福祉における市場の役割と限界 ―イギリスの経験と日本
の課題―（4） 

郡司 篤晃 2004 9784915832567 ¥8,250 ¥13,750 1022703224 

地域に求められる人口減少対策 ―発生する地域問題と迫られ
る対応―（5） 

平 修久 2005 9784915832604 ¥7,920 ¥13,200 1022703201 

アメリカにおける神の国 （6） 
H.リチャード・
ニーバー 

2008 9784915832710 ¥4,950 ¥8,250 1022703203 

とはずがたりの表現と心 ―「問ふにつらさ」から「問はず語り」へ
―（7） 

標 宮子 2008 9784915832727 ¥14,850 ¥24,750 1022703202 

ニーバーとリベラリズム ―ラインホールド・ニーバーの神学的視
点の探求―（8） 

高橋 義文 2014 9784907113063 ¥13,200 ¥22,000 1022703225 

スピリチュアルケアを学ぶ 
窪寺 俊之 著 

7冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 
￥25,630 

同時３アクセス（本体） 
￥42,570 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

癒やしを求める魂の渇き ―スピリチュアリティとは何か―（1） 2011 9784915832901 ¥2,970 ¥4,950 1022703204 

スピリチュアルペインに向き合う ―こころの安寧を求めて―（2） 2011 9784915832949 ¥3,630 ¥6,050 1022703205 

スピリチュアルコミュニケーション ―生きる希望と尊厳を支える―（3） 2013 9784907113025 ¥3,630 ¥6,050 1022703206 

スピリチュアルケアの実現に向けて ―「第18回日本臨床死生学会大会」の取り組み―（4） 2013 9784907113056 ¥3,850 ¥6,380 1022703207 

愛に基づくスピリチュアルケア ―意味と関係の再構築を支える―（5） 2014 9784907113100 ¥3,850 ¥6,380 1022703208 

スピリチュアルケアの心 ―いのちを育む力・委ねる力―（6） 2016 9784907113186 ¥3,850 ¥6,380 1022703209 

スピリチュアルな存在として ―人間観・価値観の問い直し―（7） 2016 9784907113193 ¥3,850 ¥6,380 1024022215 
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福祉の役わり・福祉のこころ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

「いま、ここで」のかかわり  石川 到覚 2013 9784907113018 ¥1,210 ¥1,980 1022703215 

生きがいを感じて生きる  日野原 重明 2012 9784915832994 ¥1,210 ¥1,980 1022703214 

みんなで参加し共につくる  岸川 洋治 2011 9784915832925 ¥1,210 ¥1,980 1022703213 

とことんつきあう関係力をもとに  岩尾 貢 2010 9784915832895 ¥990 ¥1,650 1022703212 

与えあうかかわりをめざして  阿部 志郎 2009 9784915832871 ¥990 ¥1,650 1022703211 

福祉の役わり・福祉のこころ 阿部 志郎 2008 9784915832789 ¥660 ¥1,100 1022703210 

6巻揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥6,270 

同時３アクセス（本体） ¥10,340 

臨床死生学研究叢書  

5巻揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥32,010 

同時３アクセス（本体） ¥53,350 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

死別の悲しみに寄り添う （1） 平山 正実 2008 9784915832765 ¥5,610 ¥9,350 1022703216 

死別の悲しみから立ち直るために （2） 平山 正実 2010 9784915832833 ¥6,600 ¥11,000 1022703217 

死別の悲しみを学ぶ （3） 平山 正実 2012 9784915832918 ¥6,600 ¥11,000 1022703218 

臨床現場からみた生と死の諸相 （4） 平山 正実 2013 9784907113032 ¥6,600 ¥11,000 1022703219 

希望を支える臨床生死観 （5） 窪寺 俊之 2015 9784907113131 ¥6,600 ¥11,000 1022703220 

2018年新規配信タイトル！ 
書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

商品コード 

チャールズ・E・ガルスト ―ミカドの国のアメリ
カ陸軍士官学校卒業生― 

L.D. ガルスト 2003 9784915832529 ¥6,600 ¥11,000 1026602071 

ルター神学の再検討 倉松 功 1998 9784915832239 ¥7,920 ¥13,200 1026602069 

「宇魂和才」の説 ―21世紀の教育理念― 大木 英夫 1998 9784915832246 ¥3,960 ¥6,600 1026602070 

日本プロテスタント史の諸相 高橋 昌郎 1995 9784915832123 ¥10,560 ¥17,600 1026602068 

ラインホールド・ニーバーの歴史神学 ―ニー
バー神学の形成背景・諸相・特質の研究― 

高橋 義文 1993 9784915832062 ¥7,040 ¥11,660 1026602067 
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