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日本基督教団史資料集

日本基督教団の成立前史から教団形成期まで
を、資料編纂過程で発見された、教団史の未
公開資料を網羅し、厳密な資料分析を経て、
各巻・各篇の概観、各章の解説、各資料の解題
を叙述。教団本部の所蔵資料のみならず、諸教
区・諸教会の資料も収録の日本のキリスト教史に
おける貴重な資料集。

クリスマスおもしろ事典 【スマホ・読上】 （※）

著編者名
クリスマスおもしろ事典

刊行委員会
発行年 2003

同時1アクセス
（本体）

¥3,300
同時3アクセス

（本体）
¥4,950

冊子版ISBN 9784818405080 商品コード 1031875597

クリスマスにまつわる知識を詰め込んだ豪華雑学本。これ1冊あればクリスマスが
より楽しくなる！ 宗教・宗派を超えた国際的イベントとして定着したクリスマスの姿
を、あるがまま捉え、素直に楽しむための、なんでも雑学事典。クリスマスの起源、
聖書のクリスマス、クリスマス用語、クリスマスソング、サンタクロースなど、おもわ
ず「へぇ～」と言いたくなる知識がいっぱい。2010年10月25日発行の5版を底本に
電子化。

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

日本基督教団の成立過程 ―(1930〜1941年)―（第1篇 第1巻） 1997 9784818459915 ¥12,897 ¥19,346 1018940477

戦時下の日本基督教団 ―(1941〜1945年)―（第2篇 第2巻） 1998 9784818459922 ¥12,897 ¥19,346 1018940478

日本基督教団の再編 ―(1945〜1954年) ; 沖縄キリスト教団の形成 : 
(1945〜1968年)―（第3篇-第4篇 第3巻）

1998 9784818459939 ¥12,897 ¥19,346 1018940479

日本基督教団の形成 ―(1954〜1968年)―（第5篇 第4巻） 1998 9784818459946 ¥12,897 ¥19,346 1018940480

日本基督教団の財政・統計・年表・索引 ―(1941-1968年)―（第5巻） 2001 9784818459953 ¥12,897 ¥19,346 1018940481

全5巻揃価格

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥64,485 ¥96,730

2020年 新規配信タイトル

好評配信中タイトル

日本基督教団宣教研究所教団史料編纂室 著編
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季刊誌『説教者のための聖書講解』〈メディタ
チオン〉に連載された講解を1冊に再編集。
聖書釈義と黙想によって導かれた小説教で
構成される説教準備のためのシリーズ。

書名 発行年
同時１アクセス

(本体）
同時３アクセス

（本体）
商品コード

創世記 1984 ¥8,250 ¥12,375 1026831098

イザヤ書 1986 ¥13,750 ¥20,625 1026831099

12小預言書 1992 ¥13,750 ¥20,625 1026831100

マタイによる福音書 1981 ¥13,750 ¥20,625 1026831101

マルコによる福音書 1990 ¥11,000 ¥16,500 1026831102

ルカによる福音書 1989 ¥13,750 ¥20,625 1026831103

ヨハネによる福音書 1991 ¥13,750 ¥20,625 1026831104

使徒行伝 1982 ¥8,250 ¥12,375 1026831105

ローマ人への手紙 1987 ¥8,250 ¥12,375 1026831106

コリント人への第一の手紙 ; コリント人への第二の手紙 1985 ¥11,000 ¥16,500 1026831107

エペソ人への手紙 ; ピリピ人への手紙 ; コロサイ人への手紙 ; ピレモンへの手紙 1988 ¥5,500 ¥8,250 1026831108

説教の課題と現実 1987 ¥8,250 ¥12,375 1026831109

書名 発行年
同時１アクセス

(本体）
同時３アクセス

（本体）
商品コード

マタイによる福音書 2001 ¥13,750 ¥20,625 1026831111

ヨハネによる福音書 2004 ¥8,250 ¥12,375 1026831112

ガラテヤの信徒への手紙
; テサロニケの信徒への手紙1、2 ; テモテへの手紙1、2 ; テトスへの手紙

2002 ¥5,500 ¥8,250 1026831113

ヤコブの手紙 ; ペトロの手紙1、2 ; ヨハネの手紙1、2、3 ; ユダの手紙 ; ヨハネの黙示録 2002 ¥8,250 ¥12,375 1026831114

イースター ; ペンテコステ ; クリスマス ; ルツ記 ; ダニエル書 ; オバデヤ書 ; ヨナ書 2003 ¥8,250 ¥12,375 1026831115

季刊誌「アレテイア」連載の「釈義と黙
想」の合本。説教者のための懇切丁寧
な釈義と、執筆者が身を置く「現場」から
の黙想。

日本基督教団出版局 編

説教者のための聖書講解 全12巻セット特価

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥109,862 ¥164,794

＜商品コード：1026831097＞

アレテイア―釈義と黙想 全5巻セット特価

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥37,400 ¥56,100

＜商品コード：1026831110＞

全17巻揃価格

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）

¥147,262 ¥220,894

＜商品コード：1026831096＞

説教者のための聖書講解 全12巻

アレテイア─釈義と黙想 全5巻

季刊誌『説教者のための聖書講解』
〈メディタチオン〉 に連載された講解集
全12巻と季刊誌「アレテイア」 連載の
「釈義と黙想」集全5巻のセット。

好評配信中タイトル


