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Cat.

No.
タイトル 著者 出版社 価格 画像

中古品等、入

手方法等
備考

REF-1 こころに光を（喜びの福音） ガエタノ・コンプリ ドンボスコ社 ¥1,078

REF-2 福音をきくために 幸田　和生
オリエンス宗教

研究所
-

中古品

Amazonで入

手可

REF-3 みことばの調べ

（日曜の説教集A年）
森　一弘 女子パウロ会 ¥1,100

REF-4 人の思いを超えて

（日曜の説教集B年）
森　一弘 女子パウロ会 -

中古品

Amazonで入

手可

REF-5 神のやさしさの中で

（日曜の説教集C年）
森　一弘 女子パウロ会 -

中古品

Amazonで入

手可

REF-6 キリスト教とは何か ペトロ・ネメシュギ 女子パウロ会 ¥1,100

REFー7 キリストに出会う

（聖書の学びと内省）
百瀬　文晃 女子パウロ会 ¥1,980

REF-8 主は「たとえ」で語られた

Vol.1
澤田　豊成 女子パウロ会 ¥1,320

REF-9 主は「たとえ」で語られた

Vol.2
澤田　豊成 女子パウロ会 ¥1,320

REF-10 キリスト教入門 オリエンス宗教研究所 オリエンス宗教研究所 ¥1,980

REF-11 ミサ・洗礼・堅信 教皇フランシスコ 女子パウロ会 ¥770
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No.
タイトル 著者 出版社 価格 画像

中古品等、入

手方法等
備考

REF-12 聖霊の賜物 教皇フランシスコ 女子パウロ会 ¥715

REF-13 旧約聖書の世界への旅
エティエンヌ・

シャルパンティエ
女子パウロ会 -

中古品

Amazonで入

手可

REF-14 新約聖書への世界への旅
エティエンヌ・

シャルパンティエ
女子パウロ会 -

中古品

Amazonで入

手可

中古品高額（一万円位）。タイミン

グにより入手できないことも。

REF-15 信仰を求める人とともに―キリ

スト教入信と典礼

オリエンス

宗教研究所

編さん

オリエンス宗教

研究所
¥1,700

REF-16 キリスト教がよくわかる本 井上洋治 PHP研究所 -

中古品

Amazonで入

手可

REF-17 回勅いつくしみ深い神 教皇ヨハネ・パウロ二世 ペトロ文庫 ¥688

REF-18 放蕩息子の帰郷 ヘンリー・ナウエン 女子パウロ会 -

中古品

Amazonで入

手可

中古品、やや高額（五千円前後）

REF-19
The Return of the Prodigal

Son: A Story of Homecoming

（C-18の英語版）

Henri J.M. Nouwen Douoleday ¥1,922
ペーパー

バック

日本語版が非常に高額な

ので、ご参考までに。

REF-20 ともにこの道を

キリスト道　入門書
¥1,540

REF-21 キリスト教信仰案内講座『愛と

いのち』
ペトロ・ネメシェギ 聖母文庫 ¥550

Amazonで入

手可

REF-22 キリスト教信仰案内講座『愛と

恵み』
ペトロ・ネメシェギ 聖母文庫 ￥245～

中古品

Amazonで入

手可

カトリック長崎大司教区

小共同体推進室 (編集)
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REF-23 キリスト教信仰案内講座『愛と

平和』
ペトロ・ネメシェギ 聖母文庫 ¥550

Amazonで入

手可

REF-24 キリスト教信仰案内講座『神

の言葉と秘跡』
ペトロ・ネメシェギ 聖母文庫 ¥550

Amazonで入

手可

REF-25 キリスト教信仰案内講座『愛と

ゆるし』
ペトロ・ネメシェギ 聖母文庫 ¥550

Amazonで入

手可

REF-26 キリスト教信仰案内講座『愛と

永遠』
ペトロ・ネメシェギ 聖母文庫 ¥550

Amazonで入

手可

REF-27 キリスト教は役に立つか 来住 英俊 新潮選書 ¥1,430

REF-28 よくわかるカトリック

～その信仰と魅力
　小高　毅 教文館

￥1＋送料

(￥350）～

中古品

Amazonで入

手可

REF-29 図解雑学旧約聖書 雨宮 慧 ナツメ社 ￥792～

中古品

Amazonで入

手可

REF-30 カトリック教会論への招き 増田裕志著
上智大学出版、

2015
¥2,200 名著と思っていて、繰り返しここに立ち戻ることは　教会で働く人たちを励ますかな？そう感じます（柳谷）

REF-31 岩波キリスト教辞典 大貫隆他編集 岩波書店　2002 ¥8,250 手元にあるとかなり頼れる（柳谷）

REF-32 神に聴く祈り
マラキー・ハンラッティ

著、金成彰子訳

女子パウロ会、

2010
¥1,320 祈りの生活のヒントになりました。（柳谷）

REF-33 カトリック教会の諸宗教対話

の手引き実践Q&A (日本語)

日本カトリック司教協議

会 諸宗教部門 (著, 編

集)

カトリック司教協議

会
¥946
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REF-34 イエスと出会う　福音書を読む

監修：木崎さと子　訳：

原田葉子　アルベール・

アリ　シャルル・シン

ガー著

オリエンス宗教研

究所/教文館
￥1304～

中古品

Amazonで入

手可

REF-35 イエスあなたはいったい何者

ですか

パゴラ・エロルサ・ホセ・

アントニオ著　フスト・セ

グラ　加藤喜美子訳

ドン・ボスコ社 ￥1128～

中古品

Amazonで入

手可

REF-36 祈り Kindle版 奥村一郎 女子パウロ会 ¥770 Kindle版のみのもよう

REF-37 キリスト教の輪郭 百瀬文晃 女子パウロ会 ¥1,430

REF-38 ナザレのイエス

教皇ベネディクト16世ヨ

ゼフ・ラツィンガー著

星野泰昭訳

春秋社 ￥4336～

中古品

Amazonで入

手可

REF-39 ここが知りたい キリスト教へ

の25の質問
百瀬文晃 女子パウロ会 ¥1,650

REF-40 ロザリオのいのり (日本語)

M.R.スカーフィー (著),

V.ヘレン・リチャーズ (イ

ラスト), 女子パウロ会

(翻訳)

女子パウロ会 560
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カテゴ

リー No. 登録日

BIB-1 小型聖書(新共同訳）

続編付き
共同訳聖書実行委員会 日本聖書協会 ¥3,960

Amazonで中型が掲載されて

いないため、大きさを小型のも

のに変更した。

17 BIB 01 10/22/19

BIB-2 聖書 聖書協会共同訳

旧約聖書続編付き
日本聖書協会 日本聖書協会 ¥3,960 18 BIB 02 10/22/19

BIB-3 聖書

-原文校訂による口語訳
サンパウロ

フランシスコ会聖書

研究所
¥5,500 19 BIB 03 10/22/19

BIB-4 新約聖書 机上版
新約聖書翻訳委員会 (翻訳)岩波書店

中古品

Amazonで入手可
20 BIB 04 10/22/19

BIB-5
『小石のひびき―主日福音の

キーワード［A年］』
雨宮 慧 女子パウロ会 ￥480～

中古品

Amazonで入手可
29 BIB 05 11/21/19

BIB-6
・『小石のひびき―主日福音

のキーワード［B年］』
雨宮 慧 女子パウロ会 ￥4,000～

中古品

Amazonで入手可
30 BIB 06 11/21/19

BIB-7
・『小石のひびき―主日福音

のキーワード［C年］』
雨宮 慧 女子パウロ会 ￥482～

中古品

Amazonで入手可
31 BIB 07 11/21/19

BIB-8 ・『旧約聖書 全15巻』 松田伊作 / 並木浩一 / 池田裕 / 鈴木佳秀 / 月本昭男 / 関根清三岩波書店 \1,105～
中古品

Amazonで入手可
32 BIB 08 11/21/19

BIB-9 『新訳聖書 全5巻』 荒井献 / 佐藤研 岩波書店 ￥399～
中古品

Amazonで入手可
33 BIB 09 11/21/19

BIB-10
小さくされた人々のための福

音―四福音書および使徒言行

録―

訳者：本田哲郎 新世社 ¥3,080

中古品　Shop

Paline,　rakuten

ブックス等、で入

手可

67 BIB 10 8/26/20

BIB-11 新共同訳聖書　聖書辞典 監修：秋山憲兄 新教出版社 ¥3,080 73 BIB 11 8/26/20

BIB-12 「Lectio Divinaで味わう主日
の福音」A年 日本聖書協会 (翻訳) 日本聖書協会 ¥1,047 Amazon、書店等 79 BIB 12 4/1/21

BIB-13 「Lectio Divinaで味わう主日
の福音」B年

共同訳聖書実行委員会

(著), 日本聖書協会 (著),

United Bible Societies

(著), & 1 その他

日本聖書協会 ¥1,047 Amazon、書店等 80 BIB 13 4/1/21

BIB-14 「Lectio Divinaで味わう主日
の福音」C年

日本カトリック中央協議

会
日本聖書協会 ¥1,047 Amazon、書店等 81 BIB 14 4/1/21
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カテゴ

リー No. 登録日

CAT-1
カトリックの教え
（カトリック教会のカテキズムのまと

め）

本田　善一郎 ドミニコ会研究所編 -

中古品

Amazonで入手

可

6 CAT 01 10/22/19

CAT-2 キリストを知るために

(カトリック要理解説)
百瀬　文晃 女子パウロ会 -

中古品

Amazonで入手

可

7 CAT 02 10/22/19

CAT-3 カトリック教会のカテキズム

要約（コンペンディウム）

日本カトリック司教協

議会 常任司教委員

会 (著, 監修)

カトリック中央協議会 ¥1,320 13 CAT 03 10/22/19

CAT-4 カトリック要理の友 心のともしび運動YBU本部
心のともしび運動YBU

本部
¥385

ドン・ボスコ、

又はまとめて

YBUへ注文

14 CAT 04 10/22/19

CAT-5
YOUCAT(日本語)―

―カトリック教会の青年向けカ

テキズム

日本カトリック司教協

議会青少年司牧部門
カトリック中央協議会 ¥1,980 26 CAT 05 10/22/19
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カテゴ

リー No. 登録日

LIT-1
典礼奉仕への招き

ミサ・集会祭儀での役割　（第2

版）

¥1,650 38 LIT 01 11/16/19

LIT-2 香部屋係のハンドブック
 白浜満 、齊藤賀壽

子
教友社 ¥1,404 39 LIT 02 11/16/19

LIT-3 論集　典礼と秘跡 具正謨 教友社　2012 ¥2,420 57 LIT 03 12/19/19

LIT-4 ミサ―イエスを忘れないため

に
国井健宏 ¥715 59 LIT 04 12/30/19

LIT-5 ミサをを祝う 国井健宏 ¥2,420 60 LIT 05 12/30/19

LIT-6 典礼暦年に関する一般原則お

よび一般ローマ暦

日本カトリック典礼委

員会

カトリック中央協議会

（2004/08発売）
¥550 61 LIT 06 12/30/19

LIT-7 毎日のミサ（Kindle版） カトリック中央協議会
カトリック中央協議

会出版部
¥374

Amazonで入手

可
62 LIT 07 8/19/20

LIT-8 キリストの神秘を祝う　典礼暦

年の霊性と信心

日本カトリック典礼委

員会編

カトリック中央協議

会
¥792 Amazon 74 LIT 08 10/18/20

LIT-9 祈りのはこぶね 英　隆一朗 Amazon 76 LIT 09 10/18/20

オリエンス宗教研究所
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カテゴ

リー
No. 登録日

GRA- 1 年表聖書地図 和田　幹雄 女子パウロ会 ¥1,430 21 GRA 01 10/22/19

GRA- 2

聖書の世界
イエズスの道

ミカエル・モイズィキュヴィチ写真集

ミカエル・モイズィ

キュヴィチ
ドンボスコ社 -

中古品

Amazonで入手可
22 GRA 02 10/22/19



第二ヴァチカン公会議  (SVC) 参考図書＿Ver.3.0　Final.xlsx

9　of　12

Cat. No. タイトル 著者 出版社 価格 画像 入手方法等 備考 連番
カテゴ
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SVC-1 『神の国をめざして』 松本三朗 オリエンス宗教研究所 ¥806

中古品

Amazonで入手

可

50 SVC 01 11/21/19

SVC-2 『講演集 第二ヴァチカン公会議と私たち

の歩む道』

カトリック東京教区生

涯養成委員会編
 サンパウロ ￥1～

中古品

Amazonで入手

可

49 SVC 02 11/21/19

SVC-3 『奉仕する小教区　共同体の育成』
ローラン・ソフィールド

/ ブレンダ・ハーマン
新世社 \1,225～

中古品

Amazonで入手

可

51 SVC 03 11/21/19

SVC-4 第二バチカン公会議公文書 改訂公式訳

Kindle版

第2バチカン公会議文

書公式訳改訂特別委

員会 (翻訳)

カトリック中央協議会 ¥2,500 Amazon
オンデマンド版は中央協議会

で入手可（3500円）
66 SVC 04 8/22/20

SVC-5  「朗読聖書の緒言」 カトリック中央協議会
カトリック中央協議会; 改

訂版 (1998/6/1)
¥2,420

Amazon、書店

等
78 SVC 05 4/1/21

SVC-6  「教会の社会教説綱要」

教皇庁正義と平和評

議会 (著), マイケル・

シーゲル (翻訳)

カトリック中央協議会

(2009/7/1)
¥3,300

Amazon、書店

等
82 SVC 06 4/1/21

SVC-7 時の階段を下りながら 三好　千春 オリエンス宗教研究所 ¥2,090
Amazon、

オリエンス宗教

研究所

83 SVC 07 4/26/21
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HIS-1 『カトリック教会の戦争責任』 西山俊彦 サンパウロ \1,245～
中古品

Amazonで入手可
37 HIS 01 11/21/19
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GEN-1 『未来の年表 人口減少日本

でこれから起きること』
河合雅司  講談社現代新書 ¥836 Amazonで入手可 34 GEN 01 11/21/19

GEN-2 『未来の年表2　人口減少日本で

あなたに起きること』
河合雅司  講談社現代新書 ¥924 Amazonで入手可 35 GEN 02 11/21/19

GEN-3 『未来の地図帳 人口減少日本で

各地に起きること』
河合雅司  講談社現代新書 ¥946 Amazonで入手可 36 GEN 03 11/21/19

GEN-4 『コロナショック・サバイバル

日本経済復興計画』
冨山 和彦 株式会社 文藝春秋 ¥1,200 Amazonで入手可 63 GEN 04 8/19/20
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No. Website タイトル 筆者・Owner 備考 登録日

WEB－1 http://nativitas.blog130.fc2.com/blog-entry-366.html 福音のヒントと聖書の集い 幸田　和生司教 WEB 01 11月22日

WEB－2 https://iyashinofukuin.hatenablog.com/entry/2018/09/27/124510 キリスト教入門 英　隆一朗神父 WEB 02 11月22日

WEB－3 https://www.pauline.or.jp/sousetuki/sousetuki_04.php Laudate 女子パウロ会 WEB 03 11月22日

WEB－4 http://hanafusa-fukuin.com 福音お休み処 英　隆一朗神父 WEB 04 11月22日

WEB－5 https://seseragi-sc.jp/bible/ 祈りのヒント 霊性センターせせらぎ　 WEB 05 11月22日

WEB－6 https://www.wordandlife.org Word & Life Publications WEB 06 12月5日

WEB－7 https://www.bible.or.jp 日本聖書協会HP WEB 07 12月5日

WEB－8 http://bbbible.com/ 聖書で聖書を読む WEB 08 12月5日

WEB－9 https://www.cbcj.catholic.jp カトリック中央協議会HP WEB 09 12月5日

WEB－10 https://www.higotonofukuin.org 日ごとの福音 WEB 10 12月5日

WEB－11 http://www.ffortune.net/calen/easter/maitosi.htm 毎年のイースターの日取り WEB 11 12月5日

WEB－12 https://tokyo.catholic.jp カトリック東京大司教区HP WEB 12 12月5日

WEB－13
https://www.cbcj.catholic.jp/wp-

content/uploads/2004/05/sosoku2.pdf
ローマミサ典礼書の総則（2004） カトリック中央協議会 WEB 13 12月30日

WEB－14 https://www.cbcj.catholic.jp/2015/07/01/6010/

『新しい「ローマ・ミサ典礼書の総則」に基づ

く変更箇所－2015年11月29日（待降節第1

主日）からの実施に向けて』について

カトリック中央協議会 WEB 14 12月30日

WEB－15 https://www.cbcj.catholic.jp/2019/03/07/15987/
「四旬節・聖なる過越の三日間・復活節の典

礼に関する補足事項」
カトリック中央協議会 WEB 15 12月30日

WEB－16 https://www.cbcj.catholic.jp/2019/03/07/15987/
四旬節・聖なる過ぎ越しの三日間・復活

節の典礼に関する補足事項　2019.03月
カトリック中央協議会 PDF WEB 16 4月1日

WEB－17
https://eeparchy.com/wp-content/uploads/2020/08/Homiletic-

Directory.pdf
「HOMILETIC DIRECTORY」 ローマ教皇庁　（説教指針） PDF WEB 17 4月1日




