◆2022年11月の新刊

日本キリスト教団出版局

使徒信条
光の武具を身に着けて
『信徒の友』2021年度連載を単行本化

平野克己
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著

1962年生まれ。国際基督教大学卒業。東京神
学大学大学院修士課程修了。日本基督教団阿
佐ヶ谷教会、金沢長町教会を経て、現在、代
田教会牧師。 説教塾全国委員長。

神とは、イエス・キリストとは、聖霊とは。それを簡潔
にまとめたのが、教会が2000年にわたって受け継いでき
た使徒信条という短い信仰告白文である。洗礼を受けて
キリスト者になった者は、「光の武具」なる使徒信条を
身に着けて、「罪と死と悪魔の力」と戦いつつ地上の旅
路を進んでいく。闇の深まる今の時代こそ、私たちも本
書によって使徒信条を学び直そう。キリスト教とは何か
を知りたいあなたにも、おすすめの入門書。
四六判・並製・128頁・定価1,430円（本体1,300円＋税）
2022年

11月15日
刊行予定

ISBN978-4-8184-1111-1
【好評発売中】
『主の祈り

C0016

イエスと歩む旅』平野克己

定価1,430円

◆2022年11月の新刊

日本キリスト教団出版局

日本語で考える聖書学者が、日本語で書き下ろす聖書注解シリーズ

申命記
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き
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し

ひ

で

鈴木佳秀◉著

1944年、熊本県生まれ。国際基督教大学卒業、
同大学院修了。東京教育大学大学院を経て、クレ
アモント大学院大学にて申命記研究で博士号取得
（Ph. D.）。新潟大学、同大学院教授、敬和学園大学学長を経て、現在、フェリス女学院学院長。
新潟大学名誉教授。

さまざまな時代や立場の人による複雑な編纂過程を経
て成立した申命記。その編集者や編纂者たちは、テク
ストに見られる「あなた」と「あなたがた」といった
人称や数の交替現象や変化をなぜ残したのだろうか。
長年申命記を研究してきた著者が、それらの痕跡に込
められた編集者の意図に迫りつつ、この書物がもつ「謎」
に挑む一冊。

A5判・上製・498頁・定価8,580円（本体7,800円＋税）

ISBN978-4-8184-1121-0

C1316

◆ VTJ 旧約聖書注解シリーズ好評発売中◆
『出エジプト記 1〜18章』鈴木佳秀 著 定価4,840円
『出エジプト記 19〜40章』鈴木佳秀 著 定価4,840円
『サムエル記上 1〜15章』勝村弘也 著 定価7,260円
『列王記上 1〜11章』山我哲雄 著 定価5,280円
『コヘレト書』小友 聡 著 定価3,520円

2022年

11月25日
刊行予定

教文館

11月16日発売予定

新刊案内

21世紀のキリスト教入門
一つの教会の豊かな信仰

フスト・ゴンサレス

著

神代真砂実・髙野佳男

訳

主著『キリスト教史』
（全2巻、新教出版社）などで知られる著者による書き下ろし。
教派を超えて受け入れられる信仰内容を、豊富なたとえを用いながら解説。
神学が自由にして創造的な学問であることを教えてくれる、
最良の手引き！

「誰かが恋に落ちるとき、それは、その人こそが自分の愛すべき人だと論駁不可能な論証によって確信
させられたからではありません。あるいは綿密な計算の結果、この人が一緒に暮らすのに一番よい人
だという結論に達したからでもありません。人が恋に落ちるのは、単にそうなったから、説明不可能な
『わけ』によってです。同じように、人が信仰に達するのは、信仰を論証する一連の合理的な証明を通
じてではなく、むしろ聖霊が、これもまた説明不可能な『わけ』で、信仰へと導いたからなのです」。

フスト・ゴンサレス（Justo Luis González） 1937年キューバ・ハバナ生まれ。米国イェール大学で博士号を取得。
著書 『キリスト教史』『キリスト教思想史』（以上、新教出版社）、『キリスト教神学基本用語集』『これだけは知って
おきたい キリスト教史』（教文館）ほか多数。
訳者紹介 神代真砂実（こうじろ・まさみ） 1962年生まれ。国際基督教大学、東京神学大学大学院、米国プリンストン神学校
（Th.M.）、英国アバディーン大学で学ぶ（Ph.D.）。現在、東京神学大学教授（組織神学）。
髙野佳男（たかの・よしお） 1960年生まれ。国際基督教大学、国際基督教大学大学院、ロンドン・スクール・オヴ・
エコノミクス大学院で学ぶ。現在、塾講師、秩父市議会議員。
著者紹介

四六判・並製・224頁・定価2,200円（本体2,000円＋税） ISBN978-4-7642-6759-6

C0016

教文館

11月16日発売予定

新刊案内

大いに喜んで
ヨハネの手紙第二、第三講解説教

朝岡 勝

著

説教とは愛の手紙である
！

「私はあなた（あなたがた）を本当に愛しています」と始まる二つのヨハネの手紙。コロナ禍であえ
ぐ教会に愛を注ぎ込んで語った説教９編を収録。
現在、東京キリスト教学園理事長・学園長として全国の教会で奉仕する著者が、日本同盟基督教
団徳丸町キリスト教会の牧師として最後に語った講解説教集。
付論「語られ、聴かれ、生きられるみことば─説教を巡る小さな論考」は、牧師と信徒が「説
教」をめぐって対話をする最良の手引き。
著者紹介

朝岡 勝（あさおか・まさる） 1968年生まれ。東京基督教短期大学、神戸改革派神学校卒業。日本同盟基督教団西
大寺キリスト教会、東岡山キリスト教会、徳丸町キリスト教会牧師を歴任。現在、東京キリスト教学園理事長・学園長、
日本同盟基督教団理事長。著書 『〈あの日〉以後を生きる─走りつつ、悩みつつ、祈りつつ』、『ニカイア信条を読
む─信じ、告白し、待ち望む』、
『ハイデルベルク信仰問答を読む─キリストのものとされて生きる』
、
『増補改訂「バ
ルメン宣言」を読む』、
『剣を鋤に、槍を鎌に─キリスト者として憲法を考える』
『喜びの知らせ─説教による教理入門』
『光を仰いで─クリスマスを待ち望む25のメッセージ』（以上、いのちのことば社）、『教会に生きる喜び─牧師と信
徒のための教会論入門』（教文館）ほか多数。

B6判・並製・１６０頁・定価1,980円（本体1,800円＋税） ISBN978-4-7642-6467-0

C0016

教文館

11 月16 日発売予定

新刊案内

N.T. ライト新約聖書講解 10

【日本語版監修者】

浅野淳博・遠藤勝信・中野実

ローマ書 2

すべての人のための

9-16 章

N. T. ライト 著 岩上敬人 訳

キリスト者を一致へと導く信仰の「土台」とは？
ユダヤ人と異邦人、弱い者と強い者……メシアの福音をめぐってローマ教会
の内外に生じたさまざまな軋轢。現代にも通じる問題に向けてパウロが語っ
たメッセージを、わかりやすい解説と的確な例話で説き明かし、キリスト教
信仰の根本を見つめ直す。シリーズ第三弾。
N. T. ライト 1948 年生まれ。現在はオックスフォード大学で教鞭を執る。著書に『新約聖書と神の民（上・下）』
（新教出版社、2015

年、2018 年）、『悪と神の正義』（教文館、2018 年）ほか。
訳者紹介 岩上敬人（いわがみ・たかひと） 1968 年生まれ。関西学院大学文学部英文科卒業。アズベリー神学校
で修士号、マンチェスター大学で博士号を取得。現在は日本福音同盟総主事、東京基督教大学講師、東
京聖書学院講師。著書に『パウロ——ギリシア・ローマ世界に生きた使徒』
（いのちのことば社、2014 年）、
訳書に N. T. ライト『使徒パウロは何を語ったのか』（いのちのことば社、2017 年）ほか。
著者紹介

四六判・並製・196 頁・定価 2,310 円（本体 2,100 円＋税）
・ISBN 978–4–7642–2090–4 C0316

教文館

新刊案内

11 月 22 日発売予定

日々を生きる力
あなたを励ます聖書の言葉

366

片柳弘史著
A6 判・並製・390 頁

定価 990 円（本体 900 円＋税）

ISBN 978-4-7642-0040-1

C0016

2000 年の時を越え
あなたに届く人生のエール
大好評シリーズ『こころの深呼吸』『始まりのことば』
『やさしさの贈物』に続く待望の新作！
12 万人を超すツイッターのフォロワーを持つ神父が
1 日 1 箇所ずつ、わかりやすい解説で聖書の言葉を紹介します。
著者 片柳弘史（かたやなぎ・ひろし）
カトリック・イエズス会司祭。1971 年埼玉県上尾市生
まれ。1994 年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。199495 年コルカタ、マザー・テレサの勧めで神父への道を
志す。1998 年イエズス会入会。
、現在は山口県宇部で教
会の神父、幼稚園の講師、刑務所の教誨師として働く。

聖書の言葉には、不思議な力があります。ほんのわずかな断片に触れただけでも、心が
静かに落ち着いてゆくのです。それは、長い年月を生き抜いた言葉に宿る力なのかもし
れません。風雪に耐え、長い年月を生き抜いた言葉には、人の心を静かに落ち着かせる
力があるのです。…それらの言葉は、心の奥深くにまでしみこんで、迷いや恐れ、不安
を取り去り、わたしたちの生きる力を呼び覚ましてくれるのです。――はじめにより

中井珠惠［著］

上智大学グリーフケア研究所非常勤講師、市立川西病院緩和ケア病棟スピリチュアルケア部門担当、
はえの往診クリニック（チャプレン・カウンセラー）、スピリチュアルケア師（指導）、公認心理師

スピリチュアルケア 入門篇

「スピリチュアル系、ですか」
「いわゆる“スピ系”女子 ?」

11 月 20 日刊行予定

よく聞かれるんだけれど…、ちょっと違う、
否、かなり違う。スピリチュアルケアって ?
患者さんが「神も仏もない」とおっしゃれば「ほんまにどこにいるんでしょうね」と答える―。ケアする者とケアされ
る人の世界が限りなく擦り合わされ、人知を越えたものを共有すらできる現場、スピリチュアルケアの最前線で働く一
キリスト者が語る宗教、牧会、痛み、たましいといのちの輝き。
気になるポイントを本書でチェック

・キリスト教と牧会ケアの関係は ? その歴史は ?

・ケアする人間自身がケアを受ける側に回ったら ?

・スピリチュアルペインって、いったいどんなこと ? ・スピリチュアルケアについてもっと知りたい、学びたい
・信仰者は苦しみに遭っても確信が揺るがないか ?

・自分の職業としてケアの現場に立つことを考えている

・宗教を信じないと、死は乗り越えられないのか ?

・教会やキリスト教の現場で最新ケア理論を活かしたい

・宗教的ケアとスピリチュアルケアは、どう違う ?
……という人、必見の書 !

四六判上製・224 頁・定価 1,760 円 税込
本体 1600 円 + 税 ISBN978-4-909871-75-6 C0016

著者略歴：中井珠惠（なかい たまえ）
1972 年 京都市出身。関西学院大学神学部 卒業、関西学院大学大学院 神学研究科 博士課程前期課程修了、Church Divinity School of the Pacific/Graduate Theological Union 修了 (MA)、
聖学院大学大学院 アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士課程後期課程修了 博士（学術）。
大津市民病院緩和ケア科（カウンセラー）、愛知国際病院（チャプレン・カウンセラー）、市立川西病院緩和ケア病棟スピリチュアルケア部門担当を経て、現在、上智大学グリーフ
ケア研究所グリーフケア人材養成講座非常勤講師、はえの往診クリニック（チャプレン・カウンセラー）、協立温泉病院緩和ケア病棟スピリチュアルケア部門担当、スピリチュアル
ケア師（指導）、公認心理師、日本聖公会 西宮聖ペテロ教会信徒。

ヨベル Yobel Inc.

〒 113-0033

東京都文京区本郷４- １- １

T 03-3818-4851

F 03-3818-4858

伊東寿泰［著］

立命館大学（RU）教授

This will change your English proficiency!
～ Creating your own English environment ～

これで変わる！ あなたの英語力！
― 英語の環境作りのススメ

英語を身につけて何がしたいですか？

11 月 20 日刊行予定

□映画「スターウォーズシリーズ」を字幕なしで楽しみたい！
□ネットの海外ニュース、SNS を生の英語で体感したい！
□ネイティブの友達と心置きなく語り合うのが夢！
そのためには・・・

まず「その環境作り」からスタート！

主な目次（細かな項目は省略しています）
まえがき Foreword
第 1 章 英語上達の秘訣 Chapter 1: Secrets to Improving Your English
1. 意欲と勤勉さ、英語に慣れること
2. 苦手意識の克服：英語の苦手意識を少しでも解消し、
自信をもって英語を使うこと
3. 英語上達の仕掛け
4. 日常英会話力を獲得するための最低限知っておくとよいこと
5. 英語に慣れるための応用編
第 2 章 英語上達の方法 Chapter 2: How to Improve Your English
1. 学校・大学での学び
2. 中学生くらいから大人までの英語の環境作り
3. 海外での滞在

四六判・272 頁・定価 1,980 円 税込
本体 1800 円 + 税 ISBN978-4-909871-66-4 C0016

第 3 章 日本でできる英語の環境作り
Chapter 3: Creating an English Environment in Japan
1. ズボラさんでも出来る英語の環境づくり
2. 自分の趣味や特技を活かした英語の環境作り
3. 国際学生や在日外国人との交流
4. 各種英語資格の取得
5. もう少し英語力を伸ばしたい人へ
6. 子育て中の英語
第 4 章 異文化理解 Chapter 4: Intercultural Understanding
1. 最初の海外留学・旅行エピソード
2. 世界を飛び回った話
あとがき Afterword

著者略歴：伊東寿泰（いとう・ひさやす） 1958 年、大分市生まれ。現在、立命館大学（RU）教授。米国・コロンビア聖書宣教大学院（現在の The Graduate Division of Columbia
International University）神学修士課程修了。南アフリカ共和国・自由州立大学人文学部にて博士号（聖書・宗教学）取得。同大学神学部新約聖書学科研究員、立命館アジア太平洋大
学（APU）助教授を経て現職。専門分野は新約聖書学と言語学。APU では、英語副主任、言語文化インスティチュート・ディレクター等を務める。RU では、産業社会学部・英語コー
ディネーター、言語教育センター・英語運営委員等を定期的に務めている。
主な著書：『The story of Jesus and the blind man: A speech act reading of John 9』、主な訳書：R. A. カルペッパー著『ヨハネ福音書 文学的解剖』
主な共著や論文：『新約聖書解釈の手引き』
『ここが変わった！「聖書協会共同訳」新約編』
『Perspectives on English Language Education in Japan』
『Your World: Global Issues for English
Learners』等があり、Neotestamentica, Acta Theologica, AJBI(Annual of the Japanese Biblical Institute)、新約学研究、聖書学論集等に論文がある。

ヨベル Yobel Inc.

〒 113-0033

東京都文京区本郷４- １- １

T 03-3818-4851

F 03-3818-4858

山口勝政［著］

（日本福音キリスト教会連合八郷キリスト教会牧師）

みことばの楽しみ
―詩篇

11 月 25 日刊行予定

119 篇に徹して聴く

082

私を生かしてください。
みことばに語られたとおりに。
「みことばに生きる者の幸い」が基調になっているこの長大な詩篇を精読と黙想とによって時間をかけ
て深く味わい、そのみことばの奥に隠された祝福の果実を分かち合う。
この詩篇は私たちがいかに幸せな人生を歩むか、その秘訣を教えていると思います。私たちの人生は決してこの世で成功する人生を
歩むことが目的ではなく、いかに神に近く歩むかがその人の幸せ感を決定するということです。あなたが人生を閉じる時、生きてき
て良かったと言える人生は、神を愛し、人を愛し、神とそのみことば近く歩み続ける人生ではないでしょうか。
（本文より）
はじめに

第 7 章 ザイン、ヘス 詩篇 119・49―64 主は私の受ける分

第 14 章 アイン 詩篇 119・121―128 主は私の保証人

第 1 章 アレフ 詩篇 119・1―8 幸いな人

第 8 章 テス 詩篇 119・65―72

第 15 章 ペ 詩篇 119・129―136

第 2 章 ベス 詩篇 119・9―16 誘惑に勝つ道
第 3 章 ギメル 詩篇 119・17―24
みことばは私の相談相手
第 4 章 ダレス 詩篇 119・25―32

1,200 円 + 税 ISBN978-4-909871-74-9 C0216

みことばにより罪に勝つ
第 16 章 コフ 詩篇 119・145―152 祈りと黙想

第 9 章 ヨッド 詩篇 119・73―80

第 17 章 レシュ 詩篇 119・153―160 悩みの時の祈り

被造物である私たち
第 10 章 カフ 詩篇 119・81―88 救いを慕う
第 11 章 ラメド 詩篇 119・89―96 私を支えるみことば

私を生かすみことば

新書判・236 頁・1,320 円（税込）

苦しみにあったことはしあわせでした

第 18 章 シン 詩篇 119・161―168
みことばの喜び

第 5 章 ヘ 詩篇 119・33―40 悟りの道

第 12 章 メム 詩篇 119・97―104 みことばによる悟り

第 19 章 タウ 詩篇 119・169―176 敬虔な者の祈り

第 6 章 ワウ 詩篇 119・41―48 みことばを愛する

第 13 章 ヌン 詩篇 119・105―112 みことばは道の光

おわりに

1944 年、東京都生まれ。東京キリスト教学園（現東京基督教大学）卒後、米国ビブリカル神学校大学院（M. Div.）
、ウェストミンスター神学校大学院（Th. M）卒。
［現在］ 茨城県石岡市、日
著者略歴：山口勝政（やまぐち・かつまさ）
本福音キリスト教会連合八郷キリスト教会牧師。茨城県筑西市、横浜市、茨城県小美玉市での牧会を経て現職。
北関東神学研修センター所長、シンポジウム「地方伝道を考える」顧問、同報告書編集長、聖書カウンセリング研究会理事長、雑誌「聖書カウンセリング研究」編集長。
共立基督教研究所（再編前）スタッフ・講師、中央日本聖書学院、お茶の水聖書学院講師を歴任。過去東京基督教大学、仙台バプテスト神学校、新潟聖書学院、神戸神学館でも講義。
主な著訳書 『聖書カウンセリング概説』
（2001、20186）
、
『閉塞感からの脱却―日本宣教神学』
（2012）
、
『キリスト教とは何か―ヨハネ書簡に徹して聴く』
（2015）
、
『福音主義聖書論』
（2018）
（以上ヨベル）
、
『実用聖書注解』
（
「ハガイ・ゼカリヤ・
マラキ」
）
（2008）
、ティンデル聖書注解訳「ナホム・ハバクク・ゼパニヤ」
「ハガイ・ゼカリヤ・マラキ」
（2005）
（以上いのちのことば社）
、他。

ヨベル
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11月16日（水）発売予定

新刊案内

使徒パウロの手紙を味わう

1

ローマの教会への手紙
ガラテヤの教会への手紙

著

者

澤田

豊成

月刊「 家 庭の友 」に好 評 連 載中の「 使 徒パウロの手 紙を味わう」が、単 行 本 全 5 巻シ
リーズで登 場です 。キリスト教の世 界 伝 播に大きな足 跡を残した偉 大な使 徒パウロ。
迫害者から一転、命を懸けてキリストの愛の伝道者となった彼が残した数多くの手紙か
ら、パウロの信仰と愛、その真意、背景などを、聖パウロ修道会司祭の澤田豊成神父が
丁寧に読み解きます。第一巻目は、長さの点でも内容の点からも、初代教会から今日に
至るまで、新約聖書全書簡の中で最も重要なものとされる
「ローマの教会への手紙」
と、
信仰による義化（義認）
と
「キリスト者の自由」、
さらにパウロの生涯や初代教会の歴史に
関する貴重な資料を含む「ガラテヤの教会への手紙」
を取り上げます。
著者略歴

澤田

豊成（さわだ

とよなり） 聖パウロ修道会司祭

1965年

東京都に生まれる。

1994年

聖パウロ修道会にて終生誓願宣立。

1996年

教皇庁立グレゴリオ大学神学部修士課程修了（聖書神学専攻）。 『主は「たとえ」で語られた vol.1』（2018 年）
司祭叙階。
『主は「たとえ」で語られた vol.2』（2019 年）
東京カトリック神学院講師、真生会館講師。
『主は「たとえ」で語られた vol.3』（2019 年）

同 年
現 在

著 書

各地で講演、講座、黙想指導などをおこなう。

●

B6判

●

176頁

●

並製

●

いずれも「サンパウロ」発行

定価 1,320円（本体1,200円＋税）● ISBN978-4-8056-3921-4 C0016

『
◎

ウェストミンスター信仰告白講解
』

月

10

定価 ４84０（ 本体４4００ ＋ 消費税）
円
５判・上製・３６２頁

A

日発売

31

［著］

上巻

袴田康裕

ISBN978-4-86325-145-8 C0016

プロテスタントを代表する「信仰告白」を

本文の構造に即して講解

信徒にもわかりやすい本文解説に加え

1962 年、浜松市に生まれる．1985 年，大阪
府立大学経済学部卒業．1985 ― 1993 年，大
阪府庁勤務．1996 年，神戸改革派神学校卒
業．1996 年から 2013 年 3 月まで日本キリ
スト改革派園田教会牧師．2000 年から 2002
年までスコットランド，フリー・チャーチ・
カレッジに留学（Post-graduate Dip.）．2013
年 4 月から神戸改革派神学校教授（歴史神学）．

信仰告白のベースにある聖書の説き明かしも充実

袴田康裕（HAKAMATA Yasuhiro）

そのほか英文テキスト、註、関連信条箇所を掲載する画期的講解書

〈著者紹介〉

厳密な教理と敬虔が一致した霊性を身につけるために

教会や個人の学びに最適

下巻＝ 2023 年 5 月刊行予定！

一麦出版社の新刊

いのちのことば社 新刊案内

2022 年 11 月 15 日発売

？

キリストを基督と書くのはなぜ？

2022 年 赤紙
10 月下旬

聖書から出た
日本語 100 米 川 明 彦 著
ひゃく

「接吻は聖書から出た」
「天国は当初テンコクであった」
「愛
の意味が昔と今では違っていた？！」……聖書が出典の日
本語 100 項目を、テレビなどでもおなじみの日本語研究の
第一人者が解説。もともとの意味を解説しながら、原語、
語源、訳語の歴史、国語辞典への掲載などを網羅し、知っ
て楽しい知識が満載。

！

テレビ番組「チコちゃんに叱られる」
や新聞・雑誌にたびたび登場！
著者プロフィール

B6判 224頁 定価1,650円（本体1,500円＋税）
ISBN978-4-264-04394-2 C0016
いのちのことば社

卸コード 18205

米川明彦（よねかわ あきひこ）

1955 年、三重県生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了（国語学専攻）。学術博士。梅花

女子大学名誉教授。単立教会の牧師。日本語、特に俗語研究の第一人者で、テレビ・雑誌などにも
たびたび登場。専門は日本語（俗語）・聖書・手話研究。日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教
団のろう者聖書学校では「聖書解釈学」を手話で教えている。日本語（俗語）・キリスト教・手話

の各分野で編著書多数。『日本語−手話辞典』（監修、全日本ろうあ連盟）で第 17 回新村出賞受賞。

いのちのことば社 新刊案内

2022 年 11 月 15 日発売

2022 年 赤紙
10 月下旬

サークル・メーカー
最後まで祈り抜く人が見る奇跡
マーク・バターソン 著
佐藤是伸、結城絵美子 共訳
祈りとは、自分が本当に望んでいるものは何か、神が
あなたに得させたいと願っていることは何かを知ると
ころから始まる。中間時代を生きたホニという伝説の
祈りの勇者に学ぶ、人生を変える祈りの秘訣。アメリ
カの大ベストセラー、待望の邦訳。
著者プロフィール

マーク・バターソン

Mark・Batterson

ワシントン D.C. にあるナショナル・コミュニティー・チャーチの牧師。リージェント大学で牧会学の
博士号を取得。ニューヨークタイムズが選ぶベストセラー作家で、2022 年現在、19 冊の著書がある。

四六判 392頁 定価2,200円（本体2,000円＋税）
ISBN978-4-264-04381-2 C0016
いのちのことば社

卸コード 04870

家族は妻と 3 人の子どもたち。本書 The Circle Maker は米国ではミリオンセラーとなった話題作で、
関連書籍も多く出版されている。

いのちのことば社 新刊案内
ディー

2022 年 11 月 15 日発売

2022 年 赤紙
10 月下旬

シックス

D6

教会と家庭をつなぐ
次世代育成ミニストリー

ロン・ハンター 著
岩上真歩子 訳

若い世代の人々が、キリストを礼拝し、キリストを中心
とした使命に生きるようになるのに必要な環境とは？
申命記 6 章（Deuteronomy 6）に基づき、教会の指導者
や親たちが志を同じくして、弟子訓練とファミリー・ミ
ニストリーを発展させるコミュニティとして集まる、次
世代育成のための新たな取り組み。
著者プロフィール

A5判 160頁 定価1,430円（本体1,300円＋税）
ISBN978-4-264-04375-1 C0016
いのちのことば社

卸コード 20150

ロン・ハンター（Ron Hunter Jr., Ph.D）

D6 ファミリーミニストリーの創設者。D6 カリキュラムを出版するランドールハウス出版社の代表
取締役。D6 カンファレンス・ディレクター。ダラス・バプテスト大学非常勤講師。教会の主任牧師
としての経験もある、次世代育成ミニストリーの専門家。

いのちのことば社 新刊案内

2022 年 11 月 25 日発売

2022 年 赤紙
10 月下旬

なぜ君は笑顔でいられたの？
福本峻平 神と人とに愛されたその生涯

ふくもとしゅんぺい

「福本峻平の本」制作委員会 編
うんでくれて、ありがとうございます――
「先天性大脳白質形成不全症」という難病に侵されなが
ら、彼が伝えたのは“感謝”でした。難病を抱えながらも、
神に与えられた人生をいかに生きるべきかを問い続け、
人々に喜びと感動を与えつつ、“笑顔” で生き抜いた
33 年の生涯。
四六判 244頁 定価1,760円（本体1,600円＋税）
ISBN978-4-264-04397-3 C0016
いのちのことば社

卸コード 29315

いのちのことば社 新刊案内
月刊「百万人の福音」の
好評連載が単行本化！

2022 年 11 月 25 日発売

2022 年 赤紙
10 月下旬

雨の日も晴れの日も
- 私の躁うつ病日記 -

漫画・文
解説

内田 道代
芳賀真理子

躁うつ病当事者による
漫画＆エッセイ、そして拙
者先生こと精神科医・芳賀
先生との対談＆解説エッセ
イが一冊に。

病のこと、家族の対応と
思い、そして著者を支え
てきた信仰のこと、たっ

A5判 256頁 定価1,980円（本体1,800円＋税）
ISBN978-4-264-04369-0 C0095
いのちのことば社

ぷり赤裸々に語ります。

卸コード 11950
作者プロフィール
内田 道代（うちだ・みちよ） 自身の躁うつ病の体験を漫画で綴る。
芳賀真理子（よしが・まりこ） 精神科医。著作に『こころの「雑談外来」本日も診療中。- ひきこもり院長のつれづれ日記 -』

