
点字図書目録

―聖書関係―

書名 著編者名 巻数 価格

新約聖書略解（全巻） 日本基督教団編 10 20000

創世記略解 松田明三郎 1 2000

出エジプト記略解 相浦忠雄　 1 2000

イザヤ書略解　 相浦忠雄・浅野順一　 2 4000

詩編略解 松田明三郎 3 6000

新約聖書略解別冊 日本基督教団編 1 1500

新約聖書手引 高柳伊三郎・高崎毅 1 300

聖書新辞典 新教出版社編 10 20000

キリスト教小辞典 関根文之助　 1 1800

私と聖書 武藤富男編 1 1800

聖書の盲人観 石松量蔵 1 300

聖書の中の盲人 柏井忠夫 1 150

聖書のレッスン 藤尾正人 2 4000

新共同訳聖書付録 　＊＊＊＊＊＊ 2 1000

書名 著編者名 巻数 価格

讃美歌２１（糸綴じ製本） 　＊＊＊＊＊＊ 2 5000

讃美歌２１（バインダー製本） 　＊＊＊＊＊＊ 2 3500

新聖歌（糸綴じ製本） 　＊＊＊＊＊＊ 2 5000

新聖歌（バインダー製本） 　＊＊＊＊＊＊ 2 3500

讃美歌委員会 1 7260

讃美歌楽譜　 讃美歌委員会 3 6510

交読文 讃美歌委員会 1 2960

交読詩編   ＊＊＊＊＊＊ 2 3500

新聖歌交読文（口語訳） 　＊＊＊＊＊＊ 1 2000

新聖歌交読文（新共同訳） 　＊＊＊＊＊＊ 1 2000

新聖歌交読文（新改訳） 　＊＊＊＊＊＊ 1 2000

讃美歌委員会 1 2000

讃美歌委員会 1 1500

讃美歌委員会 2 4000

ともにうたおう－歌詞のみ 讃美歌委員会 1 300

ともにうたおう－歌詞・楽譜 讃美歌委員会 1 1800

集会讃美歌・聖歌 盲伝編 1 500

集会讃美歌・聖歌（糸綴じ） 盲伝編 1 1800
盲伝編 1 1800

讃美歌物語 津川主一 1 300

こどもさんびか　１・２ 日基教団編 1 1500

こどもさんびか改訂版 日基教団編 1 2000

こどもさんびか改訂版楽譜 日基教団編 2 2000

教会讃美歌 ルーテル教会編 1 5870

（2019年3月31日現在）

備考：
　納期につきましては、注文を頂いてから印刷するものが大部分ですので、少しお待ちいただくこと
があります。
　ご注文は、メール・電話・ＦＡＸ（０３－３２０３－４２１９）のいずれかでお申込み下さい。
代金の振込は下記にお願いします。（請求書をお送りします）
　　郵便振替（００１７０－２－３２０４９　「盲人伝道協議会」）

―讃美歌関係―

讃美歌1編歌詞

讃美歌2編歌詞

讃美歌2編解説

讃美歌2編楽譜

集会讃美歌・聖歌（50曲）楽譜



新生讃美歌 バプテスト連盟 3 3700

新聖歌伴奏譜 　＊＊＊＊＊＊ 9 13500

讃美歌・聖歌物語 大塚野百合 4 4000

―歴史関係―

書名 著編者名 巻数 価格

キリスト教小史 柏井園 1 1800

教会の歴史と系譜 石居正己 2 3000

使徒信条講解 柏井光蔵 1 2000

盲伝編 2 3000

エルサレムの城壁 新見宏 1 1800

―入門関係―

書名 著編者名 巻数 価格

キリスト教入門 石島三郎 1 1800

キリスト教案内 長谷川初音 1 500

キリスト教の道しるべ 森好春 1 400

―信仰生活関係―

書名 著編者名 巻数 価格

キリストに倣いて トマス・ア・ケンピス 3 6000

生活の祈り 聖文舎編 1 1800

老いについて（片面） 大塚野百合 4 4000

水野源三 2 2000

水野源三 2 2000

水野源三 3 3000

水野源三 3 3000

―伝道関係―

書名 著編者名 巻数 価格

視覚障害者理解の手引（点字） 盲伝編 1 無料

視覚障害者理解の手引（墨字） 盲伝編 1 50

神のみわざの現れんため 好本督 1 1500

―子ども関係―

書名 著編者名 巻数 価格

創作民話「大工と山姥」（片面） 河村員子 2 2000

お母さん神様ってどんな方 メリー・アリス・ジョンズ 1 3000

世界のはじまり 西阪安治 1 300

ノアのはこ舟 西阪安治 1 300

神様は見てござる 竹田鉄三 1 400

宇宙と星の話 水野良平 1 1300

―定期刊行物―

書名 価格

点字月刊誌『信仰』（維持会員に無料送付）

カセット『信仰』（貸出し式） 無料貸出し

点字月刊誌『信仰』墨字版（維持会員に無料送付）

盲人とキリスト教の歩み（100年史）

水野源三詩集（片面） 第一詩集「わが恵みに汝足れり」

水野源三詩集（片面） 第二詩集「主にまかせよ汝が身を」

水野源三詩集（片面） 第三詩集「今あるは神の恵み」

水野源三詩集（片面） 第四詩集「み国をめざして」

1冊250円（年間3000円）

1冊300円（送料別）



―その他―

書名 価格

日本基督教団教憲・教規（印刷・製本） 実費

宗教法人法（印刷・製本） 実費

―他の発行所刊行の聖書（取次ぎ致します）―

書名 著編者名 巻数 価格

口語訳聖書　新約 日本聖書協会 8 800

口語訳聖書　旧約 日本聖書協会 24 2400

新共同訳聖書　新約 日本聖書協会 8 800

新共同訳聖書　旧約 日本聖書協会 26 2600

新共同訳聖書　続編 日本聖書協会 6 600
文語訳聖書（点字データ） 　＊＊＊＊＊＊ 5 2000

文語訳聖書（印刷・製本） 　＊＊＊＊＊＊ 実費

　※ 聖書協会共同訳聖書（2019年5月より順次刊行中）
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