
日本バプテスト連盟出版物リスト 
（2021年 11月 29日より適用） 

 

 

 

   書        籍 

サイズ 

ダウンロード 価格 

（税込） 

『バプテスト』誌：     

連盟の機関紙。月刊。年間予約購読の場合は 2,000円。音声変換用テキスト版 A4判   

もあります。 200円   

いま、バプテストを生きる：     

『バプテスト』誌 3 年間の連載（2009～11 年度）がブックレットに。バプテストの初     

期の歴史を通して、また現代に生きる教会として、牧師の視点、信徒の視点から様々なテー     

マで教会形成、信仰生活の課題を共に考えます。全 36回、各回に分かち合いのポイントが A5判   

あり、教会での学びにも用いることができます。 500円   

ここにバプテスト：     

『バプテスト』誌 60 周年（1950 発行）を記念して、「祈りでつなぐ協力伝道」のコ     

ンセプトのもと、全国の諸教会・伝道所、連盟の諸活動（宣教師、委員会など）の沿革、取り     

組み、祈りの課題を紹介した冊子です（2010年現在）。『バプテスト』誌の「協力伝道カレン A4判   

ダー」と併せてお用いください。 500円   

聖書教育：     

教会学校の教案誌、季刊（4・5・6月号、7・8・9月号、10・11・12月号、1・2・3月号） B5判   

年間 4 回発行。点字訳、英語訳もあります。 1,200円   

新生讃美歌： B6判   

『新生讃美歌Ⅰ』(1958)以来発行・出版を重ね、歴史的に歌い継がれてきた賛美歌 4,070円   

や、日本をはじめ各国の賛美歌、日本バプテスト連盟オリジナル創作賛美歌、682 曲 A6判   

を収録して 2003 年に発行。礼拝をはじめ、各種集会で用いることができます。 2,860円   

CD 新生讃美歌Ⅰ『心をこめて主をたたえ』：     

新生讃美歌内 18曲の言葉が入った演奏CD。連盟に属する教会員による演奏、編曲。 CD新生讃美歌Ⅱとのセット販売 

ソロ、オルガン演奏、アンサンブル、バンドなど多岐に亘るジャンルと演奏形態が収録され （3,000円）のみの取扱いです。 

ています。     

CD 新生讃美歌Ⅱ『教会世にあり』：     

新生讃美歌Ⅰに続く待望のCD。Ⅰ同様に連盟の教会員によるソロ、アンサンブル、バンド 1枚   

など多彩な演奏で 14 曲が収録されています。 2,100円   

新生讃美歌 CDROM バージョンアップ版Ⅱ（WINDOWS 用）：     

伴奏用ツール。自由に音の高さやスピードが変えられる他、礼拝式順に複数曲を選定した     

り連続演奏も可能。また、項目やテーマによる検索機能でよりスムーズな選曲をおこなう 1枚   

ことができます。 3,240円   

新生讃美歌ハンドブック：      

連盟諸教会・伝道所のメンバー、連盟関係者によるオリジナル創作讃美歌 107曲について、 B6判   

曲に秘められたエピソードや証し、歌い方のポイントや用途、関連聖書箇所を紹介しています。 1,000円   



 

新生讃美歌ブックレット：     

Ⅰ.よりよい礼拝賛美をもとめて、Ⅱ.新生讃美歌を知ろう、Ⅲ.よりよい賛美をささげるため     

に、Ⅳ.新しい歌を歌おう！、Ⅴ.各種資料（用語解説、歌い方の工夫、子どもと歌う賛美歌 A5判   

リスト等）の中に『新生讃美歌』を豊かに用いるヒントが満載です。 500円   

バプテスト・ユースソングブックⅡ：     

全国少年少女大会、全国小羊会キャンプのテーマソング、聖書教育に掲載された曲や、 45曲   

公募より採用された創作曲が収録されています。 500円   

教会形成シリーズ No.2 伝道－開拓から教会形成まで：     

開拓伝道を始めたいけれど、どうしたらよいか分からない。開拓から教会組織に向けての B6判   

ステップなど。 1,000円   

教会形成シリーズ No3 神の同労者－恵みへの応答：     

新しい年度に向けて、スチュワードシップの再確認のため。生き生きとしたクリスチャン・ B6判   

ライフを送るために。 1,100円   

教会形成シリーズ No.4 活力ある教会づくり－教会管理と運営：     

教会の仕事種類や、人を生かした教会づくりのために。教会の具体的な働きや事務管理 A5判   

等の理解のために。 1,500円   

教会形成シリーズ No.5 教会学校ハンドブック：     

一人ひとりが受け入れられ、共に学び、育つ場として。古くて新しい「教会学校」の基本と可 A5判   

能性を提供。教会学校リーダー(教師・書記)、クラスメンバー待望のハンドブック。 1,200円   

教会形成シリーズ No.7 ひらかれる教会－女性牧師の招聘に向けて－：     

牧師の招聘という出来事は、ひとつの群れが共にどのような主の体なる教会になっていくか     

を共有する重要な機会です。教会がすべての人に開かれ、新しい聖書の読み方に啓かれ、     

新たな教会形成へと拓かれていくために、誰を牧師として招き、どう協働していくのか、 A5判   

極めて大切なテーマを一緒に考えます。 1,000円   

教会案内 ようこそ教会へ： B6判   

教会に初めて来られる方、来られて間もない方向けのブックレットです。皆さまの教会・伝道 50冊 1組   

所でぜひご活用ください。ダウンロード版あります。 1,000円 教会案内 

日本バプテスト連盟七十年史：     

戦時体制の中での教会の姿を検証し、連盟成立に至る経緯から始まり、連盟の今日までの     

伝道方針や計画、また諸課題などを多岐にわたって網羅しています。それは、単なる出来 B6判   

事の羅列ではなく、検証、考察が加えられた画期的な歴史の記録となっています。 2,000円   

教会員手帳：     

基本に立ち返り、相互訓練に励むと共に、教会員となって初めて接する基本文書。 A6判   

教会員全員の必読書。 840円   

教会員手帳に貼って使う転入会証     

ご要望が寄せられていたページを作成しました。データ提供しています。バプテスマ証の     

ページの表か裏に貼り付けてご利用ください。文章はその教会の取り決めに基づいて変     

更してください。   転入会証 

https://www.bapren.jp/uploads/photos0/570.pdf
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/720.pdf


 

バプテスマを受ける方へ：     

聖書の基本的な教え、バプテスト教会とは、バプテスマを受けるにあたって、クリスチャン A5判   

生活、その他が大人編、子ども編一冊に。 300円   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●カード類 訪問記録カード（封筒付）以外はデータ化していますので、自由にダウンロードしてお使い 

いただけます。 
  

教会学校出欠簿はダウンロード用データのみの提供になります。 
  

種 類 ／ 内 容  
サイズ ダウンロード 

価格（税込） カード類 

来会者カード： A5判 来会者 

来会者のためのカード。新来者自身に記入して頂きます。カードはオリジナル 10枚   

（ファイル用）の他に 3枚写しを作り、牧師、伝道委員、クラス書記に渡しま 100円   

しょう。     

感想カード、決心カード： A5判 感想、決心 

主日礼拝、特伝、音楽集会等の出席者全員に配ります。集会の始まる前に配っ 10枚   

ておきましょう。フォローアップに大変役立ちます。 100円   

訪問記録カード（封筒付）：     

訪問対象者一人に対して一組のカードを使用することで、対象者との関わりの 1組   

進展が一目で分かります。又、訪問者が変わっても、前回までの記録を見るこ 30円   

とでスムーズな引き継ぎが出来ます。     

教会員原簿： A5判 教会員原簿 

新年度を迎えるにあたって、もう一度原簿の整理をしてみましょう。原簿のない 10枚   

会員はいませんか。原簿はただの紙ではありません。教会を形成する群れ、人そ 100円   

のものです。     

入会申込書： A5判 入会申込書 

バプテスマを受けられる方、他教会から転入会する方に記入してもらいます。 10枚   

どの項目も牧会上大切な項目ですが、差し支えがある項目は記入しなくても 100円   

良いようになっています。     

送籍書・転出会員控： A4判 送籍・転出 

転居などで他教会へ転出する場合に使います。転入先の教会で教会員としての 10枚   

責任を十分に果たすためにとても大切なことです。必ず送籍書を送りましょう。 100円   

送籍依頼書・教籍受理通知書： A4判 送籍依・教籍受 

他教会から転入するときに使います。先方の教会に送籍依頼書を送り、教籍を 10枚   

送ってもらいましょう。教籍が送られてきたら、必ず教籍受理通知書を送り 100円   

返しましょう。     

教会学校出欠簿： 

折込時 A5判 

教会学校出欠簿 

シートが 3つあり、出席統計、在籍者記録は A4サイズ、在籍者は A3サイズで印   

刷してお使いください。   

 

 

https://www.bapren.jp/archives/soumu_cat/card
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/413.pdf
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/414.pdf
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/278.pdf
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/281.pdf
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/280.pdf
https://www.bapren.jp/uploads/photos1/418.pdf
https://www.bapren.jp/archives/soumu/2013%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%95%99%e4%bc%9a%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e5%87%ba%e6%ac%a0%e7%b0%bf


特定商取引に関する表示 
 

項  目 表  示 

1 販売業者 日本バプテスト連盟 

2 販売責任者 中村 幸嗣 

3 所在地 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和 1-2-4 

    1,000円未満のご注文の場合、送料をご負担いただきます。月刊誌年間購読（4月～3月）の 1 

4 
商品代金以外の必要料金 冊の場合は送料をご負担いただきます。お急ぎの場合は、速達料金他の送料実費をご負 

  担いただきます。振込手数料はお客様のご負担になります。 

5 申込の有効期限 

在庫切れの場合は随時、メール、電話、FAX にて連絡させていただきます。 

販売管理室の業務対応時間は 10：00～12：00、13：00～16：00です。FAX、E メールでも受付 

けております。当日発送の受付は午前中にご注文いただいたものまでになります。それ以降に 

いただいたご注文は翌日処理となりますので予めご了承ください。 

6 販売数量 お問合せによりメール、電話、FAX にて連絡させていただきます。 

7 引渡時期 ご注文の商品の量により可能な発送方法が異なりますので下記の記述を参考にしてくだ 

    さい。到着の目安（詳しくはそれぞれの HP でご確認ください） 

    郵便局 

     ・ゆうメール：2～5日 

    ・レターパックプラス：速達配達の最先便による配達 

    ・レターパックライト：原則速達便で配達ですが、予定日の翌日に配達する場合があります。 

    ・クリックポスト：概ね差出日の翌日から翌々日にお届けします。 

    佐川急便 

     ・宅配便：2～3日 

    クリスマス、お盆の時期、年末年始は運送会社が大変混み合います。商品の到着が大幅に遅 

    延する場合がございますので、予めご了承ください。 

    ※2021年 10月から郵便物、ゆうメールのサービスが一部変更になります。 

8 お支払方法 
郵便振替、ゆうちょ銀行 

はじめてご注文のお客様は前払いをお願いする場合があります。 

9 お支払期限 商品到着後、10 日以内にお振込みください。 

10 返品期限 
商品到着後 8日以内にご連絡願います。その際、未使用・未開封に限定させていただきます。 

お客様のご都合による返品・交換はご遠慮ください。万が一不良品がございましたら、 

    直ちに交換致します。 

11 返品送料 
不良品や品違いの場合は、弊連盟負担とさせていただきます。お客様のご都合による返品 

は、申し訳ありませんが、お客様にて送料をご負担ください。 

12 連絡先、お問い合わせ先 
お問合せ先：販売管理室 TEL048-883-1091 FAX048-883-1092 

メールアドレス hanbai-kanri@bapren.jp  

お問い合わせは、日本バプテスト連盟総務部販売管理室まで。 

電話:048-883-1091 メール:hanbai-kanri@bapren.jp 

http://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html
http://www.sagawa-exp.co.jp/send/days.html
https://www.post.japanpost.jp/2021revision/index.html
mailto:hanbai-kanri@bapren.jp

