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概要
ことばの真理を追い求め，聖書を読んで読みぬく．ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が，キリスト
教の世界を根底から変え，新し

4, 図書, 十字架と薔薇 知られざるルター Image Collection精神史発掘. Image Collection精神
史発掘. 松浦 純／著. 岩波書店. 1994/03, 198.385, ○. 5, 図書, ボンヘッファーを読む 反ナチ抵抗
者の生涯と思想 岩波セミナーブックス 51. 岩波セミナーブックス 51. 宮田 光雄／著. 岩波書店.
1995/07, 198.3852, ○. 6, 図書, マルティン・ルター ことばに生きた改革者 岩波新書 新赤版 1372.
岩波新書 新赤版 1372. 徳善 義和／著. 岩波書店. 2012/06, 198.3852, ○. 7, 図書, ボンヘッ
ファー Century Books 人と思想 92.
2013年6月7日 . ヨーロッパに行けば、カトリックの国（フランス、イタリア、スペインなど）と、プロテスタン

トの国（ドイツ、スイス、オランダ、北欧諸国など）では、国民性が大きく違うことに気づきます。 マル
ティン・ルターは宗教改革者で、キリスト教を新しい世界（プロテスタント）へ導いた人です。でも、どう
導いたのか、その目的は何だったのか、さっぱり知らないまま、その名を何となく知っていただけでした。
本書を読み、ルターという、世界の歴史を大きく変えた、その人物像と行動を深く知ることができまし
た。その一部を要約し.
2013年7月4日 . さて、昨日、読み終えたのが、日本におけるルター研究の第一人者、徳善義和氏
の『マルティン・ルター－言葉に生きた改革者』だった。 大学は歴史学専攻だったので、西洋史の講
義 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 （岩波新書） 著者／徳善義和発行／岩波書
店 ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリ
スト教の世界を根底から変え、新しい時代への扉をひらいた。マルティン・ルター。宗教改革者。聖
書のことばをひたむきに見つめ、.
一般注記, 引用・参考文献: p181 ルター略年譜: p182-183. 著者標目, 徳善, 義和(1932-) <トク
ゼン, ヨシカズ>. 件 名, NDLSH:Luther, Martin(1483-1546) LCSH:Luther, Martin, 1483-1546. 分
類, NDC8:198.3852. NDC9:198.3852. 書誌ID, 4000160166. ISBN, 9784004313724. NCID,

BB09431603.
2017年9月16日 . 【ホンシェルジュ】 キリスト教の宗教改革をおこなった人物として有名なマルティン・
ルター。彼はどのような . 家庭は共同体の始まりであり、信仰に生きる実践だと彼は考えたのでし
た。2人は6人の子をもうけ、家族の触れ合いのなかから、家庭での信仰の手引き書ともいえる著作
もつくられています。 .. 研究者が描くルターの一生. 宗教改革を専門に研究し、ルターの著作を数
多く翻訳している著者が、「ことば」に焦点を当てて彼の人生を追います。 マルティン・ルター――こと
ばに生きた改革者 (岩波新書).
2012年7月18日 (水). 残念ながら，感想を書きとめる時間がないのだが. Bookcover マルティン・ル
ター――ことばに生きた改革者 (岩波新書) [a] 徳善 義和 / 岩波書店 / 2012-06-21. Bookcover
君主論 (岩波文庫) [a] ニッコロ マキアヴェッリ / 岩波書店 / 1998-06-16 意外な面白本であった。
文章に独特のリズムと力があって，読み飽きない。イタリア史の体系的な知識があれば，もっと面白
いと思うのだが。 Bookcover 宮中のシェフ、鶴をさばく―江戸時代の朝廷と庖丁道 (歴史文化ライ
ブラリー) [a] 西村 慎太郎 / 吉川.
2017年3月10日 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書) posted with ヨメレバ
徳善 義和 岩波書店 2012-06-21 Amazonで購入 Kindleで購入 楽天ブックスで購入 ことばの真
理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリスト教の世界
を根底から変え、新しい時…
2017年5月30日 . 以下は、おもに『マルティン・ルター－ことばに生きた改革者』徳善 義和著 (岩波
新書)からのまとめでもあります。 この著作はまず「ことば」という観点から述べています。著者はキリス
ト教が神の言葉を伝える「言葉の宗教」であると位置づけていています。 ＜父親について（おもに同
著作から引用）＞ マルチン・ルターの父親ハンス・ルダー(ルターではなくルダーです)はドイツ 中部
テューリンゲン 地方 の メーラ という 村 の 農民であった。村を出たハンスはザクセン地方にむかった。
当時 の ザクセン 地方 は 銀.
2012年8月24日 . 徳善義和の「マルティン・ルター―ことばに生きた改革者」（岩波新書：2012年6
月20日第1刷発行）を読みました。マルティン・ルターといえば「宗教改革」、ローマ・カトリックに反旗
を翻し、プロテスタントを打ち立てた人、とまあ、これで合っているかどうかは別にして、誰もがその辺ま
では知っていても、具体的なことは何も知らないのが実情です。教科書に載っている程度の通り一
遍のルター像をなぞっても仕方がありません。 僕の好きな西洋美術の分野では、例えば、池上英洋
の「西洋美術史入門」を開いて.
2016年4月8日 . 徳善義和『マルティン・ルター――ことばに生きた改革者』（岩波新書1372）、岩
波書店、2012年、183頁、720円+税。 これまでは、日本人による、簡便で、読みやすく確かな評伝
は、清水書院の人と思想シリーズの『ルター』しかなかったが、ついに、現代の日本におけるルター研
究の第一人者によるルター評伝の決定版が出た。 読んでみて、わたしなりのメモ。 □ 「神の義」にお
ける「行為者の属格」用法. 「神は「義（正しさ）」を、イエス・キリストというかたちで、罪深き人間への

「贈り物」として与える。
2012年7月7日 . 宗教改革のきっかけは、昼間っから道端で寝ていた酔っ払いのおっちゃんに、当時
大学教授だったルターが「こんなところで昼間っから酔っぱらって寝てたら天国に行けないよ」と声をか
けたら「これがあるから大丈夫でさあ」とおっちゃんから、握りしめた免罪符を見せられたこと、だそうだ。
大学で神学を教えている場合じゃない、このおっちゃんの心に聖書の言葉を届けねば！ とルターは、
免罪符糾弾、ドイツ語訳聖書に突っ走ることになったそうな。 「ローマカトリックに反逆した改革者」と
いうのは結果論で、「.
マルチン・ルターの病歴. 滝上 正. 日本医史学会神奈川支部会長. 受付：平成 23 年 4 月 8 日
／受理：平成 23 年 10 月 28 日. 要旨：マルチン・ルターは宗教改革者として偉大な業績を挙げた
が，一方，一生の間に多くの重病. に悩まされ，生涯の終盤の 1/3 では病気 . 新大陸の発見
（1492 年），そして宗教改革とと. もにヨーロッパの歴史は中世が終り，近世に入. る1a）．マルチン・
ルターはこの変革の時代を生き. た偉人である． 彼の生きた時代はルネッサンスの花が咲きほ. こっ
た時代でもあった．一方，ペストその他の伝.
2012年10月31日 . 牧師として発展途上の私にとって、このような質問は自分も成長できる貴重な
体験ともいえますが、今回の「マルティン・ルター-ことばに生きた改革者」との出会いも実に有益なも
のでした。こう言いますのも、改めて「ことばにいきる」序章、「ことばとの出会い」第１章、「ことばが動
き始める」第２章、「ことばが前進する」第３章、「ことばが広がる」第４章、「ことばを受け止める」第
５章、そして、終章の「ことばに生きた改革者」と、「ことば」というキーワードのもとに綴られているマル
ティン・ルターの生涯とその働き、.
ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリスト
教の世界を根底から変え、新しい時代への扉をひらいた。マルティン・ルター。宗教改革者。聖書の
ことばをひたむきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画す歴史の転機をもたらした生涯を描く。 著
者/アーティスト. 著者: 徳善義和. 目次. 序章 ことばに生きる;第1章 ことばとの出会い;第2章 ことば
が動き始める;第3章 ことばが前進する;第4章 ことばが広がる;第5章 ことばを受けとめる;終章 ことば
に生きた改革者. 商品仕様.
2017年5月14日 . . 人間の弱さの自覚、自力救済の諦め、外部からやってくる救い、信仰そのもの
への傾斜。しまいには既存の権威を否定して、結婚して子供をもうけるところまで同じという。もちろ
ん内容は大きく違ってくるけれど、考え方の道筋というか、思考の論理形式は、驚くほどそっくりのよう
に思う。単なる偶然とは思えない。人間本来のあり方に即して救いの問題に直面したとき、洋の東
西に関わらず、必然的に導き出される普遍的な結論なのではないか。 □ 徳善義和『マルティン・ル
ター―ことばに生きた改革者』岩波.
今朝のカンタータ79&80番を聴かれて宗教改革記念日に興味をお持ちになった方、クラーナハ展を
より意義深くご覧になりたい方には、この徳善義和著『マルティン・ルター －ことばに生きた改革者』
(岩波新書)を読むことをお薦めいたします。 #古楽の楽しみ #クラーナハ展 #宗教改革
pic.twitter.com/7ezZeNEuHQ. 5:19 PM - 24 Oct 2016. 7 Retweets; 17 Likes; TS ・ あ〜(Ｔ3Ｔ)
kawauso あかくん ぷちぱお 海藻＠冬コミ3日目東ペ35b 翠♪（Midori）@池袋盆BAND Holy

Pillar. 0 replies 7 retweets 17 likes. Reply.
2016年4月26日 . 宗教改革者のマルティン・ルターが信仰義認の教理にたどり着き、ローマ教皇の
教えに異を唱えるきっかけとなったのは、ローマ人への手紙から講義をした結果と言われている。 ま
た、スイス . 英国でメソディスト運動を始めたジョン・ウェスレーは、ルターによるローマ人への手紙の序
を読んで、回心に至ったと書き記している。 このように、 . 当時のキリスト者たちが生きていた世界と
私たちが今生きている世界とは大きく異なるが、神学的真理とは、時間や空間、さらには文化を超
越するものである。そういった.
2016年9月15日 . マルティン・ルター－ことばに生きた改革者｜まんがをお得に買うなら、無料で読
むなら、品揃え世界最大級のまんが・電子書籍販売サイト「eBookJapan」！
かつて、マルティン・ルターの人生において起こったことですが、ルターの妻ケイティが朝二回から降りて
きて、ルターに「おはよう。」と言いました。彼女が真っ黒の喪服を着ていたので、ルターは「なぜ、喪服
を着ているんだい。」と尋ねました。「神が死んだのよ。」と妻は答えました。ルターは、「何をばかなこと

を言っているんだい。神は死んでなんかいないよ。」 妻は、「神が生きているなら、なぜあなたは神が
死んでいるかのようにふるまうの？」 そのことは、偉大な宗教改革者、偉大なみことばの解き明かし
人であるルターへの真.
Amazonで徳善 義和のマルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書)。アマゾンならポイ
ント還元本が多数。徳善 義和作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またマルティ
ン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
マルティン・ルター ことばに生きた改革者徳善善和岩波新書. ISBN978-4-00-431372-4 2012年6月
20日 第1刷発行 本書は宗教改革者であるマルティン・ルター（1483-1546）の歩みと生涯を記した
ものである。キリスト教は紀元前四世紀にローマ帝国の国境となったが、ローマ帝国の分裂後、キリ
スト教会は西ローマ帝国でローマ・カトリック教会と名乗り、ラテン語をシンボルとしていく。ラテン語で
統一された中世のキリスト教では聖書もラテン語で記され、民衆からは隔絶した存在となっていた。
ルターは修道士になって.
上,下. - 東京 : 聖文舎 , 1992.12-2005.10 . - (ルター著作集 / ルター [著] ; 日本ルーテル神学大
学ルター研究所編 ; 第2集第8-9巻). Books. マルティン・ルター : ことばに生きた改革者 / 徳善義
和著. 東京 : 岩波書店 , 2012.6 . - (岩波新書 ; 新赤版 1372). Books. 宗教改革著作集 : 教会
規定・年表・地図・参考文献目録 / 徳善義和 [ほか]訳. 第15巻. - 東京 : 教文館 , 199808.
Books. カトリックとプロテスタント : どこが同じで,どこが違うか / 徳善義和 ; 百瀬文晃 編. 東京 : 教
文館 , 19981102. Books. 宗教改革著作集 / 徳善.
2015年11月23日 . その他、分量、内容共に読みやすい伝記としては、岸千年『改革者マルティン・
ルター』（聖文舎、1978、182頁）か、小出正吾『マルチン・ルッター』（審美社、1967、192頁）を図書
館で。また、少し古い . これらのほか、熊野義孝「マルティン・ルター――その生涯と信仰」（『熊野義
孝全集第10巻 歴史と現代 上』、新教出版社、1981年、3-181頁）というのもある。 .. その他、ベー
ジル・ミラー（湖浜馨訳）『ジョン・ウェスレー』（信仰に生きた人々シリーズ７、いのちのことば社、
1983、157頁）は、中高生くらい向け。
マルティン・ルター - ことばに生きた改革者 - 徳善義和 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無
料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
マルティン・ルター ことばに生きた改革者 - 徳善義和／著 - 本の購入はオンライン書店e-honでどう
ぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で
届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
2017年10月1日 . 疑問から始まったという著者。そこからたどり着いたのが. 「地産地消の精神」。本
当に良いものをつくるうえで大切な. ことを、わかりやすく伝えてくれる１冊です。 588.54/Ki39 ２Ｆ和図
書Ｂ. 初版グリム童話集 1. 04. グリム著、. 吉原高志・吉原素子訳 （白水社）. グリム兄弟が収集
したドイツの. 昔話。これは初版本（原形に近. い本）なので、お馴染みのお話. も少々雰囲気が違
います…。 943/G86/1 ２Ｆ和図書Ｂ. 709/To52 ２Ｆ和図書Ｂ. マルティン・ルター. ことばに生きた改
革者. 03. 徳善義和著 （岩波書店）.
マルティン・ルター ことばに生きた改革者,徳善義和,書籍,学術・語学,哲学・宗教・心理,岩波書
店,ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリ
スト教の世界を根底から変え、新しい時代の幕をひらいた。マルティン・ルター。宗教改革者。聖書
のことばをひたむきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画する歴史の転機をもたらした生涯を描く。
2017年4月3日 . 本書では、カトリックからプロテスタントへの歩み寄りがもたらす豊かさが示唆され
る。副題にある「エキュメニズム」とは、現代に模索されるキリスト教の教会一致への運動である。そ
れは様々な困難を経験し抱えつつ、カスパーらが今日も辛抱強く推進する対話の試みである。本
書には『マルティン・ルター―ことばに生きた改革者』（岩波新書）を著したルター研究者の徳善義和
氏も文章を寄せている。 五百年という区切りに新たなキリスト教のあり方を探る本書が、様々な問
題と分裂を抱える世界に生きる私.
ルター著作集 〈第２集 第６卷〉 ヨハネ福音書第１章・第２章説教 江口再起』マルティン・ルター、
ルーテル学院大学ルター研究所（リトン） 2010/10 ￥7,350 『イエス・キリストについて Ｍ．ルター博士
の説教』マルティン・ルター、徳善義和（教文館） 2010/07 『Ｖｏｎ Ｊｈｅｓｕ Ｃｈｒｉｓｔｏ ｅｉｎｅ Ｐｒｅｄｉｇｔ

Ｄ．Ｍａｒｔ．Ｌｕ 』マルティン・ルター（教文館） 2010/07 『イエス・キリストについて １５３３年』マルティ
ン・ルター、徳善義和（教文館） 2010/07 ￥4,410 『心からわき出た美しい言葉 詩編４５編の講
解』マルティン・ルター、金子晴勇（教文館）.
マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書)の感想・レビュー一覧です。ルターが聖書
を初めてドイツ語に翻訳したと誤解していました。聖書の「ことば」と格闘し、神を疑い、絶望する。福
音を悟り、思索を深めながら、後進を育てる。著作や神学討論を通して、世の権威にいどむ。民衆
の「ことば」に翻訳して、じかに語りかけ、とも.
マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書). ASIN:4004313724; 商品名:マルティン・
ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書); 著者：徳善 義和; 販売元:岩波書店; 発売
日:2012-06-21; 価格:￥ 12,976 （税込）; 中古:￥ 755 （税込）; 関連するランキング：. キリスト教一
般 · キリスト教入門 · 神学 · Featured Categories.
2017年3月26日 . ルター神学に神秘主義的な傾向を指摘しつつ、その宗教的な深みに眼差（まな
ざ）しを向ける。キリスト教とは何か、本質を問う哲学がここにある。 本書では、カトリックからプロテス
タントへの歩み寄りがもたらす豊かさが示唆される。副題にある「エキュメニズム」とは、現代に模索さ
れるキリスト教の教会一致への運動である。それは様々な困難を経験し抱えつつ、カスパーらが今
日も辛抱強く推進する対話の試みである。本書には『マルティン・ルター―ことばに生きた改革者』
（岩波新書）を著したルター研究者.
2014年1月1日 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書) 作者: 徳善義和 出版
社/メーカー: 岩波書店 発売日: 2012/06/21 メディア: 新書 購入: 1人 クリック: 25回 この商品を含
むブログ (9件) を見る 宗教改革者としてあまりにも有名なルターの生涯を簡潔に、そして「言葉（聖
書）に生きた」という…
ことばに生きた改革者 岩波新書 新赤版 1372; 岩波書店 2012.6; 徳善 義和∥著. 蔵書数: 1冊,
貸出数: 0冊. 貸出可能数: 1冊, 予約件数: 0件. 所蔵; 詳細; 他サイト. 資料の状況. 湧水町くり
の図書館 <710803149> 貸出可 / ３０ 新書 / / /198/ﾙ/ / 帯出可. 詳細情報. ＩＳＢＮ, 4-00431372-4. 13桁ISBN, 978-4-00-431372-4. 書名ﾖﾐ, ﾏﾙﾃｨﾝ ﾙﾀｰ. 副書名ﾖﾐ, ｺﾄﾊﾞ ﾆ ｲｷﾀ
ｶｲｶｸｼｬ. 著者ﾖﾐ, ﾄｸｾﾞﾝ ﾖｼｶｽﾞ. 叢書名ﾖﾐ, ｲﾜﾅﾐ ｼﾝｼｮ ｼﾝｱｶﾊﾞﾝ. 分類記号, 198.3852. 価格,
¥700. 出版者ﾖﾐ, ｲﾜﾅﾐ ｼｮﾃﾝ. 大きさ, 18cm. ﾍﾟｰｼﾞ数, 5,187p.
2017年1月18日 . 本屋で岩波新書に徳善先生の『マルティン・ルター――ことばに生きた改革者
(岩波新書) 』を見つけたので即買しました。今年は宗教改革500年の年、関係図書も多く出版さ
れるでしょう。できるだけ読みたいと思います。 ルターは「ことばに生きた人」であったと冒頭で紹介され
ているように、この本は、「ことば」を鍵語にルターの生涯、宗教改革の出来事をまとめています。 1章
ことばとの出会い 2章 ことばが動き始める 3章 ことばが前進する 4章 ことばが広がる 5章 ことばを受
け止める終章 ことばに生きた.
1483年に鉱山業に従事していた父ハンス・ルダーと母マルガレータの次男として、ドイツのザクセン地
方の小村アイスレーベンで生まれた。洗礼を受けた日がトゥールのマルティヌスの祝日であったことにち
なんで、マルティンと名づけられた。もともと農夫（鉱夫説もあり）から身を起こした父は、上昇志向が
強く、子供たちにもさらに上を目指すよう常に要求していた。教育において時に厳格を極めた父の姿
は、後のルターが冷酷で厳格な神というイメージを持つ上で強い影響を及ぼすことになる。父の願い
に沿う形で、マルティンは.
Material Type, Books. Publisher, 東京 : 岩波書店. Year, 2012.6. Size, v, 187p : 挿図, 地図 ;
18cm. Other titles, variant access title:マルティンルター : ことばに生きた改革者. Notes, 引用・参
考文献: p181 ルター略年譜: p182-183. Authors, 徳善, 義和(1932-) <トクゼン, ヨシカズ>.

Subjects, NDLSH:Luther, Martin(1483-1546) LCSH:Luther, Martin, 1483-1546. Classification,
NDC8:198.3852. NDC9:198.3852. ID, 2000498172. ISBN, 9784004313724. NCID,
BB09431603. Language, Japanese.
マルティン・ルター ことばに生きた改革者 （岩波新書 新赤版）/徳善 義和（新書・選書・ブックレッ
ト：岩波新書 新赤版） - ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリスト教の世界を根底から変
えた。聖書のことばをひたむきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画す歴史の.紙の本の購入は

hontoで。
[書籍]/マルティン・ルター ことばに生きた改革者 (岩波新書 新赤版 1372)/徳善義和/著/NEOBK1264974のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト
「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000
万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを
使ったお買い物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
2012年11月17日 . ルターの宗教改革のまとめ. . 聖書をキリスト教の唯一の源泉にしようというル
ターの呼びかけはプロテスタント諸教会のみならず、対抗改革を呼び起こしたという意味でカトリック
教会にも大きな影響を与えた。宗教上の足跡のみならず、ヨーロッパ文化、思想にも大きな足跡を
残した。 出典マルティン・ルター - Wikipedia. 探して追加|アップロード. たとえばルターの手によるドイ
ツ語 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書). Amazon マルティン・ルター――こ
とばに生きた改革者 (岩波新書).
青年ルター / E.H.エリクソン [著] ; 西平直訳. 2, bookweb, ルターの政治思想 : その生成と構造 /
木部尚志著. 3, bookweb, マルティン・ルターの生涯 / フリーデンタール著 ; 笠利尚, 徳善義和, 三
浦義和訳. 4, bookweb, マルティン・ルター生誕500年記念展目録. 5, bookweb, ルター / 今井晋
著. 6, bookweb, ルター / 小牧治, 泉谷周三郎著. 7, bookweb, ルター / 松田智雄責任編集. 8,
bookweb, ルターとドイツ精神史 : そのヤーヌスの顔をめぐって / 菊盛英夫著. 9, bookweb, ドイツ精
神史とルター / ハインリヒ・ボルンカム著.
岩波新書 マルティン・ルター ことばに生きた改革者：銀座の老舗書店「教文館」のネット通販サイト
です。http://shop-kyobunkwan.com/
ドストエフスキー或いは川又一英─ ………………………………………………国 松 夏 紀
（255）. インドネシア・スンバ島におけるキリスト教の歴史と現状
………………………………………………小 池 誠 （273）. 書 評. 徳善義和『マルティン・ル
ター：ことばに生きた改革者』. （岩波書店，2012年，187頁+vi）
………………………………………………軽 部 恵 子 （287）. 安藤洋美『異説数学教育
史』. （現代数学社，2012年，227頁） ………………………………………………藤 間 真
（293）. 滝澤武人教授略歴・著作目録.
Size, v, 187p : 挿図, 地図 ; 18cm. Other titles, variant access title:マルティンルター : ことばに生き
た改革者. Subjects, NDLSH:Luther, Martin, 1483-1546. Notes, 引用・参考文献: p181 ルター略
年譜: p182-183. ID, BB10102646. Language, Japanese. Vol, ISBN:9784004313724 ;
PRICE:700円+税. NCID, BB09431603.
2016年9月15日 . マルティン・ルター ことばに生きた改革者：電子書籍ならセブンネットショッピング 。
7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイント
が貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングで
す。
フィリップ・メランヒトン著 ルター研究所訳. リトン. JELC宗教改革500年推奨図書. 争いから交わり
へ. 2017年に宗教改革を共同で記念する. ルーテル教会とカトリック教会. 教文館. エンキリディオン
小教理問答. マルティン・ルター著 ルター研究所訳. リトン. JELC宗教改革500年推奨図書. マル
ティン・ルター ーことばに生きた改革者. 徳善義和著. 岩波新書. JELC宗教改革500年推奨図書.
INFO. Reformation500. マルティン・ルター. 宗教改革500年. 編集. 日本福音ルーテル教会. 1620842 東京都新宿区市谷砂土原町1-1.
2015年10月31日 . ルターさんはこの日.. 死の綱がわたしにからみつき 陰府の脅威にさらされ 苦しみ
と嘆きを前にして 主の御名をわたしは呼ぶ｡ ｢どうか主よ､わたしの魂をお救いください｡｣ (旧約聖書
詩編116編3-4節 [新共同訳聖書] ). 今日10月31日は ｢宗教改革記念日｣ です｡ プロテスタント .
1517年10月31日､ドイツ東部にあるヴィッテンベルクで､カトリックの司祭にして神学教師であったマル
ティン・ルターは､教会内の改革運動に着手します｡彼の主張は｢ . (徳善義和 『マルティン・ルター こ
とばに生きた改革者』 p.85).
2017年5月28日 . 今年は、宗教改革500周年です。それが始まったのは、カトリックの中心都市ロー

マや神聖ローマ帝国の本拠地ウィーンではありません。人口数千人（当時）の小さな町、ドイツ・
ヴィッテンベルク。そこにできたばかりの大学で、若い修道士が神学を教えていました。マルティン・ル
ターです。彼は親の期待を背負い、法律家になるはずでした。ところがある日、激しい雷雨が彼の人
生を変えました。学校に向かう途中、雷が落ちて死ぬかもしれないと彼は恐れを感じました。その
時、思わずこう叫びました。「助けて.
マルティン・ルター：ことばに生きた改革者』. （岩波書店，2012年，187頁＋vi）. 軽 部 恵 子. 2017
年はルターの宗教改革が始まってから500年にあたる。ヨーロッパで. は既に500年祭の準備に入って
いるが，日本人にとってルターはあまりなじ. みがないかもしれない。もちろん，1517年秋，贖宥状を
批判する「九十五か. 条の提題」を教会の扉に貼りだし，宗教改革を始めた人物と世界史の教科
書. に書いてあるのだが。 日本人がキリスト教と聞くと，カトリックのイメージが強いかもしれない. が，
それは無理もない。1549年，.
2014年8月17日 . 晩夏の昼下がり、先日来図書館で借りていた『マルティン・ルター』〈ことばに生き
た改革者〉（岩波新書）を一気に読み終わり疲れてしまったところです。 こん.
岩波ジュニア新書７２３ 大統領でたどるアメリカの歴史. 脇阪紀行. 岩波新書１３７０ 欧州のエネル
ギーシフト. 小原嘉明. 岩波ジュニア新書７２４ 進化を飛躍させる新しい主役. モンシロチョウの世界
から. 唐亮. 岩波新書１３７１ 現代中国の政治. 「開発独裁」とそのゆくえ. 大治朋子. 岩波新書１
３８４ 勝てないアメリカ. 「対テロ戦争」の日常. 新着本の情報 Library News第3号. 新書. 徳善義
和. 岩波新書１３７２ マルティン・ルター. ことばに生きた改革者. 今野真二. 岩波新書１３８５ 百年
前の日本語. 書きことばが揺れた時代. 野中猛.
マルティン・ルター ことばに生きた改革者」徳善義和著 岩波新書. 宗教改革者ルターが何をしたの
か、宗教改革とはなんだったのか、明快に解説してくださったいます。宗教改革の意義が最もよくわか
る一般書だと思います。 ルターは、本来の信仰に戻すことしか考えていませんでした、のちに宗教改
革と呼ばれるように、大きな歴史の変革につながりました。その宗教改革が「ことば」を通してどう進め
られていったのか理解しやすいと思います。 岩波書店ホームページ. 「プロテスタンティズム 宗教改革
から現代政治まで」深井.
慰めと励ましの言葉―マルティン・ルターによる一日一章」を図書館から検索。カーリルは複数の図
書館からまとめて蔵書検索ができるサービスです。
ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリスト
教の世界を根底から変え、新しい時代への扉をひらいた。マルティン・ルター。宗教改革者。聖書の
ことばをひたむきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画す歴史の転機をもたらした生涯を描く。

S$15.81 Online Price; S$14.23 Kinokuniya Privilege Card Member Price; Availability Status :
Available for order from suppliers. Usually dispatches around 2 weeks. Retail store and online
prices may vary.
朝日新聞社. コンパックル. 071/ｱｻ/2012-5. 白川静著作集 / 白川静著 別下1 甲骨金文学論叢 /
白川静著. 平凡社. コンパックル. 081.6/ｼﾗ/別下1. 白川静著作集 / 白川静著 別下2 甲骨金文
学論叢 / 白川静著. 平凡社. コンパックル. 081.6/ｼﾗ/別下2. 岩波新書 1370 欧州のエネルギーシ
フト / 脇阪紀行著. 岩波書店. 2F一般書架. 081/ｲﾜ/1370. 岩波新書 1371 現代中国の政治 :
「開発独裁」とそのゆくえ / 唐亮著. 岩波書店. 2F一般書架. 081/ｲﾜ/1371. 岩波新書 1372 マル
ティン・ルター : ことばに生きた改革者 / 徳善義和著.
2012年9月28日 . マルティン・ルター ことばに生きた改革者』（徳善義和著、2012年 岩波新書）とい
う本に出会いました。 ルターは「ことばに生きた人」であった。修道士となって以来、聖書のことばと深
く取り組み、その教えの中心を捉えようと、生涯かけて格闘しつづけた。そして、そのことばを、民衆の
ために、民衆のわかる言葉で説きつづけた。宗教改革とは、そのルターが聖書のことばによってキリス
ト教を再形成した出来事であった。――徳善氏は冒頭で紹介しています。 ルターは修道院で聖書
を一心に読み、内面の葛藤.
マルティン・ルター ことばに生きた改革者 徳善義和（9784004313724）の最安値比較・価格比較
ページ。送料無料の商品を見つけられます。TポイントがたまるYahoo!ショッピングでお得なお買い物
を。

マルティン・ルター（ Martin Luther [ˈmaɐ̯tiːn ˈlʊtɐ] ( 音声ファイル)、1483年11月10日 - 1546年2月
18日）は、ドイツの神学者、教授、作家、聖職者である。 1517年に『95ヶ条の論題』をヴィッテンベ
ルクの教会に掲出したことを発端に、ローマ・カトリック教会から分離しプロテスタントが誕生した宗教
改革の中心人物である。 目次. [非表示]. 1 思想; 2 生涯. 2.1 生い立ち; 2.2 修道院生活におけ
るルターと「神の義」; 2.3 論争・贖宥状問題; 2.4 論争・カトリック教会の権威; 2.5 カトリック教会との
断絶・破門; 2.6 ヴォルムス.
2015年8月21日 . 自省録 -meditations-の徳善義和『マルティン・ルター―ことばに生きた改革者』
（岩波新書、2012年）引用に関する詳細記事。（Powered by BIGLOBEウェブリブログ）聖書の読
み方を変える（167-170ページ） ルターはかつて若い日、修道士は神の恵みを獲得するために完全
な生き方を追求し、それを日々の生活で実践しなくてはならないと考えていた。彼は聖書のことばを
修道生活に生かすべく、そこから多くの課題を読み取って、その実現に向かって苦闘し、葛藤した。
このとき、ルターにとって聖書は、「.
楽天市場-「マルティン・ルター——ことばに生きた改革者」6件 人気の商品を価格比較・ランキン
グ･レビュー・口コミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多
数。「あす楽」なら翌日お届けも可能です。
マルティン・ルター : ことばに生きた改革者 / 徳善義和著. 東京 : 岩波書店 , 2012.6 . - (岩波新書
; 新赤版 1372). 図書. ルターの首引き猫 : 木版画で読む宗教改革 / 森田安一著. 東京 : 山川
出版社 , 1993.11 . - (歴史のフロンティア). 図書. クラーナハ《ルター》 : イメージの模索 / マルティン・
ヴァルンケ著 ; 岡部由紀子訳. 東京 : 三元社 , 1993.2 . - (作品とコンテクスト). 図書. ルターとドイ
ツ精神史 : そのヤーヌスの顔をめぐって / 菊盛英夫著. 東京 : 岩波書店 , 1977.3 . - (岩波新書 ;
青-997).
宗教改革500年記念事業 推薦図書. 徳善義和著 「マルティン・ルタ— ことばに生きた改革者」 岩
波新書 ＜あとがき＞ルターの「95箇条の提題」をきっかけに宗教改革が起こってから、2017年には
「宗教改革500年記念」の年を迎える。ドイツでは、キリスト教だけでなく、社会的にも記念の行事
や展示が行われる。また、世界のルーテル教会はローマ・カトリック教会と共に、これを記念する「共
同文書」を準備中であるという。おそらく、ルターを「共通の信仰の父」として、宗教改革の現代的意
義を確認し、世界のキリスト教会挙げ.
マルティン・ルター -ことばに生きた改革者 岩波新書. 徳善義和. 岩波書店. ２．地理・歴史. 204
ｻ. 世界史の極意 NHK出版新書. 佐藤優. NHK出版. 210 ﾊ. 蒙古襲来. 服部英雄. 山川出版
社. 222 ｽ 1 モンゴル帝国の興亡 上 軍事拡大の時代 講談社現代新書. 杉山正明. 講談社.
222 ｽ 2 モンゴル帝国の興亡 下 世界経営の時代 講談社現代新書. 杉山正明. 講談社. 222 ﾐ.
宦官 側近政治の構造 中公新書 改版. 三田村泰助. 中央公論新社. 230 ｲ. 動物裁判 西欧中
世・正義のコスモス 講談社現代新書. 池上俊一. 講談社.
2012年8月22日 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書)作者: 徳善義和出版
社/メーカー: 岩波書店発売日: 2012/06/21メディア: 新書購入: 1人 クリック: 25回この商品を含むブ
ログ (10件) を見る印象深かったのは、ルターの信仰のかたちを決定づけたという「塔の体験」(p37〜
40)かな。晩年の回想に…
2016年12月18日 . さきの暗黒時代には、、誰が詩篇をただしく理解し、、読み聞かせてくれたであろ
うか。」とあり、去る中世時代、詩篇が人々の霊的生活の中で、もはや本来あるべき位置を占めな
くなっていた事実がうかがわれます。 そこに改革者ルターは、回復の息吹をもたらそうと、熱を込め次
のように語っています。 「もしあなたが、活きいきした色彩と姿とをもって、小さな像に描き出された聖
なるキリスト教会を見たいと願うなら、詩篇をとりあげなさい。 そうすればキリスト教とは何かをあなた
に示す立派な透明な純粋な鏡.
ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリスト
教の世界を根底から変え、新しい時代への扉をひらいた。マルティン・ルター。宗教改革者。聖書の
ことばをひたむきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画す歴史の転機をもたらした生涯を描く。
宗教改革者マルティン・ルターの教理に基づくキリスト教の理解と信仰を普及していくことが目的で
す。 . すぐには理解できない教えかもしれませんが、自分自身を頼りにして生きることに疲れ、不安を

抱いた方は、ぜひルターの教えを通して、ルーテル教会で聖書を読んでみましょう。 マルティン・ルター
（Martin . ドイツ人神学教授でした。ルターは「人の姿となられた神のことばとしてのイエス・キリストに
のみ従う」ことによって、信仰と思想において宗教改革という転換をもたらし、世界の歴史に大きな影
響を与えた人物です。
マルティン・ルター. ことばに生きた改革者. ひとりの修道士の飽くなき探究心が，キリスト教の世界を
変えた．聖書のことばを見つめつづけた改革者の生涯． マルティン・ルター . この本の内容. ことばの
真理を追い求め，聖書を読んで読みぬく．ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が，キリスト教の世
界を根底から変え，新しい時代の幕をひらいた．マルティン・ルター．宗教改革者．聖書のことばをひ
たむきに見つめ，ヨーロッパに中世と近代とを画する歴史の転機をもたらした生涯を描く．
2014年6月21日 . ルターの名. ルターの本来の家族名はルダー(Luder)である。ところが、1517年10
月半ば頃から、ギリシア風のエレウテリウス(Eleutherius)という名前を使い始めた（当時、人文主義
者の間で流行っていたという）。エレウテロスといえばギリシャ語で「自由な」という意味である。同年11
月には「 . 改革者ルター. ルター自身は宗教改革など始めるつもりではなかったのかもしれないが、
歴史は彼の登場を既に欲していたのである。 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波
新書). 作者: 徳善義和.
ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心… Pontaポ
イント使えます！ | マルティン・ルター ことばに生きた改革者 岩波新書 | 徳善義和 | 発売国:日本 |
書籍 | 9784004313724 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
マルティン・ルター―ことばに生きた改革者(岩波新書) [新書]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト
「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日
本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
タイトル, マルティン・ルター ことばに生きた改革者. 著者, 徳善義和 著. 著者標目, 徳善, 義和,
1932-. 出版地（国名コード）, XX. 出版地, 吹田. 出版社, 吹田市立千里山・佐井寺図書館. 出
版年, 2013. 大きさ、容量等, 3冊. 注記, 点字データ. 注記, 原本: 岩波書店 2012 岩波新書 新
赤版1372. 注記, ISBN: 978-4-00-431372-4. 点字図書・録音図書全国総合目録番号,
10327535. 出版年月日等, 2013. NDC（9版）, 198.3234 : 各教派．教会史. 対象利用者, 一般.
資料の種別, 図書. 資料の種別, 視覚障害者向け資料.
2017年10月28日 . 宗教改革 キリスト教世界の中心だったローマ・カトリック教会に反旗を翻したマ
ルティン・ルターや「ルター派」と呼ばれる賛同者らによって提唱された運動。ルター派は神聖ローマ皇
帝に改革を求める抗議書を提出したことから「プロテスタント（抗議する者）」と呼ばれ、やがてカトリッ
クから分離した教派を示す言葉となった。社会学者のマックス・ウェーバーはプロテスタントの思想が
近代資本主義の発展につながったと分析した。
2012年6月20日 . ことばの真理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき
探究心が、キリスト教の世界を根底から変え、新しい時代への扉をひらいた。マルティン・ルター。宗
教改革者。聖書のことばをひたむきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画す歴史の転機をもたら
した生涯を描く。
今回このガラテヤ書ルター訳自体を翻訳しながら、「わたし」. 徳善義和［訳］. 1932年生まれ。1954
年東京大学工学部卒業。1957年日本ルーテル神学校卒業。ルターと宗教改革研究のためにドイ
ツ留学（1960-62、71-72年）。ルーテル学院大学、日本ルーテル神学校名誉教授。 『マルティン・ル
ター ― ことばに生きた改革者』（岩波書店）などルターに関する著書、訳書多数。 お求めはお近く
の書店またはWebへ. ルター訳ドイツ語 聖書 ガラテヤ人の手紙 1522年「9月聖書」 ー原文・邦訳
と解説（徳善義和）ー. こちらで販売中.
思想[編集]. 聖アウグスチノ修道会に属するドイツ人神学教授として、ルターは「人の姿となられた
神の言葉としてのイエス・キリストにのみ従う」というルター主義によって宗教改革をもたらした。 ルター
主義は、ラテン語で「ソラ・フィデ」といい、「信仰のみ主義」と言われる。聖書は重視するが、カルヴァ
ン主義に比べてより、信仰を重視するものである。ただし、ルターはその生涯として後に述べるドイツ
農民戦争に際し、行為義認ではないが世俗の秩序を尊重する立場から農民暴動を批判してい
る。 そんなルターは宗教改革の中心.

1483年に鉱山業に従事していた父ハンス・ルダーと母マルガレータの次男として、ドイツのザクセン地
方の小村アイスレーベンで生まれた。洗礼を受けた日がトゥールのマルティヌスの祝日であったことにち
なんで、マルティンと名づけられた。もともと農夫（鉱夫説もあり）から身を起こした父は、上昇志向が
強く、子供たちにもさらに上を目指すよう常に要求していた。教育において時に厳格を極めた父の姿
は、後のルターが冷酷で厳格な神というイメージを持つ上で強い影響を及ぼすことになる。父の願い
に沿う形で、マルティンは.
② 宗教改革期のベストセラー作家、ルター。当時ヨーロッパの出版物総数. のどの程度を一人で占
めていたでしょう？ １．約 8 分の１. ２．約３分の１. ３．半分以上. ＊正解は・・・自分で確かめてみ
てね！ 図書館便り. Bugenhagen. ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン. ２０１2 年夏号 ルーテル学院大学図書
館. 2012.7.30 発行. ＊Bugenhagen. ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン. というタイトルは？ ルターの協力者で、
宗教改革を推進した人物から名付けました。 『マルティン・ルター : ことばに生きた改革者』 徳善義
和 著. 岩波新書（請求記号 198.351.
2016年5月20日 . こういう超有名人でも、手頃な、いい伝記というのはなかなか無いものです。 私が
最も感心したのは、モンタネッリ『ルネサンスの歴史』下巻に記されているルター伝だが、２０１２年にこ
れが出た。 著者は１９３２年生まれで、ルーテル神学校を卒業、ルター著作集の共訳者だそうです
（お名前の漢字が全部いい文字ですね）。 １４８３年マルティン・ルターはハンス・ルダーの子として生
まれる（父親はルダー姓、改革者として立ち現れた頃からルターの名を使用するようになる）。 ドイツ
中東部のザクセンおよび.
2017年12月17日 . マルティン・ルターに関連した本. マルティン・ルター――ことばに生きた改革者
(岩波新書) 徳善 義和 岩波書店; 宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」 (講談社学術文
庫) マルティン・ルター 講談社; マルティン・ルター: エキュメニズムの視点から ヴァルター カスパー 教文
館. >> 「マルティン・ルター」を解説文に含む用語の一覧. >> 「マルティン・ルター」を含む用語の索
引. マルティン・ルターのページへのリンク.
マルティン・ルター : ことばに生きた改革者. Format: Book; Responsibility: 徳善義和著; Language:
Japanese; Published: 東京 : 岩波書店, 2012.6; Description: v, 187p ; 18cm; Authors: 徳善, 義
和(1932-) <DA00460918>; Series: 岩波新書 ; 新赤版 1372 <BN00076234>; Catalog.Bib:

BB09431603; ISBN: 9784004313724 [4004313724] CiNii Books Webcat Plus Google Books.
ことばの真理を追い求め，聖書を読んで読みぬく．ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が，キリスト
教の世界を根底から変え，新しい時代の幕をひらいた．マルティン・ルター．宗教改革者．聖書のこ
とばをひたむきに見つめ，ヨーロッパに中世と近代とを画する . 第５章 ことばを受けとめる １ 危機と限
界 重なりあう危機／エラスムスとの論争／ドイツ農民戦争／ユダヤ人とルター ２ 聖書を読みつづけ
る ライフワークとしての聖書翻訳／聖書の読み方を変える／最後の聖書講義 終章 ことばに生きた
改革者 キリスト教的一体世界.
2017年7月30日 . 読者の方々には、それぞれの文脈において、ことばの諸相のどれに関わっているか
を確認していただくと、宗教改革とは何だったのか、いささか理解していただけるだろうと期待してい
る。そこから学ぶことは、宗教改革５００年が単に記念の年ではなくて、現代の信仰者と教会に深く
関わることも理解していただけるだろう。こうしてカトリック教会も変わりつつある。「改革された教会は
常に改革されねばならない」のである。宗教改革は続いているのだ。 徳善義一著『マルティン・ル
ター ことばに生きた改革者』
マリヤの讃歌 他一篇(岩波文庫)(文庫). (文庫)マルティンルター,石原謙,吉村善夫. 定価,
￥648（税込）. 中古価格, ￥298（税込）定価より ￥350 おトク！ 発売年月日, 2013/02/01. 在庫
がありません. お知らせメールに追加する · ブックマークに追加する. 中古. マルティン・ルター 日々の
みことば · マルティン・ルター 日々のみことば(単行本). (単行本)マルティンルター,鍋谷堯爾 . 新品.
マルティン・ルター ことばに生きた改革者(岩波新書) · マルティン・ルター ことばに生きた改革者(岩
波新書)(新書). (新書)徳善義和.
2012年8月11日 . 書評：徳善義和著『マルティン・ルター――ことばに生きた改革者』 (岩波新書).
新聞の広告で見かけた時（2012年6月）から、 ぜひ読みたいと思っていた本でした。 日本のルター研
究の碩学である、 徳善義和氏（ルーテル学院大学、ルーテル神学校名誉教授）の『マルティン・ル

ター ことばに生きた改革者 』(岩波新書)は、 ルターの生涯と今日的意義を知るのに絶好の入門書
です。 マルティン・ルター――ことばに生きた改革者 (岩波新書).
2015年12月26日 . マルティン・ルター · ローマ・カトリック教会が正統的な信仰から逸脱したことにつ
いて、16世紀にマルティン・ルターをはじめとする宗教改革者たちはプロテスト（抗議）しました。その
「逸脱」は、いくつもあります。 １．無原罪の聖母マリア. まず、カトリック教会には聖母マリア崇拝、聖
人崇拝、聖遺物崇拝があります。 カトリック教会には、聖母マリアや諸聖人に呼びかける祈祷文が
あります。これは、彼らに神への取りなしを願うものです。けれど、プロテスタントは、これらも偶像崇拝
と考えます。 特に、「無原罪の.
2017年3月7日 . ルターの宗教改革…カトリック教会への批判はすでに14世紀ころからみられていま
した。教会は改革を求める声にこたえようとせず、贖宥状(免罪符)を大量に販売するなど世俗化の
傾向が著しくなりました。これに対し、ドイツのマルティン・ルターは1517年に九十五力条の論題を発
表して、人は信仰のみによって救われると説きました。
徳善義和先生特別礼拝・講演会のご案内特別礼拝 7/7(日)10:30より説教者：徳善義和先生
(ルーテル学院大学・日本ルーテル神学校名誉教授） 説教題「喜びは常に満たされる」 昨年岩波
新書より「マルティン・ルター -ことばに生きた改革者」を著された徳善義和先生に説教をご担当頂き
ます。 講演会.
2013年1月13日 . マルティン・ルター――ことばに生きた改革者』徳善 義和,最近読書が不足して
いる。読みたい本はたくさん有るのにだ。それでも少しずつ読み終えた本を、気が向いたらここに記録
しておくことにした。書評ではない。感想と言ったりっぱなものでもない。ただ、思いついた呟きを残して
いこう。
2017年6月1日 . このリストは、奈良県立図書情報館が平成29年6月1日現在所蔵する資料の中
から、「＃Herelstand 我ここに立つ ～マルティン・ルター、宗教改革とそれがもたらしたもの～」に関す
る資料を収録したものです。 ルターと宗教改革; 中世からルネサンス期のヨーロッパ文化と社会; 印
刷技術の発達と宗教 .. 080-18-1372, マルティン・ルター : ことばに生きた改革者 (岩波新書:新赤
版 1372), 徳善義和著, 岩波書店, 2012.6. 081-6-128, 信仰要義 (岩波文庫:青-203,20012002), マルティン・ルター著/石原謙譯.
2016年10月28日 . 日本福音ルーテル教会では、、宗教改革500年記念事業の中に、宗教改革
を知る活学運動を位置づけており、教会内外に、宗教改革とその意義知るための推奨図書を4冊
選んだ。 最後の４冊目となる『「キリスト者の自由」を読む』（ルター研究所編著、リトン、1080円税
込、B6版）が10月31日の宗教改革記念日前に発行された。同教会では、同書を個人のみなら
ず、グループで読むことを勧めている。 同事業の他の推奨図書は以下の通り。 ○『マルティン・ルター
ことばに生きた改革者』（徳善義和著、岩波.
2013年5月18日 . 徳善義和著『マルティン・ルター ──ことばに生きた改革者』／岩波書店／2012
年6月発行 ドイツの片田舎に生まれた若き修道士の探究心がヨーロッパ.
4, マルティン・ルター : ことばに生きた改革者 / 徳善義和著 東京 : 岩波書店 , 2012.6. 5, ルター著
作選集 / マルティン・ルター [著] ; 徳善義和 [ほか] 訳 東京 : 教文館 , 2012.4. 6, 時を刻んだ説教
: クリュソストモスからドロテー・ゼレまで / ミヒャエル・ハイメル, クリスティアン・メラー著 ; 徳善義和訳
東京 : 日本キリスト教団出版局 , 2011.8. 7, キリスト者の自由 : 訳と注解 / マルティン・ルター著 ;
徳善義和訳 東京 : 教文館 , 2011.5. 8, ヨハネ福音書第1章・第2章説教 / 江口再起, 湯川郁
子, 中野隆正訳 東京 : リトン , 2010.10.
2013年10月27日 . 【マルティン・ルター 略年譜】 徳善 義和 著 『マルティン・ルター ～ことばに生きた
改革者～』 より . １５０５, ２２, 法学部へ進む 落雷を受けたのを機に、アウグスティヌス修道院入り.
１５０７, ２４, 司祭となる 神学研究を始め、講義も一部担当 . １５２３, ４０, 改革運動を開始. １
５２５, ４２, 農民戦争 カタリーナ・フォン・ボラと結婚 「奴隷的意志について」を出版. １５２９, ４６,
「大教理問答」、「小教理問答」を出版 ［オスマン帝国がウィーンを攻囲］. １５３０, ４７, アウグスブ
ルク信仰告白を提出. １５３１, ４８, ガラテヤ書.
あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。 ☆もっと知りたい人のためのオススメ本.
『マルティン・ルター―ことばに生きた改革者』（徳善義和著、岩波新書、700 円＋税）、『なんでも

わかるキリスト教大辞典』（八. 木谷涼子著、朝日文庫、950 円＋税）、『カトリックとプロテスタント
―どこが同じで、どこが違うか』（徳善義和・百瀬文晃編、教文館、. 1200 円＋税）、『争いから交
わりへ―2017 年に宗教改革を共同で記念するルーテル教会とカトリック教会』（ルーテル／ローマ・.
カトリック共同委員会、1200 円＋税）.
2012年8月19日 . これに対し、ルターは明確にこの要求を拒んだ。そのルターの陳述の最後にあの
有名な言葉がくるのである。「教会や公会議などは、いずれも、しばしば誤りを犯し、また、相互に矛
盾することは明らかであって、私はそういうものだけを信じることが出来ない。だから聖書の根拠、また
は明白な理性によって納得させられない限り、依然として聖書の証拠を確信している。私の良心は
神の言葉に縛られている。良心に逆らって行動す.特善義和『マルティン・ルター――ことばに生きた
改革者』（岩波新書、2012年）
マルティン・ルターの関連書籍. 『マルティン・ルター ことばに生きた改革者』（徳善義和） ことばの真
理を追い求め、聖書を読んで読みぬく。ひとりの若き修道士の飽くなき探究心が、キリスト教の世界
を根底から変え、新しい時代の幕をひらいた。マルティン・ルター。宗教改革者。聖書のことばをひた
むきに見つめ、ヨーロッパに中世と近代とを画する歴史の転機をもたらした生涯を描く。 Amazon. 『キ
リスト者の自由・聖書への序言』（マルティン・ルター） 『キリスト者の自由』は、福音主義の信仰の
真髄を明らかにしたもので、ルター.
別書名, 異なりアクセスタイトル:マルティンルター : ことばに生きた改革者. 巻次,
ISBN:9784004313724 ; PRICE:700円+税. 大きさ, v, 187p : 挿図, 地図 ; 18cm. 本文言語, 日本
語. 一般注記, 引用・参考文献: p181 ルター略年譜: p182-183. 件 名, NDLSH:Luther, Martin,
1483-1546. 書誌ID, 1000212145. ISBN, 9784004313724. NCID, BB09431603.
中川氏はルターゆかりの地を数多く旅され、たくさんのスケッチを残された信仰者である。それらのス
ケッチとルーカス・クラナッハの絵画作品等を用いて、ルターの生涯と宗教改革の出来事を詳しく解
説し、さらに宗教改革５００年に向けて日本福音ルーテル教会が取り組んでいる記念事業について
お話しくださった。 宗教改革に関する説明は、多くを徳善義和先生著「マルティン・ルター～ことばに
生きた改革者」（岩波新書）から引用され、大変に理解しやすかった。この書は挙母教会でも、すで
に読書会を２回開催して理解を深め.
『マルティン・ルター 』 ことばに生きた改革者 (2012.7.6) つい先日、バッハの《マタイ受難曲》を聞いた
ばかり。いっそうルターへの興味がつのった。本書はルターへの人間的興味の渇をいやしてくれる。後
年、ルターの信条がナチのプロパガンダに取り込まれていくつらい過程も教えてくれる。 ルターは、聖
書のことばを、民衆のために民衆のわかることばで説きつづけた。宗教改革とは、ルターが聖書のこと
ばによってキリスト教を再形成した出来事であった。ルターは、アイスレーベンに生まれる。13歳になる
とアイゼナハの聖.

