
聖書を毎日開くのは難しいと感じているあなた。聖書を毎日開くのは難しいと感じているあなた。
はじめませんか？毎日のはじめませんか？毎日の新習慣！新習慣！

ク レ イ

WEB SITE

デボーションガイド  

ネットでネットで読む読む＆＆聴く聴く

今日のクレイが今日のクレイが
毎朝毎朝 LINELINE
に届くに届く！

MAIL MAGAZINE
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ハーベスト・タイムのホームページからメールマ
ガジンに登録しましょう。ハーベスト・タイムの
活動情報や中川健一のエッセイがいち早くメール
で届きます。聖書研究に役に立つ最新情報が満載！

www.harvesttime.tv

ハーベスト
メールマガジン

①聖書のことばを字義通り解釈する
②文脈を重視する
③当時の人たちが理解した方法で聖書を読む
④イスラエルと教会という言葉の意味を区別する

ホームページ
ハーベスト・タイムが運営している複数のサイトへ
の入り口としてご利用ください。聖書研究に便利な

「関連サイト横断検索」もオススメです。

聖書読解の四つの原則

『聖書研究から日本の霊的覚醒（目覚め）が』をモットーに、インターネットを用いた聖書研究と弟子訓練に力を注いでいます。また、
ヘブル的聖書解釈を重視しています。このスタディガイドを皆様の聖書研究ツールとして、お用いください。　　　　         

　　　　ハーベスト・タイム・ミニストリーズ     代表　中川 健一

2021 -2022

■通勤時間
■家事の合間
■お休み前に
デボーション

■完全無料  ■毎日更新

ハーベスト・タイム  スタディガイド



最新　シリーズ　聖会　Info

公式アプリを使って
グループで聖書研究始めよう！

A

A

「30日でわかる聖書」
【使い方】
1. 一緒に学びたい方を誘う
2. 聴くスケジュールを決める
3. それぞれ自分でメッセージを聴く
4. SNS などを使って証しをやりとり
5. 実際に会える時は集まって分かち合い
6. 30 日が終わったら、次は「創世記」

メッセージステーション

パソコンからスマホから

「マタイの福音書」「マタイの福音書」「マタイの福音書」

30日でわかる聖書30日でわかる聖書30日でわかる聖書

音声・動画・PDF テキストが全て無料 !

電車や車の中で
家事をしながら…
いつでもどこでも！

家庭集会や
スモールグループ

での学びに！

メッセージアウト
ラインやチャートが

閲覧可能

今すぐアプリをダウンロード！

ハーベスト
メールマガジン

ハーベスト ネット活用 Q&A

ある特定のテーマについて知りたいのに、なかなかに辿り着けないときは・・・

膨大なメッセージがあります。どのメッセージから聴けばいいのでしょうか？

このスタディガイドでは、メッセージが各カテゴリーに分類されています。特に学びの中心になるの
は聖書講解メッセージです。まずは最新のメッセージと平行して「30 日でわかる聖書」からスター
トしましょう。これは、聖書を読む力を身につけることができる最適のシリーズです。その後は、ス
タディガイドに従って、順にメッセージを聴いていくと良いでしょう。

ホームページ www.harvesttime.tv の検索欄にキーワードを入力
すると、ハーベスト・タイムの複数のサイトを一度に横断検索する
ことができます。

関連サイト横断検索

メッセージステーションでは、簡単な登録をすると視聴済みメッセージの記録を残すことが出来ま
す。アプリでは、聴きたいメッセージを手軽に見つけることができます。

メッセージステーションのホームページとアプリの違いは？

Q 1

Q 2

Q 3

A



聖書講解メッセージ

“30 日でわかる聖書”
マタイの福音書 ⅠーⅢ
最初の聖書講解メッセージシリーズ。
ユダヤ的な聖書の読み方を学びます。

全巻 CD30 枚入  ¥3,900（税込）
ＭＰ3（CD-R）¥2,000（税込）

1 2 3 4

5 6 7 8

創世記ⅠーⅦ
神がどのようなお方か、またイスラ
エルの民が選ばれた神学的理由を知
り、救いのすばらしさを確認しま
しょう。
全巻 CD65 枚入  ¥8,500（税込）

ＭＰ3（CD-R）　¥4,000（税込）

出エジプト記ⅠーⅤ
人間を罪から救うために神が用意さ
れた解決策、それを神がどう実行さ
れのかを学びましょう。

全巻 CD50 枚入  ¥6,500 （税込）
ＭＰ3（CD-R）¥3,000（税込）

ローマ人への手紙ⅠーⅥ
異邦人に与えられた恵みと使命は？
神の義と救いの確信によってクリス
チャンライフが変わります。

全巻 CD59 枚入  ¥7,700（税込）
ＭＰ3（CD-R）¥3,500（税込）

メシアの生涯Ⅰー XXI
四福音書を時系列に並び替え、イエス
の公生涯を詳細に学びます。ユダヤ的
視点で、わかりやすく解説しています。

全巻 CD210 枚入 ¥27,300 （税込）

へブル人への手紙ⅠーⅢ
ヘブル人への手紙は重要な書簡です。
旧約聖書と新約聖書のつながりを解
明し、福音の本質を学びます。

全巻 CD30 枚入  ¥3,900 （税込）

使徒の働きⅠーⅩ
福音書、書簡、黙示録を有機的につな
げる連結器のような役割を持つ書です。
この書の歴史的、神学的、弁証論的目
的を学び、現代のクリスチャンにとっ
ての今日的意義を学びましょう。

全巻 CD100 枚入  ¥13,000 （税込）

ヨハネの黙示録ⅠーⅣ
象徴的な言葉が多く、難解な書だと
思われがちな黙示録を、解釈学に法っ
て、わかりやすく解説します。

全巻 CD40 枚入  ¥5,200 （税込）
ＭＰ3（CD-R）　¥2,500（税込）

■ CD は各巻（10 枚セット）

単位でもご購入いただけます。

CD MP3 CD MP3 CD MP3 CD MP3

CD CD CDCD MP3

学びの中心は聖書講解！聖句を丁寧にユダヤ的に解説。聖書を読む力が
ついて学びがどんどん面白くなる。

Start

9 10 11

ガラテヤ人への手紙Ⅰ・Ⅱ
ガラテヤの諸教会を蝕む「ユダヤ主義
者」。それに反論するパウロの「キリス
ト者の自由」とは？福音の本質を学ぶ、
極めて現代的なテーマです。

全巻 CD18 枚入 ¥2,400 （税込）

ルカの福音書Ⅰー継続中
ルカが伝えるイエス像を、忠実に解説しま
す。古くて新しい真理とは？ご期待くださ
い！
※2021年 10月よりスタート！

1 巻 CD10 枚入  ¥1,300 （税込）

申命記ⅠーⅥ
モーセによる律法の解説書『申命記』。
この書のテーマは「主の愛に対する
応答」です。現代の私たちにも、多
くの適用があります。

全巻 CD58 枚入  ¥7,600 （税込）

CD CD CD

NEWNEW

 60 分でわかる旧約聖書
全巻 CD40 枚入    ¥5,200（税込） 全巻 CD27 枚入    ¥3,600（税込）

「創世記」から「マラキ書」
まで、旧約聖書39巻を
「鳥瞰図」的に各書を60
分で解説！
巻末に「中間時代」の解
説あり。

「マタイの福音書」から
「ヨハネの黙示録」まで、
新約聖書27巻を「鳥瞰
図」的に各書を60分で
解説！

■定例会の最新 CD が毎回届

く【定期購読】もあります。

オンラインショップ、または、

お電話にてご注文ください。

（月例会の定期購読サービスは

2021 年 8 月をもって終了し

ました。）

CD CD CD

 60 分でわかる新約聖書 神の国と悪魔の国

過去、現在、そして未来
に起こることを、「光と闇
の葛藤」という視点で学
ぶ新シリーズ。
2021年 9月スタート！

CD 単品で販売（1 枚）    ¥100（税込）

月例会メッセージ

NEWNEW

NEWNEWNEWNEW



伝道やスモールグループでの学びに大活躍！

心に残る、情熱的で印象深いメッセージ集。キリスト教書店のベストセラーです。テーマで学ぶ

初心者向け

信仰の概略を例話を織り
交ぜながら伝えるメッ
セージ集。伝道やプレゼン
ト用としてもお薦めです。
スモールグループの学び
にも最適です。

成長セミナー
 

　　　　DVD6 枚入テキスト付  

　　　¥5,000 （税込）

新・聖書入門講座 
　　　　CD6 枚入アウトライン付

　　　¥1,000 （税込）

・求道中、洗礼を受けたばか・求道中、洗礼を受けたばか
りの方りの方

・霊的成長を求める方・霊的成長を求める方
・終末時代の伝道を考える・終末時代の伝道を考える
方に最適の学習キット。ス方に最適の学習キット。ス
モールグループでの学びにモールグループでの学びに
もおすすめ。もおすすめ。

クリスチャンライフ、この麗しきもの
CD4 枚  ¥600 （税込）

          十字架のことば 
      CD8 枚アウトライン付 ¥1,400 （税込）

聖書を知りたい人のために   

CD3 枚  ¥500 （税込）

        真にスピリチュアルであるとは ?
                CD1 枚アウトライン付  ¥300 （税込）

主の祈り 人生に変革をもたらす祈り

CD1 枚アウトライン付  ¥300 （税込）

CD

CD

 ここからスタート！ 2021-2022年 スタディガイド 保存版2021-2022年 スタディガイド 保存版

ダウンロード　
ハーベスト・デジタルショッ
プから音声ダウンロード購入
が可能な商品

CD

MP3
DVD（音声と動画）
テレビ / コンピューターの前
に座って、落ち着いて学びた
い方におすすめ

MP3（CD-R）
音声をMP3形式にし、ギュギュッと
コンパクトに
MP3対応のCDプレーヤーでお聴き
ください

CD（音声のみ）
映像不要、「音声だけで十分！」
という方におすすめ。

メッセージステーションで
無料配信中
専用アプリでメッセージに簡単
アクセス

初心者におすすめのマーク
クリスチャンになりたての方、
また、求道者への伝道用にもお
すすめ

聖書を読み解くキーワード「シャカイナグロー
リー（神の栄光）」が出てくる箇所を丁寧に解説。
聖書の読み方が変わります！求道者から成長し
たクリスチャンまで聴いてほしいメッセージ
です。

モーセの五書を読み解く
CD3 枚テキスト付  ¥1,000 （税込）

                       
福音の奥義に生きる

               CD6 枚アウトライン付  ¥900 （税込）

                  
続・福音の奥義に生きる
CD5 枚アウトライン付  ¥800 （税込）

聖書は死についてなんと教えているか
                 CD2 枚アウトライン付  ¥400 （税込）

世界の三大宗教
ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の関係
CD3 枚アウトライン付  ¥500 （税込）

CD

キリストの
使徒たちが
伝えたこと
ー 使徒信条とは ー

CD12 枚入テキスト付　　　　　
¥2,100 （税込）

信仰は誰の
ためか
ー 聖書を読み解くキー
ワード『神の栄光』 ー

CD2 枚入アウトライン付　　　　　
¥400 （税込）

聖書解釈の
逸脱と回復

CD4 枚入テキスト付　　　　　
¥1,000 （税込）

教会に行くと毎回読み上げられる「使徒信
条」。本当の意味は何か？異端やカルト、新
しい教えの風に惑わされないように、信仰の
土台を確認できます。

みことばの真理を正しく解き明かすために
教会史を振り返り、聖書解釈がどのように
逸脱してきたのかを検証。本来の信仰とは
何かを考えましょう。

CD DVD

CD

CD

CD

CDCD

CD

CD

聖書入門 .com では、初心者に配慮し
たコンテンツを用意しています。また、
動画や音声だけはなく、短い文章の記
事が多く掲載されているのが特徴です。
人気動画「3 分でわかる！聖書」を
文章で読むこともできます。SNS で
シェアするなど、伝道にもご活用くだ
さい。

CD

CD

CD



　　　 エペソ書メッセージシリーズ
エペソ書が説くクリスチャン像、教会像から、クリスチャンラ
イフの聖書的土台を学びます。　　　　

CD6 枚入 ¥800 （税込 )

　　    ロマ書メッセージシリーズ
救いの３段階（義認、聖化、栄化）、イスラエルと福音の関係な
ど、重要テーマを通してロマ書全体の姿が浮かび上がります。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 CD7 枚入 ¥1,100 （税込 )

　　    ヤコブの手紙 〜生きて働く信仰とは何か〜

この書のテーマは、「聞くこと」ではなく「行うこと」です。
この手紙を通して、試練に打ち勝ち、実践するクリスチャンと
なりましょう。　                CD6 枚入テキスト付 ¥2,000 （税込 )

　　     ゼカリヤ書  〜神の預言の最終章〜預言者ゼカリヤに聞く〜

この書は神の預言の最終章であり、終末についての重要な情報
を私たちに教えてくれます。

CD4 枚入アウトライン付  ¥700 ( 税込 )  

　　  　第一テサロニケ 〜クリスチャンに与えられた希望〜

信徒同士の「兄弟愛」、「携挙・再臨」への備え、そして「将来
の希望」への理解を深めましょう。

CD4 枚入テキスト付  ¥1,000  ( 税込 )

　　     第二テサロニケ 〜クリスチャンに与えられた希望〜

「苦難の中にいる信者への励まし」、「主の日に関する誤解の矯
正」、そして「放縦な生き方に対する勧告」を学びます。

CD4 枚入テキスト付  ¥1,000  ( 税込 )

　　　  ユダの手紙 〜初代教会における異端と今〜

初代教会の時代から今日まで続く異端。その教えの内容とは ?
背教に打ち勝つ秘訣とは ?ユダの手紙から学びます。

CD3 枚入テキスト付  ¥1,000  ( 税込 )

CD CD

CD

CD

CDCD

CD

CD

　　    ヨハネの手紙第一    CD4 枚入 ¥1,000 （税込 )

          ヨハネの手紙第二 • 第三 CD3 枚入 ¥1,000 （税込 )
※それぞれテキスト付です

光の中を歩むことの祝福、救いの確信を得る喜び、愛に留まる
ことによる確信を学びます。　　　　　　　　　　　　　　　　 

書ごとの学び 聖書講解メッセージよりコンパクトなのに濃い学びができる。
興味のある書を、短期集中的に学びたい方に。

1 日セミナー・Q&A シリーズ

1 日でわかる「千年王国論」
～終末論に迷うあなたへ～
旧約聖書には、「異邦人の時」が終わると神の国が
出現すると預言されています。多くの神学者たちが
積み重ねて来た様々な議論を、｢聖書」というレン
ズを通して一つ一つ確認しましょう。

1 日でわかる「イスラエル論」
～イスラエルがわかると聖書がわかる～
イスラエルを理解することは、神の計画の全貌を
理解することに直結します。フルクテンバウム博
士の著書「イスラエル学」と併せて学ぶと、聖書
理解が革命的に深まります。

2017 年　1 日セミナー2018 年　1 日セミナー

ディスペンセーショナリズム Q ＆ A
～断片的知識を体系化しよう～
断片的になりがちな知識を Q&A を通して学ぶことで、知識
の定着化を図ります。ディスペンセーショナリズムを理解す
ると、神の壮大なご計画の全貌が見えてきます。

終末論 Q ＆ A
～終末時代の出来事～
終末時代に起こることを、Q&A 形式で時
間順に学ぶことができます。

2019 年　1 日セミナー2019 年　聖書フォーラムキャンプ

　講師：中川健一 CD

CD4 枚 テキスト（書籍）付　¥2,500 （税込）　　
ダウンロード版　　　   　　　¥2,500 （税込）
書籍のみ                          　¥1,019 （税込）    

CD5 枚テキスト（書籍）付　¥3,000（税込）　
ダウンロード版  ¥3,000（税込）
書籍のみ　　　　　　　　　¥1,528 （税込）

CD12 枚 テキスト（書籍）付　¥4,200（税込）　
ダウンロード版　　        　   　¥4,200 （税込）
書籍のみ 　　　　　　　　　　¥2,000 （税込）

第1回

第2回

第3回

第4回

講師：ノアム・ヘンドレン

講師：ノアム・ヘンドレン

講師：エレズ・ソレフ /黒川知文

講師：エレズ・ソレフ /黒川知文

講師：ラリー・フェルトマン

講師：リチャード・ヒル

講師：セツ・ポステル/トマス・ダミアノス

講師：モッテル・バルストン

講師：アーヴィン・サルツマン

講師：エレズ・ソレフ /黒川知文

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

海外からの多彩なゲストが再臨を語ります。
会場の臨場感と共に聖書全体の大きなテーマを学ぶ。

マークは無料配信中です

※ DVD販売は第４・６回のみです
※ DVDはなくなり次第、  CDのみの販売になります。

キリストにある
ユダヤ人とアラブ人

エデンの園から
新天新地まで

メシアに出会った正統派
ユダヤ人が語る終末論

インターネット時代の
ユダヤ人

ユダヤ人の救いの時は近い

祝福に満ちた希望
― 携挙について
　 知るべきすべてのこと ―

CD6 枚 テキスト（書籍）付　¥2,500 （税込）　　
ダウンロード版　　　   　　　¥2,500 （税込）
書籍のみ                          　¥1,019 （税込）    

CD/DVD テキスト付　各 ¥1,500 （税込）
ダウンロード版　各 ¥1,050 （税込）

再臨待望聖会 DVDCD

イスラエル、教会、
そして、神の世界救済計画

大患難時代
― サタンの策略と神の恵み ―

内村鑑三の再臨運動、そして現代
のメシアニック・ジュー運動

モーセの五書が指し示す福音

（ダウンロードのみ）



聖書講解メッセージよりコンパクトなのに濃い学びができる。
興味のある書を、短期集中的に学びたい方に。 　　フルクテンバウムセミナー ハーベスト・タイムが教えるユダヤ的視点での聖書解釈。

メシアニック・ジュ―である博士から直接学びたい方におすすめ。

講師：アーノルド・フルクテンバウム博士
通訳・解説：中川健一

※ �DVDはなくなり次第、CDのみの販売となります。その後テキストの在庫がな
くなったタイトルから順次、ダウンロード販売のみの取り扱いとなります。

2014 年『携挙・大患難時代・そしてユダヤ人の運命』
CD 8 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

「教会の携挙」から大患難時代における「ユダヤ人の救い」に至るまでの過
程をカバーします。人類の歴史がどこに向かっているかが明確になります。

2013 年『聖書は千年王国について何を教えているか』
CD 8 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

旧約聖書に記されている契約、預言を中心に千年王国の謎を紐解いていき
ます。時代の方向性、将来の希望、聖書的終末論が明確になるセミナーです。

2012 年『聖書が教える死後の世界』
聖書の基本的教えである一方で、誤った解釈の多いテーマです。博士の
聖書原典に忠実な解説によって、曇っていた視界が一気に晴れていくよ
うな経験ができます。

2011 年『聖書が教える救いとは』
知っているようで、案外知らないテーマ。それが「聖書が教える救い」です。
自らの信仰の確認を願う方、霊的成長を求める方、伝道を志す方にお薦めです。

2010 年『天使論、サタン論、悪霊論』
CD 8 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

種々の誤解があるテーマに、聖書的に取り組んだ意欲的なセミナーです。
サタンや悪霊に対する理解が得られクリスチャン生活への適用が豊富なセ
ミナーです。

2009 年『終末論とイスラエル』
CD 8 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

ロマ書9〜11章の学びです。異邦人クリスチャンとイスラエルの関係、終末
時代に起こること、ユダヤ人伝道の重要性など、パウロ神学の真髄に触れます。

2008 年『神の人類救済プログラム』
CD 8 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

「旧約聖書におけるメシア預言」と合わせて聴いて欲しいセミナーです。
契約神学とディスペンセーショナリズムの立場から、それぞれ救済論、
教会論、終末論を学び、聖書の全体像を展望します。

2007 年『旧約聖書におけるメシア預言』
CD 4 枚組テキスト付 ¥1,500（税込）

初代教会のクリスチャンたちは、旧約聖書を用いて伝道しました。旧約
聖書と新約聖書は一貫した書であることを実感させられる内容です。

2007 年『三位一体とは何か』
CD 4 枚組テキスト付 ¥1,500（税込）

 難解な教理である三位一体論の解説。聖書を字義通りに解釈するという
原則が随所に生かされています。

2006 年『イスラエル学』
CD 8 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

 「神学の切れた鎖の輪」とも呼ばれるイスラエル論を学びます。イスラエ
ルの過去、現在、未来が語られています。人類救済プログラムを重層的
に理解するための助けになり、聖書的イスラエル理解が深まります。

2003 年『ヨハネの黙示録』
CD 6 枚組テキスト付 ¥3,000（税込）

難解なヨハネの黙示録の解説。終末論に興味がある方にお薦めします。ヨハ
ネの黙示録と旧約預言とが密接につながっていることを実感するはずです。

ダウンロード購入のみ

ダウンロード購入のみ ¥3,000

ダウンロード購入のみ ¥3,000

CD

DVD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CD

2009年

2001年

2001年

2005年

2002年

2015年

2016年

フルクテンバウムシリーズがフルクテンバウムシリーズが
お求めやすくなりました！お求めやすくなりました！

5,000 円5,000 円  ➡➡  3,0003,000 円、円、2,500 円2,500 円  ➡ ➡ 1,5001,500 円円

CD

フルクテンバウム博士の書籍
「イスラエル学」          ー組織神学の失われた環ー

組織神学の盲点「イスラエル論」。これを初めて体系化
した先駆的著作がついに登場！
書籍 ¥3,056　A5 版 400 頁、デジタル書籍 ¥2,000

＜抄訳版＞

「メシア的キリスト論」
旧約聖書のメシア預言で読み解くイエスの生涯
書籍 ¥1,528　A5 版 257 頁、デジタル書籍 ¥1,000

『The Remnant of Israel』の日本語訳
書籍 ¥1,222　A5 版 184 頁、デジタル書籍 ¥700

「ヘブル的キリスト教入門」

※すべて税込価格

 ロゴスとラビ 　
CD1 枚 ¥400 （税込）

1 枚の CD に収録された短いメッセージ。ヨハネ 1
章と 3 章を取り上げ、「イエスとニコデモの対話」
をユダヤ的視点から解説しています。これはユダヤ
的聖書解釈の典型的な例と言えるでしょう。

 アブラハム契約の歴史的展開
  CD 2 枚 アウトライン付 ¥600 （税込）
このセミナーでは、聖書の歴史を貫く大原則「アブ
ラハム契約」を学びます。この契約がわかると、そ
の後の聖書の展開が体系的に理解できます。ユダヤ
民族の発展も、人類救済計画もアブラハム契約を起
点としていることがわかる内容です。

 イスラエルの祭りに隠されたイエス・キリスト
  CD 10 枚 テキスト付 ¥3,000 （税込）
旧約聖書の知識なしに、新約聖書を理解するのは不
可能だと痛感する学びです。イスラエルの祭りがイ
エスの十字架、復活、聖霊降臨、携挙、大患難時代、
再臨のタイミングとその意味を理解する鍵であるこ
とがわかります。

 ユダヤ的視点からみたメシアの生涯
デジタルショップでダウンロードのみ ¥3,000 （税込）
本格的な聖書研究への第一歩。入門編として最適で
す。四福音書を比較しながら、著者の意図を探って
いきます。謎解きをしているような面白さで、メシ
アの実像が立体的に浮かび上がって来るはずです。

 聖書の八つの契約
　　　　　　CD 9 枚テキスト付 ¥3,000 （税込）
聖書に記されている 8 つの契約について学びます。
神がイスラエルと異邦人に対してどのような計画を
持っているか、そして聖書の時代区分（ディスペン
セーション）とは何なのかを理解するための土台を
築くことができます。

 終末論のクライマックス   　
  　　　　　　CD11 枚 テキスト付 ¥3,000（税込）
過去数年続いた終末論のクライマックスとでも呼ぶ
べき内容です。この学びによって、 「歴史の終焉を
展望する」ことができるようになります。キリスト
の地上再臨の条件とは ? 反キリストとはどのような
人物か ? などの疑問に答えています。

    ディスペンセーショナリズムとは何か　　　　

　　CD8 枚 /DVD8 枚 テキスト付 ¥3,000 （税込）
以下のような内容を学びます。
・体系的に聖書を理解するために知っておくべきこと。
・聖句を適用する際に注意すべき点は何か。
・ディスペンセーショナリズムとはどういうものか。
・ディスペンセーショナリズム批判へどう回答すべきか。

1

2

3

4

5

6

7



3 分でわかる！聖書 　（1 巻）（２巻） 

今さら聞けない聖書の疑問を Q&A で
スッキリ解説。「世界のベストセラー」
である聖書の知識を身につけよう！
プレゼントにも最適です。

[ 文芸社 ] 
著者：中川健一　

各 ¥1,540

著者：矢吹ケン
訳・共著：中川洋

¥1,019　

著者：N.A. ビーチャム

¥2,000

著者：
ミリアム・ファインバーグ・ヴァモシュ

なぜ良い人に
悪いことが起こるのか

This is ISRAEL
写真で紹介するイスラエル

タイムトリップ
イスラエル

クリスチャンのカウン
セラーと、うつを通過
した牧師が綴る「苦難
の時の歩き方」。

読んだら行ってみたく
なること間違いなし。

聖書時代のイスラ
エルが、今よみが
える。めくって楽
しい一冊。

¥2,000   日本人に贈る聖書ものがたり
難解な聖書の世界を、大胆な試みとやさしい語り口で綴った
聖書ものがたり。聖書のツボがよくわかる！プレゼントにも
大好評。

1 巻 「族長たちの巻（上）」
2 巻 「族長たちの巻（下）」
3 巻 「契約の民の巻（上）」 
4 巻 「契約の民の巻（下）」 
5 巻 「メシアの巻（上）」
6 巻 「メシアの巻（下）」 
7 巻 「諸国民の巻（下）」
8 巻 「諸国民の巻（下）」

[ 文庫サイズ ] 著者：中川健一 全 8 卷セット　　  ¥10,796

せいしょものがたり
はじめからおわりまで

作：三浦亮平
絵：寺島健

聖書のメッセージ
をカバーしながら、
優しい文章で、子
供でも分かりやす
い絵本。

¥1,528

イスラエルの美しい写真を背景に、聖書が教える福音を簡潔
に説明しています。伝道ツールとして人気です。

B6 判 / 14 頁　5 冊セット　¥500 

トラクト
『福音の三要素』

著者：中川健一

￥1,426
￥1,222
￥1,426
￥1,324
￥1,426
￥1,324
￥1,222
￥1,426

マタイの福音書　 ¥2,037
  
マルコの福音書 ¥1,528
  
ルカの福音書 ¥2,037
  
ヨハネの福音書 ¥2,037
  
使徒の働き ¥2,037
  
ローマ人への手紙 ¥2,852
  
コリント人への手紙第一・第二 ¥1,528
  
ガラテヤ人への手紙 ¥815
  
エペソ人への手紙 ¥815
  
ピリピ人への手紙・コロサイ人への手紙 ¥815
  
テサロニケ人への手紙第一・第二 ¥815
  
テモテへの手紙・テトスへの手紙・ピレモンへの手紙 ¥815
  
ヘブル人への手紙 ¥815
  
ヤコブの手紙 ¥815
  
ペテロの手紙第一・第二、ユダの手紙 ¥815
  
ヨハネの手紙第一・第二・第三 ¥815
  
ヨハネの黙示録 ¥1,528
  

全て税込価格、デジタル書籍もあります。
旧約全巻（24 冊） ¥44,714
新約全巻（17 冊） ¥22,919

旧新約全巻（聖書のすべての書、41 冊） ¥67,633

創世記【改訂版】 ¥3,564 
 

出エジプト記 ¥2,852 
 

レビ記  ¥1,528 
 

民数記  ¥1,528 
 

申命記  ¥2,037 
 

ヨシュア記 ¥1,528
  
士師記・ルツ記 ¥1,528 

 
サムエル記第一・第二 ¥2,852

列王記第一・第二 ¥3,564

歴代誌第一・第二 ¥1,528
  
エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記 ¥1,528
  
ヨブ記  ¥1,528
  
詩篇  ¥2,852
  
箴言  ¥3,564
  
伝道者の書、雅歌 ¥815
  
イザヤ書  ¥1,528
  
エレミヤ書、哀歌 ¥2,037
  
エゼキエル書 ¥2,037
  
ダニエル書 ¥1,528
  
ホセア書  ¥815
  
ヨエル書、アモス書 ¥815
  
オバデヤ書、ヨナ書、ミカ書 ¥815

ナホム書、ハバクク書、ゼパニヤ書 ¥815
  
ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書 ¥1,528 

 

クレイ聖書解説コレクション 月刊デボーションガイド /Clay【クレイ】の
聖書解説をまとめた人気シリーズ

　　HARVEST BOOKS LINE UP 聖書の世界をより詳しく学ぶための１冊から
初心者向けの本まで。



「「 分でわかる！聖書分でわかる！聖書」」
「中川牧師の書斎から「中川牧師の書斎から」」

日曜日は
ネットで
礼拝！

月下愛実 CD サムエル・カン CD

中川健一推薦図書

ウィリアム・ウッド著書

ロマ 11：36
シングル CD

1.119 
2. いつも喜んでい

なさい
3. 詩篇 121
4. 詩篇 23 
5. 新しい契約、他

1.Panim　
2.Via Dolorosa
3.Because he lives
4.How great thou art 
5. ただ主を待ち望む者

他

YouTube でも大人気のサムエル・カンさん。定評のある心地よい歌声をお聴きください。

NEWNEW

A5 判 / 114 頁
¥815（税込）

B6 判 / 24 頁
¥300（税込）

A5 判 / 77 頁
¥770（税込）

Ｂ６判 /122 頁
¥880（税込）

日本の教会に
忍び寄る
危険なムーブメント

大川牧師著 『永遠
と復活』に対する
聖書的検証

新使徒運動はなぜ
危険か

ベーシック
セオロジー
チャールズ . Ｃ . ライリー

ディスペンセイ
ション主義
チャールズ . Ｃ . ライリー 著

終わりの時代の
真の希望とは
込堂一博 著

異端カルト問題を扱って40年
の著者が初めて怖さを感じた、
新しい使徒的宗教改革NAR。教
会を蝕む新手の毒麦、「使徒職の
回復」は聖書的なのか？

大川牧師が著した『永遠と復活』
の内容に関する聖書的検証を理
路整然と、わかりやすいことば
で解説！

「専門的でない方々のために書い
た」というこの本は、わかりや
すいことばで、個人の生活に適
用することを念頭に書かれてお
り、聖書の主要な教理を体系的
に提示しています。

新型コロナウイルス禍に乗じる
似て非なる新興「キリスト教」。
「預言者」と称し、病魔ウイルス
に「立ち去れ」と命じる怪しい
権威とは？

「ライリー博士は、私に、組織神
学の学びの楽しさを教えてくれ
た。それまで、退屈だと思って
いた主題を、全ての聖書研究の
中で最も興味深いものの一つに
してくれたのだ。」(アーノルド・
フルクテンバウム)

キリストの再臨という一大テー
マをわかりやすく解説。「携挙」、
「大患難時代」「千年王国」につ
いて書かれた聖書預言を検証し
ている本書は、クリスチャンな
らずとも必読です。

書籍 書籍 書籍

書籍書籍 書籍

Singing I Go ― 歌いつつ歩もう ― 　　  すべてのことが　    みことばうた　　　   ヴィアドロローサ
1. このこころ ささげて
2. ここは素晴らしい
3. いちわのすずめ
4. I didn’ｔ Know
5. 麗しい日々よ
6. 御名をほめたたえる歌声より
7.歌いつつ歩もう

Ａ５判 /869 頁
¥3,850（税込）

A5 判 /240 頁
¥1,650（税込）

CD¥2,200 （税込） CD¥2,000 （税込）CD¥500 （税込） CD¥2,000 （税込）

NEWNEW

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

初のソロアルバム

■ 聖書解説

■ 聖書Q&A

■ テーマ &トピック

定例会メッセージ（毎週日曜配信 15：30）
2021 年 10 月から「ルカの福音書」がスタート！

聖書の素朴な疑問に答える人気動画！「3 分でわかる！
聖書」ビギナーにおすすめ。手話版もあります！

「神の国と悪魔の国」（毎月第２火曜日配信）
神の国と悪魔の国の葛藤というテーマを軸に、聖書の概略を読
み解いていきます。

「中川牧師のつぶやき」（サブチャンネルで不定期配信）
国際情勢、日本の気になるニュース、聖書関連の話題など、気
ままにつぶやきます！

チャンネル登録チャンネル登録
へ GO ！へ GO ！

発送手数料（商品代金合計額より）
1 〜 600 円（100 円）  /  601 〜 1,999 円（300 円）  / 2,000 〜 4,999 円（500 円） /  5,000 〜 6,999 円（700 円） /  7,000 円以上（無料）

055-993-8880    

055-993-8883

shop@harvesttime.tv  harvestshop.net 

デジタル書籍・ダウンロード商品は
こちらから

ONLINE SHOP
オンラインショップ

DIGITAL SHOP
デジタルショップ

harvestdigital.shop

書籍（紙版）・CD・DVD・定期購読
セミナーのお申込みはこちらから


