
番号 資料名
年代／製作地／作者／素材・形態・技法

［ ］内は原資料
法量（縦×横

cm）
所蔵

［ ］内は原資料

I-1 アジア図
17世紀前半／アムステルダム（オランダ）／ヨドク
ス・ホンディウス（父）／紙に銅版，手彩

45.5×55.0 西南学院大学博物館

I-2
『中国図説』より「東アジアの地図
を持つイエズス会宣教師たち」

1667年／アムステルダム（オランダ）／紙に銅版 37.5×24.5 西南学院大学博物館

I-3
『中国図説』より「インドのマイラ
プールにおける聖トマスの奇跡の
十字架」

1668年／アムステルダム（オランダ）／紙に銅版 37.5×24.5 西南学院大学博物館

I-4 聖フランシスコ・ザビエル（複製）
21世紀／日本／複製画
［江戸時代前期（17世紀初頭）／紙本着色］

61.0×48.7
※額は含まず

西南学院大学博物館
［神戸市立博物館］

I-5 『聖フランシスコ・ザビエル伝』
1793年／ローマ（イタリア）／ジュゼッペ・マッセ
イ／書冊，紙に活版・銅版

19.8×14.0 西南学院大学博物館

I-6
『イエズス会宣教師たちによる書簡
集』第８集

1708年／パリ（フランス）／ニコラ・ルクレール／
書冊，紙に活版・銅版

16.5×9.5
個人蔵（上松徹氏より西南学
院大学博物館へ寄託）

I-7 『日本教会史』
1737年／ヴェネツィア（イタリア）／ジャン・クラッ
セ／書冊，紙に活版・銅版，全４巻

１巻：17.0×10.2
２巻：17.0×10.1
３巻：17.0×
10.0

西南学院大学博物館

I-8 『霊操』
1689年／アントワープ（ベルギー）／イグナティウ
ス・デ・ロヨラ／書冊，紙に活版・銅版

18.3×10.8 西南学院大学博物館

I-9 『キリストに倣いて』
1649年／ブリュッセル（ベルギー）／伝ジョヴァン
ニ・ジェルセン／書冊，紙に活版・銅版

12.0×7.5 西南学院大学博物館

I-10 『キリストの生涯』
1499年／ズヴォレ（オランダ）／ザクセンのルドル
フ／紙に活版・木版，手彩

27.3×18.9 個人蔵

I-11 『神学大全』第２-2部
1580年／ヴェネツィア（イタリア）／トマス・アクィ
ナス／書冊

32.5×23.5
九州大学附属図書館中央図書
館

I-12 『トリエント公会議録』
1781年／アウクスブルグ（ドイツ）／マテウス・
リーゲル／書冊

20.4×13.0 個人蔵

I-13 『イエズス会学事規定』
1616年／ローマ（イタリア）／イエズス会／書冊，
紙に活版・銅版

16.6×11.8 西南学院大学博物館

I-14 『どちりな・きりしたん』（復刻）

【1591年版】
1978（昭和53）年／日本／雄松堂書店／和装本
［1591（天正19）年／加津佐もしくは天草／イエズ
ス会／和装本，紙に活版］
【1600年版】
1978（昭和53）年／日本／雄松堂書店／和装本
［1600（慶長５）年／長崎／イエズス会／和装本，
紙に活版］

【1591年版】
24.2×18.0
【1600年版】
25.6×18.0

【1591年版】
西南学院大学図書館
［ヴァチカン教皇庁図書館］
【1600年版】
西南学院大学図書館
［カサナテンセ図書館］

I-15 『ぎや・ど・ぺかどる』（復刻）

【上巻】
2006（平成18）年／日本／雄松堂書店／和装本
［1599（慶長４）年／長崎／イエズス会，ルイス・デ・
グラナダ原著／和装本，紙に活版
【下巻】
2006（平成18）年／日本／雄松堂書店／書冊
［1599（慶長４）年／長崎／イエズス会，ルイス・デ・
グラナダ原著／洋装本，紙に活版］

【上巻】
26.1×19.7
【下巻】
26.2×19.3

【上巻】
西南学院大学図書館
［天理大学図書館］
【下巻】
西南学院大学図書館
［イエズス会日本管区］

I-16 『サカラメンタ提要』（復刻）
2006（平成18）年／日本／雄松堂書店／書冊
［1605（慶長10）年／長崎／イエズス会，ルイス・
デ・セルケイラ編／洋装本，紙に活版，二色刷］

22.0×16.5
西南学院大学図書館
［上智大学キリシタン文庫］

I-17
『サントスのご作業の内抜書』（復
刻）

2006（平成18）年／日本／雄松堂書店／書冊
［1591（天正19）年／加津佐／イエズス会／洋装
本］

16.0×11.0
西南学院大学図書館
［マルチャーナ国立図書館］

I-18 『羅葡日対訳辞書』（復刻）
1979（昭和54）年／日本／勉誠社／書冊
［1595（文禄４）年／天草／イエズス会／洋装
本］

26.4×19.2
西南学院大学図書館
［オクスフォード大学ボドレアン
図書館］

II-1
ヘロニモ・ナダル『福音書について
の註解と瞑想』

1595年／アントワープ（ベルギー）／ヘロニモ・ナダ
ル／ヒエロニムス・ヴィーリクスほか刻／紙に銅版

33.5×23.0 西南学院大学博物館

II-2 ロザリオの聖母
19世紀頃／ヨーロッパ／ヤン・ヴィーリクス／紙
に銅版

13.0×9.4 西南学院大学博物館

II-3
マリア十五玄義図（紙本著色聖母
十五玄義・聖体秘跡図）

2019（令和元）年／日本／複製画
［16世紀末-17世紀初頭／日本／作者不詳／紙
本著色，額装］

73.9×60.9
西南学院大学博物館
［京都大学総合博物館］

II-4 『程氏墨苑』（復刻）
1990（平成２）年／中国／中國書店／冊子
［1604（万暦32）年／中国／程大約著，丁雲鵬・呉
廷羽ほか画，黄燐等刻，滋蘭堂刊／紙に木版］

31.6×21.0
西南学院大学博物館
［故宮博物院（北京）］

 第１章　東方を目指した宣教師たち

第２章　イエズス会―その霊性と教育―

 第II部　聖像の伝来と変容

第１章　東方伝道と聖像の伝播

宣教師とキリシタン
―霊性と聖像のかたちを辿って―

会期：2021年11月８日（月）～12月20日（月）

 第Ⅰ部　キリスト教の東方伝道　［第一会場 西南学院大学博物館］

2021年度西南学院大学博物館特別



II-5
《セビリアの聖母》（渡辺千尋氏に
よる復刻）

1996（平成8）年／日本／渡辺千尋／紙に銅版 50.0×40.0 有馬キリシタン遺産記念館

II-6 救世主像
2021（令和３）年／日本／複製画
［制作年不詳／日本／銅板に油彩］

23.0×17.0
西南学院大学博物館
［東京大学総合図書館］

II-7 聖母像（親指のマリア）

2021（令和３）年／日本／俵屋工房 高橋亮馬／複
製画
［17世紀後期／イタリア／カルロ・ドルチ派／銅板に
油彩］

34.3×19.5
※額は含まず

西南学院大学博物館
［東京国立博物館（ジョヴァン
ニ・シドティ旧蔵）］

II-8 『邏媽人款状』
江戸時代後期／日本／嶋原佐章／竪帳，紙に墨
書

26.0×14.2 西南学院大学博物館

II-9 お掛け絵「セビリヤの聖母」 江戸時代／生月島／一巻，布 40.5×26.0 平戸市生月町博物館・島の館

II-10 お掛け絵「聖母被昇天」 江戸時代／生月島／一巻，布・紙 42.5×18.2 平戸市生月町博物館・島の館

II-11 お掛け絵「聖母子と二聖人」 江戸時代／生月島／一巻，紙 52.5×30.3 平戸市生月町博物館・島の館

II-12 雪のサンタマリア
2019（平成31・令和元）年／複製画／日本
［1600-14（慶長5-19）年／長崎／紙に顔料］

27.2×21.5 日本二十六聖人記念館

II-13 こんちりさんのりやく 江戸時代後期か／長崎／紙に墨書 13.3×19.6
外海潜伏キリシタン文化資料
館

II-14 ドソン（ルソン）のオラッショ 江戸時代後期か／長崎／紙に墨書 13.6×36.5 長崎市外海歴史民俗資料館

II-15 竹筒 江戸時代か／長崎／竹製
23.0（蓋5.5）×
6.0

外海潜伏キリシタン文化資料
館

II-16 大黒天像 江戸時代後期か／天草／木製
高20.5×幅
14.5×奥行13.5

天草四郎ミュージアム

II-17 大黒天像 江戸時代後期か／天草／木製

箱：高23.5×幅
17.8
大黒：高13.5×
幅7.0×奥行5.3

天草四郎ミュージアム

II-18 天草土人形 江戸時代後期／天草／陶製
高25.5×幅
24.0×奥行11.5

天草四郎ミュージアム

II-19 天草土人形 江戸時代後期／天草／陶製
高28.0×幅
17.0×奥行15.0

天草四郎ミュージアム

II-20 銭仏 江戸時代後期／天草／金属製 2.7×2.7 天草四郎ミュージアム

II-21 ハンタマルヤ
江戸時代か／長崎外海下黒崎地区／中国か／
金属製

12.0×9.5
外海潜伏キリシタン文化資料
館

II-22 マリア観音
17世紀か／長崎浦上村か／徳化窯（中国）か／
白磁製

24.0×9.5 西南学院大学博物館

II-23 伝マリア観音
制作年不詳／徳化窯（中国）もしくは日本／白磁
製

高22.5×幅9.3 西南学院大学博物館

II-24 マリア観音
制作年不詳／徳化窯（中国）もしくは日本／白磁
製

高23.5×幅6.0
×奥行6.1

天草四郎ミュージアム

II-25 マリア観音 制作年不詳／中国もしくは日本／白磁製
高7.5×幅6.0×
奥行4.5

天草四郎ミュージアム

II-26 マリア観音 制作年不詳／中国もしくは日本／銅製
高15.0×幅10.0
×奥行7.5

天草四郎ミュージアム

III-1 横浜商館天主堂ノ図
1870（明治３）年／日本／歌川広重（三代）／紙
に木板，色摺，三枚続

37.0×73.0 西南学院大学博物館

III-2 『仏蘭西国条約並税則』
1859（安政６）年／日本／須原屋伊八ほか／竪
帳，紙に木版

25.8×18.3 西南学院大学博物館

III-3 ベルナール・プティジャン肖像写真
1875年頃／ウィーン（オーストリア）／ヴィクトー
ル・アンゲラー撮影／名刺判古写真

9.4×5.6 西南学院大学博物館

III-4 『日本聖人鮮血遺書』
1887（明治20）年／日本／ヴィリヨン著，加古義
一編，村上勘兵衛等出版／書冊

18.8×12.5 西南学院大学図書館

III-5 『聖教初学要理』（復刻）
2012（平成24）年／日本／雄松堂書店／和装本
［1868（慶応４）年／日本／ベルナール・プティジャ
ン／和装本，紙に木版］

25.3×19.1
西南学院大学図書館
［上智大学キリシタン文庫］

III-6 『聖教日課』（復刻）
2012（平成24）年／日本／雄松堂書店／和装本
［1868（明治元）年／日本／ベルナール・プティジャ
ン／和装本，紙に石版］

17.6×12.1
西南学院大学図書館
［上智大学キリシタン文庫］

III-7 『羅日辞書』
1870年／ローマ（イタリア）／ベルナール・プティ
ジャン／書冊

27.4×19.8 西南学院大学図書館

III-8
『プティジャン司教の司牧書簡』（復
刻）

2012（平成24）年／日本／雄松堂書店／軸装
［1871年2月５日（明治3年１２月16日）／日本／
ベルナール・プティジャン／紙に木版］

31.8×119.0
西南学院大学図書館
［上智大学キリシタン文庫］

III-9 『教皇ピウス九世書簡』（復刻）
2012（平成24）年／日本／雄松堂書店／軸装
［1872年２月（明治5年正月）／日本／ベルナー
ル・プティジャン／洋装本，紙に石版］

31.8×119.0
西南学院大学図書館
［上智大学キリシタン文庫］

III-10
『ろざりよ十五のみすてりよ図解』
（復刻）

2012（平成24）年／日本／雄松堂書店／書冊
［1871（明治4）年／日本／ベルナール・プティ
ジャン／洋装本，紙に石版］

15.9×12.0
西南学院大学図書館
［上智大学キリシタン文庫］

III-11
『我主イエズスキリストの新約聖
書』

1910（明治43）年／鹿児島／エミール・ラゲ／書
冊

16.0×12.3
西南学院大学図書館（波多野
文庫）

第III部　再布教―パリ外国宣教会の訪れ―　［第二会場　西南学院百年館（松緑館）］

第２章　かくれキリシタンの聖像
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