資料展示

群馬のキリスト教文化

期間：平成２０年１月１０日（木）～平成２０年３月２３日（日）
会場：群馬県立図書館 ３階展示コーナー
群馬県立図書館では、県内の郷土資料の重点的な収集・保存・利用提供に努めており、資料展示と
して、年４回テーマを替えて、特色ある資料を幅広く紹介しています。
群馬県は、“キリスト教先進地域”として、キリスト教が伝えられてから満４００年を迎えたと言
われています。
そこで、今回は、「群馬のキリスト教文化」と題して、新島襄・内村鑑三・柏木義円・住谷天来・
星野あいなど、近代群馬のキリスト教発展に寄与した人物を中心に、郷土資料や貴重書庫・特別文庫
資料等の一部、約１３０点を展示します。
【展示資料について】
本展示は、群馬県のキリスト教文化関連の図書資料等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅
的に紹介するものではありません。ここに示した１３３点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料のうち、「＋」記号の付いたものは郷土資料です。通常は２階調査相談室の郷土資料コーナ
ーにあり、いつでも閲覧できます。複本がある場合には、展示期間中でも貸出のできるものがあります。
「＊」記号の付いたものは、通常は貸出可能な一般資料です。
なお、展示されていない所蔵資料のことや展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談室で受け付け
ておりますので、お申し付けください。

○新島 襄
教育家・思想家。１８４３（天保１４）～１８９０（明治２３）年。幼名七五三太。江戸一ツ
橋、安中藩江戸屋敷に生まれる。キリスト教の布教に励み、湯浅治郎をはじめ地方の有力者を感
化し、１８７８年の安中教会設立となった。その後、京都府顧問山本覚馬とともに、同志社大学
の前身となる二人の結社「同志社」を設立した。国造りの基礎は人材の育成にあるとし、キリス
ト教に基づく精神教育による人間育成を志した教育者である。その功績は福沢諭吉とならび、明
治六大教育家の一人に数えられている。
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現代語で読む新島襄 同志社『現代語で読む新島襄』編集委員会／編 丸善 2000
新島襄全集 4 書簡編 ２
新島襄全集編集委員会／編 同朋舎出版 1983
新島襄 近代日本の先覚者 同志社／編 晃洋書房 19９3
新島襄全集 ９上 来簡編 上 新島襄全集編集委員会／編 同朋舎出版 19９４
新島襄全集 10 新島襄の生涯と手紙 新島襄全集編集委員会／編 同朋舎 1985
新島襄全集を読む 伊藤弥彦／編 晃洋書房 2002
新島襄の世界 永眠百年の時点から 北垣宗治／編 晃洋書房 1990
アメリカンボードと同志社 1875-1900 ポール・F・ボラー／著 北垣宗治／訳 新教出版社 ２００７
アメリカン・ボード宣教師 神戸・大阪・京都ステーションを中心に、1869～1890年
同志社大学人文科学研究所／編 教文館 2004
日本プロテスタント諸教派史の研究 同志社大学人文科学研究所／編 教文館 1997
新島襄 自由への戦略 吉田曠二／著 新教出版社 1988
新島襄全集 ６ 英文書簡編 新島襄全集編集委員会／編 同朋舎 198５
新島襄と徳富蘇峰 熊本バンド、福沢諭吉、中江兆民をめぐって 本井康博／著 晃洋書房 2002
新島襄の交遊 維新の元勲・先覚者たち 本井康博／著 思文閣出版 2005
新島襄先生伝 ゼー・デー・デビス／編纂 警醒社書店 1914
新島襄 良心之全身ニ充満シタル丈夫 太田雄三／著 ミネルヴァ書房 2005
明治キリスト教会形成の社会史 森岡清美／著 東京大学出版会 2005
明治文学全集 ８８ 明治宗教文学集 筑摩書房 197５
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新島襄全集 ２ 宗教編 新島襄全集編集委員会／編 同朋舎 1983
明治文学全集 46 筑摩書房 1977
近代日本思想大系 31 明治思想集 筑摩書房 1977
新島襄全集 １ 教育編 新島襄全集編集委員会／編 同朋舎 1983
欧米から見た岩倉使節団 アン・ニッシュ／編 麻田貞雄／訳者代表 ミネルヴァ書房 2002
新島襄全集 ７ 英文資料編 新島襄全集編集委員会／編 同朋舎出版 198５
日本の教会堂 その建築美と表情 児島昭雄／著 日本基督教団出版局 1992

○内村鑑三
宗教家・思想家・１８６１（文久元）～１９３０（昭和５）年。江戸小石川に高崎藩士内村宜
之の長男として生まれる。明治維新の時高崎へ移り、足かけ３年を群馬で過ごした。１８７７年
札幌農学校（北大）に入学、水産学を専攻。クラークによって伝えられたキリスト教信仰により
受洗を決意し、同級生の新渡戸稲造・宮部金吾らと札幌独立教会を創立した。その後新島襄の紹
介でアーモスト大に留学し、そこで総長シリーの感化を受け、キリスト教伝道を決意した。福音
主義信仰と時事社会批判に基づく「無教会主義」を唱えて聖書を研究し、それを「聖書之研究」
に掲載した。彼のイエスと日本という二つの J に貫かれた思想は多くの青年に感化を与えた。
＋２６ 内村鑑三 信仰・生涯・友情 山本泰次郎／著 東海大学出版会 1966
＋２７ 内村鑑三伝 信仰思想篇 益本重雄／共著 藤沢音吉／共著 独立堂書房 1936
＋２８ 聖書之研究 内村鑑三／主筆 聖書研究社
＋２９ ダニエル書の研究 3版 内村鑑三／述 聖書研究社 1925
＋３０ 内村鑑三先生御遺墨帖 長谷川周治／編 長谷川周治 1941
＋３１ 内村鑑三思想選書1 世界の平和は如何にして来る乎 非戦論編 内村美代子／編 羽田書店 1950
＋３２ 内村鑑三思想選書2 失望と希望 時事歴史篇 内村美代子／編 羽田書店 1949
＋３３ 内村鑑三思想選書3 永遠に変わらざるもの 講演編 内村美代子／編 羽田書店 1949
＋３４ 内村鑑三思想選書4 わが好愛する人々 人物編 内村美代子／編 羽田書店 1949
＋３５ 内村鑑三思想選書5 キリスト教は何である乎 教義篇 内村美代子／編 羽田書店 1950
＋３６ 内村鑑三思想選書6 だた神とともに 思索と文学編 内村美代子／編 羽田書店 1949
＊３７ 内村鑑三全集 第3巻 旧約研究 上 内村鑑三／著 岩波書店 1932
＊３８ 内村鑑三全集 33 日記 １ 内村鑑三／著 岩波書店 1983
＋３９ 無教会 孤独者の友人･家庭宗教美文の小冊誌 復刻版 内村鑑三／編集 キリスト教資料刊行会 1974
＋４０ 宗教と現世 内村鑑三／著 新教出版社 1980
＋４１ 四福音書の研究（上・下） 内村鑑三／著 筑摩書房 1949
＋４２ 内村鑑三の思想と信仰 石原兵永／著 大水社 1948
＋４３ 基督教論文集 内村鑑三先生信仰五十年記念 畔上賢造／編 向山堂 1928
＋４４ 内村鑑三研究 その新約聖書注解に関する疑問 岩谷元輝／著 塩尻公明会 1983
＋４５ 内村鑑三の生涯 近代日本とキリスト教の光源を見つめて 小原信／著 PHP研究所 1992
＋４６ 近代思想史における内村鑑三 政治・民族・無教会論 渋谷浩／著 新地書房 1988
＋４７ 無教会の論理 量義治／著 北樹出版 1988
＋４８ 内村鑑三のキリスト教思想 贖罪論と終末論を中心として 李慶愛／著 九州大学出版会 2003
＋４９ 内村鑑三とその系譜 江端公典／著 日本経済評論社 2006
＋５０ 内村鑑三・神学思想選 内村鑑三／著 野上寛次／編 けやき出版 2006

○柏木義円・海老名弾正・住谷天来・湯浅治郎・星野あい
安中で布教に励み、安中教会の設立に関わった海老名弾正、新島襄を尊敬し安中教会の牧師で
あった柏木義円、共愛学園の設立に関わり、数多くのキリスト教関係の訳本を出版した住谷天来、
政治家としても名高く、安中教会設立に私財を投じた湯浅治郎、津田塾大学塾長として活躍した
星野あいに関する資料
＋５１ 柏木義円集 第1巻 柏木義円／著 伊谷隆一／編 未来社 1970
＋５２ 柏木義円伝 菅井吉郎／著 春秋社 1972
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柏木義円伝 伝記・柏木義円 復刻 菅井吉郎／著 1996
柏木義円日記 柏木義円／著 飯沼二郎／編 片野真佐子／編 行路社 1998
上毛教界月報 柏木義円／編 上毛教界月報社
日本の説教 1 海老名弾正 日本キリスト教団出版局 2003
海老名弾正先生
渡瀬常吉／著 海老名弾正先生編纂会／編 竜吟社 1938
『新人』『新女界』の研究 二〇世紀初頭キリスト教ジャーナリズム 同志社大学人文科学研究所／編 人文書院 1999
耶蘇基督伝 海老名弾正／編 文明堂 1903
霊海新潮 海老名弾正／著 金尾文淵堂 1906
基督教十講 海老名弾正／著 警醒社書店 1915
基督教新論 海老名弾正／編 警醒社書店 1918
住谷天来と住谷悦治 非戦論・平和論 住谷一彦／[他]著 みやま文庫 1997
聖化 上 （復刻版） 不二出版 1990
内村先生を偲ぶ 住谷天来／著 出版者不明 1978
内村鑑三と住谷天来 住谷一彦／著 群馬県立図書館（自館複製） 1995
住谷天来詩集 住谷天来／著 西村白秀／編 西村白秀 1972
孔子及孔子教 住谷天来／著 警醒社書店 1912
仁風遺影 故徳江博士の追憶 住谷天来／著 新報社 1938
湯浅治郎 湯浅三郎／編 湯浅三郎 1932
上州安中有田屋 湯浅治郎とその時代 太田愛人／著 小沢書房 1998
YMCAｰ創立に参画した湯浅治郎 日本放送出版協会／編集 牧野昇・竹内均／監修
群馬県立図書館（自館複製） 1997
湯浅治郎と妻初 半田喜作／編著 『湯浅治郎と妻初』刊行会 1994
近代群馬の女性たち 大学婦人協会群馬支部／編 みやま文庫 19７１
小伝 伝記・星野あい 星野あい／著 大空社 1990
小伝 星野あい／著 中央公論事業出版 1960
群馬風土記 １９９１年３・４月号 群馬出版センター／編 19９１
津田塾会四十年の歩み 津田塾会／編集 津田塾会 1988

○文学者からのアプローチ～山村暮鳥・湯浅半月・磯貝雲峰～
キリスト者としての苦悩を斬新な手法で表現した山村暮鳥、詩人・図書館学者としても有名で、
聖書の研究に力を注いだ湯浅半月、新島襄を慕い、３２才の若さで亡くなった夭折の詩人・磯貝
雲峰に関する資料
＋７９ 企画展 第２回 山村暮鳥・大手拓次 群馬県立土屋文明記念文学館／編 群馬県立土屋文明記念文学館
＋８０ 山村暮鳥生誕百年記念写真集「雲と愛の詩人」 群馬町文化協議会／編
1984
＋８１ 三人の処女 山村暮鳥／著 新声社 1913
＋８２ 穀粒 暮鳥詩選 山村暮鳥／著 隆文館 1921
＋８３ 創作十字架 山村暮鳥／著 聖書文学会 1922
＋８４ 聖フランシス 山村暮鳥／著 春陽堂 1933
＋８５ 暮鳥伝 付 石楠集 小山茂市／著 小山茂市 1964
＋８６ 神の涙 三十三人詩集 山村暮鳥／〔ほか〕著 日本キリスト教詩人会／編 1994
＋８７ 山村暮鳥 聖職者詩人 中村不二夫／著 沖積舎 2006
＋８８ 第二イザヤ 預言詩 湯浅半月／訳 教文館 1939
＋８９ 伝道之書 雅歌 湯浅半月／訳 アルパ社書店 1937
＊９０ 箴言 湯浅半月／訳 アルパ社書店 1936
＋９１ 書画贋物語 湯浅半月／著 二松堂 1919
＊９２ 特選名著複刻全集近代文学館 [3]十二の石塚 湯浅半月／著 日本近代文学館 1982
＋９３ 群馬・黎明期の近代 その文化・思想・社会の一側面 群馬県立女子大学地域文化研究所／編 1994
＋９４ 新島襄先生詩史 安中の新島家 湯浅半月／著 湯浅とみ 1960
＋９５ 湯浅半月 半田喜作／編著 「湯浅半月」刊行会 1989
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磯貝雲峰 半田喜作／編著 あさを社 1998
磯貝雲峰作品集 新体詩の先駆者 内田忠之／編

内田忠之

1989

○教会誌・学校誌等
県内各地で歴史を築き上げてきた教会の記念誌、学校ほか、団体関係の資料
＋９８ 前橋教会史 110年の歩み 日本基督教団前橋教会教会史編集委員会／編 1996
＋９９ 教会百年史 石黒悦雄／編著 日本基督教団桐生教会／編 1978
＋１００ 沼田教会百年の歩み 沼田教会／編 沼田教会 1989
＋１０１ 吾妻郡キリスト教史 金井幸佐久／著 上毛新聞社出版局 2003
＋１０２ 高崎教会百二十年史 1884年5月17～2004年5月17日
高崎教会一二〇年史編纂委員会／編集 日本キリスト教団高崎教会 2004
＋１０３ 安中教会史 創立から１００年まで 新島文化研究所ほか／編 日本基督教団安中教会 1988
＋１０４ 原市教会百年史 日本基督教団原市教会／編 日本基督教団原市教会 1986
＋１０５ 甘楽教会百年史 日本基督教団甘楽教会／編 日本基督教団甘楽教会 1984
＋１０６ 島村教会百年史 日本基督教団島村教会／編 日本基督教団島村教会 1987
＋１０７ 新島学園50年の歩み 「新島学園50年の歩み」編集委員会／編 新島学園 1997
＋１０８ 共愛学園百年のあゆみ 1888～1988 共愛学園百年史編纂委員会／編 共愛社共愛学園 1988
＋１０９ アメリカン・ボード宣教師文書 上州を中心として
新島学園女子短期大学新島文化研究所／編訳 新教出版社 1999
＋１１０ 上毛愛隣社百年のあゆみ 上毛愛隣社創立百周年記念事業委員会／編 上毛愛隣社 1992
＋１１１ 上州の麦 救世軍高崎小隊八十年史 救世軍高崎小隊／編 救世軍高崎小隊 1981
＋１１２ 上州路 月刊郷土文化誌 1999年7月号通巻302号 関口ふさの／編 あさを社 1999

○その他一般資料・貴重書庫資料等
群馬県のキリスト教文化に関わる資料、「隠れキリシタン」に関する資料、貴重書庫資料、写真
・書簡など
＋１１３ 上州とキリスト教 郷土のしおり 清水要次／著 郷土誌刊行会 1980
＋１１４ 群馬のキリスト教 丸山知良／著 みやま文庫 1992
＋１１５ イエスキリスト 佐野天声／著 湯浅一郎／画 金尾文淵堂 1910
＋１１６ 上州の教会 湯浅与三／著 群馬県立図書館 （自館複製）2001
＋１１７ 上州風 JOSHUFU 27号 地域の物語を発掘する 上毛新聞社／編 上毛新聞社出版局 2007
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＋１２０ 草津「喜びの谷」の物語 コンウォール・リーとハンセン病 中村茂／著 教文館 2007
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１２９ クラーク博士と黒田清隆との秘話 内村鑑三／記 住谷悦治 1922
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１３２ 住谷天来の葉書２通（小山源吾氏宛）
１３３ 住谷天来関係のアルバム
編集・発行

-4 -

群馬県立図書館（前橋市日吉町１－９－１）
電話 ０２７－２３１－３００８

