
平成26年度　長崎ゆかりの文学展〈第１回企画展〉

キリシタン殉教のドラマをとりあげた作品を中心に、関連資料等を
紹介し、長崎の文学の豊かさをお伝えします。
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長崎県立長崎図書館　４階郷土資料展示室
開館時間　９：３０～１７：００　休館日　毎週月曜日及び月末日
展示説明会　4月22日（火）　14：00～14：15

4月22日（火）～6月22日（日）
平成26年 平成26年

入場
無料

第３１回（平成２６年度第１回）県立長崎図書館講座のご案内
講演　「長崎の文学とキリスト教―『浦上四番崩れ』をめぐる文学―」
講師  奥野政元氏（活水学院院長）
５月２５日（日）１３：３０～１５：３０　２階講堂　入場無料　

市川森一「幻日」

森　禮子「五島崩れ」

遠藤周作「沈黙」

堀田善衛「海鳴りの底から」

長与善郎「青銅の基督」

芥川龍之介「奉教人の死」

などの作品と関連資料等を展示



主な展示資料　◇は初公開

資　　　　　　　料　　　　　　名 編 著 者 名 出　版　者 出版年 備考

1
〔直筆色紙(複写）〕  芥川龍之介　書 　木の枝の
瓦にさはる暑さ哉   日本文学色紙全集２１ 

日本近代文学館 講談社 1968

2 〔直筆原稿（複写）〕鏡花全集開口 芥川龍之介 ― 1925

3 奉教人の死 芥川龍之介 細川書店 1948

4 芥川竜之介全集  第１８巻    書簡 ２      芥川龍之介 岩波書店 1997

5 もうひとりの芥川竜之介    生誕百年記念展      ― 産経新聞社 1992

6 芥川龍之介の書画 芥川龍之介 二玄社 2009

7 阿蘭陀の花      永見徳太郎 四紅社 1925
永見徳太郎は劇作家・美術研
究家。芥川龍之介著「序に換ふ
る小品」所収。

8 長崎県立長崎図書館芳名録 ― ― ―

9 〔直筆原稿〕人間について一管見            長与善郎 ― ―

10 〔直筆色紙〕何んとなくただかがみ見る三月のひる           長与善郎 ― ―

11 青銅の基督  長与善郎 改造社 1923

12 竹澤先生と云ふ人 長与善郎 東京出版 1947

13 わが心の遍歴 長与善郎 筑摩書房 1959

14 筑摩現代文学大系 ２３ 長与善郎　野上弥生子集
長与善郎

野上弥生子
筑摩書房 1977

「青銅の基督」「竹沢先生と
云ふ人」所収

15 東洋芸術の諸相 長与善郎 矢貴書店 1944 「長崎の絵と風景」所収

16 長与善郎の画と文 〔１〕・〔２〕 長与善郎 座右宝刊行会 1977

17 〔自筆草稿（複製）〕 沈黙 （遠藤周作文学館蔵） 遠藤周作 ― ―

18
〔自筆原稿〕 女の一生　１部　キクの場合  （遠藤
周作文学館蔵）

遠藤周作 ― ―

19
〔直筆色紙〕「沈黙」より「踏絵を踏む足も痛い」
（遠藤周作文学館蔵）

遠藤周作 ― ―

20 遠藤周作『沈黙』草稿翻刻 遠藤周作 長崎文献社 2004

21 〔写真〕遠藤周作『沈黙』の碑（長崎市外海町） ― ― ―

22 沈黙 遠藤周作 新潮社 1966

23
女の一生　 １部 キクの場合　・　２部 サチ子の場
合

遠藤周作 朝日新聞社 1982

24 最後の殉教者 遠藤周作 講談社 1974

25
遠藤周作の愛した長崎 『沈黙』から『女の一生』ま
で 〔遠藤周作文学館企画展〕 〔第２回〕

藤田尚子
外海町立遠藤周作

文学館
2002

26
遠藤周作と長崎 心の鍵が合う街
〔遠藤周作文学館企画展〕〔第７回〕

池田静香
長崎市遠藤周作

文学館
2012

27 海鳴りの底から 堀田善衛 朝日新聞社 1961

28 日本史探訪 第２集 天草四郎 堀田善衛　他 角川書店 1971
天草四郎に関する遠藤周作
との対談

29 審判 堀田善衛 岩波書店 1963



30 日本の原爆文学 ６ 堀田　善衛 堀田善衛 ほるぷ出版 1983 「審判」所収

31 歴史の長い影 堀田善衛 筑摩書房 1986

32 新潮現代文学 ２９ 堀田善衛 堀田善衛 新潮社 1980 「広場の孤独」「ゴヤ」所収

33 方丈記私記 堀田善衛 筑摩書房 1973

34 ミシェル城館の人 争乱の時代 堀田善衛 集英社 1991

35 〔直筆原稿〕 野望の国  ◇            市川森一 ― ―
「オール讀物」文藝春秋刊
（1989年12月号）に所収。

36 〔直筆原稿〕 サハリンの薔薇 市川森一 ― ―

37 幻日  市川森一 講談社 2011

38 蝶々さん  上 ・下 市川森一 講談社 2008

39 夢暦長崎奉行    市川森一
長崎歴史文化

博物館
2005

40 市川森一メメント・モリドラマ集 市川森一 映人社 2012

41 私が愛したウルトラセブン 市川森一 日本放送出版協会 1993

42 淋しいのはお前だけじゃない 市川森一 大和書房 1988

43 親戚たち 市川森一 大和書房 1985

44 〔リーフレット〕市川森一　異人たちとの夏
山田太一
市川森一

松竹株式会社
映像宣伝部

〔1988〕

45 五島崩れ 森　禮子 主婦の友社 1980

46 三彩の女 森　禮子 主婦の友社 1983

47 神父ド・ロの冒険 森　禮子 教文館 2000

48 キリシタン史の謎を歩く 森　禮子 教文館 2005

49 キリシタン海の道紀行 森　禮子 教文館 2008

50 南蛮伴天連の道 森　禮子 教文館 2010

51 光るひととき 森　禮子 主婦の友社 1980

52 モッキングバードのいる町 森　禮子 新潮社 1980

53 島原の悲歌 轟　龍造 近代文芸社 1982

54 南蛮絵師山田右衛門作 轟　龍造 未成年社 2000

55 天草四郎 劉　寒吉 宝文館 1958

56 島原の乱 物語日本史 ７ 徳川三代の将軍たち 劉　寒吉 他 学研 1982

57
長崎キリシタン物語      児童文学創作シリーズ   
 

福田清人 講談社 1978

58 〔直筆原稿〕 かくれキリシタン 片岡弥吉 ― 〔1972〕
『ＪＡＦニュース』第１０巻第１号
（１９７２年１月２０日日本自動車
連盟発行）に所収。

59 浦上四番崩れ 明治政府のキリシタン弾圧 片岡弥吉 筑摩書房 1963

60 天皇の世紀 １５・１６ 大佛次郎 朝日新聞社 1978

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会期中に入替があります。
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