
員数 寸法（cm） 所蔵 備考

資料 一 徒党禁止高札 木製墨書 1点 縦43.6×横108.8
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 二
板踏絵
キリスト像（ピエタ）

木枠内銅牌長方形浮彫 1点 縦45.8×横33.6
熊本県
・天草市天草切支丹館

レプリカ

資料 三 紙踏絵 紙製 1点 縦27.7×横34.5
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 四 紙踏絵 紙製 1点 縦27.7×横34.5
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 五 マリア観音 銅製 1点 高さ12.9×幅6.8
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 六 マリア観音 陶製 1点 高さ30.8×幅14.5
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 七 逆さ観音 陶製 1点 高さ39.1×幅33.2
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 八 潮隠しクルス 石製 1点 縦22.9×横14.9
熊本県
・天草市天草切支丹館

資料 九 聖水鉢 石製 1点 高さ26.8×幅26.0
熊本県
・天草市天草切支丹館

◎ 資料 一〇
綸子地著色聖体秘蹟図指物
（「天草四郎陣中旗」）

絹本着色 1旒 縦108.6×横108.6
熊本県
・天草市天草切支丹館

パネル展示

資料 一一 嶋原御陣図 紙本着色 1枚 縦178.8×横204.6
福岡県
・福岡県立伝習館高等学

パネル展示

資料 一二
「綿考輯録」巻55
（原城諸手仕寄之図）

紙本着色・竪帳 1冊 縦30.8×横21.7 東京都・（財）永青文庫 パネル展示

資料 一三 箱型十字架 青銅製 1点 長さ6.7×幅4.8×厚さ1.0
長崎県・
南島原市教育委員会

資料 一四 逆さ十字架 青銅製 1点 長さ4.1×幅3.7×厚さ0.6
長崎県・
南島原市教育委員会

資料 一五 十字架 鉛製 15点 -
長崎県・
南島原市教育委員会

資料 一六 メダイ 真鍮製 4点 ①長さ2.7×幅2.1×厚さ0.3
長崎県・
南島原市教育委員会

②長さ2.6×幅2.1×厚さ0.25

③長さ1.5×幅1.2×厚さ0.2

④長さ1.5×幅1.1×厚さ0.1

資料 一七 石火矢（砲弾） 鉄製 2点 長さ9.7×幅9.3
長崎県・
南島原市教育委員会

長さ8.5×幅8.5

資料 一八 雲林院氏伝来　鑓    （槍） 1点 全長308.2・刀身17.6

                               長刀（薙刀） 1点 全長235.0・刀身40.0

資料 一九 ロザリオの聖母と聖ドミニコ？のメダイ 青銅？ 1点 長さ1.85×幅2.3×厚さ0.25 個人蔵

資料 二〇 カリス？と聖母？のメダイ 銅製 1点 長さ2.4×幅2.15×厚さ0.2 個人蔵

資料 二一
アッシジの聖フランシスコとハンガリー？の
聖エリザベトの大型メダイ

真鍮製（イエローブラス） 1点 長さ3.9×幅3.35×厚さ0.3 個人蔵

資料 二二
日本二十六聖人列聖記念フランシスコ会士
二二殉教者のメダイ

真鍮製（レッドブラス） 1点 長さ2.45×幅2.1×厚さ0.1 個人蔵

資料 二三 聖母子と聖ヨゼフの漢字刻印メダイ 真鍮製（イエローブラス） 1点 長さ1.8×幅1.5×厚さ0.06 個人蔵

資料 二四 聖フランシスコ・ザビエルのメダイ 真鍮製（イエローブラス） 1点 長さ2.3×幅1.95×厚さ0.12 個人蔵

資料 二五 不思議のメダイ 真鍮製（イエローブラス） 1点 長さ3.15×幅2.75×厚さ0.25 個人蔵

資料 二六 十八世紀？の植物製珠のロザリオ
珠：植物製　　鎖：真鍮製
十字架：植物製の珠の組み合わせ

1点
全長42.4
十字架：長さ2.5×幅2.3×厚さ0.7

個人蔵

資料 二七 十八世紀中葉～十九世紀のロザリオ残欠
珠：練りガラス製　鎖：真鍮製
十字架：真鍮製　連数：不明

1点
全長40.0
十字架：長さ4.6×幅3.0×厚さ0.2

個人蔵

資料 二八
十九世紀中後期の宣教師団の
クロスのつくロザリオ

珠：木材　鎖：真鍮製
十字架：真鍮製 1点

全長41.3
十字架：長さ3.1×幅2.4×厚さ0.2

個人蔵

資料 二九
二十世紀前中期の聖遺物箱型クロス
のつくロザリオ

珠：植物の種　鎖：真鍮製（洋
白）

1点
全長56.0
十字架：長さ4.1×幅2.1×厚さ0.75

個人蔵

資料 三〇 現代の植物製のロザリオ
主の祈りの大珠：木材
天使祝詞の小珠：木植物の種
鎖：紐で代用　十字架：木製

1点
全長46.5
十字架：長さ4.15×幅2.75×厚さ0.48

個人蔵

資料 三一 十九世紀後期の１５連のロザリオ
珠：木材　鎖：真鍮製
十字架：鉄合金製

1点
全長95.0
十字架：長さ2.05×幅1.4×厚さ0.6

個人蔵

資料 三二 ルルドの聖母のチャプレット
珠：茶色の樹脂
鎖：真鍮製（洋白）
メダイ：真鍮製

1点
全長18.4
十字架：長さ2.3×幅1.92×厚さ0.12

個人蔵

資料 三三
十八世紀中葉～十九世紀の金属枠のつく
木製のロザリオトップの十字架

木製に真鍮製の枠 1点 長さ4.8×幅2.55×厚さ0.57 個人蔵

資料 三四 十九世紀中後期の宣教師団の胸十字架 真鍮製 1点 高さ8.0×幅5.3×厚さ0.62 個人蔵

資料 三五
十九世紀末から二十世紀初頭の
真鍮製の台つき十字架

真鍮製 1点 高さ19.0×幅10.0×厚さ4.95 個人蔵

資料 三六 十九世紀末から二十世紀初頭の手持ち用十字架 黒色の樹脂に真鍮製の枠 1点 長さ18.7×幅8.4×厚さ2.2 個人蔵

資料 三七 二十世紀の壁掛け十字架 木製 1点 長さ26.5×幅13.5×厚さ3.1 個人蔵

資料 三八
十九世紀中後期のルルド参詣記念の
６連大型ロザリオ

珠：木材　鎖：鉄製
十字架：木製に真鍮製の枠

1点
全長187.0
十字架：長さ7.9×幅4.05×厚さ1.1

個人蔵

資料 三九 二十世紀前中期のメダイのつくロザリオ
珠：茶色の樹脂　鎖：鉄合金製
十字架：真鍮製

1点
全長37.8
メダイ（大）：長さ2.1×幅2.1×厚さ0.17
メダイ（小）：長さ1.52×幅1.52×厚さ0.2

個人蔵

資料 四〇
信徒復活後の最初の天草出身の司祭である
大崎八重神父の葉書

1点 縦14.1×横9.0 個人蔵

番号 資料名

■ 資料一覧

個人蔵-


