
2015年2月19日(木)～4月15日(水) ※3月12日(木) 休室 （3階企画展示室以外は開館） 
3階企画展示室 
8:30～19:00 （最終入館18:30） ※但し2月19日は12:00開館  
一般800円（640円） 高校生以下無料 
※（ ）内は前売り及び15名以上の団体、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳持参者の料金です。 

報道関係各位 

No. 48 News 
 平成27年2月12日 

開 催 概 要 

プレス内覧 
■開催日 ： 2015年2月19日（木）  
■時  間 ： 1０：００～ 
■会  場 ： 3階企画展示室 
■集合場所： 3階ロビー 
 

開会式 
■開催日： 2015年2月19日（木）  
■時  間： 受 付  10：30～ 
        開会式  11：00～  
■会  場： 1階ホール 
※招待客向け内覧会  11：45～ ※オープニング記念講演会 14:00～ 

長崎歴史文化博物館では、2月19日(木)～4月15日(水)まで、
特別展「聖母が見守った奇跡」を開催いたします。これに
合わせて開会式を開催いたしますので、ぜひご取材・情報
掲載のほど宜しくお願いいたします。 

「聖母が見守った奇跡」 
開会式・プレス内覧のご案内 

■  
■ 
■  
■ 

特別展「聖母が見守った奇跡」 

特別展「聖母が見守った奇跡」実行委員会（長崎県 長崎市 長崎歴史文化博物館） 
東京国立博物館 
カトリック長崎大司教区 上智大学キリシタン文庫 
十八銀行 
九州商船 文明堂総本店 (株)サンフリード JTB九州グループ JR九州メンテナンス(株) 
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■ 
■ 
■ 
■ 
■            
■ 在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本 イタリア大使館 ポルトガル大使館 スペイン大使館 Embajada 

de Espana 在福岡大韓民国総領事館 文化庁 長崎県宗教者懇話会 長崎県教育委員会 長崎市教育委員会 佐
世保市 佐世保市教育委員会 島原市 島原市教育委員会 大村市 大村市教育委員会 平戸市 平戸市教育委
員会 五島市 五島市教育委員会 西海市 西海市教育委員会 南島原市 南島原市教育委員会 小値賀町 小
値賀町教育委員会 新上五島町 新上五島町教育委員会 熊本県 天草市 天草市教育委員会 長崎新聞社 共
同通信社長崎支局 西日本新聞社 朝日新聞社 毎日新聞社 日本経済新聞社長崎支局 読売新聞西部本社 Ｎ
ＢＣ長崎放送 ＫＴＮテレビ長崎 ＮＣＣ長崎文化放送 ＮＩＢ長崎国際テレビ ＮＨＫ長崎放送局 長崎ケーブルメディ
ア エフエム長崎 長崎県立長崎図書館 長崎市立図書館 長崎商工会議所 長崎県観光連盟 長崎県タクシー協
会 長崎国際観光コンベンション協会 (公財)佐世保観光コンベンション協会 平戸観光協会 五島市観光協会 新
上五島町観光物産協会 大村市観光コンベンション協会 島原半島観光連盟 天草宝島観光協会 

「信徒発見」150周年記念事業 世界遺産推薦記念特別展 



ロシアと日本での宣教活動を推進したローマ教皇で、
1585年には天正遣欧使節も謁見を果たした。周囲に
は日本のセミナリオ図も描かれている。 

初 

公開 

16世紀に日本各地で布教活動を行ったイエズス会の
宣教師。教科書でおなじみの作品。 

最後の潜入宣教師として屋久島に上陸し、新井白石
の取調を受けたヨハン・シドッチ所有の絵画。 

神戸市立博物館蔵 3月17日（信徒発見の日）～4月15日公開 東京国立博物館所蔵 Image: TNM Image Archives 

上智大学キリシタン文庫蔵 

展示内容 

＊西洋文明の伝播とキリスト教の繁栄 
  西洋との出会い、キリスト教伝播 

   日本人による西洋画制作 聖画と世俗画 
   世界とつながる日本 大航海時代と南蛮貿易 

＊キリスト教の禁教から弾圧へ 
   禁教と弾圧（二十六聖人、天草・島原の乱など） 
   キリシタン資料の里帰り 

＊潜伏キリシタンによる信仰の継承 
   平戸、外海、五島地区の潜伏キリシタンと 
   隠れキリシタン 

＊開国とキリスト教信仰の復活 
   大浦天主堂における「信徒発見」 
   浦上四番崩れと各地の迫害 
   信徒による教会堂建設 
   ド・ロ神父と外海の信仰とくらし 

＊世界遺産登録への取り組み 

期間
限定 

公開 

News 

里帰り品から初公開まで貴重な資料が一堂に！ 

聖母が見守った奇跡 見どころ 

世界宗教史上の奇跡と称され、国内外から注目される「信徒発見」150周年にあわせ、聖ザビエルの布教から「信

徒発見」へ至る歴史や各地の特色を紹介するとともに、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界文化遺産登
録に向けて県内外の機運を高めるために、特別展を開催します。 
東京国立博物館が所蔵する旧長崎奉行所宗門蔵に保管されていた潜伏キリシタンからの押収品約200点を一挙
公開するほか、五島列島、平戸、島原、長崎市外海地区等の特色ある関係資料まで、およそ550点を通して、長

崎の地に刻まれたキリスト教の歴史と文化をご紹介します。 

期間
限定 

公開 



〒850-0007 長崎市立山 1-１-1 

TEL：095-818-8366  FAX：095-818-8407  
担当 教育普及グループ  広報担当 大石美・前田 

News 

関連イベント 

◆オープニング記念講演会 
  キリシタンの盛衰と復活 
  ―ザビエルの宣教から「信徒発見」までの歩み― 
 日時  2015年2月19日（木）14：00～15：30 
 会場 １階ホール 
 定員  １４０名 ※聴講無料 
 講師  五野井隆史氏（東京大学名誉教授） 

◆長崎県・上智大学連携シンポジウム 
 『長崎のキリスト教伝来と未来』 
 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」および「信徒発見150年」 

日時 2015年3月9日（月）13：00～17：00 
会場 長崎ブリックホール 
入場料 無料 ※要事前申込み 
お問合せ 上智大学カトリックセンター TEL 03-3238-4161 

◆鼎談 かくれキリシタンを語る 
 日時 2015年3月14日（土） 14：00～16：00 
 会場 １階ホール 
 定員 １４０名 ※聴講無料 
 講師 松川隆治氏（枯松神社保存会会長） 
     中園成生氏（平戸市生月町博物館･島の館学芸員） 
     髙橋弘一氏（新上五島町教育委員会文化財課主査） 

◆講演会 「信徒発見」とプティジャン司教の時代 
 日時 2015年3月21日（土） 14：00～15：30 
 会場 １階ホール 
 定員 １４０名 ※聴講無料 
 講師 中島昭子氏（捜真学院長） 

◆長崎の教会群とキリスト教関連遺産 
  記念コンサート 
 日時 2015年2月21日（土）15：30～ 
 会場 1階エントランスホール 
 出演 長崎県新演奏家協会 
 ※観覧無料 

◆ワークショップ「ステンドグラスをつくろう」 
 日時 2015年3月7日（土）、8日（日）①10：30～②14：00～ 
 会場 伝統工芸体験工房 
 定員 各回６名（小学4年生以上） 
 料金 300円より（製作内容で異なります） 
 指導 長崎やけんステンドグラス塾 

◆体験プログラム「ド・ロさま 食の体験」 
 日時 2015年3月15日（日）10：00～12：30 
 会場 １階講座室 
 定員 15名程度（先着順・要事前申込み） 
 料金 1,000円 
 メニュー かんころもち、ド・ロさまパスタづくり 
 講 師 日宇スギノ氏 
      （一般社団法人ド･ロさまの家／フェルム･ド･外海） 

 ※エプロン、三角巾をご用意ください。 

◆学さるく 
長崎の街を歩いてめぐるガイドツアー「長崎さるく」に、特別展に 
あわせたコースが登場します。 
 開催日 2015年2月21日(土)、3月1日(日)、14日(土)、29日(日) 
       4月12日(日) 
 時間 10：30～12：30 
 参加費 大人1,000円、中高生500円（特別展観覧料込み） 
 ※要事前申込み。最尐催行人員 4名  
 ※お申込み・お問合せ 長崎国際観光コンベンション協会 
                長崎さるく受付 TEL:095-811-0369 

真鍮踏絵 キリスト像 マリア観音 聖母像 三聖人像 ロザリオ 

東京国立博物館
所蔵のキリシタン
没収品約200点を
一挙公開！ 

国指定 

重要 

文化財 

メダイ 

聖母が見守った奇跡 見どころ・イベント情報 

東京国立博物館所蔵 Image: TNM Image Archives 


