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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローマ帝国政府は、このキリスト教を

，きリスト教は、ローマ帝国支配下のユ・　危険回し・度重なる禁令と迫害とたより

ダヤの地で始まり、宣教者イエスの＋字　　撲滅を計ったが果せず、紀元313年に至っ

架上の死と復活ののち、’ Cエスの弟子た　　て、時のローマ皇帝コンスタンティヌス

ちによって、帝国のすみずみまで伝道が　　は・キリズト教を公回することに決め、

おこなわれた。　　　　　・　’　，’　　ミラノ勅令を発した。　　　．“’’ 、一@t
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　ミラノ勅令は、ギリスト教徒にとって、’

長い冬の時代の終りを告げるも9であっ，

たが．’．，その一方では、コンスタンティヌ

ス帝によるキリスト教国教化が、新たな

問題をひき起こした。コンスタンティヌ．

ス帝を始めとする歴代のローマ皇帝は、

キリスト教の教義上の問題にまで介入し

て、国家公認のキリスト教を作り上げよ

うと試み、、このため、幾多の異端派や分

離派のキリスト教会が発生した。

　431年に開かれたエフェソス公会議に

おいて、キリストの母マリアを「神の母」

と呼ぶことに反対したネストリオスが、

異端を宣告されて流刑になり、彼の支持

者たちは、ネストリオス派の教会を作っ

て、主にアジア大陸に布教をおこない、

景教と呼ばれるようになつ・た。

　451年のカルケドシ公会議では、キリス

トの人性が神性に吸収されて一つになっ

たとする合一論派（挙性論派）が異端と．

され、この説を信奉するエジプトめコプ

ト教会と、シリ．ア教会（ヤコブ派）は、『

以後独立の教会を保つようになつk6の

ちにアルメニア教会もこの合一論派に加

わり、や（ま，り独立の教会を保つことにな

った。

　こうした過程をへて、帝国公認のキリ

スト教の教義内容が固まってきて、今日

のギリシア正教あ母胎となった。　’

　，ローマ帝国は395年に東西二労化され

て以来それぞれ独自の道を歩み、東半分

は7世紀のアラブ・イスラム軍の侵入を

機に、アナトリア（小アジア）．を中心と

するビザンチソ帝国に模様替えをおこな

’つた。このビザンチン帝国では、8世紀

から9世紀にかけてイコン（聖画像）破

壊運動がおこり、長期にわたる燃烈な闘

争ののち、イコ）〈擁i護派が勝利を収め、

今日のギリシア正教会に見られるような

イコンの位置づけが定まった。

　9世紀後半ごろから、スラブ民族への

布教などをダ）ぐって・ビザンチン教会ζ

ローマ教会の間に対立が芽ばえ、1054年

には双方が相手を破門するという、最悪

の決裂状態になった。・これ以後、ビザン

チン教会を主とするギリシア正教会と、

n－rマ教会を中心とするローマ・カトリ

ック教会が並立するようになり、同じく

正統派信仰を標榜しながら、それぞれ異

なった方向へ歩んで行った。

　西の白一マ・カトリック教会からは、

16世紀にプロテスタント諸教会が分離

し、今日に至っている。

　このように、同．じキリスト教の中でも、

教義内容の違う幾つかの教会がある。

　従来、H本で「キリスト教」というと、

ロー々，■カトリックかプロテスタントを

連想しくギリシア正教を中心とする東方

教会には、まったく思い至ぢないのが実

情である。しかし、東方教会の成立はp

一マ・カトリックやプロテスタントより

も古く、それだけに、原始キリスト教に

近いと言える。また、東方教会の精神世’

界は、同じアジアの私たちになじみ易く、

今後日本でももっと研究されるべき分野

である。当館蔵書の紹介を中心とした本

稿が、今後の東方教会史研究のために、

いささかでも役に立てば幸いである。

　　イ寸　　言己　，’：t

i）　本稿で用いた「正教」及び「正教会」

　は、「ギリシア正教」及び「ギリシア正

教会」を指す。

ii）層〈〉内は当館請求記号。・当館未所

　野分には所蔵機関名を記入した。

iii）　各項目今の文献排列は、およそ初

　　　　　　　　　　　　　　　1
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歩・入門的なものから専門的なものの

川名と．しな。

1．東方教会史全般に関する
　　文献　　　・∴『　‘1

　　　　（1）概、説
　　　　　　し
　　　初代拳会史・H・R・ボーア著・、塩野靖

　　　『男面教文館・　1977324p．

　　　　　　　　　　　　　　＜HP61－6＞
　　　キリズト教史　第2巻　上智大学中世思

　　　　想研究所編訳　講談社　1980　425，91
』’ @　　p．　．．、　　　．　　　〈HP51－23＞・

　　　キリスト教史．3．ご東方キリスト教森

　　　　安達也’山川出版社　1978427，44p．

　　　　　　　　　　　　　　〈H　P　51一一L　17＞’

　　．・世界op歴史　7：イスラム商化の発展

　　　　新訂版　筑摩書房編集部編　筑摩書房

　　　　1978　311，11p．「　』．・〈GA32r一一一29＞

　　　Atiya，　A．　Aゐ獅。冗y・of　Eastern　Chris一’

　　　　観z痂以Lon（lo】4，19686486p．　．

　　　　、　　　　　　　　＜早大、一橋大＞

　　　Attwater，　D6nald．’The　ご加ゴs痂π，

　　　　Churches　of　the．．East．・Milwaukee，

　　　　1948．　2　寸．

　　　　．v・　1：Ch・・ch・・i…rPmg・i・岬th

　　　　Rome・・　　　　、’．　　　．・　’

　　　　ヤ．2：ChurcheS　not　in　communion

　　　　with　Ro卑el　　　　〈280－A886c＞

　　　Ostrogorski，Georgije．　Ge5chichte　、des

　　　　Byzanlinischen　Stdates．3．，　du士chL

　　　　9・a・brit・‡r　Aμn・．MU・・h・n・　1963・　・

　　　　514p．．　　　　　　　〈949．5－0859＞

　（2）史　料　集
　　　　　　　　　　ヒノコ
Mign・，　J．　P．，　gd，　P・t・・1・如ξcu・・us

・c・mpl・tzts…［P・t・・1・giae　G・aeca・〕

　Paris，1857－1912，’repr．　Turhhout、

　19～、’161v．「in　167．『ギリシア教父全：

．集』tt　，　　　「　．〈HC33一　7＞

Migne，　J．　P．　gd．，Patrologiae　cursdrs

cottPletzas…　［Patrplogiae　Latinae］．

　Paris，　1844－1864，　repr．　Turrihout，

　1956ん　221V．　in　222．『ラテン教父全

　集1・　’，一・　tt、　　＜HC33一　6＞

Corpus　・　’scrip’torum　ecclesiasticorum

　Latinoinm．　Vindobonae’，　1866一

　『ラ’テン教会著作大成』

　　　　　　　　　　　．　〈H　P63一　4＞

・〈3）事　1典「1、L’、

The　Oxford　dictiompry　of　the　Christian

　Church．　Ed．　F．　L．　CroSs．・2d．　ed．　Ox－

　ford，　1974．　1518p．　〈H　P　．2　一16＞　’

．2．ギリ．シア正教会全般に関

　　する文献．

　（1）概．　．説，

ギリシャ主教・高橋保行・講談社．1980

　318p．　．　／　〈HP131－18＞
ギリシア軍教入門　高井寿雄．教文館、

　1977　．202，10p．　．〈HP131－9＞．

ギリシャ正教入門遠藤富男　1978
．’ P67p．　　　、　　　　〈宜P131－12＞

永遠のイコン・ギリシプ正教米田治・

　奉、森安達也　京都　淡交社　1969

　262p．（世界の宗教）・　＜H31－3＞

、卑方正教会．オリヴィエ・クレマン著．

醤㌃尊台門訊1巨鯨
Ware，　Timothy，．’　The　Ortho4．ox

Chzarch．　Harmonqsworth，　1963．，　・　．352’

　P．1　　　　　　・・1　　．　’〈東大＞

Blane，　Andrew，　gd．　’The．．．e．cunzeni〈al

　world　of　Orthodox　civilization．．　The

一・@38　一



Hague，　1974．　250p．

　　　　　　　　　　〈H．P　131－22＞

（2）通　・卑

基督正教会史ポベ．ドノスツェフ著、上

　田下訳　正教会編輯局．1893（明治26

　年）　765p．　　　　　　〈17－315＞、

三野教会吏　1　スミルノ．？著　松本

　高太郎訳　正教会事勝局　　　1902～

　1903（明治35～36年），3v．

　　　　　　　　　　　　　＜316－75＞

ハリストス教会史謳　中、下巻　アレク

　サンドラ・ニコラエヴナ』rパフメテワ

　著、大和田敬時訳・正教会編輯局

11906～i908（明治39～41年）　2v。

　　　　　　　　　　　　〈特18・一913＞．

Zernov，　Nic61aS．　Eastern．　Christen－

　dbm；　a　study　of　oTigin　and　deVelop－

　ment　of　the　Eastern　Orthodox
　Church．　Londo’n，　1961．　326p．．

　　　　　　　　　　．＜281．9－Z58e＞’

’De’ uties，　Wilhelm．　Rom　・und　die

　勘卿漁’・4・・09燃．Freib・・9，　i・．

　1963．．452p．一t　　　＜HP122－33＞’

Benz，　Ernst．　Die　Ostkirche　im．Lic’h－

　te伽Pr・渉6吻廊6伽「Geschlchtss－

　chreibung　dept　Reformation　bis　zul

　Gegenwart．　MUnchep，1952r一　ip　4？1－p．　．・

　　　　　　　　　　　〈H　P　131一：一　17＞．

　（3）伝　、　「．言己、

主ハリストス・一代記（聖福音史）．国財芳

・編、石川喜三郎（ぺ一トル）訳　轡型会

　編輯局　1902（萌治35年）・．294p．

　　　　　　　　　t．　〈316－49＞

至聖生神女マリヤの略伝　水島行三編
　主教会事務所・1899（明治32年）　68’

P．　・’　・幣45二118＞

讃美たる聖使徒ぺ’トルとパ土ルの略伝

　水島行賑給　正教会事務所　1911

　（明治44年）9，7P．1．（絵入正撚庭、

　読本）　．　　　　’、　＜特45－126＞tt

聖金口の生涯と其事業　ロブヒン著、加

　島斌訳『正教会編輯局　1912．（明治45・

　年）　・230P．・　　　　＜特18－566＞

　＊コンスタンティノープル主教を勤

　　め、雄弁で知られたイオアンネス・

　　クリュソス』トモス（金の口）（350頃

　　～407）の伝記。

聖三里爾、焉保提乙r代記　クニャーゼ

ラ著、上田繍正鵜1884（明治・7

　年）11132P．　’　．〈33－218＞．

　＊九世紀後半に冬ラブ民族の問でキリ

　　スト教の右脚に努め、スラブ文化の

　　基礎を作6た、キュリ白スとメトデ

　　イオスの伝言己。

諸聖略伝第1～5拳　巴弗米帖瓦（バ、．

7メテワ）編今甲昂イ神来』』疎隔

　1885～1S86（明治18　k・　19年）　5v．

　内容11～5月之部’』　、＜33－180＞

・Meyendorff，　Jean．　，’lntloduction　aN　1’

・1 ﾞz646　de　G名四。げ名召Pa14mas・　Paris，

　，1959．’　431p．　〈922．2－P154m＞．

　＊14世紀の神学者で、神秘主義的なへ』

　　シュカス毛ス（静寂主義）を唱えたこ

　　　とで知られる、グレゴリオス・、パフ

　　．マス（1296／7．一13．59）につV・ての研

　　』究。

　　（4）聖人め言行録等．

　聖キリ・Lル教訓（イ手ルサリム大主教）・・

　　’聖大ワシリイ教訓・聖心ロイオアン教

　　訓・シリヤの聖エ：フレみ教訓・聖テイ・

　　ホン教訓ア・ネウスキー婦堀江後
’．@訳　正教会編輯局　190ゴ（明治34年）

　　　lv．　・’　．　〈90．一41＞
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　聖キリニル全書（イエルサリムの大主教）

　　欝血塾轡所照照台
　，一大ワシリイ教訓捗　シ・ゲ・ルンケウ

・聯欝曝購∴
　一白講聖域「イオアン著　吉田卯太郎編

　　正教会事務所・1903（明治36．年）　176

　　p．　　　・　　　　’〈特18－217＞
　聖金ロイオアン全集’，第5巻　E．中編

　　木村英吉訳、耳教会編輯局、1905
　　’～1912・（明治38　一y　45年）　2v．内容：．．

　　聖詠講話＿．　．　　’〈特18－771＞

　Goodal！，　Blake．　，　The　homilies’　of　Sl．，

　　John　Ch2zysostom　on　the　，letters　of　St．

”，　Paul　tq　．　Titus　and’　Philemon；

　　Pro．legomena　to　an　e4ition．’　Berkeley，

　　1978．　102p．　・’　〈HP．131－67＞

．Qrthodox　Eastern　Church．　Pravila　sv．　．

　、　ottsov1　　〔S∂oηz魚　ri．　Pボ，　18一？〕

　　560p．　Title．from　spine：　．Text　in

　　Greek　and　，Church　．Slavic．

鷺∵∴’脚∴’

世界。聖域13’・勤’ Aトズ．高橋栄t・．

寧成史』騨．11雪K畑8＞

ビザジチンあ光芒哩脈．糊・
　　郎　平凡社　1976　142p．，

　　　　　　　　　　　・　〈GG591－L　’s　〉
．　’

@Si，oris，　George　，　A．　Mo　unt　A　thos；　the　’

　　’stronghold　of　Eastern　Orthodoxy’

．難欝欝覧聯1’
　　　　　　　　　　　〈H　P　131－18＞

　Perilla，　F．　Le　mont　Athos；　・texte，　des一

　　　　　　　　　　　　　　　　　一40一

　sins　et　aquarellqs　de　F．　Perilla．

　，Saloniquei　1927．　．xv，．188p．

　　　　　）　〈709．49－P444m＞．
Sherrard，　Philip．・Athos；　’ 狽?f

?戟@holy

　mgunimnlPhotogrqphs　by　Takis　Zer一　’

：軸a㎞欝血11瞬断蔵〉

　⑥イコ・ン（聖画像）

イコンタルト・ブラッ．シ．ユ三彩社．

　’1966　86p．．　〈198・．15一’cB82　i＞

イ．コンのこころ　高湿保行、春秋社

　1981　174p．i　．〈KC387－5＞
聖性の鏡t一イコン紀行一松永伍：一・
　平凡社・1981　’165p．

　　　　　　　　　　　〈Kρ387－i6＞’

・3P．日本聴に閣鱒
　（1牌　　説

躰正野ヰ糠夫・’ [で・リス．5ス

　正教会教団府主教庁・1978　181p．・

　　　　　　　　　　　〈H　P　131－11＞
昨正教会197・年一・98・年一聖自7台独1

　立教会律の十年の歩み一．牛丸康夫』

　日本ハリストス正教会教団狩主教庁

1・980S8Pl　t／t〈函館未臓〉
．，．B本宗教史．II：近世以後　笠原一男編

　山Jli出版社19774σ9・40P．

　　　　　　　　　　　〈HK33－48＞

　．（2）．史料丁日本正教会出版物一’

日本正教会伝道三巴之1L2　石川喜

　三郎編　王教会編輯局・1901（明治34．

　年）．　252，302p．　　　　〈90－42＞

旧本正教会公会議事録　石川喜三郎編

’901・，・明治35年）12◎唯一97＞



ハ，リストス教に対する疑惑の弁明　2版

　水島行楊　大日本正教会事務所

19Q7ぐ明治40年差61P．

　　　　　　　　　　　〈特47－84S＞’

　＊初版は1899（明治32年）刊行・．

日露の戦争と日本正教徒　水島行楊編

　正教本会事務所噛1904（明治37年）60

　p．　　．　〈97－159＞
東京ハリストス褄活大聖堂の記念画帖

　増訂2版　水島行三編　正教会編輯二所

　1905（明治38年）49p．1〈特55－24＞

　＊初版は1904（明治37年）刊行

東京ハリストス復活大聖堂小誌一絵同一tt

　水島行楊編　1907（明治40年）　46p．

　　　　　　　　　　　　〈特49－207＞

日本八リズトス畢教会合同信徒大会議事

　録　全国信徒大会事務所　1909（明治

　42年）　144，55p．　　　’〈325－83＞

ニコライ大主教宣教五十年記含集　1861

　一　1911　’瀬沼恪三郎編　正教神学校

　1911（明治44年）　154p．

　　　　　　　　　　　　〈325－140＞　，

大主教ニゴラィ師説教演説集　鈴木透、

　加美長勘平編　教三社’1911（明治44’』

　年）　303p．．・　　　〈325－139＞’

大主教ニコライ早年事録　大主教二1ラ

　イ師葬儀委員会編．ハリストス正教：会

　本会　1912（明治45年）　172p．

　　　　　　　　　　〈198．1÷D27ウ〉

大主教ニコライ師事蹟　．〔他二篇〕．H

　本ハリストス正教会総務局編，刊

　1936　257p．・　一，　〈721：一18＞，

正教と教会及国家・日本ハ‘リス〉ス正教

　会1912（明治45年）62p．
　　　　　　　　　　　　＜特45－12’3＞

．・r正教と跡』（明治25年干1）の改題．

ハリスト府主教渡来二十五年記念誌　日

　本ハリスト正教会総務局　1933214

　p．　　　　　　　　　　　　　　’　　＜645－168＞

　＊云コライ師の後継者セルギイ府主教

　　（1871る1945）来日25年記念出版．

正教新報46i～765号愛々社1900
　～1912（明治33～45年）　〈雑4－10＞

正教要話　1号～19巻2号’教要述

　1900～1918（明治33年～大正7年）

　　　　　　　　　　　　〈雑4－12＞

正教時報　1巻1号～28巻12号、777
　～923，924～　正教時報社　1912

　（明治45／大正元年）」　＜Z9－138＞

　（3）伝　　　　言己，

明治文化と4コライ　牛丸康夫　教文館

　1969．　158p．．　〈HP131一　1＞
わ1’しら生涯の決意一大主教ニコライと山

　下りん一川又一英新潮社．1981
　216p．　　　　　　　　〈耳P　131－19＞

山Sりん一黎明期の聖像画家一　鹿島卯

　’女編　鹿島出版会．1976271p．

　　　　　　　　　　　・　〈KC229－62＞

山下りん．小田秀夫　目動出版部1977

　216p．　〈K　C．　229－88＞
．山下り，ん一信仰『と聖像画に捧げた生涯一

　小田秀夫　土浦　筑波書林　198092

　p．　〈KC229－157＞
　酒井篤禮小伝一司察イオアン川股篤禮

　小伝一十野帰一編　宮城県金成町

　　1976　40p．　・　・、＜HP131－6＞

　　（4）各教会史
‘

　京都ハリストス正教会開教100周年記念

　　誌京都ハリストス正教会197861
　，p．　’　’　〈HP131－15＞

　大阪正教会百年史謳　牛丸康夫吹田

　　大阪ハリストス正教会　197839p．

　　　　　　　　　　　〈H　P　131－16＞

　松山ハリストス復活聖堂水島行楊三
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）

．正教会事務所　ig11（明治44年）　42，．

2．p’@　　　　　　　〈特45一497＞1

4，中国正教会．史に関．する文献

　（1）概　　説　　　　　　　　　　　　　、

Latourette，　K．’＄．．　A　’hi．sto7y’　of　Chris一

　吻％フπ空sゴ。ηs．in　China・．　New　York，

　1929．930p．　　　〈275．ユ．十L359h＞

PanSkaya，　Ludrhilla．　’・　lntrodzabtion　to

　Palladii“s　Chinese，Literature．of　the

　Muslims．　ln　，　collabdration　wi－th’

　Dort．a，ld　Daniel　LeslieL　C／anber．　ra，

　lg77．　106p．・　．　・〈GK477－32＞

　＊序文で、ロシア正教在北京伝道団の．．

　　．歴史につV5て∴手際良．くまとめてい

　　　る（P．．3．～15）。．

i2）北京（ρ只シア正教律集団（アルバジ

　　「ン人）に関する文．献

阿三巴三族　金在斗．三三浜・1938．8

　p．　．’　’　／〈752－199＞’

5．ロ． Vア正教会史に関す．る
　　　文．献

　（1）・概　　説

Miliuk・y・’．　P4・1・・，　O・tlin・S　Of　Russiiml

cultza「e・Ed・MiChael．．耳・・pPvi・h・

　Tr．　V．　Ughet　and　E、　Davis．Philadel－

　1）hia，1948．　3　v．　in　1．・

　　　　　　　　　　　　　〈281．19－M6440＞．・

　．＊本書第一部が『宗教と教会』となつ

　　　てい．る。

pea・m…percy・〔and．pthers〕The
　RZtssian　Chtzrch，陀む劾7召s　on　its　his一

プ　

　40ry，　consli’tUtion，　dobtrine　and　cer．・

　6monial．　London，．．i915，　83P．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈224∠39＞

．Zernov，’ micQlas．．　7フ2e’Rzassia7¢8　．伽nd’

物、．C々卿・Lg・d・n・194S．マ∴193

　p．、　　　　　．、　　〈28LgrZ58r＞

Benz，．Ernst．． P万θ　Ostkirと勿．und　die「

　γ〃ss窄。加ChristenheitL　TUbing6n，．

　1949．175p．　．　〈281．9÷B4790＞．

　（2）．通　　史，．．

A卑mann，　Albert．Maria．、4ろ勿ss．　der

　OS．　ts　lawis　chen　・．・耳〃ψ6η96so痂。勿6．1

Wien；1950．．xvi，．．748p．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　
　　　　　　　　　　　　．〈274．．7－A518，　a　2i，

Makarfi，　Metro　olitan　of　Moscow，1816

　　　　　　　　　　　　　　　　　レ；188茎雲　途ゆγ勿α．．russleoi

Sanktp・t・・bロ・g’・1891・・Cp・・

dorf，’1968一．1969ポ．12v．

tserkVi

Dtissel一

〈H　P　131－10＞

＊最も三三な．ロシア正教会吏。’

　　（3）各．時代史

　　　　　　　　　　　ソFedotov，　GeQrgii　Pe七rovich．　The　／Rus．

　　sian、re　ligio　us　・mind：．Kievan、　Chzis一．

　　tianity，　the　tenth　to　動6　：緬ゴγ渉θ6η漉

　　cen4zaries’．　New　York，1960，．431p．

　　　　　　　　　　　　　〈274．7一．F294r2＞

SmolitSch，　Igor一．．Geschichte　der鰯ss♂む一’

　　ch¢n．Kirche，．1700一．1917．．．Erster．

Band・Leiden・．1964・．LVII，734P．

　　　　　　　　　　　　．＜28．1．g．TS6669＞．

　　＊1869年まで：を．扱う。．

．Crac・aft，　James・’The・ぬ％・伽⑳槻

　　of．Peter　the　Great．，L6nd6n，、1971．．．

336P・’r．一ご．〈H　P　131T14＞「．’

Oswalt，．． iulia．’　Kireh　liche　Gemeii　de．

　un．d　Bazaer％befzeiung．sozia　les．

　Refoγmdenleen　in　i’der．・orthodoxen

　　Gemeindegθistlichkθit　Ruβlands昌in

一L．42　一



　der　Ara●Alexanders　II．：”．’

　G6tting叩r．　1975．137p．．

　　　　　　　　　　　〈HP131－46＞
べ

Curtiss，　John　Shelton．・　Churbh　adad

’State　in　Rπtssia；伽last　years（ゾthe

　Empire・『190Qr1917・．New「Yorks

　1940．　ix，　442P．　〈280・g－T　c　981　c＞

Tim・・h・ff，　Ni・h・1・・β・・9・ye・it・h・

　1～21igion　in　Soviet　I～ussia，　1917－

　1942．　Lopdon，1943．　xii，171P．

　　　　　　　　　〈274．7　一T582r＞、

Briem，　Efraim．　KommunisMus　tznd

　Religion．　in　der‘Sowietunion∫ein

　IdeellkamPf．ひ∂凶．　von　Edzard

S・h・p・r・　Basel，　1950　．？434P．　’

　　　　　　　　　　〈281：9－B853k＞

絶東及び露国の基督教三里一レブ・テホ

　ミ十ロブ著、ペートル石川喜三郎訳

　正教会編輯局　1901（．明治34年）　45

　’p．　　　　　　　　、＜特49一：21，1＞

ロジア革命と正教．一T社会主義国におけ

　る土着信仰の諸相一　田口貞吉　ペリ

・かん社，1969257P．〈HK51－1＞

政治と宗教一ソ連邦政治の宗教政策一

　霜田美樹雄’成文堂　1972322，8

　p．　、　■　　1　　　〈HI（51．一3＞

　（4）｛云．　　・言己・

・シアの神秘家たち＄．ボルシヤ「 tー
　フ著、古谷功訳　あかし書房1985
　502p．　　　　　　　〈当館未所蔵〉『

聖セラフィム師父（サロフの奇蹟者）加
　ノ
　藤下編、教要社　igO3（明治36年）

　104p。　　　　』　　　〈特46；147＞
ヘ

サ「ロブの聖セラフ．イーム　イリナ・ゴ

　ライノブ著、エドワード・ブジョ、トフ

　スキ訳．あかし書房　1985　196P．、

　　　　’　　　　　「　〈HP131－25＞

Scoladi，　Paulin　G6rard．　Krijanich，

　messaggr　de　l’zani彪4召s　6加6伽s．　et

　カδプθ伽ρ伽s伽露脱∫α％sθγ痂6de

　Rome　et　de　Moscou　an　XVII　e　siegcle．

　Parisi　1947．261p．

　　　　　　　　　〈928　．918－K92　s　＞r

6’ Eビザンチン教会則ζ関す
　　．る文献㌧．

　（1）概　　説

・Hussey，　J．　M・，奥ジThq　Cα痂雇9θ

　medie　val　．　his　to　ry，　vol．　・　IV：　The

　By2dutine　EinPire，　Parl’II：　Go’Dern一’

”ment，　church　and　civilisation．　Cam－

　bridge，　1967．　xlii，　517P．’

　　　　　　　　　　〈940．1－C178＞　・

tt i2）通．　史、

Every，〈｝．丁舵励2απ伽θ助磁π忽θ

（451一’1204）．．．　2．一　ed．　Londo，n，　1．9，6．2．　，

　204p．・　　　　　　　　　〈慶大〉．

　（3）制度史
Darrouzes，　J．　Re’cherches　Sur　les　offifeia

．・

р?@l　t’ @glise　byzantine．　Paris，　．1970．　618

　p．，　．　〈HP131－13＞

　④思想・、精神史

Gpuillqrd，　J．ean．　QuatTe’proceNs　．de

　mystiques　a’‘　By2ance．　vers　960一

ノ・4三七三三三三漉P・・i・，

　1978．　81p．　’　〈HP131－66＞

　7’eアルンニア教会史に関する

　　　・文献
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　　（1）・．概　’説．t　’／　t、　．．．．．．．．．「：

Ofmanian，　M．．　tt．L・画趣・‘ A幽 E・脇励・ノ．

　so露．痂s≠o吻・sq．、dbctrine）　sOn㎏伽6y

　s4廊の1勿¢sα1伽顧¢．sa．！漉吻％アθ，－．

　sonργ禽θ鉱　2．6d．・Aht61ias－Liban；

　1954．194P．．．・・〈2sl・62』073・2＞．．

／Lang，　Di　vid・　’ larsh411・．．’脚ρ鷹

モ窒≠р戟E　Of　civilization・L・nd6r，197P・

　320p．、　．．．．．　”　＜GE685十．27＞．

　どセ

　（2）．研「．．究　　　　、　　』．

Lynch，　HゴF．　Bk　ン4唯識6忽α∫travels　and

　『蕊磁1づ6s．．Beirut．1965、．2v．tt

　　　　　　　　　　　　　．＜GE685－41＞．

　　　8．コプト教会史に関す．る文献

　　　（1）．．概　　説

e’　・　一　el　Masri，　lris　H　ab　ib．　Th’ ?@stQ　ry’ @’　of　the　’

　　　’Copts．　（Cair6）　’Middle　East　Cotmcil

　　　bf　Churehes，・1978．　584p．’

　　　　　　　　　　　　　　　〈H　P　131T68＞　・

　　　　（2）史　　料i　　　’　．．．．、．’．一

　　　．：埃及マガリイ全書．（克肖なる神父）．．三江

，　　　．復訳　正教会編輯局　・1906（明治39年）

　　　　620pi．，　・．・’”　．　．　’　，〈319r．160＞

　　　樗賂総湯亭瓢二三回忌

　　　　　　　　　　　　　　　　　くHP61r15＞．

　　　　（3）現地調査報告等　　．　．l

　　　YaMagatal　Takao．．　，　CoPtic一　monaster－

　　　　ies　厩　Wadi　al　Natrun．in　Egm妙t．

　　　　Tokyo，　lnstitute’for－the　StudY　of．

　　　　．．　Language　and　Cultutes　of　Asia　and　’

　　　　Africa，1983．58p．・＜H　P　131－T69＞

コプト社会に暮ら．す．・村山盛忠’岩・回書

　　　　　ノ．店1974．211p．　　〈HP131－4．〉

9．ヤコブ派シ．，リア．教会史に

　　閑．する．文献

　（1）概　　説

E・St・’で・．．　Chri・卿ちy，　Ind・p・ndb・t

．Chu・che・’ Ef，．二面E吻・1・勿論
　Britannica　l　15ih　ed．，　MacroPeadia．．6　．．

Chicag・1980・「P・136－142・

　　　　　　　　　　　　　　〈UR17二11＞

　（2）通．．・・卑．’　1一．　’．㌧．1

Budge，　・E．　A．　Wallis．，　The　’chrodaograr

　Phy　，　of　Gragory　A　buff’1　Faraj”’・Bar．

で砂ろ7α召πs∴・．tmnslatedン〃。ηz　the

　Syriac．　L6ndon，・1932．　2　vi’

　　　　　　　　　　、．・‘’　．．〈東洋文庫〉，

ユ0。ヤコブ派マラベル教会史．

　　　に関する文献

Brown，’　L．’W．　The　lndian　Cimistia’　ns　・・

’of　St　ThOnzas：’ 垂香@account　of the・

　α⑳θ窺．助磁ηChzarch　of惚励α飢

　Cambridge，，　1956i　xii，　315p．　’．’．

　　　　　　　　　　　〈281．63－B878　ii＞

Thomas，．1Pr　Christians　’and’　ChrisL’．

高め勿鰯御裾和燃鰍・Lρn－
　don，　1954．．’260p．．

　　　　　　　　　　　〈275．一4iTT461　c＞　’，

イ．ヅドにおける．シリア＝キ．リスト教徒．に

一関する文献　伊藩隆夫．・アジア■，アブ：

　．リカ文献調査委三会　196419P・

　（’アジ？・アフリガ．文献調査報告．’第

．88冊）■”．．’・tt．』』
狽煤 D≦Q脚｝1＞．
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11．ネス・トリオス教会史に関

　　する文献＝

　（1）概説「研究

景教入門　神直道　教旧館　1981218

　p．　・　．　，　・　〈H　P　131；20＞

景教の研究・．佐伯好郎・東方文化学降雨

　京研究所　1935・　1254P：

　　　　　　　　　　〈a　198－CN　2＞

　（2）通　・史

景教東漸史一東洋の基督教一　ジョン・

　ステーアート著、熱田俊貞、．賀川豊彦

　訳　豊文書院・1940．44QP．

　　　　　　　〈198ユ8－cS93　t－K＞

中国に於ける景教衰亡の歴史・佐伯好郎

　パーバードtt・燕京・同志社占方文化講、

　座委員会　1955’　．63，7　’，7p．’

　　　　　　　　＜198：18－Sai53　t＞

Moule，　Arthixr　Christopher．　Chris－

　tians　in　China　befo．re　the　y，ear　155Q．

　LQndon，　1930．　xiv，　293p．

　　　　　　　　　　〈275．　1　一M861＞

　（3）各時代史、

支那基督教の研究、第1～2巻‘佐伯好

　郎　春秋社松柏館　1943　2．v．

　　　　　　　　〈190　．　222＝Sa153　s　〉

　＊第1巻唐宋時代の支那基督教

　　第2巻．’元時代の支那基督教

唐鋤二代之景教’ ?＠ﾑ　九竜　1966

　3QO，　13p．　．　〈HP131r　3＞

（4）史　　．料

シリヤの聖イサアク全書1堀江旧訳　正

『教会編輯局　1909（明治42年）　574p．

　　　　　　　　　　　　〈324－143＞

Saeki，　Yoshiro．　The　Nestorian　dbcu－

　ments　and’　relics　in　China．’Tokyo，

　1951．　525，　3Qp．

　　　　　　　　　〈281・．　8＝S12’7n＞　．

Budge，　E．　A．・W．　！1，E！：　The　ttonles’　of

　κ露∂腕’Lκん勉…London　1928．　xvi，

　1335p’．　　　　　　・　　　　・＜281．8－M745＞

　＊本書には次の邦訳がある。

　　三主三一烈が欧州に派遣したる景教

　　僧の旅行誌　ワリス・バッヂ著、佐

　　伯好郎訳補　春秋社松柏館　1943

　　504魁　’tt・〈618－114イ〉
．Fie’凵C　J．．　M．　．．Mossoul　chre’t’ie”nne；　’e．sFai’

　szar　1’histoire，’1’arche’ologie　et　1’e’tat

　actuel　des’monuments　chre’tiens　de　la　’

　ψ4曜・…勿乙B・y・・uth・1959コ64．

　p二・　　　”　　 「、．@〈．（｝E81－14＞．．

　（5）現地掌理報告．』

Grant，　，・AS．4．hel．’・The　Nestorians；・g／r，

吻19吻ρ・謡ρ・d・n・1841・・lx・・郷

p．．　1　’　・〈281．　8，7　G　76’　ln　〉．．

（しら・いわ・かずひご、図書館協力部国際

・協力課）・
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