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　昨年の11月20日は，フランシスコ・ザビエルがインドに向け日本を発ってから450年

になる。ザビエルがインドのゴアを4月に出発し，鹿児島に上陸したのが1549年8月

15日のことで，以来1551年11月20日豊後の大名，大友宗麟の府内（大分市）を離れる

まで日本に滞在した。その2年3カ月め間，鹿児島，平戸，山口，京都，府内等でキ

リスト教の布教に努めたことは，我々日本人にとってあまりに有名である。ザビエル

自身は，その後中国布教を意図したが，翌年12月3日，志半ばにして広東・上川島で

病没する。　　　　　’

　ところで，昭和24年（1949）がザU“エ！レの日本渡来400年に相当することから，日本．

各地でそれを記念して各種の行事が企画された。当館でも同年6月6日から6月15日・

まで，カトリック文化協会と共同主催で，、支部東洋文庫において記念展示会を開催し

た。展示資料は東洋文庫，，上智大学，東京大学，京都大学，天理図書館など30機関・

個人所蔵の貴重書約580点，’参観者は10日間で1，200余名であった。その際，展示目録

として『日欧文化交渉文献目録一ザビエル渡来四百年記念一』を作成した。

　本目録はその後刊行された和書，それに収集した外国語資料を新たに収録したもの

である。なお日本語資料につVXては，当館未所蔵分を含む。これは国内出版物の網羅

的収集を責務とする当館の収集対象どして，今後その入手に努める予定である。

　邦文編の書誌事項は，刊年月，＊（当館未収本），著者，書名，・出版社，冊数（ペー

ジ数），叢書名，請求記号〈　〉の順。

　洋書編は，著者，書名，出版地，出版社，刊年，冊数（ページ数），・叢書名，請求記

号〈〉の順とした。
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　記念パンフレット第1輯）

1949．5＊　片岡昌吉『聖フランシスコ・ザビエル物語』新太陽社（福岡／東京）250p．
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引1949．6三田史学会『史学』23巻4号通号92号

　吉田小五郎編「特集ザビエル研究」128p．　　　　　　　　　　　　　＜Z8－319＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　一61一



　「聖フランシスコ・トザビエルの列聖文書」樋田勝彦訳・p．1－22
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