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記入年月日 平成３０年２月１４日

種 別 歴史資料

名 称 和戸教会資料

員 数 一括

所 在 地 宮代町和戸 3-7-5

所有者の住所・氏名 （住所 同上）日本キリスト教団 和戸教会

管理者の住所・氏名 同上

経過及び現況 明治 11 年(1878)10 月 26 日、和戸村の小島九右衛門、小菅幸之助、

篠原大同といった人物を中心に、埼玉県で初めて設立されたプロテスタ

ントのキリスト教会である。ヘボン、フルベッキ、バラなどといった、

幕末から明治初期における日本の近代化の一助をなした外国人宣教師

の影響を大きく受けており、埼玉県東部におけるキリスト教布教の中心

となった。教会は、初めは小島九右衛門の自邸に設置されたが、明治

15 年に初代の教会堂が建設された。昭和 30 年(1955)に献堂式が行われ

た 2 代目会堂建設の際に現在の場所に移動し、現在は 3 代目の会堂とな

っている。

和戸教会資料は、１）古文書・書籍類 ２）書棚 ３）説教講壇 ４）

窓枠（部分保存分も含む）の 4 種から構成されている。

１）古文書・書籍類は、小菅幸之助自作と伝わる書棚の中に収納され、

昭和 35～40 年頃に教会に寄贈された。全 92 点。内容により大きく 3

つに区分できる。1 つ目は、教会の設立当事の古文書や明治初期の聖書

などである。2 つ目は、小菅幸之助氏が収集したと思われる、蔵書印の

押された聖書や福音書である。3 つ目は、キリスト教の教理をテーマに

したものと思われる大正期以降の小説類や賛美歌集などである。いずれ

も、小菅家から書棚が寄贈された際に、書棚の中に収められていた資料

である。また、これらの資料群は、戦後に教会が牧師不在の時期があっ

たため、教会関係資料として小菅家において保管されてきたものであ

る。

２）書棚は小菅幸之助自作と伝わるもので、古文書・書籍類が収めら

れた状態で、教会に寄贈されたものである。小菅幸之助が設立当初から

の執事であったこともあり、教会関係の事務を行う都合上、関係資料を

保管するために作成したものと思われる。家具職人の手によるものとは

仕様が異なっており、外国人宣教師などとのかかわりの中で目にしてき

た家具を参照して作成したものと推察される。大きさは高さ約 187ｃ

ｍ、幅 96ｃｍ、奥行き約 70ｃｍであり、上部はガラス戸を伴う書棚で、

下部は机と引き出しで構成されている。



３）説教講壇は、明治 15 年(1882)11 月初代会堂建設の際に小菅幸之

助が作成したものとの伝承がある。樫の木で作られており、大きさは高

さ約 100ｃｍ、幅約 99ｃｍ、奥行き約 41ｃｍである。講壇上部には三

つ葉のクローバーの形が、前面に五つ、左右に二つずつ彫り抜かれてい

る。

４）窓枠は、全体の状態のものが郷土資料館に 1 点、上部の半円形を

していてステンドグラスを配した部分のものが教会に 1 点残されてい

る。（合計 2 点）資料館所蔵の窓枠は、教会から平成 11 年（1999）に

寄贈されたものである。これらの窓枠は、小菅幸之助が群馬県の沼田教

会を建設した際の部材の残りで、長らく小菅家の倉庫に保管されていた

ものを 2 代目会堂建設の際に使用したものであり、また、その時にステ

ンドグラスについては、東京都内に存在していた明治時代の教会に使わ

れていたものを 2 代目会堂建設の際に入手したと伝わる。窓枠全体の大

きさは、高さ約 195ｃｍ、幅約 118ｃｍで、半円部分は高さ約 50ｃｍ、

幅約 98ｃｍである。下部の開き窓は中央から外側に開く構造となって

おり、ほぼ正方形のガラスが 4 枚入っている。上部の半円形の枠には 4

枚のステンドグラスが入り、青・白・黄色が使われているが、二つは同

じ配色にはなっていない。

指定理由 和戸教会は埼玉県で最初のプロテスタントのキリスト教会であり、明

治初期の宮代町における信仰の様子や広がり、西洋文化の受容、あるい

は埼玉県東部地域を中心としたキリスト教の様相や広がりなどを示す

貴重な資料群である。

備 考



書棚 及び 窓枠（部分） 説教講壇

窓枠（全体）



和戸教会所蔵資料目録

文書番号枝番 所在番号 年月日 表題 差出人 受取人 形状 備考

1 明治34年7月 粕壁會堂寄附出納簿 記者 小菅幸之助 縦

2 明治38年8月14日 和戸會堂改築寄附控帳 執事 小嶋為次郎 小菅幸之助 縦

3 明治11年10月26日 日本國基督一致 和戸教會人名簿 縦

4 明治11年10月26日 日本國基督一致 和戸教會人名簿 縦 清書版

5 （明治29・30年？） 篠原大同施療人名簿 縦

6 明治23年1月 西部講義所派遣傳道記録
和戸教會西部
此記録委員 小林與兵衛

縦

7 明治27年 人名簿 貮号 和戸教会 縦

8 明治31年8月 和戸教会人名簿 縦

9 明治14年1月細工時 会堂建築諸色控帳 和戸村 小菅孝之助 横

10 明治16年 新約全書 米國聖書會社 冊

11 明治22年10月28日 足立会堂金銭出入控帳
埼玉県南埼玉郡須賀村大字和戸廿四番地 小
菅幸之助所用

横

12 明治28年11月廿日 粕壁会堂金銀出入帳 須賀村大字和戸 小菅幸之助 横

13 明治22年4月 基督信者要性 全
米國ﾜｼﾝﾄﾝ･ｸﾞﾗｯﾃﾞﾝ先生/著
伊勢時雄牧師/譯
東京 江藤書店

冊

14 明治23年11月 新撰讃美歌 讃美歌委員 冊

15 明治31年1月 諸費支払帳 粕壁基督教講義所 横

16 明治37年4月 浅草教会牧師館修繕
埼玉県南埼玉郡須賀村大字和戸
小菅幸之助所用

横

17 明治41年12月20日 和戸教会々堂建築費寄附金調帳簿 横

18 （明治） 和戸所有 教会人名簿
浅草橋通尾町拾九番地 帳簿製造所 大川
平助

縦
昭和9年が最
終記述

19 （明治） （人足賃など金銭控） 縦

20 （明治） （和戸教会信徒受洗等記録簿） 縦

21 明治27年1月1日 口（貸金及び利子受取） 枚
雁皮紙のため
割れやすい
注意

22 （慶應元年） 耶蘇降世一千八百六十五年 同治四年 旧約全書 蘇松上海美華書館蔵版 冊
「同治四年」と
は清国の年号

23 昭和23年6月10日 平易に説かれた基督教の真髄 大伝道者ムーでーの代表的説教 基督教文書伝道会刊 冊

24 昭和31年10月1日 さんびか抄 日本基督教団 讃美歌委員会 冊

25 昭和36年3月5日 愛の灯は消えじ 阪口誠・著 太田博也・編 冊

26 昭和14年5月20日 母 著者 鶴見裕輔 冊

表紙・裏表紙
などの装丁が
なくなってい
て、目次以下
本文から奥付
までのみ

27 昭和34年 神、語り給う 日本家庭聖書会 冊
同じもの3冊あ
り

28 昭和25年12月15日 天国に関する聖書の教 ジョン・アール・ライス 著 冊
昭和25年12月
20日発行

29 昭和24年9月20日 黙示録研究（二） 安息日再臨教団 安息日学校部 冊
昭和24年9月
25日発行

30 （昭和初期） 世界の二大詩人 冊
表紙～第7章
欠
奥付以後欠



和戸教会所蔵資料目録

文書番号枝番 所在番号 年月日 表題 差出人 受取人 形状 備考

31 明治20年7月17日 新約全書 約翰黙示録註釈 第二号 横濱 信愛堂発兌 冊

米国宣教師
ハリス氏口授
日本牧師 南
小柿洲吾・山
田虎之助 校
閲
河村天授 纂

32 明治20年8月15日 新約全書 約翰黙示録註釈 第三号 横濱 信愛堂発兌 冊

33 明治20年8月29日 新約全書 約翰黙示録註釈 第四号 横濱 信愛堂発兌 冊

34 明治37年3月26日 旧新約全書 横濱市山下町 米国聖書会社 冊
明治37年3月
31日発行

35 明治42年11月27日 歓喜と希望 内村鑑三 著 冊

明治42年11月
30日発行
大正5年11月
10日四版発行
3冊あり

36 大正13年12月20日 児童宗教文芸叢書 天路歴程物語 齊藤敏夫 訳 冊
大正14年1月1
日発行

37 明治32年4月7日 天地有情
文学士 土井晩翠 著
東京 博文館 蔵版

冊

表紙及び奥付
に橋田氏蔵書
印あり
大正4年11月
20日 52版発
行

38 明治33年10月7日 興国史談 全 内村鑑三 著 冊
明治34年5月
27日 再版

39 明治15年 耶蘇降世一千八百八十二年 明治十五年 新約全書 路加傳註解
米国遣傳宣教師事務局
大日本神戸印行

冊

40 大正3年12月12日 感想十年 内村鑑三 著 冊
大正3年12月
15日発行

41 大正4年12月17日 旧約十年 内村鑑三 著 冊
大正4年12月
20日発行

42 明治32年4月7日 耶蘇降生千八百九十九年 照引 旧新約全書 大日本聖書舘 日本横濱印行 冊

43 明治16年 耶蘇降生千八百八十三年 新約全書 米国聖書会社 日本横濱印行 冊
横濱製紙分社
鉛版印刷

44 明治13年 耶蘇降生一千八百八十年 旧約聖書 詩篇 北英国聖書会社 日本横濱印行 冊
横濱製紙分社
新鋳鉛版

45 明治25年4月5日 羅馬書註解 同志社学校教授 米国ヲーネット講述 冊

46 明治21年5月 帖撒羅尼迦前後書註釈 全
米国ラールチア／口述
京都 速水琢厳／筆録
大阪印行 福音社

冊

47 （明治21年） 耶蘇降世一千八百八十八年 希伯来書註釈 全

京都同志社英学校教師 米国ラールネデ／講
述
京都 足立琢／筆記
米国派遣宣教師事務局

冊

48 明治17年 耶蘇降生一千八百八十四年 鄙語海徳山問答 全 クリンク氏蔵版 冊

49 （明治）
（腓立比書註釈）（可羅西書註釈）
新約聖書 使徒パウロ ピリピ人に贈れる書 註釈

京都同志社学院教授 米国ラールネデ／講述 冊



和戸教会所蔵資料目録

文書番号枝番 所在番号 年月日 表題 差出人 受取人 形状 備考

50 明治24年 雅各彼得前後書・約翰一二三猶太書 註釈
同志社教授 米国ラーネッド／講述
日本 楠瀬一貫／筆記
大阪福音社（刊行）

冊

51 明治17年 旧約聖書歴史
英国人 エス、ジ、マクラレン／著
倫敦聖教書類会社
日本横濱印行

冊

52 明治17年 耶蘇降生一千八百八十四年 訓点二約釈義叢書 倫敦聖教書類会社 日本横濱印行 冊

53 明治24年10月 新約聖書使徒行傳註釈
在京都同志社英学校 教師 米国 ラールネデ
／講述
京都 足立琢／筆記

冊

54 明治26年8月 再版 約翰傳 註釈
米国 ラールネデ／講述
京都 速水琢厳／筆録
大阪印行 福音社

冊

55 明治25年6月 馬可傳註釈
米国 ラールネデ／講述
楠瀬一貫／筆記
米国宣教師事務局

冊

56 明治27年11月30日 耶蘇降世一千八百九十四年三版 馬太傳註釈 全
米国 ラールネデ／講述
京都 速水琢厳／筆録
大阪印行 福音社

冊

57 明治25年6月 聖書辞典 全
米国博士平文先生・日本牧師 山本秀煌／編
纂
基督教書類会社

冊

58 明治21年12月 教会歴史 下
翻訳者兼発行者 瀬川浅
印刷者 東京府平民 廣瀬安七

冊

59 明治33年7月 黙示録註釈
米国 フーネッド／講述
日本 足立琢／訳
警醒社書店

冊

60 明治23年3月29日 対照 聖書辞典 全
編纂兼発行人 東京府平民 田村直臣
印刷所 秀英舎

冊

61 明治15年 耶蘇降生一千八百八十二年 訓点 馬可講義 倫敦聖教書類会社 日本横濱印行 冊

62 （明治） 文法指南 中 香国散史 著 冊

63 （近代） 旧新約聖書 紐育・倫敦・東京 聖書協会連盟 冊

64 明治15年 耶蘇降生千八百八十二年 新約聖書 前編 米国聖書会社 日本横濱印行 冊

65 明治13年 耶蘇降生一千八百八十年 引照 新約全書
大英国聖書会社 日本横濱印行
横濱製紙分社新鋳鉛版

冊

66 明治20年9月 （新約聖書 路加傳福音書 註釈） 米国 ラールネデ／原著 冊

67 明治37年3月31日 HOLY BIBLE 旧約全書
横濱市山下町 米国聖書会社
PUBLISHED BY THE AMERICAN BIBLE
SOSIETY JAPAN AGENCY

冊

68 （明治39年1月） 国語綴方帖 第学年（安息日学校 子供人数等控帳） 須賀村大字和戸 小林要吉 冊

69 （文久3年） 癸亥即耶蘇降世一千八百六十三年 旧約全書 第十八巻至第廿二巻 江蘇滬邑美華書館活字版 冊

70 （明治9年） 耶蘇降世一千八百七十六年 使徒雅各曁彼得前後書註釈
上海美華書館鐫印
美国教士陶錫祈／訳著

冊
光緒弐年歳次
丙子（清国の
年号）

71 （明治8年） 耶蘇降世一千八百七十五年 希伯来書註釈
美国教士陶錫祈／訳
上海美華書館鐫印

冊
光緒元年歳次
乙亥（清国の
年号）

72 （文久3年） 癸亥即耶蘇降世一千八百六十三年 旧約全書 第廿三巻至第丗九巻 江蘇滬邑美華書館活字板 冊

73 （文久3年） 癸亥即耶蘇降世一千八百六十三年 旧約全書 第一巻至第五巻 江蘇滬邑美華書館活字板 冊



和戸教会所蔵資料目録

文書番号枝番 所在番号 年月日 表題 差出人 受取人 形状 備考

74 同治9年 可林多書註釈 香港英華書院活字板 冊
同治9年（清国
の年号）

75 （江戸） （宮雛形）（大工雛形） 横半

76 明治7年9月 開化小学用文 東京書肆 尚友堂・梅嵓堂・萬青堂・合版 冊

紀元二千五百
三十四年
明治7年第7月
官許

77 明治9年 大匠繪様 雑工雛形 二編下
東都神田 落合大賀範国／著
彫刻 江川仙太郎

横半

78 （明治30年8月） 新撰大匠雛形大全 五 （石井卯三郎・泉幸次郎 著） 縦

79 （明治45年4月） 基督教大辞典
神学博士 髙木壬太郎／著
東京警醒社書店

冊

80 （明治9年） 大匠繪様 雑工雛形 一編 横半

81 明治37年3月31日 HOLY BIBLE 旧新約全書
横濱市山下町 米国聖書会社
PUBLISHED BY THE AMERICAN BIBLE
SOSIETY JAPAN AGENCY

冊

82 明治29年10月17日 教主降世一千八百九十六年 基督教禱式 附 詩篇抜粋 冊

83 明治16年 耶蘇降生千八百八十三年 旧約聖書 列王紀略上 米国聖書会社 日本横濱印行 冊

84 明治17年 耶蘇降生千八百八十三年 旧約聖書 列王紀略下 米国聖書会社 日本横濱印行 冊

85 明治14年6月 新約聖書 譬喩略解
米国牧師 紀好弼／撰
日本国牧師 安川亨／訳

冊

86 明治15年6月5日 匠家 土蔵戸前雛形 全 猿田長司 著述 折本

87 （明治） 新撰大匠雛形大全 貮 縦

88 （明治） 新撰大匠雛形大全 四 縦

89 明治22年5月 耶蘇降世千八百八十九年 提摩太前後書・提多書・腓利門書・註釈全
米国ラールネデ／講述
京都 速水琢厳／筆録
大阪印行 福音社

冊

90 明治23年9月 哥林多後書 註釈 全
米国ラールネデ／講述
楠瀬一貫／筆録
大阪印行 福音社

冊

91 明治25年10月15日 新約聖書加拉太書 註釈 京都同志社学校教授 米国ラーネッド／講述 冊

92 明治26年6月10日 哥林多前書 註釈 全
米国ラーネッド／講述
楠瀬一貫／筆記
版権所有 米国宣教師事務局 蔵版

冊


