
展示室名 タイトル 展示室名 タイトル
竹取物語 色絵鳥兜形香炉
古事記 色絵源氏香透し冠形香炉
百人一首 製本道具
源氏物語 縄文土器
源氏物語
おくのほそ道
枕草子 歌仙貝合和歌
ハーンとチェンバレンの往復書簡 浦島太郎物語
三国志演義（満州語本） 四十二の物争い
金雲翹新傳 花鳥風月
スジャラ・ムラユ 文正草子
テイパンマウンワの著作 吉原大雑書
プラアパイマニー 浮世続絵尽
マハーバーラタ 黄素妙論
マナス 和合同塵
ルバイヤート 酒呑童子
アラビアンナイト 玉沢皆之丞
初恋 短冊を持つ立美人

若衆虚無僧の図
八代目市村宇左衛門の鬼王新左衛門と初代尾上菊五郎の小姓吉三郎

東方見聞録　1485年　アントワープ刊　ラテン語　 浮絵御祭礼図
東方見聞録　1671年　ケルン刊　ラテン語　 柿の実とり
東方見聞録　1664年　アムステルダム刊　オランダ語　 鈴木春信春画貼込帖
イエズス会士通信日本年報 階段で文読む男女
◯重要文化財　ドチリーナ・キリシタン 『雛形若菜初模様』のうち　四ツ目屋内さよきぬ

サクラメンタ提要 閨花鳥襷

聖教精華（キリシタン版）
四代目松本幸四郎の信濃の浅間左衛門と
四代目岩井半四郎の女占方お松実は富士娘梅かへ

NIPPON 〈日本） 夏の外出
日本植物誌 好色図会十二候
日本動物誌 女風俗十寸鏡　線香花火

伊勢物語 芥川
袖の巻

◎国宝　毛詩 小舟町天王祭礼図
◯重要文化財　論語集解 夏宵遊興図
◯重要文化財　古文尚書 風俗略六芸 十種香
梵語千字文 高島おひさ
雪竇明覚大師語録 金魚遊び
節用集 百千鳥狂歌合
解体新書（エンカウンタービジョン） 御殿山の花見駕籠
ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン） 華月帖
ペリー久里浜上陸図（デジタルブック） 書物袋絵外題集
名所江戸百景（デジタルブック） 仇競今様姿　しん地の海
百万塔陀羅尼 正写相生源氏
日本書記（後陽成天皇勅版） 観物画譜
伊勢物語（嵯峨本） 五十三次名所図会
百人一首 名所江戸百景
徒然草（嵯峨本） 富士三十六景
源氏物語 江戸名所之絵
お伽草子 木曽路名所一覧
風俗金魚傳 唐土名所之絵

諸国瀧廻り
富嶽百景

※本リストの展示品タイトル、展示場内のパネル解説・音声解説は、東洋文庫ミュージアムの独創性に 偶定連夜好（縁結出雲杉）

　　基づくもので、諸々の異説は反映してございません。あしからずご了承くださいますようお願い致します。
※「友の会」ではミュージアムの年間フリーパス、ショップ商品の購入2割引等のお得なサービスをご提供しております。

　　詳細は受付カウンターにてお問合せください。 常設
※館内での写真撮影は自由ですが、フラッシュのご使用はご遠慮ください。 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
　　また、写真撮影禁止表示の展示物の撮影はお控えください。 江戸大絵図レプリカ（壁面）

モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）

オリエントホール

モリソン書庫
（岩崎コレクション展①）

東洋文庫の名品
（岩崎コレクション展②）

東洋文庫ミュージアム　「岩崎コレクション～孔子から浮世絵まで」　展示品リスト

【第１期】　２０１４年８月２０日～２０１４年１０月２０日

オリエントホール

回顧の路

ディスカバリールーム
（岩崎コレクション展③）

展示室には春画も含まれま
す。　　本展示室への入場は
18歳以上の方に限らせて頂き

ます。



【オリエントホール】 【東洋文庫の名品　（岩崎コレクション展②）】 【ディスカバリールーム　（岩崎コレクション展③）】展示室には春画も含まれます。　　　　　　　
タイトル タイトル 本展示室への入場は18歳以上の方に限らせて頂きます。
竹取物語 ◎国宝　文選集注　巻六十八
古事記 ◯重要文化財　論語集解 歌仙貝合和歌 青楼美人合姿鏡
百人一首 ◯重要文化財　礼記正義 浦島太郎物語 忠臣蔵七段目 　　　　　　　
源氏物語 梵語千字文 四十二の物争い 好色図会十二候
源氏物語 雪竇明覚大師語録 花鳥風月 錦織歌麿形新模様　うちかけ
おくのほそ道 節用集 文正草子 咲分ヶ言葉の花おしゃべり、にくまれ盛り

枕草子 解体新書（エンカウンタービジョン） 吉原大雑書 百千鳥狂歌合
ハーンとチェンバレンの往復書簡 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン） 浮世続絵尽 三代目坂東彦三郎の鷺坂左内
三国志演義（満州語本） ペリー久里浜上陸図（デジタルブック） 黄素妙論 錦擦女三十六歌仙　
金雲翹新傳 名所江戸百景（デジタルブック） 和合同塵 小舟町天王祭礼図
スジャラ・ムラユ 百万塔陀羅尼 西川岡之助 　　　　　　 夏宵遊興図
テイパンマウンワの著作 日本書紀（後陽成天皇勅版） 人形を遣う辰松八郎兵衛 風流挿花会　　　　　　　　　　　
プラアパイマニー 伊勢物語（嵯峨本） 二代目市川海老蔵の五関破 丸木橋を渡る女たち
マハーバーラタ 百人一首 三代目大谷広次と初代中村松江 華月帖
マナス 徒然草（嵯峨本） 芝居狂言舞台顔見せ大浮絵　 書物袋絵外題集
ルバイヤート 源氏物語 文を書く遊女 岡場所風俗図志
アラビアンナイト お伽草子 やつし費長房 正写相生源氏
初恋 風俗金魚傳 鈴木春信春画貼込帖 観物画譜

机による遊女 (やつし関羽) 五十三次名所図会
常設【オリエントホール】 庭を見る遊女と禿 　　　　 名所江戸百景
タイトル 墨水八景　今戸橋の晴嵐　　　　 富士三十六景
広開土王碑拓本レプリカ（壁面） 閨花鳥襷 東海道細見大絵図
江戸大絵図レプリカ（壁面） 袖の巻 諸国瀧廻り

駿河町越後屋正月風景 富嶽百景
芸子坐舗狂言　姫小松子の日遊　 偶定連夜好（縁結出雲杉）

常設【モリソン書庫】
タイトル
四庫全書存目叢書（書庫左右）

【モリソン書庫　（岩崎コレクション展①）】
タイトル
東方見聞録　1485年　アントワープ刊　ラテン語　
東方見聞録　1671年　ケルン刊　ラテン語　
東方見聞録　1664年　アムステルダム刊　オランダ語
イエズス会士通信日本年報
◯重要文化財　ドチリーナ・キリシタン
サクラメンタ提要
聖教精華（キリシタン版）
NIPPON 〈日本）
日本植物誌
日本動物誌

【回顧の路】
タイトル
色絵鳥兜形香炉
色絵源氏香透し冠形香炉
製本道具
縄文土器

タイトル
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ミュージアム 

MAP 

正面出入口 

※１Fアンケートコーナーにてアンケートのご協力をお願い致します、皆様の声を是非お聞かせ下さい。 


