
展示室名 タイトル 展示室名 タイトル
古代コータン
セリンディア
極奥アジア
大陸深奥部
中国北部における考古学的調査 東方見聞録コレクション
敦煌石窟 vol.1 アジア図
敦煌石窟 vol.6 アジア地図
中国 コンスタンティノープルへの旅
東トルキスタンの土地と人々 オスマン帝国全覧
私のチベット旅行 シャルダン東方旅行記
モンゴルとカム モンゴル人の歴史
ロシア第一次東トルキスタン調査団報告 タルタル図
トルキスタンのタラス峡谷で発見された遺物 中国図説
さまよえる湖 ポタラ宮
ヒマラヤ、カラコルム、シナトルキスタンへのイタリア科学派遣団の歴史 万里の長城
トルキスタンの調査 オランダ東インド会社派遣使節
ラーマ4世署名入り書簡 日本島図
イスラーム世界 ○重要文化財　ジョンセーリスの航海日記
サームコック（タイ語訳　『三国志演義』） モンタヌス　日本誌

ケンペル日本誌
ウィリアム・アダムスの書簡 イエズス会士書簡集
ライオン号航海日記 東インド航海記
マカートニー書簡集 新旧東インド誌
コロマンデル海岸の植物誌 ジャワ誌
蘭アルバム リンスホーテン航海記
アジアの鳥類 日本・中国・シャムの風景
シーボルトNIPPON アモイ近海図
絵入りロンドン・ニュース マカオの風景
チェンバレン自筆書簡
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）自筆書簡

◎国宝　文選集注
直江兼続版　文選
永楽大典
郷試題名録 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
科挙の答案 江戸大絵図レプリカ（壁面）
百万塔陀羅尼 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
浦島太郎物語 解体新書（エンカウンタービジョン）
両国橋すずみの景色 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
墨水八景 今戸橋の晴嵐 インドシナ探検行（デジタルブック）
夏の外出 デジタル・シルクロード（デジタルブック）
東都隅田川両岸一覧
マルコ・ポーロについての覚え書き
モンゴル史
ウィグル活字
敦煌石窟
唐人雑鈔
カンボジア旅行
極東学院とフランス東洋学の歩み（写真パネル）

※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
　　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。
※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。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。

東方見聞録（1485年版、1496年版、1865年版）

常設展示コーナー
番外

オリエントホール

東洋文庫ミュージアム　「マルコ・ポーロとシルクロード世界遺産の旅-西洋生まれの東洋学-」　展示品リスト

モリソン書庫

オリエントホール

※タイトルのみ　第Ⅰ期（２０１３年８月７日～２０１３年９月２日）

ディスカバリールーム

岩崎文庫
岩崎文庫

回顧の路



展示室名 タイトル 展示室名 タイトル
古代コータン
セリンディア
極奥アジア
大陸深奥部
中国北部における考古学的調査 東方見聞録コレクション
敦煌石窟 vol.1 アジア図
敦煌石窟 vol.6 アジア地図
中国 コンスタンティノープルへの旅
東トルキスタンの土地と人々 オスマン帝国全覧
私のチベット旅行 シャルダン東方旅行記
モンゴルとカム モンゴル人の歴史
ロシア第一次東トルキスタン調査団報告 タルタル図
トルキスタンのタラス峡谷で発見された遺物 中国図説
さまよえる湖 ポタラ宮
ヒマラヤ、カラコルム、シナトルキスタンへのイタリア科学派遣団の歴史 万里の長城
トルキスタンの調査 オランダ東インド会社派遣使節
ラーマ4世署名入り書簡 日本島図
イスラーム世界 ○重要文化財　ジョンセーリスの航海日記
サームコック（タイ語訳　『三国志演義』） モンタヌス　日本誌

ケンペル日本誌
ウィリアム・アダムスの書簡 イエズス会士書簡集
ライオン号航海日記 東インド航海記
マカートニー書簡集 新旧東インド誌
コロマンデル海岸の植物誌 ジャワ誌
蘭アルバム リンスホーテン航海記
アジアの鳥類 日本・中国・シャムの風景
シーボルトNIPPON アモイ近海図
絵入りロンドン・ニュース マカオの風景
チェンバレン自筆書簡
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）自筆書簡

◎国宝　文選集注
直江兼続版　文選
永楽大典
郷試題名録（科挙の合格者名簿） 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
科挙の答案 江戸大絵図レプリカ（壁面）
百万塔陀羅尼 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
浦島太郎物語 解体新書（エンカウンタービジョン）
女風俗十寸鏡　線香花火 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
丸木橋を渡る女たち インドシナ探検行（デジタルブック）
東都隅田川両岸一覧 デジタル・シルクロード（デジタルブック）
マルコ・ポーロについての覚え書き
モンゴル史
ウィグル活字
敦煌石窟
唐人雑鈔
カンボジア旅行
極東学院とフランス東洋学の歩み（写真パネル）

※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
　　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。
※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。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。

岩崎文庫

回顧の路 東方見聞録（1485年版、1496年版、1865年版）

常設展示コーナー

岩崎文庫

番外

オリエントホール

東洋文庫ミュージアム　「マルコ・ポーロとシルクロード世界遺産の旅-西洋生まれの東洋学-」　展示品リスト

モリソン書庫

オリエントホール

※タイトルのみ　第Ⅱ期（２０１３年９月４日～２０１３年９月３０日）

ディスカバリールーム



展示室名 タイトル 展示室名 タイトル
古代コータン
セリンディア
極奥アジア
大陸深奥部
中国北部における考古学的調査 東方見聞録コレクション
敦煌石窟 vol.1 アジア図
敦煌石窟 vol.6 アジア地図
中国 コンスタンティノープルへの旅
東トルキスタンの土地と人々 オスマン帝国全覧
私のチベット旅行 シャルダン東方旅行記
モンゴルとカム モンゴル人の歴史
ロシア第一次東トルキスタン調査団報告 タルタル図
トルキスタンのタラス峡谷で発見された遺物 中国図説
さまよえる湖 ポタラ宮
ヒマラヤ、カラコルム、シナトルキスタンへのイタリア科学派遣団の歴史 万里の長城
トルキスタンの調査 オランダ東インド会社派遣使節
ラーマ4世署名入り書簡 日本島図
イスラーム世界 ○重要文化財　ジョンセーリスの航海日記
サームコック（タイ語訳　『三国志演義』） モンタヌス　日本誌

ケンペル日本誌
ウィリアム・アダムスの書簡 イエズス会士書簡集
ライオン号航海日記 東インド航海記
マカートニー書簡集 新旧東インド誌
コロマンデル海岸の植物誌 ジャワ誌
蘭アルバム リンスホーテン航海記
アジアの鳥類 日本・中国・シャムの風景
シーボルトNIPPON アモイ近海図
絵入りロンドン・ニュース マカオの風景
チェンバレン自筆書簡
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）自筆書簡

◎国宝　文選集注
直江兼続版　文選
永楽大典
郷試題名録（科挙の合格者名簿） 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
科挙の答案 江戸大絵図レプリカ（壁面）
百万塔陀羅尼 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
浦島太郎物語 解体新書（エンカウンタービジョン）
町を行く母と娘 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
丸木橋を渡る女たち インドシナ探検行（デジタルブック）
百菊図巻 デジタル・シルクロード（デジタルブック）
マルコ・ポーロについての覚え書き
モンゴル史
ウィグル活字
敦煌石窟
唐人雑鈔
カンボジア旅行
極東学院とフランス東洋学の歩み（写真パネル）

※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
　　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。
※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。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。

岩崎文庫

回顧の路 東方見聞録（1485年版、1496年版、1865年版）

常設展示コーナー

岩崎文庫

番外

オリエントホール

東洋文庫ミュージアム　「マルコ・ポーロとシルクロード世界遺産の旅-西洋生まれの東洋学-」　展示品リスト

モリソン書庫

オリエントホール

※タイトルのみ　第Ⅲ期（２０１３年１０月２日～２０１３年１１月４日）

ディスカバリールーム



展示室名 タイトル 展示室名 タイトル
古代コータン
セリンディア
極奥アジア
大陸深奥部
中国北部における考古学的調査 東方見聞録コレクション
敦煌石窟 vol.1 アジア図
敦煌石窟 vol.6 アジア地図
中国 コンスタンティノープルへの旅
東トルキスタンの土地と人々 オスマン帝国全覧
私のチベット旅行 シャルダン東方旅行記
モンゴルとカム モンゴル人の歴史
ロシア第一次東トルキスタン調査団報告 タルタル図
トルキスタンのタラス峡谷で発見された遺物 中国図説
さまよえる湖 ポタラ宮
ヒマラヤ、カラコルム、シナトルキスタンへのイタリア科学派遣団の歴史 万里の長城
トルキスタンの調査 オランダ東インド会社派遣使節
ラーマ4世署名入り書簡 日本島図
イスラーム世界 ○重要文化財　ジョンセーリスの航海日記
サームコック（タイ語訳　『三国志演義』） モンタヌス　日本誌

ケンペル日本誌
ウィリアム・アダムスの書簡 イエズス会士書簡集
ライオン号航海日記 東インド航海記
マカートニー書簡集 新旧東インド誌
コロマンデル海岸の植物誌 ジャワ誌
蘭アルバム リンスホーテン航海記
アジアの鳥類 日本・中国・シャムの風景
シーボルトNIPPON アモイ近海図
絵入りロンドン・ニュース マカオの風景
チェンバレン自筆書簡
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）自筆書簡

◎国宝　文選集注
直江兼続版　文選
永楽大典
郷試題名録（科挙の合格者名簿） 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
科挙の答案 江戸大絵図レプリカ（壁面）
百万塔陀羅尼 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
浦島太郎物語 解体新書（エンカウンタービジョン）
机による遊女（やつし関羽） ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
丸木橋を渡る女たち インドシナ探検行（デジタルブック）
百菊図巻 デジタル・シルクロード（デジタルブック）
マルコ・ポーロについての覚え書き
モンゴル史
ウィグル活字
敦煌石窟
唐人雑鈔
カンボジア旅行
極東学院とフランス東洋学の歩み（写真パネル）

※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
　　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。
※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。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。

東洋文庫ミュージアム　「マルコ・ポーロとシルクロード世界遺産の旅-西洋生まれの東洋学-」　展示品リスト

モリソン書庫

オリエントホール

※タイトルのみ　第Ⅳ期（２０１３年１1月６日～２０１３年１２月２日）

ディスカバリールーム

岩崎文庫

回顧の路 東方見聞録（1485年版、1496年版、1865年版）

常設展示コーナー

岩崎文庫

番外

オリエントホール



展示室名 タイトル 展示室名 タイトル
古代コータン
セリンディア
極奥アジア
大陸深奥部
中国北部における考古学的調査 東方見聞録コレクション
敦煌石窟 vol.1 アジア図
敦煌石窟 vol.6 アジア地図
中国 コンスタンティノープルへの旅
東トルキスタンの土地と人々 オスマン帝国全覧
私のチベット旅行 シャルダン東方旅行記
モンゴルとカム モンゴル人の歴史
ロシア第一次東トルキスタン調査団報告 タルタル図
トルキスタンのタラス峡谷で発見された遺物 中国図説
さまよえる湖 ポタラ宮
ヒマラヤ、カラコルム、シナトルキスタンへのイタリア科学派遣団の歴史 万里の長城
トルキスタンの調査 オランダ東インド会社派遣使節
ラーマ4世署名入り書簡 日本島図
イスラーム世界 ○重要文化財　ジョンセーリスの航海日記
サームコック（タイ語訳　『三国志演義』） モンタヌス　日本誌

ケンペル日本誌
ウィリアム・アダムスの書簡 イエズス会士書簡集
ライオン号航海日記 東インド航海記
マカートニー書簡集 新旧東インド誌
コロマンデル海岸の植物誌 ジャワ誌
蘭アルバム リンスホーテン航海記
アジアの鳥類 日本・中国・シャムの風景
シーボルトNIPPON アモイ近海図
絵入りロンドン・ニュース マカオの風景
チェンバレン自筆書簡
ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）自筆書簡

◎国宝　文選集注
直江兼続版　文選
永楽大典
郷試題名録（科挙の合格者名簿） 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
科挙の答案 江戸大絵図レプリカ（壁面）
百万塔陀羅尼 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
浦島太郎物語 解体新書（エンカウンタービジョン）
階段で文をよむ男女 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
文を書く遊女 インドシナ探検行（デジタルブック）
短冊を持つ立美人 デジタル・シルクロード（デジタルブック）
マルコ・ポーロについての覚え書き
モンゴル史
ウィグル活字
敦煌石窟
唐人雑鈔
カンボジア旅行
極東学院とフランス東洋学の歩み（写真パネル）

※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
　　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。
※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。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。

岩崎文庫

回顧の路 東方見聞録（1485年版、1496年版、1865年版）

常設展示コーナー

岩崎文庫

番外

オリエントホール

東洋文庫ミュージアム　「マルコ・ポーロとシルクロード世界遺産の旅-西洋生まれの東洋学-」　展示品リスト

モリソン書庫

オリエントホール

※タイトルのみ　第Ⅴ期（２０１３年１２月４日～２０１３年１２月２６日）

ディスカバリールーム


