
展示室名 タイトル マリー・アントワネットの歴史
細川ガラシャ伝 気丈な貴婦人
中国雑録 王妃マリー・アントワネット肖像画集
太平天国
プロテスタンティズムの倫理と資本主義精神 展示室名 タイトル
新井白石遺書 イエズス会士書簡集
切支丹宗門来朝実記 日本島図
板踏み絵の図 鹿児島図
こんてむつすむんぢ 東洋諸王国での旅と宣教
平家物語（天草本） トンキンおよび日本の歴史と関係
天主実義 伊東マンショ肖像画
モンゴル語聖書 メスキータ神父肖像画
ベトナム キリスト教史 ドチリーナ・キリシタン
イランのアルメニア人 サクラメンタ提要
イラクのキリスト教徒 日本年報
コプト・カトリック教会神学校写本目録 和歌短冊「たつね行」
内村鑑三全集 細川忠利自筆絵図入書状
武士道 日本殉教精華
蘇峰自伝 日本誌

西国島原合戦記
コンスタンティノープルとボスポラスの絶景旅行 破切支丹
ロシアの人々 板踏み絵（ピエタ・複製）
古代・近代インドの記念物 西洋紀聞
ジャワ誌 キリシタン禁制の制札
ジャワ誌 宗門改帳
中国図説 メダリオン
中国の服装 納戸神
NIPPON（日本） 天主降生出像経解
NIPPON（日本） 四終略意
カムチャツカ誌 円明園

マテオ・リッチと徐光啓
徐カンディダ伝
沈福宗

甲骨卜辞片 チェンバロ
唐人雑鈔 イタリアン ヴァージナル
梵語千字文
楽善録
雪竇明覚大師語録
大蔵一覧集
青楼美人合姿鏡 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
吉原傾城新美人合自筆鏡 江戸大絵図レプリカ（壁面）
絵本纐纈染 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
錦百人一首あづま織 解体新書（エンカウンタービジョン）
櫻花聚品 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
禽譜 禽鏡（デジタルブック）
玉沢皆之丞 アジアの鳥類（デジタルブック）
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
芸子坐舗狂言　姫小松子の日遊　しゆんくわん僧都　亀王女房おやす

※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　「マリー・アントワネットと東洋の貴婦人－キリスト教文化をつうじた東西の出会い」　展示品リスト

モリソン書庫

オリエントホール

回顧の路

※タイトルのみ　第Ⅰ期（２０１３年3月20日～２０１３年4月22日）

常設展示コーナー

岩崎文庫
オリエントホール

岩崎文庫

ディスカバリールーム

番外



展示室名 タイトル マリー・アントワネットの歴史
細川ガラシャ伝 気丈な貴婦人
中国雑録 王妃マリー・アントワネット肖像画集
太平天国
プロテスタンティズムの倫理と資本主義精神 展示室名 タイトル
新井白石遺書 イエズス会士書簡集
切支丹宗門来朝実記 日本島図
板踏み絵の図 鹿児島図
こんてむつすむんぢ 東洋諸王国での旅と宣教
平家物語（天草本） トンキンおよび日本の歴史と関係
天主実義 伊東マンショ肖像画（複製）
モンゴル語聖書 メスキータ神父肖像画
ベトナム キリスト教史 重要文化財　ドチリーナ・キリシタン
イランのアルメニア人 サクラメンタ提要
イラクのキリスト教徒 日本年報
コプト・カトリック教会神学校写本目録 和歌短冊「たつね行」
内村鑑三全集 細川忠利自筆絵図入書状
武士道 日本殉教精華
蘇峰自伝 日本誌
チェンバロ 西国島原合戦記

破切支丹
コンスタンティノープルとボスポラスの絶景旅行 板踏み絵（ピエタ・複製）
ロシアの人々 西洋紀聞
古代・近代インドの記念物 キリシタン禁制の制札
ジャワ誌 宗門改帳
ジャワ誌 メダリオン
中国図説 納戸神
中国の服装 天主降生出像経解
NIPPON（日本） 四終略意
NIPPON（日本） 円明園
カムチャツカ誌 マテオ・リッチと徐光啓

徐カンディダ伝
沈福宗
イタリアン ヴァージナル

甲骨卜辞片
唐人雑鈔
梵語千字文
重要文化財　楽善録
雪竇明覚大師語録
大蔵一覧集
青楼美人合姿鏡 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
吉原傾城新美人合自筆鏡 江戸大絵図レプリカ（壁面）
絵本纐纈染 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
錦百人一首あづま織 解体新書（エンカウンタービジョン）
櫻花聚品 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
禽譜 禽鏡（デジタルブック）
西川岡之助 アジアの鳥類（デジタルブック）
三代目大谷広次と初代中村松江 東方見聞録
四代目松本幸四郎と四代目岩井半四郎

※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
オリエントホール

岩崎文庫

番外

ディスカバリールーム

オリエントホール

東洋文庫ミュージアム　「マリー・アントワネットと東洋の貴婦人－キリスト教文化をつうじた東西の出会い」　展示品リスト

モリソン書庫

回顧の路

※タイトルのみ　第Ⅲ期（２０１３年5月22日～２０１３年6月24日）

常設展示コーナー



展示室名 タイトル マリー・アントワネットの歴史
細川ガラシャ伝 気丈な貴婦人
中国雑録 王妃マリー・アントワネット肖像画集
太平天国
プロテスタンティズムの倫理と資本主義精神 展示室名 タイトル
新井白石遺書 イエズス会士書簡集
切支丹宗門来朝実記 日本島図
板踏み絵の図 鹿児島図
こんてむつすむんぢ 東洋諸王国での旅と宣教
平家物語（天草本） トンキンおよび日本の歴史と関係
天主実義 伊東マンショ肖像画（複製）
モンゴル語聖書 メスキータ神父肖像画
ベトナム キリスト教史 重要文化財　ドチリーナ・キリシタン
イランのアルメニア人 サクラメンタ提要
イラクのキリスト教徒 日本年報
コプト・カトリック教会神学校写本目録 和歌短冊「たつね行」
内村鑑三全集 細川忠利自筆絵図入書状
武士道 日本殉教精華
蘇峰自伝 日本誌
チェンバロ 西国島原合戦記

破切支丹
コンスタンティノープルとボスポラスの絶景旅行 板踏み絵（ピエタ・複製）
ロシアの人々 西洋紀聞
古代・近代インドの記念物 キリシタン禁制の制札
ジャワ誌 宗門改帳
ジャワ誌 メダリオン
中国図説 納戸神
中国の服装 天主降生出像経解
NIPPON（日本） 四終略意
NIPPON（日本） 円明園
カムチャツカ誌 マテオ・リッチと徐光啓

徐カンディダ伝
沈福宗
イタリアン ヴァージナル

甲骨卜辞片
唐人雑鈔
梵語千字文
重要文化財　楽善録
雪竇明覚大師語録
大蔵一覧集
青楼美人合姿鏡 広開土王碑拓本レプリカ（壁面）
吉原傾城新美人合自筆鏡 江戸大絵図レプリカ（壁面）
絵本纐纈染 モリソン書庫 四庫全書存目叢書（書庫左右）
錦百人一首あづま織 解体新書（エンカウンタービジョン）
櫻花聚品 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン）
禽譜 禽鏡（デジタルブック）
芝居狂言舞台顔見せ大浮絵 アジアの鳥類（デジタルブック）
五代目市川団十郎と四代目岩井半四郎 東方見聞録
三代目坂東彦三郎

※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　「マリー・アントワネットと東洋の貴婦人－キリスト教文化をつうじた東西の出会い」　展示品リスト

モリソン書庫

回顧の路

※タイトルのみ　第Ⅳ期（２０１３年6月26日～２０１３年7月28日）

常設展示コーナー

岩崎文庫
オリエントホール

岩崎文庫

番外

ディスカバリールーム

オリエントホール


