
展示室名 展示品番号 タイトル 展示室番号 展示品番号 タイトル
オリエントホール １－① ロビンソン・クルーソー漂流記 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－① カントン
オリエントホール １－② 東インド航海記 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－② ネメシス号の砲撃
オリエントホール １－③ 国富論 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－③ 南京条約締結図
オリエントホール １－④ 東洋諸王国での旅と宣教 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－④ 日本・中国・シャムの風景（天津）
オリエントホール １－⑤ 中国の孤児 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑤ 日本・中国・シャムの風景（北京）
オリエントホール １－⑥ アラビアンナイト ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑥ 海国図誌
オリエントホール １－⑦ コーカサスの虜 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑦ 海外新話
オリエントホール １－⑧ ルバイヤート ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑧ ペリー久里浜上陸図
オリエントホール １－⑨ マハーバーラタ ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑨ 東洋図鑑
オリエントホール １－⑩ ラーマーヤナ ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑩ 和英通韻伊呂波便覧
オリエントホール １－⑪ マナス ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑪ 安政五箇国条約
オリエントホール １－⑫ テイパンマウンワの著作 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑫ Kidnapped in London （倫敦被難記）
オリエントホール １－⑬ スジャラ・ムラユ ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑬ 学生退院帰校報告（振武学校資料）
オリエントホール １－⑭ プラアパイマニー ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑭ 民報創刊号
オリエントホール １－⑮ 皇越律例 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑮ 荒尾の滔天生家における孫文（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑯ 水滸伝 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑯ 黄興写真（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑰ 満洲語本三国誌 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑰ 薬莢（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑱ 訓民正音 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑱ 孫文・宮崎滔天の筆談残稿（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑲ 難船人帰朝記事 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑲ 毛沢東の手紙1917年3月（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑳ 新井白石遺書 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑳ 李大釗等より宮崎龍介宛の手紙（宮崎家資料）
オリエントホール １－㉑ 英船ライオン号航海日誌 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉑ 蒋介石の近衛文麿宛の手紙（宮崎家資料）
オリエントホール １－㉒ 元朝回鶻活字四片 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉒ 支那現勢地図
モリソン書庫 ２－① 妙法蓮華経 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉓ 明徳親民（孫文軸）
モリソン書庫 ２－② 梵網経盧舎那仏説菩薩心地戒品 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉔ 革命志士寄せ書き（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－③ ハーン、チェンバレン往復書簡 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉕ 黄興の書：詩七律（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－④ 風俗金魚傳 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉖ 章炳麟：篆書聯（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－⑤ 金雲翹新傳 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉗ 魯迅の書：詩七絶（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－⑥ しゃかの本地 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－① オルテリウス アジア新図
モリソン書庫 ２－⑦ 外戚事鑑 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－② ルター訳聖書
モリソン書庫 ２－⑧ 徒然草 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－③ イエズス会士通信日本年報1583-84年より
モリソン書庫 ２－⑨ シッキム・ヒマラヤのツツジ属 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－④ ザビエルの生涯
モリソン書庫 ２－⑩ アジアの鳥類 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑤ サクラメンタ提要
モリソン書庫 ２－⑪ 8～18世紀ペルシア・インド・トルコのミニアチュール絵画 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑥ 日本の花束（日本殉教精華）

ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑦ 程氏墨苑
ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑧ 出像経解

オリエントホール 番外 ペリオによる鑑定書 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑨ ブラウ、マルティーニ中国新地図帖
オリエントホール 番外 ペリオ博士記念写真 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑩ イエズス会士書簡集（オリジナル版）
オリエントホール 番外 広開土王碑拓本レプリカ ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑪ 円明園東長春西洋楼銅版画　海晏堂西面図
オリエントホール 番外 江戸大絵図レプリカ 回顧の路 ４－① 百万塔陀羅尼
モリソン書庫 番外 四庫全書 回顧の路 ４－② 甲骨卜辞片
ディスカバリールーム 番外 解体新書（エンカウンタービジョン） 回顧の路 ４－③ 縄文土器ほか
ディスカバリールーム 番外 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン） 回顧の路 ４－④ 組曲「東洋文庫」
ディスカバリールーム 番外 プチャーチン（デジタルブック） 国宝の間 ５－① 諸国滝廻り（8枚）
ディスカバリールーム 番外 ビゴー風刺画（デジタルブック） 国宝の間 ５－② 改撰江戸大絵図
ディスカバリールーム 番外 イエズス会士書簡集（アントワネット旧蔵版） 国宝の間 ５－③ 国宝史記
国宝の間 番外 東方見聞録 国宝の間 ５－④ インド・中国・マカオの風景（チネリー水彩画）

※番号、タイトルのみ　前期：２０１１年１０月２０日～１２月２９日　（後期：２０１２年１月２日～２月２６日）

東洋文庫ミュージアム　

「時空をこえる本の旅」展示品リスト　



展示室名 展示品番号 タイトル 展示室番号 展示品番号 タイトル
オリエントホール １－① ロビンソン・クルーソー漂流記 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－① アヘン吸飲者とばくち打ち
オリエントホール １－② 東インド航海記 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－② ネメシス号の砲撃
オリエントホール １－③ 国富論 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－③ 南京条約締結図
オリエントホール １－④ アレクサンドル・ド・ロード神父の東洋諸王国での旅と宣教 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－④ 日本・中国・シャムの風景（天津）
オリエントホール １－⑤ 中国の孤児 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑤ 日本・中国・シャムの風景（江戸）
オリエントホール １－⑥ アラビアンナイト ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑥ 海国図誌
オリエントホール １－⑦ コーカサスの虜 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑦ 海外新話
オリエントホール １－⑧ ルバイヤート ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑧a 異国落葉篭
オリエントホール １－⑨ マハーバーラタ ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑧b 外蕃容貌図画
オリエントホール １－⑩ ラーマーヤナ ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑨ 東洋図鑑
オリエントホール １－⑪ マナス ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑩ 和英通韻伊呂波便覧
オリエントホール １－⑫ テイパンマウンワの著作 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑪ 安政五箇国条約
オリエントホール １－⑬ スジャラ・ムラユ ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑫ Kidnapped in London （倫敦被難記）
オリエントホール １－⑭ プラアパイマニー ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑬ 学生退院帰校報告（振武学校資料）
オリエントホール １－⑮ 皇越律例 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑭ 民報創刊号
オリエントホール １－⑯ 水滸伝 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑮ 荒尾の滔天生家における孫文（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑰ 満洲語本三国誌 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑯ 黄興写真（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑱ 訓民正音 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑰ 薬莢（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑲ 難船人帰朝記事 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑱ 孫文・宮崎滔天の筆談残稿（宮崎家資料）
オリエントホール １－⑳ 新井白石遺書 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑲ 毛沢東の手紙1917年3月（宮崎家資料）
オリエントホール １－㉑ 英船ライオン号航海日誌 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－⑳ 李大釗等より宮崎龍介宛の手紙（宮崎家資料）
オリエントホール １－㉒ 元朝回鶻活字四片 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉑ 蒋介石の近衛文麿宛の手紙（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－① 死者の書 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉒ 支那現勢地図
モリソン書庫 ２－② 大注釈 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉓ 明徳親民（孫文軸）
モリソン書庫 ２－③ ハーン、チェンバレン往復書簡 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉔ 革命志士寄せ書き（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－④ 風俗金魚傳 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉕ 黄興の書：詩七律（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－⑤ 金雲翹新傳 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉖ 章炳麟：篆書聯（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－⑥ 花鳥風月 ディスカバリールーム ３－Ⅰ－㉗ 魯迅の書：詩七絶（宮崎家資料）
モリソン書庫 ２－⑦ 外戚事鑑 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－① モル　アジア図
モリソン書庫 ２－⑧ 百人一首 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－② ルター訳聖書
モリソン書庫 ２－⑨ バラ属 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－③ イエズス会士通信日本年報1583-84年より
モリソン書庫 ２－⑩ アジアの鳥類 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－④ 上川島ザヴィエル墓誌
モリソン書庫 ２－⑪ インドシナ探検行 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑤ 国指定重要文化財　ドチリーナ・キリシタン

ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑥ 日本の花束（日本殉教精華）
ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑦ 程氏墨苑

オリエントホール 番外 ペリオによる鑑定書 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑧ 出像経解
オリエントホール 番外 ペリオ博士記念写真 ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑨ ブラウ、マルティーニ中国新地図帖
オリエントホール 番外 広開土王碑拓本レプリカ ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑩ イエズス会士書簡集（オリジナル版）
オリエントホール 番外 江戸大絵図レプリカ ディスカバリールーム ３－Ⅱ－⑪ 円明園東長春西洋楼銅版画
モリソン書庫 番外 四庫全書 回顧の路 ４－① 百万塔陀羅尼
ディスカバリールーム 番外 解体新書（エンカウンタービジョン） 回顧の路 ４－② 甲骨卜辞片
ディスカバリールーム 番外 ターヘル・アナトミア（エンカウンタービジョン） 回顧の路 ４－③ 縄文土器ほか
ディスカバリールーム 番外 プチャーチン（デジタルブック） 回顧の路 ４－④ 組曲「東洋文庫」
ディスカバリールーム 番外 ビゴー風刺画（デジタルブック） 国宝の間 ５－① 諸国滝廻り（8枚）
ディスカバリールーム 番外 イエズス会士書簡集（アントワネット旧蔵版） 国宝の間 ５－② 国宝　文選集注（第59巻）
国宝の間 番外 東方見聞録 国宝の間 ５－③ インド・中国・マカオの風景（チネリー水彩画）

※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。

※番号、タイトルのみ　（後期：２０１１年１月２５日～２０１２年２月２６日）

東洋文庫ミュージアム　

「時空をこえる本の旅」展示品リスト　


