
資料名 作者等 発行所 出版年 請求記号

鎖国日本と国際交流 上巻・下巻 箭内健次/編 吉川弘文館 1988 2101/41/1･2

日蘭文化交渉史の研究 板沢武雄/著 吉川弘文館 1969 2101/51/69

日蘭交流の歴史を歩く
KLMオランダ航空ウイン

ドミル編集部/編
NTT出版 1994 2101/181/94

描かれた幕末明治 イラストレイテッド・ロンドン・

ニュース日本通信1853－1902
金井圓/編訳 雄松堂書店 1974 2105/L278/74-S0

日蘭交渉史の研究　思文閣史学叢書 金井圓/著 思文閣出版 1986 2105/510/86

シーボルトと鎖国・開国日本 宮崎道生/著 思文閣出版 1997 2105/931/97

海を渡った生き人形 ペリー以前以後の日米交流 小林淳一/著 朝日新聞社 1999 2105/1055/99

平成蘭学事始 江戸・長崎の日蘭交流史話 片桐一男/著 智書房 2004 2105/1160/004

近世日本とオランダ 金井圓/著 放送大学教育振興会 1993 2105/1250/93

外国人が見た近世日本 日本人再発見 山本博文/他著 竹内誠/監修  角川学芸出版 2009 2105/1358/009

それでも江戸は鎖国だったのか オランダ宿日本橋長崎屋 片桐一男/著 吉川弘文館 2008 2105/1504/008

日本を愛した外国人たち 内藤誠,内藤研/著 講談社インターナショナル 2009 2810/347/009

シーボルト先生 その生涯及び功業 1～3 呉秀三/著 平凡社 1982 2890/142/1~3

シーボルト父子伝
ハンス・ケルナー/〔著〕

竹内精一/訳
創造社 1974 2893/2/74

シーボルト研究 復刻版 日獨文化協會/編 名著刊行会 1979 2893/7/79

評伝シーボルト 日出づる国に魅せられて
ヴォルフガング・ゲン

ショレク/著 真岩啓子/訳
講談社 1993 2893/17/93

シーボルト 板沢武雄/著 吉川弘文館 1988 2893/20/88

シーボルトと日本の開国近代化 箭内健次,宮崎道生/編 続群書類従完成会 1997 2893/30/97

知られざるシーボルト 日本植物標本をめぐって 大森實/著 光風社出版 1997 2893/31/97

黄昏のトクガワ・ジャパン シーボルト父子の見た日本 ヨーゼフ・クライナー/編著 日本放送出版協会 1998 2893/33/98

花の男シーボルト 大場秀章/著 文藝春秋 2001 2893/45/001

シーボルトの日本報告
シーボルト/[著]

栗原福也/編訳
平凡社 2009 2893/49/009

ケンペルとシーボルト 「鎖国」日本を語った異国人たち 松井洋子/著 山川出版社 2010 2893/54/010

シーボルト『日本』 第1巻～第6巻
フィリップ・フランツ・フォン・

シーボルト/著 中井晶夫/他訳
雄松堂書店

1977

~79
2910/66/1~6

シーボルト『日本』図録 第1巻～第3巻
フィリップ・フランツ・フォン・シーボ

ルト/著 中井晶夫,八城圀衛/他訳
雄松堂書店

1978

~79
2910/L178/7~9

ジーボルト最後の日本旅行
A・ジーボルト/[著]

斎藤信/訳
平凡社 1981 2910/247/81

会期：2016年9月13日(火)～11月6日(日)

特別展「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」

関連図書リスト7階図書室でご覧いただけます（入場無料）



資料名 作者等 発行所 出版年 請求記号

日独交流150年の軌跡 日独交流史編集委員会/編 雄松堂書店 2013 3191/80/013

小シーボルト蝦夷見聞記
H・v・シーボルト/[著]

原田信男/他訳注
平凡社 1996 3891/2/96

江戸時代の日本とオランダ 日蘭交流400年記念シンポジ

ウム報告

記念シンポジウム実行委員

会/編
 洋楽史学会 2001 4021/48/001

彩色江戸博物学集成 平凡社 1994 4602/8/94

シーボルトと日本の植物 東西文化交流の源泉 木村陽二郎/著 恒和出版 1981 4702/1/81

シーボルト博物学 石と植物の物語 大場秀章,田賀井篤平/著 智書房 2010 4721/5/010

シーボルト 日本植物誌 本文覚書篇
P.F.B.フォン・シーボルト/著

大場秀章/監修・解説 瀬倉正克/訳
八坂書房 2007 4721/6/007

日本植物誌 シーボルト『フローラ・ヤポニカ』
P.F.B.フォン・シーボルト/著

木村陽二郞,大場秀章/解説
八坂書房 2000 4721/7/000

江戸時代の自然 外国人が見た日本の植物と風景 青木宏一郎/著 都市文化社 1999 4721/4/99

シーボルト前後 長崎医学史ノート 中西啓/著 長崎文献社 1989 4902/28/89

江戸時代の蘭画と蘭書 近世日蘭比較美術史 上巻・下巻 磯崎康彦/著 ゆまに書房 2004 7218/422/1･2

シーボルトと町絵師慶賀 日本画家が出会った西欧 兼重護/著 長崎新聞社 2003 7218/499/003

蘭方女医者事始 シーボルト・イネ 片野純惠/著 創栄出版 1996 9136/587/96

シーボルトが紹介したかった日本

欧米における日本関連コレクションを使った日本研究・

日本展示を進めるために 国際シンポジウム報告書

「日本関連在外資料の調査研究」プロ

ジェクトカテゴリーA「シーボルト父子

関係資料をはじめとする前近代(19世紀)

に日本で収集された資料についての基本

的調査研究」,国立歴史民俗博物館/編

人間文化研究機構 2015 M35/KO-2/197

西洋人の描いた日本地図 ジパングからシーボルトまで

 (図録)

OAG・ドイツ東洋文化研

究協会/編集

OAG・ドイツ東洋文

化研究協会
1993 M3635/SA-1/137

築造350周年 長崎・出島展図録
シーボルト・カウンシル/監修

小学館美術編集部,美宝社/編
小学館 1986 M3636/IS-1/L4

川原慶賀展 鎖国の窓を開く:出島の絵師

オランダ国立ライデン民族学博物館所蔵 (図録)

西武美術館,日本経済新聞

社/主催・編
西武美術館 1980 M3643/SE-1/10-S0

シーボルトのみたニッポン
シーボルト記念館/著

千里文化財団出版部/編集
シーボルト記念館 1994 M93/SH-2/1

シーボルト家の二百年展 シーボルト生誕200周年記念特

別展図録
シーボルト記念館/編 シーボルト記念館 1996 M93/SH-2/4

シーボルトの江戸参府展 日蘭交流400周年記念・第13回

特別展図録
シーボルト記念館/編 シーボルト記念館 2000 M93/SH-2/8

シーボルト旧蔵日本植物資料展 鳴滝に花開く植物図 日蘭

交流400周年記念・第12回特別展図録
シーボルト記念館/編 シーボルト記念館 2000 M93/SH-2/12

シーボルトと二宮敬作 二宮敬作没後150年 第25回特別展

図録
シーボルト記念館/編 シーボルト記念館 2012 M93/SH-2/16

「ヨーロッパに眠る日本の宝」展カタログ シーボルト・

コレクション

シーボルト・カウンシル/編

長崎県立美術博物館/監修

文芸春秋,シーボル

ト・カウンシル
1990 M93/NA-2/12

長崎大万華鏡 －近世日蘭交流の華 長崎－ 開館記念特別展図録

長崎歴史文化博物館・ライデン国立民族学博物館共同企画

長崎歴史文化博物館/編

[植松有希/他執筆]
長崎歴史文化博物館 2005 M93/NA-12/4

シーボルトの水族館 特別企画展図録
長崎歴史文化博物館/編

[平岡隆二,関裕典,久保憲司/解説]
長崎歴史文化博物館 2007 M93/NA-12/9

阿蘭陀とNIPPON 日蘭交流400周年記念展図録
長崎歴史文化博物館,たばこと塩の

博物館/編 [小林克/他解説]
2009 M93/NA-12/14-S0

2016年9月12日

                   ■図書室利用案内：開室時間　9:30-17:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コピー(有料)・閉架資料請求受付時間　9:30-11:30/13:00-16:30

                                              ※本の貸出はしていません。手荷物はロッカーに預けてご利用ください。


