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表紙：［ナポレオン］『エジプト誌』全二十巻より

ナポレオン生誕250年記念稀覯書展示会
ナポレオン、

偉大なるエジプト文明に挑戦する
（展示目録）

【教育・研究用　非売品】

発　行　日 令和元（2019）年10月16日

編集・発行 京 都 外 国 語 大 学 付 属 図 書 館 
 京都外国語短期大学付属図書館 
 　〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6 
 　TEL 075-322-6028

印刷・製本 野崎印刷紙業株式会社

■と　き：2019年10月16日（水）～24日（木）
 22日は即位礼正殿の儀につき休館

■会　場：京都外国語大学国際交流会館6階
   「ユニバーシティ・ギャラリー」

会場の壁面には横浜絵（開化絵）十数点を出展しています。
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ごあいさつ
　今年はフランスの皇帝ナポレオン・ボナパルトの生誕250年の節目の年に当たります。本学

図書館はこれを記念して「ナポレオン、偉大なるエジプト文明に挑戦する」を開催いたします。

　ナポレオンは1769年の8月15日に地中海のコルシカ島に生まれました。彼は若くしてフラン

ス軍の将官となり、イタリア戦線を指揮して勝利に導きました。まだ、ヨーロッパでは軍事力

の行使で他国の領土を侵略することが、国際関係上の常套手段と考えられていた時代です。そ

の後も中部ヨーロッパから東ヨーロッパを制覇して、破竹の勢いで進軍を続けました。しかし、

この間、対イギリス戦略の一環として行ったエジプト遠征だけは、厳しい失敗に終わりました。

　ナポレオンは1804年に皇帝の地位に就くと、ローマ教皇との融和を図りながら「ナポレオン法

典」とよばれる国内法を制定して国民の自由と平等を保障し、さらに高等教育制度を充実するな

ど、内政面にも力を注いでいます。また、学術文化政策面では1809年から『エジプト誌』の刊行

を始めて、失敗したエジプト遠征に同行していた学術調査団の成果を示そうとしたのです。

　やがて、ナポレオンが率いるフランス軍はロシアへ侵攻して手痛い敗北を喫し、これが原因

となりナポレオンは皇帝の地位を退きました。その後、国際関係の隙間を縫って再び帝位に戻

りましたが、ワーテルローでフランス軍が敗れるとセント・ヘレナ島へ流され、1821年にこの

島で生涯を終えます。

　先に紹介しました『エジプト誌』はナポレオンの失脚後も刊行が続けられ、彼が亡くなった

翌年の1822年にようやく最終巻が発行されるほどの長期的な大事業になりました。この超大型

本全20巻には、エジプト文明を紹介するための多くの記述や石版画があります。例えば、発掘

されたロゼッタ・ストーンとよばれる石からは、そこに彫られた象形文字ヒエログリフを言語

学者シャンポリオンたちが解読することによって、紀元前約200年の統治の姿を蘇らせ、後の「エ

ジプト学」の進展に大きな影響を与えることになります。

　さらに、その後のナポレオンの戦争によって、ヨーロッパや世界が戦乱に巻き込まれ、やが

て日本へも影響を及ぼすことになります。ここでは、その時代に作られた我が国の資料も併せ

てご紹介させていただきます。

　本学図書館では森田嘉一理事長・総長が図書館長の時代（昭和43年から12年間）に「世界の探

検と航海コレクション」の構築を進めました。この時、超大型本で全20巻からなる『エジプト誌』

も収集され、また、シャンポリオンの代表作『古代エジプトの象形文字体系概説』も「世界の

語学コレクション」として集められています。今回の稀覯書展示会では、これらの資料とともに、

偉大なるエジプト文明に挑戦したナポレオンの姿を思い浮かべながらご覧ください。

令和元（2019）年10月吉日

京都外国語大学付属図書館
京都外国語短期大学付属図書館

館 長   宇　城　由　文
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3 フランスの伝統的な出版社によるナポレオン伝記
A biography of Napoleon by a traditional French publishing house

PANCKOUCKE ed.
Oeuvres de Napoléon Bonaparte 
6 tomes in 5 vols. Paris, 1821-1822.

パンクーク編『ナポレオン回想全集』
 （22×14cm×5 vols.）

2 イギリス人、風刺のきいたナポレオン伝記を刊行
A satirical biography of Napoleon by two Englishmen

[COMBE, William]（Doctor Syntax）& CRUIKSHANK, G[eorge]
The life of Napoleon, a Hudibrastic poem in fifteen cantos 
London, 1815.

クームとクルックシャンク『ナポレオンの生涯』
 （25×17cm）

1 ナポレオンの肖像画と彼の筆跡
Portraits and handwriting of Napoleon

1813年1月23日付け陸軍大臣から 
「皇帝にして国王陛下へのご報告」書簡に対する 
ナポレオンのコメントと署名
Autographed letter dated January 23, 1813, from the 
Minister of War to Napoleon

 （frame 44×56cm）

第1部◆ナポレオンの筆跡と人物像を表した書物
 Napoleon the Man and His Writing
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4 少年時代の友人で側近を務めた人物による 
ナポレオン伝記
A biography of Napoleon by a childhood friend and 
confidant

BOURRIENNE, Louis-Antoine Fauvelet de
Mémoires sur Napoleon 
10 vols. Paris, 1829-1831.

ブーリエンヌ『ナポレオン回想録』
 （21×14cm×10 vols.）

5 本人の口述を纏めたナポレオン伝記
 A memoir of Napoleon based on conversations with 
the man himself

LAS CASES, Emmanuel-Auguste-Dieudonné, comte de
Mémorial de Sainte-Hélène 
2 vols. Paris, 1842.

ラス・カーズ『セント・ヘレナ覚書』
 （27×19cm×2 vols.）

6 オランダ語を日本語へ翻訳したナポレオン伝記
A biography of Napoleon translated from Dutch into 
Japanese

箕作省吾　著
『坤輿図識補（Konyo zushiki ho）』
全四巻　弘化三（1846）年から弘化四（1847）年
 （27×19cm×4 vols.）

7 日本で初めての独立したナポレオン伝記か
Possibly the first biography of Napoleon to be 
written in Japan

著者不明
『那波列翁一代記（Napoleon ichidaiki）』
全二巻　嘉永七（1854）年
 （26×18cm×2 vols.）
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8 江戸時代末期の混とんとした時期に作られた伝記
A biography produced during the final chaotic years of 
the Edo period

リンデン　著
小関三英　譯
『那波列翁傳（Napoleon den）』
三巻（全四巻）［安政四（1857）年］
 （26×18cm×3 vols.）

9 本人の口述を纏めたナポレオン伝記の日本語訳
A Japanese translation of a memoir of Napoleon based on 
conversations with the man himself

ラス・カーズ　著
前田長太　翻訳
『聖ヘレナに於けるナポレオン回想録』
明治四十五（1912）年
 （23×16cm）

10 皇帝ナポレオンの命で編集された 
エジプト遠征の成果
Findings of the Egyptian expedition compiled by 
order of the Emperor Napoleon

Description de l’Ēgypte
20 vols. Paris, 1809-1822.

『エジプト誌』
 （本文40×28cm×9 vols.  図版72×56cm×11 vols.）

第2部◆ナポレオンのエジプト遠征に因んだ書物と資料
Works associated with Napoleon’s Egyptian campaign
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12 紀元前3000年頃から記録媒体として使われていた 
植物「パピルス」
Papyrus used as a recording medium from c. 3000 BC

Papyrus
[ca.8-11 cent.]

「パピルス」
8世紀から11世紀ころ
 （frame 45×37cm）

13 シャンポリオン、ヒエログリフの解読に成功し 
ヒエログリフの概説書を刊行
Precis by Champollion on his decipherment of hieroglyphs

CHAMPOLLION, Jean-François
Précis du système hiéroglyphique des anciens Ēgyptiens 
2 vols. Paris, 1824.

シャンポリオン『古代エジプト語象形文字法要論』
 （26×16cm×2 vols.）

14 ロゼッタ・ストーン、アメリカでも解読される
U.S. scholars too produced a translation of the 
Rosetta Stone

MORTON, Henry and Others (ed.)
Report of the Committee appointed by the 
Philomathean Society of the University of 
Pennsylvania to translate the inscription on the 
Rosetta Stone 
2nd ed. [Philadelphia, 1859.]

モートン編 
『ロゼッタ・ストーン碑文解読委員会報告』

 （23×21cm）

11 ナイル川河口で発見された古い石碑には何が?
What was inscribed on this ancient stone discovered 
at the mouth of the Nile?

Rosetta Stone
「ロゼッタ・ストーン」
(レプリカ)
 （100×78cm）
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16 ナポレオン、民法典を公布、各国の近代市民法の 
模範となる
The Napoleonic Code, model for modern civil law 
systems around the world

Code civil des Français 
Paris, 1804.

『フランス人の民法典（ナポレオン法典）』
 （27×21cm）

17 フィヒテ、ナポレオンに占領された 
ドイツ同胞に警告を発する
Fichte’s warning to his fellow Germans occupied by 
Napoleon

FICHTE, Johann Gottlieb
Reden an die deutsche Nation 
Berlin, 1808.

フィヒテ『ドイツ国民に告ぐ』
 （18×12cm）

15 イギリスのマルサス、ナポレオンの台頭時に 
『人口論』の第2版を世に問う
Publication of the second edition of Malthus’ great 
work coincides with the rise of Napoleon

MALTHUS, Thomas Robert
An essay on the principle of population 
2nd ed. London, 1803.

マルサス『人口論』第2版
 （28×23cm）

第3部◆ナポレオン戦争の頃、世界では
The world at the time of the Napoleonic Wars
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20 ナポレオンの好敵手イギリスのネルソン提督、 
フランス艦隊を撃破
French fleets defeated by Napoleon’s arch rival,  
Britain’s Admiral Nelson

SOUTHEY, Robert
The life of Nelson 
2 vols. London, 1813.

サウジー『ネルソン提督伝』
 （17×11cm×2 vols.）

18 ナポレオン戦争の影響下、クルーゼンシュテルン、 
ロシア初の世界周航を成就
Driven by the Napoleonic Wars, Krusenstern completes Russia’s 
first circumnavigation of the globe

KRUSENSTERN, A. J. von
Reise um die Welt  in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806 
4 vols. St.Petersburg, 1810-1814.

クルーゼンシュテルン『世界周航記』
 （本文27×22cm×3 vols.  地図66×49cm）

21 ナポレオン、カトリックの中国布教のために 
中・仏・羅事典の編纂を命じる
Napoleon orders the compilation of a Chinese, French, and 
Latin dictionary to assist Catholic proselytization in China

GUIGNES, Joseph de
Dictionnaire chinois, français et latin 
Paris, 1813.

ギーニュ『中・仏・羅事典』
 （44×31cm）

19 スペインの支援でナポレオンと同い年のドイツ人
フンボルト中南米を学術調査
Scientific survey of Central and South America 
conducted by Napoleon’s German contemporary 
Humboldt with Spanish backing

HUMBOLDT, Alexander de
Political essay on the kingdom of New Spain 
4 vols. London, 1811.

フンボルト『新スペイン王国に関する政治的評論』
 （22×14cm×4 vols.）
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22 ルイジアナがナポレオンによってアメリカに 
譲渡された頃、ルイスとクラークが大陸を横断
Lewis and Clark cross North America shortly after 
the Louisiana Purchase

LEWIS, [Meriwether] & CLARK, [William]
Travels to the source of the Missouri River  and 
across the American Continent to the Pacific Ocean 
London, 1814.

ルイスとクラーク『探検記』
 （29×23cm）

23 ロシアのゴロヴニン、日本で捕虜になって 
ナポレオンのロシア遠征を知る
Golovnin of Russia learns of Napoleon’s invasion of his 
country while imprisoned in Japan

[ГОЛОВНИН, Василий Михайлович]
Записки флота капитана Гoловнина о пр
иключеніяхъ его въ плҍну у Японцевъ  
въ 1811, 1812 и 1813 годахъ
2 vols. Санктпетербургъ, 1816.
ゴロヴニン『日本幽囚記』
 （27×21cm×2 vols.）

24 イギリスのラッフルズ、『ジャワの歴史』 
を刊行し、日本にも触手をのばす
British colonial administrator Raffles 
publishes The history of Java and turns his 
sights on Japan

RAFFLES, Thomas Stamford, Sir
The history of Java 
London, 1817.

ラッフルズ『ジャワの歴史』
 （28×23cm）

25 ナポレオン戦争の影響、日本へも及ぶ。 
この時できた日蘭辞書
The Napoleonic Wars even lead to compilation of a 
Japanese-Dutch dictionary

『通布字典（Doeff jiten）』
九冊（全十冊）天保四（1833）年
 （26×19cm×9 vols.）



貴重書展示会の歴史                                         since1968

皆さんの知見をさらに高めるための一助として

令和元（２０１9）年度
　外国人を魅了したちりめん本 
　─明治の偉大な出版者 長谷川武次郎─（丸善京都本店会場）

平成30（２０１8）年度　－明治150年記念－
　明治の日本をみた外国人（本学会場）

平成30（２０１8）年度　－明治150年記念－
　明治の京都をみた外国人（丸善京都本店会場）

平成29（２０１7）年度　－学校法人京都外国語大学創立70周年記念－
　世界の軌跡を未来の英知に ─京都外大図書館の稀覯資料─（本学会場）

平成29（２０１7）年度　－学校法人京都外国語大学創立70周年記念－
　世界の軌跡を未来の英知に ─京都外大図書館の稀覯資料─（東京会場）

平成28（２０１６）年度　本学国際文化資料館主催「日伊国交樹立150周年 記念パネル展示」
　近代日本のイタリア発見 ─岩倉使節団の記録から─

平成２７（２０１５）年度　稀覯書展示会
　ちりめん本の先駆者 長谷川武次郎に協力した外国人たち

平成２６（２０１４）年度　－シェイクスピア生誕450周年記念稀覯書展示会－
　シェイクスピアの世界とその書物の変遷

平成２５（２０１３）年度　－日本スペイン交流400周年記念－
　書物に蘇るスペインと日本の交流の軌跡

平成24（２０１２）年度　－学校法人京都外国語大学創立６５周年記念－
　知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物65選（東京会場）

平成24（２０１２）年度　－学校法人京都外国語大学創立６５周年記念－
　知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物百選（本学会場）

平成２３（２０１１）年度　－日独交流１５０周年記念－
　日本人を魅了してきたドイツの書物

平成２２（２０１０）年度　－日本ポルトガル修好通商条約１５０周年記念－
　鎖国期をはさんだポルトガル人の日本研究

平成２１（２００９）年度　－日墨交流４００周年記念－
　黒潮が結んだメキシコとの絆

平成２０（２００８）年度　－日仏交流１５０周年記念－
　フランス人による日本論の源流をたどって

平成２０（２００８）年度　稀覯書特別展示
　スペイン王国国王ファン・カルロス一世陛下並びにソフィア王妃陛下
　御来学記念図書展

平成１９（２００７）年度　－学校法人京都外国語大学創立６０周年記念－
　文明開化期のちりめん本と浮世絵

平成１８（２００６）年度　－フランシスコ・ザビエル生誕５００年記念－
　日本をヨーロッパに紹介した戦国期の宣教師たち

平成１７（２００５）年度　－「日本におけるドイツ年２００５／２００６」記念－
　日本で知られたドイツの世界

平成１７（２００５）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国大統領
　ジョルジェ・フェルナンド・ブランコ・デ・サンパイオ閣下
　御来学記念図書展

平成１６（２００４）年度　－ラフカディオ・ハーン没後１００年並びに　　　　
　　　　　　　　　　　　ヴェンセスラウ・デ・モラエス生誕150年記念－
　二人の偉大な日本紹介者　ハーンとモラエス

平成１６（２００４）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国外務大臣　テレーザ・ゴウヴェイア閣下
　御来学記念図書展

平成１５（２００３）年度　－ペリー提督来航１５０周年記念－
　ペリーがやって来た！　黒船来航と日本

平成１３（２００１）年度　－日本におけるイタリア２００１年－
　日伊文化資料展示会

平成１２（２０００）年度　－京都外国語大学オランダ・ウィーク－
　日蘭交流400周年記念稀覯書展示会

平成１１（１９９９）年度　－ザビエル渡来４５０周年記念－
　ザビエルとその周辺

平成１０（１９９８）年度　－日本におけるフランス年を記念して－
　日仏文化資料展示会

平成９（１９９７）年度　－学校法人京都外国語大学創立５０周年記念－
　日本の国際化を進めた50冊

平成８（１９９６）年度
　文化交流史展 日本人のみた西洋・西洋人のみた日本

平成７（199５）年度
　世界の日本人論 戦後５０年を振り返る

平成６（199４）年度　－平安遷都１２００周年記念書展－
　古都の心にふれた西欧の人たち

平成５（199３）年度　̶鉄砲伝来４５０年̶
　日本・ポルトガル交渉資料展

平成４（199２）年度　－コロンブスのアメリカ大陸到達５００年記念稀覯書展－
　コロンブスと大航海時代　二つの世界の遭遇

平成３（199１）年度
　書物にみる西洋との接点

平成２（199０）年度
　図書の歴史展　ヨーロッパを中心にして

平成元（19８9）年度
　京都外国語大学付属図書館貴重書展

昭和６２（19８７）年度
　西洋と日本　書物に残る交流の軌跡展

昭和６２（19８７）年度　－学校法人京都外国語大学創立４０周年記念展示会－
　幕末における日本人のための外国語学習書

昭和６１（19８６）年度　－メキシコ合衆国ミゲル・デ・ラ・マドリ・ウルタド大統領御来学記念稀覯書展示会－
　メキシコ合衆国大統領御来日記念
　メキシコ関係稀覯書展

昭和６１（19８６）年度　－国際図書館連盟東京大会開催記念－
　欧米文学・初版本展　親しみと共感の名作を訪ねて

昭和５9（19８４）年度　－大学創設２５周年記念－
　鎖国時代における日本人の海外知識資料展

昭和５9（19８４）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国首相
　マリオ・アルベルト・ノブレ・ソアレス閣下
　御来学記念図書展

昭和５８（19８３）年度　－マルティン・ルター生誕５００年記念稀覯書展－
　ルター関係資料展

昭和５７（１９８２）年度　－ゲーテ没後１５０年記念－
　二十世紀の芸術にみるゲーテ　世界文学と造形世界 その他、毎年オープンキャンパス時に「高校生が知っている世界の有名な書物展」を開催しています。

昭和５７（１９８２）年度　－学校法人京都外国語大学創立３５周年記念図書展示会－
　聖書

昭和５６（１９８１）年度
　日本　外国語研究のあけぼの

昭和５５（１９８０）年度　－学校法人京都外国語大学創立３３周年記念展示会－
　異人浮世絵とちりめん本

昭和５５（１９８０）年度　－本学国際交流会館開館記念－
　幕末明治欧米交渉資料展

昭和５４（１９７９）年度　－ラテン・アメリカ学会開催記念展示会－
　ラテン・アメリカ関係図書展示会

昭和５４（１９７９）年度　－国際児童年記念－
　国際児童年記念児童図書展

昭和５３（１９７８）年度　－メキシコ合衆国ホセ・ロペス・ポルティーリョ大統領御来学記念稀覯書展示会－
　メキシコ合衆国大統領御来学記念
　メキシコ・ラテンアメリカ稀覯書展示会

昭和５３（１９７８）年　稀覯書特別展示
　皇太子妃殿下御来館記念特別展示

昭和５２（１９７７）年度　－学校法人京都外国語大学創立３０周年記念展示会－
　西洋との出会い　日本人の見た外国・外国人の見た日本

昭和５１（１９７６）年度　－アメリカ建国２００年記念－
　アメリカ関係図書展示会

昭和４７（１９７２）年度　－日本文化研究国際会議開催記念－
　外国人による日本研究書展示会

昭和４７（１９７２）年度　－学校法人京都外国語大学創立２５周年記念展示会－
　西洋稀覯書展

昭和４７（１９７２）年度　－学校法人京都外国語大学創立２５周年記念展示会－
　明治の教科書展

昭和４３（１９６８）年度　－本学図書館新築移転記念展示会－
　貴重書特別公開
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貴重書展示会の歴史                                         since1968

皆さんの知見をさらに高めるための一助として

令和元（２０１9）年度
　外国人を魅了したちりめん本 
　─明治の偉大な出版者 長谷川武次郎─（丸善京都本店会場）

平成30（２０１8）年度　－明治150年記念－
　明治の日本をみた外国人（本学会場）

平成30（２０１8）年度　－明治150年記念－
　明治の京都をみた外国人（丸善京都本店会場）

平成29（２０１7）年度　－学校法人京都外国語大学創立70周年記念－
　世界の軌跡を未来の英知に ─京都外大図書館の稀覯資料─（本学会場）

平成29（２０１7）年度　－学校法人京都外国語大学創立70周年記念－
　世界の軌跡を未来の英知に ─京都外大図書館の稀覯資料─（東京会場）

平成28（２０１６）年度　本学国際文化資料館主催「日伊国交樹立150周年 記念パネル展示」
　近代日本のイタリア発見 ─岩倉使節団の記録から─

平成２７（２０１５）年度　稀覯書展示会
　ちりめん本の先駆者 長谷川武次郎に協力した外国人たち

平成２６（２０１４）年度　－シェイクスピア生誕450周年記念稀覯書展示会－
　シェイクスピアの世界とその書物の変遷

平成２５（２０１３）年度　－日本スペイン交流400周年記念－
　書物に蘇るスペインと日本の交流の軌跡

平成24（２０１２）年度　－学校法人京都外国語大学創立６５周年記念－
　知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物65選（東京会場）

平成24（２０１２）年度　－学校法人京都外国語大学創立６５周年記念－
　知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物百選（本学会場）

平成２３（２０１１）年度　－日独交流１５０周年記念－
　日本人を魅了してきたドイツの書物

平成２２（２０１０）年度　－日本ポルトガル修好通商条約１５０周年記念－
　鎖国期をはさんだポルトガル人の日本研究

平成２１（２００９）年度　－日墨交流４００周年記念－
　黒潮が結んだメキシコとの絆

平成２０（２００８）年度　－日仏交流１５０周年記念－
　フランス人による日本論の源流をたどって

平成２０（２００８）年度　稀覯書特別展示
　スペイン王国国王ファン・カルロス一世陛下並びにソフィア王妃陛下
　御来学記念図書展

平成１９（２００７）年度　－学校法人京都外国語大学創立６０周年記念－
　文明開化期のちりめん本と浮世絵

平成１８（２００６）年度　－フランシスコ・ザビエル生誕５００年記念－
　日本をヨーロッパに紹介した戦国期の宣教師たち

平成１７（２００５）年度　－「日本におけるドイツ年２００５／２００６」記念－
　日本で知られたドイツの世界

平成１７（２００５）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国大統領
　ジョルジェ・フェルナンド・ブランコ・デ・サンパイオ閣下
　御来学記念図書展

平成１６（２００４）年度　－ラフカディオ・ハーン没後１００年並びに　　　　
　　　　　　　　　　　　ヴェンセスラウ・デ・モラエス生誕150年記念－
　二人の偉大な日本紹介者　ハーンとモラエス

平成１６（２００４）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国外務大臣　テレーザ・ゴウヴェイア閣下
　御来学記念図書展

平成１５（２００３）年度　－ペリー提督来航１５０周年記念－
　ペリーがやって来た！　黒船来航と日本

平成１３（２００１）年度　－日本におけるイタリア２００１年－
　日伊文化資料展示会

平成１２（２０００）年度　－京都外国語大学オランダ・ウィーク－
　日蘭交流400周年記念稀覯書展示会

平成１１（１９９９）年度　－ザビエル渡来４５０周年記念－
　ザビエルとその周辺

平成１０（１９９８）年度　－日本におけるフランス年を記念して－
　日仏文化資料展示会

平成９（１９９７）年度　－学校法人京都外国語大学創立５０周年記念－
　日本の国際化を進めた50冊

平成８（１９９６）年度
　文化交流史展 日本人のみた西洋・西洋人のみた日本

平成７（199５）年度
　世界の日本人論 戦後５０年を振り返る

平成６（199４）年度　－平安遷都１２００周年記念書展－
　古都の心にふれた西欧の人たち

平成５（199３）年度　̶鉄砲伝来４５０年̶
　日本・ポルトガル交渉資料展

平成４（199２）年度　－コロンブスのアメリカ大陸到達５００年記念稀覯書展－
　コロンブスと大航海時代　二つの世界の遭遇

平成３（199１）年度
　書物にみる西洋との接点

平成２（199０）年度
　図書の歴史展　ヨーロッパを中心にして

平成元（19８9）年度
　京都外国語大学付属図書館貴重書展

昭和６２（19８７）年度
　西洋と日本　書物に残る交流の軌跡展

昭和６２（19８７）年度　－学校法人京都外国語大学創立４０周年記念展示会－
　幕末における日本人のための外国語学習書

昭和６１（19８６）年度　－メキシコ合衆国ミゲル・デ・ラ・マドリ・ウルタド大統領御来学記念稀覯書展示会－
　メキシコ合衆国大統領御来日記念
　メキシコ関係稀覯書展

昭和６１（19８６）年度　－国際図書館連盟東京大会開催記念－
　欧米文学・初版本展　親しみと共感の名作を訪ねて

昭和５9（19８４）年度　－大学創設２５周年記念－
　鎖国時代における日本人の海外知識資料展

昭和５9（19８４）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国首相
　マリオ・アルベルト・ノブレ・ソアレス閣下
　御来学記念図書展

昭和５８（19８３）年度　－マルティン・ルター生誕５００年記念稀覯書展－
　ルター関係資料展

昭和５７（１９８２）年度　－ゲーテ没後１５０年記念－
　二十世紀の芸術にみるゲーテ　世界文学と造形世界 その他、毎年オープンキャンパス時に「高校生が知っている世界の有名な書物展」を開催しています。

昭和５７（１９８２）年度　－学校法人京都外国語大学創立３５周年記念図書展示会－
　聖書

昭和５６（１９８１）年度
　日本　外国語研究のあけぼの

昭和５５（１９８０）年度　－学校法人京都外国語大学創立３３周年記念展示会－
　異人浮世絵とちりめん本

昭和５５（１９８０）年度　－本学国際交流会館開館記念－
　幕末明治欧米交渉資料展

昭和５４（１９７９）年度　－ラテン・アメリカ学会開催記念展示会－
　ラテン・アメリカ関係図書展示会

昭和５４（１９７９）年度　－国際児童年記念－
　国際児童年記念児童図書展

昭和５３（１９７８）年度　－メキシコ合衆国ホセ・ロペス・ポルティーリョ大統領御来学記念稀覯書展示会－
　メキシコ合衆国大統領御来学記念
　メキシコ・ラテンアメリカ稀覯書展示会

昭和５３（１９７８）年　稀覯書特別展示
　皇太子妃殿下御来館記念特別展示

昭和５２（１９７７）年度　－学校法人京都外国語大学創立３０周年記念展示会－
　西洋との出会い　日本人の見た外国・外国人の見た日本

昭和５１（１９７６）年度　－アメリカ建国２００年記念－
　アメリカ関係図書展示会

昭和４７（１９７２）年度　－日本文化研究国際会議開催記念－
　外国人による日本研究書展示会

昭和４７（１９７２）年度　－学校法人京都外国語大学創立２５周年記念展示会－
　西洋稀覯書展

昭和４７（１９７２）年度　－学校法人京都外国語大学創立２５周年記念展示会－
　明治の教科書展

昭和４３（１９６８）年度　－本学図書館新築移転記念展示会－
　貴重書特別公開
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貴重書展示会の歴史                                         since1968

皆さんの知見をさらに高めるための一助として

令和元（２０１9）年度
　外国人を魅了したちりめん本 
　─明治の偉大な出版者 長谷川武次郎─（丸善京都本店会場）

平成30（２０１8）年度　－明治150年記念－
　明治の日本をみた外国人（本学会場）

平成30（２０１8）年度　－明治150年記念－
　明治の京都をみた外国人（丸善京都本店会場）

平成29（２０１7）年度　－学校法人京都外国語大学創立70周年記念－
　世界の軌跡を未来の英知に ─京都外大図書館の稀覯資料─（本学会場）

平成29（２０１7）年度　－学校法人京都外国語大学創立70周年記念－
　世界の軌跡を未来の英知に ─京都外大図書館の稀覯資料─（東京会場）

平成28（２０１６）年度　本学国際文化資料館主催「日伊国交樹立150周年 記念パネル展示」
　近代日本のイタリア発見 ─岩倉使節団の記録から─

平成２７（２０１５）年度　稀覯書展示会
　ちりめん本の先駆者 長谷川武次郎に協力した外国人たち

平成２６（２０１４）年度　－シェイクスピア生誕450周年記念稀覯書展示会－
　シェイクスピアの世界とその書物の変遷

平成２５（２０１３）年度　－日本スペイン交流400周年記念－
　書物に蘇るスペインと日本の交流の軌跡

平成24（２０１２）年度　－学校法人京都外国語大学創立６５周年記念－
　知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物65選（東京会場）

平成24（２０１２）年度　－学校法人京都外国語大学創立６５周年記念－
　知られざる世界への挑戦 航海、探検、漂流を記した書物百選（本学会場）

平成２３（２０１１）年度　－日独交流１５０周年記念－
　日本人を魅了してきたドイツの書物

平成２２（２０１０）年度　－日本ポルトガル修好通商条約１５０周年記念－
　鎖国期をはさんだポルトガル人の日本研究

平成２１（２００９）年度　－日墨交流４００周年記念－
　黒潮が結んだメキシコとの絆

平成２０（２００８）年度　－日仏交流１５０周年記念－
　フランス人による日本論の源流をたどって

平成２０（２００８）年度　稀覯書特別展示
　スペイン王国国王ファン・カルロス一世陛下並びにソフィア王妃陛下
　御来学記念図書展

平成１９（２００７）年度　－学校法人京都外国語大学創立６０周年記念－
　文明開化期のちりめん本と浮世絵

平成１８（２００６）年度　－フランシスコ・ザビエル生誕５００年記念－
　日本をヨーロッパに紹介した戦国期の宣教師たち

平成１７（２００５）年度　－「日本におけるドイツ年２００５／２００６」記念－
　日本で知られたドイツの世界

平成１７（２００５）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国大統領
　ジョルジェ・フェルナンド・ブランコ・デ・サンパイオ閣下
　御来学記念図書展

平成１６（２００４）年度　－ラフカディオ・ハーン没後１００年並びに　　　　
　　　　　　　　　　　　ヴェンセスラウ・デ・モラエス生誕150年記念－
　二人の偉大な日本紹介者　ハーンとモラエス

平成１６（２００４）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国外務大臣　テレーザ・ゴウヴェイア閣下
　御来学記念図書展

平成１５（２００３）年度　－ペリー提督来航１５０周年記念－
　ペリーがやって来た！　黒船来航と日本

平成１３（２００１）年度　－日本におけるイタリア２００１年－
　日伊文化資料展示会

平成１２（２０００）年度　－京都外国語大学オランダ・ウィーク－
　日蘭交流400周年記念稀覯書展示会

平成１１（１９９９）年度　－ザビエル渡来４５０周年記念－
　ザビエルとその周辺

平成１０（１９９８）年度　－日本におけるフランス年を記念して－
　日仏文化資料展示会

平成９（１９９７）年度　－学校法人京都外国語大学創立５０周年記念－
　日本の国際化を進めた50冊

平成８（１９９６）年度
　文化交流史展 日本人のみた西洋・西洋人のみた日本

平成７（199５）年度
　世界の日本人論 戦後５０年を振り返る

平成６（199４）年度　－平安遷都１２００周年記念書展－
　古都の心にふれた西欧の人たち

平成５（199３）年度　̶鉄砲伝来４５０年̶
　日本・ポルトガル交渉資料展

平成４（199２）年度　－コロンブスのアメリカ大陸到達５００年記念稀覯書展－
　コロンブスと大航海時代　二つの世界の遭遇

平成３（199１）年度
　書物にみる西洋との接点

平成２（199０）年度
　図書の歴史展　ヨーロッパを中心にして

平成元（19８9）年度
　京都外国語大学付属図書館貴重書展

昭和６２（19８７）年度
　西洋と日本　書物に残る交流の軌跡展

昭和６２（19８７）年度　－学校法人京都外国語大学創立４０周年記念展示会－
　幕末における日本人のための外国語学習書

昭和６１（19８６）年度　－メキシコ合衆国ミゲル・デ・ラ・マドリ・ウルタド大統領御来学記念稀覯書展示会－
　メキシコ合衆国大統領御来日記念
　メキシコ関係稀覯書展

昭和６１（19８６）年度　－国際図書館連盟東京大会開催記念－
　欧米文学・初版本展　親しみと共感の名作を訪ねて

昭和５9（19８４）年度　－大学創設２５周年記念－
　鎖国時代における日本人の海外知識資料展

昭和５9（19８４）年度　稀覯書特別展示
　ポルトガル共和国首相
　マリオ・アルベルト・ノブレ・ソアレス閣下
　御来学記念図書展

昭和５８（19８３）年度　－マルティン・ルター生誕５００年記念稀覯書展－
　ルター関係資料展

昭和５７（１９８２）年度　－ゲーテ没後１５０年記念－
　二十世紀の芸術にみるゲーテ　世界文学と造形世界 その他、毎年オープンキャンパス時に「高校生が知っている世界の有名な書物展」を開催しています。

昭和５７（１９８２）年度　－学校法人京都外国語大学創立３５周年記念図書展示会－
　聖書

昭和５６（１９８１）年度
　日本　外国語研究のあけぼの

昭和５５（１９８０）年度　－学校法人京都外国語大学創立３３周年記念展示会－
　異人浮世絵とちりめん本

昭和５５（１９８０）年度　－本学国際交流会館開館記念－
　幕末明治欧米交渉資料展

昭和５４（１９７９）年度　－ラテン・アメリカ学会開催記念展示会－
　ラテン・アメリカ関係図書展示会

昭和５４（１９７９）年度　－国際児童年記念－
　国際児童年記念児童図書展

昭和５３（１９７８）年度　－メキシコ合衆国ホセ・ロペス・ポルティーリョ大統領御来学記念稀覯書展示会－
　メキシコ合衆国大統領御来学記念
　メキシコ・ラテンアメリカ稀覯書展示会

昭和５３（１９７８）年　稀覯書特別展示
　皇太子妃殿下御来館記念特別展示

昭和５２（１９７７）年度　－学校法人京都外国語大学創立３０周年記念展示会－
　西洋との出会い　日本人の見た外国・外国人の見た日本

昭和５１（１９７６）年度　－アメリカ建国２００年記念－
　アメリカ関係図書展示会

昭和４７（１９７２）年度　－日本文化研究国際会議開催記念－
　外国人による日本研究書展示会

昭和４７（１９７２）年度　－学校法人京都外国語大学創立２５周年記念展示会－
　西洋稀覯書展

昭和４７（１９７２）年度　－学校法人京都外国語大学創立２５周年記念展示会－
　明治の教科書展

昭和４３（１９６８）年度　－本学図書館新築移転記念展示会－
　貴重書特別公開
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Special Collections

Historical materials on Japan’s foreign  
relations (Japanese Rare Materials) 
わが国の対外交渉史料

Ukiyo-e depicting Japan’s interactions  
with the outside world 
対外交渉を描いた浮世絵

Nipponalia 
ニッポナリア

Chirimen crepe books from Japan’s  
“bunmei kaika” (civilization and  
enlightenment) opening to the West 
文明開化期のちりめん本

World explorations and voyages 
世界の探検と航海

Ancient maps of the world 
世界の古刊地図

Antiquarian Bibles of the world 
世界の古聖書と宗教関係書

Western antiquarian dictionaries and  
encyclopedias 
西洋古辞書・古事典

World literature and folktales 
世界の文学と民話

Manuscript letters of people of the world 
世界の人たちの自筆書簡

William Shakespeare 
ウィリアム・シェイクスピア

Samuel Johnson 
サミュエル・ジョンソン

Charles Dickens 
チャールズ・ディケンズ

Martin Luther 
マルティン・ルター

Johann Wolfgang von Goethe 
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

Friedrich von Schiller 
フリードリヒ・フォン・シラー

Rainer Maria Rilke 
ライナー・マリア・リルケ

Honoré de Balzac 
オノレ・ド・バルザック

Miguel de Cervantes 
ミゲール・デ・セルバンテス

American Books 
アメリカン・ブックス

Australian Literature  
オーストラリア文学

Mexican Books  
メキシカン・ブックス

Sultan Hamid 
スルタン・ハミド

China 
チャイナ（欧文による中国研究書）

Lafcadio Hearn 
ラフカディオ・ハーン

Wenceslau José de Sousa de Moraes 
ヴェンセスラウ・デ・モラエス

From Kyoto to the World 
京都から世界へ（京都関係資料）
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高輪鉄道蒸気車全図 (Steam train of Takanawa railroad)
昇斎一景（Ikkei Shosai）画　萬孫板　3枚続　［刊年不明］　36.6×73.4cm

表紙：［ナポレオン］『エジプト誌』全二十巻より

ナポレオン生誕250年記念稀覯書展示会
ナポレオン、

偉大なるエジプト文明に挑戦する
（展示目録）

【教育・研究用　非売品】

発　行　日 令和元（2019）年10月16日

編集・発行 京 都 外 国 語 大 学 付 属 図 書 館 
 京都外国語短期大学付属図書館 
 　〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6 
 　TEL 075-322-6028

印刷・製本 野崎印刷紙業株式会社

■と　き：2019年10月16日（水）～24日（木）
 22日は即位礼正殿の儀につき休館

■会　場：京都外国語大学国際交流会館6階
   「ユニバーシティ・ギャラリー」

会場の壁面には横浜絵（開化絵）十数点を出展しています。
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