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幕末の頃まで、海外から日本へ渡るには危険の多い荒
波を乗り越えなければなりませんでした。来日する外国
人の多くは、宗教団体や商社、国が派遣した選ばれた
人々で占められ、彼らは、未知の日本を広く紹介し、そ
の後の対日策に役立てるために、という明確な目的を持
って見聞記を著しました。そのため、その観察力は鋭く、
非常に興味深い内容となっています。日本人が気にも留
めずに見過ごしてしまうような事柄にも細かく注意が
向けられ、その時代の日本の政治や文化・慣習・社会状
態を具体的に知る上で、大変貴重だといえるでしょう。
今回の展示では、1500 年代から 1900 年代初頭までに
外国人によって著された、当館所蔵の日本見聞記をご紹
介いたします。
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1. Rerum a societate jesu in oriente gestarum ad annum usque a deipara virgine M.D. LXVIII,
commentarius emanuelis acostae lusitani, recognitus, & latinate donatus. accessere de japonicis rebus

（

epistolarum libri IIII.... 1571

）

2. Carte des Isles du Iapon

（

）

3. Introductio ad Geographiam Novam et Veterem 1692

（

）

4. Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren Vol. 1 1736

（

）

5. Account of voyage of discovery to the west coast of Corea and the Great Loo-Choo island 1818

6. Narrative of my captivity in Japan, during the years 1811, 1812 & 1813 : with observations on the country

（

）

and the people Vol. 1-Vol. 2 1818

7. Le Japon, ou voyage de Paul Ricord, aux iles du Japon, en 1811, 1812 et 1813 sur la corvette russe la
Diane, pour la délivrance du capitaine Golownin

Vol. 1-Vol. 2

（1822）

8. Japan : voorgesteld in schetsen over de zeden en gebruiken van dat ryk, byzonder over de ingezetenen der

（

）

stad Nagasaky 1830

（

）

9. Bijdrage tot de kennis van het japansche rijk 1833

（

）
11. De Medusa in de wateren van Japan, in 1863 en 1864（1865）
12. Le japon illustre Vol. 1-Vol. 2（1870）
10. Japan ; an Account, geographical and historical 1852

（

）

13. Le Japon ; de nos jours et les échelles de l'extrême Orient Vol. 1-Vol. 2 1877

14. The island dependencies of Japan : an account of the Islands that have passed under Japanese control
since the restoration, 1867-1912

（

）

Vol. 1-Vol. 2 1913

15. Japan day by day : 1877, 1878-79, 1882-83 Vol. 1-Vol. 2

（1917）
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