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2019年
時間外ツアー
イギリスで最も 
人気の高い観光地を 
開館前に楽しみましょう





大英博物館は 1753年、世界初の国立博物館として設立さ
れました。歴史、芸術、文化を専門とした、現存する最大
かつ最も包括的なコレクションを展示しており、今日イギ
リスでもっとも訪問者数の多い観光地となっています。

中国の歴史について探りたい場合も、ファラオの足跡を辿
りたい場合も、象徴的なコレクションで詳しく理解するこ
とができます。発見がたくさんあり、一生の思い出となる
経験ができることをお約束します。 

空いている時間帯のプライベートツアーでより多くを学
び、隠れた好奇心に火をつけましょう。

世界の、世界のための
博物館

写真：Nigel Young





こちらのギャラリーでは、大英博物館創設時のコレ
クションから現在までの壮大な道程を辿り、18世
紀のヨーロッパの世界観について学びます。コレク
ターたちが世界各地から集めた品をどのように評価
分類したかを解き明かしながら、展示品により、人
類の世界に対する理解が時の経緯とともにどのよう
に変化していったかを見ていきます。それぞれの方
法で過去 4世紀にわたって大英博物館を形作ってき
たコレクターたちや、博物館の今後を形作っていく
個人や組織についても学びます。

啓蒙主義ギャラリー（ルーム 1）。

スローン・アストロラーベ、銅合金
イングランド　1290～1300年。

大英博物館紹介

啓蒙室
ルーム 1

世界のコレクション 
ルーム 2 

ワデスドン遺贈
ロスチャイルド基金による
ルーム 2a 



ミイラ製作や死後の世界への準備から魔術、動物の
不死化まで、紀元前 2600年から西暦 200年頃の
古代エジプトの魅惑的な歴史、死と死後の世界の重
要性について探ります。ただし、見られるのはミイ
ラだけではありません。こちらのギャラリーでは大
英博物館の世界に誇る棺、墓、ポートレート、魔除
けのコレクションや有名な『死者の書』も展示され
ています。

古代エジプトの死後の世界に 
ついての紹介 

沼地で狩猟するネバムン
ネバムンの墓の壁画から。
エジプト、テーベ　 
紀元前 1350年頃。

金色カルトナージュが施された 
ミイラマスク。
エジプト　紀元前１世紀頃。

エジプトの生と死
マイケル・コーエン・ギャラリー
ルーム 61

エジプトの死と死後の世界： 
ミイラ
ロキシー・ウォーカー・ 
ギャラリー
ルーム 62～ 63

エジプト初期
レイモンド&ビバリー・ 
サックラー・ギャラリー
ルーム 64

スーダン、エジプト、ヌビア
レイモンド&ビバリー・ 
サックラー・ギャラリー
ルーム 65







ラムセス 2世の胸像やゲイヤー・アンダーソンの猫、
世界的に有名なロゼッタストーンなど、3千年にわ
たる王や神の見事な彫像、巨大な墓廟建築、古代の
墓のレリーフに出合いましょう。こちらでは大英博
物館を象徴するコレクションをご紹介します。古代
エジプト文化を探り、寺院や墓の大規模な彫刻の重
要性を学び、この古代文明の言語について学びま
しょう。

ラムセス 2世像、「若きメムノン」。
エジプト、テーベ　第19王朝。

ゲイヤー・アンダーソンの猫。
エジプト、サッカラ　 
紀元前 600年以降。

古代エジプトの彫刻紹介

エジプトの彫刻
ルーム 4



紀元前 5千年から現在に至る中国と南アジアの文
明の発展について、美しい場所で学ぶことができま
す。明王朝の磁器から南アジアの彫刻まで、幅広い
壮大な展示物を通じて中国と南アジアの歴史を探り
ましょう。他に類を見ない大英博物館のコレクショ
ンを通じて古代文明の芸術文化を知り、現在の社会
を探りましょう。

ジョセフ・ホートン卿 
中国・南アジアギャラリー
（ルーム 33）。

踊りの神シヴァの銅合金像。
インド、タミル・ナードゥ
1,100年頃。

中国と南アジアの紹介

中国と南アジア
ジョセフ・ホートン卿ギャラリー
ルーム 33

インド：アマラーヴァティー
朝日新聞ギャラリー
ルーム 33a

中国のヒスイ
セルウィン&エリー・アレン・ギャラリー
ルーム 33b







日本国外で最も包括的な日本の芸術・工芸品を展示
する素晴らしいギャラリーで、侍の鎧から現代の漫
画まで、日本の広範な歴史と文化を探りましょう。
連続性と変化がどのように日本の過去と現在を形
作ってきたかを聞き、日本と世界の他の地域との関
係について学びましょう。 

日本紹介

岸駒（1749～1838）、虎図
絹本（墨・着色）、1784～1796年頃。

侍の甲冑一式
日本、兵庫県　1700年代。 
JTI Japanese Acquisition Fundに 
より購入実現。

日本
三菱商事ギャラリー
ルーム 92～ 94



古代ギリシャの伝説の旅に出て、有名な英雄アキレ
スとヘラクレスの足跡を辿り、古代世界の七不思議
のうち残存する二つについて探りましょう。アレク
サンドロス大王の征服から、最後のヘレニズム帝国
で有名なクレオパトラ 7世に統治されたエジプトの
プトレマイオス朝、ローマへの陥落までをたどりな
がら、青銅の時代のギリシャを探りましょう。色鮮
やかに着色された古代ミケーネとギリシャの陶器、
鎧、武器、まばゆい宝飾品、地中海沿岸で最も有名
な古代建築物からの肖像彫刻など、この古代文明コ
レクションで興味深い発見をしましょう。パルテノ
ン神殿や現トルコの古代リュキア地域からの壮大な
墓など、アテナイのアクロポリスからの遺物も含ま
れています。 

古代ギリシャの紹介

ギリシャ：ミノア人とミケーネ人
アーサー・I・フライシュマン・ギャラリー
ルーム 12 

ギリシャ、紀元前 1050～520年
ルーム 13 

ギリシャの花瓶
ルーム 14 

アテネとリュキア
ルーム 15 

ギリシャ：バッサイの彫刻
ルーム 16

ネレイデス・モニュメント
ルーム 17 

ギリシャ：パルテノン神殿
ルーム 18 

ギリシャ：アテネ
ルーム 19

ギリシャ人とリュキア人、 
紀元前 400～325年
ルーム 20

マウソロス霊廟
ルーム 21 
アレクサンダーの世界
ルーム 22 
ギリシャとローマの彫刻
ルーム 23 

黒像式アンフォラ。
ウルキ（イタリア、北ラツィオ）
紀元前 520～525年頃。

レリーのヴィーナスとしても知られ
る、入浴中にうずくまる裸のアフロ
ディテの大理石像。
ギリシャのオリジナル品のローマの
模造品、2世紀頃。
女王陛下からの借入品。







こちらのギャラリーでは古代ローマの歴史と、その
文化生活が古代ギリシャ人からどのような影響を受
けたかを解き明かしていきます。このツアーでは、
西ヨーロッパから北アフリカを通り、中東まで広が
る広大なローマ帝国の日用品とともに、有名な皇帝
アウグストゥスやハドリアヌスにも出会えます。物
語の展開につれ、大英博物館が所蔵するローマ時代
のモザイクや陶器、宝飾品、コイン、ブロンズ、大
理石の像やポートレートを見学し、ローマが初期の
つつましい姿から世界最強の帝国の一つになるまで
を見ていきましょう。

古代ローマの紹介

おそらくディオニュソスに扮した 
アンティノウスの像からの頭部 
大理石ポートレート。
西ローマ、ジャニコロ　
130～140年頃。

ポートランドの壺　ガラスアン
フォラ。
ローマ、1～ 25年頃。

ギリシャとローマの生活
ルーム 69

ローマ帝国
ウォルフソン・ギャラリー
ルーム 70

エトルリアの世界
ルーム 71 

古代キプロス
A・G・レヴェンティス・ギャラリー
ルーム 72

イタリアのギリシャ人
ルーム 73 



外部ガイド
このパンフレットに掲載されているギャラリーに外
部からガイドを連れてくることが可能です。英語以
外の言語でのツアーをご希望の場合、このオプショ
ンをお勧めします。ツアー内容、グループ人数、利
用可能度の点でもフレキシブルな対応ができます。
一グループの上限人数は 150人です。

大英博物館ビジターサービスチームのメンバーが団
体ツアーのお供をします。

ガイドオプション 

大英博物館ボランティアガイド
20人までのグループを対象としたボランティアガイ
ドによる1時間のツアーです。

英語でのツアーはボランティアガイドによるもので、
対応できない場合もあります。



ツアーと団体人数により料金は変わります。基本料
金が適用されます。

お問い合わせから当日のツアーまで、予約の全プロ
セスを通してチームがお手伝いいたします。 

お問い合わせの際には、以下の情報をお知らせくだ
さい。

• ご希望のツアー 
• ご希望の日程 
• グループの人数
• 連絡先

詳細情報やお問い合わせ、予約には Eメール
（traveltradebookings@britishmuseum.org）でご 
連絡いただくか、britishmuseum.org/traveltrade
をご参照ください。

大英博物館のグレート・コートでの朝食で、博物館
訪問をより思い出深いものにしましょう。

グレート・コート・レストランでは素晴らしい朝食
メニューをご提供しています。メニューはグループ
のニーズに合わせて調整可能です。 

博物館に長時間滞在されたい場合は11時からランチ 
もご提供しています。

予約や詳細についてはツアー手配の際にお尋ねくだ
さい。

飲食 予約方法



利用規約
博物館は使用中の建物のため、ツアー内容に変更が
生じたり、キャンセルになる場合があります。ツアー
によっては一部の展示室や展示物をご覧いただけな
い場合もあります。

利用規約については britishmuseum.orgでご確認く
ださい。
 
個人情報保護方針については britishmuseum.org/
privacypolicyをご覧ください。

連絡先
ウェブサイト　britishmuseum.org/traveltrade 
Eメール　traveltradebookings@britishmuseum.org 

オンラインでフォロー
大英博物館のアカウントをフォローして写真をシェア
し、トリップアドバイザーにレビューを書きましょう。

無料Wifiが利用可能です。

所在地
The British Museum
Great Russell Street
London WC1B 3DG

 Tottenham Court Road, Holborn,  
Russell Square

バス駐車場はMontague Placeにあります。
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