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169-0335 諸国城郭絵図 全63鋪中1鋪（冊次18）
169-0335 諸国城郭絵図 全63鋪中1鋪（冊次21）
173-0210 新編武蔵風土記 全255冊中8冊（冊次2、21～27）
173-0212 新編武蔵風土記 全255冊中8冊（冊次2、21～27）

御06869100
癩予防ニ関スル件・御署名原本・明治四十年・法律第十
一号

全1冊

御17736100
明治四十年法律第十一号（癩予防ニ関スル件）ヲ癩予防
法ト改題シ同法中改正（勅令第百八十号参看）・御署名
原本・昭和六年・法律第五十八号

全1冊

御34903100
らい予防法・御署名原本・昭和二十八年・法律第二一四
号

全1冊

平14法制00666100 第１６回・昭和２８年らい予防法案他４件 全1冊
166-0103 加沢覚書 全1冊
166-0040 加沢記 全2冊
勅00001100 勅語類・明治詔勅・自明治元年至同二十九年十二月・乾 全1冊

太00546100
太政類典・第二編・明治四年～明治十年・第三百二十三
巻・理財四十三・国債及紙幣二

全1冊

公副02923100
公文録（副本）・明治十四年・第十六巻・明治十四年九
月・太政官第一

全1冊

別00055100
公文別録・上書建言録・明治十一年～明治十八年・第二
巻・明治十一年～明治十六年

全1冊

太00786100 太政類典・第五編・明治十四年・第十一巻・地方・行政区 全1冊

単01909100
単行書・元老院会議筆記・自第二百五十号至第二百八
十二号・二十一

全1冊

177-1007 江君確亭紀行 全3冊中1冊（冊次2）
177-1167 遊歴雑記 全15冊中2冊（冊次1、6）
177-1056 嘉陵記行 全20冊中1冊（冊次12）
262-0079 更さら日記 全1軸
特096-0005 天保巡見日記 全4冊中2冊（冊次3、4）
177-0001 日本輿地図 全222鋪中1鋪（冊次178）

7 九州国立博物館 2016/9/14 2016/11/6
トピック展示「有田焼創業400年記念　旧家の暮らし
を彩った器 －古伊万里」

特114-0001 唐蛮貨物帳 全13冊中4冊（冊次1、6、8、11） 73,402 7月20日 8月3日 15日間

156-0017 略譜 全211冊中1冊（冊次178）
151-0246 諸向地面取調書 全23冊中1冊（冊次15）

公副00374100
公文録（副本）・明治三年・第六十巻・庚午五月～八月・
大学伺

全1冊

職A00108100 職員録・明治十年五月・職員録（文部省）改 全1冊

公副02663100
公文録（副本）・明治十三年・第三十六巻・明治十三年一
月～四月・文部省（一月・二月・三月・四月）

全1冊

職A00419100 職員録・明治十七年八月・職員録（大蔵省）改 全1冊
平15財務00009100 目賀田家文書第1号 全1冊
平15財務00010100 目賀田家文書第2号 全1冊
平15財務00011100 目賀田家文書第3号 全1冊
平15財務00012100 目賀田家文書第4号 全1冊
平15財務00013100 目賀田家文書第5号 全1冊
平15財務00014100 目賀田家文書第6号 全1冊
平15財務00015100 目賀田家文書第7号 全1冊
平15財務00016100 目賀田家文書第8号 全1冊
平15財務00017100 目賀田家文書第9号 全1冊
平15財務00018100 目賀田家文書第10号 全1冊
平15財務00019100 目賀田家文書第11号 全1冊
平15財務00020100 目賀田家文書第12号 全1冊
平15財務00021100 目賀田家文書第13号 全1冊
平15財務00022100 目賀田家文書第14号 全1冊

1日間

8月3日 8日間

8 たばこと塩の博物館 2016/9/17 2016/11/6
「目賀田種太郎と近代日本－教育者・法律家・官僚
として－」

5,727 8月19日 8月19日

6月14日 6月22日 9日間

6 川崎市市民ミュージアム 2016/10/8 2016/11/20 「旅する人々　-東海道五十三次から世界へ-」 2,804 7月27日

5日間

5 鳥取市歴史博物館やまびこ館 2016/7/16 2016/9/25
特別展「明治九年　鳥取縣廃セラレ候　鳥取県再置
への軌跡」

3,916

2016/7/1 2016/8/31 企画展「真田氏と戦国時代の吾妻」 916 5月30日 6月3日

春季企画展「『らい予防法』をふりかえる」 9,611 6月1日 6月8日 8日間

4
中之条町歴史と民俗の博物館
「ミュゼ」

4月19日 4月28日 10日間

3 国立ハンセン病資料館 2016/4/29 2016/7/31

2 すみだ郷土文化資料館 2016/5/20 2016/8/2 企画展「すみだの開発－向島の開発と本所開拓－」 2,116

2016/10/30 第59回特別展「『川中島の戦い』と真田」 9,084 6月28日 7月22日

特定歴史公文書等貸出一覧表 （平成28年度）

25日間1 長野市立博物館 2016/9/17
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特定歴史公文書等貸出一覧表 （平成28年度）

特128-0001 新刊吾妻鑑 全26冊中1冊（冊次7）
経066-0002 周易本義 全8冊中1冊（冊次1）
196-0133 本草通串証図 全2冊中1冊（冊次1）
特128-0001 新刊吾妻鑑 全26冊中1冊（冊次9）
経066-0002 周易本義 全8冊中1冊（冊次8）
196-0133 本草通串証図 全2冊中1冊（冊次2）
160-0228 小右記 全61冊中4冊（冊次10、33、38、44）
古033-0542 国司解文 全1軸
192-0458 拾遺往生伝 全2冊中1冊（冊次1）
特101-0002 朝野群載 全19冊中2冊（冊次16、17）
179-0089 政事要略 全26冊中2冊（冊次8、11）
146-0019 改元定伝奏事 全1冊
206-0564 新猿楽記 全1冊
263-0072 中右記 全109冊中3冊（冊次20、21、27）
160-0228 小右記 全61冊中2冊（冊次45、46）
160-0229 小右記 全79冊中1冊（冊次42）
特101-0002 朝野群載 全19冊中2冊（冊次18、19）
147-0150 朝野群載 全17冊中2冊（冊次15、16）
179-0089 政事要略 全26冊中2冊（冊次12、16）
204-0305 本朝文粋 全14冊中1冊（冊次6）
179-0041 類聚三代格 全6冊中1冊（冊次3）
263-0072 中右記 全109冊中3冊（冊次70、71、83）

178-0198 北行日録 全3冊中1冊（冊次2）

177-1066 北遊記 全1冊
枢00121100 枢密院文書・宮内省往復・稟議・雑書・昭和十年 全1冊

纂02125100
公文雑纂・昭和十年・第二巻・内閣二・内閣二（判任官以
下賞与及手当）

全1冊

特076-0001 寛永諸家系図伝 全186冊中1冊（冊次98）
特032-0002 藩翰譜 全17冊中1冊（冊次15）
170-0188 聞見集 全2冊
157-0128 譜牒余録 全22冊中4冊（冊次5、9、15、18）
169-0010 三河物語 全2冊中1冊（冊次2）
184-0376 外蕃書翰 全2冊
258-0010 朝野旧聞裒藁 全1083冊中2冊（冊次832、834）
159-0393 古文書 全13冊中1冊（冊次1）
159-0393 古文書 全13冊中1冊（冊次5）

12月20日 12月22日 3日間

2017/2/19
特集展示「台湾と日本　-震災史とともにたどる近現
代-」

12,800

2017/3/19 特別展「安城ゆかりの大名　本多正信」 3,776

12 国立歴史民俗博物館 2017/1/11

13 安城市歴史博物館 2017/1/28

12月1日 12月12日 12日間

12月1日 12月6日 6日間

11 茨城県立歴史館 2017/2/4

2016/12/11
特別展「因幡と朝廷　-王朝のみた因幡、因幡のみ
た王朝-」（仮）

3,076

2017/3/20
特別展Ⅱ平成28年度アイヌ工芸品展「イカラカラ-ア
イヌ刺繍の世界」

17,910

8月26日 9月15日 21日間10 鳥取市歴史博物館やまびこ館 2016/10/22

8月19日 9月7日 20日間9 印刷博物館 2016/10/22 2017/1/15 「武士と印刷」 12,284


	☆業務実績報告提出

