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単00199100 単行書・勅語録 全1冊

太00015100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第十五巻・官
制・文官職制一

全1冊

太草00015100
太政類典草稿・第一編・慶応三年～明治四年・第十五巻・
官制・文官職制一

全1冊

特086-0001 令義解 全7軸中2軸（冊次4、6）
古032-0523 観世音寺古文書 全5軸・1冊中1軸（冊次3）

別00017100
公文別録・内務省・明治十五年～明治十八年・第一巻・明
治十五年～明治十六年

全1冊

公副00620100
公文録（副本）・明治四年・第百六十九巻・辛未十二月・
諸県伺

全1冊

265-0286 岩倉具視関係文書 全122冊中1冊(冊次114)

太00317100
太政類典・第二編・明治四年～明治十年・第九十五巻・地
方一・行政区一

全1冊

公副02030100
公文録（副本）・明治十年・第二十三巻・明治十年二月・
内務省伺（四）

全1冊

太00663100
太政類典・第三編・明治十一年～明治十二年・第五十八
巻・租税・租税徴収

全1冊

公副02405100
公文録（副本）・明治十一年・第百五十八巻・明治十一年
一月～九月・地租改正局

全1冊

公副00619100
公文録（副本）・明治四年・第百六十八巻・辛未十月～十
一月・諸県伺

全1冊

太00545100
太政類典・第二編・明治四年～明治十年・第三百二十二
巻・理財四十二・国債及紙幣一

全1冊

公副02395100
公文録（副本）・明治十一年・第百四十八巻・明治十一年
四月～五月・官員

全1冊

公副02354100
公文録（副本）・明治十一年・第百十一巻・明治十一年七
月・司法省伺

全1冊

太00695100
太政類典・第三編・明治十一年～明治十二年・第九十巻・
治罪・行刑二

全1冊

古024-0440 春日社行幸記 全1冊
210-0160 雑談集 全5冊中1冊（冊次5）
199-0097 教訓抄 全13冊中1冊（冊次1）
特091-0011 春日祭礼興福行事 全3軸中2軸（冊次1、2）

292-0171 職方外紀 全2冊中1冊（冊次1）

特104-0001 寛政重修諸家譜 全1530冊中2冊（冊次233、1525）
特074-0001 寛政重修諸家譜 全597冊中1冊（冊次592）
194-0180 大成算経 全20冊
子051-0001 授時暦 全4冊
子051-0006 兼済堂纂刻梅勿菴先生暦算全書 全42冊中5冊（冊次1､2､5､6､15）
194-0214 綴術算経 全1冊
212-0287 竹橋余筆別集 全12冊中1冊（冊次12）

太00224100
太政類典・第二編・明治四年～明治十年・第二巻・制度
二・布令掲示二

全1冊

特004-0012 寛政暦書 全35冊中1冊（冊次19）

公副00550100
公文録（副本）・明治四年・第九十九巻・辛未一月～七
月・品川県伺

全1冊

149-0026 続徳川実紀 全67冊中1冊（冊次63）

公副00123100
公文録（副本）・明治二年・第五十六巻・己巳・版籍奉還
（一）

全1冊

公副00241100
公文録（副本）・明治二年・第百七十巻・己巳六月～辛未
七月・松山藩伺

全1冊

197-0117 水虎考略 全1冊
210-0009 和漢三才図会略 全81冊中１冊（冊次26）
197-0119 水虎考略 全4冊
特060-0003 下学集 全1冊
特095-0004 弘賢随筆 全60冊中１冊（冊次23）
174-0118 利根川図志 全6冊中１冊（冊次1）
217-0036 文鳳堂雑纂 全117冊中１冊（冊次71）
183-0009 日本山海名物図会 全5冊中1冊（冊次3）
ヨ031-0042Ａ 和漢三才図会略 全8冊中2冊（冊次1、3）

11,832人

特定歴史公文書等貸出一覧表（平成30年度）

5 群馬県立歴史博物館 2018/7/14 2018/9/2
第96回企画展「すごいぞ！江戸の科学　-時代
を動かした地図・暦・和算の力-」

37冊

2018/3/21 2018/5/28
「明治元年の日本と土佐　－戊辰戦争　それぞ
れの信義－」

3冊

8 遠野市立博物館 2018/7/20 2018/9/24

5冊

2018/10/7

29,017人

2 九州歴史資料館 2018/4/24 2018/6/17
大宰府史跡発掘50年記念特別展「大宰府への道
－古代都市と交通－」

3冊 5,227人

1 高知県立高知城歴史博物館

95,950人

3 石川県立歴史博物館 2018/4/21 2018/5/27
平成30年度春季特別展「明治維新と石川県誕
生」

12冊

2018/12/2 特別展「明治維新　－そのとき品川は－」 2冊

6,947人

4 奈良国立博物館 2018/4/14 2018/6/10
創建1250年記念特別展「国宝　春日大社のすべ
て」

4,663人

7 松山市子規記念博物館 2018/7/28 2018/9/3 第64回特別企画展「明治維新と松山藩」 2冊 2,423人

6 品川区立品川歴史館

4,563人平成30年度夏季特別展「遠野物語と河童」 13冊
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特定歴史公文書等貸出一覧表（平成30年度）

公副00589100
公文録（副本）・明治四年・第百三十八巻・辛未・文部省
伺乾

全1冊

記00357100 記録材料・文部省学制原案 全1冊

太00027100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第二十七巻・官
規・任免三

全1冊

太00028100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第二十八巻・官
規・任免四

全1冊

166-0167 石川忠総留書 全2冊
217-0034 視聴草 全176冊中1冊（冊次55）
159-0218 諸州古文書 全23冊中2冊（冊次17､18）

157-0127 譜牒余録
全101冊中6冊（冊次2､35、39、
41、46、84）

類00578100
公文類聚・第十五編・明治二十四年・第三十七巻・交通
五・運輸鉄道・船車・道路橋梁・河川港湾・雑載

全1冊

類00624100
公文類聚・第十六編・明治二十五年・第三十八巻・交通
四・運輸鉄道・船車

全1冊

184-0010 嬉遊笑覧 全16冊中1冊（冊次13）

197-0073 蕃藷考 全1冊

13 大阪歴史博物館 2018/10/3 2018/12/3
特別展「100周年記念　大阪の米騒動と方面委
員の誕生」

平9警察00191100 警保局長決議書類・大正２年（下） 全1冊 1冊 26,977人

177-1032 調布日記 全3冊
177-1056 嘉陵記行 全20冊中1冊（冊次10）
160-0151 本朝世紀 全20冊中1冊（冊次16）
特024-0007 小右記 全9冊中1冊（冊次8）
特026-0001 延喜式 全25冊中2冊（冊次16、25）
150-0049 当代記 全10冊中1冊（冊次5）
165-0039 駿府記 全1冊

17 安城市歴史博物館 2018/11/24 2019/1/14
特別展「幕府崩壊　－幕末維新を生きた地方の
証言者たち－」

180-0103 御書付並御目付達諸向懸合寄合留 全74冊中1冊（冊次68） 1冊 2,261人

265-0017 無刑録 全18冊中1冊（冊次1）、版木4点

182-0595 無刑録 全18冊中2冊（冊次1、18）

公副03987100
公文録（副本）・明治十八年・第九十二巻・明治十八年二
月・農商務省第一

全1冊

類00578100
公文類聚・第十五編・明治二十四年・第三十七巻・交通
五・運輸鉄道・船車・道路橋梁・河川港湾・雑載

全1冊

纂01070100
公文雑纂・明治四十一年・第五巻・内閣五・内閣五（賞勲
局三）

全1冊

任Ａ00203100 官吏進退・明治二十二年官吏進退八・海軍省二 全1冊
任Ｂ00444100 任免裁可書・明治三十九年・任免巻二十二 全1冊
183-0792 大日本横浜築港船架略図 全1枚

特108-0001 新刊吾妻鏡 全51冊中1冊（冊次45）

古017-0341 古文書 全1冊
特076-0001 寛永諸家系図伝 全186冊中1冊（冊次76）
155-0117 家伝史料 全10冊中1冊（冊次6）
167-0101 鎌倉大草紙 全1冊
151-0077 千学集抜萃 全1冊
173-0210 新編武蔵風土記 全255冊中2冊（冊次135、138）
151-0164 小田原衆所領役帳 全1冊
155-0224 太田家記 全1冊
168-0347 関東古戦録 全10冊中3冊（冊次3、5、9）
263-0073 小田原編年録 全16冊中1冊（冊次2）

10 安城市歴史博物館

9 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 2018/7/6 2018/9/9
「肥前さが幕末維新の『人』－佐賀の人づくり
が近代日本を支えた－」

4冊 111,684人

2018/9/22 2018/11/4
特別展「安城ゆかりの大名　家康を支えた三河
石川一族」

11冊 3,687人

11
北杜市教育委員会
（北杜市郷土資料館）

2018/7/21 2018/12/24
「北杜に汽笛が響いた日　－やってきた鉄道と
近代化－」

12 川越市立博物館 2018/10/13 2018/11/25 第45回企画展「川越とサツマイモ」 2冊

2018/10/27 2018/12/24
平成30年度特別展「作品の中の大田区　-文
士・画家の描いた風景-」

4冊

2冊 1,289人

15,347人

6,502人

15 山梨県立博物館 2018/10/13 2018/12/3 企画展「文字が語る　古代甲斐国」 4冊 4,980人

14 大田区立郷土博物館

3冊 195人

16 行田市郷土博物館 2018/10/6 2018/11/25 第32回企画展「鷹狩りと忍城」 2冊

2019/2/2 2019/3/24 企画展「横浜船渠　ドック物語」 6冊

16,477人

18 (一関市)芦東山記念館 2019/1/26 2019/3/17
冬季特別展「明治150年・元老院蔵版無刑録発
刊140年『新しい時代と無刑録』」

5,964人

20 足立区立郷土博物館 2019/3/19 2019/5/6
「戦国足立の三国志　－宮城氏・舎人氏・武蔵
千葉氏－」

14冊 -

19
公益財団法人帆船日本丸記念
財団
（横浜みなと博物館）
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