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貸出先 期間（始） 期間（終） 行事等の名称 請求番号 資料名称 冊次 冊数 総入館者数

197－0106 日東魚譜 全5冊中1冊（冊次3）
210－0003 訓蒙図彙 全10冊中1冊（冊次8）
196－0078 大倭本草 全9冊中2冊（冊次7、9）
古017-0341 古文書 全1冊
166-0166 石川忠総留書 全2冊中1冊（冊次1）
141-0030 年代記配合抄 全1冊
177-0594 長禄年中江戸図 全1鋪
155-0224 太田家記 全1冊
155-0263 常陽下妻香取宮円福寺記録 全1冊

168-0340 関八州古戦録
全20冊中5冊
（冊次6、7、9、16、18）

205-0114 梅花無尽蔵 全2冊
205-0115 梅花無尽蔵抄 全1冊
153-0408 書札之抜書 全1冊
155-0142 北条記 全4冊中2冊（冊次1、2）
169-0072 河越記 全1冊
201-0600 今川氏真詠草 全1冊

185-0579 北槎聞略
全12冊/10枚/2軸中4冊
（冊次20、21、23、24）

特094－0002 東韃地方紀行 全3帖
189－0414 近海御備向見分御用留 全5冊
185－0297 魯西亜国志世紀 全2冊
185－0298 魯西亜国志 全6冊中1冊（冊次1）

太00092100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第九十
二巻・産業・農業一

全1冊

府県史料東京 東京府史料 全45冊中1冊（冊次3）

太00252100
太政類典・第二編・明治四年～明治十年・第三十
巻・官規四・賞典恩典二

全1冊

太00144100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第百四
十四巻・租税・海関税

全1冊

186-0144 訳稿集成 全73冊中1冊（冊次2）

太00336100
太政類典・第二編・明治四年～明治十年・第百十
四巻・地方二十・土地処分七

全1冊

150-0150 天保雑記 全56冊中1冊（冊次44）

151-0246 諸向地面取調書 全23冊中1冊（冊次1）
183-0703 諸国御城並台場蔵屋敷絵図 全14鋪中1鋪（冊次9）
257-0070 城普請奉書留 全1冊
古011-0284 押小路文書 全98冊中1冊（冊次77）
148-0005 将軍家譜 全7冊中3冊（冊次5、6、7）
169-0086 浅井三代軍記 全15冊中1冊（冊次14）
165-0064 駒井日記 全2冊
142-0887 両宮御朱印師職古格 全1冊
168-0042 両国和平条件 全1冊
168-0044 清正松雲問答 全1冊
192-0267 南禅旧記 全2冊中1冊（冊次2）
192-0268 南禅旧記 全2冊中1冊（冊次2）

4,956人

7 大阪城天守閣 2019/10/12 2019/11/17 特別展「豊臣外交」 5冊 253,167人

6 鳥取市歴史博物館 2019/10/12 2019/11/24
令和元年度展覧会「豊臣期の因
幡」

7冊

37,884人

5 南丹市立文化博物館 2019/10/19 2019/12/8
園部藩立藩400年記念・令和元年
秋季特別展「園部藩の歴史と文化」

2 横浜市歴史博物館

4冊 ,723人

4 佐賀県立佐賀城本丸歴史館2019/10/11 2019/12/8
開館15周年記念特別展「東京をつ
くった佐賀人たち」

6冊

「自然に挑む　江戸の超（スーパー）
グラフィック－高松松平家博物図
譜」

4冊 18,892人

3 神奈川県立歴史博物館 2019/7/13 2019/9/1
「北からの開国　－海がまもり、海
がつないだ日本－」

15冊 7,079人

2019/6/15 2019/7/31
企画展「”道灌以後”の戦国騒乱 ｰ
横浜・上原家文書にみる中世ｰ」

19冊 8,454人

特定歴史公文書等貸出一覧表（令和元年度）

1 香川県立ミュージアム 2019/4/27 2019/5/26
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195-0036 広恵済急方 全3冊中1冊（冊次3）
173-0017 尾張名所図会 全7冊中1冊（冊次2）
177-1168 遊歴雑記 全15冊中2冊（冊次1、7）
217-0031 墨海山筆 全82冊中1冊（冊次76）
197-0024 常野採薬記 全2冊中1冊（冊次2）
264-0020 本草綱目啓蒙 全27冊中1冊（冊次13）
195-0257 一本堂薬選 全4冊中1冊（冊次4）
195-0217 断毒論 全3冊中1冊（冊次3）
195-0154 小児必用養育草 全5冊中1冊（冊次4）
202-0281 河越千句 全1冊
169-0050 北条記 全2冊中1冊（冊次1）
169-0051 小田原記 全5冊中1冊（冊次3）
216-0001 続群書類従 全1185冊中1冊（冊次570)
215-0001 群書類従 全670冊中1冊（冊次271)
173-0210 新編武蔵風土記 全255冊中1冊（冊次55)
特076-0001 寛永諸家系図伝 全186冊中1冊（冊次98)
159-0001 藩鑑 全278冊中1冊（冊次82)
170-0188 聞見集 全2冊中1冊（冊次2）
184-0376 外蕃書翰 全2帖中1帖（冊次1）
258-0010 朝野旧聞裒藁 全1083冊中1冊（冊次832）
141-0030 年代記配合抄 全1冊
141-0105 鎌倉大日記 全1冊
167-0129 鎌倉大草紙 全4冊中1冊（冊次3）
169-0292 武州新堀古城之図 全1鋪
169-0294 長禄年中江戸図 全1鋪
170-0050 常山紀談 全30冊中1冊（冊次1）
173-0210 新編武蔵風土記 全255冊中2冊（冊次16、19）
201-0009 雲玉和歌集抄 全1冊
205-0114 梅花無尽蔵 全2冊
205-0115 梅花無尽蔵抄 全1冊
215-0003 群書類従 全666冊中1冊（冊次271）

御02687100
古社寺保存法・御署名原本・明治三十年・法律第
四十九号

全1冊

御16918100
国宝保存法制定古社寺保存法廃止（勅令第二百
九号参看）・御署名原本・昭和四年・法律第一七
号

全1冊

214-0038 群書類従 全667冊中1冊（冊次474)
195-0083 金瘡秘伝集 全4冊中1冊（冊次1）
215-0001 群書類従 全670冊中1冊（冊次648)

別00166100
公文別録・内務省・明治十九年～明治三十年・第
一巻・明治十九年～明治三十年

全1冊

公副03559100
公文録（副本）・明治十六年・第百十一巻・明治十
六年一月・農商務省

全1冊

公03559100
公文録・明治十六年・第百十一巻・明治十六年一
月・農商務省

全1冊

太00167100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第百六
十七巻・理財・禄制六

全1冊

太00168100
太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第百六
十八巻・理財・禄制七

全1冊

151-0177 天正十八年三千石以上分限帳 全1冊
特104-0001 寛政重修諸家譜 全1530冊中2冊（冊次91、1087)

1,998人

-

14 神奈川県立歴史博物館（２）

15
埼玉県立歴史と民俗の博
物館

2020/3/20 2020/5/10 特別展「武蔵国の旗本」 7冊

2020/2/8 2020/3/22
特別展「井伊直弼と掃部山銅像建
立110年」

3冊

26,326人

13 亀岡市文化資料館 2020/1/25 2020/3/8
「明智光秀と戦国丹波　－丹波侵攻
前夜－」

3冊 3,255人

12 奈良国立博物館 2019/12/7 2020/1/13
特別陳列「重要文化財　法隆寺金
堂壁画写真ガラス原板　－文化財
写真の軌跡－」

2冊

4,020人

11 荒川ふるさと文化館 2019/11/2 2019/12/1 企画展「あらかわと太田道灌」 13冊 3,096人

10 小山市立博物館 2019/10/26 2019/12/1
第72回企画展「小山藩主本多正
純」

5冊

4,628人

9 品川区立品川歴史館 2019/10/6 2019/12/1
特別展「中世寺院と品川　－妙国寺
の歴史と寺宝－」

6冊 3,580人

8
練馬区立石神井公園ふる
さと文化館

2019/9/14 2019/11/4
特別展「病退散　－江戸の知恵と医
術－」

10冊
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特076-0001 寛永諸家系図伝 全186冊中1冊（冊次105)
173-0210 新編武蔵風土記 全255冊中1冊（冊次222）

-15
埼玉県立歴史と民俗の博
物館

2020/3/20 2020/5/10 特別展「武蔵国の旗本」 7冊
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