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2011.2.18
昭和女子大学光葉
博物館

蔵書印 橘氏蔵書『大嘗會便蒙』
（092.1/21//H）

撮影・掲載
春の特別展「町奉行与力の風流な生活―
橘千蔭の場合―」の展示資料のひとつと
して、ポスター、図録等で使用

2011.4.14

2011.2.18
昭和女子大学光葉
博物館

蔵書印 橘氏蔵書『大嘗會便蒙』
（092.1/21//H）

展示
春の特別展「町奉行与力の風流な生活―
橘千蔭の場合―」の展示資料

2011.5.10

2011.3.23 （株）小学館
「豊島沖の海戦」（『風俗画報』1894年9月25
日）(P380/4//H)

撮影・掲載
小学館「Jr.日本の歴史」第6巻「大日本
帝国の時代」に掲載

2011.4.5

2011.3.29 共同テレビジョン 『絵本譬喩節』（TK10/191//H） 撮影
ＣＳ時代劇専門チャンネル「時代劇おも
しろ雑学虎之巻」で放映

2011.3.29

2011.4.27
明治大学平和教育
登戸研究所資料館

『大日本管轄分地圖』「長野縣管内全圖」
（AS09/231-23//H)
『大日本分縣地圖』「長野縣全圖」
（AS09/225-9//H)

撮影・掲載
明治大学平和教育登戸研究所資料館の紹
介DVD、ホームページの掲載

2011.4.28

2011.5.6 神戸市立図書館
松平芝陽自筆稿本『芝陽漫録』4巻
（092.5/64//H)

展示・撮
影・掲載

神戸市立博物館特別展「日本絵画のひみ
つ」の展示。展覧会図録・広報等への写
真掲載

2011.6.24

2011.5.19 国際浮世絵学会
番付『的當歳初寅曽我』小川半助版
（774.4/21//H)

掲載

論文（吉田洋子「八百屋お七の図像-そ
の恋愛場面について」）の参考図版とし
て使用。論文は国際浮世絵学会編『浮世
絵芸術』162号に掲載

2011.5.27

2011.5.20 玉川大学図書館 「本佐録」『遺老物語』(081.5/13//H) 全頁複写 調査研究のため 2011.6.23

2011.5.27 玉川大学図書館 「備前老人物語」『遺老物語』(081.5/13//H) 全頁複写 調査研究のため 2011.6.23

2011.6.3 新人物往来社 『日本並北方図』本多利明（AS04/89//H） 掲載 『開国日本の明治維新』への掲載 2011.6.13

2011.6.6 後志調査設計協会
『蝦夷地澗繪圖;蝦夷全圖(元題簽)』
（AS10/6//H）
『(文化改正)拾遺日本北地全圖(元題簽)』

掲載・展示
小冊子（「インターネットで見る蝦夷地
の古地図」「蝦夷地の探索と地図」）作
成、展示

2011.6.24

2011.6.16 韓国ソウル放送 布施辰治関連資料 撮影 8.15独立記念特別番組 2011.6.27

2011.6.20
日本芸術文化振興
会

『都鳥汀松若』（099.3/66//D）
『都鳥汀松若　3編』（913.57/RY5-5//H）
『御家の化物　4巻』（913.57/ON1-5//H)
『嵯嶺奥猫魔多話』（099.3/76//D)
『敵討噂古市』（099.3/73//D)
『小袖曽我薊色縫』(099.3/71//D)
『小袖曽我薊色縫』(099.3/78//D)
『小袖曽我薊色縫　5編闕1-2編』
(913.57/RY5-1//D)
『小袖曽我薊色縫　5編』(913.57/RY5-3//D)
『龍三升高根雲霧　3編』(099.3/76//D)
『勸善懲悪覗槐機』（099.3/66//D)
『与話情浮名横櫛』（099.3/66//D)
『與話情浮名横櫛』（099.3/78//D)
『頼三枡曾我神垣』（099.3/66//D)
『相生源氏高砂松　3編』（099.3/66//D)
『相生源氏高砂松　3編』（913.57/SH5-1//H)
『桜莊子後日文談　6編』（099.3/66//D)
『桜莊子後日文談　6編24巻』（913.57/NA3-
1//H)
『若葉梅浮名横櫛』（099.3/66//D）

全頁複写
伝統芸能関係古文献の刊行、復活狂言の
ための資料整備

2011.6.23

2011.6.26 羽鳥書店 『潮干のつと』（091.1/25//H） 撮影・掲載髙山宏「新人文感覚Ⅰ風神の袋」に掲載 2011.7.13

2011.7.5 八木書店

『女郎花五色石台』第1集35丁裏・36丁表
(092.1/11//H)
『傾城水滸伝』初編13丁裏・14丁表　第3集21
丁表　第4編29丁表　第11篇22丁表（部分）第
13編上帙20丁裏　第4編4丁表(913.57/TA1-
17//H)
「文政十一年鶴屋目録」（『傾城水滸伝』第6
編第1冊巻末）(099.3/83//D)
『風俗金魚伝』上編34丁裏・35丁表　下篇の
下16丁裏・17丁表　(913.57/TA1-11//H)
『女郎花五色石台』第1集25丁裏・26丁表　第
1集35丁裏・36丁表　(913.57/TA1-14//H)

撮影・掲載
神田正行「馬琴と書物-伝奇世界の底流-
」に掲載

2011.7.12

2011.7.14
練馬区石神井公園
ふるさと文化館

『植物学』上巻、中巻（470.1/1//H）
『Cruydt-boeck van Rembertus Dodonæus』
（091.3/658//H）

撮影・掲
載・展示

秋期特別展「江戸時代の百科事始-本草
学者小野蘭山の世界-展」の展示及び図
録への掲載

2011.9.13

2011.7.20
町田市立国際版画
美術館

ヴェサリウス『ファブリカ』
（091.3/622//H）

撮影・掲
載・展示

『驚異の世界へようこそ！』展の展示お
よび図録作成

2011.9.27

2011.7.28 吉野作造記念館

『運命の勝利者　朴烈』(090.4/F1-31//H)
『解雇・退職手當にたいする法律戦戰術：解
雇・退職手當をいかに闘いぬくか』
(090.4/F1-11//H)
『借家人運動通信』(090.4/F1-27//H)
『自治研究講和』(090.4/F1-4//H)
『生活運動』(090.4/F1-26//H)
『電燈・ガスにたいする法律戰術』
(090.4/F1-22//H)
『電燈争議の新戦術』(090.4/F1-5//H)
『復興計画畫と住宅對策：区劃整理と借地借
家人・借地借家臨時處理法の解説』
(090.4/F1-16//H)
『弁護士布施辰治を語る：韓国併合100年に際
して』(090.4/F1-34//H)

展示
企画展「吉野作造と震災・復興―関東大
震災と人々の生きる希望」の展示

2011.8.3
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2011.7.29 （株）三弥井書店 『優曇華物語 巻之1』（913.56/SA1-3/C/H） 撮影・掲載
論文「『南総里見八犬伝』の大鷲」（三
弥井書店『鳥獣虫魚の文学史-日本古典
の自然観2 鳥の巻』）に掲載

2011.8.18

2011.8.23
（財）土佐山内家
宝物資料館

『元禄日本総図　東，西』（AS09/110//H） 展示・掲載
特設展「描かれた土佐藩―国絵図の世界
―」のパネル展示及びパンフレットへの
掲載

2011.8.31

2011.9.2
日本芸術文化振興
会

『菖蒲太刀對侠客』3編12巻（099.3/75//D） 撮影・掲載
平成23年10月歌舞伎「開幕驚喜復讐譚」
公演解説書に掲載

2011.9.22

2011.9.10 津山洋学資料館
ドドネウス『草木誌』（091.3/658//H）
ヨンストン『動物図説』（091.3/841//H）

掲載 洋学研究誌『一滴』第19号への掲載 2011.9.22

2011.9.21 株式会社十象舎 『朝倉英林壁書』（091.4/6//H） 掲載
週刊『戦国武将データファイル』第78号
への掲載

2011.9.26

2011.9.21 松江市史編纂委員
『出雲国天神川口新田ノ図』（AS73/8//H）
『出雲国郡村繪圖』（AS73/4-1～11//H）

撮影・掲載
湖都松枝掲載と松江市史編纂のための研
究資料として

2011.9.28

2011.9.30
株式会社アーテ
ファクトリー

『信濃國川中嶋松代城石垣築直堀浚窺繪圖』
（裏面直書）（AS52/22//H）

掲載
週刊『江戸』第94号（発行元；株式会社
デアゴスティーニ・ジャパン／編集；株
式会社アッシュ）への掲載

2011.10.4

2011.11.14 東京大学出版会 『蘇州石刻天文圖』（中村拓文庫） 掲載
中村士・岡村定矩著『宇宙観5000年史』
への掲載

2011.11.16

2011.11.16
練馬区石神井公園
ふるさと文化館

『御狂言楽屋本説　2編下』（774.6/8/C/H）
『気替而戯作問答』（913.57/SA1-49//H)
『天竺徳瓶物語』（099.3/96-50//D）
『東海道四谷怪談』（099.3/80//D)
『累井筒紅葉打敷』（913.57/SA1-39//H）
『玉藻前化妝姿見』（913.57/ON1-6//H）
『會談三組盃』（913.57/SA1-53//H)
『小幡小平次死霊物語復讐安積沼』（913/S1-
2//D)

撮影・掲
載・展示

特別展「江戸の妖怪」展の展示及び図録
への掲載

2011.12.1

2011.11.21 株式会社十象舎
『蒲生若松城下明細圖;(會津鶴城)蒲生若松城
下明細全圖』(附録芦名畧図)(袋)

撮影・掲載
週刊『戦国武将データファイル』第91号
への掲載

2011.12.8

2011.12.6
日テレアックスオ
ン

『江戸切絵図　駿河臺小川甼圖』（AS36/185-
6//H）

撮影・放映
日本テレビ『世界一受けたい授業　2012
正月スペシャル』で放映

2011.12.8

2011.12.10 鷗友学園中学校
『日本邊界略圖』高橋景保;永田善吉鐫
（AS04/84-2//H）

掲載
中学生用に学内自主教材として使用する
歴史資料集への掲載→入試問題に使用

2011.12.16

2012.1.11 神鷹徳治
那波本『白氏文集』巻14・第10丁
（091.1/17//H)

撮影・掲載
宮内庁所蔵 那波本『白氏文集』（平成
23年度科学研究費成果公開促進出版；勉
誠出版より刊行）に掲載

2012.1.12

2012.1.16 林敬裕 『元禄日本総図　東，西』（AS09/110//H） 掲載 修士論文 2012.1.18

2012.1.16
株式会社毎日映画
社

『朝倉英林壁書』（091.4/6//H） 掲載
映像教材「ハイビジョンライブラリ」に
使用

2012.1.18

2012.1.18
島根大学附属図書
館

『日本國之圖』（AS09/105//H) 掲載　他

・「島根の国絵図」（今井出版株式会社
より発行）に掲載するため
・島根大学附属図書館内で閲覧に供する
ための当該資料の複製版の作成
・島根大学附属図書館デジタル・アーカ
イブへの当該資料画像データの掲載

2012.1.19 株式会社十象舎 『地球全圖（表紙直書』（AS04/74//H） 掲載
週刊『戦国武将データファイル』第99号
への掲載

2012.2.1

2012.1.27 上代編集企画 『嶋根郡村繪圖』（AS73/4-2//H） 掲載
「図説　松江・安来の歴史」（郷土出版
社より出版）への掲載

2012.2.1

2012.1.27
株式会社神戸新聞
総合出版センター

『日本分域指掌圖;日本分域指掌圖』(表紙直
書)/木齊 平祖衡 叔甫撰』（AS09/92//H）

掲載
『地図にちりばめられた暗号解読　関祖
衡の足跡』（仮題）に掲載

2012.2.3

2012.1.28
松江市立中央図書
館

『出雲国郡村繪圖』11点（AS73/4-1～11//H） データ利用
松江藩内の全村（311村）の絵図とし
て，当該資料の複製を作成し，松江市立
中央図書館内で公開するため

2012.2.27

2012.1.31 太田記念美術館

『越州鯖江嚮陽溪眞景』廣重写
（AS44/21//H）
『伊香保温泉名所一覽 伊香保 雪峰圖;(江戸
細畫)』廣重寫（AS33/9//H）

掲載

桑山童奈「浮世絵師と地方のつながり―
浮世絵師の署名がある〈地方出版物〉に
ついて―」（『太田記念美術館紀要　第
二号』掲載）に参考図版として使用

2012.2.3

2012.2.3 KBS韓国放送 布施辰治関連資料 撮影・放映ＫＢＳ「歴史スペシャル」で放映 2012.2.3

2012.2.21 株式会社平凡社
『自由燈』第32号　巻号次：明治17年5月-8月
（M/45//H）

掲載 『別冊太陽「芳年」』に掲載 2012.2.21

2012.2.24
明治大学平和教育
登戸研究所資料館

『大日本管轄分地圖』「長野縣管内全圖」
（AS09/231-23//H)
『大日本分縣地圖』「長野縣全圖」
（AS09/225-9//H)

掲載
「明治大学平和教育登戸研究所資料館ガ
イドブック」に掲載

2012.2.24

2012.3.5
ベネッセコーポ
レーション

『結神末松山』（913.57/JI1-12//H） 掲載
平成24年度進研ゼミ中学講座「中
2Challenge英数国」7月号に掲載

2012.3.8

2012.3.8 松江市史編纂室 『出雲国天神川口新田ノ図』（AS73/8//H） 撮影・掲載
大矢幸雄「絵図と測量図に見る大橋川の
歴史」（『松江市歴史叢書5 松江市史研
究3号』掲載）に参考図版として使用

2012.3.13

2012.3.13
慶應義塾大学出版
会

河竹黙阿弥作「鼠小紋東君新形」(『讀賣新
聞』1888年1月3日）（M/407//H）
鷗外作「調高矣洋絃一曲」（『讀賣新聞』
1889年1月4日）（M/407//H）

掲載
井戸田総一郎「演劇場裏の詩人　森鷗外
―若き日の演劇・劇場論を読む」に掲載

2012.3.14
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