
8  展覧会・学外刊行物等への貸出・撮影・掲載資料一覧

依頼日 貸出先 資料 内容 目的・掲載書名 貸出日

2012.3.16
株式会社日本
アート・センター

「太陽」
・明治31年11月20日4巻23号
巻号　17（請求記号M/136//H　資料ID　176141499）
・明治32年8月25日5巻19号
巻号　21（請求記号M/136//H　資料ID　176141537）

掲載 小学館『週刊 日本の総理』16号「山形有朋」 2012.4.13

2012.3.26
東京都教育庁指
導部

風俗画報　326号（P380/4//H）
図版「日比谷焼打ち事件」

掲載
学習コンテンツ活用システム
(https://contents.ict.kyoiku.metro.tokyo.jp/)の
「限定公開エリア」に格納

2012.5.1

2012.4.5 駒澤大学図書館

・「Domesday-book, seu, Liber censualis Willelmi Primi regis
Angliae, inter archivos regni in domo capitulari Westmonasterii
asservatus : jubente rege augustissimo Georgio Tertio Praelo
mandatus typis 」
巻次　vol.1　　請求記号　091.3/759/B/H
（貴重書マイクロフィルム版 欧文編 M/627//H　reel808,809 ）

全頁複製 学術利用 2012.5.15

2012.4.26
株式会社日本
アート・センター

・「伯爵清浦圭吾傳」上巻（請求記号289.1/226//H） 掲載
小学館『週刊 日本の総理』22号「加藤友三郎・
清浦圭吾・加藤高明」

2012.5.10

2012.5.7
日本芸術文化振
興会

・「怪談木幡小平治　3編」(913.57/NA2-2//H)
・「鼠小紋東君新形　3編」（913.57/RY5-7//H)
・「網模様燈籠菊桐　3編」（913.57/RY5/8//H)
・「造榮櫻叢紙　10編40巻闕10編」（913.57/SH4-2//H)
・「造榮櫻叢紙　10編40巻存8編」（913.57/SH4-2//H)
・「吾嬬下五十三驛」(913.57/GY1-1//H)
・「小幡怪異雨古沼」(099.3/73//D)
・「柳幕魁草紙」（099.3/73//D)
・「鼠小紋東君新形」（099.3/73//D)
・「網模様燈籠菊桐」（099.3/73//D)
・「仮名手本忠臣蔵・日月星昼夜織分」（099.3/73//D)
・「加賀見山曽我笠松　2編」（099.3/73//D)
・「娘評判善惡鏡」（099.3/73//D)
・「當訥芝福徳曾我」（099.3/73//D)
・「英皎うとふ一諷」（099.3/80//D)
・「天地人脚色正本」（099.3/75//D)

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

2012.5.8

2012.5.8　他
株式会社ネクサ
ス

・「改正日本輿地路程全圖」（蘆田文庫9-69） 放映
BS-TBS『謎解き！江戸のススメ』番組内にて使
用（同様6件）

2012.5.15

2012.6.12
株式会社日本
アート・センター

・『新思潮』[第3次]1巻5號（1914年6月号）
表紙，近衛文麿翻訳「社会主義下における人間の魂」掲載頁
・『日本及日本人』746号（1918年12月15日発行）
表紙，近衛文麿論文「英米本位の平和主義を排す」掲載頁

掲載 小学館『週刊 日本の総理』22号「近衛文麿」 2012.6.25

2012.6.21
葛飾区郷土と天
文の博物館

・「信州浅間山大焼日記」（291/25//D)
撮影・掲載

借用
かつしか区制施行80周年特別展「東京低地災
害史」への出品および図録への掲載

2012.6.25

2012.6.25
株式会社ネクサ
ス

・『国宝彦根城天守・附櫓及び多聞櫓修理工事報告書』
（請求記号　099/3505-61//S）

撮影・放映
テレビ東京系列『美の巨人たち』（2012年8月11
日放送予定）番組内にて使用するため。

2012.6.27

2012.6.28 書肆 秋櫻舎

・「信濃國筑摩縣管轄深志里松本圖面;信濃國松本圖」（蘆田文
庫：52-24）
・「(最新實測)松本町明細全圖」（蘆田文庫：52-14）
・「松本市觀光地圖;松本市觀光地圖 附日本アルプス 近郊案内」
（蘆田文庫：52-9）

撮影・掲載 「近代松本地図集成」(書肆 秋櫻舎より出版，
2012年8月30日発行予定)への掲載

2012.7.13

2012.7.2 スタジオAK
・「日本海山潮陸圖」（AS09/101//H）
・「日本國之圖」（AS09/105//H）
・「元禄日本総図 東,西」（AS09/110//H）

掲載
洋泉社ムック『ここまですごかった！江戸の理
系力』(2012年8月発行予定，洋泉社より発行)に
掲載

201.7.6

2012.7.9
国文学研究資料
館

・「曽我兄弟かけ合鳥柴のせりふ」（912.5/39-13//H） 掲載

研究展示「江戸の「表現」―浮世絵・文学・芸能
―」（開催予定期間：平成24年10月17日～11月
20日）でのパネル展示およびリーフレットへの掲
載

2012.7.17

2012.7.17
早稲田大学図書
館

・「Epitome Bibliothecæ Conradi Gesneri, conscripta primum à
Conrado Lycosthene Rubeaquensi」（貴重書マイクロフィルム版
欧文編　M/627/B/H　reel 1403）

全頁複製 学術利用 2012.7.24

2012.7.18
株式会社ロム・イ
ンターナショナル

「元禄日本総図 東,西」（蘆田文庫9-110） 掲載
『図説　日本の暦と和算』（青春出版社より発
行，平成24年9月15日刊行予定）に掲載

2012.7.19

2012.7.24
日本芸術文化振
興会

・「櫓太鼓鳴音吉原　3編12巻」（913.57/KA1-3//H)
・「櫓太鼓鳴音吉原」（099.3/75//D)

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

2012.7.24

2012.7.28
清文堂出版株式
会社

・「櫻荘子後日文談」（913.57/ＮＡ3-1//Ｈ） 掲載
『講座　東北の歴史』第1巻『争いと人の移動』中
の「百姓一揆の保障システムとその変容」（2012
年11月刊行予定）に掲載するため

2012.8.23

2012.8.8
アイヌ語地名研
究会

・蝦夷地澗繪圖;蝦夷全圖(元題簽)　（蘆田文庫10-6　デジタル
データ）
・(文化改正)拾遺日本北地全圖(元題簽)　（蘆田文庫10-2　デジ
タルデータ）

掲載・展示

「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」合冊）ＡＯ版プリント，解説冊
子および地図画像収録ＤＶＤ作成、
展示会「伊能忠敬大図　フロア展　北海道版」
（2012年9月7日～8日開催）への展示

2012.8.20

2012.8.8
武蔵野美術大学
美術館・図書館

・「吾輩ハ猫デアル」（MB100/NA36-15//W)
・「こゝろ」（MB100/NA36-34//W)

借用
展示会『近現代のブックデザイン考Ⅰ」（2012年
10月22日～11月17日開催予定）への展示

2012.9.21

2012.8.9
沖縄県立博物
館・美術館

・「駿台新報」458-471号　1939刊（N/16//H) 借用
企画展「山田實展　人と時の往来―写真でつづ
るオキナワ」（開催予定期間：2012年9月11日～
11月4日）での展示

2012.8.30

2012.8.23
江東区深川江戸
資料館

・「小幡小平次死霊物語復讐安積沼」5巻（913/Ｓ1-2//Ｄ）
・「天竺徳瓶物語」6巻（099.3/96-50//Ｄ）

借用（デー
タ）・展示

企画展『怪談の時代にみる「江戸・深川の怪異
と七不思議」』（2012年10月23日～開催予定）へ
の展示
（画像データをもとにパネルを作成して展示）

2012.8.24
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依頼日 貸出先 資料 内容 目的・掲載書名 貸出日

2012.8.28
松江市教育委員
会

・「意宇郡村絵図」（蘆田文庫73-4-1）
・「出雲國天神川口新田ノ圖」（蘆田文庫73-8）

掲載 松江市史 史料編「絵図・地図」に掲載 2012.9.18

2012.9.1
財団法人　東洋
文庫

・「Carte topographique de l'Égypte et de plusieurs parties des
pays limitrophes」  (092.3/241//H)

撮影・掲載

学術目的のため。
（文部科学省公募研究「ナイルデルタ研究会」
にて報告する際に使用する個人研究「前近代エ
ジプトにおける灌漑」に利用）

2012.9.12

2012.9.14
文学部
内村和至 教授

黄金花万寶善書　6巻
（江戸文藝文庫　913.57/SA1-46//H）

撮影・掲載 山東京傳全集（ぺりかん社）に掲載するため 2012.9.14

2012.9.19
立正大学　地球
環境科学部
岩崎　望

・「稚源氏東國初旅」3編下　（099.3/77//D） 掲載
珊瑚の科学と文化史に関する論文「珊瑚　深海
の生物がつくる宝石」（岩崎望著、仮題）への掲
載

2012.10.1

2012.10.2
有限会社
和泉書院

・『泊庵文草』（092.4/44//H）
　 「備忘集」「影一人集」「米賀集」「都の秋集」各序および「弄花
亭記」
・『草根發句集』（092.4/45//H）　全文
・『東遊紀行・遠江の記・宇良冨士乃紀行』（915.5/17//H）
　 「東遊紀行」「富士見行脚」全文
・『墨のにほひ』（911.34/26//H）　跋

翻刻掲載
『蝶夢全集』（田中道雄佐賀大学名誉教授編，
2013年3月有限会社和泉書院より発行予定）に
翻刻掲載するため

2012.10.10

2012.10.2 株式会社おうふう ・「明治大学図書館厳選データベース一覧」（2010年作成） 掲載 『レポート論文のStart Line』への掲載 2012.10.12

2012.10.26
株式会社三弥井
書店

・『役者美男盡』（請求記号774.28/62//H）
・『役者節饗應』（請求記号774.28/66//H）
・『役者春子満』（請求記号774.28/65//H）

掲載
『江戸期視覚文化の創造と歴史的展開』（株式
会社三弥井書店より刊行）に掲載

2012.10.30

2012.10.31
株式会社ぺりか
ん社

・「古契三娼」（099.3/88//D) 撮影・掲載
「山東京伝全集」第18巻「洒落本」（ぺりかん社
刊行）に掲載

2012.10.31

2012.11.9
日本芸術文化振
興会

・「糸廼時雨越路一諷」（099.3/73//D) 掲載
伝統芸能関係古文献の刊行、復活狂言のための資
料整備

2012.11.14

2012.11.12
東京書籍株式会
社

「南総里見八犬伝」（092.1/11//H) 掲載
高等学校国語の授業用資料集『新総合図説国
語』古文編「近世の生活と社会」（2014年2月1日
発行予定）に掲載

2012.11.14

2012.11.14
有限会社キャップ
ストーン

「風俗畫報」第72号（P380/4//H) 撮影・放映
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」番
組内で放映

2012.11.22

2012.11.28
千代田区立千代
田図書館

『西鶴全集』（上下、博文館、明治27年）〈帝国文庫〉 撮影・借用
企画展示「検閲の基準―発禁になった本、なら
なかった本―」への出品および撮影

2012.12.20

2012.11.28
株式会社ベネッ
セコーポレーショ
ン

草双紙『結神末松山』（請求記号913.57/JI1-12//H） デジタル資
料（25ウ，26オ）

掲載
平成25年度　進研ゼミ中学講座「中2 challenge
英数国」7月号　に掲載

2012.12.3

2012.12.3

東京大学大学院
人文社会系研究
科
蕭涵珍

・「曲亭傳竒花釵兒」 2巻（913.56/TA1-16//H） 掲載 博士学位論文「李漁の創作とその受容」に掲載 2012.12.5

2012.12.4
日本芸術文化振
興会

・「櫓太鼓鳴音吉原」（099.3/75//D) 掲載
国立劇場第283回歌舞伎公演解説書（平成25
年1月　初春歌舞伎公演『夢市男達競』）に掲載

2012.12.5

2012.12.6
釜慶大学校　対
馬研究センター

「大日本沿海要疆全圖」（蘆田文庫9-8）
「伊能忠敬中図」第參 (九州壹岐對馬)（蘆田文庫9-58-3）
「日本國之圖」（蘆田文庫9-105）
「元禄日本総図」（西）（蘆田文庫9-110）
「本朝圖鑑綱目」（蘆田文庫9-139）
「(新撰)大日本圖鑑」（蘆田文庫9-141）
「九州九ケ國之繪圖」（蘆田文庫90-5）
「對馬國全圖」（蘆田文庫93-17）

撮影・掲載

（1）発表会「日本の対馬地図」（2012年12月14
日開催）レジメでの引用および関連展示会での
展示
（2）図録「日本の対馬地図」（2013年2月に世宗
出版社より発行予定）への掲載

2012.12.13

2012.12.17
千代田区立千代
田図書館

・「出版警察報」1号，3号，7号（内務省警保局）
・「非常時に躍る軍部の人物展望」　（松下芳男　大道書院　昭和
9年）
・「愛欲行進曲」（浅原八郎　大東書院　昭和5年）

撮影・借用
企画展示「検閲の基準―発禁になった本、なら
なかった本―」への出品および撮影

2012.12.20

2012.12.21
日本芸術文化振
興会

・「櫓太鼓鳴音吉原」（099.3/75//D) 展示
「歌舞伎と相撲」展（平成25年1月3日(木)～1月
27日(日)）へのパネル展示

2012.12.5

2012.12.25
福井県総合政策
部政策推進課

・「安政前後福井城下之圖」（蘆田文庫44-1）
・「貞享二年福井城下圖」（蘆田文庫44-24）
・「福井御城下之圖」（蘆田文庫44-25）
・「寛文十年之圖;寛文十年福井城下ノ圖」（蘆田文庫44-26）
・「寛文以前之圖」（蘆田文庫44-31）
・「福井御城下之圖」（蘆田文庫）

掲載
「福井城史料調査委員会　報告書（仮称）」（平
成25年3月　発行）に掲載

2013.1.9

2013.1.15
株式会社　科学
書院

・「蝦夷地圖 (附ヱトロフ クナシリ島畧圖)」（蘆田文庫10-8）
・「松前蝦夷一圓圖」（蘆田文庫　10-39）

掲載
「近世絵図地図資料集成・第18巻（千島・樺太・
蝦夷IV）」（2013年10月31日刊行予定）に掲載す
るため

2013.1.16

2013.1.21 カズ企画 ・「南總里見八犬傳, 9輯106冊」（092.1/11//H） 掲載
『歴史新聞（仮称・全10巻）』第7巻　江戸新聞
（ポプラ社より平成25年3月刊行予定）への掲載

2013.1.24

2013.1.24
新潟県教育庁文
化行政課

・「日本國之圖」（蘆田文庫9-105） 掲載
『越後国域確定1300年記念事業 記録集』（平成
25年3月31日刊行予定）に掲載

2013.1.28

2013.1.25
台東区教育委員
会

・「南總里見八犬傳」第9輯 巻之33　表紙（092.1/11/H） 掲載
台東区内小学校5、6年生及び中学生向け教材
「台東区歴史・文化テキスト」改訂版に掲載

2013.1.30

2013.2.15
NHK政策局　青
少年・教育番組
部

・「元禄日本総図」（蘆田文庫9-110） 掲載
ＮＨＫデジタル教材「NHK for School」のWebサ
イト上で社会科クリップ映像のインターネット配
信（無償）をするため

2013.3.7

2013.2.19
福井県立こども
歴史文化館

・「朝倉英林壁書」（091.4/6//H） 掲載
図録『これき人物シリーズ4　ふくいの先人たち
古代・中世』（2013年3月末発行予定）に掲載

2013.2.22

2013.2.21
日本芸術文化振
興会

・「小幡怪異雨古沼」（099.3/73//D） 掲載
伝統芸能関係古文献の刊行、復活狂言のための資
料整備

2013.3.1
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