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9　資料の動き
9.1　資料購入一覧　* 分科会等で購入を決定した高額資料

（1）図書館特別資料
資料名 形態 所蔵館

1 Archives of sexuality and gender
pt. 1 & 2: LGBTQ history and culture since 1940
pt. 4: International perspectives on LGBTQ activism and 
culture　[ 電子資料分科会推薦資料 ]

データベース

2 Archives Unbound: The Middle East Online 1: Arab-Israel 
relations, 1917-1970　[ 電子資料分科会推薦資料 ] データベース

（2）図書館基礎資料
資料名 形態 所蔵館

1 同人雑誌「四元」1-6 号揃 冊子 中央

2 Oxford Scholarship Online (Evidence Based Acquisition) [利用実績分] 電子ブック

3 Oxford Scholarship Online (Evidence Based Acquisition) [選書推薦分] 電子ブック

4 動物系統分類学 電子ブック

5 Cambridge Core eBooks (Evidence Based Acquisitions) [ 利用実績分 ] 電子ブック

6 Cambridge Core eBooks (Evidence Based Acquisitions) [ 選書推薦分 ] 電子ブック

7 建築設計資料　全 110 巻セット 電子ブック

8 現代生物学大系　全 14 巻 電子ブック

9
Archives Unbound　
The British Mandate in Palestine, Arab-Jewish relations, and the U.S. 

Consulate at Jerusalem, 1920-1940（36,841 イメージ）
データベース

10 「地方制度と地方分権」オンライン版（近現代史料データベース）全
三部 データベース

11 都道府県別統計書データベース（PSO：Prefectural Statistics Online)
（中部：明治・大正・昭和戦前・昭和戦後）モジュール 3，9，15，21 データベース

12
Archives Unbound
Japanese-American Relocation Camp Newspapers: Perspectives on 

Day-to-Day Life（米国議会図書館所蔵資料デジタル・アーカイブ「日
系アメリカ人収容所発行新聞集成」）

データベース

13 America’s Historical Imprints, Series 1: Evans, 1639-1800 データベース

14 Sustainable Development Goals Online （SDGO）：2020 Top-up 
Package データベース

15 山一證券株式会社　第一期オンライン版（全十二集） データベース

16 都道府県別統計書データベース（PSO：Prefectural Statistics Online)
（近畿：昭和戦前・昭和戦後）モジュール 4，10 データベース

17 オンライン版社会政策・エネルギー政策関係資料集「第一部　社会
政策関係資料」 データベース

（3）新規バックナンバー・買切データベース
 資料名 形態 所蔵館

1 『文庫』（復刻版，33-40 巻） 冊子 中央
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2 第三次椎の木（復刻版，全 11 巻・別冊 1） 冊子 中央

3 猟奇（復刻版，全 6 巻，1928-1932 年）（第 1 回・第 2 回配本） 冊子 中野

4 希望（エスポワール）（復刻版，1948-1955 年，全 3 巻・別巻１） 冊子 中央

5 青い馬（復刻版，1930-1932 年，全 7 冊・別冊） 冊子 中央

6 文藝春秋アーカイブス（JK ブックス） 電子

7 The Oxford Journals Archive 2018~2021 年（オックスフォード大学
出版局　ジャーナル・アーカイヴ・コレクション） 電子

8 エコノミスト（1960 年代～ 2020 年） 電子
（同時アクセス 4）

（5）新規契約研究用雑誌
　 資料名 形態 所蔵館

1 Scientometrics 電子

2 Intelligence and National Security 電子

3 The International Journal of Inteligence, Security, and Public Affairs 電子

（6）新規契約データベース
　 資料名 形態 所蔵館

1 DBPia 人文社会系パッケージ（1,323 誌） 電子

2 20 世紀メディア情報データベース（ざっさくプラスのオプション－
連携プラン） 電子

3 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー 電子
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9.2　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

2020.4.4 株式会社　文学通信「長禄年中江戸之圖」（2-8） 掲載 『江戸東京の好古癖（仮）』（2020 年
4 月 30 日発行予定）への掲載 2020.4.13

2020.4.8 イヴ・ロシニョル氏「地球全圖」（蘆田文庫　4-74） 掲載 電子書籍「The Yves Report」に掲載
するため 2020.5.14

2020.6.4 東京都写真美術館

「 天皇陛下と御一行 / スティルフリード撮影」
Ⅲ -10（099.6/44-7//PH）　 

「横須賀製鉄所」（099.6/44-5//PH） 
「横須賀」（099.6/44-5//PH） 
「Monde illustré : journal hebdomadaire」
（055/5//PD(14(351-376)) 
「田中廉太郎（光儀）像」（099.6/57//PH）
（photo_11_771） 
「ジュール ･ ブリュネ像」（099.6/57//PH）
（photo_11_800） 
「元治元年使節と外国人」（099.6/57//PH）
（photo_12_821） 
「徳川昭武像」（099.6/57//PH）（photo_12_824） 
「岩倉具視像」（099.6/57//PH）（photo_10_759） 
「榎本武揚像」（099.6/57//PH）（photo_10_760）

貸出（延長）日本初期写真史　関東編」開催時期
変更に伴う資料貸出期間延長 2020.2.3

2020.6.23 神奈川県立歴史博物
館

[ 東京風景木版画集 : 昭和初期・懐かしの東京 : 
C. ポラックコレクション ] [A]-[C] （099.6/42//
PH）

貸出（延長）
特別展「明治錦絵×大正新版画―世
界が愛した近代の木版画―」開催時
期変更に伴う資料貸出期間延長

2020.2.10

2020.7.6 明治大学法学部教授
神田正行 [ 娘丹前 , 3 巻 ]（913.57/SA2-3//H） 全頁複写 学術利用 2020.7.27

2020.8.4 福井県交流文化部文
化課 「朝倉英林壁書」（091.4/6//H） 掲載

朝倉氏遺跡ガイドブック「戦国の栄
華をみる。 」 （令和 2 年 8 月発行予
定， 15,000 部発行）に掲載

2020.8.24

2020.8.5 NHK エンタープラ
イズ 「朝倉英林壁書」（091.4/6//H） 放映 『英雄たちの選択　越前の雄　朝倉

義景（仮）』内で放映 2020.8.7

2020.8.7 NHK 横浜放送局 「多摩の流れにときを紡ぐ : 近代かわさきの女た
ち」[ 別冊 ]（367/77//S） 撮影・放映

「“ 青春の思い出 ” が伝える戦争の悲
惨さ～少女が集めた登戸研究所秘
録」内で放映

2020.8.7

2020.9.10 長田氏 「客衆肝膽鏡」（請求記号　099.3/90//D） 翻刻
『山東京伝全集』第 13 回月報にて，
当該資料に施された書き入れを翻刻
紹介

2020.9.14

2020.9.10 独立行政法人日本芸
術文化振興会

「菖蒲太刀對の侠客」  
初編：099.3/75-21//D 
２編：099.3/75-22//D 
３編：099.3/75-23//D

掲載
伝統芸能の研究に資するための古文
献の翻刻・刊行，ならびに廃絶演目
の復活上演のための資料整備

2020.9.14

2020.9.23 明治大学父母会 「明治大學校歌自筆譜」（090.2/107//H） 掲載 『「今」が未来をつくる』第 6 号（2020
年 9 月 27 日発行）に掲載 2020.9.24

2020.9.24 明治大学大学史資料
センター 「明治大學校歌自筆譜」（090.2/107//H） 放映

明治大学校歌制定 100 年を記念し作
成するミニドキュメンタリー「明治
大学校歌原譜再現演奏及び復元」（仮
題）内で使用

2020.9.28

2020.9.28 明治大学広報課 "[ 明治大学校歌原稿 ]（090.2/106//H） 
「明治大學校歌自筆譜」（090.2/107//H）" 掲載 広報誌『明治』第 87 号（2020 年

10 月 15 日発行）に掲載 2020.9.28

2020.10.13 MOA 美術館 「箱根土地株式會社強羅地割圖」（蘆田文庫　37-
11） データ使用 姉妹館「箱根美術館」建設経緯に関

する研究資料として活用 2020.10.21
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依 頼 日 貸 出 先 資 料 内 容 目的・掲載書名 貸 出 日

2020.10.20 株式会社創元社
"[ 元禄日本総図 東 , 西 ] （蘆田文庫　9-110） 

「常陸國圖 全 ( 書題簽 )」 （蘆田文庫　31-5） 
「下総國繪圖 ( 書題簽 )」 （蘆田文庫　35-28）"

掲載 『国絵図解読辞典』（2021 年 2 月末
発行予定）に掲載 2020.10.27

2020.10.20 白鷗大学総合図書館

「Summa de arithmetica geometria. proportioni, 
et proportionalita, novamente impressa in 
Toscolano su la riva dil Benacense et unico 
carpionista Laco, amenissimo sito, de li 
antique & evidenti ruine di la nobil cita Benaco 
ditta illustrato, cum numerosita de Impatorii 
epithaphii di antique & perfette littere sculpiti 
votato & cur finissimi & mirabil colone 
marmorei, inumeri fragmenti di alabastro 
porphidi & serpentini. Cose certo lettor mio 
diletto oculata fide miratu vigne sottera se ritro 
nano 」（091.3/731//H）

データ使用
当該資料のレプリカを作成し，水害
により修復中の，白鴎大学総合図書
館が所蔵する当該資料の復元に使用

2020.10.26

2020.10.29 堺市博物館 「広開土王碑拓本」1-4（092.6/37//H） データ使用

特別展「海を越えたつながり－倭の
五王と東アジア－」（会期：2021 年
3 月 13 日～ 5 月 9 日）において，
好太王碑を模した実物大に近い大き
さのパネルもしくはタペストリーの
作成，及びその解説パネルと解説図
録に掲載

2020.11.11

2020.11.21 東京書籍
"「改正日本輿地路程全圖 ( 元題簽 ); 新刻日本輿
地路程全圖 ( 序 )」 

（蘆田文庫　9-69）"
掲載 令和 3 年度中学校デジタル教科書「新

しい社会　歴史」に掲載 2020.12.1

2020.11.25 ジーズ・コーポレー
ション 「南總里見八犬傳 , 9 輯 106 冊」（092.1/11//H） 放映

幻解！超常ファイル E ＋「江戸の
UFO うつろ舟＆西洋の UFO ！？」（仮
題）（2020 年 11 月 30 日放送予定）
内で使用

2020.11.27

2020.11.26 NHK エデュケーシ
ョナル 「元禄日本総図　東 , 西」（蘆田文庫　9-110） データ使用

株式会社さなる傘下の予備校・塾に
て使用する小学校教材の，学習動画
クリップに使用

2021.1.14

2020.12.10 明治大学大学史資料
センター 「明治大學校歌自筆譜」（090.2/107//H） 掲載 明治大学校歌自筆譜クリアファイル

を制作 2020.12.25

2021.1.21 独立行政法人日本芸
術文化振興会

"「曾我綉侠御所染 3 編 12 巻」 
初編：099.3/71-4//D 
２編：099.3/71-5//D 
３編：099.3/71-6//D"

掲載
伝統芸能の研究に資するための古文
献の翻刻・刊行，ならびに廃絶演目
の復活上演のための資料整備

2021.2.1

2021.1.27 日本大学文理学部資
料館 「支店のあゆみ : 創業 70 年」（335.48/966//H） 貸出・掲載

展示会「１号館からみる文理学部の
歴史」（仮称）における展示および
展示図録 , 展示パネルへの掲載

2021.2.3

2021.2.8
サイバー・ネット・
コミュニケーション
ズ株式会社

「風俗畫報」321-331 号（P380/4//H） 掲載
中学歴史資料集「たどってまとめる
新歴史」への掲載及び誌面を PDF に
して収録した教師用 CD への収録

2021.2.12

2021.2.18 横須賀市文化振興課
"「横須賀造船所全景」  （099.6/10//PH） 

（[ 横浜製鉄所所長ダルビエ記念写真アルバム ]
より）"

データ使用

２０２１年度開館予定「よこすか近
代遺産ミュージアム ティボディエ
邸」における，グラフィック展示及
び上映映像に使用

2021.2.26

2021.2.18 京都大学非常勤講師
"「白縫譚 ( 存 17 編上冊 ) : [ 柳下亭種員自筆草
稿本 ]」 

（913.57/RY3-6//H）"
掲載

博士論文「長編合巻の嗣作に関する
研究－柳下亭種員の作品を中心に
－」に掲載

2021.2.25

2021.2.18 京都大学非常勤講師
"「白縫譚 ( 存 17 編上冊 ) : [ 柳下亭種員自筆草
稿本 ]」 

（913.57/RY3-6//H）"
掲載

雑誌『國語國文』（臨川書店）に投
稿予定の論文「『女郎花五色石台』
における足利持氏の解釈をめぐっ
て」に掲載

2021.2.25

2021.2.18 国土交通省 『風俗畫報』117-126 号（P380/4//H） 掲載
復興道路１０年パンフレット『（仮）
三陸エリアと復興道路』への掲載及
びホームページへの掲載

2021.2.26
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依 頼 日 貸 出 先 資 料 内 容 目的・掲載書名 貸 出 日

2021.3.10 毎日映画社 「朝倉英林壁書」（091.4/6//H） 掲載
　映像教材『映像データベース』『東
書ニュービデオソフト』（東京書籍
株式会社発行）に掲載

2021.3.12
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