
1 / 4 

人名 タイトル 年月日等 請求記号 展示替えの有無
デジタルコレクション・
電子展示会URL

関西会場の
展示の有無

足利義昭
足利義昭起請文（『足利将軍御教
書』のうち）

〔年不詳〕9月22日 WA25-47 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1288414/

足利義満
足利義満御判御教書（ごはんみぎょう
しょ）（『佐々木家文書』のうち）

永和5（1379）年3月8日 WA25-69 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540697/

〔天正12（1584）年〕4月14日 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2570414/

〔天正12（1584）年〕4月9日 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2570413/

明智光秀・柴田勝家
明智光秀等連署書状（『武家文書』
のうち）

〔元亀3（1572）年〕4月4日 WA25-37 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1287702/

伊達政宗 伊達政宗書状（『武家文書』のうち） 〔年不詳〕3月10日 WA25-37 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1287860/

徳川秀忠
徳川秀忠黒印状（『在印古文書』のう
ち）

〔年不詳〕11月13日 WA25-38 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286883/

武田信玄
武田信玄朱印状（『在印古文書』のう
ち）

〔永禄7（1564）年〕 1月22日 WA25-38 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286877/

光明皇后 光明皇后写経（『手鏡』第1帖のうち） - WA48-1 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1287655/

豊臣秀吉・秀頼
豊臣秀吉・豊臣秀頼短冊（『手鏡』第
1帖のうち）

- WA48-1 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1287779/

東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532246/

関西館
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532246/
132

後宇多天皇 後宇多天皇宸翰（『古翰』のうち） - WA25-7 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540670/

隆達 隆達自筆小歌三百首 〔慶長年間〕 WA16-54 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532245/

西行 西行消息（『古簡』のうち） WA25-46 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2570791/

小野蘭山  [小野蘭山公勤日記]
寛政11-文化7（1799-1810）
年

WA1-10-4 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2580147/

小野蘭山 衆芳軒随筆 〔天明8 （1788）年〕 WA1-10-8 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2580176
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540703/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540703/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540702/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540702/

〔大日本沿海輿地全図〕（伊能図）第
93図　武蔵・相模(相模・横須賀・馬
入川・武蔵・神奈川)

東京前期
http://www.ndl.go.jp/
exhibit/50/html/wb3
9-6/i093-m.html

〔大日本沿海輿地全図〕（伊能図）第
99図　相模・伊豆・駿河(駿河・大山・
八日市場・伊豆・相模・平塚・箱根)

東京後期
http://www.ndl.go.jp/
exhibit/50/html/wb3
9-6/i099-m.html

渋江抽斎 江戸鑑図目録（えどかがみずもくろく） - 237-238 ○
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532348/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532348/

〔元禄17（1704）年〕2月13日 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2585721/

〔元禄16（1703）年〕2月12日 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2585719/

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1287971/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1287970/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532336/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532336/

天保5-7 （1834-1836）年 124-114 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2559040/

天保5-7 （1834-1836）年 839-57 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2563386/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2592388/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2592390/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2592389/

五代目市川団十郎 徒然吾妻詞 - 245-155
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541770/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541770/

○

○

22参考

23

第2部　近世から近現代へ
第1章　芸能とその周辺

24

三代目歌川豊国25

第1部　近世
第１章　近世の知

14

15

16

17

17参考

18

WA25-82

本別18-9 展示箇所替えあり

斎藤月岑 声曲類纂稿本 - WA19-18 展示箇所替えあり

7

（古筆鑑定の世界）

8

10

9

11

12

13

展示資料
番号

第1部　序
（将軍・武将たちの書状―右筆、花押、印章）

１

2

3

4

5

6

WA16-55〔室町時代中期頃〕拾遺和歌集 20巻東山（足利）義政

豊臣秀吉 豊臣秀吉書状（『一柳家文書』のうち） WA25-9

展示箇所替えあり

姿見早稽古 - 本別7-570 展示箇所替えあり

喜田川守貞 守貞謾稿 - 寄別13-40

19

20

第2章　あの本のあの人

21

22

渋川春海 渋川春海自筆書簡 WA25-84

〔明治初期〕

司馬江漢 訓蒙画解集（くんもうがかいしゅう） 〔文化11（1814）年〕 WA21-23 展示箇所替えあり

長谷川雪旦 西国写生 〔文政元（1818）年〕

展示箇所替えありWA25-83〔寛政9（1797）年2月15日〕

展示箇所替えあり

大槻玄沢自筆書簡大槻玄沢

伊能忠敬 伊能忠敬自筆書簡 〔文化4（1807）年〕5月6日

斎藤月岑・長谷川雪旦 江戸名所図会

伊能忠敬 WB39-6

平成28年度企画展示

「続・あの人の直筆」出展資料一覧

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288414/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288414/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540697/23
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540697/23
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570414/19
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570414/19
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570413/11
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570413/11
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287702/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287702/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287860/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287860/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286883/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286883/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286877/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286877/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287655/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287655/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287779/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287779/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532246/29
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532246/29
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532246/132
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532246/132
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532246/132
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540670/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540670/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532245/55
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532245/55
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570791/9
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2570791/9
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580147/3
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580147/3
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580176
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580176
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540703/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540703/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540703/6
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540703/6
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540702/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540702/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540702/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540702/5
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i093-m.html
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i093-m.html
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i093-m.html
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i099-m.html
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i099-m.html
http://www.ndl.go.jp/exhibit/50/html/wb39-6/i099-m.html
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532348/63
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532348/63
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532348/69
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532348/69
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2585721/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2585721/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2585719/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2585719/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287971/15
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287971/15
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287970/27
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287970/27
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532336/21
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532336/21
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532336/31
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532336/31
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2559040/38
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2559040/38
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563386/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563386/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592388/43
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592388/43
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592390/22
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592390/22
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592389/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592389/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541770/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541770/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541770/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541770/8
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人名 タイトル 年月日等 請求記号 展示替えの有無
デジタルコレクション・
電子展示会URL

関西会場の
展示の有無

展示資料
番号

東錦絵 - 寄別8-5-2-3 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1306022

[かゝみ草] - 寄別2-6-1-3 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1308573

式亭三馬 市村座狂言絵本 〔享保20（1735）年〕 京乙-361
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2534289/

九代目市川団十郎
九代目市川団十郎書簡（『明治時代
藝術家書翰』のうち）

〔明治時代〕 寄別7-8-1-2 東京前期

七代目市川団十郎 歌舞伎十八番 嘉永5（1852）年 寄別2-7-2-1 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1308781/

花上野風雪入谷 明治33（1900）年 東京前期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2540715/

滑稽化物邸 歌舞伎座盆興行浄瑠璃
清元連中

明治27（1894）年 東京後期
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532498/

河竹黙阿弥 五人男并団十郎せりふ尽 - 京乙-319
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2534263/

坪内逍遥 坪内逍遥書簡 -
副島八十六関係文書
30-1

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541822/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541822/

佐久間象山 佐久間象山真翰 - WA47-14
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541697/

井伊直弼 井伊直弼書簡 安政5（1858）年6月29日
三条家文書（書簡の
部）97-7

○

吉田松陰 吉田松陰書簡 安政6（1859）年3月29日
野村靖関係文書20-
1-12

○

大久保利通 大久保利通書簡 明治10（1877）年2月7日
牧野伸顕関係文書
（書類の部）A4

勝海舟 勝海舟書幅 - 杉浦譲関係文書763
高橋泥舟 高橋泥舟書幅 - 杉浦譲関係文書764
山岡鉄舟 山岡鉄舟書幅 - 杉浦譲関係文書765

坂本龍馬 坂本龍馬書簡 慶応3（1867）年10月22日
陸奥宗光関係文書
51-9

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/3856407

○

伊藤博文 伊藤博文書簡 万延元（1860）年7月19日
憲政資料室収集文書
230-3-3

○

西郷隆盛 西郷隆盛書簡 慶応２（1866）年7月上旬
川上直之助関係文書
20

○

高橋是清 高橋是清書簡 明治38（1905） 年2月28日
井上馨関係文書
538-2

後藤新平 後藤新平書簡 大正9（1920）年12月11日
石黒忠悳関係文書
474

幣原喜重郎 幣原喜重郎書簡 昭和23（1948）年1月1日
石橋湛山関係文書
（その1）292

○

石橋湛山 病気快癒通知草稿 昭和34（1959）年6月10日
石橋湛山関係文書
（その1）826

重光葵 重光葵揮毫の似顔絵 昭和11（1936）年6月 森元治郎関係文書 ○
日野原重明（石橋湛山入院
時の主治医）

日野原重明書簡 昭和32（1957）年6月30日
石橋湛山関係文書
（その1)42

福田赳夫 福田赳夫書簡 昭和43（1968）年7月16日 有光次郎関係文書 ○

大平正芳 大平正芳書簡 昭和51（1976）年5月23日
椎名悦三郎関係文書
117-1

○

中曽根康弘 中曽根康弘書簡 昭和26（1951）年1月30日
芦田均関係文書（寄
託）（書簡の部）92

北一輝 北一輝書簡
大正8（1919）年（月不詳）29
日

満川亀太郎関係文書
41-2

大川周明 大川周明書簡 大正15（1926）年2月25日
関屋貞三郎関係文書
514-5

石原莞爾 石原莞爾書簡 昭和15（1940）年4月2日
憲政資料室収集文書
244-5

幸徳秋水 幸徳秋水書簡 明治34（1901）年10月30日 中江兆民関係文書6

賀川豊彦 賀川豊彦書簡 昭和2（1927）年3月25日
有馬頼寧関係文書
（その1）20-1

神近市子 神近市子書簡 昭和24（1949）年11月11日
鍋山貞親関係文書
1007-2

五代友厚 五代友厚書簡 明治14年（1881）年10月29日
前田正名関係文書
23-1

広岡浅子 広岡浅子書簡 明治41（1908）年2月6日
古島一雄関係文書
33-6

○

（二代目）伊藤忠兵衛 伊藤忠兵衛書簡 昭和11（1936）年12月10日
下村宏関係文書（そ
の1）89-1

○

御木本幸吉 御木本幸吉書簡 大正12（1923）年6月15日
阪谷芳郎関係文書
167

○

出光佐三 出光佐三書簡 〔昭和30（1955）年〕6月17日
鶴見祐輔関係文書
(書簡の部)1019-1

○

（初代）根津嘉一郎 根津嘉一郎書簡 （年不詳）5月1日
石黒忠悳関係文書
920

小林一三 小林一三書簡 昭和12（1937）年9月4日
石橋湛山関係文書
（その1）138

○

堤康次郎 堤康次郎書簡 〔昭和6（1931）年〕9月1日
関屋貞三郎関係文書
740

早川徳次 早川徳次書簡 昭和9（1934）年7月10日
石橋湛山関係文書
（その2）30-1

五島慶太 五島慶太書簡 昭和19（1944）年4月18日
伊沢多喜男関係文書
134

新島襄 新島襄書簡 明治22（1889）年2月16日
井上馨関係文書
459-6

○

新渡戸稲造 新渡戸稲造書簡 昭和2（1927）年7月16日
鶴見祐輔関係文書
（書簡の部）514-4

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286741/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286741/

68

69

第5章　学者

60

61

62

63

64

65

66

67

第4章　教育家

52

53

54

55

56

57

第3章　実業家

58

59

44

45

46

47

48

49

50

51

第2章　社会運動家

37
38
39

40

41

42

第3部　近現代
第1章　政治家

43

25参考

泰西本草名疏

26

27

28

29

30

31

〔文政11-12（1828-1829）
年〕

70

32

第2章　幕末・維新の人々

33

34

35

36

展示箇所替えあり

WA22-4 展示箇所替えあり

仮名垣魯文 花裘狐草紙. 初編上巻 - 本別12-14

本別3-72

三代目歌川豊国

福地桜痴

伊藤圭介

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306022
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306022
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1308573
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1308573
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2534289/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2534289/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1308781/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1308781/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540715/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540715/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532498/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532498/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2534263/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2534263/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541822/11
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541822/11
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541822/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541822/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541697/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541697/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856407
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856407
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286741/10
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286741/10
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286741/10
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286741/10
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人名 タイトル 年月日等 請求記号 展示替えの有無
デジタルコレクション・
電子展示会URL

関西会場の
展示の有無

展示資料
番号

新城新蔵 最近宇宙進化論梗概 大正6（1917）年 特2-1890
大槻文彦 東京須覧具（とうきょうすらんぐ） 〔明治-大正時代〕 W57-29
金田一京助 装抄 〔昭和4（1929）年頃〕 815.4-H987y

柳田國男 柳田國男書簡 昭和23（1948）年1月9日
松本烝治関係文書
282

○

北里柴三郎 北里柴三郎書簡 明治44（1911）年4月4日
石黒忠悳関係文書
396

中谷宇吉郎 中谷宇吉郎書簡 昭和20（1945）年6月6日
牧野伸顕関係文書
（書簡の部）360-1

○

西田幾多郎 西田幾多郎書簡 昭和17（1942）年2月22日 原田熊雄関係文書 ○

尾崎紅葉・幸田露伴 西鶴置土産
〔明治35-36（1902-1903）年
頃〕

W97-8 展示箇所替えあり ○

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286738/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286738/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532496/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532496/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532504/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532504/

柳原白蓮 柳原白蓮書簡 昭和24（1949）年12月6日
有馬頼寧関係文書
（その1）42-1

○

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286739/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/1286739/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532522/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2532522/

中里介山 中里介山書簡 昭和8（1933）年9月12日
山本孝治関係文書
131

高浜虚子 高浜虚子書簡 昭和13（1938）年5月25日
永田秀次郎・亮一関
係文書388-13

高橋由一 高橋由一書簡 明治14（1881）年12月20日
三島通庸関係文書
374-1

富岡鉄斎 富岡鉄斎書簡 〔年不詳〕9月2日
石黒忠悳関係文書
850

朝倉文夫 朝倉文夫書簡 〔年不詳〕11月4日
有光次郎関係文書
8-2

柳宗悦 柳宗悦書簡 昭和31（1956）年6月29日 石黒忠篤関係文書

棟方志功 棟方志功書簡 昭和43（1968）年12月23日
有光次郎関係文書
124-1

木谷実 木谷実書簡 昭和13（1938）年12月13日
永田秀次郎・亮一関
係文書232

呉清源 呉清源書簡 昭和13（1938）年3月10日
永田秀次郎・亮一関
係文書920

常陸山谷右衛門 常陸山谷右衛門書簡 明治40（1907）年1月17日 松井茂関係文書267

太刀山峰右衛門 太刀山峯右衛門書簡 〔明治39（1906）年〕8月9日
豊川良平関係文書
261-2

双葉山定次 双葉山定次書簡 昭和17（1942）年7月15日 四竈孝輔関係文書

伊藤梅子 伊藤梅子書簡 明治41（1908）年12月4日
伊藤博文関係文書
（その2）書簡の部2

伊藤梅子 伊藤梅子書簡 年代不明　7月10日
品川弥二郎関係文書
（その1）199-1

木戸松子（幾松） 木戸松子書簡 〔年不詳〕6月
憲政資料室収集文書
117

愛新覚羅浩 愛新覚羅浩書簡 昭和34（1959）年12月15日
石橋湛山関係文書
（その1）3-1

○

愛新覚羅溥傑 愛新覚羅溥傑書簡 昭和16（1941）年8月24日
石丸志都麿関係文書
（寄託）2

○

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541996/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2541996/

河鍋暁斎 元禄日本錦下図 明治19（1886）年 ん-66 展示箇所替えあり
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2542595/

河鍋暁斎 河鍋暁斎粉本 - 寄別7-8-1-1
（東京会場では展
示しない）

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2575365/

○

http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2586581/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2586582/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2586583/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2586596/
http://dl.ndl.go.jp/inf
o:ndljp/pid/2586597/

諸橋轍次 孔子と老子 昭和27（1952）年 VG1-H4462
内田百間 ノラや 昭和32（1957）年 VG1-H4150
徳川夢声 お茶漬哲学 昭和29（1954）年 VG1-H4787
林芙美子 夜猿 昭和25（1950）年 VG1-H4781
火野葦平 かっぱの皿 昭和27（1952）年 VG1-H4714
丸山眞男 現代政治の思想と行動　下巻 昭和32（1957）年 VG1-H4945

林光
メヌエット　ト長調

昭和15（1940）年
Y871-001-Ms-
00306

107

展示箇所替えあり岡不崩 新帝都看板考 -

104

105

106

95

96

97
第9章　あの人の妻

98

99

108
109
110
111
112

第3章　手稿譜

113

100

101

101参考

飯島光峨 旅日記 ○

第四部　いろいろな直筆
第1章　絵画

91

92

第8章　棋士・力士

93

94

久保田万太郎 花冷え 昭和13（1938）年 本別3-98 展示箇所替えあり85

86

第2章　署名本

明治9（1876）年 本別7-546 展示箇所替えあり

展示箇所替えあり河鍋暁斎 暁斎画稿 - 本別18-11

本別7-568

102

103

夏目漱石・正岡子規 夏目漱石真蹟俳稿 明治29（1896）年 本別3-61 展示箇所替えあり

白井光太郎

88

89

採集日記 明治17（1884）年 特1-3633 展示箇所替えあり

73
74

75

76

77

78
第6章　文学者

71

72

79

80

90

83

展示箇所替えあり

室生犀星 萬華鏡 〔大正10（1921）年〕 本別3-77 展示箇所替えあり

徳田秋声 或賣笑婦の話 〔大正9（1920）年〕 本別3-70

第7章　芸術家

石川啄木書簡石川啄木 明治41（1908）年6月15日 本別3-8484 展示箇所替えあり

81

82

87

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286738/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286738/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286738/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286738/4
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532496/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532496/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532496/16
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532496/16
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532504/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532504/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532504/41
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532504/41
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286739/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286739/2
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286739/3
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286739/3
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532522/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532522/5
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532522/36
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532522/36
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541996/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541996/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541996/19
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541996/19
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2542595/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2542595/1
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575365/9
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2575365/9
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586581/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586581/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586582/44
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586582/44
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586583/15
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586583/15
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586596/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586596/7
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586597/8
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2586597/8
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人名 タイトル 年月日等 請求記号 展示替えの有無
デジタルコレクション・
電子展示会URL

関西会場の
展示の有無

展示資料
番号

林光 パッサカリア 昭和18（1943）年
Y871-001-Ms-
00308

林光 交響曲ト調 昭和28（1953）年
Y871-001-Ms-
00006

林光
原爆小景

昭和46（1971）年
Y871-001-Ms-
00157

林光 調べ 昭和49（1974）年
Y871-001-Ms-
00412

鈴木章 ヒドロフェナンスレン誘導体の合成
昭和35（1960）年3月25日理
学博士号授与

UT51-44-P2154 ○

芦田均
国際法及国際政治ヨリ見タル黒海並
ニ君府海峡ノ地位

昭和4（1929）年4月16日法学
博士号授与

UT51-法9-7 ○

渡辺一夫 フランソワ・ラブレー研究序説
昭和31（1956）年3月5日文学
博士号授与

UT51-文36-9 ○

116

117

〈関西館〉博士論文

関1

関2

関3

114

115
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