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［概要ー資料］

資料委員会の主要な職掌範囲は，資料収集と製作，資料の保存管理である。

2006 年度における資料委員会の特筆事項としては，歴博における「資料収集の基本方針」を作成したこ

とである。館の共同研究や総合展示リニューアルを視野に入れた中・長期的展望での資料収集のありかたと

収集対象を提示した。また，本館における資料収集の社会や学問世界における正当性を担保するために，運

営会議の下に外部委員を含めた資料収集委員会の設置の必要性を訴え，これも年度内に実現した。

資料収集に関しては「禁裏寺社建築雛形」を購入，その他には「中世貿易陶磁コレクション」「妖怪・怪

談コレクション」「錦絵コレクション」などの既存のコレクションの充実をはかった。また受贈資料として

は考古学，古生物学で活躍した直良信夫博士の収集品である「直良コレクション」を受け入れた。

共同利用性を高める上でも重要な即日閲覧に関しては，新たに下総国香取郡佐原村の伊能茂左衛門家に伝

えられた「伊能家資料」の内から，文書類約 5,200 点を追加した。

資料の保存・修復体制については，リーダーシップ支援経費を得て館蔵資料コンディション調査を元興寺

文化財研究所の支援のもとで開始した。資料の保存・修復のみならず，即日閲覧等の資料の有効活用をも促

進するため，館蔵資料の個々の保存状況を詳細に把握して修復計画に結びつけるもので，2006 年度は「水

木家資料」の内，文書資料を中心に全体の三分の一に当たる約 3000 点の資料のコンディション調査を終え

た。本調査に関しては，次年度以降，事業化して継続的な体制を構築していく方針である。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 　資料委員長　大久保純一

［収集資料］
	

１．購入・受贈資料   

2006 年度のおもな購入資料として，禁裏寺社建築雛形	25 点，小野宮年中行事裏書（「寛平二年三月記」）

1冊，花鳥螺鈿衝立	1 基（長崎青貝細工コレクションに追加），船橋清原家旧蔵資料	12 冊等がある。このほ

か，リニューアル関連として，雑誌（「少年倶楽部」「少女倶楽部」等）や東京オリンピックのポスター等を

購入した。また寄贈資料では，企画展示「佐倉連隊とその時代」を開催した経緯もあり，近代戦争関係資料

および佐倉連隊関連の資料が数多く寄せられたほか，直良信夫コレクション一括を受贈した。

○禁裏寺社建築雛形　25点

　日本の近世の御所，寺院建築の図面類。一部に平安神宮を設計した木子清敬の蔵書印が残る。

○小野宮年中行事裏書（寛平二年三月記）　1冊

平安時代の儀式書『小野宮年中行事』に関する新出資料。近世初期の写本か。田中教忠旧蔵。
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○花鳥螺鈿衝立　1基（長崎青貝細工コレクションに追加）

　19世紀にヨーロッパ向けに輸出された長崎青貝細工の衝立。輸出品には珍しい「笹屋老店／三木堂作」

の漢字銘あり。

○船橋清原家旧蔵資料　12冊

　朝廷の外務局の業務と侍読を世襲した船橋清原家に伝来した記録類。戦国期天皇即位財政の執行状況を示

す史料群。

○直良コレクション　1括

　故直良信夫氏（早稲田大学教授）が生前収集した，各地遺跡出土の動物遺跡・現生標本と遺品類。

２．購入・受贈資料一覧   

資料名称　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号　　　　　　員数　　　受入別

錦絵コレクション	 H-22（追加）	 6 枚	 購入

　　日米伝単等コレクション	 H-762（追加）	 5 枚	 購入

　　近世・近代染織コレクション	 H-937（追加）	 14 件	 購入

　　長崎青貝細工	 H-995（追加）	 1 点	 購入

　　関東大震災関係資料	 H-974（追加）	 ２点	 寄贈

　　近代戦争関係資料	 H-1282（追加）	 16 件	 寄贈・購入

　　江戸高名会亭尽	 H-1368（追加）	 １枚	 購入

　　所荘吉旧蔵炮術秘伝書コレクション	 H-1573（追加）	 712 件	 寄贈・購入

　　禁裏寺社建築雛形	 H-1747	 25 点	 購入

　　佐倉連隊関係資料	 H-1748	 　7件	 寄贈

　　佐倉連隊建築関係資料	 H-1749	 13 点	 寄贈

　　江尻亮三中尉関係資料	 H-1750	 138 件	 寄贈

　　少女倶楽部	 H-1751	 29 冊	 購入

　　少年倶楽部	 H-1752	 93 冊	 購入

　　山川惣治画稿	 H-1753	 3 面	 購入

　　カストリ雑誌	 H-1754	 34 冊	 購入

　　東京オリンピックポスター	 H-1755	 5 枚	 購入

　　少年・少女雑誌付録漫画	 H-1756	 75 冊	 購入

　　中原淳一・松本かつぢ他少女雑誌付	 H-1757	 60 点	 購入

　　漫画・新漫画	 H-1758	 30 冊	 購入

　　就学牌	 H-1759	 1 個	 寄贈

　　刀剣	 H-1760	 1 振	 寄贈

　　六十六部縁起	 H-1761	 1 点	 寄贈
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資料名称　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号　　　　　　員数　　　受入別

　　小野宮年中行事裏書　寛平二年正月記	 H-1762	 1 冊	 購入

兼仲卿記　弘安１１年８月３日条（後半）・

同月４日条（前半）および某日条	 H-1763	 2 紙	 購入

　　里見氏奉行人連署状	 H-1764　	 1 通	 購入

　　寛政七年乙卯年三月五日小金原御鹿狩御場絵図	 H-1765	 　1枚	 購入

　　御猪狩小金原御場所図	 H-1766	 　1枚	 購入

　　紫練緯地菊模様辻が花裂	 H-1767	 　1点	 購入

　　漆工制作関係資料	 H-1768	 　1括	 寄贈

　　倉田家服飾資料	 H-1769　	 285 件	 寄贈

　　船橋清原家旧蔵資料	 H-1770　	 12 冊	 購入

　　貿易陶磁器コレクション	 A-219（追加）	 2 点	 購入

　　直良コレクション	 A-636	 1 括	 寄贈

　　江戸大名屋敷跡出土木製資料　	 A-637	 4 件	 寄贈

　　棺車　	 F-423	 1 台	 寄贈

　　金鳥香（棒状蚊取り線香）	 F-424	 　1 箱	 寄贈

　東北院職人歌合	 F-425　	 1 点	 購入

　八卦	 F-426	 　1 点	 購入

　ONOTO#5501	 F-427	 1 点	 購入

　万年筆（パイロット製）	 F-428	 23 点	 購入

　めくら般若心経	 F-429	 1 点	 寄贈

　秋田方言見立番付	 F-430	 1 点	 寄贈

　四季遊猟図	 F-431	 1 点	 購入

　怪談・妖怪コレクション	 F-320（追加）	 52 件	 購入

　高射砲の銃身　	 	 	1 点	 寄贈

［製作資料］		

１．製作資料

複製資料として，継続して製作中の正倉院古文書複製品	12 巻を作成した他，昨年度に引き続き，「汎用

資料」として，主にリニューアル展示用の展示資料を作成した。「汎用資料」は従来の所蔵資料より自由度

の高い運用が可能なカテゴリーとして設定され，研究および展示等に活用されている。
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２．製作資料一覧

製作資料名　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号       員数  			

正倉院古文書　複製　続々修　第四帙　第二十～二十一巻、

　　　　　　　　　　　　　　第五帙　第一～四巻	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H-312（追加）	 12 巻

土佐職人歌合　複製（インクジェット印刷　以下同）	 １式

「NEWSMAP	Battle	for	Ormoc	Corridor」　複製	 	 ２点

「NEWSMAP	THE	PLANNED	ASSAULT	ON	JAPAN」　複製	 ２点

伝単「日本の神風は何処ぞ」　複製	 	 ２点

伝単「住民に告ぐ」　複製	 	 ２点

伝単「兵隊に告ぐ」　複製	 	 ２点

「日露戦争早わかり地図」　複製	 	 １点

官軍ビラ　複製	 	 １点

明治二拾七八年戦役日記　複製	 	 １点

伝単「大東亞共榮圏は諸君の指導者の空想に過ぎない」　複製	 ２点

はとや食堂部チラシ　複製　	 	 ２点

関根房次郎日記　複製	 	 １点

関根房次郎従軍日記　複製	 	 １点

稲田養鯉之図　複製	 	 １件
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［概要ー図書］
図書部会では，収書方針の周知を図り，その収書方針に基づき，日本の歴史と文化について歴史学・考古

学・民俗学及び関連諸学の学際的研究を目指す基幹研究や，本館所蔵資料の情報化を図って歴史学・考古学・

民俗学などの新しい方法論的な基盤をつくる基盤研究等を支援するための図書資料を選定・収集することに

努めている。

また，昨年度に引き続き以下の方法で収蔵スペースの効率化に積極的に取り組んだ。（1）所蔵雑誌の保存

期間の基準を設定した。（2）書籍・雑誌の大量一括受入に対する方針を決定した。こうして収蔵スペースの

効率化をおこなったが，いずれも図書室の狭隘化問題の根本的な解決とはいえず，これについてはひきつづ

き対策を進める必要がある。

さらに，大学等による当館利用の簡素化に伴い，これまで大学生等が研究用図書室を利用するときの条件

としていた「紹介状持参」を廃止した。

入館者用図書室については，引き続きサービスの向上に努めた。入室者数は 27,036 人，レファレンス件

数は 213 件と昨年度を大幅に上回った。

［図書分類別受入冊数］

0：総記 1：哲学 2：歴史 3：社会科学 4：自然科学 5：工学 6：産業

冊 数 864 257 3,560 854 86 166 148

％ 14 4 55 13 1 3 2

7：芸術 8：言語 9：文学 図 書 計 製本雑誌 合　計 累　計

冊 数 261 32 206 6,434 432 6,866 282,613

％ 4 1 3 100

％は小数点以下四捨五入


