
資料１
［概　要］　

　本館では，博物館資源センターにおいて資料の収集や管理，保存修復等の事業を管轄している。運営会議資料収
集委員会で了承された資料収集の基本方針にしたがって，多様な資料を収集するとともに，その資料の利用や管理
について検討・対応を行ってきた。
　2010年度の総合展示第６展示室（現代），2013年度の第４展示室（民俗），2018年度の第１展示室（先史・古代）
のリニューアルを経て，昨年度以来，第５展示室（近代）と第６展示室（現代）のリニューアルが本格化し，近現
代資料の収集が活発化してきている。同時に，考古，中世，近世の貴重な資料も継続して収集していく必要がある。
また，ネット環境が急速に変化を遂げつつあるなかで，資料およびその情報の利用提供のあり方も随時検討してい
くことが求められている。
　今年度受け入れた主な購入資料としては，「東鑑」，「兼仲卿暦記　自正安二年正月二十二日至三月二十九日」が
ある。このうち後者の資料は，当館の「広橋家旧蔵記録文書典籍類」を補強するものとして貴重であると評価され
た。他に，第５・６室リニューアル関連資料として，「九州療養所関係資料」，「小作・小作人に関する書類綴」，「コ
ドモのテキスト（昭和７年～10年）」など展示に対応しうる資料を購入した。この他にも第５・６室リニューアル
関連資料の多くは，共同研究「学知と教育から見直す近代日本の歴史像」および企画展「学びの歴史像」による収
集品が含まれ，開国や近代の生活文化の変容，国際化，産業化を意識したものとなっている。受贈資料としては，「佐
倉連隊関係資料」や「三浦半島西浦地域の磯漁撈用具」，「廣瀬産院資料」「葬送儀礼資料」などがあった。
　資料製作については，「正倉院古文書」などの複製を行った。「正倉院古文書」の複製は，従来より継続して進め
ている事業である。また，特集展示「海の帝国琉球」に合わせて『海東諸国記』所収の中世の日本図「日本本国之
図」他　計３件を作成し，出品した。
　資料の管理・保存に関しては，昨年度に引き続き「紅板締関係資料」のクリーニングを行った。館蔵資料コンディ
ション調査については，「砲術関係資料」についてこれまでと同様の方法で継続した。ただし，今後，コンディショ
ン調査については，その初期の位置づけを勘案しつつ，体制や対象資料などについて大きな変更を行う予定である。
この他，収蔵スペースの環境を向上させるための計画を推進する一環として，収蔵庫内の環境調査を行なった。こ
の調査については，来年度も引き続き継続して行う予定である。
　資料の利用に関しては，コロナ禍の影響による資料画像請求の増加への対応のため体制を整備した結果，即日閲
覧での郵送利用が増加した。資料のデジタル画像公開では，総合資料学情報基盤システム（khirin）にて一昨年度
公開した『宋版史記』に続き，「歴博所蔵・漢籍および中国経典類」の公開準備を行った（令和４年春公開予定）。
今後もさらなる利便性の向上を進めていきたい。

資料担当･　川村　清志

［収集資料］

１．購入・受贈資料

　2021年度の主な購入資料として，「万年筆関係資料」１括や「九州療養所関係資料」４冊，「近代小作関係書類綴」
38冊，「東鑑（吾妻鑑）」79帖などがあるほか，第５・第６展示室リニューアル関係資料を多数購入した。また，「三
浦半島西浦地域の磯漁撈用具」９点，「近代日本の学知・教育関係資料」41件，「町村是資料」３冊，「日本帝国海
外旅券」１通，「青年団関係資料」44冊，「講義録」22件，「貨幣・紙幣」33枚，「陸軍大礼服他」１式など，113件
の寄贈を受けた。

○万年筆関係資料　１括
　国内有数の筆記具メーカーであるパイロットを中心とする万年筆関係の営業，販売促進，PRのための資料群で
ある。パイロット社は自社製品の購入者および小売店に対して，一定の技術を身につけた営業担当を派遣し，販売
促進に努めていたが，その際には「伺い状」と呼ばれる宣伝を兼ねたハガキを事前に送付していた。この「伺い状」
からは，各時期のパイロット社の販売戦略をうかがうことができ，数多い筆記具メーカーとの競争を背景に選択さ
れた販売手法でもあった。これらは基本的に消耗品であり，破棄されることが多いため，これだけの枚数がまとまっ
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ているのは貴重である。また社内向けに刊行された創業者や技術者の活動をまとめた書籍，小売店の団体の視察記
念帳，小売店向けの小冊子など，古書市場にはほとんど現れない貴重な資料も含まれている。

○東鑑（吾妻鑑）　79帖
　吾妻鏡（東鑑）は，13世紀末～14世紀初頭に鎌倉幕府が編纂した，将軍の年代記の体裁をとる歴史書である。和
様漢文体で書かれたが，漢字・仮名表記による読み下し文によって書写された仮名本もあり，本資料はその一つと
なる。仮名本の吾妻鏡には①吉川本系を含む独自の底本による９行本，②北条本系を底本とする10行本，③寛文５
年中野等和奥書９行本，④寛文８年刊本，の４つの系統があると指摘されている。本資料は②に該当する。本資料
は全52巻（巻45原欠）が揃っているが，これまで揃いの仮名写本は５点しか確認されていないため，本資料は６点
目となり，貴重な資料となる。

○小袖裂貼装屛風（２曲１隻）　３隻
　本資料は裏に記された署名によって，野村賤男の旧蔵とわかる。野村賤男は娘婿として野村正治郎の事業を継承
した人物である。３点の屛風に貼装された計21点の裂は，本館所蔵の小袖屛風をはじめ，野村コレクションの染織
品のツレを多く含み，当該コレクションを補完するうえで貴重な資料となる。

２．購入・受贈資料一覧

　　　　　　　　　　　　　資料名称	 資料番号	 　　員数	 受入別

近代日本の学知・教育関係資料･ H-2059･ 41･ 件･ 寄贈
町村是資料･ H-2060･ ３･ 冊･ 寄贈
日本帝国海外旅券･ H-2061･ １･ 通･ 寄贈
青年団関係資料･ H-2062･ 44･ 冊･ 寄贈
講義録･ H-2063･ 22･ 件･ 寄贈
新兵さん物語･ H-1748-21･ １･ 点･ 寄贈
家庭洗濯法と皮膚衛生･ H-2046-7･ １･ 冊･ 寄贈
日本家事教育及教授法･ H-2046-8･ １･ 冊･ 寄贈
家事科学台所読本･ H-2046-9･ １･ 冊･ 寄贈
郷土に立脚せる農村方面の家事科教授細目･ H-2046-10･ １･ 冊･ 寄贈
農村家事教育の建設･ H-2046-11･ １･ 冊･ 寄贈
　鑑査会（2021年６月29日）
　　鑑査委員（館内）内田順子・樋浦郷子・吉井文美・松田睦彦
万年筆関係資料（伺い状ほか）･ F-547･ １･ 括･ 購入
　鑑査会（2021年７月２日）
　　鑑査委員（館内）内田順子・山田慎也・川村清志・松田睦彦・吉村郊子
日露戦争紀念壽語録･ H-1282-926･ １･ 枚･ 購入
戦時日記･ H-1282-927･ １･ 冊･ 購入
日露戦争ニ関スル書類･･兵事ニ関する書類ノ乙･ H-1282-928･ １･ 綴･ 購入
歩兵第二連隊佐倉兵営全図･ H-1748-22･ １･ 点･ 購入
萬年校之俤･ H-2047-30･ １･ 冊･ 購入
オホーツク海沿岸漁区明細図･ H-2056-4･ １･ 枚･ 購入
　鑑査会（2021年８月26日）
　　鑑査委員（館内）内田順子・樋口雄彦・川村清志・松田睦彦・吉井文美
九州療養所関係資料･ H-2064･ ４･ 冊･ 購入
近代小作関係書類綴･ H-2065･ 38･ 冊･ 購入
コドモのテキスト･（ラヂオ子供のテキスト）　･ H-2066･ 41･ 冊･ 購入
貨幣・紙幣･ H-2067･ 33･ 枚･ 寄贈
表彰状（隣組対抗防空演練優勝）･ H-1122-62-1･ １･ 通･ 寄贈
表彰状（目白町四丁目町会第一隣組防空群）･ H-1122-62-2･ １･ 通･ 寄贈
陸軍大礼服他･ H-2068･ １･ 式･ 寄贈
鈴木二郎氏関係資料･ H-1748-23･ 23･ 件･ 寄贈
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教練手簿･ H-1748-23-1･ １･ 冊･ 寄贈
江東六十四屯事件概要　･ H-1748-23-2･ １･ 綴･ 寄贈
日本古戦史　･ H-1748-23-3･ １･ 冊･ 寄贈
日本の戦い･ H-1748-23-4･ １･ 冊･ 寄贈
わが生涯を顧みて　生存への感謝　･ H-1748-23-5･ １･ 冊･ 寄贈
父上さま母上さま　･ H-1748-23-6･ １･ 冊･ 寄贈
平成八年度　五七会資料　･ H-1748-23-7･ １･ 綴･ 寄贈
幻の本土決戦1709　軍旗の復元⑦（新聞切り抜き）･ H-1748-23-8･ １･ 点･ 寄贈
支那事変従軍記章　･ H-1748-23-9･ １･ 点･ 寄贈
写真　･ H-1748-23-10･ 14･ 件･ 寄贈
鈴木二郎以下年配男性６名写真　･ H-1748-23-10-1･ １･ 枚･ 寄贈
孫呉駅ホーム他写真　･ H-1748-23-10-2･ ４･ 枚･ 寄贈
軍服姿鈴木二郎写真　･ H-1748-23-10-3･ １･ 点･ 寄贈
於孫呉関口君小生写真　･ H-1748-23-10-4･ １･ 点･ 寄贈
於孫呉二郎生写真　･ H-1748-23-10-5･ １･ 点･ 寄贈
鈴木二郎全身写真　･ H-1748-23-10-6･ １･ 点･ 寄贈
軍旗祭当日余興写真　･ H-1748-23-10-7･ １･ 点･ 寄贈
建物を背に並んだ陸軍兵士写真　･ H-1748-23-10-8･ １･ 点･ 寄贈
五七会・そんぴら会等写真アルバム　･ H-1748-23-10-9･ １･ 綴･ 寄贈
アルバム①　･ H-1748-23-10-10･ １･ 冊･ 寄贈
アルバム②　･ H-1748-23-10-11･ １･ 冊･ 寄贈
アルバム③　･ H-1748-23-10-12･ １･ 冊･ 寄贈
アルバム④　･ H-1748-23-10-13･ １･ 冊･ 寄贈
アルバム⑤　･ H-1748-23-10-14･ １･ 冊･ 寄贈
藤代武雄関係資料･ H-1748-24･ ７･ 件･ 寄贈
軍隊手牒　･ H-1748-24-1･ １･ 冊･ 寄贈
支那事変従軍記章　･ H-1748-24-2･ １･ 点･ 寄贈
昭和六年□至九年事変従軍記章　･ H-1748-24-3･ １･ 点･ 寄贈
勲八等白色桐葉章　･ H-1748-24-4･ １･ 点･ 寄贈
我等の歴史　･ H-1748-24-5･ １･ 冊･ 寄贈
俸給支払証票　･ H-1748-24-6･ １･ 通･ 寄贈
アルバム　･ H-1748-24-7･ １･ 綴･ 寄贈
三浦半島西浦地域の磯漁撈用具･ F-548･ ９･ 点･ 寄贈
廣瀬産院資料･ F-549･ ９･ 点･ 寄贈
匝瑳地域旧家位牌　･ F-322-167･ 13･ 点･ 寄贈
廟所形扉付位牌（戒名記載無し）･ F-322-167-1･ １･ 本･ 寄贈
廟所形金箔位牌（明星院臨光影現信士ほか）･ F-322-167-2･ １･ 本･ 寄贈
廟所形扉付位牌（晴霞院翫心道花信士ほか）･ F-322-167-3･ １･ 本･ 寄贈
大型札形位牌（法樹院蓮阿寂元信士ほか）･ F-322-167-4･ １･ 本･ 寄贈
札形位牌（秋夢童女・智厳童子）･ F-322-167-5･ １･ 本･ 寄贈
札形位牌（観月如空童女）･ F-322-167-6･ １･ 本･ 寄贈
札形位牌（自覚院宝山満入信士ほか）･ F-322-167-7･ １･ 本･ 寄贈
札形位牌（智光童子）･ F-322-167-8･ １･ 本･ 寄贈
札形位牌厨子付（受想妙諦清大姉）･ F-322-167-9･ １･ 本･ 寄贈
札形位牌厨子付（淳忠院義烈克道大居士）･ F-322-167-10･ １･ 本･ 寄贈
雲形位牌（無量寿院秀嶽清雲信士ほか）･ F-322-167-11･ １･ 本･ 寄贈
欅廟所形位牌厨付（真山院宝林日清居士ほか）･ F-322-167-12･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（葬儀用）･ F-322-167-13･ １･ 本･ 寄贈
佐渡仏壇位牌仏具･･ F-322-168･ 15･ 点･ 寄贈
白木位牌（夏月妙幸大姉）　･ F-322-168-1･ １･ 本･ 寄贈
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白木位牌（唯心道明信士）　･ F-322-168-2･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（勝源善童子）･ F-322-168-3･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（明雲孩子）･ F-322-168-4･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（好相善童子）･ F-322-168-5･ １･ 本･ 寄贈
塗位牌（静窓善童女）･ F-322-168-6･ １･ 本･ 寄贈
塗位牌（良倍院勝善道居士）･ F-322-168-7･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（浄玄孩子）･ F-322-168-8･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（本願西譽徃生信女）･ F-322-168-9･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（光照禅譽定入居士）･ F-322-168-10･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（光譽明道信士）･ F-322-168-11･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（西願往譽妙生信女）･ F-322-168-12･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（明鏡院輝譽止水不立居士）･ F-322-168-13･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（真正院実譽至光妙圓大姉）･ F-322-168-14･ １･ 本･ 寄贈
白木位牌（善誘孩女）･ F-322-168-15･ １･ 本･ 寄贈
唐木仏壇一式･ F-322-169･ 29･ 点･ 寄贈
仏壇　･ F-322-169-1･ １･ 基･ 寄贈
経机　･ F-322-169-2･ １･ 台･ 寄贈
御霊具膳･ F-322-169-3･ １･ 式･ 寄贈
酒器･ F-322-169-4･ １･ 式･ 寄贈
中陰膳　･ F-322-169-5･ １･ 式･ 寄贈
茶湯器　･ F-322-169-6･ １･ 式･ 寄贈
高坏　･ F-322-169-7･ １･ 対･ 寄贈
香合　･ F-322-169-8･ ２･ 個･ 寄贈
りん　･ F-322-169-9･ １･ 式･ 寄贈
仏飯器　･ F-322-169-10･ １･ 対･ 寄贈
線香差し･ F-322-169-11･ １･ 個･ 寄贈
仏器台　･ F-322-169-12･ １･ 台･ 寄贈
供物台　･ F-322-169-13･ １･ 台･ 寄贈
花瓶　･ F-322-169-14･ １･ 個･ 寄贈
燭台　･ F-322-169-15･ １･ 台･ 寄贈
マッチ消　･ F-322-169-16･ １･ 台･ 寄贈
香炉　･ F-322-169-17･ １･ 基･ 寄贈
吊燈籠　･ F-322-169-18･ １･ 対･ 寄贈
電気燭台　･ F-322-169-19･ １･ 個･ 寄贈
膳セット　･ F-322-169-20･ １･ 式･ 寄贈
台　･ F-322-169-21･ １･ 台･ 寄贈
長板　･ F-322-169-22･ １･ 台･ 寄贈
線香箱　･ F-322-169-23･ １･ 個･ 寄贈
線香　･ F-322-169-24･ ２･ 箱･ 寄贈
ローソク　･ F-322-169-25･ １･ 箱･ 寄贈
一心寺パンフレット　･ F-322-169-26･ １･ 部･ 寄贈
お掃除クロス　･ F-322-169-27･ １･ 枚･ 寄贈
打敷　･ F-322-169-28･ １･ 枚･ 寄贈
瓔珞　･ F-322-169-29･ １･ 対･ 寄贈
　鑑査会（2022年1月28日）
　　鑑査委員（館内）内田順子・川村清志・山田慎也・樋口雄彦・樋浦郷子・松田睦彦
東鑑（吾妻鑑）･ H-2069･ 79･ 帖･ 購入
兼仲卿暦記　自正安二年正月二十二日至三月二十九日･ H-63-998･ １･ 巻･ 購入
　鑑査会（2022年１月28日）
　　鑑査委員（館内）内田順子・小島道裕・小倉慈司・田中大喜・荒木和憲
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　　鑑査委員（館外）２名
小袖裂貼装屏風（２曲１隻　６枚貼）･ H-35-1204･ １･ 隻･ 寄贈
小袖裂貼装屏風（２曲１隻　７枚貼）･ H-35-1205･ １･ 隻･ 寄贈
小袖裂貼装屏風（２曲１隻　８枚貼）･ H-35-1206･ １･ 隻･ 寄贈
　鑑査会（2022年３月28日）
　　鑑査委員（館内）内田順子・鈴木卓治・川村清志・大久保純一・澤田和人

［製作資料等］

１．製作資料・汎用資料

　複製資料として，継続して製作中の正倉院古文書複製品２巻を製作したほか，研究および展示のため，日本本国
之図２点を製作した。また，第５・第６展示室リニューアル関連資料を多数複製した。

２．製作資料等一覧

　　　　　　　　　　　　　資料名称	 資料番号	 　　員数

正倉院古文書･複製のうち･ ･ ･
正倉院古文書　続々修　第十二帙　第十一巻　複製･ H-312-5-12-11-1･ １･ 巻
正倉院古文書　続々修　第十二帙　第十一巻　複製･ H-312-5-12-11-2･ １･ 巻
日本本国之図　複製･ H-1719-6･ ２･ 点
日本本国之図（東日本）　複製･ H-1719-6-1･ １･ 点
日本本国之図（西日本）　複製･ H-1719-6-2･ １･ 点
日本国西海道九州之図　複製･ H-1719-7･ １･ 点
日本国一岐島之図　複製･ H-1719-8･ １･ 点
渋谷定心置文　複製（汎用資料）･ G-295･ １･ 通
益田家文書　複製（汎用資料）･ G-296･ ３･ 通
祥兼（益田兼見）置文　複製（汎用資料）･ G-296-1･ １･ 通
益田兼理置文　複製（汎用資料）･ G-296-2･ １･ 通
禅幸等連署起請文　複製（汎用資料）･ G-296-3･ １･ 通
秋山泰忠置文　複製（汎用資料）･ G-297･ １･ 通
中務大輔家久公御上京日記　複製･ G-298･ １･ 巻
干アワビ　復元･ G-299･ 34･ 点
愛媛県越智郡　魚島村韓國出漁之状況　複製（汎用資料）　まくり･ G-266-2　※追加･ １･ 舗
チョウセン（潜水漁の衣服）　複製　（汎用資料）　･ G-300･ １･ 着
雑書編　複製　（汎用資料）･ G-301･ ３･ 通

「御願」　複製･ G-301-1･ １･ 通
「証明願」　複製･ G-301-2･ １･ 通
「海外旅券下付願」　複製･ G-301-3･ １･ 通
ブラントン『日本図』初版　複製　（汎用資料）･ G-302･ １･ 舗
市日記　複製　他･ G-303･ ２･ 点
市日記　複製　（汎用資料）･ G-303-1･ １･ 綴
第壹号　貸織物受渡台帳　複製　（汎用資料）･ G-303-2･ １･ 冊
南満洲鉄道株式会社ポスター　複製　（汎用資料）･ G-304･ １･ 枚
大政奉還を祝う祝詞　複製　（汎用資料）･ G-305･ １･ 通
水産収額一覧表　複製　（汎用資料）･ G-306･ １･ 枚
環海航路新図･全　複製　（汎用資料）･ G-307･ １･ 枚
御開港横浜之図　複製　（汎用資料）･ G-308･ １･ 枚
膠　複製　（汎用資料）･ G-309･ ２･ 点
私の一生の思ひ出（砂澤クラ氏スケッチブック）　複製　（汎用資料）･ G-310･ １･ 冊
修業證書　複製　（汎用資料）･ G-311･ １･ 通
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解放令　複製　（汎用資料）･ G-312･ ２･ 通
解放令（明治四年八月）　複製　（汎用資料）･ G-312-1･ １･ 通
解放令（明治四年九月）　複製　（汎用資料）･ G-312-2･ １･ 通
開智部学校日誌　複製　（汎用資料）･ G-313･ １･ 冊
大日本物産図会　複製　（汎用資料）･ G-314･ ４･ 枚
大日本物産図会　河内国　木綿を摘採る図　複製　（汎用資料）･ G-314-1･ １･ 枚
大日本物産図会　河内国　河内木綿機之図　複製　（汎用資料）･ G-314-2･ １･ 枚
大日本物産図会　下野足利辺高機之図　複製　（汎用資料）･ G-314-3･ １･ 枚
草綿一覧　複製　（汎用資料）･ G-314-4･ １･ 枚
足尾町商業案内便覧図　複製　（汎用資料）･ G-315･ １･ 枚
マッチラベル　複製　（汎用資料）･ G-316･ ３･ 点
マッチラベル　複製　（汎用資料）　中華民国（旗）･ G-316-1･ １･ 点
マッチラベル　複製　（汎用資料）　Made･in･Kobe･ G-316-2･ １･ 点
マッチラベル　複製　（汎用資料）　中華民国共和四傑･ G-316-3･ １･ 点
横浜商品日報　複製　（汎用資料）･ G-317･ １･ 枚
ＫＩＮＧ　タバコパッケージ　複製　（汎用資料）･ G-318･ １･ 枚
盆（イタ）　複製　（汎用資料）･ G-319･ １･ 枚
缶詰ラベル（サケ・カニ）　複製　（汎用資料）･ G-320･ ２･ 枚
缶詰ラベル（サケ）　複製　（汎用資料）･ G-320-1･ １･ 枚
缶詰ラベル（カニ）　複製　（汎用資料）･ G-320-2･ １･ 枚

･･････
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