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2010.4.16 玉川大学 「本佐録」（310.4/208//H） 全文複写 学術利用 2010.5.7

2010.4.22 渡邉元観 「松雲公採集遺編類篇」（210.08/08/92//H) 掲載

「南北朝期室町幕府における『当参奉公
人』と軍勢催促」（「年報中世史研究」
35号掲載論文）においての引用

2010.4.22

2010.5.7

独立行政法人
日本芸術文化振興
会

「菖蒲太刀對侠客」（913.57/KA1-1//H）
「菖蒲太刀對の侠客」（099.3/75//D）
「青砥稿花彩画」（913.57/MA2-2//H）
「糸廼時雨越路一諷」（099.3/73//D）

翻刻・出版
伝統芸能関係古文献の刊行、復活狂言の
ための資料整備

2010.5.7

2010.5.7 古代学研究所 黒川文庫 資料調査 黒川文庫についての調査 2010.5.17

2010.5.14
山形大学工学部
100周年史部会

「淇澳別園」（092.5/7//H)
「湖上の佳人」（092.5/22//H)
「詩歌集」（911.1/409//H)
「千住製紙處電氣燈由来」（092.5/69//H)
「碧玉詩稿」（092.5/54//H)
「碧玉文學外誌」　3巻（092.5/52//H)
「碧玉文學誌」　2巻（092.5/57//H)
「明治十五年二月より乃記」（092.5/13//H)
「湖上廼蛾眉」　6巻（092.5/5//H)

展示・掲載 大竹多氣展（10月9日-10月15日） 2010.10.4

2010.5.17
フォト・オリジナ
ル

草双紙「結神末松山」（913.57/JI1-12//H） 掲載 三省堂中学2年生教科書「中学生の国語」2010.5.26

2010.6.5 津山洋学資料館
ドドネウス「草木誌」（091.3/658/H)
ヨンストン「動物図説」（091.3/841/H)

展示・掲載
企画展　日本が書いた異国（10月9日-11
月14日）

2010.9.30

2010.6.10 三重大学 「女阿漕夜網太刀魚」（913.57/TA1-27//H） 全文複写 学術利用 2010.7.12

2010.6.18
東京藝術大学美術
館

木版挿絵入西洋初期印刷本零葉コレクション
（091.6/34//D）
　　作者不明　ドイツ語聖書「ヨハネの
                               黙示録」
　　第6章1-9節「開かれた六つの封印」
　　第6章1-13節「開かれた六つの封印」
　　第12章7-13章3節「女と七つの頭を
                               持つ竜」
　　第9章11節－10章4節
「Die Bibel in Bildern 」（099/4972//D)
（「絵入り聖書」）

展示・掲載
「黙示録-デューラー/ルドン」展
（2010年10月23日-12月5日）

2010.10.6

2010.6.22 館山市教育委員会 「南総里見八犬伝」（二次使用） 掲載

館山市公式ウェブサイト「たてやま
フィールドミュージアム」内での館山市
立博物館刊行図録の紹介で図録掲載写真
を公開

2010.7.15

2010.6.25 光村図書出版 「南総里見八犬伝」（二次使用） 掲載 中学校国語科教科書「国語3」 2010.6.28

2010.7.1
株式会社トップ
シーン

『Forbes』　（1999年7月5日号、英語版）
（P335/108//D）

撮影・掲載 テレビ東京「カンブリア宮殿」 2010.7.5

2010.7.2
NHKエデュケーショ
ナル

「貝多羅経典」（二次使用） 掲載 「放送大学」ＤＶＤ作成 2010.7.7

2010.7.4 日本テレビ 『Forbes』（P335/108//DZ(C14G5)） 撮影・掲載 日本テレビ「ＤＯＮ！」 2010.7.6

2010.7.9 国立女性教育会館 「国民新聞」（M/175//H） 展示・掲載
「女性の実業教育のはじまり～チャレン
ジした女性たち～」展示

2010.7.29

2010.7.13 七尾市教育委員会
「賦何路連歌 : 大永三年九月二十一日」（二
次使用）

掲載 「新修七尾市史」 2010.7.20

2010.7.20 株式会社童夢 「南総里見八犬伝」（全巻揃写真） 掲載 「はじめて出会う古典作品集」第２期 2010.7.23

2010.8.3 サントリー美術館 「狂歌師細見」（911.19/43//Ｈ） 展示・掲載
「歌麿・写楽の仕掛け人　その名は蔦谷
重三郎」展

2010.10.22

2010.8.30
株式会社アーテ
ファクトリー

「南総里見八犬伝」（全巻揃写真） 掲載 ディアゴスティーニ　「週刊江戸」 2010.9.2

2010.10.1 株式会社アルバ 「南総里見八犬伝」（二次使用） 掲載
「総合百科事典ポプラティア」（新訂
版）

2010.10.18

2010.11.24 株式会社c-block
「レオナルド・ダ・ヴィンチ パリ手稿 : 日
本語訳テキスト（手稿Ｈ）」　（ファクシミ
リ版、1988年）（099.3/434//H）

撮影・掲載
フジテレビ『ベストハウス123』ＤＶＤ
作成

2010.11.24

2010.12.8

高知大学総合研究
センター
海洋生物研究教育
施設　岩崎望

稚源氏東國初旅（099.3/77//D） 撮影・掲載
「図説　宝石珊瑚の世界（仮題）」（東
海大学出版会）

2010.12.13

88 展展覧覧会会・・学学外外刊刊行行物物等等へへのの貸貸出出・・撮撮影影・・掲掲載載資資料料一一覧覧
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2010.11.26
株式会社
臨川書店

芝陽漫録　【春-28丁ウ】 【夏-45丁ウ】
（092.5/64//H）(二次使用）

掲載 「近世異国趣味美術の史的研究」 2010.12.1

2010.12.10

高知大学国際日本
文化研究センター
文化資料研究企画
室　森洋久

日本國之図（AV/C-219/C/H） 掲載

「DEVELOPMENT AND RESERCH OF THE
GLOBALBASE ARCHITECTURE Diversity of
＜maps＞ and spatial information and
a framework for those autonomous
distributed sharing」（博士論文）に
掲載

2010.12.17

2010.12.24
NHKエンタープライ
ズ

「元禄日本総図」（デジタル資料） 掲載 「すすむ千葉県」NHKDVD教材 2010.12.24

2011.1.12 東京法令出版(株)
「南総里見八犬伝」（092.1/11//Ｈ）
                           （二次使用）
「風俗画報」（P/380/4//Ｈ）（二次使用）

掲載 中学歴史資料集「ビジュアル歴史」 2011.1.20

2011.1.6
東京都教育庁指導
部高等教育教育課

「風俗画報」（P/380/4//H)　「日比谷焼打ち
事件」

撮影・掲載 日本史科目「江戸から東京へ」 2011.1.19

2011.2.1

独立行政法人
日本芸術文化振興
会

「五十三駅梅東路」初編、2編、3編
（099.3/73//D)
「五十三驛梅東路　3編」1編、2編、3編
（099.3/94-49//D)
「東驛いろは日記　3編」初編-3編
（913.57/MA2-3//H)
「東驛いろは日記」初編、2編、3編
（099.57/73//D）
「木下闇緑林」（913.57/JI2-2//H)

翻刻・出版
伝統芸能関係古文献の刊行、復活狂言の
ための資料整備

2011.2.1

2011.2.15
株式会社　ＮＨＫ
ライツアーカイブ
スセンター

「伏見古図」（二次使用） 掲載(Web)
ＮＨＫアーカイブス「ＮＨＫ映像マップ
みちしる」ウェブサイト

2011.2.18

2011.2.17
有限会社
作品工房

「元禄日本総図」 掲載 「週刊　江戸」第65号掲載 2011.2.21

2011.2.17 雪嶋　宏一

・ダンテ「神曲」
・Guicciardini, Lodovico「Descrittione di
m. Lodouico Guicciardini patritio
fiorentino, di tutti i Paesi Bassi,
altrimenti detti Germania inferiore : con
piu carte de geographia del paese, & col
ritratto naturale di piu terre principali
: con amplissimo indice di tutte le cose
piu memorabili」
・Kircher, Athanasius「Athanasii Kircheri
e Soc. Jesu China monumentis, qua sacris
qua profanis, nec non variis naturæ &
artis spectaculis, aliarumque rerum
memorabilium argumentis illustrata
auspiciis Leopoldi Primi, roman. imper.,
semper Augusti, Munificentißimi Mecænatis
」
・Bacon, Francis, Viscount St. Albans
「The historie of the reigne of King
Henry the Seventh」
・ 「Den Neder-Landschen herbarius, ofte,
Kruid-boek der voornaamste kruiden, tot
de medicyne, spys-bereidingen en konst-
werken dienstig. Handelende van zommige
hier te lande wassende boomen, kruiden,
heessters, mossen, enz., met koopere
platen verciert」

掲載
明治大学リバティ・アカデミーブック
レット「西洋古版本の手ほどき」

2011.2.22

2011.2.18 株式会社　小学館 「南総里見八犬伝」（全巻揃写真） 掲載 「Jr．日本の歴史」第5巻 2011.2.21

2011.2.18
株式会社　吉川弘
文館

元禄日本総図（デジタルデータ）
改正日本輿地路程全圖（デジタルデータ）

掲載(WEB) ジャパンナレッジ「国史大辞典」 2011.3.1

2011.3.2 長野県立歴史館 日本国之図 転載
「長野県立歴史館研究紀要第17号」内論
文　「信濃のなかの木曾」

2011.3.15

2011.3.10
アイヌ語地名研究
会

蝦夷地潤絵図　（デジタルデータ）
改正拾遺日本北地全図　（デジタルデータ）

掲載(冊子・
DVD・WEB)

研究における冊子・DVD・WEB作成 2011.3.15
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