
整理番号 資料名 イメージ 種類 細別 員数 作成・製造・所蔵など 年代など サイズ・材質など

HIS001 縄文土器 深鉢 歴史 土器 1 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS002 弥生土器 壺 歴史 土器 1 出土地：菅沖波遺跡（京都府京丹後市） 弥生時代前期（B.C.5世紀~B.C.4世紀）

HIS003 弥生土器 高杯 歴史 土器 1 出土地：不明（岡山県岡山市？） 弥生時代中期（B.C.2世紀~B.C.1世紀）

HIS004 弥生土器 高杯 歴史 土器 1 出土地：大辰巳遺跡（滋賀県⾧浜市） 弥生時代後期（2世紀）

HIS005 弥生土器 甕 歴史 土器 1 出土地：美濃山遺跡（京都府八幡市） 弥生時代末（2世紀~3世紀）



HIS006 縄文土器 深鉢 歴史 土器 1 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS007 縄文土器 深鉢 歴史 土器 1 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS008 縄文土器 深鉢 歴史 土器 1 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代晩期（B.C.1500~B.C.8世紀）

HIS009 弥生土器 壺 歴史 土器 1 出土地：大辰巳遺跡（滋賀県⾧浜市） 弥生時代後期（2世紀）

HIS010 須恵器 蓋杯 歴史 須恵器 1 出土地：京都府亀岡市 古墳時代後期（6世紀）

HIS011 須恵器 蓋杯 歴史 須恵器 1 出土地：京都府京丹後市 飛鳥時代（7世紀）



HIS012 須恵器 提瓶 歴史 須恵器 1 出土地：不明 古墳時代後期（6世紀）

HIS013 単弁八葉蓮華文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：山田寺跡（奈良県桜井市） 飛鳥時代（7世紀） サイズ：φ140×H85

HIS014 複弁八葉蓮華文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・乾谷瓦窯跡（京都府精華町） 奈良時代（8世紀） サイズ：φ90×H80

HIS015 単弁二十四葉蓮華文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：恭仁宮跡（京都府木津川市） 奈良時代（8世紀） サイズ：φ145×H160×D70

HIS016 単弁八葉蓮華文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・栗栖野瓦窯跡（京都市左京区） 平安時代前期（8世紀末~9世紀前半） サイズ：H87×D32

HIS017 均整唐草文軒平瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・西賀茂鎮守菴瓦窯跡（京都市北区） 平安時代前期（8世紀末~9世紀前半） サイズ：φ165×D28



HIS018 均整唐草文軒平瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・栗栖野瓦窯跡（京都市左京区） 平安時代前期（8世紀末~9世紀前半） サイズ：H95×D38

HIS019 須恵器 はそう 歴史 須恵器 1 出土地：不明 古墳時代後期（6世紀）
サイズ：H85×D28

HIS020 須恵器 台付はそう 歴史 須恵器 1 出土地：不明 古墳時代後期（6世紀） サイズ：W210×H113×D140

HIS021 須恵器 有蓋高杯 歴史 須恵器 1 出土地：京都府京丹後市 サイズ：W187×H95×D243

HIS022 須恵器 平瓶 歴史 須恵器 1 出土地：京都府与謝野町 古墳時代後期（6世紀） サイズ：φ95×H133

HIS023 須恵器 坩 歴史 須恵器 1 出土地：京都府綾部市 古墳時代後期（6世紀） サイズ：φ98×H197

HIS024 複弁八葉蓮華文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・西賀茂鎮守菴瓦窯跡（京都市北区） 平安時代前期（8世紀末~9世紀前半） サイズ：φ158×H160



HIS025 複弁八葉蓮華文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・栗栖野瓦窯跡（京都市左京区） 平安時代中期（9世紀後半~11世紀前半） サイズ：φ150×H113

HIS026 桐文 軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：方広寺跡（京都市東山区） 近世 サイズ：φ140×H90

HIS027 仏像画文軒丸瓦 歴史 瓦 1 出土地：富貴寺（大分県豊後高田市） 中世 サイズ：φ180×D110

HIS028 均整唐草文軒平瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・小野瓦窯跡（京都市左京区） 平安時代中期（9世紀後半~11世紀前半） サイズ：H110×D70

HIS029 均整唐草文軒平瓦 歴史 瓦 1 出土地：伝・小野瓦窯跡（京都市左京区） 平安時代中期（9世紀後半~11世紀前半） イズ：φ198×D60

HIS030 巴唐草文 軒平瓦 歴史 瓦 1 出土地：興福寺（奈良県奈良市） 鎌倉時代（12世紀末~14世紀前半） サイズ：φ155×D53

HIS031 石錘 歴史 石錘 26ヶ 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500） サイズ：W200×H80×D140

HIS032 石鏃 歴史 石鏃 9ヶ 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500） サイズ：W255×H115×D175

HIS033 石包丁 歴史 石包丁 1欠片 出土地：不明 弥生時代 サイズ：W210×H118×D130



HIS034 金環 歴史 装身具 1対 出土地：法貴古墳（京都府亀岡市） 古墳時代後期（6世紀~7世紀）

HIS035 三角縁神獣鏡 歴史 鏡 部分 出土地：椿井大塚山古墳（京都府木津川市）？ 古墳時代前期（3世紀

HIS036 石匙 歴史 石匙 3 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS037 馬具（鞍金具）・ 鉄鏃 歴史 出土地：不明 古墳時代後期（6世紀）

HIS038 磨製石斧 歴史 石斧 2 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS039 石皿 ・ 磨石 歴史 石器 4 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS040 縄文土器（欠片部分） 歴史 土器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）

HIS041 縄文土器（欠片部分） 歴史 土器 一式 出土地：番の面遺跡（滋賀県米原市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）



HIS042 縄文土器（欠片部分） 歴史 土器 一式 出土地：石山貝塚（滋賀県大津市） 縄文時代早期（BC.9000~BC.5000）

HIS043 縄文土器（欠片部分） 歴史 土器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）

HIS044 縄文土器（底部部分） 歴史 土器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）

HIS045 縄文土器（欠片部分） 歴史 土器 一式 出土地：弁天島遺跡（滋賀県近江八幡市） 縄文時代早期・前（BC.9000~BC.3500）

HIS046 土製円盤 歴史 土器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS047 縄文土器 歴史 土器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代後期（BC.2500~BC.1200）

HIS048 石皿・磨石 歴史 石器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）

HIS049 石製品 歴史 石器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）



HIS050 石製品 歴史 石器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（BC.3500~BC.2500）

HIS051 縄文土器（欠片部分） 歴史 土器 一式 出土地：醍醐遺跡（滋賀県⾧浜市） 縄文時代中期（B.C.3500~B.C.2500）

HIS101 御雛京人形司 「茶摘み」 歴史 人形 1体 所蔵：丸屋大木平 大正末期～1935年（昭和10）頃

HIS102 御雛京人形司 「大丈・かむろ」 歴史 人形 1体 所蔵：丸屋大木平 大正末期～1935年（昭和10）頃

HIS103 御雛京人形司 「都をどり」 歴史 人形 1体 所蔵：丸屋大木平 大正末期～1935年（昭和10）頃

HIS104 御雛京人形司 「小原女」 歴史 人形 1体 所蔵：丸屋大木平 大正末期～1935年（昭和10）頃

HIS105 御雛京人形司 「舞妓」 歴史 人形 1体 所蔵：丸屋大木平 大正末期～1935年（昭和10）頃

HIS106 中古装束 女官礼装 一 歴史 人形 1体 作成：島津製作所標本部
1914年（大正３）

サイズ：・木箱300×385×528（御簾そな

え）

・人形290×290×480



HIS107 中古装束 男官礼装 歴史 人形 1体 作成：島津製作所標本部
1914年（大正３）

HIS108 ⾧裃 歴史 装束 一式

HIS109 装束標本全（中等科教材） 歴史 人形 一式 発兌：東京集成堂
1897年（明治30）

室町時代～江戸時代の装束

HIS110 鐙 歴史 装束 一式 作成：家久
1956年（昭和31）の古紙に包まれてい

た。

HIS111 中古装束 狩衣壹 歴史 装束 一式 作成：京都島津製作所標本調整 不明

HIS112 甲冑 歴史 甲冑 一式 不明

不明

1946年（昭和21）3月30日、6月20日 古

紙有

HIS113 甲冑 歴史 甲冑 一式 不明
不明

1946年（昭和21）4月3日 古紙有

HIS114 冑・その他 歴史 甲冑 一式 不明
不明

1955年（昭和30）4月16日 古紙有



HIS115 百人一首 歴史 箱物 一式 不明 不明

HIS116 揳状文字土版模型 歴史 模型 一式 作成：島津製作所標本部 不明

HIS117 記念品（？） 歴史 記念品 一式

HIS118 挿花 御大典記念品銀製 歴史 記念品 一式 京都府師範学校 旧蔵資料

HIS119 北号虒集 歴史 貨幣 7ｾｯﾄ

HIS120 各国貨幣 歴史 貨幣 一式

天保通貫、朝鮮銅貨、独逸貨幣、韓国、海

峡植民地、フィリピン通貨、香港一仙、露

国貨幣、六清銅幣、光・緒元実

HIS121 和漢古銤 歴史 貨幣 一式

HIS122 支那古銤 歴史 貨幣 一式

開元通貨約1300年前、唐高祖武徳4年鋳

造、宋通元実、北宋太祖開実鋳造950年

前、淳化元実、



HIS123 天秤（匁換算） 歴史 貨幣 2 製造：京都神製

HIS124 瓶（羽後国北秋田郡七座村大字麻生）実大 歴史 考古 1 製造：（株）島津製作所標本部

HIS125 平居瓶（山城国綴喜郡大住村）実大 歴史 考古 1 製造：（株）島津製作所標本部

HIS126
高坏（複雑ナル透シヲ有スルモノ）（山城国綴喜

郡有智郷村内里）実大
歴史 考古 1 製造：（株）島津製作所標本部

HIS127 坏（丹波国船井郡新庄村大字池上）実大 歴史 考古 1 製造：（株）島津製作所標本部

HIS128
蓋付高坩（越前国坂井郡高鷲村大字西二屋根）

1/2大
歴史 考古 1 製造：（株）島津製作所標本部

HIS129 甲山古墳出土埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS130 寺戸大塚出土埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS131 埴輪（大阪・奈良・岡山など） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS132 甲山古墳出土埴輪など 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS133 甲山古墳出土埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学



HIS134 陶棺 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS135 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS136 寺戸大塚出土円筒埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS137 大迫古墳出土品 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS138 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS139 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS140 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS141 深草遺跡土器片・甲山古墳出土埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS142 林博通氏資料（総社二子山出土） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS143 前田古墳群出土品 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS144 前田古墳群出土品 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS145 甲山古墳埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS146 埴輪（出土地不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS147 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS148 埴輪 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS149 大成古墳群ほか出土品 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学



HIS150 埴輪（出土地不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS151 埴輪など（1965年調査） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS152 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS153 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS154 土器片袋詰め（不明） 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

HIS155 陶棺 歴史 考古

コン

テナ1

点

所蔵：京都教育大学

CHA001 宇治断碑 歴史 拓本 1 表具：W680mm×H1630mm

CHA002 四条畷忠碑 歴史 拓本 1

CHA003 植桜記念碑 歴史 拓本 1 1905年（明治38）

CHA004 那須国造碑（三） 歴史 拓本 1

CHA005 天正十年六月二日（本能寺之変）討死衆中 歴史 拓本 1
本紙：丈1270㎜ 巾310㎜

表具：丈1810㎜ 巾374㎜

CHA006 吉野時代忠臣碑 歴史 拓本 1



CHA007 方広寺鐘銘 歴史 拓本 1 1931年（昭和6）度 専攻科

CHA008 正気歌 歴史 拓本 1

CHA009 多賀城碑 歴史 拓本 １

CHA010 金石文 山口費 徳■ 池辺大宮 歴史 拓本 1

CHA011 樀正時以下二十四人之碑　（七） 歴史 拓本 1

CHA012 金石文（法興元）　聖徳太子 歴史 拓本 1

CHA013 楠正成公壁書 歴史 拓本 1

CHA014 歴史 拓本 1

CHA015 歴史 拓本 1

CHA016 瓢今歌（宿直室用） 歴史 拓本 1



CHA017
三十七八年戦役記念図（満州地名詳細：戦役中

心）
歴史 掛図 1

CHA046 江戸大絵図 附年中行事 歴史 掛図 １
著作権発行者：内藤宇吉

印刷：三間印刷所

印刷：1929年（昭和4）12月18日

発行：1936年（昭和11）12月26日

CHA047 大阪附近郷土地歴地図（歴代天皇皇后御陵謹載） 歴史 掛図 １ 作成：佐藤郷土地図研究所
印刷：1937年（昭和12）1月3日 表具：W1570×H2030

S：1/60000

CHA049
教授用 国史地図（平安京蝦夷征戊図）上輯第8

図）
歴史 掛図 1

発行：大阪・東京集書堂

CHA058 豊公伏見城古之図 歴史 掛図 1 Ｗ：760mm

CHA062 豊公伏見城古図

CHA059 伏見城図 歴史 掛図 1

CHA060
文部省国史史教師用書準拠 模範国史大地図第二

輯 奈良時代平安時代前期要地図
歴史 掛図 1 発行：東京文教社



CHA061 世界各国興亡表：国家及王室興亡（西紀三ニ〇〇年一
紀元一九ニ五年）

歴史 掛図 1

著作者・発行：世界国勢調査会

発行人：葛生仁三郎

著編者：⾧瀬鳳輔

印刷人：武藤武

印刷所：（株）共同印刷

定価金30円

印刷：1926年（大正15）9月25日

刊行年：1926年（大正15）9月30日
本紙：Ｗ1055×Ｈ1420

CHA101
教授用日本歴史服装掛図第一図 文官朝服 奈良時

代
歴史 掛図 2 発行：東亜教育画館

CHA102
教授用日本歴史服装掛図第二図

文官束帯（四位） 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA103
教授用日本歴史服装掛図第二図

文官束帯（四位） 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 １ 発行：東亜教育画館

本紙：丈780㎜ 巾540㎜

表具：丈960㎜ 巾540㎜

CHA104
教授用日本歴史服装掛図第三図

武官束帯（五位） 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 2 発行：東亜教育画館

本紙：丈000㎜ 巾000㎜

表具：丈000㎜ 巾000㎜

CHA105
教授用日本歴史服装掛図第三図

武官束帯（五位） 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 2 発行：東亜教育画館

CHA106
教授用日本歴史服装掛図第四図

女官礼装 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA107
教授用日本歴史服装掛図第四図

女官礼装 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

本紙：丈780㎜ 巾540㎜

表具：丈960㎜ 巾540㎜



CHA108
教授用日本歴史服装掛図第五図

武装凱旋式鎌倉時代ヨリ南北朝時代に至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA109
教授用日本歴史服装掛図第六図 礼服（御即位式着

用） 藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル
歴史 掛図 2 発行：東亜教育画館

CHA110
教授用日本歴史服装掛図第七図

直垂（鎌倉時代ヨリ足利中世ニ至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

本紙：丈700㎜ 巾505㎜

表具：丈905㎜ 巾575㎜

CHA111 教授用日本歴史服装掛図第七図
童舞（環城樂）　藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル

歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA112 教授用日本歴史服装掛図第七図
童舞（環城樂）　藤原時代ヨリ徳川時代ニ至ル

歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA113
教授用日本歴史服装掛図第八図

裏頭（法師）鎌倉時代
歴史 掛図 2 発行：東亜教育画館

CHA114
教授用日本歴史服装掛図第九図

狩装束 藤原時代ヨリ足利時代ニ至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA115
教授用日本歴史服装掛図第九図

狩装束 藤原時代ヨリ足利時代ニ至ル
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館



CHA116
教授用日本歴史服装掛図第十図

⾧上下（大名）徳川時代
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA117
教授用日本歴史服装掛図第十図

⾧上下（大名）徳川時代
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA118
日本歴史服装掛図 女子盛装（奈良朝時代） 第

貮図
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

印刷：191４年（大正5）３月１日

発行：191４年（大正5）３月３日

CHA119
日本歴史服飾掛図 鳥帽子直衣 第参図（藤原の

時代ヨリ足利中世ニ至ル）
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

印刷：1916年（大正5）3月1５日

発行：1916年（大正5）3月18日

CHA120
日本歴史服装掛図 狩衣（藤原朝時代ヨリ足利中

世ニ至ル） 第四図
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

印刷：191４年（大正5）３月１日

発行：191４年（大正5）３月３日

CHA121 日本歴史服飾掛図　水干童（藤原時代以降）第五図 歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館
印刷：1916年（大正5）3月1日

発行：1916年（大正5）3月3日

CHA122
日本歴史服装掛図 小桂（藤原朝時代ヨリ徳川時

代ニ至ル） 第六図
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

印刷：191４年（大正5）３月15日

発行：191４年（大正5）３月18日

CHA123 日本歴史服装掛図 武装（上古時代） 第六図 歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館
印刷：191４年（大正5）３月１日

発行：191４年（大正5）３月３日



CHA124 日本歴史服装掛図 素襖（徳川時代） 第八図 歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA125
日本歴史服装掛図 武装（足利末ヨリ徳川初期ニ

至ル 第九図
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

CHA126
日本歴史服飾掛図 打掛（徳川時代大名姫君）第

十図
歴史 掛図 1 発行：東亜教育画館

印刷：191４年（大正5）３月１日

発行：191４年（大正5）３月３日

CHA201
浅井⾧政画像

歴史科教授用参考掛図第十輯
歴史 掛図 １ 所蔵：紀伊高野山持明院

本紙：丈575㎜ 巾435㎜

表具：丈830㎜ 巾501㎜

CHA202
浅井⾧政画像

歴史科教授用参考掛図第十輯
歴史 掛図 １ 所蔵：紀伊高野山持明院

本紙：丈563㎜ 巾438㎜

表具：丈750㎜ 巾438㎜

CHA203
浅野⾧政画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：侯爵浅野勲氏

本紙：丈589㎜ 巾432㎜

表具：丈905㎜ 巾509㎜

CHA204
浅野⾧政画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：侯爵浅野勲氏

本紙：丈563㎜ 巾430㎜

表具：丈710㎜ 巾430㎜



CHA205
足利義輝画像

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 １ 所蔵：男爵益田精祥氏

本紙：丈596㎜ 巾431㎜

表具：丈892㎜ 巾507㎜

CHA206
足利義輝画像

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 １ 所蔵：男爵益田精祥氏

京都府師範学校 印記

本紙：丈558㎜ 巾430㎜

表具：丈755㎜ 巾430㎜

CHA207
足利義教画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学文科大学史料編

尾張妙興寺所蔵

本紙：丈588㎜ 巾434㎜

表具：丈915㎜ 巾513㎜

CHA208
足利義教画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1 所蔵：尾張妙興寺

本紙：丈555㎜ 巾436㎜

表具：丈653㎜ 巾436㎜

CHA209
足利義晴画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京帝室博物館

本紙：丈588㎜ 巾425㎜

表具：丈900㎜ 巾505㎜

CHA210
足利義晴画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学文科大学史料編

東京帝室博物館 所蔵

本紙：丈615㎜ 巾460㎜

表具：丈830㎜ 巾460㎜



CHA211
足利義政画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京帝室博物館

本紙：丈585㎜ 巾428㎜

表具：丈890㎜ 巾508㎜

CHA212
足利義政画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：東京帝室博物館

本紙：丈563㎜ 巾437㎜

表具：丈660㎜ 巾437㎜

CHA213
足利義満画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 １ 所蔵：東京帝国大学 印刷：1908年（明治41）3月15日

本紙：丈580㎜ 巾43０㎜

表具：丈950㎜ 巾509㎜

CHA214
足利義満画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京帝国大学 印刷：1908年（明治41年）3月15日

本紙：丈573㎜ 巾439㎜

表具：丈675㎜ 巾439㎜

CHA215
足利義持画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城神護寺

本紙：丈596㎜ 巾430㎜

表具：丈913㎜ 巾508㎜

CHA216
足利義持画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城神護寺

本紙：丈567㎜ 巾438㎜

表具：丈665㎜ 巾438㎜



CHA217

池田光政画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：侯爵池田禎政氏
本紙：丈571㎜ 巾401㎜

表具：丈810㎜ 巾505㎜

CHA218

池田光政画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：侯爵池田禎政氏

CHA219

伊藤仁斎画像

歴史科教授用参考掛図第八輯 歴史 掛図 1 所蔵：京都伊藤孝彦氏
本紙：丈587㎜ 巾434㎜

表具：丈903㎜ 巾525㎜

CHA220
伊藤仁斎画像

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都伊藤孝彦氏

本紙：丈560㎜ 巾430㎜

表具：丈755㎜ 巾430㎜

CHA221

伊能忠敬画像

歴史科教授用参考掛図第四輯 歴史 掛図 1 所蔵：下総伊能源六氏
本紙：丈592㎜ 巾430㎜

表具：丈945㎜ 巾510㎜

CHA222 上杉謙信画像 第四輯 歴史 掛図 1



CHA223
上杉謙信画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：羽前伊佐早謙氏

CHA224
上杉謙信画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1

CHA225
上杉鷹山画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：公爵上杉茂憲氏

本紙：丈586㎜ 巾432㎜

表具：丈915㎜ 巾510㎜

CHA226
栄西画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都建仁寺塔頭両足院

CHA227
栄西画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都建仁寺塔頭両足院

本紙：丈565㎜ 巾430㎜

表具：丈712㎜ 巾430㎜

CHA228
大内義隆画像

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 1 所蔵：石見楯護介氏

本紙：丈553㎜ 巾433㎜

表具：丈875㎜ 巾515㎜



CHA229
大内義隆画像

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 １ 所蔵：石見楯護介氏

本紙：丈598㎜ 巾431㎜

表具：丈715㎜ 巾431㎜

CHA230

萩生徂徠画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：東京萩生傅氏
本紙：丈692㎜ 巾435㎜

表具：丈890㎜ 巾515㎜

CHA231

萩生徂徠画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：東京萩生傅氏
本紙：丈564㎜ 巾432㎜

表具：丈740㎜ 巾432㎜

CHA232
織田信忠画像

歴史科教授用参考掛図第十輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都大雲院

本紙：丈565㎜ 巾438㎜

表具：丈745㎜ 巾529㎜

CHA233
織田信忠画像

歴史科教授用参考掛図第十輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都大雲院

本紙：丈000㎜ 巾000㎜

表具：丈000㎜ 巾000㎜

CHA234
織田信⾧画像

歴史科教授用参考掛図
歴史 掛図 1 所蔵：三河⾧興寺

本紙：丈585㎜ 巾430㎜

表具：丈920㎜ 巾510㎜



CHA235
織田信⾧画像

歴史科教授用参考掛図
歴史 掛図 1 所蔵：三河⾧興寺

本紙：丈575㎜ 巾434㎜

表具：丈675㎜ 巾434㎜

CHA236

貝原益軒画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：筑前貝原謙氏
本紙：丈554㎜ 巾430㎜

表具：丈755㎜ 巾430㎜

CHA237

貝原益軒画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1

CHA238
春日局画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京麟祥院

本紙：丈583㎜ 巾432㎜

表具：丈920㎜ 巾508㎜

CHA239
春日局画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京麟祥院 印刷：1879年（明治12）9月２9日

CHA240
片桐且元画像

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 2 所蔵：山城玉林院

本紙：丈623㎜ 巾433㎜

表具：丈670㎜ 巾433㎜



CHA241
加藤清正画像

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都勧持院

本紙：丈588㎜ 巾428㎜

表具：丈918㎜ 巾508㎜

CHA242
加藤清正画像

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都勧持院

本紙：丈556㎜ 巾437㎜

表具：丈665㎜ 巾437㎜

CHA243
狩野探幽画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 １ 所蔵：東京帝室博物館

本紙：丈585㎜ 巾428㎜

表具：丈903㎜ 巾504㎜

CHA244
狩野探幽画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学文科大学史料編

所蔵：東京帝室博物館

本紙：丈610㎜ 巾436㎜

表具：丈830㎜ 巾436㎜

CHA245
亀山天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都南禅寺

本紙：丈557㎜ 巾436㎜

表具：丈870㎜ 巾516㎜

CHA246
亀山天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都南禅寺

本紙：丈560㎜ 巾432㎜

表具：丈735㎜ 巾432㎜



CHA247
賀茂真淵画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 １ 所蔵：東京上田萬年氏

本紙：丈590㎜ 巾432㎜

表具：丈910㎜ 巾536㎜

CHA248
賀茂真淵画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京上田萬年氏

本紙：丈564㎜ 巾430㎜

表具：丈720㎜ 巾430㎜

CHA249
桓武天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1 所蔵：子爵平松時陽氏

本紙：丈670㎜ 巾437㎜

表具：丈560㎜ 巾437㎜

CHA250
桓武天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1 所蔵：子爵平松時陽氏

本紙：丈610㎜ 巾460㎜

表具：丈820㎜ 巾460㎜

CHA251
空海画像

歴史教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都大通寺

本紙：丈587㎜ 巾430㎜

表具：丈890㎜ 巾512㎜

CHA252
空海画像

歴史教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都大通寺

本紙：丈587㎜ 巾430㎜

表具：丈890㎜ 巾512㎜



CHA253 九條兼実画像
歴史科教授用参考掛図第十一輯

歴史 掛図 1 所蔵：公爵九条道実
本紙：丈697㎜ 巾436㎜

表具：丈910㎜ 巾503㎜

CHA254
黒田孝高画像

歴史科教授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 所蔵：筑前光雲神社

本紙：丈588㎜ 巾438㎜

表具：丈940㎜ 巾502㎜

CHA255
源空画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学文科大学史料編

所蔵：京都盧山寺

本紙：丈590㎜ 巾426㎜

表具：丈900㎜ 巾505㎜

CHA256
源空画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学文科大学史料編

所蔵：京都盧山寺

本紙：丈613㎜ 巾460㎜

表具：丈830㎜ 巾460㎜

CHA257
後光明天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学

所蔵：京都泉涌寺
印刷：1907年（明治40）10月20日

本紙：丈578㎜ 巾432㎜

表具：丈905㎜ 巾511㎜

CHA258
後光明天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：京都泉涌寺
印刷：1907年（明治40）10月20日

本紙：丈545㎜ 巾442㎜

表具：丈670㎜ 巾442㎜



CHA259 孝明天皇宸影
歴史科教授用参考掛図第五輯

歴史 掛図 2 所蔵：公爵九条道実氏
本紙：丈585㎜ 巾431㎜

表具：丈920㎜ 巾510㎜

CHA260 孝明天皇宸影
歴史科教授用参考掛図第五輯

歴史 掛図 2 所蔵：公爵九条道実氏
本紙：丈585㎜ 巾431㎜

表具：丈920㎜ 巾510㎜

CHA261
後白河天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 2 所蔵：京都妙法院

本紙：丈567㎜ 巾444㎜

表具：丈655㎜ 巾444㎜

CHA262 後醍醐天皇宸影 歴史 掛図 1
発行者：東京帝国大学文科大学史料編

所蔵：山城国大徳寺
印刷：1907年（明治40）2月10日

本紙：丈565㎜ 巾431㎜

表具：丈670㎜ 巾431㎜

CHA263
後鳥羽天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 １ 所蔵：摂津水爵瀬宮

本紙：丈588㎜ 巾437㎜

表具：丈915㎜ 巾513㎜

CHA264
後鳥羽天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：摂津水爵瀬宮



CHA265
小早川隆景画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1 所蔵：安芸米山寺

本紙：丈590㎜ 巾430㎜

表具：丈895㎜ 巾510㎜

CHA266
小早川隆景画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1 所蔵：安芸米山寺

本紙：丈590㎜ 巾430㎜

表具：丈895㎜ 巾510㎜

CHA267

後水尾天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都泉涌寺

本紙：丈587㎜ 巾434㎜

表具：丈915㎜ 巾510㎜

CHA268
後水尾天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都泉涌寺

本紙：丈577㎜ 巾439㎜

表具：丈690㎜ 巾439㎜

CHA269
後桃園天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都泉涌寺

本紙：丈590㎜ 巾432㎜

表具：丈900㎜ 巾510㎜

CHA270
後桃園天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都泉涌寺

本紙：丈561㎜ 巾430㎜

表具：丈712㎜ 巾430㎜



CHA271
後陽成天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都廬山寺

本紙：丈588㎜ 巾432㎜

表具：丈895㎜ 巾512㎜

CHA272
後陽成天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都廬山寺 印刷：1909年（明治42）9月29日

本紙：丈570㎜ 巾438㎜

表具：丈665㎜ 巾438㎜

CHA273
最澄画像

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 １ 所蔵：近江園城寺

本紙：丈593㎜ 巾430㎜

表具：丈910㎜ 巾570㎜

CHA274

最澄画像

歴史科教授用参考掛図第五輯 歴史 掛図 1 所蔵：近江園城寺
本紙：丈560㎜ 巾437㎜

表具：丈645㎜ 巾437㎜

CHA275
榊原康政画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 １ 所蔵：子爵榊原政敬氏

本紙：丈594㎜ 巾430㎜

表具：丈905㎜ 巾508㎜

CHA276
榊原康政画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 １ 所蔵：子爵榊原政敬氏

本紙：丈570㎜ 巾436㎜

表具：丈670㎜ 巾436㎜



CHA277
三條西実隆 画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学（著作権所有）

印刷：明治41年1月20日

所蔵：山城国二尊院

本紙：丈585㎜ 巾432㎜

表具：丈895㎜ 巾508㎜

CHA278
三條西実隆 画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学（著作権所有）

印刷：明治41年1月20日

所蔵：山城国二尊院

本紙：丈575㎜ 巾442㎜

表具：丈680㎜ 巾442㎜

CHA279
聖徳太子画像

歴史 掛図 1 所蔵：宮内省御物
本紙：丈585㎜ 巾433㎜

表具：丈890㎜ 巾508㎜

CHA280
聖徳太子画像

歴史 掛図 1 所蔵：宮内省御物
本紙：丈585㎜ 巾433㎜

表具：丈890㎜ 巾508㎜

CHA281
雪舟画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：周防常栄寺

本紙：丈588㎜ 巾424㎜

表具：丈910㎜ 巾503㎜

CHA282
雪舟画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：周防常栄寺

本紙：丈588㎜ 巾424㎜

表具：丈910㎜ 巾503㎜



CHA283

醍醐天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第七輯

歴史 掛図 1 所蔵：山城三実院
本紙：丈593㎜ 巾433㎜

表具：丈910㎜ 巾510㎜

CHA284
醍醐天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城三実院

本紙：丈560㎜ 巾430㎜

表具：丈720㎜ 巾430㎜

CHA285 大楠公 歴史 掛図 1
本紙：丈745㎜  巾340㎜

表具：丈1545㎜ 巾423㎜

CHA286
平重盛

歴史教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城神護寺

本紙：丈000㎜ 巾000㎜

表具：丈000㎜ 巾000㎜

CHA287
平重盛

歴史教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城神護寺

本紙：丈563㎜ 巾431㎜

表具：丈660㎜ 巾431㎜

CHA288
澤庵画像

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 2 所蔵：和泉祥雲寺

本紙：丈564㎜ 巾432㎜

表具：丈720㎜ 巾432㎜



CHA289
武田晴信画像

歴史科教授用参考掛図第 輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学（著作権所有）
印刷：1908年（明治41）1月20日

本紙：丈578㎜ 巾420㎜

表具：丈885㎜ 巾498㎜

CHA290
武田晴信画像

歴史科教授用参考掛図第 輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学（著作権所有）
印刷：1908年（明治41）1月20日

CHA291
伊達政宗画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都東福寺塔頭霊源院

本紙：丈586㎜ 巾432㎜

表具：丈905㎜ 巾508㎜

CHA292
伊達政宗画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都東福寺塔頭霊源院

本紙：丈566㎜ 巾429㎜

表具：丈725㎜ 巾429㎜

CHA293
⾧曾我部元親画像

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 1 所蔵：土佐大久保千濤氏

CHA294
⾧曾我部元親画像

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 1 所蔵：土佐大久保千濤氏

本紙：丈590㎜ 巾433㎜

表具：丈900㎜ 巾433㎜



CHA295

天海画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：東京寛永寺
本紙：丈573㎜ 巾438㎜

表具：丈790㎜ 巾438㎜

CHA296

天海画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：東京寛永寺
本紙：丈573㎜ 巾438㎜

表具：丈790㎜ 巾438㎜

CHA297
徳川家光画像

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1 所蔵：子爵徳川家達氏

本紙：丈588㎜ 巾432㎜

表具：丈897㎜ 巾507㎜

CHA298
徳川家光画像歴史科教授用参考掛図第五輯

歴史 掛図 1 所蔵：子爵徳川家達氏
本紙：丈568㎜ 巾438㎜

表具：丈710㎜ 巾438㎜

CHA299

徳川家康画像

歴史科教授用参考掛図第三輯

東京青龍院 所蔵

歴史 掛図 1 所蔵：東京青龍院
本紙：丈581㎜ 巾438㎜

表具：丈915㎜ 巾505㎜

CHA300

徳川家康画像

歴史科教授用参所蔵考掛図第三輯 歴史 掛図 1 所蔵：東京青龍院
本紙：丈562㎜ 巾430㎜

表具：丈600㎜ 巾430㎜



CHA301
徳川家康生母傳通院夫人画像

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1 所蔵：子爵水野直氏

本紙：丈588㎜ 巾428㎜

表具：丈905㎜ 巾507㎜

CHA302

徳川家康生母傳通院夫人画像

歴史科教授用参考掛図第五輯 歴史 掛図 １ 所蔵：子爵水野直氏
本紙：丈565㎜ 巾440㎜

表具：丈690㎜ 巾440㎜

CHA303
徳川斉昭画像

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1 所蔵：子爵徳川圀順氏

本紙：丈590㎜ 巾428㎜

表具：丈920㎜ 巾510㎜

CHA304

徳川秀忠画像

歴史科教授用参考掛図第四輯 歴史 掛図 1 所蔵：伯爵松平直之氏
本紙：丈590㎜ 巾430㎜

表具：丈943㎜ 巾508㎜

CHA305
徳川秀忠画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：伯爵松平直之氏

CHA306
徳川光圀画像

歴史科教授用参考掛図第ニ輯
歴史 掛図 1

所蔵：京都高台寺

発行：東京帝国大学（著作権所有）

印刷者：榮泉社

印刷：1908年（明治41）3月15日

発行：1908年（明治41）3月16日



CHA307

徳川光圀画像

歴史科教授用参考掛図第ニ輯 歴史 掛図 1

発行：京都高台寺

発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：伯爵松平直之氏

印刷：1908年（明治41）3月15日

発行：1908年（明治41）3月16日

本紙：丈560㎜ 巾440㎜

表具：丈690㎜ 巾440㎜

CHA308
徳川吉宗画像歴史科教授用参考掛図

歴史 掛図 1
発行：東京帝国大学（著作兼所有）

所蔵：公爵徳川家達氏
1908年（明治41）1月12日 印刷

本紙：丈590㎜ 巾435㎜

表具：丈940㎜ 巾514㎜

CHA309
豊臣秀吉画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1

発行者：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：侯爵伊達政徳
印刷：1907年（明治40）10月20日

本紙：丈582㎜ 巾429㎜

表具：丈900㎜ 巾505㎜

CHA310
豊臣秀吉画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：侯爵伊達政徳

本紙：丈568㎜ 巾435㎜

表具：丈670㎜ 巾435㎜

CHA311
豊臣秀吉北政所画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都高台寺

本紙：丈505㎜ 巾428㎜

表具：丈900㎜ 巾508㎜

CHA312
豊臣秀吉北政所画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都高台寺

本紙：丈573㎜ 巾440㎜

表具：丈670㎜ 巾440㎜



CHA313
豊臣秀吉母大政所画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城大徳寺

本紙：丈585㎜ 巾420㎜

表具：丈893㎜ 巾496㎜

CHA314
豊臣秀吉母大政所画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城大徳寺

本紙：丈550㎜ 巾438㎜

表具：丈680㎜ 巾438㎜

CHA315

中江藤樹画像

歴史科教授用参考掛図第四輯 歴史 掛図 1 所蔵：近江藤樹書院
本紙：丈576㎜ 巾440㎜

表具：丈710㎜ 巾440㎜

CHA316
二宮尊徳画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 1 著作権発行：東京帝国大学

本紙：丈590㎜ 巾432㎜

表具：丈910㎜ 巾512㎜

CHA317

二宮尊徳画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：遠江報徳社
本紙：丈578㎜ 巾438㎜

表具：丈715㎜ 巾438㎜

CHA318

仁孝天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第八輯 歴史 掛図 2 所蔵：京都泉涌寺
本紙：丈568㎜ 巾444㎜

表具：丈705㎜ 巾444㎜



CHA319

仁孝天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第八輯 歴史 掛図 2 所蔵：京都泉涌寺
本紙：丈568㎜ 巾444㎜

表具：丈705㎜ 巾444㎜

CHA320

支倉六右衛門画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 2

発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：伯爵伊達宗基氏

印刷者：栄泉社
印刷：1878年（明治11）年3月15日

本紙：丈578㎜ 巾430㎜

表具：丈935㎜ 巾510㎜

CHA321
花園天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 １ 所蔵：山城妙心寺

本紙：丈555㎜ 巾428㎜

表具：丈755㎜ 巾428㎜

CHA322
花園天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城妙心寺

本紙：丈590㎜ 巾432㎜

表具：丈900㎜ 巾525㎜

CHA323
塙保己一画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学文科学資料編纂掛

所蔵：東京塙忠昭氏

本紙：丈588㎜  巾428㎜

表具：丈915㎜  巾503㎜

CHA324
塙保己一画像

歴史科教授用参考掛図第六輯
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学文科学資料編纂掛

所蔵：東京塙忠昭氏

本紙：丈615㎜  巾463㎜

表具：丈830㎜  巾463㎜



CHA325
林子平画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京大槻文彦氏

本紙：丈590㎜ 巾431㎜

表具：丈890㎜ 巾514㎜

CHA326
林子平画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京大槻文彦氏

本紙：丈590㎜ 巾431㎜

表具：丈890㎜ 巾514㎜

CHA327

林道春画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：武蔵林又三郎氏
本紙：丈560㎜ 巾440㎜

表具：丈690㎜ 巾440㎜

CHA328

林道春画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：武蔵林又三郎氏
本紙：丈563㎜ 巾435㎜

表具：丈668㎜ 巾435㎜

CHA329
平田篤胤画像

歴史科教授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 発行：東京帝国大学文科大学史料編

CHA330
平田篤胤画像                                          歴史科教

授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 発行：東京帝国大学文科大学史料編

本紙：丈612㎜ 巾460㎜

表具：丈830㎜ 巾460㎜



CHA331

福嶋正則画像

歴史科教授用参考掛図第六輯 歴史 掛図 1 所蔵：東京谷森真男氏所蔵

CHA332

福嶋正則画像

歴史科教授用参考掛図第六輯 歴史 掛図 1
発行：東京帝国大学文科学史料編纂掛

所蔵：東京谷森真男氏

本紙：丈615㎜ 巾459㎜

表具：丈830㎜ 巾459㎜

CHA333
藤田東湖画像

歴史科教授用参考掛図第四輯
歴史 掛図 １ 所蔵：侯爵徳川圀順氏

本紙：丈570㎜ 巾440㎜

表具：丈670㎜ 巾440㎜

CHA334
藤原惺窩画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：東京市堀鈸之丞氏

本紙：丈583㎜ 巾412㎜

表具：丈910㎜ 巾490㎜

CHA335
藤原惺窩画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：東京市堀鈸之丞氏

本紙：丈583㎜ 巾412㎜

表具：丈910㎜ 巾490㎜

CHA336

ペリー画像

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：海軍参考館
本紙：丈520㎜ 巾405㎜

表具：丈760㎜ 巾470㎜



CHA337

ペリー画像（海軍参考館所蔵）

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：海軍参考館
本紙：丈558㎜ 巾428㎜

表具：丈785㎜ 巾428㎜

CHA338
北条氏網画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 1 所蔵：相模早雲寺

本紙：丈582㎜ 巾430㎜

表具：丈910㎜ 巾507㎜

CHA339
北条氏網画像

歴史科教授用参考掛図第七輯
歴史 掛図 １ 所蔵：相模早雲寺

本紙：丈565㎜ 巾430㎜

表具：丈725㎜ 巾430㎜

CHA340
北条氏康画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：相模早雲寺

本紙：丈584㎜ 巾431㎜

表具：丈915㎜ 巾506㎜

CHA341
北条氏康画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：相模早雲寺

本紙：丈563㎜ 巾438㎜

表具：丈688㎜ 巾438㎜

CHA342 北条実時画像
歴史科教授用参考掛図第十輯

歴史 掛図 1 所蔵：武蔵称名寺
本紙：丈560㎜  巾440㎜

表具：丈815㎜  巾550㎜



CHA343 北条実時画像
歴史科教授用参考掛図第十輯

歴史 掛図 1 所蔵：武蔵称名寺
本紙：丈560㎜  巾440㎜

表具：丈815㎜  巾550㎜

CHA344
北条早雲画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 １ 所蔵：相模早雲寺

本紙：丈600㎜ 巾439㎜

表具：丈675㎜ 巾439㎜

CHA345
北条早雲画像

歴史科教授用参考掛図第一輯
歴史 掛図 １ 所蔵：相模早雲寺

本紙：丈596㎜ 巾431㎜

表具：丈892㎜ 巾507㎜

CHA346
北条時頼画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 １

発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：京都万寿寺

印刷：1908年（明治41）3月15日

発行：1908年（明治41）3月16日

本紙：丈585㎜ 巾418㎜

表具：丈890㎜ 巾496㎜

CHA347

北条時頼画像

歴史科教授用参考掛図第二輯 歴史 掛図 1
発行：東京帝国大学（著作権所有）

所蔵：京都万寿寺

印刷：1908年（明治41）3月15日

発行：1908年（明治41）3月16日

本紙：丈585㎜ 巾418㎜

表具：丈890㎜ 巾496㎜

CHA348
保科正之画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 2 所蔵：子爵松平容大氏

本紙：丈583㎜ 巾430㎜

表具：丈910㎜ 巾508㎜



CHA349
保科正之画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 2 所蔵：子爵松平容大氏

本紙：丈583㎜ 巾430㎜

表具：丈910㎜ 巾508㎜

CHA350
細川重賢画像歴史科教授用参考掛図第十一輯

歴史 掛図 1 所蔵：侯爵細川護立氏
本紙：丈595㎜ 巾440㎜

表具：丈925㎜ 巾505㎜

CHA351
前田利家画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 １ 所蔵：越中光禅寺

本紙：丈590㎜ 巾431㎜

表具：丈900㎜ 巾508㎜

CHA352
前田利家画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 １ 所蔵：越中光禅寺

本紙：丈543㎜ 巾438㎜

表具：丈673㎜ 巾438㎜

CHA353
松平定信画像

歴史科教授用参考掛図第二輯
歴史 掛図 １ 所蔵：子爵松平定晴氏

本紙：丈582㎜ 巾431㎜

表具：丈920㎜ 巾508㎜

CHA354
源頼家画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都建仁寺

本紙：丈585㎜ 巾432㎜

表具：丈890㎜ 巾512㎜



CHA355
源頼家画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 １ 所蔵：京都建仁寺

本紙：丈585㎜ 巾432㎜

表具：丈890㎜ 巾512㎜

CHA356
源頼朝

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：

本紙：丈565㎜ 巾438㎜

表具：丈650㎜ 巾438㎜

CHA357
夢窓国師画像

歴史科教授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 所蔵：山城天龍寺塔頭妙智院

本紙：丈603㎜ 巾444㎜

表具：丈935㎜ 巾504㎜

CHA358
毛利輝元画像

歴史科教授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 所蔵：公爵毛利輝元氏

本紙：丈602㎜ 巾439㎜

表具：丈936㎜ 巾503㎜

CHA359
毛利元就画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：出雲鰐淵寺

本紙：丈590㎜ 巾430㎜

表具：丈900㎜ 巾515㎜

CHA360
毛利元就画像

歴史科教授用参考掛図第三輯
歴史 掛図 1 所蔵：出雲鰐淵寺

本紙：丈570㎜ 巾438㎜

表具：丈665㎜ 巾438㎜



CHA361

桃山天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：京都泉涌寺
本紙：丈570㎜ 巾438㎜

表具：丈762㎜ 巾438㎜

CHA362

桃山天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第十輯 歴史 掛図 1 所蔵：京都泉涌寺
本紙：丈570㎜ 巾438㎜

表具：丈762㎜ 巾438㎜

CHA363
山内一豊夫人画像

歴史科教授用参考掛図
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学

所蔵：公爵山内豊景氏

印刷：1908年（明治41）1月20日 本紙：丈598㎜ 巾430㎜

表具：丈680㎜ 巾430㎜

CHA364
山内一豊夫人画像

歴史科教授用参考掛図
歴史 掛図 1

発行：東京帝国大学

印刷者：栄泉社

所蔵：公爵山内豊景氏

印刷：1908年（明治41）1月20日
本紙：丈595㎜ 巾430㎜

表具：丈910㎜ 巾508㎜

CHA365
山崎闇斎画像

歴史科教授用参考掛図第十輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京幸田友成氏

CHA366
山崎闇斎画像

歴史科教授用参考掛図第十輯
歴史 掛図 1 所蔵：東京幸田友成氏

本紙：丈540㎜ 巾435㎜

表具：丈755㎜ 巾435㎜



CHA367
山田⾧政画像

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 1 所蔵：駿河浅間神社

本紙：丈577㎜ 巾430㎜

表具：丈906㎜ 巾508㎜

CHA368
山田⾧政画像

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 1 所蔵：駿河浅間神社

本紙：丈577㎜ 巾430㎜

表具：丈906㎜ 巾508㎜

CHA369

吉田松陰画像

歴史科教授用参考掛図第八輯

歴史 掛図 1 所蔵：東京柴田家門氏
本紙：丈554㎜ 巾430㎜

表具：丈785㎜ 巾430㎜

CHA370

賴山陽画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：京都賴龍三氏
本紙：丈590㎜ 巾425㎜

表具：丈940㎜ 巾500㎜

CHA371

賴山陽画像

歴史科教授用参考掛図 歴史 掛図 1 所蔵：京都賴龍三氏
本紙：丈590㎜ 巾425㎜

表具：丈940㎜ 巾500㎜

CHA372
靈元天皇宸影

歴史科教授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都泉涌寺

本紙：丈585㎜ 巾449㎜

表具：丈920㎜ 巾555㎜



CHA373
渡邊苹山画像

歴史教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1 保管：三河蔵山会

CHA374
渡邊苹山画像

歴史教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1 保管：三河蔵山会

CHA401

鎌倉時代風俗の図（その一・その二）

法然上人行状書図の中

歴史科教授用参考掛図第九輯

歴史 掛図 2

CHA402
蒙古襲來の図（その一・その二）御物 歴史科教

授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1 表具：W1180mm×Ｈ000mm

CHA403
室町時代風俗の図（その一・その二） 歴史科教

授用参考掛図
歴史 掛図 1 所蔵：山城清涼寺

CHA404
南蛮人渡来の図（その一・その二）歴史科教授用

参考掛図第十輯
歴史 掛図 １ 表具：W1185mm×H640mm

CHA405
應仁の亂合戦の図（その一・その二）

歴史科教授用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 １

CHA406
末吉船の図（その一・その二 歴史科教授用参考

掛図第八輯
歴史 掛図 1 所蔵：京都清水寺 表具：W980mm×H920mm



CHA407

大名行列の図（その一・そのニ）

松平斎貴上洛

絵巻の中

歴史科教授用参考掛図第九輯

歴史 掛図 １

CHA408
朝鮮使節來聘の図（その一・その二）歴史科教授

用参考掛図第十一輯
歴史 掛図 1 所蔵：子爵秋元春朝氏

CHA409
大阪夏陣の図（その一・そのニ）

歴史科教授用参考掛図第九輯
歴史 掛図 1 表具：W960mm×Ｈ870mm

CHA410
寺子屋の図（その一・そのニ）

歴史科教授用参考掛図第五輯
歴史 掛図 1

所蔵：東京教育博物館
表具：W980mm×Ｈ920mm

CHA411 聖堂講釈図 歴史 掛図 1

CHA412
ペリー横濱上陸の図（その一・その二）歴史科教

授用参考掛図第八輯
歴史 掛図 1

CHA413
米国使節ペリー饗應の図（その一）（その二）歴

史科教授用参考掛図第十七輯
歴史 掛図 1

CHA501 高句麗広開土王碑 四面之内 北面 歴史 拓本 1 表具：W1775×H5800



CHA502 高句麗広開土王碑 四面之内 東面 歴史 拓本 1 表具：W000mm×H000mmm

CHA503 高句麗広開土王碑 四面之内 南面 歴史 拓本 1 表具：W000mm×H000mmm

CHA504 高句麗広開土王碑 四面之内 西面 歴史 拓本 1 表具：W000mm×H000mmm

CHA601 神統譜 皇祖神別彌栄系図 歴史 掛図 1

CHA602 皇統（桓武ヨリ）歴代天皇系図 歴史 掛図 1

CHA603
歴代天皇御陵印譜

（神代続歴代皇陵譜）
歴史 掛図 1

CHA604 神武天皇東征 歴史 掛図 １

CHA605 日本武尊東征 歴史 掛図 １



CHA606 明治天皇御即位式の図 （その一・そのニ） 歴史 掛図 1 所蔵：東京帝国大学 表具：W980mm×H920mm

CHA607 昭和御大礼掛図第一図 御即位礼紫宸殿の儀 歴史 掛図 1

CHA608
大礼図 二（昭和御大礼掛図第二図 大嘗祭悠紀殿

進御の儀）
歴史 掛図 1

CHA609 寝殿造図 歴史 掛図 1 表具：W740mm×H1080mm

CHA610 紫宸殿御図 歴史 掛図 1

CHA611 京都御所全図 歴史 掛図 1

CHA612 内裡図附中和院 歴史 掛図 1

CHA613 八省院図・豊楽院図 歴史 掛図 １



CHA614 京城略図・大学寮図第九号 歴史 掛図 １

CHA615
故実双書附図 神祇官真言院太政官武徳殿図 八

省院図 豊楽院図
歴史 掛図 １

CHA701 直衣 歴史 掛図 １

CHA703 五衣 歴史 掛図 1

CHA704 五衣 歴史 掛図 1 加藤松那 記載

CHA705 指貫 歴史 掛図 １

CHA706 下襲 歴史 掛図 １

CHA707 裳 歴史 掛図 1



CHA708 水干 歴史 掛図 1
本紙：丈  835㎜ 巾460㎜

表具：丈1345㎜ 巾515㎜

CHA709 水干 歴史 掛図 1

CHA710 素襖着用図 足利 歴史 掛図 １

CHA711 女官舞姿　十九 歴史 掛図 1

CHA712 皇朝婦人風俗沿革全図 歴史 掛図 1

CHA713 皇朝武人風俗沿革全図 歴史 掛図 1 刊行年：大正4年（1915年）か 本紙：Ｗ482mm×Ｈ1410mm

CHA714 大礼威儀　第三図 歴史 掛図 1

CHA715 大礼図第四図　（服装） 歴史 掛図 １



CHA716 大礼図第五図　（舞各） 歴史 掛図 １

CHA801 大日本帝国軍艦沿革図 歴史 掛図 1

CHA802 日本門構集覧 歴史 掛図 1

CHA805 石田梅岩の筆跡 歴史 掛図 1


