
国文学研究資料館　掲載図書一覧 2018/11/8

書名 発行者 発行年 掲載資料 列1
10/26放送　ナマステ＠維新～クイ
ズ！佐賀をSAGAして～（DVD）

NHK佐賀放送局 2018 近世太平記 ヤ3-128

2019センター試験過去問題集　日本 駿台文庫 2018 諸用扣(留) 30J/01504

確認チャレンジ6年生
ベネッセコーポレー
ション

2018
菱垣新綿番舩川口出帆
之図

37TA-0489

2019年版　センター試験過去問研究
日本史B

世界思想社教学社 2018 諸用扣(留) 30J/01504

歴史REAL　大江戸の都市力 洋泉社 2018 隅田川楳屋図 99-118
ブラタモリ　#113酒田　2018年9月29日
放送

NHK 2018
大日本全国持丸長者改
正一覧

37TC/139

川中島合戦　芝居になる 長野市立博物館 2018
石川新八内伺書并附札/
祭礼之節歌舞伎狂言其
外催物是非伺書ほか

26A/き01630‐001

明治維新―そのとき品川は― 品川歴史館 2018 品川県触書ほか 37TGH-0891
特別展　安城ゆかりの大名　家康を支
えた三河石川一族

安城市歴史博物館 2018
藩中古文書　四
藩中古文書　十一

28J/0058
28J/0065

歴史人　No.95 KKベストセラーズ 2018 津軽為信･信牧画像 22B/303
東京人　No.403 都市出版 2018 おもはく歌合 99-103
京都新聞　2018年9月27日 京都新聞 2018 伊勢物語絵巻 98-242
チャレンジタッチ6年生　テスト100点問
題集　9～1月版

ベネッセコーポレー
ション

2018
菱垣新綿番舩川口出帆
之図

37TA-0489

不昧公200年祭　松江藩主松平治郷
の藩政改革

松江歴史館 2018 出入捷覧 24H/00102

歴史人　No.94 KKベストセラーズ 2018 絵本太閤記 ナ４－７６２－１～８４

2018年度夏期講習（高3・高卒生対
象）「日本史集中講義（近現代）」

ベネッセコーポレー
ション

2018 士族の商法 37TA/0308

英雄たちの選択　江戸無血開城の深
層

NHK出版 2018
容堂大政奉還の件献白
ニ付在京閣老書簡

2017C/115

幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武
四郎－見る、集める、伝える－

北海道博物館 2018 浪士一件 83-42

サライ・ムック　サライの江戸　CGで甦
る江戸庶民の暮らし

小学館 2018 富くじ道具 37TF-0013-0015

品川歴史館紀要　33号 品川歴史館 2018 江都／名所図会 99-173

入試によく出る基礎社会
ベネッセコーポレー
ション

2018
尾張国海西郡服岡新田
地券

24P-い19-10-仮4

別冊太陽　幽霊画と冥界 平凡社 2018 絵本池の心 54-196-1〜3

『朝野群載』巻二十六　校訂と註釈
東京大学日本史学研
究室

2018 朝野群載 23A/00238

パルテノン多摩歴史ミュージアム「調
布玉川惣画図の旅」

公益財団法人多摩市
文化振興財団

2018
(玉川通乗下ケ筏運上被
仰付請書之写)

32N/00077

図録　戊辰の横浜 横浜市歴史博物館 2018 打毀乱妨人防禦用書状 30J/00539
甲斐　第145号 山梨郷土研究会 2018 年中万日記 29D/1090,1091
Challenge　社会 ベネッセコーポレー 2018 豊饒御陰参之図 37TA/0317
平成30年度中学1・2年生向け定期テ
スト厳選問題集5月号

ベネッセコーポレー
ション

2018
尾張国海西郡服岡新田
地券

24P-い19-10-仮4

2017年度　中2challenge社会　3月号
ベネッセコーポレー
ション

2018
尾張国海西郡服岡新田
地券

24P-い19-10-仮4

歴史・地理のニガテをシャットアウトす
る本

ベネッセコーポレー
ション

2017
尾張国海西郡服岡新田
地券

24P-い19-10-仮4

東京国立博物館紀要　第53号 東京国立博物館 2018 鴫の羽搔 ナ２－５４０－１～３
知日　歌舞伎完全入門 中信出版集団 2018 役者見立東海道 ラ3-24
乾山焼における版本利用（奥平俊六
先生退職記念論文集抜刷）

2018 瀟湘八景図画詩歌 ナ8-3

2019大学入試センター試験過去問レ
ビュー　日本史B

河合出版 2018 諸用扣(留) 30J/01504

淡交別冊　松平不昧 淡交社 2018 出入捷覧 24H/00102
シリーズ実像に迫る016　戦国江戸湾
の海賊　北条水軍VS聡美水軍

戎光祥出版 2018
山本文書　六
在田郡古文書　二

22A-1283
28J/0021

歴史REAL　織田信長 洋泉社 2018 続英雄百人一首 ナ2-203

NETT　100号 ほくとう総研 2018
明治戊辰己巳出張履歴
上申部　巻之2

22B/02386

図説日本史通覧 帝国書院 2018 本朝百将伝 ヤ1-17

平成29年度特別企画展　阿波徳島藩
士の江戸暮らし

徳島市立考古歴史館 2017

小名木沢御屋敷絵図
目黒御屋敷総絵図
寛永年間芝御屋鋪図
浜御屋鋪絵図
江戸上屋敷惣御御絵図

27A-1/01264
27A-1/01499
27A-1/01236
27A-1/01260-002
27A-1/01233
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月刊大和路ならら　2018.4月号
地域情報ネットワーク
株式会社

2018 太子伝撰集抄別要 ヤ2-161-2

郷土神奈川　第56号 神奈川県立図書館 2018

（本銀町次兵衛店惣兵衛
他附添役人評定所御差
紙請取一札）
為替手形

23Z4/29-10-33
23Z4/29-26

日本学研究　第20号
金沢工業大学日本学
研究所

2017 中朝事実　跋文附録 22-A-12

鶴見大学紀要　第55号第4部 鶴見大学 2018 小橋屋引札 26V/00078
2017年度後期　日本史写真資料集 ベネッセコーポレー 2018 士族の商法 37TA/0308
2017年度冬期講習（高3・高卒生対
象）「日本史集中講義（近現代）」

ベネッセコーポレー
ション

2018 士族の商法 37TA/0308

暁齋　124号 河鍋暁斎記念美術館 2018 絵本通宝志 49-318
歴史REAL　足利将軍15代 洋泉社 2018 義烈百人一首 ナ2-7

第307回　平成三十年初春歌舞伎公
演　公立劇場

国立劇場 2018
小栗実記
小栗外伝

ナ４－６０１－１～１２
ナ４－８２１－１～１８

理系爺のデジタル歴史学－軍事貴族
小野氏－

2018 吾妻鏡 ヤ2-11-14

昇亭北寿の活動期及び風景版画の考
察（美術史第183冊抜刷）

2017 狂歌道中記 ナ2-247

歴史と地理　日本史の研究　259 山川出版社 2017 房総水産図誌　二 23Z1/00635-002

明治まるごと歴史図鑑1 河出書房新社 2018
安愚楽鍋
西洋道中膝栗毛

ハ4-286
ハ4-4
ハ4-1

明治まるごと歴史図鑑2 河出書房新社 2018 安愚楽鍋 ハ4-286
東京人　No.392　2018.2 都市出版 2018 西国立志編 弘前市立図書館
学苑　No.923 昭和女子大学 2017 西比利亜日記
開館30周年記念第31回企画展　阿部
正武と徳川綱吉

行田市郷土博物館 2017
老中書状〔田中城修復・
堀埋立〕ほか

29D/00862

ミセス　No.755　2017.11 文化出版局 2017 宇治製茶始末絵図帖 37TGH/4778
2018年版　センター試験過去問題研
究　日本史B

世界思想社教学社 2017 諸用扣(留) 30J/01504

歴史群像　No.146　2017.12 学研プラス 2017 続英雄百人一首 ナ2-203
えんぴつで百人一首 ポプラ社 2017 百人一首讃抄 祐徳稲荷神社
2018センター試験過去問代集　日本 駿台文庫 2017 諸用扣(留) 30J/01504
平成29年度企画展　鰯は弱いが役に
立つ－肥料の王様　干鰯－

千葉県立関宿城博物
館

2017 地引網図ほか 23Z1/00199

江戸幕府と徳島藩－幕藩制改革から
みる江戸時代－

徳島県立博物館 2017 重喜様御代御日記ほか
27A-1/000372-001～
010

第41回特別展　氷川神社－大いなる
宮居の歴史－

さいたま市立博物館 2017
日本三代実録
吾妻鏡

96-8-1
96-120-1

2017年度夏期講習（高3・高卒生対
象）「日本史集中講義（近現代）」

ベネッセコーポレー
ション

2017 士族の商法 37TA/0308

歴史人　No.80　2017.8 KKベストセラーズ 2017 続英雄百人一首 ナ2-203
月刊武道　609号 日本武道館 2017 今様職人盡歌合 ナ2-532-1〜2
西浦久料　久保田家（屋号ハトバ）－
先祖について他－

久保田節男 2017 加賀国宮越一件 23Z5ス/00073

2Hours Drive From Tokyo ポット出版 2017 俳優見立夏商人〔虫売〕 37TA-502

あじわい　No.197　2017
全国銘産菓子工業協
同組合

2017
広告（氷金時・あられ・リ
モ氷・宇治の花みそれ・
玉子水・氷ぜんざい）

20-993

2018大学入試センター試験過去問レ
ビュー　日本史B

河合出版 2017 諸用扣(留) 30J/01504

鳥居清長と山東京伝～回向院に眠る
二人の絵師～

回向院 2017
手拭合
吾妻曲狂歌文庫

99-99
ナ2-392

歴史人　No.78　2017.6 KKベストセラーズ 2017 宝蔵院兵法書 高知城歴史博物館

企画展　東京湾のイカ網漁 浦安市郷土博物館 2017
下総国葛飾郡堀江村漁
業出入留書

23Z1/00645

新・日本神人伝 太玄社 2017 和洋奇人伝 ヤ3-29
城下町とくしま歴史さんぽ（リーフレッ
ト）

城下町徳島魅力発見
事業実行委員会

2017 阿波国渭津城下之絵図 27A-1/01228-001

第38回特別展　土浦八景　よみがえる
情景へのまなざし

土浦市立博物館 2017
小松村絵図
別業宿地［江東別業三十
景詩画巻］

29D/01137
29D/01172

企画展図録　出雲国風土記
島根県立古代出雲歴
史博物館

2017 阿波国内式社記載文書 27A-2/1-1
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サライ　2017年3月号 小学館 2017 想山著聞奇集
鹿児島大学附属図書
館

東京人　No.381　2017.3 都市出版 2017
伊勢物語
犬枕

国文研
東大国文学研究室

歴史人　No.75　2017.3 KKベストセラーズ 2017 井伊家伝記 静岡県立中央図書館

広島国際大学　総合教育センター紀
要　創刊号

広島国際大学　総合
教育センター

2016 大和歌仙抄　上巻 ナ2-572-1～2

江戸と北京　18世紀の都市と暮らし 江戸東京博物館 2017
看板（算盤）
看板『御鏡所/御かゝみ
所』

37TF/0074-0205
37TF/0074-0047

富士の災害史　過去に学ぶ 富士市 2017
富士山焼砂押流荒地絵
図

26M/0419

静岡県の歩ける城70選 静岡新聞社 2017 城築規範　全 22B/00865
2017センター試験過去問代集　日本 駿台文庫 2016 諸用扣(留) 30J/01504
2017センター試験実戦問題集　日本 駿台文庫 2016 東北院職人歌合 タ2-251
週刊マンガ日本史　改訂版　90 朝日新聞出版 2016 凌雲閣機絵双六 37TA-0235
歴博　Vol.199 国立歴史民俗博物館 2016 看板『えのぐ』 37TF-0074-0171

鈴木其一　江戸琳派の旗手 読売新聞社 2016
光琳百図
鈴木其一書状

ヤ8-197-1～4
58-313-1～4

開館50周年記念時代を映す仮名のか 出光美術館 2016 春日懐紙（学詮筆) 99-87-10
戦国時代展－A Century of Dreams－ 読売新聞社 2016 海東諸国記 96-880
2016年度　授業Challenge歴史　答え
と解説

ベネッセコーポレー
ション

2016 豊饒御陰参之図 37TA/0317

平成28年度進研ゼミ+小学講座ハイブ
リッドスタイル6年生確認チャレンジ

ベネッセコーポレー
ション

2016
菱垣新綿番舩川口出帆
之図

37TA/00489

平成28年度進研ゼミ＋小学講座ハイ
ブリッドスタイル6年生自己採点

ベネッセコーポレー
ション

2016
菱垣新綿番舩川口出帆
之図

37TA/00489

学習まんが日本の歴史　8巻 集英社 2016 絵本太閤記 ナ4-762-1～84
仮名草子集成　第56巻 東京堂出版 2016 二人比丘尼 ナ4-189

変体がなで読む日本の古典 新典社 2016 平家物語
タ4-87-1～7
99-19

中間・期末テストズバリよく出る　社会 新興出版社 2016 地券 57A-08943-304

特別展　城下町福井の町と人 福井県立歴史博物館 2016

吉利支丹宗旨改帳
狛家家譜写
御城代秘録
狛家秘書

22A-0351
22A-0427
22A-0464
22A-0473

特別展　日本人とクジラ 東北歴史博物館 2016

鯨留書
鯨漁方御取開きニ付御
答書
桃生郡拾五浜ニテ鯨取
諸入料懸け高取調書并
拝借願
御定書
熊狩取方并熊肝量目共
取調覚

23Z1/00524-079
23Z1/00524-81
23Z1/00524-206
22B/00085-001～007
22B/01930

平成28年度特別展　山鹿素行 赤穂市立歴史博物館 2016 中朝事実ほか多数 22-A-1
知ったか源氏物語 新典社 2016 源氏物語玉の小櫛 12-480-1～9
学習まんが日本の歴史　5巻 集英社 2016 後三年役絵巻 ヨ3-19
2016年度夏期講習（高3・高卒生対
象）「日本史集中講義（近現代）」

ベネッセコーポレー
ション

2016 士族の商法 37TA/0308

ビジュアル図鑑　日本の歴史 学研プラス 2016 豊饒御陰参之図 37TA/0317
ひとりで学べる電磁気学 講談社 2016 狂言絵 99-187-1～60
川中島の戦いと真田 長野市立博物館 2016 武田勝頼書状ほか 26A/は00013-003
釣道楽の世界　多彩なる水の趣味文
化

福岡市博物館 2016 看板[釣針]ほか 37TF/0074/0119-000

よみがえる古の大寺院寳幢寺至宝展 山形県立博物館 2016
寶幢寺年礼ニ対シ最上
監物義章礼状

43A/04112

平成28年度中学講座　入試によく出る
基礎社会

ベネッセコーポレー
ション

2016
尾張国海西郡服岡新田
地券

24P-い19-10-仮4

新・基礎の学習　国語　学図1年 新学社 2016 宇治拾遺物語 89-299-1～16
歴史が面白くなる　東大のディープな
日本史　近世・近代編

KADOKAWA 2016 豊饒御陰参之図 37TA/0317

これならわかる！ナビゲーター日本史 山川出版社 2016 鹿鳴館 37TA/0574
文学　平成28年7・8月号 岩波書店 2016 本朝酔菩提全伝 ナ4-635-1～6
特別展　明治九年鳥取縣廢セラレ候
鳥取県再置への軌跡

鳥取市歴史博物館 2016 旧藩事蹟 24H/00011

特別展　玉津島－衣通姫と三十六歌 和歌山市立博物館 2016 日前宮文書 28J/00047
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