
歴彩館デジタル資料閲覧コーナーの端末で公開中の陽明文庫デジタル画像一覧
分類 史料名 冊備考

九暦記抄　承平六年九月廿一日条等 １巻　〔函号〕１－１　藤原師輔
御堂関白記　御堂御記抄　長徳元年 １巻　〔函号〕１－２　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　長徳四年　暦巻下 １巻　〔函号〕１－３　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　長保元年　暦巻下 １巻　〔函号〕１－４　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　長保二年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－５　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　長保六年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－６　藤原道長
御堂関白記　御堂御記抄　長保六年 １巻　〔函号〕１－７　藤原道長
御堂関白記（古写本）　長保六年 １巻　〔函号〕１－８　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘二年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－９　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘四年　暦巻下 １巻　〔函号〕１－１０　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘五年　暦巻下 １巻　〔函号〕１－１１　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛弘六年 １巻　〔函号〕１－１２　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘六年　暦巻下 １巻　〔函号〕１－１３　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘七年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－１４　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛弘七年 １巻　〔函号〕１－１５　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘八年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－１６　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛弘八年 １巻　〔函号〕１－１７　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛弘九年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－１８　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛弘九年 １巻　〔函号〕１－１９　藤原道長
御堂関白記（古写本）　長和二年 １巻　〔函号〕１－２０　藤原道長
御堂関白記（古写本）　長和四年 １巻　〔函号〕１－２１　藤原道長
御堂関白記（古写本）　長和五年 １巻　〔函号〕１－２２　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛仁元年 １巻　〔函号〕１－２３　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛仁二年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－２４　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛仁二年 １巻　〔函号〕１－２５　藤原道長
御堂関白記（古写本）　寛仁三年、同四年、同五年 １巻　〔函号〕１－２６　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛仁三年　暦巻下 １巻　〔函号〕１－２７　藤原道長
御堂関白記（自筆本）　寛仁四年　暦巻上 １巻　〔函号〕１－２８　藤原道長
御堂関白記（古写本）　長徳四年、長保元年、同二年 １巻　〔函号〕１－２９　藤原道長
御堂関白記　御堂御暦記目録 １巻　〔函号〕１－３０　藤原道長
御堂関白記　御堂御記抄　長保二年正月廿八日 １巻　〔函号〕１－３１　藤原道長
御堂関白記　御堂御記抄　長和四年十月廿八日 １巻　〔函号〕１－３２　藤原道長
御堂関白記　御堂御記抄　長徳四年七月七日 １巻　〔函号〕１－３３　藤原道長

御堂関白記　暦　四月小一日甲辰（→「猪隈関白記」）
１巻　〔函号〕１－３４　藤原道長（→近衛家実　嘉禄二年七
月四日～九月三十日、安貞二年四月一日～三日断簡）

後二条殿御記（古写本）　永保三年〈春夏〉 １巻　〔函号〕２－１　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　永保三年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕２－２　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　永保三年〈春夏秋冬〉 １巻　〔函号〕２－３　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　応徳元年〈春夏（前半）、春夏秋冬
（後半）〉

１巻　〔函号〕２－４　藤原師通

後二条殿御記（古写本）　応徳元年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕２－５　藤原師通

後二条殿御記（古写本）　応徳二年〈春夏（前半）春夏（後半）〉 １巻　〔函号〕２－６　藤原師通

後二条殿御記（古写本）　応徳二年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕２－７　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　応徳三年〈春夏〉 １巻　〔函号〕２－８　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治二年〈春夏〉 １巻　〔函号〕２－９　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治三年〈春夏〉 １巻　〔函号〕２－１０　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治三年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕２－１１　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治四年〈春夏〉 １巻　〔函号〕２－１２　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治四年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕２－１３　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治五年〈春夏〉 １巻　〔函号〕２－１４　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治五年〈夏〉 １巻　〔函号〕２－１５　藤原師通

後二条殿御記（古写本）　寛治五年〈秋冬（前半）秋（後半）〉 １巻　〔函号〕２－１６　藤原師通

後二条殿御記（古写本）　寛治五年〈冬〉 １巻　〔函号〕２－１７　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治六年〈夏〉 １巻　〔函号〕２－１８　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治六年〈秋〉 １巻　〔函号〕２－１９　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治六年〈冬〉 １巻　〔函号〕２－２０　藤原師通
後二条殿御記（自筆本）　寛治七年〈二月二十二日別記〉 １巻　〔函号〕２－２１　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治七年〈秋〉 １巻　〔函号〕２－２２　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　寛治七年〈冬〉 １巻　〔函号〕２－２３　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　嘉保元年御暦裏（摂関大臣補任先
例）（別記）

１巻　〔函号〕２－２４　藤原師通

後二条殿御記（古写本）　永長元年〈春〉 １巻　〔函号〕２－２５　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　永長元年〈夏〉 １巻　〔函号〕２－２６　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　永長元年〈秋〉 １巻　〔函号〕２－２７　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　永長元年〈冬〉 １巻　〔函号〕２－２８　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　承徳三年（康和元年）〈春〉 １巻　〔函号〕２－２９　藤原師通
後二条殿御記（古写本）　康和元年〈夏〉 １巻　〔函号〕２－３０　藤原師通
猪隈関白記（自筆本）　建久八年〈四季〉 １巻　〔函号〕３－１　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　建久八年〈四季〉 １巻　〔函号〕３－２　近衛家実
猪隈関白記（自筆本）　建久九年〈春〉 １巻　〔函号〕３－３　近衛家実
猪隈関白記（自筆本）　建久九年〈夏〉 １巻　〔函号〕３－４　近衛家実

近衛家記録十五
函文書（第一函）

近衛家記録十五
函文書（第二函）

近衛家記録十五
函文書（第三函・
第四函）
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猪隈関白記（自筆本）　正治元年〈春〉 １巻　〔函号〕３－５　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治元年〈夏〉 １巻　〔函号〕３－６　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　正治元年〈夏〉 １巻　〔函号〕３－７　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治元年〈秋〉 １巻　〔函号〕３－８　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治元年〈冬　自十月一日至
十一月廿日〉

１巻　〔函号〕３－９　近衛家実

猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治元年〈冬　自十一月廿一
日至十二月末〉

１巻　〔函号〕３－１０　近衛家実

猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治二年〈春〉 １巻　〔函号〕３－１１　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治二年〈夏〉 １巻　〔函号〕３－１２　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治二年〈秋〉 １巻　〔函号〕３－１３　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　正治二年〈冬〉 １巻　〔函号〕３－１４　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　正治二年〈冬〉 １巻　〔函号〕３－１５　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　正治三年〈春〉 １巻　〔函号〕４－１　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁元年〈春〉 １巻　〔函号〕４－２　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁元年〈夏〉 １巻　〔函号〕４－３　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁元年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－４　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　建仁元年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－５　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁元年〈冬〉 １巻　〔函号〕４－６　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁二年〈春〉 １巻　〔函号〕４－７　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁二年〈夏〉 １巻　〔函号〕４－８　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁二年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－９　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁二年〈冬〉 １巻　〔函号〕４－１０　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁三年暦〈春〉 １巻　〔函号〕４－１１　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁三年〈夏〉 １巻　〔函号〕４－１２　近衛家実
猪隈関白記（具注暦自筆本）　建仁三年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－１３　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　元久三年〈夏〉 １巻　〔函号〕４－１４　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　建永元年〈冬〉 １巻　〔函号〕４－１５　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元元年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－１６　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元二年〈春〉 １巻　〔函号〕４－１７　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元二年〈夏〉 １巻　〔函号〕４－１８　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元二年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－１９　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元二年〈冬〉 １巻　〔函号〕４－２０　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元三年〈秋〉 １巻　〔函号〕４－２１　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　承元四年〈夏〉 １巻　〔函号〕４－２２　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　建暦元年〈春〉 １巻　〔函号〕４－２３　近衛家実
猪隈関白記（古写本）　建保五年別記〈十二月一日賀茂行幸
記〉

１巻　〔函号〕４－２４　近衛家実

岡屋関白記（近衛兼経公記）（古写本）　貞応元年、二年、三
年抄録

１巻　〔函号〕５－１　近衛兼経

岡屋関白記（近衛兼経公記）（古写本）　寛元四年〈春夏〉 １巻　〔函号〕５－２　近衛兼経
岡屋関白記（近衛兼経公記）（古写本）　宝治二年〈十二月、
閏十二月〉

１巻　〔函号〕５－３　近衛兼経

岡屋関白記（近衛兼経公記）（自筆本）　建長元年〈春〉 １巻　〔函号〕５－４　近衛兼経
岡屋関白記（近衛兼経公記）（古写本）　建長二年〈夏〉 １巻　〔函号〕５－５　近衛兼経
岡屋関白記（近衛兼経公記）（古写本）　建長二年〈十月〉 １巻　〔函号〕５－６　近衛兼経
岡屋関白記（近衛兼経公記）（古写本）　建長三年〈秋〉 １巻　〔函号〕５－７　近衛兼経
深心院関白記（近衛基平公記）（古写本）　建長七年記抄〈自
六月至十二月〉

１巻　〔函号〕５－８　近衛基平

深心院関白記（近衛基平公記）（古写本）　建長八年記抄 １巻　〔函号〕５－９　近衛基平
深心院関白記（近衛基平公記）（古写本）　正元二年〈自正月
至五月〉

１巻　〔函号〕５－１０　近衛基平

深心院関白記（近衛基平公記）（具注暦自筆本）　弘長二年
〈六月（十八日以後）〉

１巻　〔函号〕５－１１　近衛基平

深心院関白記（近衛基平公記）（具注暦自筆本）　文永二年
暦巻上〈春〉

１巻　〔函号〕５－１２　近衛基平

深心院関白記（近衛基平公記）（具注暦自筆本）　文永五年
〈春〉

１巻　〔函号〕５－１３　近衛基平

深心院関白記（近衛基平公記）　無表題（年記未詳、朝覲行
幸事稿本）（→猪隈関白家実記〈古写本〉）

１巻　〔函号〕５－１４　近衛基平（→近衛家実　安貞二年三
月二十日古写本）

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆他筆相交）　〈自観応
三年至文和四年〉抄録（五ヶ条）　観応三年、文和二年、四年
記

１巻　〔函号〕６－１　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　文和二年、三年
尾紙一枚暦本残闕（実は永和二年、三年記）

１巻　〔函号〕６－２　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文三年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－３　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆他筆相交）　文和三年
三月廿六日県召除目記

１巻　〔函号〕６－４　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　文和五年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－５　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　文和五年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－６　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　文和五年〈正月
卅日女叙位、三月廿八日神宮事〉別記

１巻　〔函号〕６－７　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（後世ノ筆ニカカル）　愚管
御記目録（取要）上

１巻　〔函号〕６－８　近衛道嗣

近衛家記録十五
函文書（第三函・
第四函）

近衛家記録十五
函文書（第五函）

近衛家記録十五
函文書（第六函）
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後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文二年
暦〈春〉（三月六日迄）

１巻　〔函号〕６－９　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文三年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－１０　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文四年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－１１　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文四年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－１２　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文五年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－１３　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文五年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－１４　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　康安元年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－１５　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　延文六年
暦〈七月（廿五日マデ）〉

１巻　〔函号〕６－１６　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　康安二年　四月
廿八日関白詔奏慶別記（暦少々付ス）

１巻　〔函号〕６－１７　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　康安二年
暦〈秋〉

１巻　〔函号〕６－１８　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　貞治二年
暦〈春〉（実は貞治三年正月・二月記）

１巻　〔函号〕６－１９　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　貞治五年
暦〈春〉

１巻　〔函号〕６－２０　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　貞治六年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－２１　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　貞治六年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－２２　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　貞治七年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－２３　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　貞治七年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－２４　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安二年
暦〈春夏（四月廿六日マデ）〉

１巻　〔函号〕６－２５　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安二年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－２６　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安四年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－２７　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安四年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－２８　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安五年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－２９　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安五年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－３０　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安六年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－３１　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安六年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－３２　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安七年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－３３　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安八年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－３４　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　応安八年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－３５　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和二年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－３６　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和二年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－３７　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和三年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－３８　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和三年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－３９　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和四年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－４０　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和四年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－４１　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和五年
暦〈春夏〉

１巻　〔函号〕６－４２　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（具注暦自筆本）　永和五年
暦〈秋冬〉

１巻　〔函号〕６－４３　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　康暦二年〈春〉
（三月廿一日マデ）

１巻　〔函号〕６－４４　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　永徳元年〈春〉
（弐月廿九日マデ）

１巻　〔函号〕６－４５　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　永徳元年〈自四
月至九月〉

１巻　〔函号〕６－４６　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　永徳元年〈冬〉 １巻　〔函号〕６－４７　近衛道嗣
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後深心院関白記（近衛道嗣公記）（自筆本）　永徳三年〈正月〉 １巻　〔函号〕６－４８　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）　後深心院殿御記部類記
（自延文元至康暦二年）

１巻　〔函号〕６－４９　近衛道嗣　神木入洛遷座間事

後深心院関白記（近衛道嗣公記）　〈自応安三年至永和二年〉
道嗣公記抄録

１巻　〔函号〕６－５０　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）　後深心院殿御記目録　延
文元年～永徳三年

１冊　〔函号〕６－５１　近衛道嗣

後深心院関白記（近衛道嗣公記）　具注暦断簡（基平公記ヵ）
（参拾五枚）（→猪隈関白記）

１括　〔函号〕６－５２　近衛道嗣（→近衛家実）

後知足院関白記（近衛房嗣公記）（自筆本）　〈長禄三年、寛
正三年、七年〉

１巻　〔函号〕７－１　近衛房嗣

後知足院関白記（近衛房嗣公記）（自筆本）　文正二年〈自二
月至六月〉

１巻　〔函号〕７－２　近衛房嗣

後知足院関白記（近衛房嗣公記）（自筆本）　応仁二年〈自二
月至三月〉

１巻　〔函号〕７－３　近衛房嗣

後知足院関白記（近衛房嗣公記）（自筆本）　文明十六年記 １巻　〔函号〕７－４　近衛房嗣
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文正元年記（具
注暦本）

１巻　〔函号〕７－５　近衛政家

後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文正二年記（具
注暦本）

１巻　〔函号〕７－６　近衛政家

後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　応仁二年記（仮
字具注暦本）

１巻　〔函号〕７－７　近衛政家

後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十一年記 １冊　〔函号〕７－８　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十二年記 １冊　〔函号〕７－９　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十三年記 １冊　〔函号〕７－１０　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十四年記 １冊　〔函号〕７－１１　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十五年記 １冊　〔函号〕７－１２　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十六年記 １冊　〔函号〕７－１３　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十七年記 １冊　〔函号〕７－１４　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十八年記 １冊　〔函号〕７－１５　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文明十九年記
〈為長享元年七月廿日改元〉

１冊　〔函号〕７－１６　近衛政家

後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　長享二年記 １冊　〔函号〕７－１７　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　長享三年記 １冊　〔函号〕７－１８　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　延徳二年記 １冊　〔函号〕７－１９　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　延徳三年記 １冊　〔函号〕７－２０　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　延徳四年記 １冊　〔函号〕７－２１　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応二年記 １冊　〔函号〕７－２２　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応三年記 １冊　〔函号〕７－２３　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応四年記 １冊　〔函号〕７－２４　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応五年記 １冊　〔函号〕７－２５　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応六年記 １冊　〔函号〕７－２６　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応七年記 １冊　〔函号〕７－２７　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応八年記 １冊　〔函号〕７－２８　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応九年記 １冊　〔函号〕７－２９　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　明応十年記〈二
月廿八日改明応十年為文亀元年〉

１冊　〔函号〕７－３０　近衛政家

後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文亀二年記 １冊　〔函号〕７－３１　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文亀三年記 １冊　〔函号〕７－３２　近衛政家
後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　文亀四年記〈二
月三日改文亀四年為永正元年〉

１冊　〔函号〕７－３３　近衛政家

後法興院関白記（近衛政家公記）（自筆本）　永正二年記 １冊　〔函号〕７－３４　近衛政家
後法成寺関白記　永正三年記 １冊　〔函号〕７－３５　近衛尚通
後法成寺関白記　永正四年記 １冊　〔函号〕７－３６　近衛尚通
後法成寺関白記　永正五年記 １冊　〔函号〕７－３７　近衛尚通
後法成寺関白記　永正六年記 １冊　〔函号〕７－３８　近衛尚通
後法成寺関白記　永正七年記 １冊　〔函号〕７－３９　近衛尚通
後法成寺関白記　永正八年記 １冊　〔函号〕７－４０　近衛尚通
後法成寺関白記　永正九年記 １冊　〔函号〕７－４１　近衛尚通
後法成寺関白記　永正十年記 １冊　〔函号〕７－４２　近衛尚通
後法成寺関白記　永正十三年記 １冊　〔函号〕７－４３　近衛尚通
後法成寺関白記　永正十四年記 １冊　〔函号〕７－４４　近衛尚通
後法成寺関白記　永正十六年記 １冊　〔函号〕７－４５　近衛尚通
後法成寺関白記　永正十七年記 １冊　〔函号〕７－４６　近衛尚通
後法成寺関白記　大永三年記 １冊　〔函号〕７－４７　近衛尚通
後法成寺関白記　大永六年記 １冊　〔函号〕７－４８　近衛尚通
後法成寺関白記　大永八年記 １冊　〔函号〕７－４９　近衛尚通
後法成寺関白記　享禄二年記 １冊　〔函号〕７－５０　近衛尚通
後法成寺関白記　享禄三年記 １冊　〔函号〕７－５１　近衛尚通
後法成寺関白記　享禄四年記 １冊　〔函号〕７－５２　近衛尚通
後法成寺関白記　享禄五年記 １冊　〔函号〕７－５３　近衛尚通
後法成寺関白記　天文二年記 １冊　〔函号〕７－５４　近衛尚通
後法成寺関白記　天文五年記 １冊　〔函号〕７－５５　近衛尚通
三藐院信尹公記　信尹公薩州御下向之部類（日記備忘等）
自文禄元年至同四年

全８冊の包紙　〔函号〕８－１－０　近衛信尹

三藐院信尹公記　慶長三年暦（信尹公） １冊　　〔函号〕８－２　近衛信尹
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三藐院信尹公記　慶長四年暦（信尹公） １冊　　〔函号〕８－３　近衛信尹
三藐院信尹公記　慶長六年暦（信尹公） １冊　　〔函号〕８－４　近衛信尹
三藐院信尹公記　慶長七年暦（信尹公） １冊　　〔函号〕８－５　近衛信尹

三藐院信尹公記　関白宣旨巨細（信尹公）　慶長十年七月 １巻　　〔函号〕８－６　近衛信尹

三藐院信尹公記　慶長十一年記〈自正月至四月〉（信尹公） １巻　　〔函号〕８－７　近衛信尹

三藐院信尹公記　慶長十五年十月十一月記（信尹公）（後陽
成天皇御譲位関係）

１冊　　〔函号〕８－８　近衛信尹

本源自性院信尋公記　元和七年正月記以下寛永廿年迄抄録
（信尋公）

１冊　　〔函号〕８－９　近衛信尋

本源自性院信尋公記　元和七年暦（信尋公） １冊　　〔函号〕８－１０　近衛信尋
本源自性院信尋公記　元和九年暦（信尋公） １冊　　〔函号〕８－１１　近衛信尋
本源自性院信尋公記　元和九年十一月姫宮内大臣嫁娶之事
（信尋公）（二通）

１包　　〔函号〕８－１２　近衛信尋

本源自性院信尋公記　寛永三年暦（信尋公） １冊　　〔函号〕８－１３　近衛信尋
本源自性院信尋公記　寛永四年暦（信尋公） １巻　　〔函号〕８－１４　近衛信尋

本源自性院信尋公記　寛永五年暦（信尋公）（正月四日迄欠） １巻　　〔函号〕８－１５　近衛信尋

本源自性院信尋公記　寛永六年暦（信尋公） １巻　　〔函号〕８－１６　近衛信尋
本源自性院信尋公記　寛永七年暦（信尋公） １巻　　〔函号〕８－１７　近衛信尋
本源自性院信尋公記　寛永八年暦（信尋公） １巻　　〔函号〕８－１８　近衛信尋
妙有真空院尚嗣公記　寛永十一年記（尚嗣公記　御十三
才））

１巻　　〔函号〕８－１９　近衛尚嗣

本源自性院信尋公記　寛永十二年暦（信尋公）　附寛永十三
年暦（信尋公）巻首一枚

１巻　　〔函号〕８－２０　近衛信尋

本源自性院信尋公記　寛永十三年嫁娶記（信尋公）　（四通） １包　　〔函号〕８－２１　近衛信尋
本源自性院信尋公記　応山公関東御下向御記二枚（寛永十
五年二月十六日）（信尋公ヵ）

１包　　〔函号〕８－２２　近衛信尋ヵ

妙有真空院尚嗣公記　寛永十五年記〈自八月至十二月〉（尚
嗣公）

１巻　　〔函号〕８－２３　近衛尚嗣

本源自性院信尋公記　寛永十六年九月南都道之記（信尋公）
（五枚一括外ニ一枚）

１包　　〔函号〕８－２４　近衛信尋

妙有真空院尚嗣公記　寛永十六年記〈自正月至九月〉（尚嗣
公）

１巻　　〔函号〕８－２５　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永十六年記〈自九月至十二月〉（尚
嗣公）

１巻　　〔函号〕８－２６　近衛尚嗣

本源自性院信尋公記　寛永十七年三月記〈江戸御下向御
記、其外種々書付〉（信尋公）

１包　　〔函号〕８－２７　近衛信尋

本源自性院信尋公記　寛永十七年二月記（信尋公） １冊　　〔函号〕８－２８　近衛信尋
妙有真空院尚嗣公記　寛永十七年記〈自正月至九月〉（尚嗣
公）

１巻　　〔函号〕８－２９　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永十七年記〈自九月至十二月〉（尚
嗣公）

１巻　　〔函号〕８－３０　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永十八年記〈自正月至九月〉（尚嗣
公）

１巻　　〔函号〕８－３１　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永十八年記〈自十月至十二月〉（尚
嗣公）

１巻　　〔函号〕８－３２　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永十九年記（尚嗣公） １巻　　〔函号〕８－３３　近衛尚嗣
妙有真空院尚嗣公記　寛永廿年十月三日御譲位剣璽渡御等
之事（尚嗣公）

１冊　　〔函号〕８－３４　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　〈自寛永廿年十月至慶安元年二月〉記
（尚嗣公）

１冊　　〔函号〕８－３５　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永廿年記〈自正月至七月〉（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－３６　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永廿年記〈自九月至十二月〉（尚嗣
公）

１冊　　〔函号〕８－３７　近衛尚嗣

本源自性院信尋公記　寛永廿年正月廿八日湯治之記（信尋
公）

１冊　　〔函号〕８－３８　近衛信尋

妙有真空院尚嗣公記　寛永廿一年記〈自正月至七月〉（尚嗣
公）

１冊　　〔函号〕８－３９　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　寛永廿一年記〈自八月至十二月〉（尚
嗣公）

１冊　　〔函号〕８－４０　近衛尚嗣

寛永廿一年三月　吉野初瀬等御下向路ノ名所書付御記四紙
〈三紙信尋公、一紙尚嗣公〉

１包　　〔函号〕８－４１　近衛信尋、近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　正保二年記〈自正月至八月〉（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－４２　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　正保二年記〈自九月至十二月〉（尚嗣
公）

１冊　　〔函号〕８－４３　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　正保三年記〈自正月至四月〉（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－４４　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　正保三年記〈自四月至十二月〉（尚嗣
公）

１冊　　〔函号〕８－４５　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　正保四年記（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－４６　近衛尚嗣
妙有真空院尚嗣公記　正保五年記（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－４７　近衛尚嗣
妙有真空院尚嗣公記　慶安二年同三年記（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－４８　近衛尚嗣
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妙有真空院尚嗣公記　慶安二年〈自正月至九月〉（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－４９　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　慶安三年記〈自正月至四月〉（尚嗣公） １冊　　〔函号〕８－５０　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　慶安四年二月廿五日仙洞行幸記（尚
嗣公）

１冊　　〔函号〕８－５１　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　〈自慶安四年正月至同五年三月〉（尚
嗣公）

１冊　　〔函号〕８－５２　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　〈自慶安五年記（自四月至十二月）承
応二年記（自正月至七月）〉（尚嗣公）

１冊　　〔函号〕８－５３　近衛尚嗣

妙有真空院尚嗣公記　慶安五年九月、十月、十二月記（太君
水戸黄門養子之事）（尚嗣公）

１冊　　〔函号〕８－５４　近衛尚嗣

三藐院左遷之砌ノ歌道之記五点 １包　　〔函号〕８－５５
信尋公消息案（七月三日） １通　　〔函号〕８－５６　近衛信尋
檜扇（信尋公）（半面ニ儀式次第ヲ書付ク） １柄　　〔函号〕８－５７　近衛信尋
歌二首切紙（信尋公） １枚　　〔函号〕８－５８　近衛信尋
切紙〈村上天皇云々〉 １巻　　〔函号〕８－５９　近衛信尋
古今聴観（信尋公筆） １冊　　〔函号〕８－６０　近衛信尋
手本（年始之祝儀云々）（信尹公筆） １巻　　〔函号〕８－６１　近衛信尹
目録（尚嗣公筆） １巻　　〔函号〕８－６２　近衛尚嗣
中右記（古写本）　寛治六年〈秋〉 全２０巻の１　〔函号〕９－１　藤原宗忠
中右記（古写本）　寛治六年〈冬〉 全２０巻の２　〔函号〕９－２　藤原宗忠
中右記（古写本）　寛治七年〈春〉（三月六日マデ） 全２０巻の３　〔函号〕９－３　藤原宗忠
中右記（古写本）　寛治七年〈秋〉 全２０巻の４　〔函号〕９－４　藤原宗忠
中右記（古写本）　寛治七年〈自三月六日後半至三月末〉 全２０巻の５　〔函号〕９－５　藤原宗忠
中右記（古写本）　嘉保元年〈冬〉 全２０巻の６　〔函号〕９－６　藤原宗忠
中右記（古写本）　嘉保二年〈春〉 全２０巻の７　〔函号〕９－７　藤原宗忠
中右記（古写本）　嘉保二年〈秋〉 全２０巻の８　〔函号〕９－８　藤原宗忠
中右記（古写本）　嘉保二年〈冬〉 全２０巻の９　〔函号〕９－９　藤原宗忠
中右記（古写本）　永長元年〈夏〉 全２０巻の１０　〔函号〕９－１０　藤原宗忠
中右記（古写本）　永長元年〈秋〉 全２０巻の１１　〔函号〕９－１１　藤原宗忠
中右記（古写本）　永長元年〈冬〉 全２０巻の１２　〔函号〕９－１２　藤原宗忠
中右記（古写本）　永長二年〈春〉 全２０巻の１３　〔函号〕９－１３　藤原宗忠
中右記（古写本）　永長二年〈夏〉（五月五日マデ） 全２０巻の１４　〔函号〕９－１４　藤原宗忠
中右記（古写本）　承徳元年〈秋〉 全２０巻の１５　〔函号〕９－１５　藤原宗忠
中右記（古写本）　承徳元年〈冬〉 全２０巻の１６　〔函号〕９－１６　藤原宗忠
中右記（古写本）　承徳二年〈春〉 全２０巻の１７　〔函号〕９－１７　藤原宗忠
中右記（古写本）　承徳二年〈夏〉 全２０巻の１８　〔函号〕９－１８　藤原宗忠
中右記（古写本）　承徳二年〈秋〉 全２０巻の１９　〔函号〕９－１９　藤原宗忠
中右記（古写本）　承徳二年〈冬〉 全２０巻の２０　〔函号〕９－２０　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　康和四年〈夏〉 全２５点（２４巻+１包）の１　〔函号〕１０－１　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　康和四年〈秋〉 全２５点（２４巻+１包）の２　〔函号〕１０－２　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　康和四年〈冬〉 全２５点（２４巻+１包）の３　〔函号〕１０－３　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　康和五年〈春〉 全２５点（２４巻+１包）の４　〔函号〕１０－４　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　康和五年〈夏〉 全２５点（２４巻+１包）の５　〔函号〕１０－５　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　康和五年〈冬〉 全２５点（２４巻+１包）の６　〔函号〕１０－６　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治元年〈春〉 全２５点（２４巻+１包）の７　〔函号〕１０－７　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治元年〈夏〉 全２５点（２４巻+１包）の８　〔函号〕１０－８　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治元年〈秋〉 全２５点（２４巻+１包）の９　〔函号〕１０－９　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治元年〈冬〉 全２５点（２４巻+１包）の１０　〔函号〕１０－１０　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治二年〈春〉 全２５点（２４巻+１包）の１１　〔函号〕１０－１１　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治二年〈夏〉 全２５点（２４巻+１包）の１２　〔函号〕１０－１２　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治二年〈秋〉 全２５点（２４巻+１包）の１３　〔函号〕１０－１３　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長治二年〈冬〉 全２５点（２４巻+１包）の１４　〔函号〕１０－１４　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　嘉承元年〈春〉 全２５点（２４巻+１包）の１５　〔函号〕１０－１５　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　嘉承元年〈夏〉 全２５点（２４巻+１包）の１６　〔函号〕１０－１６　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　嘉承元年〈秋〉 全２５点（２４巻+１包）の１７　〔函号〕１０－１７　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　嘉承二年〈秋〉 全２５点（２４巻+１包）の１８　〔函号〕１０－１８　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　嘉承二年〈秋冬抄録〉 全２５点（２４巻+１包）の１９　〔函号〕１０－１９　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　天永三年〈夏〉 全２５点（２４巻+１包）の２０　〔函号〕１０－２０　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　天永三年〈秋〉 全２５点（２４巻+１包）の２１　〔函号〕１０－２１　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長承三年〈冬〉 全２５点（２４巻+１包）の２２　〔函号〕１０－２２　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長承四年〈春〉 全２５点（２４巻+１包）の２３　〔函号〕１０－２３　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉　長承三年〈春〉 全２５点（２４巻+１包）の２４　〔函号〕１０－２４　藤原宗忠
中右記（古写本）〈附属目次〉 全２５点（２４巻+１包）の２５　〔函号〕１０－２５
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平二年〈正月、二
月〉

１巻　〔函号〕１１－１　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平二年〈夏〉 １巻　〔函号〕１１－２　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平二年〈秋〉 １巻　〔函号〕１１－３　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平二年〈冬〉 １巻　〔函号〕１１－４　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平三年〈春夏〉 １巻　〔函号〕１１－５　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平三年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕１１－６　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平四年〈春〉 １巻　〔函号〕１１－７　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平四年〈夏〉 １巻　〔函号〕１１－８　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁平四年〈自四月
中旬至六月〉

１巻　〔函号〕１１－９　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁平四年〈秋冬〉 １巻　〔函号〕１１－１０　平信範
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人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　久寿二年〈春夏〉 １巻　〔函号〕１１－１１　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　久寿二年〈秋〉 １巻　〔函号〕１１－１２　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　久寿二年〈冬〉 １巻　〔函号〕１１－１３　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　久寿三年〈春〉 １巻　〔函号〕１１－１４　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　久寿三年〈夏〉 １巻　〔函号〕１１－１５　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元元年〈秋〉 １巻　〔函号〕１１－１６　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　保元元年〈冬〉 １巻　〔函号〕１１－１７　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元二年〈春〉 １巻　〔函号〕１１－１８　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元二年〈自四月
至七月〉

１巻　〔函号〕１１－１９　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元二年〈八月〉 １巻　〔函号〕１１－２０　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元二年〈自九月
至十二月〉

１巻　〔函号〕１１－２２　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元三年〈自四月
至七月〉

１巻　〔函号〕１１－２３　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元三年〈秋〉 １巻　〔函号〕１１－２４　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　保元三年〈冬〉 １巻　〔函号〕１１－２５　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安二年〈夏〉 １巻　〔函号〕１２－１　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安二年〈秋〉 １巻　〔函号〕１２－２　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安二年〈冬〉 １巻　〔函号〕１２－３　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（新写本）　仁安三年〈正月自
元日至卅日、端少不足〉

１巻　〔函号〕１２－４　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈三月〉 １巻　〔函号〕１２－５　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈夏〉 １巻　〔函号〕１２－６　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈七、八
月〉

１巻　〔函号〕１２－７　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈九月〉 １巻　〔函号〕１２－８　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈十月〉 １巻　〔函号〕１２－９　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈十一月〉 １巻　〔函号〕１２－１０　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年〈十二月〉 １巻　〔函号〕１２－１１　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安三年（但シ内容
ハ仁安二年三月条ナリ）

１巻　〔函号〕１２－１２　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安四年〈一月〉 １巻　〔函号〕１２－１３　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安四年〈二月〉 １巻　〔函号〕１２－１４　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安四年〈三月〉 １巻　〔函号〕１２－１５　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　仁安四年〈四月〉 １巻　〔函号〕１２－１６　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　嘉応元年〈五、六
月〉

１巻　〔函号〕１２－１７　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　嘉応元年〈十一月〉 １巻　〔函号〕１２－１８　平信範
人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　嘉応元年〈十二月〉 １巻　〔函号〕１２－１９　平信範

人車記（又云信範記、兵範記）（古写本）　嘉応二年〈春夏月〉 １巻　〔函号〕１２－２０　平信範

親信記（古写本）　〈天禄三年自三月至十二月〉 １巻　〔函号〕１３－１　平親信
親信記（古写本）　〈天延元年春夏〉 １巻　〔函号〕１３－２　平親信
親信記（古写本）　〈天延二年春夏〉 １巻　〔函号〕１３－３　平親信
親信記（古写本）　〈天延二年秋冬〉 １巻　〔函号〕１３－４　平親信
範国記（新写本）　〈長元九年夏秋冬〉 １巻　〔函号〕１３－５　平範国
行親記（古写本）　〈長暦元年〉 １巻　〔函号〕１３－６　平行親
定家記（古写本）　〈自天喜元年至同五年〉 １巻　〔函号〕１３－７　平定家
知信記（古写本）　〈自大治二年至同五年〉 １巻　〔函号〕１３－８　平知信
時信記（古写本）　〈自大治五年至同六年正月〉 １巻　〔函号〕１３－９　平時信
時信記（古写本）　〈自天承元年八月至同十月〉 １巻　〔函号〕１３－１０　平時信
知信記（新写本）　〈天承二年春〉 １巻　〔函号〕１３－１１　平知信
知信記（古写本）　〈天承二年夏〉 １巻　〔函号〕１３－１２　平知信
知信記（新写本）　〈天承二年秋冬〉 １巻　〔函号〕１３－１３　平知信
旧記抜書（古写本）鬼間議定部類 １巻　〔函号〕１３－１４
抜書（古写本）摂政関白拝賀等 １巻　〔函号〕１３－１５
勘例（古写本）賭弓之事 １巻　〔函号〕１３－１６
勘例（古写本）始終位階越階等之例 １巻　〔函号〕１３－１７
勘例　御薬、朝賀、小朝拝 １巻　〔函号〕１３－１８
勘例（古写本）自前大納言任大臣例以下諸叙任例 １巻　〔函号〕１３－１９
勘例（古写本）納言以下諸例 １巻　〔函号〕１３－２０
除目旧例（古写本） １巻　〔函号〕１３－２１
丹波国宮田庄関係文書（古写本）（弘安、永仁、正安） １巻　〔函号〕１３－２２
寛永十五年若宮御猶子事〈并名字〉 小１巻　〔函号〕１４－１
後法成寺関白尚通公奏慶之記〈内府右府関白三度之記、後
両度雨儀〉

１巻　〔函号〕１４－２

立后之間事〈本源自性院殿（信熙公）与後十輪院内府（中院
通村）問答〉

小１巻　〔函号〕１４－３

関白宣下之間条々〈正応二年自四月十三日至六月六日〉 １巻　〔函号〕１４－４
寛永十二年朝覲行幸仮名御記〈本源自性院筆〉 小１巻　〔函号〕１４－５
岡屋殿中納言御着陣〈嘉禄元年二月三日後知足院殿（房嗣
公）御書〉

１巻　〔函号〕１４－６

摂家昇進直任超越等例〈後法興院殿（政家公）御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－７
後六条殿（近衛兼嗣）〈任槐任大将〉御奏慶〈愚管御記、後法
興院殿御筆〉

１巻　〔函号〕１４－８

近衛家記録十五
函文書（第十一
函・第十二函）

近衛家記録十五
函文書（第十三
函）

近衛家記録十五
函文書（第十四
函）
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吉田巻数事〈岡屋殿御寄附一庄子細〉 １巻　〔函号〕１４－９
披見文書作法抄〈後知足院殿御筆〉 １巻　〔函号〕１４－１０

続御暦〈建仁二年朔旦冬至抄出、妙有真空院（尚嗣公）御書〉 小１巻　〔函号〕１４－１１

女房名事〈後知足院殿御筆〉 １巻　〔函号〕１４－１２
異位重行標図抄〈基熙公筆〉 １巻　〔函号〕１４－１３
殿上淵酔略次第〈二条康道筆〉 １巻　〔函号〕１４－１４
後陽成院宸翰御記〈淵酔、叙位〉 １巻　〔函号〕１４－１５
執柄神斎事〈康元元年〉 １巻　〔函号〕１４－１６
若宮御元服記〈文安二年〉（新写） １巻　〔函号〕１４－１７
小忌記〈無上法院（常子内親王、基凞公室）御筆〉 １巻　〔函号〕１４－１８
女房奉書写〈将軍家若君誕生之事、本源自性院殿（信尋公）
御筆〉

１巻　〔函号〕１４－２０

妙有真空院殿（尚嗣公）御記〈一条家元服事〉 １巻　〔函号〕１４－２１
任槐以後出仕日々事〈自貞和三至観応三家司記〉 １巻　〔函号〕１４－２２
野槐記〈貞和六年（上）（写本）〉 １巻　〔函号〕１４－２３　徳大寺公清
妙有真空院拝礼小朝拝御記〈寛永廿一年〉 １巻　〔函号〕１４－２４
後陽成院宸翰舟橋家昇殿事国賢状之条々 １巻　〔函号〕１４－２５
高野山安養寺〈萱堂〉由緒事〈三藐院殿（信尹公）御筆〉 １巻　〔函号〕１４－２６
姫宮深曽木本源自性院殿御記〈元和九年霜月十九日〉 １巻　〔函号〕１４－２７
妙有真空院殿（尚嗣公）一上并内覧宣旨御記〈正保四年正月
十五日〉

１巻　〔函号〕１４－２８

関白宣下并奏慶等記〈尚嗣公筆〉 １巻　〔函号〕１４－２９
三藐院殿改名款状御草案 １巻　〔函号〕１４－３０
深心院殿（基平公）執柄御拝賀記（基凞公写） １巻　〔函号〕１４－３１
普賢寺殿（基通公）御領所事〈基凞公筆〉 １巻　〔函号〕１４－３２
後妙華寺関白（一条冬良）筆当家入魂約状〈延徳弐年弐月晦
日〉

１巻　〔函号〕１４－３３

執柄家神斎事〈年中〉 １巻　〔函号〕１４－３４
執柄家一年中神事 １巻　〔函号〕１４－３５
鬢ソキ深ソキ事〈本源自性院御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－３６
東求院殿（竜山公）御消息〈五郎入道小サ刀之事〉 １巻　〔函号〕１４－３７
執柄奏慶乗車并降階等例 １巻　〔函号〕１４－３８
〈文明十二年〉奏慶記〈三藐院殿御筆〉 １巻　〔函号〕１４－３９
後深心院殿（道嗣公）御記新写〈自延文元年至貞治六年〉愚
管上

１巻　〔函号〕１４－４０

妙有真空院殿御記〈鷹司家元服御加冠事〉 １巻　〔函号〕１４－４１
寛永廿年御譲位妙有真空院殿御記〈内弁〉 １巻　〔函号〕１４－４２
九条右丞相（師輔）御願文〈朱雀院八講〉 １巻　〔函号〕１４－４３
八条若宮元服記〈寛永六年二月二日〉 １巻　〔函号〕１４－４４
除目事〈妙有真空院殿御筆〉 １巻　〔函号〕１４－４５
内官尻付（京官除目尻付例） １巻　〔函号〕１４－４６
旧記目録　知足院殿（藤原忠実）御筆 １巻　〔函号〕１４－４７
上表雑事 １巻　〔函号〕１４－４８
豊臣秀頼元服事 １巻　〔函号〕１４－５０
慶安二年若宮御猶子事〈并御名字（信尋公筆）〉 小１巻　〔函号〕１４－５１
装束〈摂関宿徳〉鷹入木道故実（政家公筆、一条兼良加筆） １巻　〔函号〕１４－５２
二条家嫁娶〈姫宮〉事〈本源自性院殿御記〉 小１巻　〔函号〕１４－５３
大嘗会小忌裁縫（基凞公写） １巻　〔函号〕１４－５４
節会小朝拝奏慶等事〈後法成寺殿（尚通公）御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－５５
元徳御元服定文（新写） １巻　〔函号〕１４－５６
一上着陣座事〈高山寺殿（家基公）御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－５７
練歩故実事〈法性寺殿（忠通公）御消息写〉 １巻　〔函号〕１４－５８
左右近衛御監例〈後知足院（房嗣公）御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－５９
三藐院殿左大将御奏慶行列〈天正十四年〉 小１巻　〔函号〕１４－６０
小朝拝次第〈後法興院殿（政家公）御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－６１
関白宣下条々〈高山寺殿（家基公）御筆〉 小１巻　〔函号〕１４－６２
太刀馬折紙之様〈東求院殿（前久公）御書〉 小１巻　〔函号〕１４－６３
内覧以後出行事 １巻　〔函号〕１４－６４

〈将軍家被献太刀馬之事、乗馬故実事〉東求院殿（前久公）書 小１巻　〔函号〕１４－６５

関白宣下里亭次第〈元和九年信尋公御筆アリ〉 １巻　〔函号〕１４－６６
嶋津家僕賜丹生消息〈恵雲院殿、東求院殿〉并奉書（写） 小１巻　〔函号〕１４－６７
猪隈殿摂政（家実公）上表〈承久三年十月廿八日、初度表（世
尊寺行能筆）、承久三年十一月第三度表（作者草）〉

１巻　〔函号〕１４－６８

小朝拝関白宣下条々〈後法成寺殿（尚通公）、後妙華寺関白
（一条冬良）問答〉

小１巻　〔函号〕１４－６９

中宮御産七夜御記〈寛永二年九月十九日、本源自性院殿御
記〉

小１巻　〔函号〕１４－７０

汁饅頭食事 小１巻　〔函号〕１４－７１
〈岡屋殿深心院殿〉御記抜書（新写） １冊　〔函号〕１４－７２
拝賀〈扈従、前駈、申次〉勘例 １巻　〔函号〕１４－７３

西宮記抄〈冬三ヶ月（金沢文庫本写本）（寛永五年家凞公筆）〉 １巻　〔函号〕１４－７４

文禄二年〈十月五日〉禁中三日猿楽御覧記（信尹公筆） １冊　〔函号〕１４－７５
平等院事〈信長書状〉 １巻　〔函号〕１４－７６
家門管領廿五所事〈後知足院殿（房嗣公）御筆〉 １冊　〔函号〕１４－７７

近衛家記録十五
函文書（第十四
函）
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人車記〈永万元年（八月十七日）結政〉 １巻　〔函号〕１４－７９
妙有真空院殿御記〈御霊殿落髪事〉 １巻　〔函号〕１４－８０
寛永八年朔旦冬至賀表（写） １巻　〔函号〕１４－８１
賭射次第 １巻　〔函号〕１４－８２
勘例〈拝礼列立等事、次二宮大饗、次卯杖、次女王禄、次行
幸朝覲行幸之事、以上紙背ニ文書アリ〉

１巻　〔函号〕１４－８３

政家之仮名之記（建武年中行事） １巻　〔函号〕１４－８４
右少弁範輔記〈貞応三年〉 １巻　〔函号〕１４－８５
〈自応安元年至永徳三年〉後深心院殿御記〈後法興院（政家
公）筆〉

１巻　〔函号〕１４－８６　近衛道嗣

法務饗次第 １巻　〔函号〕１４－８７
弘安元年朔旦冬至賀表 １巻　〔函号〕１４－８８
丞相以下官位昇進雑例〈後法興院殿御筆〉 １巻　〔函号〕１４－８９
和歌御会読師御記〈寛永十五年正月十九日、本源自性院殿
御筆〉

１巻　〔函号〕１４－９０

装束事〈三藐院殿御筆〉 １巻　〔函号〕１４－９１
関白取御裾作法〈大染金剛院関白記（二条持通記）〉 １巻　〔函号〕１４－９２
鞠故実（飛鳥井宋世本ノ転写） １巻　〔函号〕１４－９３
薩州不断光院由来 １通　〔函号〕１４－９４
例幣勘物〈妙有真空院殿（尚嗣公）御筆〉 １冊　〔函号〕１４－９６
天台座主宣下之事〈寛永十九年十二月廿八日、尚嗣公筆〉 １通　〔函号〕１４－９７
〈岡屋殿深心院殿〉御記之抄〈後知足院（房嗣公）御筆〉 １冊　〔函号〕１４－９８
寛永十八年正月六日〈予于時内大臣〉拝賀之事（一通）、〈寛
永十八年正月六日〉内大臣拝賀之時之草（二通）

３通　〔函号〕１４－９９

年中装束抄〈上下〉 ２帖　〔函号〕１４－１００
寛永廿年御譲位記〈妙有真空院殿御筆〉 １冊　〔函号〕１４－１０１
正保二年正月七日辛卯節会記〈（当卯杖内弁予勤之、其時之
作法記之事）〉

１冊　〔函号〕１４－１０２

斎宮摂政（二条康道公）嫁娶之事 １通　〔函号〕１４－１０３
摂関詔宣下類聚〈六条殿、普賢寺殿、知足院殿、猪隈殿、岡
屋殿、深心院殿〉

２冊　〔函号〕１４－１０４

包紙、外題「羽林鈔〈古本〉」 １枚　〔函号〕１４－１０５
御譲位并御即位記〈貞永〉（永正八年写本） １冊　〔函号〕１４－１０６
産之道具之寸法ノ事并引目ノ事 １通　〔函号〕１４－１０７
国郡卜定次第〈文正元年量光卿書〉 １冊　〔函号〕１４－１０８
殿中最要抄（室町末写本） １冊　〔函号〕１４－１０９
着陣事〈予拝賀（于時右大将）用之、家凞公筆〉 １冊　〔函号〕１４－１１０
深心院殿中納言拝賀之御記写（基凞公筆） １通　〔函号〕１４－１１１
三藐院殿左大将御奏慶記〈于時左大臣、天正十四年〉 １冊　〔函号〕１４－１１２
近衛信尹公消息（十九日右大臣宛） １冊　〔函号〕１４－１１３
国郡卜定次第〈永徳三年基凞公筆〉 １冊　〔函号〕１４－１１４
太上天皇尊号定事〈自旧記之中勘出之抜書者也、仁安二年
（尚嗣公写）〉

１通　〔函号〕１４－１１５

小朝拝々礼事〈妙有真空院殿御聞書〉 １冊　〔函号〕１４－１１６
有職聞書〈妙有真空院殿御聞書〉 １冊　〔函号〕１４－１１７
正治二年記写（新写本） １冊　〔函号〕１４－１１８
摂家ノ衆書札案〈信尹公筆〉 １冊　〔函号〕１４－１１９
正保四年六月聡宮御猶子関係書類（十三通） １括　〔函号〕１４－１２０
聖徳太子五十八ヶ条制禁（新写） 小１巻　〔函号〕１５－１
野宮左府記〈承久三年即位雨儀事〉 小１巻　〔函号〕１５－２
後鳥羽院御記〈建保二年四月〉（新写） １巻　〔函号〕１５－３
無外題〈鞠ノ書歟、天文二十二年正二位雅綱筆〉 １巻　〔函号〕１５－４
後照念院関白（鷹司冬平）記〈簾中出御、御酒勅使奏聞事、
内弁着靴事〉

１巻　〔函号〕１５－５

石清水旧記〈弘安二年〉（新写本） １巻　〔函号〕１５－６
鎌倉故大納言贈官位事（延文三年六月三日） １巻　〔函号〕１５－７
四条宮歌合序 １巻　〔函号〕１５－８
天喜四年皇后宮歌合日記（鎌倉時代写本） １巻　〔函号〕１５－９
標図〈東礼西礼〉後浄明珠院関白（二条康道）書 １巻　〔函号〕１５－１０
上皇琵琶御伝授記〈元久二年（家凞公写）〉 １巻　〔函号〕１５－１１
永和一品記〈後深心院殿関白御拝賀之事、于時扈従〉 １巻　〔函号〕１５－１２
永昌記〈天永元年三月〉 １巻　〔函号〕１５－１３
永昌記〈天永二年七月〉 １巻　〔函号〕１５－１４
永昌記〈天永二年十月〉 １巻　〔函号〕１５－１５
愚昧記〈文治五年十二月自十四日至廿一日〉（→嘉応二年十
二月記）

小１巻　〔函号〕１５－１６

愚昧記〈安元三年春夏〉 小１巻　〔函号〕１５－１７
愚昧記〈寿永三年正月記〉 １巻　〔函号〕１５－１８
水心記〈嘉永二年即位之間事〉 １巻　〔函号〕１５－１９
御脱屣記〈入道一品通頼卿記〉（信尹公写） １巻　〔函号〕１５－２０
鞘巻剣名所々〈武家説〉（新写本） 小１巻　〔函号〕１５－２１
政部類記（山槐記）〈自応保元年至永万三年、洞院実凞筆〉 １巻　〔函号〕１５－２２
政部類記（山槐記）〈自仁安二年至同三年　洞院実凞筆〉 １巻　〔函号〕１５－２３
政部類記（山槐記）〈自嘉応二年至建久五年　洞院実凞筆〉 １巻　〔函号〕１５－２４
関白職ニ関スル覚書 １通　〔函号〕１５－２５
南都興福寺事務職之事 １通　〔函号〕１５－２６
十一月十七日輝資覚書 １通　〔函号〕１５－２７
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愚誡（近衛基凞公遺誡） １通　〔函号〕１５－２８
仙洞御鎮守遷宮之事（基凞公筆） １冊 　〔函号〕１５－２９
ヲコト点図 ２枚　〔函号〕１５－３０
執筆之事（基凞公筆） １綴　〔函号〕１５－３１
無外題（家久公筆） １冊　〔函号〕１５－３２
玉葉記〈文治六〉目録（新写本） １冊　〔函号〕１５－３３
仙洞御猶子青蓮院宮親王宣下名字折紙（宝永七年四月廿七
日）

２枚　〔函号〕１５－３４

懐中〈一人、追善　附後鳥羽院（伝為相卿筆）〉 １帖　〔函号〕１５－３５
基凞公筆例幣之例 １綴　〔函号〕１５－３６
陪従神楽記〈持明院基孝記〉 １冊　〔函号〕１５－３７
太上天皇尊号定記并其時詔書写（寛永廿年十月十二日） ２通　〔函号〕１５－３８
執柄拝賀前駈扈従例 １帖　〔函号〕１５－３９
行幸公卿列立仮立等事 小１巻　〔函号〕１５－４０
五位雲客衛府装束并召供等事 小１巻　〔函号〕１５－４１
軽服中小朝拝節会等出仕例 小１巻　〔函号〕１５－４２
後芬陀利華院関白（一条経通）記〈後成恩寺殿（一条兼良）筆
春日社奉幣事〉

１巻　〔函号〕１５－４３

慶長十年後陽成院宸記（写本） １巻　〔函号〕１５－４４
除目聞書〈応永廿七年、正長二年、永享四年〉 １巻　〔函号〕１５－４５
後西天皇宸翰後崇光院看聞日記御抄〈応永廿四年、永享八
年〉

１巻　〔函号〕１５－４６

政部類抄〈日野家官掌以下饗応部類抄　建久已来〉 １巻　〔函号〕１５－４７
親王公卿巡給年給〈文和三年〉 １巻　〔函号〕１５－４８
異位重行標図〈後十輪院内府（中院通村）消息〉 １巻　〔函号〕１５－４９
神輿在洛時節会省略勘例〈大外記師茂朝臣筆〉 １巻　〔函号〕１５－５０
古文書写断簡 １巻　〔函号〕１５－５１
法曹至要抄　上 全３巻の１　〔函号〕１５－５２
法曹至要抄　中 全３巻の２　〔函号〕１５－５３
法曹至要抄　下 全３巻の３　〔函号〕１５－５４
猪隈殿御記之切 ２通　〔函号〕１５－５５
猪隈殿御記之切 ５枚　〔函号〕１５－５６
日記、記録之切 １１通　〔函号〕１５－５７
記録切 １巻　〔函号〕１５－５８
日記表紙〈三藐院外題〉 １５枚　〔函号〕１５－５９
文様下絵〈色ナシ〉 ４枚　〔函号〕１５－６０
近衛尚嗣公自筆日記 １通　〔函号〕１５－６１
大間書ノ写シ ２枚　〔函号〕１５－６２
日記切 １枚　〔函号〕１５－６３
石清水八幡宮御縁起（元禄十一年写本） １巻　〔函号〕１５－６４
消息（建治二年以下着陣関係文書） ４通　〔函号〕１５－６７
家門奏慶扈従前駆先例 小１巻　〔函号〕１５－６８
懐紙短冊等書様講読師等故実〈天文十八年ノ奥書アリ〉 １巻　〔函号〕１５－６９
秀吉公法度之状（親王与准后座次争論）〈天文十三年七月十
五日〉

１通　〔函号〕１５－７０

寄書折紙〈官位〉（家基公筆） 小１巻　〔函号〕１５－７１
寛永礼服御覧記（尚嗣公筆） １巻　〔函号〕１５－７２
妙有真空院殿左大臣御拝賀御記（正保四年十月廿四日） １巻　〔函号〕１５－７３
和漢書様〈定家卿撰〉（新写本） １巻　〔函号〕１５－７４
狛近真記〈陵王舞事〉（家凞公筆） １巻　〔函号〕１５－７５
芬陀利華院関白〈（一条内経）〉春日社告文（元亨二年十一月
十六日）

１巻　〔函号〕１５－７６

親王御元服記〈応安四年三月廿三日〉（新写本） １巻　〔函号〕１５－７７
中山口伝抄 １冊　〔函号〕１５－７８
十五函裏打之覚（新記） １綴　〔函号〕１５－７９
尚嗣公御聞書元服之事 １通　〔函号〕１５－８０
陽波（尊鎮法親王日記）　天文九年六月～十二月 １冊　〔函号〕１５－８１
諒闇終吉御装束次第〈恵雲院殿（近衛稙家）御筆〉 小１巻　〔函号〕１５－８２
無外題（御幸始ニ関スル消息二通、散状一通） １巻　〔函号〕１５－８３
仙洞歌合記〈寛永十六年十月五日、本源自性院殿（近衛信
尋）〉

小１巻　〔函号〕１５－８４

門跡并諸衆僧品々 １巻　〔函号〕１５－８５
鞠道故実 １巻　〔函号〕１５－８６
大御記（寛治六年正月、二月、三月） １巻　〔函号〕１５－８７
経俊卿記〈康元二年三月閏三月〉（自筆本） １巻　〔函号〕１５－８８
節会次将要〈明応三年尚嗣公筆〉 小１巻　〔函号〕１５－９０
行幸大将進退并弓箭事 小１巻　〔函号〕１５－９１
三席御会条々 小１巻　〔函号〕１５－９２
親王宣下御記〈寛永十九年十二月十五日〉妙有真空院殿（近
衛尚嗣）筆

小１巻　〔函号〕１５－９３

御湯殿之記〈（自正月一日至同十日）後光明院御母公壬生院
御筆〉

１巻　〔函号〕１５－９４

装束鈔〈後照念院摂政冬平公記（家凞公筆）〉 １巻　〔函号〕１５－９５
天徳四年歌合日記（鎌倉時代写本） １巻　〔函号〕１５－９６
三合御祈事〈寛正二年甘露寺親長卿筆〉 １巻　〔函号〕１５－９７
逍遙院内府記（文亀二年七月十二日） １巻　〔函号〕１５－９８
叙位聞書〈延文三年〉 １巻　〔函号〕１５－９９
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三藐院殿御記〈慶長十五年親王御元服事〉 １巻　〔函号〕１５－１００
門跡并諸衆僧品々（八五号ニ同シ） 小１巻　〔函号〕１５－１０１
雑記類（目録） 小１巻　〔函号〕１５－１０２
春日社遷宮記〈文永十二年、弘安元年〉（二条康道筆） 小１巻　〔函号〕１５－１０３
後愚昧記〈（貞治六年自筆本）〉 １巻　〔函号〕１５－１０４
知足院関白記（殿暦）　承徳二年 全２２冊の１　〔函号〕殿暦－１　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　康和元年、二年 全２２冊の２　〔函号〕殿暦－２　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　康和三年 全２２冊の３　〔函号〕殿暦－３　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　康和四年 全２２冊の４　〔函号〕殿暦－４　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　康和五年 全２２冊の５　〔函号〕殿暦－５　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　長治元年下 全２２冊の６　〔函号〕殿暦－６　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　長治二年 全２２冊の７　〔函号〕殿暦－７　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　嘉承元年 全２２冊の８　〔函号〕殿暦－８　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　嘉承二年 全２２冊の９　〔函号〕殿暦－９　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　天仁元年 全２２冊の１０　〔函号〕殿暦－１０　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　天仁二年 全２２冊の１１　〔函号〕殿暦－１１　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　天永元年 全２２冊の１２　〔函号〕殿暦－１２　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　天永二年 全２２冊の１３　〔函号〕殿暦－１３　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　天永三年 全２２冊の１４　〔函号〕殿暦－１４　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　永久元年 全２２冊の１５　〔函号〕殿暦－１５　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　永久二年 全２２冊の１６　〔函号〕殿暦－１６　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　永久三年 全２２冊の１７　〔函号〕殿暦－１７　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　永久四年 全２２冊の１８　〔函号〕殿暦－１８　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　永久五年 全２２冊の１９　〔函号〕殿暦－１９　藤原忠実
知足院関白記（殿暦）　元永元年下 全２２冊の２０　〔函号〕殿暦－２０　藤原忠実

知足院関白記（殿暦）　承徳二年、康和元年、同二年、同三年 全２２冊の２１　〔函号〕殿暦－余１　藤原忠実

知足院関白記（殿暦）　長治元年 全２２冊の２２　〔函号〕殿暦－余２　藤原忠実
応円満院基熈記　日記目録 １冊
応円満院基熈記　十一月二十六日付松平紀伊守書状 １通
応円満院基熈記　覚書　大臣影ノコト・仁和寺門跡ノコト １通
応円満院基熈記　出向人々覚書 １通
応円満院基熈記　日記目録並ニ新写目録 １冊
応円満院基熈記　寛文五年自七月至十一月 １軸
応円満院基熈記　延宝元年十一月　元服記 １冊
応円満院基熈記　延宝三年自正月至四月 １冊
応円満院基熈記　延宝三年閏四月・十月 １冊
応円満院基熈記　延宝三年十一月 １冊
応円満院基熈記　延宝三年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝四年正月・二月・十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年自三月至五月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年六月・七月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年自七月至十月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝五年閏十二月　去八日転任拝賀之事 １冊
応円満院基熈記　延宝五年閏十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝六年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　延宝六年自三月至六月 １冊
応円満院基熈記　延宝六年六月　凶事記 １冊
応円満院基熈記　延宝六年六月・七月 １冊
応円満院基熈記　延宝六年七月 １冊
応円満院基熈記　延宝六年八月 １冊
応円満院基熈記　延宝六年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝七年自正月至四月 １冊
応円満院基熈記　延宝七年自六月至八月 １冊
応円満院基熈記　延宝七年自九月至十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝八年自正月至五月 １冊
応円満院基熈記　延宝八年自五月至七月 １冊
応円満院基熈記　延宝八年七月・八月 １冊
応円満院基熈記　延宝八年閏自八月至十二月 １冊
応円満院基熈記　延宝九年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　延宝九年自五月至八月 １冊
応円満院基熈記　延宝九年九月・十月 １冊
応円満院基熈記　延宝九年五月・六月・九月　草稿 １冊
応円満院基熈記　延宝九年九月　草稿 １冊
応円満院基熈記　天和元年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　天和二年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　天和二年自四月至九月 １冊
応円満院基熈記　天和二年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　天和三年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　天和三年二月・三月 １冊
応円満院基熈記　天和三年四月・五月・六月・七月・八月・十
一月

１冊

応円満院基熈記　天和三年十二月 １冊
応円満院基熈記　天和四年正月・二月 １冊

近衛家記録十五
函文書（第十五
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応円満院基熈記　貞享元年自三月至六月 １冊
応円満院基熈記　貞享元年自七月至十二月 １冊
応円満院基熈記　貞享二年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　貞享二年二月・三月 １冊
応円満院基熈記　貞享二年自四月至七月　草稿 １冊
応円満院基熈記　貞享二年自四月至十月 １冊
応円満院基熈記　貞享二年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　貞享三年自正月至閏三月 １冊
応円満院基熈記　貞享三年自四月至八月 １冊
応円満院基熈記　貞享三年八月・九月 １冊
応円満院基熈記　貞享三年九月・十月 １冊
応円満院基熈記　貞享三年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　貞享四年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　貞享四年三月・四月 １冊
応円満院基熈記　貞享四年四月・五月 １冊
応円満院基熈記　貞享四年自六月至八月 １冊
応円満院基熈記　貞享四年自九月至十二月 １冊
応円満院基熈記　貞享四年十二月 １冊
応円満院基熈記　貞享五年自正月至六月 １冊
応円満院基熈記　貞享五年自七月至十一月 １冊
応円満院基熈記　元禄元年十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄二年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　元禄二年四月 １冊
応円満院基熈記　元禄二年自五月至十月 １冊
応円満院基熈記　元禄二年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年正月　十三日蒙関白詔 １冊
応円満院基熈記　元禄三年二月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年三月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年四月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年五月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年六月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年七月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年八月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年九月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年十月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年十一月 １冊
応円満院基熈記　元禄三年十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年正月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年二月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年三月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年四月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年五月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年六月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年七月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年八月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年閏八月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年九月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年十月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年十一月 １冊
応円満院基熈記　元禄四年十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年正月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年二月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年三月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年四月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年五月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年六月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年七月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年八月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年九月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年十月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年十一月 １冊
応円満院基熈記　元禄五年十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年正月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年二月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年三月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年四月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年五月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年六月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年七月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年八月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年九月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年十月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年十一月 １冊
応円満院基熈記　元禄六年十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄七年自正月至閏五月 １冊
応円満院基熈記　元禄七年自六月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄七年自十月至十二月 １冊
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応円満院基熈記　元禄八年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　元禄八年三月 １冊
応円満院基熈記　元禄八年四月・五月 １冊
応円満院基熈記　元禄八年六月・七月 １冊
応円満院基熈記　元禄八年八月・九月 １冊
応円満院基熈記　元禄八年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄九年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　元禄九年自三月至六月 １冊
応円満院基熈記　元禄九年自七月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄九年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十年自正月至四月 １冊
応円満院基熈記　元禄十年六月 １冊
応円満院基熈記　元禄十年自七月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄十年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十一年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　元禄十一年自四月至六月 １冊
応円満院基熈記　元禄十一年自七月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄十一年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十二年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　元禄十二年自四月至六月 １冊
応円満院基熈記　元禄十二年自七月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄十二年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十三年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　元禄十三年自四月至六月 １冊
応円満院基熈記　元禄十三年自七月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄十三年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十四年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　元禄十四年自四月至六月 １冊
応円満院基熈記　元禄十四年七月・九月・十月・十一月・十二
月

１冊

応円満院基熈記　元禄十五年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　元禄十五年自四月至六月 １冊
応円満院基熈記　元禄十五年自七月至九月 １冊
応円満院基熈記　元禄十五年八月・閏八月　凶事 １冊
応円満院基熈記　元禄十五年自十月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十六年正月・二月・三月・四月・五月・
七月

１冊

応円満院基熈記　元禄十六年自七月至十二月 １冊
応円満院基熈記　元禄十六年正月・二月・九月・十月・十一
月・十二月　別記

１冊

応円満院基熈記　元禄十七年自正月至七月 １冊
応円満院基熈記　元禄十七年正月・二月・三月・八月・十月・
十一月・十二月　別記

１冊

応円満院基熈記　宝永元年自八月至十二月 １冊
応円満院基熈記　宝永二年自正月至閏四月 １冊
応円満院基熈記　宝永二年五月・六月・八月・九月・十月・十
二月

１冊

応円満院基熈記　宝永二年自正月至三月　別記 １冊
応円満院基熈記　宝永三年正月・二月・三月・四月・七月・十
一月・十二月

１冊

応円満院基熈記　宝永四年自正月至五月 １冊
応円満院基熈記　宝永四年五月・七月・九月・十月・十二月 １冊
応円満院基熈記　宝永五年自正月至六月 １冊
応円満院基熈記　宝永五年自七月至十二月 １冊
応円満院基熈記　宝永六年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　宝永六年三月・四月 １冊
応円満院基熈記　宝永六年自五月至九月 １冊
応円満院基熈記　自宝永六年十月至宝永七年二月 １冊
応円満院基熈記　宝永七年四月 １冊
応円満院基熈記　宝永七年自五月至七月　東武日記 １冊
応円満院基熈記　宝永七年八月・閏八月 １冊
応円満院基熈記　宝永七年九月・十月 １冊
応円満院基熈記　宝永七年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　宝永八年正月・二月 １冊
応円満院基熈記　宝永八年自三月至六月 １冊
応円満院基熈記　正徳元年自七月至十一月 １冊
応円満院基熈記　正徳元年十二月 １冊
応円満院基熈記　正徳二年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　正徳二年自四月至十月 １冊
応円満院基熈記　正徳二年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　正徳三年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　正徳三年自四月至十二月 １冊
応円満院基熈記　正徳四年自正月至十二月 １冊
応円満院基熈記　正徳五年自正月至七月 １冊
応円満院基熈記　正徳五年自八月至十二月 １冊
応円満院基熈記　正徳六年自正月至六月 １冊
応円満院基熈記　享保元年自七月至十二月 １冊
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応円満院基熈記　享保二年自正月至三月 １冊
応円満院基熈記　享保二年自四月至十二月 １冊
応円満院基熈記　享保三年自正月至閏十月 １冊
応円満院基熈記　享保三年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　享保四年自正月至十月 １冊
応円満院基熈記　享保四年十一月・十二月 １冊
応円満院基熈記　享保五年自正月至六月 １冊
応円満院基熈記　享保五年自七月至十二月 １冊
応円満院基熈記　享保六年自正月至十二月 １冊
応円満院基熈記　享保七年自正月至八月 １冊
応円満院基熈雑記　函底記 １冊
応円満院基熈雑記　延宝七年　南京下向記 １冊
応円満院基熈雑記　宝永七年・宝永八年　道中記 １冊
応円満院基熈雑記　宝永七年　道中記 １冊
応円満院基熈雑記　正徳二年　道中記 １冊
応円満院基熈雑記　延宝八年　関東御下向雑事記 １点
応円満院基熈雑記　延宝八年　江戸御下向覚書 １冊
応円満院基熈雑記　延宝三年　官位案 １冊
応円満院基熈雑記　貞享二年自正月至三月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　貞享三年正月・九月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　貞享三年四月・五月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　貞享三年八月・九月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　貞享三年九月　後光明院三十三回
忌御八講

１冊

予楽院日記（家熈公記）　貞享四年正月　白馬節会 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄元年八月・九月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄二年正月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄三年自六月至十一月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄四年自閏八月至十月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄五年正月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄六年十一月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄七年正月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄九年十一月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄十六年自正月至八月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄十七年正月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　元禄十七年二月・三月 １冊
予楽院日記（家熈公記）　宝永四年四月　儲皇親王宣下之事 １冊
予楽院日記（家熈公記）　宝永五年正月 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　正徳三年　関東御道之記 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　小朝拝・元日節会 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　四方拝・御薬・歯固 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　白馬節会 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　厨事類記 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　草墪・胡瓶・胡床・柳箱 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　御抜書（元日節会） １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　御抜書 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　四方拝考 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　抜書 １冊
予楽院雑記（家熈公雑記）　踏歌 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　安永九年自正月至七月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　安永九年自八月至十二月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　安永十年自正月至六月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　天明五年自九月至十二月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　天明六年自正月至三月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　天明六年自四月至十二月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　天明七年自二月至七月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　天明七年自八月至十一月 １冊
後予楽院日記（経熈公記）　自天明八年十二月至天明九年正
月

１冊

証常楽院日記（基前公記）　寛政十年自正月至三月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　寛政十三年正月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　享和四年自正月至五月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　文化三年正月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　文化四年自正月至二月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　文化五年正月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　文化六年正月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　文化七年自正月至三月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　備忘　自文化八年正月至文政二
年正月

１冊

証常楽院日記（基前公記）　文化十年正月 １冊
証常楽院日記（基前公記）　自文化十一年四月至文化十四年
正月

１冊

証常楽院日記（基前公記）　文化十二年自三月至五月 １冊
忠熈公日記　抜書　享和二年正月 １通
忠熈公日記　文政三年自六月至十二月 １冊
忠熈公日記　文政四年自正月至四月 １冊
忠熈公日記　文政四年自五月至十月 １冊

近衞家記録近世
当主日記（忠熈
公記）

近衛家記録近世
当主日記（基熈
公記）

近衞家記録近世
当主日記（家熈
公記）

近衞家記録近世
当主日記（経熈
公記）

近衞家記録近世
当主日記（基前
公記）
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忠熈公日記　文政八年正月 １冊
忠熈公日記　文政九年正月 １冊
忠熈公日記　文政十年正月 １冊
忠熈公日記　文政十一年自正月至二月 １冊
忠熈公日記　文政十二年正月 １冊
忠熈公日記　天保三年正月 １冊
忠熈公日記　天保四年正月 １冊
忠熈公日記　天保四年自正月至七月 １冊
忠熈公日記　天保六年自四月至六月 １冊
忠熈公日記　天保七年正月 １冊
忠熈公日記　天保七年自二月至三月 １冊
忠熈公日記　天保七年自四月至六月 １冊
忠熈公日記　天保七年自七月至八月 １冊
忠熈公日記　天保七年自九月至十一月 １冊
忠熈公日記　天保八年正月 １冊
忠熈公日記　天保八年自三月至四月 １冊
忠熈公日記　天保八年自五月至六月 １冊
忠熈公日記　天保八年七月 １冊
忠熈公日記　天保八年八月 １冊
忠熈公日記　天保八年自後八月至九月 １冊
忠熈公日記　天保九年正月 １冊
忠熈公日記　天保九年自七月至八月 １冊
忠熈公日記　天保十一年自十一月至十二月 １冊
忠熈公日記　天保十二年自正月至八月 １冊
忠熈公日記　天保十二年自十月至十二月 １冊
忠熈公日記　天保十二年十二月 １冊
忠熈公日記　天保十三年正月 １冊
忠熈公日記　天保十三年自二月至六月 １冊
忠熈公日記　天保十五年自三月至九月 １冊
忠熈公日記　弘化二年自正月至九月 １冊
忠熈公日記　弘化三年正月 １冊
忠熈公日記　弘化三年自三月至閏五月 １冊
忠熈公日記　弘化三年自九月至十一月 １冊
忠熈公日記　弘化四年自三月至五月 １冊
忠熈公日記　弘化四年七月 １冊
忠熈公日記　弘化四年十一月 １冊
忠熈公日記　弘化五年正月 １冊
忠熈公日記　嘉永元年四月 １冊
忠熈公日記　嘉永六年正月 １冊
忠熈公日記　嘉永七年七月 １冊
忠熈公日記　嘉永七年自閏七月至八月 １冊
忠熈公日記　嘉永七年自十月至十一月 １冊
忠熈公日記　安政二年自正月至六月 １冊
忠熈公日記　安政三年正月 １冊
忠熈公日記　安政三年二月 １冊
忠熈公日記　安政三年三月 １冊
忠熈公日記　安政三年自四月至六月 １冊
忠熈公日記　安政三年自七月至八月 １冊
忠熈公日記　安政三年自十月至十二月 １冊
忠熈公日記　安政四年自正月至二月 １冊
忠熈公日記　安政四年自三月至後五月 １冊
忠熈公日記　安政四年自六月至七月 １冊
忠熈公日記　安政五年自七月至八月 １冊
忠熈公日記　万延二年自正月 １冊
忠熈公日記　慶応元年自十月至十二月 １冊
忠熈公日記　慶応四年自正月至五月 １冊
忠熈公日記　慶応四年自六月至九月 １冊
忠熈公日記　御下坂日記　慶応四年四月 １冊
忠熈公日記　心覚(仮日記)　明治二年自正月至二月 １冊
忠熈公日記　明治二年自七月至十二月 １冊
忠熈公日記　明治三年自正月至四月 １冊
忠熈公日記　別記　明治三年自正月至四月 １冊
忠熈公日記　自明治三年十二月至明治四年正月 １冊
忠熈公日記　心覚　明治六年自六月至八月 １冊
忠熈公日記　明治七年自正月至十二月 １冊
忠熈公日記　明治八年正月 １冊
忠熈公日記　明治八年自七月至九月 １冊
忠熈公日記　明治八年自九月至十二月 １冊
忠熈公日記　明治九年自正月至十月 １冊
忠熈公日記　明治十年七月 １冊
忠熈公日記　明治十一年正月 １冊
忠熈公日記　摂州有馬表御下向日記　明治二年自三月至四
月

１冊

忠熈公日記　有馬なまり（御下向日記）　明治二年自三月至
四月

１冊

忠熈公日記　亀御方例記　自正月至七月 １冊
忠房公日記　嘉永五年自正月至十二月 １冊

近衞家記録近世
当主日記（忠熈
公記）

近衞家記録近世
当主日記（忠房
公記）
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忠房公日記　嘉永六年自正月至十二月 １冊
忠房公日記　嘉永七年自正月至十二月 １冊
忠房公日記　安政二年自正月至十二月 １冊
忠房公日記　安政三年自正月至十二月 １冊
忠房公日記　安政四年自正月至六月 １冊
忠房公日記　安政四年自七月至十二月 １冊
忠房公日記　備忘　安政四年 １冊
忠房公日記　安政五年自正月至七月 １冊
忠房公日記　安政五年自八月至十一月 １冊

忠房公日記　関東逗留中日記　安政五年自十一月至十二月 １冊

忠房公日記　安政六年自正月至八月 １冊
忠房公日記　安政六年自八月至十一月 １冊
忠房公日記　安政七年自正月至九月 １冊
忠房公日記　万延元年自九月至十二月 １冊
忠房公日記　万延二年自正月至八月 １冊
忠房公日記　文久二年自正月至十二月 １冊
忠房公日記　文久三年自正月至三月 １冊
忠房公日記　元治二年二月 １冊
忠房公日記　慶応三年正月 １冊
忠房公日記　慶応三年十月 １冊
忠房公日記　慶応四年自正月至閏四月 １冊
年中行事絵巻（陽明文庫Ⅰ本） 〔函号〕一般文書目録　92679～92686
年中行事絵巻（陽明文庫Ⅱ本） 〔函号〕一般文書目録　47355～47367
近衛尚通消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　3079
近衛尚通消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　3080
沙弥道証書状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　3805
高陽院庁下文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　3806
宮田庄放火検見書 １点 〔函号〕 一般文書目録　3807
宮田庄放火検見書 １点 〔函号〕 一般文書目録　3808
宮田庄放火検見書 １点 〔函号〕 一般文書目録　3809
沙弥空智書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　3810
歌合巻第七表紙断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　13077
歌合巻第五表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　13078
宗祇書状 １巻 〔函号〕 一般文書目録　20394-20395
勅問 全２点の１ 〔函号〕 一般文書目録　21831-21832
勅問 全２点の２ 〔函号〕 一般文書目録　21831-21832
日記断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　22944
催馬楽断簡（老鼠） １点 〔函号〕 一般文書目録　23343
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　24553
古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　24554-24555
古写経断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　24556-24558
古写経断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　24559-24561
和漢朗詠集断簡、古今和歌集断簡、和漢朗詠集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　24562-24564
伊勢物語断簡、和歌集断簡、物語断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　24565-24567
古鈔（荀子）断簡、和歌短冊 ２点 〔函号〕 一般文書目録　24568-24569
宮田庄下三ケ村仏神田注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25554-1
宮田庄下三ケ村仏神田注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25554-2
宮田庄造宮所下知状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25555
正月二月行事条々 １点 〔函号〕 一般文書目録　25563
当知行不可有改動地等事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25564
法成寺執印・平等院長吏執行等知行所目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25565
宮田庄弘安本解断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25566
四条大納言家御奉書案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25567
宮田庄小御厩下司注文断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25568-1
宮田庄小御厩下司注文断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25568-2
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25569
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25570
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25571
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25572
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25573
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25574
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25575
宮田庄雑掌注進状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25576
宮田庄雑掌注進状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25577
宮田庄雑掌注進状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25578
宮田庄雑掌注進状案断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25579
法成寺・平等院両寺執印次第 １点 〔函号〕 一般文書目録　25587
富家殿内検帳 １点 〔函号〕 一般文書目録　25588
関白御渡領之事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25589
嘉禎三年御上表諸役交名 １点 〔函号〕 一般文書目録　25590
氏院参賀定文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25591
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25592
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25593
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25594
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25595
賭弓勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25596

近衞家記録近世
当主日記（忠房
公記）

陽明文庫一般文
書目録（第二書
陽明文庫一般文
書目録（第一書
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任大臣勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25598
叙位勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25599
叙位勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25600
儀式勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25601
行幸啓除目勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25602
弘安九年日記抜書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25603
礼部日記断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25604
建永元年御上表諸役交名 １点 〔函号〕 一般文書目録　25605
名目類纂断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25606
名目類纂断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25607
覚書、宮田庄安堵御教書案 ２点 〔函号〕 一般文書目録　25608-25609
儀式次第断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25610
宝蔵院明泉誓状案断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25611
大殿申下文断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25612
国司補任等断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25613
仏者制誡並前中書王座右銘 １点 〔函号〕 一般文書目録　25614
摂関御礼拝部類記表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　25615
記録断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25616
藤原有保申文断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25617
中右記表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　25618
上包紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　25619
宮田庄雑掌愁状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25621
宮田庄具書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25622
宮田庄一円山名持広領掌安堵御教書案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25623
永正十七年御下行分覚書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25624
鎌倉殿御下知状并陸奥入道返状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25625-1
鎌倉殿御下知状并陸奥入道返状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25625-2
小番定文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25626
小番定文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25627
小番定文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25628
北条泰時・北条時房連署下文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25629
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25630
宮田庄具書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25631
宮田庄宛行山名入道調心御教書案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25632
近衛殿御重書目録注進 １点 〔函号〕 一般文書目録　25633
越後守・遠江守連署御教書案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25634
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25635
宮田庄雑掌愁状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25636
宮田庄造大神宮役夫工米代銭請取案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25637
宮田庄雑掌光心書状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25638
宮田庄造宮所施行案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25639
徳有名算用相違条々 １点 〔函号〕 一般文書目録　25640
慶長十九年諸国受領名覚書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25641
造大神宮料丹波国催神部成行申文并具書綸旨案 全２点の１ 〔函号〕 一般文書目録　25642
造大神宮料丹波国催神部成行申文并具書綸旨案 全２点の２ 〔函号〕 一般文書目録　25642
前陸奥守氏清御教書請文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25643
宮田庄具書（文保二年観円起請文案等四通） １点 〔函号〕 一般文書目録　25644
宮田庄下司書状其他 １巻 〔函号〕 一般文書目録　25645
文正元年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25646
文正元年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25647
寛正二年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25648
寛正二年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25649
寛正二年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25650
寛正三年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25651
寛正四年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25652
寛正四年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25653
寛正四年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25654
寛正五年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25655
寛正五年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25656
寛正五年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25657
寛正六年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25658
寛正六年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25659
寛正六年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25660
長禄四年御憑事目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25661
御憑事目録断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25662
御憑事目録断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25663
宮田庄造宮所請文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25664
宮田庄光勝寺敷地寄進状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25665
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年十一月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25666
宮田庄造内宮料役夫工米代銭請取 １点 〔函号〕 一般文書目録　25667
宮田庄公文職安堵状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25668
名目類纂断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25669
宮田庄下三ケ村仏神田注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25670
古文書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　25671
猪御記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25672
猪御記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25673
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25674
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日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25675
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25676
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25677
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25678
日記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25679
諸記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25680-1
諸記目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　25680-2
朱印状写 １点 〔函号〕 一般文書目録　25682
豊臣秀吉朱印状写 １点 〔函号〕 一般文書目録　25683
朱印状写 １点 〔函号〕 一般文書目録　25684
朱印状写 １点 〔函号〕 一般文書目録　25685
就御隠居被仰定条々事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25686
小串次郎左衛門口入状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25687
庁禅門覚心口入状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25688
大山荘地頭中沢基員口入依頼状案等 １点 〔函号〕 一般文書目録　25689-1
大山荘地頭中沢基員口入依頼状案等 １点 〔函号〕 一般文書目録　25689-2
宝帳布所進御庄々注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25690
宮田庄上三ケ村仏神田注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25691-1
宮田庄上三ケ村仏神田注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25691-2
宮田庄上三ケ村仏神田注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25691-3
宮田庄造大神宮役夫工米催促状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25692
椙原庄御公用銭進納状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25693-1
近衛殿御領加州石川郡安江保代官職請文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25693-2
三郎左衛門某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25693-3
長隆奉書案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25694
近衛家御領内為御祈料所代々知行地注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25695
助三申状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25696
宇坂庄御服御年貢銭注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25697
永正十七年御下行分覚書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25698
晴秀・貞兼連署奉書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25699
関東御下知状案并公文観円起請文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25700
宮田庄下司職安堵状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25701
美濃守・近江守連署奉書案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25702
鎌倉殿御下知状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25703
屋敷売渡証文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25704
伊豆のせんし御内検帳事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25705
宮田庄雑掌訴状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25706
宮田庄造大神宮役夫工米代銭請取案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25707
桂殿御公事銭請取 ２点 〔函号〕 一般文書目録　25708-25709
桂殿御公事銭請取 ２点 〔函号〕 一般文書目録　25710-25711
桂殿御公事銭請取 ３点 〔函号〕 一般文書目録　25712-25714
年貢米勘定書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25715
山城国春日田菱川東庄代官改易之事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25716
御預望御領地並交名 １点 〔函号〕 一般文書目録　25717
拝賀直衣始事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25718
両寺修理用途支配 １点 〔函号〕 一般文書目録　25719
用途散状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25720
御装之料疋事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25721
官職覚書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25722
御塔供養出仕条々 全６点の１ 〔函号〕 一般文書目録　25723
御塔供養出仕条々 全６点の２ 〔函号〕 一般文書目録　25723
御塔供養出仕条々 全６点の３ 〔函号〕 一般文書目録　25723
御塔供養出仕条々 全６点の４ 〔函号〕 一般文書目録　25723
御塔供養出仕条々 全６点の５ 〔函号〕 一般文書目録　25723
御塔供養出仕条々 全６点の６ 〔函号〕 一般文書目録　25723
中沢直基初度陳状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25724
富家殿真木方御内検帳之事 １冊 〔函号〕 一般文書目録　25725
宮田庄大嘗会米所課之事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25726
近衛殿御領近江国甲賀郡信楽郷御代官職請文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25727
大山庄地頭中沢基員陳状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25728
御教書請文案并宮田庄代官注進状副状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25729
宮田庄雑掌訴状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25730
益田御庄領内嶋々庄以下住民等押領之由注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25731
宮田庄雑掌愁状并具書 １巻 〔函号〕 一般文書目録　25732
宮田庄大嘗会米所課之事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25733
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25734
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25735
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25736
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25737
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25738
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25739
山城国乙訓郡菱川庄文書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25740
春日社司延安以下連署言上書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25741
学侶衆議状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25742
大山庄地頭中沢基員陳状 １点 〔函号〕 一般文書目録　25743
宮田庄雑掌訴状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25744
留守所下文案・宮田庄造宮所状案 ２点 〔函号〕 一般文書目録　25745-25746

陽明文庫一般文
書目録（第一書
庫別置分）

閲覧室用 Page 18



宮田庄代官注進状案并副状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25747
宮田庄代官注進状案并副状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　25748
柿御園下郷御年貢注文 １点 〔函号〕 一般文書目録　25749-1
柿御園下郷御年貢散用状事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25749-2
雑事要録一（文明十年・十一年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25769
雑事要録二（文明十一年・十二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25770
雑事要録四（文明十三年・十四年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25771
雑事要録六（文明十五年・十六年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25772
雑事要録七（文明十六年・十七年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25773
雑事要録八（文明十七年・十八年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25774
雑事要録九（文明十八年・十九年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25775
雑事要録十（長享元年・二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25776
雑事要録十一（長享二年・三年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25777
雑事要録十二（延徳元年・二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25778
雑事要録十三（延徳二年・三年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25779
雑事要録十四（延徳三年・四年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25780
雑事要録十五（明応元年・二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25781
雑事要録十六（明応二年・三年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25782
雑事要録十八（明応四年・五年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25783
雑事要録十九（明応五年・六年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25784
雑事要録二十（明応六年・七年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25785
雑事要録二十一（明応七年・八年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25786
雑事要録二十二（明応八年・九年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25787
雑事要録二十三（明応九年・文亀元年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25788
雑事要録二十六（文亀三年・四年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25789
雑事要録二十七（永正元年・二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25790
雑事要録二十八（永正二年・三年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25791
所領書上 １点 〔函号〕 一般文書目録　無番号
雑々記（文明七年～十一年） 全２冊の１ 〔函号〕 一般文書目録　25792
雑々記（文明十年～十三年） 全２冊の２ 〔函号〕 一般文書目録　25792
雑々記（文亀元年・二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25793
雑々記（明応三年・四年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25794
雑々記 １冊 〔函号〕 一般文書目録　25795
雑々記（文亀元年・二年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25796
雑々記（大永三年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25797
雑々記（大永四年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25798
銭米部類記（文明十八年～明応九年） １冊 〔函号〕 一般文書目録　25799
公事銭請取書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25803
千枚餅の事 １点 〔函号〕 一般文書目録　25804
米覚書 １点 〔函号〕 一般文書目録　25806
岡屋殿・猪猥殿・深心院殿・故殿下関白宣下等之事 １点 〔函号〕 一般文書目録　30311
摂政牛車宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32648
関白准摂政宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32649
関白宣旨案 １点 〔函号〕 一般文書目録　32650
関白随身牛車宣旨案 １点 〔函号〕 一般文書目録　32651
関白牛車宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32652
関白前左大臣列右大臣上宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32653
関白牛車宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32654
摂政藤氏長者宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32655
摂政随身宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32656
関白転左大臣宣旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　32657
院宣添状 １点 〔函号〕 一般文書目録　32945
後光厳天皇宸翰御消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　32947
古詩（韓愈）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　33295
後柏原天皇宸翰御点和歌断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　33395
宮城図 １巻 〔函号〕 一般文書目録　33537
近衛政家消息案 １点 〔函号〕 一般文書目録　35218-1
近衛政家消息案 １点 〔函号〕 一般文書目録　35218-2
俊宣消息案 １点 〔函号〕 一般文書目録　35218-3
近衛政家消息案 １点 〔函号〕 一般文書目録　35219
俊宣消息案 １点 〔函号〕 一般文書目録　35220
某消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　35221
一条兼良消息 １巻 〔函号〕 一般文書目録　37191-1-2
一条兼良消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　37192
天皇御元服後宴部類記 １冊 〔函号〕 一般文書目録　41482
天皇御元服部類記　延慶度 １巻 〔函号〕 一般文書目録　41493
天皇御元服上寿作法抄 １巻 〔函号〕 一般文書目録　41503
日記（御堂関白記）表紙断簡・岡屋関白記（猪隈関白記安貞
二年十一月）断簡

２点 〔函号〕 一般文書目録　51882-1-2

禅定殿下政所下文案 １点 〔函号〕 一般文書目録　51883
御教書 １点 〔函号〕 一般文書目録　51884
平定家朝臣記表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　51885
日記断簡（猪隈関白記建保五年十二月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51886
人車記断簡・日記断簡（猪隈関白記安貞二年三月） ２点 〔函号〕 一般文書目録　51887-1-2
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年十一月）・（猪隈関白記安
貞二年十月）断簡

２点 〔函号〕 一般文書目録　51888-1-2

勧学院政所下文写（猪隈関白記安貞二年九月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51889

陽明文庫一般文
書目録（第一書
庫別置分）

閲覧室用 Page 19



文永三年除目大間書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51890
文永十一年行事次第（日記目録）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51891
御教書 １点 〔函号〕 一般文書目録　51893
宮田庄放火検見書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51894
後知足院関白記断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51895
女叙位吉書事 １点 〔函号〕 一般文書目録　51903
人車記断簡（嘉応元年八月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51905
古今和歌集注断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51906
名目類纂断簡・次第断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　51907-51908
賭弓勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51909
勅書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51910
人車記断簡（仁安二年十月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51911
賭弓勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51912
岡屋関白記（猪隈関白記嘉禎元年十月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51913
日記断簡（猪隈関白記安貞二年三月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51914
近衛政家筆書付 １点 〔函号〕 一般文書目録　51915
任大臣勘例 １点 〔函号〕 一般文書目録　51916
色紙形案 １点 〔函号〕 一般文書目録　51917
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年九月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51920
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年十一月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51921
日記断簡（猪隈関白記承元三年五月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51922
岡屋関白記（猪隈関白記嘉禎元年九月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51923
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年十二月）・（猪隈関白記安
貞二年九月）断簡

２点 〔函号〕 一般文書目録　51924-1-2

岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年八月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51925
日記断簡（猪隈関白記建保五年十二月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51926
仮名消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　51927
賭弓勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51928
人車記断簡（保元二年十一月十五日） １点 〔函号〕 一般文書目録　51929
伊勢内外宮御祈勘例断簡（人車記仁安二年三月紙背） １点 〔函号〕 一般文書目録　51930-1
伊勢内外宮御祈勘例断簡（人車記仁安二年三月紙背） １点 〔函号〕 一般文書目録　51930-2
日記断簡（猪隈関白記安貞二年三月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51931
仏書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51933
秋除目次第断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51934
除目交名断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51935
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　51936
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51937
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51938
除目勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51939
装束勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51940
装束勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51941
次第断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51942
蔵人補任並上表勘例断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51943
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年十二月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51944
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年九月十月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51945
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年三月）・（猪隈関白記安貞
二年十二月）・（猪隈関白記安貞二年十一月）断簡

３点 〔函号〕 一般文書目録　51946-51947-2

類聚雑例第七上表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　51948
類聚雑例第九上表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　51949
類聚雑例第九中表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　51950
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年十一月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51951
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年八月九月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51952
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年三月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51953
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年九月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51954
岡屋関白記（猪隈関白記安貞二年九月）断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51955
類聚雑例第九下表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　51956
議定始勘例 １点 〔函号〕 一般文書目録　51957
人車記断簡・日記断簡（猪隈関白記建保五年十二月） ２点 〔函号〕 一般文書目録　51958-1-2
人車記断簡（嘉応元年七月八月） １点 〔函号〕 一般文書目録　51959
摂関代々補任書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　51960
人車記断簡（嘉応元年七月二十六日） １点 〔函号〕 一般文書目録　51961
勘文 １点 〔函号〕 一般文書目録　51963
後知足院殿聞書 １点 〔函号〕 一般文書目録　51964
太政官符 １点 〔函号〕 一般文書目録　53918
康和元年庁宣 １点 〔函号〕 一般文書目録　53919
御墓山不可伐取并殺生禁断之長者宣 １点 〔函号〕 一般文書目録　53920
天永二年使庁下文 １点 〔函号〕 一般文書目録　53921
栄山寺公験目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　53922
平治元年庁宣 １点 〔函号〕 一般文書目録　53925
元中元年綸旨添状 １点 〔函号〕 一般文書目録　53926
興福寺衆徒群議状案文 １点 〔函号〕 一般文書目録　53927
栄山寺法度条々 １点 〔函号〕 一般文書目録　53928
往来（猪隈関白記建保五年九月・安貞二年二月・貞永元年四
月五月）

１巻 〔函号〕 一般文書目録　90619

古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91827
古写経断簡・仏書断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91828-91829
古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91830-91831
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和歌色紙・古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91832-91833
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91834
歌集断簡・藤原家隆卿和歌色紙 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91835-91836
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91837
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91838
和歌 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91839-91840
和漢朗詠集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91841
伊勢物語断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91843
和歌集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91844
和歌集断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91845-91846
和歌色紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　91848
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91850
和漢朗詠集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91851
連歌集断簡・般若波羅蜜夛経巻第四百廿五断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91852-91853
和歌集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91854
物語断簡・在原行平和歌色紙 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91855-91856
古今和歌集巻第一断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91857
古今和歌集註断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91858
部類和歌集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91859
和歌集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91860
家集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91861
儀式次第断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91862
経文断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91863
御堂関白記表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　91864
朗詠詩句 １点 〔函号〕 一般文書目録　91865
名目類纂断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91866
和漢朗詠集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91867
往来物断簡・弘安三年具注暦断片 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91868-91869
仏書断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91870
古今和歌集断簡・某書状断簡・古写経断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　91871-91873
藤木敦直書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91874
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91875
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91876
和歌 １点 〔函号〕 一般文書目録　91877
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91878
当座和歌断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91879
大法師堯瑜奥書 １点 〔函号〕 一般文書目録　91880
類聚歌合断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91881
中右記表紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　91882
類聚雑例表紙見返 １点 〔函号〕 一般文書目録　91883
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91884
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91885
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91886
古写経断簡・周防内侍和歌・古写経断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　91887-91889
和漢朗詠集断簡・古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91890-91891
古写経断簡写・古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91892-91893
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91894
後知足院関白記断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91895
古写経断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　91896-91898
和漢朗詠集断簡・古写経断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　91900-91902
古写経断簡・類聚雑例巻第八表紙断簡 ３点 〔函号〕 一般文書目録　91903-91905
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91906
古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91907-91908
和歌・仏書断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91909-91910
詠歌大概断簡・古写経断簡 ２点 〔函号〕 一般文書目録　91911-91912
藤原師実家集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91913
類聚歌合目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　91917
類聚歌合目録 １点 〔函号〕 一般文書目録　91918
円暹申状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91919
慈鎮和尚消息断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91920
仮名消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91921
広橋資光消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91922
左京権大夫某消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91923
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91924
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91925
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91926
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91927
仮名消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91928
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91929
心経 １点 〔函号〕 一般文書目録　91930
意見封事断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91931
三条実継消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91932
叙位交名 １点 〔函号〕 一般文書目録　91933
慈伝消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91934
縫殿寮申新嘗祭御沓功被任例注進状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91935
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91936
姉小路基綱消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91937
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講式断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91938
範信消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91939
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91941
某書状案 １点 〔函号〕 一般文書目録　91942
仮名消息断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91943
和漢朗詠集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91944
和漢朗詠集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91945
仮名消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91946
徃来物断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91947
定顕請文 １点 〔函号〕 一般文書目録　91948
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91949
法印某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91950
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91951
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91952
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91953
嘉陽門院令旨 １点 〔函号〕 一般文書目録　91954
後鳥羽院院宣 １点 〔函号〕 一般文書目録　91955
九条忠家意見書草案断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91956
某消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91957
皇后宮大夫（藤原実定）消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91959
仮名消息断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91960
尊方書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91961
九条忠家奏状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91966
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91967
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91968
和歌落書 １点 〔函号〕 一般文書目録　91969
釈藺仲和歌懐紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　91970
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91971
飛鳥井雅俊消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91972
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91973
今出川実富書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91974
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91976
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91977
藤木敦直書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91978
飛鳥井雅俊消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91979
懐孝書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91980
一条兼良消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91981
葉室光忠消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91984
広橋兼郷消息断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91985
季□書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91986
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91987
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91988
名所歌集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91989
名所歌集断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　91990
一条冬良消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91991
成行書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91992
広橋資光消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91993
今出川実富消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91994
八条院御消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　91995
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91997
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91998
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　91999
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92000
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92001
木工頭源兼定詩懐紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　92002
三条実継消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92003
姉小路基綱消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92004
保藤書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92005
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92006
飛鳥井雅親消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92007
鞠道伝授誓状草案 １点 〔函号〕 一般文書目録　92008
三条実継消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92009
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92010
葉室光忠消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92011
神事諸役事 １点 〔函号〕 一般文書目録　92012
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92013
仙洞御会和歌断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92014
議定始勘例 １点 〔函号〕 一般文書目録　92015
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92017
綸旨案 １点 〔函号〕 一般文書目録　92018
某書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92019
権大納言某消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92020
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92021
某書状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92022
尋専書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92023
陳状案断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92024
某書状案断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92025
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前内大臣某消息 １点 〔函号〕 一般文書目録　92026
広橋兼郷消息断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92027
たたひろ訴状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92028
興道書状 １点 〔函号〕 一般文書目録　92029
古写経断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92030
仮名消息断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92031
人麿講式断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92032
人麿講式断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92033
桑門空証和歌懐紙 １点 〔函号〕 一般文書目録　92034
賀茂重保訴状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92035
建築用材注進状断簡 １点 〔函号〕 一般文書目録　92037-92039
具注暦断簡（猪隈関白記承久元年七月） １点 〔函号〕 一般文書目録　93619
具注暦断簡（治安元年九月十月） １点 〔函号〕 一般文書目録　93620
具注暦断簡（猪隈関白記貞永元年六月） １点 〔函号〕 一般文書目録　93621
具注暦断簡（深心院関白記弘長元年十月） １点 〔函号〕 一般文書目録　93622
琴歌譜 １巻 〔函号〕 佳品目録　典籍
古謡集 １巻 〔函号〕 佳品目録　典籍
五絃琴譜 １巻 〔函号〕 佳品目録　典籍
神楽和琴秘譜 １巻 〔函号〕 佳品目録　典籍
舞絵（信西古楽図） １巻 〔函号〕 佳品目録　絵画
大手鑑　上帖　表 ２帖の１  〔函号〕佳品目録　書蹟
大手鑑　上帖　裏 ２帖の１  〔函号〕佳品目録　書蹟
大手鑑　下帖　表 ２帖の２  〔函号〕佳品目録　書蹟
大手鑑　下帖　裏 ２帖の２  〔函号〕佳品目録　書蹟
歌合　十巻本　歌合総目録 全６巻の１ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　十巻本　歌合第五 全６巻の２ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　十巻本　女院歌合 全６巻の３ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　十巻本　歌合第六 全６巻の４ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　十巻本　歌合第七 全６巻の５ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　十巻本　論春秋歌合 全６巻の６ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第二 全１７巻の１ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第三 全１７巻の２ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第四 全１７巻の３ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第五 全１７巻の４ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第七 全１７巻の５ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第八 全１７巻の６ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第九 全１７巻の７ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十 全１７巻の８ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十一 全１７巻の９ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十二 全１７巻の１０ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十三 全１７巻の１１ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十四 全１７巻の１２ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十五 全１７巻の１３ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十六 全１７巻の１４ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十七 全１７巻の１５ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第十八 全１７巻の１６ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(甲)　古今并類聚歌合　類聚歌合巻第廿 全１７巻の１７ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(乙)　別置分　幅仕立斎院歌合 １幅 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(乙)　別置分　因幡権守家歌合 １点 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(乙)　別置分　雑目録反古 全２点の１ 〔函号〕 佳品目録　典籍
歌合　廿巻本(乙)　別置分　雑目録反古 全２点の２ 〔函号〕 佳品目録　典籍
倭漢抄 下巻　巻上 全２巻の１　〔函号〕佳品目録　書蹟
倭漢抄 下巻　巻下 全２巻の２　〔函号〕佳品目録　書蹟
魚魯抄 全１９冊の１ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-1
魚魯抄　巻第一 全１９冊の１ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-1
魚魯抄　巻第二 全１９冊の２ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-2
魚魯抄　巻第三 全１９冊の３ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-3
魚魯抄　巻第四 全１９冊の４ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-4
魚魯抄　巻第五 全１９冊の５ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-5
魚魯抄　巻第六 全１９冊の６ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-6
魚魯抄　巻第七 全１９冊の７ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-7
魚魯抄　巻第八 全１９冊の８ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-8
魚魯抄　巻第九 全１９冊の９ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-9
魚魯抄　巻第十 全１９冊の１０ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-10
魚魯抄　巻第十一 全１９冊の１１ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-11
魚魯抄　巻第十二 全１９冊の１２ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-12
魚魯抄　巻第十三 全１９冊の１３ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-13
魚魯抄　巻第十四 全１９冊の１４ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-14
魚魯抄　巻第十五 全１９冊の１５ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-15
魚魯抄　巻第十六 全１９冊の１６ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-16
魚魯抄　巻第十七 全１９冊の１７ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-17
魚魯抄　巻第十八 全１９冊の１８ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-18
魚魯抄　巻第十九 全１９冊の１９ 〔函号〕 典籍目録（甲） 121-19
某旅日記 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ　3
某旅日記　鎌倉 １点 〔函号〕 革文庫Ⅰ　3
尚嗣公日記 １点 〔函号〕 革文庫Ⅰ 14
信尋公日記 １点 〔函号〕 革文庫Ⅰ 15
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尚嗣公日記 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅰ 24
摂関系図 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅰ 3692
近衛家御領庄園目録 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 4530
月講式 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 23178
西園寺家車図 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 24291
納言大将車絵様鞆絵 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 24292
車絵 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 24293
宮田庄造大神宮役夫公米代銭請取 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 25620
裁判至要鈔 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 25755
経歴羽林並衛府官例 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 25809
猪熊関白記断簡 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 51896～51902
長谷寺縁起文 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 54603
関白前右大臣家政所下文案（文永十年三月　日）、寺田無禅
添状（九月五日）、喝石添状（貞享四年季秋日）

１巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 55155～55157

自高麗書札並自本朝返翰案 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 56917
詩歌御会写 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 57756
長恨歌伝 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 59013
後三条院女四宮侍所歌合 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 76702
禁中御会記 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅰ 77559
玄旨二十首和歌 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 78380
住吉物語絵詞断簡 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 92677
元和八年具注暦 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅰ 93623
鳳笛譜 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 94416
神楽譜残巻 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 94417
郢曲 １帖 〔函号〕 革文庫Ⅰ 94418
新撰笙笛譜 全２巻の１ 〔函号〕 革文庫Ⅰ 94487
新撰笙笛譜 全２巻の２ 〔函号〕 革文庫Ⅰ 94487
楽目録 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 94514
般若経巻第九 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 無番号
追善歌 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅰ 無番号
道長以下補任書 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅰ 無番号
宇県初参次第 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 70
后宮御産当日次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 71
中宮御産三夜次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 72
踏歌節会次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 73
白馬節会雨儀勘例 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 74
白馬節会次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 75
踏歌節会後京極摂政次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 76
白馬節会次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 77
踏歌節会記 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 78
拝賀着陣任大臣節会小除目次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 79
朝覲敷袙次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 80
無外題　〔公事〕 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 241-3
除目次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 11849
除目　（残巻） １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 11850
除目次第　（残巻） １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 11851
京官除目次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 11855
京官除目次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 11856
除目次第　初中竟 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 11864
改元定次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 21829
猪隈関白記改元部類抄録 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 33248
改元部類記 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 33249
猪熊関白記改元記抄録 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 33250
槐林記改元記抄録 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 33251
実夏公記改建武為暦応 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 33252
改元部類記玉海 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅱ 33253
定家御斎会竟宴記 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅱ 無番号
天皇御元服後宴部類記 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41482
天皇御元服部類 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41484
天皇元服記　（坊槐記） １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41486
天子冠儀式 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41488
御元服後宴記 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41490
信輔卿記　（天皇御元服記） １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41491
親王御元服次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41492
天皇御元服部類記 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41493
主上御元服定部類 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41494
天皇御元服式 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41496
親王御元服次第　（残巻） １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41501
天皇御元服并皇太子御元服式 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41502
天皇御元服上寿作法抄 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 41503
女御入内次第 １帖 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42128
入内次第　（残巻） １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42129
辛酉革命改元定次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42360
康暦三年辛酉革命外記勘例 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42363～42364
辛酉革命勘文永徳元年度 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42365
改元記改天文為弘治難陳 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42373
改元難陳申詞改天文為弘治 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42374

陽明文庫革文庫

閲覧室用 Page 24



文禄改元難陳 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42376
慶長之度申詞 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42378
改元申詞 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42384
改元難陳申詞 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42385
寛永改元難陳 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 42386
革勘類 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 43337
革勘類 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 43338
御前初度吉書奏十一十二両月例 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 43566
尻付抄自康平至承保年々抄出 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 43879
康平四年春除目大間尻付抄 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 43880
不堪田奏次第 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 46523
次第書断簡 １巻 〔函号〕 革文庫Ⅲ 46524
禁裡最勝講問答記 １冊 〔函号〕 革文庫Ⅲ 56471
延喜天暦御記抄 １巻 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-1
経俊卿記 １巻 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-2
永昌記 全２冊の１ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-3-1
永昌記 全２冊の２ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-3-2
三長記 全７冊の１ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-1
三長記 全７冊の２ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-2
三長記 全７冊の３ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-3
三長記 全７冊の４ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-4
三長記 全７冊の５ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-5
三長記 全７冊の６ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-6
三長記 全７冊の７ 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-4-7
平戸記 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-5
一品仲光卿記 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-6
薩戒記抄出 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-7
十輪院内大臣記 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-8
資定卿記 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-9
後浄土寺摂政記 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-10
新写日記 １冊 〔函号〕 貴重日記函Ⅰ-A3-1-11
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