
大場資料目録―Ⅴ 歴史時代編―

以下は大場磐雄資料のうち、歴史時代に関連する資料の目次と一覧表である。

目次に示した太文字の数字「Ⅴ」は歴史時代関連の資料であることを示し、それ以下の

数字と名称は保管ケースのナンバーと内容とを表す。また、太文字のケースナンバー以下

に列挙した名称は、各ケースに納められた分類袋の番号とタイトルを示す。

一覧表を参照して頂ければ瞭然であるが、分類袋のタイトルは必ずしもその内容全てを

表現したものではなく、一覧表中の記載についても資料そのものに記された文句を尊重し

ており、統一した基準を設けて編集したものではないことを諒とされたい。

注記の判読が困難であった文字については「＊」で表示しており、都道府県の欄は地名・

国名・地域名が明らかなものについてのみ明記した。

一覧表中の種別は内容的に重複する部分もあるが、以下の58項目に細分した。

建築物としては、神社・寺院・廟・学校・家屋・塔の６種を掲げた。また、城郭は古代

のものを城栅とし、それ以外のものは城館（チャシを含む）とした。これらに付属する庭

園は別項目としている。塔に類するものは、ほかに瓦塔・鉄塔・塔婆を設けたが、石塔は

灯篭などと同様に石造物として一括した。一方、石造物の範疇にも収まる石碑・板碑は、

個別の扱いをしている。これに関係する項目としては、金石文を設けた。また、梵鐘も単

一の項目とした。

古社寺の宝物・所蔵品にしばしば見られる資料には武器・武具・馬具・文具・制札・棟

札がある。また、寺院関係のものとしては仏具・鎮壇具の項目を付している。経巻・文書・

絵画・地図のうち、地図は絵図面と、最近の地図との双方を含む。経典関係は、先に挙げ

た紙本経のほか、瓦経・経石がある。これに関係する経塚・経筒の項目は別に立てた。仏

像・神像・肖像には、木像のほか画像も含まれる。絵画としたものは仏画以外の画像であ

る。なお、大きく見れば仏像に含まれるものの、曼陀羅・懸仏（懸仏式の神像を含む）は

相当数にのぼるため、単独の項目として挙げた。

一般に考古学が取り扱うものとしては、遺跡・鏡・瓦・土器（土師器・須恵器・陶器を

含む）・磁器・蔵骨器・木簡・印章・銭・鉄製品・石製品・青銅製品・土製品・木製品・貝

製品・獣骨・植物遺存体がある。

また、特殊なものとしては神事があり、加えてその他の項目を設けた。

これらの分類項目は検索の便を考慮して掲げたものであるが、あくまで便宜的なもので

あり、本編の後半の整理が完了した時点で、改めて設定し直す可能性がある。

（山添奈苗）

Ⅴ－ 鑑鏡

１．三河国鳳来寺蔵 古鏡 二十八面 手拓

２．和鏡各種

３．方形和鏡各種

－ －8



４．静岡県 清水市中村新太郎氏蔵 八稜鏡

５．長野県内出土 鏡

木曽方面四面 長野市二面 小県郡岩清水 戸倉野付近三面（写真）・一面

６．蓬莱山鏡

７．山形県光丘文庫蔵 古鏡 十一面 手拓

８．和鏡各種

９．瑞花双鳳八稜鏡各種

10．五花鏡各種

11．福井県気比石井左近氏蔵 古鏡

12．小栗鉄次郎氏贈 和鏡 三面（拓本）

13．柄鏡各種

14．山川七左衛門蔵 和鏡（田沢金吾拓）

15．瑞花双鳳八稜鏡（重文） 伊勢朝熊山金剛證寺蔵

16．古鏡各種（雑）

17．湖湘鏡

18．支那・朝鮮鏡

19．唐式鏡

20．隋鏡・葡萄鏡

21．和鏡 雑

22．和鏡

Ⅴ－ 古鐘

１．千葉県館山市出野尾小網寺 梵鐘 拓本７枚・写真10枚

森谷ひろみ氏贈 Ｓ38.11

２．熱海市保善院 梵鐘

３．福井県敦賀市常宮神社 朝鮮鐘 拓影 Ｓ42.８.15

４．市川市八幡町葛飾八幡宮 鐘

５．長野県下諏訪町慈雲寺 鐘

６．立川市普済寺 鐘

７．愛媛県松山市大山寺町 大山寺鐘

同市大林寺 鐘

８．福島県石城郡小名浜町浄光院 鐘

同県棚見町新町蓮家堂 鐘

９．高幡不動堂 鐘

高尾山薬王院 鐘

10．熱海市泉保善院 梵鐘 拓本 Ｓ42.12.21

11．福岡市社家町櫛田神社 鐘

12．三重伊賀上野市正崇寺 鐘
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13．群馬県館林市応聲寺 鐘

14．東京都世田谷区奥沢九品仏 鐘

石神井三宝寺 鐘

15．東京都目黒中目黒祐天寺 鐘

港区芝天徳寺 鐘

16．和歌山県高野山金剛三昧院 鐘（拓本・ゑはがき）

谷上大日堂 鐘（ゑはがき）

小田原谷 鐘（同上）

六時 鐘（同上）

17．栃木県足利市鶏足寺 鐘

18．梵鐘

19．京都府宇治平等院 鐘

20．尾張大御堂寺 古鐘拓影

21．朝鮮鐘

22．古鐘 雑

Ⅴ－ 仏具

１．応永廿七年銘 鰐口拓本

２．鉦鼓（立川市 村木氏蔵） 永正元年銘

３．金銅製骨蔵器 新潟県小千谷 徳治三年

４．鰐口（字）１枚 奈良長谷寺 建久三年（金石文）

５．会津 鉄鉢 ①恵日寺 ②心清水八幡宮 『古代文化』12－２

６．会津 二瓶氏恵贈 鉄鉢・＊広・＊＊蔵

７．経巻類

８．笈

９．錫杖

10．仏器（六器・花瓶・鉢・水瓶）

11．仏具（什器類・卓・燈台）

12．鎮壇具

13．

14．舎利筒・壺・塔

15．雲版

16．金剛版

17．幡

18．経筥・戒体筥

19．鈷鈴・

20．鰐口（神社関係以外のもの）

21．如意
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22．華鬘

23．巡礼札

24．仏寺楼門

25．仏寺 本堂

26．仏寺 客殿・書院・庫裡

27．仏寺 御影堂 祖師堂

28．仏寺 本堂各地

29．仏寺 納骨堂・廟所

30．仏具雑

Ⅴ－ 宝物（武具・武器）

１．武器（各種）

２．猿投神社蔵 刀剣箱 Ｓ40.７

３．武器（毛抜形太刀）

４．宝物（岐阜 白山社）斧・手鉾

５．甲 （愛媛 大山祇神社）

６．武器（飾太刀・兵庫鎖太刀）

７．武器（各種太刀・刀）

８．甲 （東京 御嶽神社）

９．武具（武州御嶽山 馬具）

10．甲 （各神社）

11．甲 （愛知 熱田神宮）

12．甲 （奈良 石上 色々縅）

13．甲 （三重 鵜森神社）

14．武具（馬具各種）

15．武具（鹿島神宮馬具）

16．雑

17．その他

Ⅴ－ 宝物（懸仏）

１．各社 御正体

２．懸佛（長野・麻績・神明宮）

３．懸佛（長野・社・神明宮）

４．懸佛（各地）

５．懸佛（各地）

６．懸佛（岐阜那比神社）

－ －11



７．懸佛（都々古別神社）

８．懸佛（扇面形御正体）

９．雑

Ⅴ－ 宝物（仏具類）

１．仏具

２．ドラ 人類学教室蔵（箱根山） 徳治二年七月

３．鰐口 岐阜 那比新社 文永五年

４．鰐口 伊豆国柱命神社 文永十年八月

５．鐘（朝鮮鐘）

６．仏具（鰐口）

７．鐘（梵鐘・その他）

８．仏具（鏡・五鈷・鈷鈴類）

９．仏教関係（写経）

10．仏具（錫杖）

11．仏具（雑）

12．仏具（花瓶・水瓶）

13．仏具（華曼）

14．仏具（雲板）

15．雲板 福岡大宰府神社 文治三年

16．仏具 雑

17．神社 古鐘

Ⅴ－ 神護石・城跡

１．多賀城について

２．神護石 石城山その他

３．神篭石（佐賀県武雄市橘字小野原―うつぼ山）

４．佐賀県武雄市うつぼ山神篭石 Ｓ38.７調査 森貞次郎氏贈

５．高良山 神篭石

６．出羽栅址（城輪栅） 山形県飽海郡本楯村

７．秋田市秋田城出土遺物 Ｓ43.８.27

８．城

９．払田栅址 秋田県仙北郡高梨村

10．多賀城址

11．チャシ 北海道

12．雑
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Ⅴ－ 国府・国分寺・宮跡

１．下総国分・国府関係 ①須和田墨書土師器 ②同上ニ面硯 ③曽谷竪穴石帯

２．平城宮址 大和文化研究七巻九号（平城宮特集号）

３．大和国 平城宮址

４．難波宮址・藤原宮 宮址

５．斎宮寮 ・離宮院

６． ・石帯出土地

７．出雲国庁跡

８．大宰府関係

９．山辺郡印（丸子亘氏恵与）

10．諸国印・官印 古印（政治遺跡関係）

11．武蔵・相模・国府跡

12．條里制

13．相模国国府祭・国府祭

14．宮址 雑

15．国府・国分寺

16．武蔵国府

Ⅴ－ 住居跡（歴史）

１．住居復原（奈良時代）

２．山梨県日下部遺跡 山梨市八日市場・七日子遺跡

３．歴史時代集落 （1）平出遺跡 （2）江曽原遺跡 （3）正倉院古図

４．欠番

５．荒家 秋田県比内関係資料

６．古代埋没家屋 秋田県北秋田郡鷹巣町胡桃館 Ｓ43.８.25

７．秋田県雄勝郡羽後町 土館（推定雄勝城址）・豊島昴氏報（Ｓ37.７）

８．多摩ニュータウン264号遺跡（多摩ニュータウン遺跡調査報告Ⅱ所載）

平安―鎌倉

９．伊東・韮山 竪穴（歴史）

10．難波宮址 竪穴 Ｓ36.８.18

11．倉庫址（平出）

12．歴史時代竪穴 水戸市東町県営綜合グランド敷地 南安曇郡稲核住居址

13．歴史時代竪穴 平出遺跡

14．東村山市南秋津遺跡 第二号住居跡（土師）・第三号住居跡（土師）

Ｓ40.11調査
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15．東村山市秋津四丁目下沢遺跡 Ｓ40.11調査

16．竪穴 長野県下伊那郡市田村北林（北市場） Ｓ26.３発見

17．武蔵国府国分寺付近発見住居跡

18．鶴川遺跡 土師 竪穴住居址

Ⅴ－ 史蹟各種

１．平出 全景・泉 Ｓ43.５森氏贈

２．地下式坑 御茶ノ水その他

３．柚井発見遺物 土器・木器・古鏡・古銭・その他

４．播磨 石宝殿

５．史蹟

６．庄園跡

７．安中町大字簗瀬 首塚 歴史時代 Ｓ30.９.30

８．鋳銭所址 長門国・周防国

９．福島市 信夫山

10．下高井郡平穏村上 志固柱址 Ｓ28.４.12調査

11．松本市中山 牧監庁遺跡 Ｓ39.８

12．元 防塁

Ⅴ－ 神像（垂迹・その他）

１．神像（懸佛式）

２．神像（御正躰）

３．神像（垂迹像）

４．熊野速玉大社御正体（懸佛）

５．那智山発掘 御正躰及懸佛

６．神儀 東京高幡不動堂 暦応３年３月 五部権現神儀

７．神像（雑）

８．神像（鏡式御正躰）

９．熱海市阿治古神社蔵 御正躰

10．肖像的神像

11．神像（写四、拓一）神奈川鶴ヶ岡八幡宮 文永三年九月二十九日

12．伊豆山権現神躰 刻銘拓本

13．伊豆山権現立像

14．神像（僧形八幡像）

15．弁財天像（裸像）

16．神像（長門赤間宮 安徳天皇像）
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Ⅴ－ 神像（古神像）

１．古神像（天津神社）

２．熊野速玉大社御神像

３．那智大社蔵 女神像（５枚） Ｓ43.８調査

４．平安前期の神像 ①松尾 ②東寺 ③熊野速玉

５．古神像（平安・藤原）

６．古神像（各種） 鎌倉時代・室町時代

７．富山県下新川郡朝日町大平十二社・鹿島神社神像 Ｓ42.４.20

８．伊東市本宮村

９．古神像（岐阜下呂八幡神社）

10．古神像（近江建部神社）鎌倉

11．古神像（大山祇神社）室町

12．神像

Ⅴ－ 神像（本地仏・懸佛・曼荼羅）

１．真清田神社々頭曼荼羅図 二組 四枚

２．那智マンダラ図 熊野曼荼羅

３．箱根曼荼羅 箱根御正躰

４．神像（絵画）曼荼羅式

５．懸鏡（二）

６．懸鏡（一）

７．神像（絵画式）

８．本地佛像

９．本地佛 福島県都々古別神社 天福二年七月十九日

10．本地佛（写真）1枚 箱根神社 永仁二年

11．懸佛（千葉・観福寺） 弘安五年・延暦二年

Ⅴ－ 古印・古硯

１．千葉県八日市場 大木氏蔵 古印 Ｓ47.11末一見

２．古印（大和古印）

３．印 糸印等

４．獣脚・古硯

５．古印
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Ⅴ－ 頂相・経文・曼荼羅

１．図版集

Ⅴ－ 戯画・落書（古代・中世）

１．名古屋市南区見晴町 土師器

２．古代戯画（土師器類）

３．古代戯画（布施発見土師器） 『国学院雑誌』57巻７号

４．唐招提寺戯画

５．古代戯画（古瓦）

６．飛驒国吉城郡国府村上広瀬 光寿庵寺院発見絵瓦（諏訪神社蔵）

奈良時代の古瓦に箆書の人物あり

７．佐賀市発見 戯画付土師器

８．浮世落書

９．戯画

Ⅴ－ 懸仏・仏画・荘厳

１．曼荼羅

２．懸仏

３．御正躰

４．仏像（各種）画像

５．仏画

６．板仏類

７．須弥檀

８．仏寺内棟飾付状況

９．厨子

10．文様各種（仏画・仏具）

Ⅴ－ 仏像

１．蔵王権現

２．天蓋・光背

３．伯耆国国分寺七仏像（Ｓ40.８山陰旅行の際 小倉氏より）

４． 仏・塑像仏

５．会津 願成寺 福聚寺

－ －16



６．石仏

７．みちのくの秘宝 中尊寺展 製作 大塚巧藝社

８．NARA Nara Municipal Office

９．日本の古美術 近畿日本ツーリスト

10．金堂壁画再現記念 法隆寺展 便利堂

11．大和 大安寺

12．多田寺仏像

13．豊後 高田

14．臼杵市深田石仏

15．箱根石造美術 Ｓ41.９ 学生より

16．各地仏像

17．公告・見本

18．大分県大分市元町 石仏

Ⅴ－ 仏像

１．釈迦如来像

２．薬師如来像 附十二神将

３．大黒天像

４．弥勒菩薩像

５．観世音菩薩像

６．延命寺（二）地蔵尊拓本 Ｓ39.10.１

７．四天王像

８．不動明王像

９．吉祥天女像

10．大日如来像

11．阿弥陀如来像

12．信州 長福寺夢殿

13．法隆寺関係

仏像（三尊脇侍・阿弥陀如来）・壁画（阿弥陀）・如意輪観音（中尊寺）・天寿国曼

荼羅繡帳

14．仏像各種

15．仏像雑

Ⅴ－ 建築・工具・庭園

１．庭園

２．建物
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３．石塔 美濃滝白山社石松氏拓影

Ⅴ－ 金石文（古代～平安）

１．添付物三 特別史跡 多胡碑拓本（写） 群馬県多野郡吉井町教育委員会

２．江田大刀 銘文

３．古金石文 一．御物観音造像銘

二．宇治橋断碑写真

三．法隆寺二天造像銘（白雉元年 650年）

４．七支刀

５．小野毛人墓誌拓影（亀井氏拓）

６．小野毛人墓誌

７．那須国造碑 『国学院雑誌』56－2 Ｓ30.７ 考古学特輯

８．古金石文 一．薬師寺東塔擦銘（拓）

二．多賀城碑（絵葉書）

三．上野山ノ上碑（写四枚）

四．上野多胡碑（考古図集・写二枚）

五．上野金井沢碑（写一枚）

六．出雲鰐淵寺金銅仏

七．文弥麻呂墓誌

９．墓誌 一．石川年足墓誌板（考古図集）

二．高屋連枚人墓誌（拓本）

三．佐井寺僧墓誌銀板（拓本）

四．小治田安麻呂墓誌板（絵葉書）

五．威奈大村骨壺（廿五年記念図集）

六．下道氏某墓誌片（絵葉書）

七．伊福吉部徳脚骨壺（同上）

八．明徳辛未有銘舎利蔵器

10．木簡

11．平城宮木簡

12．薬師寺東塔擦文 Ｓ40取写

13．京都府鞍馬寺経塚

14．山上多重塔

15．剱神社鐘

16．福岡県玄海町 鎮国寺境内 阿弥陀像碑 拓本

元永二年十一月七日建立 Ｓ41.８.17手拓

17．福岡県早良郡金武村飯盛山発見 経瓦

18．仏像 造像銘その他
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Ⅴ－ 金石文（中世以降）

１．関東鐘銘拓本写真集 第一集 国史学会発行 Ｔ６.11.30

２．一町仏（六角石） 福島盆地

３．東大寺三月堂石燈篭 建長六年

４．箱根精進湖畔 金石文 曽我兄弟墓・二十五菩薩・多田満仲墓・地蔵像

５．善光寺三尊像

６．香取神宮蔵鏡筥（寛正七年銘）

７．上野榛名神社 鉄灯爐（栗本氏より）Ｓ44.５

８．茨城県潮来 長勝寺 金子裕之氏撮影

９．鐘銘 武州高麗郡勝楽寺（文応二年） Ｓ44 金子裕之氏 手拓寄贈

10．金石文 安養寺

11．金石文 延命寺（一） 中里音融八幡町１－１

12．金石文 源正寺

13．金石文各種 井草八幡宮・杵築社

14．碑 神奈川県遊行寺・高野山朝鮮人敵味方碑他

15．武蔵谷保 天満宮扁額 建治元年 藤原経朝筆

16．相模座間星谷寺 梵鐘

17．鉄鉢（写真二枚） 新潟県弥彦神社・嘉麿九年九月

18．雑

19．学生提出物

20．学生提出物

21．学生提出物

Ⅴ－ 墓地・蔵骨器

１．熊野那智山花山法皇石櫃・花の窟

２．蔵骨器

３．墓地（ヤグラ）

４．君津郡内

５．墓塔類各種

６．有馬墓地 Ｓ31.５.11

７．新潟県韋駄天山墓地

８．飛鳥地方石造遺物

９．武蔵 多武峯神社 瓦塔

10．各地骨壺
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Ⅴ－ 墓塔

１．五輪塔

２．伊豆山日金山の古塔 拓影 Ｓ41.11.４

３．瓦塔資料

４．瓦塔

５．熱海市寺山発見 瓦塔

６．画塔供養

７．千葉県大佐和町古船 厳法寺境内古塔 Ｓ42.３.３ 椙山氏

８．南陽市内

９．石造多層塔

10．宝筮印塔

11．木造多宝塔・鉄造多宝塔・石造多宝塔

12．堺市土塔資料 Ｓ29.12.１

13．奈良 頭塔

14．塔婆 印度サンチ－塔

15．六角塔婆 石 国縫塔・板塔婆・鉄塔婆 その他

16．木造多重塔

17．呉越王塔

18．

19．石塔

20．塔婆・塔

Ⅴ－ 経塚・塚類

１．経塚 発見遺物

２．愛媛県周桑郡周布村周布神社末社出土 経塚（伊佐芹氏蔵） Ｓ25.７.16調査

３．東京都府中市大國魂神社境内 土壇跡発掘写真並実測図 （Ｓ37.11～12発掘）

４．隼人塚

５．鳥取県倉吉市大日寺 経瓦

６．備前熊山仏教遺跡 岡山県赤磐郡熊山町所在 Ｓ48.10.26踏査

近江昌司「備前熊山仏教遺跡考」（『天理大学学報』85号）

７．千葉県銚子市等覚院 裏山発見経筒 Ｓ32.６.９調査

８．隠岐国美田経筒遺物大山祇社 古鏡 Ｓ34.７.23調査

９．伊藤市内墓地発掘 興津氏

10．経塚各地

11．経塚（経筒）

12．三重県一志郡多気村漆経塚関係遺物

13．新潟県各地の経筒
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１．西頸城郡青海町小学校蔵

２．西頸城郡青海町石垣出土

３．西頸城郡能生町白山社内

４．三島郡岩塚村白山社蔵

14．越後金仙寺 経塚

15．下高井郡豊郷村中尾（経塚？）

16．三重県三坪山経塚関係

17．経塚（柏崎市軽井川熊野神社内）

18．経瓦（各地）

19．播磨 極楽寺経瓦 拓影 ⑴鎌谷木三治氏

Ⅴ－ 板碑

１．添付物一 檀林寺延文 三年碑拓本

２．添付物三 佐原・銚子地方 下総型板碑所蔵寺院分布図

３．須和田

４．武蔵野板碑

５．戦国・室町期 板碑

６．板碑

７．上野国勢多郡 三松塚

８．野田市堤台 板碑拓本

９．市川市内板碑二例

10．香取神宮

11．考古資料 板碑

12．自性院宝 塔

13．板碑

14．板碑

15．所在地不明板碑

16．千葉県東葛飾郡 板碑

17．板碑・仏像
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箱 No . 封筒 No . 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

１ １ 愛知県 古鏡 三河国鳳来寺蔵古鏡 二十八面可拓 拓本18枚 鏡 拓本

１ ２ 福島県

右：和鏡 西白河郡古関村大字旗宿字大久保出土 白銅

鏡 単独出土 大字中野の古関第二小校蔵 本年３月末

文化財に指定 S 28.９.26 岩越氏

左：和鏡 福島県西白河郡釜子村天上林出土 経塚？岩

越蔵 四面出土一面は佐久間男留氏蔵 S 28.９.26（岩

越氏）

鏡 拓本

１ ２ 島根県 和鏡 出雲八雲本陣 S 39.３.８ 木幡氏 鏡 拓本

１ ２ ／ 和鏡 S 24.４.10 上原氏蔵 鏡 拓本

１ ２ 山口県
和鏡２面 山口県豊浦郡滝部町 S 23.４.27 拓 樋口

氏蔵
鏡 拓本

１ ２ ／ 和鏡３面 船橋寺阯出土 S 24.４.５ 新田氏蔵 鏡 拓本

１ ２ 群馬県 和鏡 上州藪塚温泉 S 25.２.19 今井館蔵 鏡 拓本

１ ２ ／ 和鏡 牡丹蝶鳥文鏡 鎌倉時代 日本考古学会 鏡 拓本

１ ２ ／
和鏡 昭和12年国宝指定 表面に阿弥陀像毛彫あり 山

川七左衛門氏蔵
鏡 拓本

１ ３ ／
図版三一 蘆鶴蝶雀長方鏡 平安時代 『博物館年報』昭

和８年度
鏡 図版

１ ３ ／ 図版一九 櫻山吹蝶鳥長方鏡 『博物館年報』昭和８年度 鏡 図版

１ ３ 岩手県

上：瑞花双鳳拗入鏡 鎌倉末期伝世白銅和鏡 岩手県水

澤町 鈴木貞吉所蔵

下：菊桐紋隅切鏡 故野中完一蔵

鏡 絵葉書

１ ４ 静岡県
八稜鏡 清水市 中村新太郎氏蔵（旧香取神宮神宝）

S 39.４撮影
鏡 写真

１ ４ 千葉県 香取神宮旧神宝 中村新太郎氏蔵 S 38.10 亀井君拓 鏡 拓本

１ ４ ／ 中村新太郎氏より書簡 鏡 書簡

１ ４ ／ 天平鏡・瑞華鳳凰八稜鏡 鏡 拓本

１ ４ 千葉県
香取神宮御鏡 神護景雲二年春日神社より別霊而香取神

宮へ遷座ス
鏡 拓本

１ ５ 長野県 新開村黒川字椙浩 木曽 S 22.11.16 鏡 拓本

１ ５ 長野県 長野 楓山出土 鏡拓 鏡 拓本

１ ５ 長野県 木曽（杉本氏） S 22.１.16 鏡 拓本

１ ５ 長野県
古鏡 新開村黒川字椙浩より発掘（杉本氏） 表裏に１面

づつ
鏡 拓本

１ ５ 長野県 信濃國戸倉駅付近出土 豊城武志氏蔵 鏡拓本 鏡 拓本

１ ５ 長野県 信濃西筑摩開田村杷ノ澤発見 周縁欠（家高荒次郎氏蔵） 鏡 拓本

１ ５ 長野県 小県郡殿城村岩清水本御堂 鏡５点・磬１点 鏡・仏具 写真

１ ５ 長野県 木曽福島 木祖村 鏡 拓本

１ ５ 長野県 長野市 栗山久氏蔵（長野市出土か、径なし） 鏡 写真

１ ６ ／ 大往寺弘氏蔵 鶴亀鏡（元禄時代） 鏡 拓本

１ ６ 埼玉県
埼玉県北埼玉郡埼玉村愛宕塚出土（昭和五年九月発見

埼玉小学校蔵）
鏡 拓本

１ ６ ／ 第一四図版 蓬莱鏡 『博物館年報』昭和二年度 鏡 図版

１ ６ 愛知県 名古屋 三浦氏蔵 鏡 拓本

１ ６ ／ 国分寺出土 本島議雄氏蔵 S 22.３.21 鏡 拓本

１ ７ ／ 一、菊花双雀文 二、扇面双雀文 （光丘文庫蔵） 鏡 拓本

１ ７ 山形県
向って右：山形県飽海郡松津村出土 光丘文庫蔵

向って左：白崎氏蔵（出土地不明）
鏡 拓本

１ ７ ／ 光丘文庫蔵（佐藤氏旧蔵） 鏡二面 鏡 拓本

１ ７ ／ 出土地不明 白崎氏蔵 鏡 拓本

１ ７ ／ 文庫（旧佐藤氏蔵） 鏡 拓本

１ ７ ／ 文庫（旧佐藤氏蔵） 鏡 拓本

１ ７ ／ 文庫（旧佐藤清次氏蔵） 鏡 拓本

１ ７ ／ 白銅伝世品 酒田光丘文庫蔵 鏡 拓本

１ ８ ／ 西岬村字小原砂山発見 鏡 拓本

１ ８ 愛知県 名古屋市前矢田川補修工事中発見 鏡 拓本

１ ８ 埼玉県
埼玉県埼玉村若王子塚出土 昭和九年九月発見 埼玉小

学校蔵
鏡 拓本

１ ８ 島根県 出雲飯石村字多久和発見 鏡 拓本

１ ８ 島根県 出雲飯石村字多久和発見 鏡 拓本

１ ８ 新潟県 越後国中頚城郡金谷村 下正善寺発見 和鏡 鏡 拓本

１ ８ 埼玉県 武蔵国東村山 徳荘寺蔵（畠山重忠ノ直女遺愛品と伝ふ） 鏡 拓本
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箱 No . 封筒 No . 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

１ ８ 群馬県 上野 勢多 山上大字後閑発見（船戸祐研氏蔵） 鏡 拓本

１ ８ 岐阜県 美濃国揖斐郡久瀬村小津字上野発見 林魁一氏蔵 鏡 拓本

１ ８ 愛知県 尾張国大御堂寺蔵 和鏡 鏡 拓本

１ ８ 岐阜県
飛驒 美濃 益田郡萩原町水洞字鏡ケ原発見 林魁一氏

蔵
鏡 拓本

１ ８ 愛知県
尾張 東春日井郡上志段味村字神島小字神宕堂跡発見

（長谷川氏蔵）
鏡 拓本

１ ８ ／ 文様三松双雀 高階研一氏蔵 鏡 拓本

１ ８ ／ 不明 鏡 拓本

１ ８ 東京都 三宅島薬師堂蔵 鏡 拓本

１ ８ 静岡県 静岡県富士郡鷹岡村天沼沢出土 大宅町 佐野武勇氏蔵 鏡 拓本

１ ８ 愛知県 三河 碧海郡高湊町南後世出土 林魁一氏蔵 鏡 拓本

１ ８ ／ 図版二〇 橘樹雙鶴鏡 『博物館年報』昭和八年度 鏡 図版

１ ８ ／ 図版三二 草花蝶鳥鏡 『博物館年報』昭和八年度 鏡 図版

１ ８ ／ ⑵秋草双鳥鏡 『博物館年報』昭和十年度 鏡 図版

１ ８ ／ 図版三三 菊花蝶鳥鏡 『博物館年報』昭和八年度 鏡 図版

１ ８ ／ 図版三四 梅樹蝶鳥鏡 『博物館年報』昭和八年度 鏡 図版

１ ８ ／
右：唐草双鳳八稜鏡 中：唐草双雀鏡 左：唐草鴛鴦鏡

(西川勝三郎家蔵第七版）『趣味のくさぐさ』所載
鏡 図版

１ ８ ／ 第一三図版 牡丹唐草雙鶴鏡 『博物館年報』昭和二年度 鏡 図版

１ ８ ／ 第一〇図版 菊水雙鶴鏡 『博物館年報』昭和二年度 鏡 図版

１ ８
京都府・

長野県

上：甜瓜虫雀鏡 山城国紀伊郡深草村稲荷山経塚発掘

下：網代地蝶鳥鏡 信濃国埴科郡城城村字背命発掘
鏡 絵葉書

１ ８ ／ 笹水家 越川氏蔵 鏡 拓本

１ ８ ／ 笹水家 越川氏蔵 鏡 拓本

１ ８ 香川県 香川郡安原村鮎沢（上原氏蔵） 鏡 拓本

１ ８ 島根県 島根県仁島郡淡泉村出土（昭和二十一年七月出品） 鏡 拓本

１ ８ 群馬県 上野国荒砥村観昌寺 S 18.８.29 鏡 拓本

１ ８ 千葉県 香取町 伊東平次郎氏 鏡 拓本

１ ８ 岡山県
岡山県邑久郡大宮村大字千手 千次神社後稲荷社横経塚

（イナリヅカト云ウ)発見
鏡 拓本

１ ８ 兵庫県 播磨国佐田郡佐田町発見 大帯氏蔵 鏡 拓本

１ ８ 千葉県
上総国市原郡戸田村字根寺下遺跡古墳封土中出土

S 22.６.１拓
鏡 拓本

１ ８ 福島県
郡山市延寿寺蔵 S 24.７.17 昭和十五年六月 片平古

鏡
鏡 拓本

１ ８ ／ (十二）藤原時代秋草松喰鶴鏡 本願寺伝来 鏡 図版

１ ８ ／ (十七）藤原時代蘆片輪車鏡 鏡 図版

１ ８ 神奈川県 銅鏡 鎌倉時代 報國寺蔵 鏡 絵葉書

１ ９ 静岡県 静岡市 野崎氏蔵 鏡 拓本

１ ９ 静岡県 静岡市 野崎氏蔵 鏡 拓本

１ ９ ／ 菅孝次郎氏蔵 鏡 拓本

１ ９ ／ 伝金峯山発見 林魁一氏蔵 鏡 拓本

１ ９ ／
国寶 双鳳鏡 和鏡ノ最優秀ナルモノナリ 金剛證寺版

権所有
鏡 絵葉書

１ ９ 京都府
第七図版(１) 瑞花双鳳八稜鏡(２)(３) 垂飾 丹後国

竹野郡鳥取村大字鳥取発掘 『博物館年報』大正十五年度
鏡・石製品 図版

１ ９ 岩手県

(１) 岩手県二戸郡浄法寺村大字湊沢字湊沢出土（三枚の

内）

(２) 長日形発掘(三枚中最小なもの）

鏡 写真

１ ９ 滋賀県 近江石塔寺蔵（古美術教室にて） S 32.８.10 鏡 拓本

１ ９ 長野県 平出の沢出土 鏡 写真

１ ９ 三重県 伊勢蓮台寺蔵 鏡 写真

１ ９ 福島県
福島県西白河郡古関村大宿旗宿字大久保 大正七年出土

S 28.９.22焼付
鏡 写真

１ ９ 東京都 多摩川 鏡 写真

１ ９ 三重県 神宮徴古館 八稜鏡 鏡 図版

１ ９ 島根県 出雲大社 八稜鏡 出雲大社社務所発行 鏡 絵葉書

１ ９ 三重県
(一三）藤原時代双鸞八稜鏡 伊賀国柘植出土 尾張海

部郡蟹江氏旧蔵
鏡 図版

１ ９ 広島県
鏡編第八（平安時代） 右図（表面）大日尊像毛彫

左図（裏面）瑞花鸞八稜鏡 広島県 中村隆燈氏蔵
鏡 絵葉書
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１ 10 静岡県 静岡市 野崎氏蔵 鏡 拓本

１ 10 ／
右：唐草五花鏡 左：唐草鴛鴦五花鏡 西川勝三郎家蔵

第八版 『趣味のくさぐさ所載』
鏡 図版

１ 10 愛知県 名古屋 三浦氏蔵 鏡 拓本

１ 10 滋賀県 近江 石塔寺蔵 S 32.８.10 古美術教室にて 鏡 拓本

１ 10 京都府 山城醍醐三寶院蔵鏡 (１) 『考古図集』第二集 鏡 図版

１ 10 京都府 山城醍醐三寳院蔵鏡 (１) 『考古図集』第二集 鏡 図版

１ 11 滋賀県 近江伊香郡古橋村 石井左近氏 鏡 拓本

１ 11 福井県 石井左近氏 鏡 拓本

１ 11 福井県 石井左近氏 鏡 拓本

１ 11 福井県 ＊＊＊町 石井左近氏 鏡 拓本

１ 11 福井県 阿弥陀毛彫 鏡 拓本

１ 12 ／ 和鏡 拓本 小栗鉄次郎氏寄贈 鏡 拓本

１ 12 ／ 和鏡 拓本 小栗鉄次郎氏寄贈 鏡 拓本

１ 12 ／ 和鏡 拓本 小栗鉄次郎氏寄贈 鏡 拓本

１ 12 ／ 和鏡 拓本 小栗鉄次郎氏寄贈 鏡 拓本

１ 12 ／ 和鏡 拓本 小栗鉄次郎氏寄贈 鏡 拓本

１ 12 ／ 小栗鉄次郎氏より書簡（封筒のみ） 鏡 書簡

１ 13 東京都 武蔵 東村山 徳蔵寺蔵 鏡 拓本

１ 13 佐賀県 肥前 佐賀 唐津中学校蔵 鏡 拓本

１ 13 ／ 柄付和鏡 ４面 鏡 拓本

１ 13 茨城県
茨城県谷田部町 石川氏蔵品 柄付和鏡 昭和37年 ジ

ョーン木村氏寄贈
鏡 写真

１ 13 茨城県 茨城県 石川氏蔵 S 37.３.22 鏡 拓本

１ 13 山口県 山口県滝部町 樋口氏蔵 S 23.４.27 鏡 拓本

１ 14 ／ 山川七左ヱ門氏蔵 鏡 拓本

１ 15 三重県 国宝 朝熊山金剛證寺蔵 鏡 拓本

１ 16 ／

上右：蓬莱双雀鏡 上左：波紋双雀鏡（福岡高等学校玉

泉館蔵）

下右：藤原時代 松喰三羽鶴鏡 下左：室町時代（白銅

伝世）浪鯱松喰双鶴鏡 故野中完一蔵

鏡 絵葉書

１ 16 ／
(十一）東宮殿下台覧古鏡陳列 日本出土漢式鏡三面、五

鈴鏡一面、日本古鏡二十二面
鏡 図版

１ 16 ／
(十四）方鏡藤原期四面、鎌倉期五面、室町期六面 中央

松喰鶴方鏡ニハ薬師十二神将ノ毛彫アリ
鏡 図版

１ 16 ／ (十五）藤原時代四花鏡、同五稜鏡、同六稜鏡 鏡 図版

１ 16 ／ 鏡６面 鏡 図版

１ 16
愛知県・

三重県

右： 三神三獣鏡 尾張国東春日井郡不二村入字出川発

掘 東京帝室博物館出品

左：八葉唐花尾長鳥鏡 伊勢国度会郡蓮臺寺境内発掘

徴古館陳列

鏡 図版

１ 17 ／ 玉＊神社蔵 鏡 拓本

１ 17 福岡県 大宰府神社蔵 鏡 拓本

１ 17 福岡県 福岡大宰府神社（湖洲石十五郎種銅照子） 鏡 拓本

１ 17 長野県 信濃上伊那赤穂出土（直刀伴出ト云フ）増沢寅之助氏蔵 鏡 拓本

１ 17 ／ 方鏡 石井左近氏(表） 鏡 拓本

１ 17 ／ 方鏡 石井左近氏(裏） 鏡 拓本

１ 17 山口県 山口県豊浦郡滝部町 樋口氏蔵 S 23.４.27 鏡 拓本

１ 17 群馬県 藪塚温泉 今井館蔵 S 25.２.19 鏡 拓本

１ 17 ／ 石井左近氏蔵 鏡 拓本

１ 18 和歌山県 熊野速玉神社蔵 S 37.８ 鏡 写真

１ 18 和歌山県 熊野速玉神社蔵 S 37.８ 鏡 写真

１ 18 群馬県 藪塚温泉 今井館蔵 S 25.２.19 鏡 拓本

１ 18 福井県 福井県遠敷郡 石井左近氏 鏡 拓本

１ 18 愛知県 尾張大坊 水野氏伝 岡本出土 鏡 拓本

１ 18 山口県 山口県豊浦郡滝部町 樋口氏蔵 S 23.４.27 鏡 拓本

１ 19
東京都・

静岡県

右：麟風八花鏡 武蔵国橘樹郡日吉台慶応大学構地発見

左：花枝双中八花鏡 遠江国志田郡葉梨村下之郷半谷出

土

鏡 写真・拓本

１ 19 ／

上：飛天迦陵瀕伽八花鏡（守屋孝蔵氏蔵）

下：唐寳相鑑（元奉天宮殿内飛龍閣蔵） 明治三十八年九

月 大熊喜邦氏撮影 昭和5年５月印刷

鏡 絵葉書
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１ 19 ／
上：飛雲鳳馬八稜鏡 東京美術学校蔵

下：御物 伯牙弾琴鏡
鏡 絵葉書

１ 19 山口県 山口県滝部町 樋口氏蔵 S 23.４.27 鏡 拓本

１ 19 ／
鸚鵡花綬八花鏡及鏡筐（正倉院御物）『考古図集』第八

集
鏡 図版

１ 19 京都府
山城松尾村発掘鏡 東京帝室博物館蔵 『考古図集』第一

集
鏡 図版

１ 19 ／ 狩猟文鏡 ボストン博物館蔵 『考古図集』第十五集 鏡 図版

１ 19 ／ 狩猟文鏡 広瀬都巽氏蔵 『考古図集』第十五集 鏡 図版

１ 19 ／ 狩猟文鏡 長野草風氏蔵 『考古図集』第十五集 鏡 図版

１ 19 ／ 高麗鏡 鏡 絵葉書

１ 19 京都府
瑞花＊猊方鏡 山城国葛野郡松尾村大字下山田発掘 帝

室博物館発行
鏡 絵葉書

１ 20 ／ 唐時代海獣葡萄鏡 後編（二十）「梅仙居」の落款あり 鏡 図版

１ 20 千葉県 笹川＊ 雄山氏蔵 海獣葡萄鏡 鏡 拓本

１ 20 千葉県 香取 笹川＊＊ 鏡 写真

１ 20 福島県 福島郡山 延壽寺 S 24.７.17 鏡 拓本

１ 20 ／ 唐時代 国宝 筑紫観世音寺蔵 天蓋光心 鏡 絵葉書

１ 21 秋田県
秋田県仙北郡中仙町上鴬野古館出土（長元四年在銘）

S 38.８.16
鏡 写真

１ 21 和歌山県 御正躰 本宮・湯蜂温泉 S 38.８.16 鏡 写真

１ 21 岩手県
鏡２面 岩手県二戸郡浄法寺村大字漆沢字漆沢発掘（三

枚ノ内）
鏡 写真

１ 21 ／ 渡海大船図八稜鏡 高麗鏡 朝鮮古蹟図鑑 第八・第九 鏡 写真

１ 21 ／ 渡海大船図八稜鏡 高麗鏡 朝鮮古蹟図鑑 第八・第九 鏡 拓本

１ 21 東京都
柄鏡 宇野信四郎氏蔵 「氷川大明神 正徳弐年 武蔵

多麻郡…」 S 43.５.９
鏡 拓本

１ 21 東京都 『五島美術館平常展目録』藤原貞幹と小鏡展 鏡 パンフレット

１ 21 新潟県
新潟県下田村 某氏所蔵 須恵器・鏡についての照会

三条新聞社 丸橋康文氏より
鏡・土器 書簡

１ 22 ／ 保坂三郎 『和鏡』 人文書院 パンフレット 鏡 パンフレット

１ 22 鹿児島県
原色印刷見本 115 籬菊双鳥鏡 重要文化財（鹿児島・

都万神社蔵）
鏡 印刷見本

１ 22 大阪府
グラビア印刷見本 ３ 松喰鶴鏡（大阪・久保氏）・４

網＊鶴鏡（大阪・細見氏）
鏡 図版

１ 22 奈良県
グラビア印刷見本 63 藤花房松喰鶴鏡 重要文化財

（奈良・春日神社蔵）
鏡 図版

１ 22 千葉県
拓本見本 64 梅樹双鳥鏡 重要文化財（千葉県・玉前

神社蔵）
鏡 図版

１ 22 ／ 概論組見本 瑞花双鳳八花鏡 鏡 図版

１ 22 ／

鏡 （一）六神四乳鏡（漢式）（二）八弧鏡（漢式）（三）

五鈴鏡（四）海獣葡萄鏡（五）七寶鏡（六）雙鳳八菱鏡

（七）朝鮮鏡（八）湖州鏡（九）和鏡（藤原末期）（十）

和鏡（鎌倉時代）（一一）和鏡（徳川初期）（一二）柄鏡

柴田常恵撰

鏡 図版

１ 22 ／ 和鏡 鏡 図版

１ 22 ／ 和鏡６面 鏡 図版

１ 22 ／ 和鏡６面 鏡 図版

２ １ 千葉県 千葉県館山市 小網寺梵鐘 全景 神尾先生撮影 梵鐘 写真

２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 一．池の間銘文・二．池の

間銘文
梵鐘 写真

２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 三．池の間銘文・四．池の

間銘文
梵鐘 写真

２ １ 千葉県 千葉県館山市 小網寺梵鐘 竜頭・撞座 梵鐘 写真

２ １ 千葉県 千葉県館山市 小網寺梵鐘 上帯 梵鐘 写真

２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 写真 (１) 小網寺梵鐘・写

真 (２) 全景
梵鐘 写真

２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 写真 (３) 池の間銘文・写

真 (４) 池の間銘文
梵鐘 写真
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２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 写真 (５) 池の間銘文・写

真（６） 池の間銘文
梵鐘 写真

２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 写真 (７) 竜頭・写真

(８) 上帯
梵鐘 写真

２ １ 千葉県
千葉県館山市 小網寺梵鐘 写真 (９) 上帯・写真

(10) 撞座
梵鐘 写真

２ １ 千葉県
添付物 小網寺梵鐘拓本 小網寺鐘（撞座） 630209

森谷ひろみ
梵鐘 拓本

２ １ 千葉県
添付物 小網寺梵鐘拓本 小網寺鐘（上帯） 630209

森谷ひろみ ２枚
梵鐘 拓本

２ １ 千葉県
添付物 小網寺梵鐘拓本 小網寺鐘（銘文）一 630209

森谷ひろみ
梵鐘 拓本

２ １ 千葉県
添付物 小網寺梵鐘拓本 小網寺鐘（銘文）二 630209

森谷ひろみ
梵鐘 拓本

２ １ 千葉県
添付物 小網寺梵鐘拓本 小網寺鐘（銘文）三 630209

森谷ひろみ
梵鐘 拓本

２ １ 千葉県
添付物 小網寺梵鐘拓本 小網寺鐘（銘文）四 630209

森谷ひろみ
梵鐘 拓本

２ ２ 静岡県 伊豆 保善院梵鐘 全景・銘文 S 42.12 梵鐘 写真

２ ２ 静岡県 伊豆 保善院梵鐘 全景 S 42.12 梵鐘 写真

２ ３ 福井県
朝鮮鐘 福井県敦賀市常宮 常宮神社蔵 S 43.11 安

藤孝一君より
梵鐘 写真

２ ３ 福井県 上帯・乳廊・銘文 S 42.８.15（常宮神社蔵） 梵鐘 拓本

２ ３ 福井県 撞座 梵鐘 拓本

２ ３ 福井県 池ノ間文様（飛天） 梵鐘 拓本

２ ４ 千葉県
史学科四年（21) 児島秀雄 『銅鐘金石文（葛飾八幡宮

銅鐘）』 銘文拓本付
梵鐘

レポート・

拓本

２ ４ 千葉県 撞座 梵鐘 拓本

２ ５ 長野県 史学科二年四番 河西清光 『諏訪地方金石銘文資料』 金石文 レポート

２ ５ 長野県
拓本 (１) 銘文 「大日本国信州諏訪白華山慈雲禅寺…

云々」
梵鐘 拓本

２ ５ 長野県 拓本 (２) 銘文「蒲牢啣頂…云々」 梵鐘 拓本

２ ５ 長野県 拓本 (３) 銘文「如誉待問…云々」 梵鐘 拓本

２ ５ 長野県 拓本 (４) 銘文「応安元年六月…云々」 梵鐘 拓本

２ ６ 東京都 立川 普済寺 梵鐘全景 ２枚 梵鐘 写真

２ ６ 東京都 立川 普済寺 梵鐘全景（別カット） ３枚 梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県 松山市 大林寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県 松山市 大林寺 梵鐘全景（別カット） 梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県

松山市太山寺町太山寺より東京都麴町区虎ノ門文部省教

化局国宝調査室田澤金吾殿宛 伊予松山 太山寺 梵鐘

全景

梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県

松山市太山寺町太山寺より東京都麴町区虎ノ門文部省教

化局国宝調査室田澤金吾殿宛 太山寺 梵鐘銘文「大日

本国与州和気郡大楽山西方寺…云々」

梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県

松山市太山寺町太山寺より東京都麴町区虎ノ門文部省教

化局国宝調査室田澤金吾殿宛 松山市 太山寺 梵鐘撞

座

梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県
松山市太山寺町太山寺より東京都麴町区虎ノ門文部省教

化局国宝調査室田澤金吾殿宛 松山 太山寺 梵鐘撞座
梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県
松山市太山寺町太山寺より東京都麴町区虎ノ門文部省教

化局国宝調査室田澤金吾殿宛 松山 太山寺 梵鐘竜頭
梵鐘 写真

２ ７ 愛媛県

松山市太山寺町太山寺より東京都麴町区虎ノ門文部省教

化局国宝調査室田澤金吾殿宛 松山市太山寺町 太山寺

梵鐘竜頭

梵鐘 写真

２ ８ 福島県 福島県棚倉町新町 蓮家寺 梵鐘 梵鐘 写真

２ ８ 福島県 福島県棚倉町新町 蓮家寺 梵鐘（別カット） 梵鐘 写真

２ ８ 福島県 石城郡小名浜町 浄光院 梵鐘 梵鐘 写真

２ ８ 福島県 石城郡小名浜町 浄光院 梵鐘（別カット） 梵鐘 写真

２ ９ 東京都 高幡不動 金剛寺 梵鐘全景２枚 梵鐘 写真

２ ９ 東京都 高幡不動 金剛寺 梵鐘全景（別カット）２枚 梵鐘 写真

２ ９ 東京都 高尾山 薬王院 梵鐘全景２枚 梵鐘 写真

２ ９ 東京都 高尾山 薬王院 梵鐘全景（別カット）２枚 梵鐘 写真
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２ 10 静岡県 S 42.12.21 熱海市 保善院 梵鐘撞座 梵鐘 写真

２ 10 静岡県 梵鐘銘文「嘉吉三年…云々」 梵鐘 写真

２ 11 福岡県 福岡市社家町 県社櫛田神社 古鐘（一） 梵鐘 写真

２ 11 福岡県 福岡市社家町 県社櫛田神社 古鐘（二） 梵鐘 写真

２ 12 三重県 三重県上野市 正崇寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 12 三重県 伊が上の 正崇寺 梵鐘銘文 梵鐘 写真

２ 13 群馬県 群馬県邑楽郡館林町 応聲寺 梵鐘 写真

２ 13 群馬県 館林町 応聲寺 梵鐘 写真

２ 14 東京都 奥沢 九品仏 浄新寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 14 東京都 奥沢 九品仏 浄新寺 梵鐘全景（別カット） 梵鐘 写真

２ 14 東京都 石神井 三宝寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 14 東京都 石神井 三宝寺 梵鐘全景（別カット） 梵鐘 写真

２ 14 東京都 板橋区 長命寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 15 東京都 芝 天徳寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 15 東京都 目黒区中目黒 祐天寺 梵鐘全景３枚 梵鐘 写真

２ 15 東京都 目黒 祐天寺 梵鐘全景２枚 梵鐘 写真

２ 16 和歌山県 谷上大日堂鐘拓影（其一）・（其二） 梵鐘 絵葉書

２ 16 和歌山県 小田原谷鐘拓影・六時鐘銘拓影 梵鐘 絵葉書

２ 16 和歌山県 金剛三昧院鐘銘拓影（其一）・（其二） 梵鐘 絵葉書

２ 16 和歌山県 高野山金剛三昧院梵鐘 S 38.８.20 梵鐘 拓本

２ 16 和歌山県 撞座 梵鐘 拓本

２ 16 和歌山県 部位不明拓本 梵鐘 拓本

２ 17 栃木県 足利 鶏足寺 梵鐘 写真

２ 17 栃木県 足利 鶏足寺（別カット） 梵鐘 写真

２ 17 栃木県 小俣 旧鶏足寺鐘 五尊教会 梵鐘 写真

２ 18 岩手県 中尊寺 金色堂・古鐘（康永二年） S 37.７.19 梵鐘 写真

２ 18
東京都

・愛知県

元亭元年古鐘 東葛飾郡葛飾八幡神社

鐘（県下第一の古梵鐘なり） 尾張野間大御堂寺什宝
梵鐘 絵葉書

２ 18 埼玉県

国分尼寺大鐘 物部国光作 正応５年 源季頼寄進高麗

山聖天院宝物

高麗名所 高麗山聖天院宝物 篠原写真館撮影

梵鐘 絵葉書

２ 18 奈良県 興福寺南月堂 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 18 奈良県 興福寺南月堂 梵鐘銘文 梵鐘 写真

２ 18 奈良県 興福寺南月堂 梵鐘銘文 梵鐘 写真

２ 18 神奈川県 大和村 真福寺 梵鐘全景 ２枚 梵鐘 写真

２ 18 神奈川県 川崎市大師町 平間寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 18 埼玉県 川越市 喜多院 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 18 香川県 讃岐国分寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 18 東京都 西タマ成木 安楽寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 18 ／ 梵鐘全景 箱145（筑前） 柴田氏 梵鐘 写真

２ 18 静岡県 東慶寺鐘（伊豆田方郡本立寺蔵) 『考古図集』第五集 梵鐘 図版

２ 18 ／ 96 梵鐘 『考古図集』第十集 梵鐘 図版

２ 18 兵庫県
成身院鐘銘拓本（拓本 高田十郎氏所蔵) 神戸市中山手

通徳照寺所蔵
梵鐘 絵葉書

２ 18 奈良県 吉野金峰山寺鐘下帯模様拓本（拓本 高田十郎氏所蔵） 梵鐘 絵葉書

２ 18 茨城県
常陸国分寺古鐘 石岡市史蹟保存会発行 石岡太平堂書

店調製
梵鐘 絵葉書

２ 18 福岡県 梵鐘 筑紫観世音寺 梵鐘 絵葉書

２ 18 福井県 本山五世中興之梵鐘（国宝) 大本山永平寺秘蔵 梵鐘 絵葉書

２ 18 奈良県 笠置山名勝 鐘楼（国宝) 解脱上人の鋳造 梵鐘 絵葉書

２ 19 京都府 43 梵鐘 (１) 山城 平等院蔵 『考古図集』第五 梵鐘 図版

２ 19 京都府 44 梵鐘文様 (２) 山城 平等院蔵 『考古図集』第五 梵鐘 図版

２ 19 京都府 45 梵鐘文様 (３) 山城 平等院蔵 『考古図集』第五 梵鐘 図版

２ 19 京都府 66 梵鐘文様 (５) 山城 平等院蔵 『考古図集』第七 梵鐘 図版

２ 19 京都府 65 梵鐘文様 (６) 山城 平等院蔵 『考古図集』第七 梵鐘 図版

２ 20 愛知県 ノマ 大御堂寺 梵鐘全景２枚 梵鐘 写真

２ 20 愛知県 大御堂寺 梵鐘銘文２枚 梵鐘 写真

２ 20 愛知県 大御堂寺 梵鐘撞座２枚 梵鐘 写真

２ 20 愛知県 大御堂 銘文 梵鐘 拓本

２ 21 福岡県 箱145（筑前） 朝鮮鐘 柴田氏 梵鐘 写真

２ 21 福岡県 箱146（筑前） 朝鮮鐘 承天寺 柴田氏 梵鐘 写真
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２ 21 韓半島
八朝鮮鐘 高麗時代初期 慶尚北道安東面新世洞 総督

府博物館所蔵
梵鐘 写真

２ 21 兵庫県 朝鮮鐘 播州・神崎郡・香呂村・中須賀院・常福寺蔵 梵鐘 写真

２ 21 愛知県 16 朝鮮鐘（名古屋曼陀羅寺所蔵）『考古図集』第二 梵鐘 図版

２ 21 ／ 67 朝鮮鐘（子爵 松平定晴氏蔵）『考古図集』第七 梵鐘 図版

２ 22 東京都 石神井 三宝寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 22 東京都 東京都北多摩郡村山村中藤 真福寺 梵鐘全景 梵鐘 写真

２ 22 東京都 吉祥寺 加藤氏所蔵 半鐘 S 40.11中旬 梵鐘 拓本

２ 22 千葉県 『千葉県に現存する鎌倉時代梵鐘分布図』 梵鐘 分布図

２ 22 京都府 京都西本願寺 境内俯瞰図 寺院 写真

２ 22 京都府 京都西本願寺 鐘楼 寺院 写真

２ 22 京都府 京都西本願寺 梵鐘全景 永万元年前後 梵鐘 写真

２ 22 京都府 京都西本願寺 梵鐘全景（別カット） 永万元年前後 梵鐘 写真

３ １ 東京都
鰐口 「武州豊嶋郡赤羽郷石成観音堂…応永廿七年…

云々」 宇野信四郎氏蔵
仏具 拓本

３ １ 埼玉県
鰐口 「武州新座郡中目満願寺観音堂鰐口…寛正七年…

云々」
仏具 拓本

３ ２ 東京都 鉦鼓（立川市 村木氏蔵）「永正元年甲子…云々」 仏具 拓本

３ ２ 東京都
宮崎氏より大場氏宛書簡（立川市立立川第二中学校箋）

S 35.12.19
仏具 書簡

３ ２ 東京都 銅製鉦鼓 立川市 村木高一（蔵） 銘文・スケッチ 仏具 メモ

３ ３ 新潟県
新潟県北蒲原郡笹神村出土品 華報寺境内出土 青銅製

骨蔵器銘 「…徳治三年…云々」 S 33.11 小出氏より
蔵骨器 拓本

３ ４ 奈良県 建久三年在銘鰐口 『考古図集』第十集 仏具 図版

３ ４ 奈良県
建久三年在銘鰐口（大和長谷寺蔵）「八幡宮福楽寺奉施

入金口僧永覚建久三年十一月廿一日」
仏具 メモ

３ ５ 福島県 恵日寺 鉢 脚部 S 34.８.３ 仏具 拓本

３ ５ 福島県 会津心清水八幡宮蔵 鉄鉢 S 34.８.５ ２枚 仏具 拓本

３ ６ 福島県
喜多方市 冠木氏旧蔵 鉄鉢 二瓶氏恵 S 34.８.６

３枚
仏具 拓本

３ ６ 福島県
耶麻郡慶徳村大字松舞家 金山経塚発掘 磬 『岩碧史

誌』第四号 二瓶氏恵 S 34.８.６
仏具 拓本

３ ６ 福島県 旧喜多方市 冠木充郎次氏蔵 釣燈篭 ９枚 仏具 拓本

３ ７ ／ 『顕無辺仏土功徳経』・『書仏土功徳経渡』 経巻 複写

３ ７ ／ 過去現在因果経 経巻 絵葉書

３ ７ 和歌山県 美福門院御寄附一切経之内 金剛峰寺 経巻 絵葉書

３ ７ 和歌山県 藤原秀衡寄附一切経之内 金剛峰寺 経巻 絵葉書

３ ７ 和歌山県 国宝 色紙法華経 金剛峰寺 経巻 絵葉書

３ ７ ／ 『優婆塞戒経』雑品之三 経巻 絵葉書

３ ７ 岩手県 中尊寺 三種一切経（国宝） 願成就院発行 経巻 絵葉書

３ ７ 岩手県 特別保護建造物 中尊寺経蔵の経袈 願成就院発行 経巻 絵葉書

３ ７ ／ 『大般若波羅密多経』巻第二百八十三 経巻 写真

３ ８ 岩手県
中尊寺国宝 鶴亀椿紋様笈・雷紋地椿紋様笈 願成就院

発行
仏具 絵葉書

３ ８ 福井県
大本山永平寺 高祖大師御入宋之笈・御隋行木下道正庵

之笈
仏具 絵葉書

３ ８ 新潟県
笈 佐渡郡赤泊村勝浦孟氏所蔵 中野財団新潟郷土博物

館
仏具 絵葉書

３ ９ ／ 錫杖（出土） 西川勝三郎家蔵第十版 『趣味のくさぐさ』 仏具 図版

３ ９ 静岡県
図版一三 錫杖 静岡県清水市 鉄舟寺出品 『博物館

年報』昭和十年度
仏具 図版

３ ９ 東京都 都西多摩郡奥多摩町 大丹波舟鬚神社 S 40.11.27 神社 写真

３ ９ 東京都
東京都都西多摩郡奥多摩町 大丹波舟鬚神社宝物 鰐口

S 40.11.27
仏具 写真

３ ９ 埼玉県 妻沼聖天 錫杖 仏具 拓本

３ ９ ／ 錫杖 仏具 拓本

３ ９ ／ 錫杖 仏具 拓本

３ ９ 静岡県 南豆 錫杖 仏具 写真

３ 10 奈良県
一二 (１) 水瓶 奈良市 東大寺出品 『博物館年報』

昭和十年度
仏具 図版
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３ 10 滋賀県
189 龍首水瓶（近江来迎寺蔵）『考古図集』第十九集

優品号
仏具 図版

３ 10 滋賀県
190 龍首水瓶（近江来迎寺蔵）『考古図集』第十九集

優品号
仏具 図版

３ 10 京都府
青磁壺及六器 京都市勘修寺境内発掘 （メモ：昭和七

年考古学会総会 関原脇之助氏）
磁器 絵葉書

３ 10 ／ 金銅製鉢 （メモ：益田家 考古三十五回記念） 仏具 絵葉書

３ 11 福島県 羽黒山出土 白崎良弥 高杯？ 仏具
拓本・

スケッチ

３ 11 岩手県
中尊寺国宝 螺鈿八角須彌檀装飾螺鈿・螺鈿燈台・螺鈿

卓 願成就院発行
仏具 絵葉書

３ 11 岩手県 中尊寺経蔵 木造礼盤及螺鈿燈台（国宝） 藤原時代 仏具 絵葉書

３ 11 神奈川県 紅花緑葉卓 安楽寺秘宝 開山樵谷禅師入唐伝来 仏具 絵葉書

３ 12 岡山県
陶製筒形容器 吉備考古館 熊山石壇中出土品 S 21.

11.25
鎮壇具 写真

３ 12 奈良県
大仏殿鎮壇具（国宝）狩猟文銀壺 東大寺蔵 Printed  by

 
The  Benrido  Co .Ltd .

鎮壇具 絵葉書

３ 12 奈良県 国宝 東大寺大仏殿発掘銀壺（東大寺蔵） 鎮壇具 絵葉書

３ 12 奈良県
第三四図版 奈良市元興寺大塔址心礎周辺発掘 縞玉・

捻玉・勾玉 元興寺寄託 『博物館年報』昭和三年度
鎮壇具 図版

３ 12 奈良県
第三五図版 奈良市東大寺大仏殿石壇下発掘 金装太刀

東大寺蔵 『博物館年報』昭和三年度
鎮壇具 図版

３ 12 奈良県
第三六図版 奈良市東大寺大仏殿石壇下発掘 金装太刀

東大寺蔵 『博物館年報』昭和三年度
鎮壇具 図版

３ 12 奈良県
第三七図版 奈良市東大寺大仏殿石壇下発掘 銀合子

東大寺蔵 『博物館年報』昭和三年度
鎮壇具 図版

３ 12 奈良県
第三八図版 奈良市東大寺大仏殿石壇下発掘 銀鋺 東

大寺蔵 『博物館年報』昭和三年度
鎮壇具 図版

３ 13 ／ 磬（西崎辰之助氏蔵）『考古図集』第九集 仏具 図版

３ 13 ／ 磬（西川勝三郎家蔵第九版） ４面 『趣味のくさぐさ』 仏具 図版

３ 13 ／
前編（十） 藤原時代及至室町時代磬十一面 （一）（二）

（三）ハ金銅（四）ハ金峰山出土 「梅仙居」の落款あり
仏具 図版

３ 13 大分県

図版一一 (１）磬 銅製 大分県宇佐郡澤館村大字法経

寺 北武樹氏出陳・(２）胡蝶形磬 銅製 高橋保氏寄贈

『博物館年報』昭和十年度

仏具 図版

３ 13 岩手県 中尊寺弁慶堂所蔵 鋳銅磬 鎌倉時代 仏具 絵葉書

３ 13 三重県

金工編第三（平安時代） 上図（表面）瑞花唐草文・下図

（裏面）瑞花文磬 三重県鈴木敏雄氏蔵 大阪市立美術

館蔵版 東京便利堂印刷

仏具 絵葉書

３ 13 ／
永元二年銘孔雀文磬（長尾欣弥氏蔵）（メモ：考古集会

三十九回）
仏具 絵葉書

３ 13 奈良県 国宝 興福寺華原磬 奈良朝時代 唐代良工作 仏具 絵葉書

３ 13 山形県 磬 青銅製 白崎良弥蔵 光丘文庫陳列 仏具 拓本

３ 13 長野県 磬 信濃国分寺 ２枚 仏具 拓本

３ 13 愛知県 磬 尾張大御堂寺 仏具 拓本

３ 13 熊本県
135 磬 柴田氏 元人吉市願成寺所蔵 「常福寺 建久

元年…云々」
仏具 写真

３ 14 静岡県

第六図版 沼津市本町発掘（メモ：浅間神社々有地発掘）

(１) 水晶五輪塔・(２) 舎利粒・(３) 水晶器・(４) 金

銅舎利器・(５) 金銅盤 『博物館年報』 大正十五年度

仏具 図版

３ 14 ／
第一八図版 明徳辛未年銘舎利蔵器 『博物館年報』昭和

五年度
仏具 図版

３ 14 滋賀県
崇福寺塔趾出土舎利容器（国宝） 近江神宮蔵 Printed

 
by The  Benrido  Co .Ltd .

仏具 絵葉書

３ 14 滋賀県

崇福寺塔趾出土舎利容器（国宝） 近江神宮蔵 Printed
 

by The  Benrido  Co .Ltd . 『舎利容器と鎮壇具展』恩賜

京都博物館 S 24.11.７～30

仏具 絵葉書

３ 14 滋賀県

崇福寺塔趾出土舎利容器（国宝） 近江神宮蔵 Printed
 

by The  Benrido  Co .Ltd . 『舎利容器と鎮壇具展』恩賜

京都博物館 S 24.11.７～30

仏具 絵葉書

３ 14 ／ 水精舎利塔（安田善次郎蔵）（メモ：考古学会三十八回） 仏具 絵葉書

３ 15 埼玉県 雲版 應安４年銘 大徳氏より 仏具 拓本
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３ 15 ／ 雲版（建武四年ノ銘アリ） 妙本寺蔵 鎌倉図書館 仏具 絵葉書

３ 16 岐阜県 金剛版 飛驒高山国分寺蔵 仏具 拓本

３ 16 ／ 宝相花文金剛盤（安田善次郎蔵) 考古学会三十八回 仏具 絵葉書

３ 17 奈良県 法隆寺仏幡の金具 光丘文庫蔵 仏具 拓本

３ 17 新潟県 金剛幡 乙寶寺蔵 『考古図集』第29集（越後号） 仏具 図版

３ 17 岩手県 （中尊寺国寶）銅造幡頭 願成就院発行 仏具 絵葉書

３ 17 岩手県 中尊寺宝庫所蔵 金銅透彫打出毛彫幡（国寶）藤原時代 仏具 絵葉書

３ 18 熊本県 戒體筥 人吉市願成寺？ 柴田氏 仏具 写真

３ 18 福岡県 経筥 筑前今津大泉坊蔵 『考古図集』第１集 仏具 図版

３ 18 福岡県 経筥 筑前今津大泉坊蔵 『考古図集』第２集 仏具 図版

３ 18 京都府 輪宝羯磨紋戒體筥 醍醐寺 仏具 絵葉書

３ 19 ／ 五鈷鈴 (１) 東京帝室博物館所蔵 『考古図集』第十集 仏具 図版

３ 19 ／ 五鈷鈴 (２) 東京帝室博物館所蔵 『考古図集』第十集 仏具 図版

３ 19 ／
金銅五鈷鈴（安田善次郎蔵） 昭和八年五月『考古學會

第三十八回総会記念』考古學會発行
仏具 絵葉書

３ 19 ／
金銅五鈷杵（安田善次郎蔵） 昭和八年五月『考古學會第

三十八回総会記念』考古學會発行
仏具 絵葉書

３ 19 ／
三鈷鐃（銚子圓福寺蔵) 昭和八年五月『考古學會第三十

八回総会記念』考古學會発行
仏具 絵葉書

３ 19 京都府
国寶 鬼面五鈷三味耶鈴 護国寺蔵 『弘法大師関係資

料展覧会絵葉書 乙』 帝室博物館
仏具 絵葉書

３ 19 広島県
国寶 鈷杵及金剛盤 厳島神社蔵 『弘法大師関係資料

展覧会絵葉書 乙』帝室博物館
仏具 絵葉書

３ 19 奈良県
御物三鈷杵 法隆寺獻納 『弘法大師関係資料展覧会絵

葉書 乙』帝室博物館
仏具 絵葉書

３ 19 ／
五鈷四大明王鈴 長尾欣彌氏蔵 『弘法大師関係資料展

覧会絵葉書 乙』帝室博物館
仏具 絵葉書

３ 19 ／ 五鈷四大明王鈴 唐代 都巽軒蔵 考古三十五回総会 仏具 絵葉書

３ 19 和歌山県
国宝 濁鈷鈴・五鈷鈴・五鈷・三鈷・濁鈷（弘法大師請

来) 金剛峰寺
仏具 絵葉書

３ 19 京都府 金剛盤 九鈷杵 五鈷鈴 醍醐寺 仏具 絵葉書

３ 20 山形県 鰐口（青銅） 大浦郷一宮ノ大山町より 光丘文庫蔵 仏具 拓本

３ 20 長野県 鰐口 長野県中禅寺蔵 仏具 写真

３ 20 埼玉県 鰐口 青銅製 妻沼聖天 仏具 拓本

３ 20 埼玉県 鰐口 高麗聖天院２枚 仏具 拓本

３ 21 京都府 醍醐寺螺鈿柄鍍金如意・唐木柄鍍金如意 醍醐寺 仏具 絵葉書

３ 22 ／ 金銅華鬘 仏具 写真

３ 22 ／ 金銅華鬘 仏具 拓本

３ 22 ／ 金銅華鬘（乙寶寺蔵）『考古図集』第二十九集（越後号） 仏具 図版

３ 22 ／ 国宝 華鬘（鍍金銅造） 恩賜京都博物館 仏具 図版

３ 22 岩手県 右：中尊寺国宝華鬘 左：天蓋 願成就院発行 仏具 絵葉書

３ 22 岩手県 中尊寺金色堂 金銅伽陵頻伽華鬘（国寶)藤原時代 仏具 絵葉書

３ 23 ／ 巡礼札 仏具 拓本

３ 24 愛知県 尾張大御堂寺大門 寺院 図版

３ 24 奈良県 法隆寺 中門（仁王門）飛鳥時代 寺院 絵葉書

３ 24 愛知県 大御堂寺大門 野間大御堂寺発行 寺院 絵葉書

３ 24 東京都 池上本門寺 五重塔及三門 寺院 絵葉書

３ 24 埼玉県 （高麗名所）高麗山ノ山門 寺院 絵葉書

３ 24 茨城県 石岡町常陸国分寺楼門 明治四一年焼失 國光宣揚 寺院 絵葉書

３ 24 東京都 武州東村山 正福寺全景 寺院 絵葉書

３ 25 東京都 正福寺仏殿正面（特別保護建造物） 寺院 絵葉書・解説

３ 25 東京都 右：正福寺仏殿内陣天井見上ケ 左：正福寺仏殿左隅 寺院 絵葉書

３ 25 岩手県 中尊寺 金色堂覆堂 寺院 写真

３ 25 愛知県 源平史蹟尾州大坊 尾張大御堂寺本堂 寺院 図版

３ 25 栃木県 （郊外名所）大谷観世音 宇都宮市役所発行 寺院 絵葉書

３ 25 埼玉県 （高麗名所）高麗山聖天院本堂 篠原写真館撮影 寺院 絵葉書

３ 25 奈良県 （大和畝傍名所）大和久米寺 寺院 絵葉書

３ 25 和歌山県
高野山金堂（十四間四面銅瓦葺二層殿宇本尊薬師如来堂

内の荘厳善美を盡せり）
寺院 絵葉書

３ 25 長野県 信州別所安楽寺全景 寺院 絵葉書

３ 25 長野県 （信州別所温泉名勝）北向山観世音堂 寺院 絵葉書

３ 25 静岡県 願成就院本堂 寺院 絵葉書
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３ 26 東京都 池上本門寺 大客殿 寺院 絵葉書

３ 26 埼玉県 （高麗名所）聖天院ノ書院 篠原写真館撮影 寺院 絵葉書

３ 27 和歌山県 高野山 御影堂及三鈷松 寺院 絵葉書

３ 27 東京都 池上本門寺 祖師堂 寺院 絵葉書

３ 28 奈良県 法隆寺 夢殿（天平時代） 寺院 絵葉書

３ 28 奈良県 法隆寺 西圓堂（峰薬師）（鎌倉時代） 寺院 絵葉書

３ 28 奈良県 奈良 東大寺 二月堂 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 西塔と鐘楼 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 御供所 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 六角経蔵 寺院 絵葉書

３ 28 福岡県 筑紫 観世音寺講堂 寺院 絵葉書

３ 28 奈良県 法隆寺 上御堂（鎌倉時代） 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 勧学院 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 大会堂と愛染堂 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 不動堂 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 護摩堂及頌徳殿 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 燈篭堂 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 西行桜と三昧堂 寺院 絵葉書

３ 28 和歌山県 高野山 孔雀堂 寺院 絵葉書

３ 28 奈良県 法隆寺 聖霊院 寺院 絵葉書

３ 29 東京都 池上本門寺 御真骨堂 寺院 絵葉書

３ 29 和歌山県 高野山 奥院御廟 寺院 絵葉書

３ 29 和歌山県 高野山 納骨堂 寺院 絵葉書

３ 30 大阪府 建武中興史料展出品 国寶花瓶 観心寺蔵 仏具 絵葉書

３ 30 ／ 延命寺 右：護摩炉 左：庚申塔・地蔵像 仏具 写真

３ 30 ／ 延命寺 鐃鉢 仏具 写真

３ 30 東京都 第十図 永正元年在銘征鼓 立川市 村木高一氏写 仏具 写真

３ 30 ／

安養寺

前具護摩盆 武州多摩郡吉祥寺村 八幡宮宝前 別当吉

祥院安養寺什物

隅肘木 享保二年

仏具 写真

３ 30 宮城県 松島瑞巌寺 雲版 S 43.８.21 仏具 写真

３ 30 和歌山県 熊野那智青岸渡寺蔵 鰐口 仏具 拓本

３ 30 ／ 九 (１) 鰐口 高橋保氏蔵 『博物館年報』昭和十年度 仏具 図版切抜

３ 30 ／ 銅製壺 仏具
拓本・

スケッチ

３ 30 長野県 長野県小県郡西堀田村中禅寺蔵 鰐口 仏具 写真

３ 30 ／ ジョーン木村氏 石川氏旧蔵 鰐口 仏具 写真

３ 30 埼玉県 埼玉県大里郡寄居町赤浜 鰐口 仏具 写真

３ 30 宮崎県 鰐口 宮崎博物館 栗原氏 S 38.５.７ 仏具 拓本

３ 30 ／ 鰐口 （重複３枚） 仏具 拓本

３ 30 滋賀県 近江石塔寺 独鈷 仏具 拓本

３ 30 岐阜県 大三島 東円坊 ドラ 仏具 拓本

３ 30 群馬県 前橋市芳町 東福寺 鰐口 仏具 拓本

３ 30 茨城県 茨城県 石川唯一氏陳列品 鰐口 S 37.３.22 仏具 拓本

３ 30 ／ 五鈷鈴（裏面に雪舟筆夏景山水図） 仏具 図版

３ 30 ／ 雲版・鐃・独鈷・五鈷鈴（裏面に雪舟筆夏景山水図） 仏具 図版

３ 30 ／ 鰐口 仏具 図版

３ 30 ／ 上：獅子鎮柄香炉 下：瓶鎮柄香炉 仏具 図版

３ 30 宮城県
獣脚資料（二） 仙台市陸奥国分寺址 S 14.10 内藤政

恒蔵版２枚
仏具 絵葉書

４ １ 神奈川県 鶴岡八幡宮 平胡籙 武具 写真

４ １ 神奈川県
鎌倉 国幣中社鶴岡八幡宮御宝物 金作太刀と半弓

（四）鎌倉鶴岡八幡宮 天鹿兒弓と天真羽矢
武器・武具 絵葉書

４ １ ／ 高良神社 矢・胡籙 武器・武具 写真

４ １ 石川県 白山 剣二口・文書「…永禄参年四月九日…」 武器・文書 写真

４ １ 静岡県 静岡市浅間神社 家康奉納軍扇 武具 写真

４ １ 神奈川県 鶴ヶ岡 矢 武器 写真

４ １ 神奈川県 鶴ヶ岡 鏃・矢羽根アップ 武器 写真

４ １ 神奈川県 鶴ヶ岡 平胡籙 ２枚 武具 写真

４ １ 神奈川県 鶴岡 弓 武器 写真
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４ １ 茨城県 鹿島 鏑矢 武器 写真

４ １ 茨城県
鹿島 箱書「奉納誕生蟇目矢一隻…寛文五年乙巳九月吉

日…」
武器 写真

４ １ 茨城県 鹿島 軍扇 武具 写真

４ １ 茨城県 鹿島 旗指物・法螺貝・軍扇・矢筒・差配ほか 武具 写真

４ １ 千葉県 香取 差配 武具 写真

４ １ 愛知県 熱田神宮蔵 胡籙 ３枚 武具 写真

４ １ ／ 宝物３号 薙刀２振 武器 写真

４ １ ／ 軍扇 武具 写真

４ １ 愛知県 那古野神社蔵 鏃 武器 拓本

４ １ 愛知県 真清田 鏃 武器 拓本

４ １ 愛知県
尾張大国霊神社 柳箙ノ図 名古屋大津町澤田文精社印

刷
武具 絵葉書

４ １ 茨城県

太田道潅所持之軍扇 茨城・石岡・総社神社蔵 箱書「…

寛文八年戊申四月吉日 遠州浜松城主 太田備中守源資

宗 嫡男 摂津守資次」

武具 絵葉書

４ １ 兵庫県
伝赤松則村以降同家代々使用戦陣の盾・同征皷 射盾兵

主神社社務所発行
武具 絵葉書

４ １ 福井県
藤島神社宝物 義助朝臣腰貝 義助朝臣軍扇 義貞朝臣

轡
武具・馬具 絵葉書

４ １ 山形県
国宝（其ノ一）鑓十本ノ内 城川埋忠 上杉神社々務所

発行
武器 絵葉書

４ １ 石川県 国幣中社白山比神社宝物 十振神剣 社務所発行 武器 絵葉書

４ １ 神奈川県 （六）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物 源頼朝公の甲冑と軍配 武具 絵葉書

４ １ 神奈川県
（七）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物 徳川家康公所用の兜と陣

貝
武具 絵葉書

４ ２ 愛知県
猿投神社蔵 刀剣箱 箱書「貞治三年…云々」 S 40.７

３枚
武器 写真

４ ３ 千葉県 下総国大戸神社蔵 毛抜形太刀残欠 S 16.９.17採訪 武器 拓本

４ ３ 千葉県 大戸神社 毛抜形太刀・鐙 武器・馬具 写真

４ ３ 千葉県 大戸神社 毛抜形太刀 S 39.９ 石井氏より 武器 写真

４ ３ 千葉県 大戸神社 鍔・鞘金具 武器 拓本

４ ３ 千葉県 大戸神社 釣金具 武器 拓本

４ ３ 福岡県 大宰府神社 大刀 毛抜形透ノ周囲ニ銀金具ノ跡アリ 武器 拓本

４ ３ 福岡県 菅公御佩刀 国宝 大宰府神社 ２枚 武器 絵葉書

４ ４ 岐阜県 岐阜長滝白山社宝物（鉄斧） S 39.８.16 武器 写真

４ ４ 岐阜県 岐阜長滝白山社宝物（手桙） S 39.８.16 武器 写真

４ ４ 岐阜県 岐阜長滝白山社 鉄斧 武器 拓本

４ ４ 岐阜県 岐阜長滝白山社 手桙 武器 拓本

４ ５ 愛媛県

紺糸威鎧 河野通有奉納 （国宝百十五点ノ内） 伊予大

三島国幣大社大山祇神社蔵

色々威腹巻 （国宝百十五点ノ内） 伊予大三島国幣大社

大山祇神社蔵

武具 絵葉書

４ ５ 愛媛県

大円山形兜 （国宝百十五点ノ内） 伊予大三島国幣大社

大山祇神社蔵

紺糸威膝鎧 （国宝百十五点ノ内） 伊予大三島国幣大社

大山祇神社蔵

武具 絵葉書

４ ５ 愛媛県

緋威鎧 源義経奉納 （国宝百十五点ノ内） 伊予大三島

国幣大社大山祇神社蔵

緋威鎧 背面 源義経奉納 （国宝百十五点ノ内） 伊予

大三島国幣大社大山祇神社蔵

武具 絵葉書

４ ６ 福島県

福島県棚倉町鎮座 国幣中社都都古別神社 国宝 長覆

輪太刀

太刀

武器 絵葉書・写真

４ ６ 神奈川県
鎌倉 国幣中社鶴岡八幡宮国宝 金作衛府太刀

鎌倉 国幣中社鶴岡八幡宮御宝物 北条氏綱奉納の太刀
武器 絵葉書

４ ６ 埼玉県 高麗神社蔵 太刀 武器 拓本

４ ６ 埼玉県 高麗神社蔵 太刀 鍔 ２枚 武器 拓本

４ ６ 広島県 巌島神社 太刀 武器 写真

４ ６ 神奈川県 下だけ 鶴ヶ岡 太刀 武器 写真

４ ６ 神奈川県 鶴ヶ岡 太刀 アップ 武器 写真
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４ ６ 愛媛県

螺鈿飾太刀 平重盛奉納 （国宝百十五点ノ内） 兵庫鎖

太刀 護良親王護寄付 （国宝百十五点ノ内） 伊予大三

島国幣大社大山祇神社蔵 ２枚

武器 絵葉書

４ ６ 神奈川県 （三）鎌倉鶴岡八幡宮 国宝 金作衛府太刀 武器 絵葉書

４ ６ 大分県

一条天皇勅作ノ御太刀及高麗王儀装の太刀其他 官幣大

社宇佐神宮宝物 Taisho  Hato  Brand  Made  in  Wa
 

kayama

武器 絵葉書-

４ ６ 三重県

毛抜形太刀（伊勢徴古館蔵伝藤原秀郷太刀模造） 兵庫鎖

太刀（巌島神社蔵牡丹造太刀模造刀） 銀造野太刀 蝦

夷拵太刀 帝室博物館発行 志村写真版印刷所製

武器 絵葉書

４ ６ 東京都 国宝 鉱金長覆輪太刀 宝寿丸太刀 武州御嶽山蔵 武器 絵葉書

４ ６ 愛知県
熱田神宮宝物 国宝兵庫鎖太刀 名古屋神楽町澤田文精

社印刷
武器 絵葉書

４ ７ 神奈川県

（三）鎌倉鶴岡八幡宮 国宝 金作衛府太刀

（九）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物御物 明治天皇御寄進の硯

箱 金作太刀 文箱 三重手箱

武器・文具 絵葉書

４ ７ 山梨県

吉光短刀鞘 『浅間神社蔵吉光短刀絵はがき』 浅間神

社々務所発行

吉光短刀 『浅間神社蔵吉光短刀絵はがき』 浅間神社々

務所発行

武器 絵葉書

４ ７ 岐阜県
国幣大社南宮神社宝物 康光ノ太刀及古代鉾 社務所発

行
武器 絵葉書

４ ７ 神奈川県
御宝物 刀剣 箱根神社社務所発行 （カット 第十一

図 宝物太刀類）
武器 絵葉書

４ ７ 神奈川県 真木梅短刀 （カット 第十図） 武器 絵葉書・拓本

４ ７ 神奈川県 箱根神社蔵 真木梅短刀 武器 写真

４ ７ ／ 第十六図 刀剣銘拓影 武器 拓本

４ ７ ／ 第十六図 刀剣銘拓影 武器 図版

４ ７ 宮崎県 都萬神社蔵 大刀銘 武器 拓本

４ ７ 福井県 藤島神社 太刀銘 「巳平」 武器 拓本

４ ７ 大分県
宇佐神宮蔵 太刀銘 「家長重代宝…永正十七年二月吉

日」
武器 拓本

４ ７ 千葉県
香取 太刀銘 「香取大明神…慶長十一年八月二十四日

…」
武器 拓本

４ ７ 神奈川県 下だけ 鶴ヶ岡 太刀 武器 写真

４ ７ 群馬県
二図 赤城 太刀 宝三八号 箱書「御太刀二王清平作

…文化十二乙亥年…」
武器 写真

４ ７ 群馬県 第三図 赤城 太刀 上：宝第四〇号・下：宝第四二号 武器 写真

４ ７ ／ 太刀 武器 写真

４ ７ ／ 太刀 太刀銘アップ 武器 写真

４ ７ 山梨県
信玄公奉納自詠和歌短冊並太刀（伝来国次） 浅間神社蔵

国幣中社浅間神社所蔵
武器・文具 絵葉書

４ ７ 山形県
国宝（其ノ二） 県社松岬神社宝物 助宗太刀 上杉神

社々務所発行
武器 絵葉書

４ ７ 山形県
国宝（其ノ三） ＊祭御剣 倫光 元重・太刀長巻 上

杉神社々務所発行
武器 絵葉書

４ ７ 福井県 藤島神社宝物絲巻御太刀 宮内省下賜 武器 絵葉書

４ ７
愛知県・

熊本県

（上）糸巻太刀 銘 国之 東照公御佩用の品と伝ふ

名古屋 県社 東照宮出品 (中）太刀銘 永正八年二月

三日 備前国住人 祐定 愛知県知多郡 郷社 入海神

社出品 (下）菊池千本槍 延壽国村の作 熊本県 別格

官幣社 菊池神社出品

武器 絵葉書

４ ７ 静岡県
国宝 銘秋義脇差・銘宗忠太刀 宮内省御寄進 官幣大

社三島神社蔵
武器 絵葉書

４ ７ 熊本県

官幣大社阿蘇神社 御宝物 国宝 絲巻太刀 備前長光

作・国宝 牡丹作短刀 無銘 (「登山記念９.１.１ 阿

蘇山絶頂 佐伯茶店」のスタンプあり）

武器 絵葉書

４ ７ 熊本県
国宝 牡丹造短刀 阿蘇神社蔵 帝室博物館発行 G .

T .SUN
武器 絵葉書

４ ７ 三重県
黒造横刀（皇大神宮御神宝模造）・雑作横刀（皇大神宮御

神宝撤下品） 帝室博物館発行 志村写真版印刷所製
武器 絵葉書
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４ ７ 山形県
本盾史蹟名勝 （上）源義家寄進御太刀・大物忌神社所蔵

国宝 （下）太刀ノ鞘及鍔 山形県出羽栅調査会発行
武器 絵葉書

４ ７ 兵庫県 刀 （国宝） 綾小路定利の作 射盾兵主神社社務所発行 武器 絵葉書

４ ７ 富山県
国幣中社白山比神社国宝 刀 行光作・剣 吉光作 社

務所発行
武器 絵葉書

４ ７ 大分県

大和国天国ノ宝剣及伯耆国真守ノ宝刀其ノ他 官幣大社

宇佐神宮宝物 Taisho  Hato  Brand  Made  in  Wa
 

kayama

武器 絵葉書-

４ ７ 神奈川県
（七）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物御物 明治天皇御寄進の硯

箱 金作太刀 文台 三重手箱
武器・文具 絵葉書

４ ７ 東京都

官幣大社日枝神社宝物（国宝御太刀十四点ノ内）（上）

明治天皇御献納御太刀（銘長光）（中）征夷大将軍徳川

綱吉奉納御太刀（銘則宗）（下）同上御拵へ

武器 絵葉書

４ ７ 愛知県
明治天皇御奉納太刀 熱田神宮宝物 名古屋神楽町澤田

文精社印刷
武器 絵葉書

４ ７ 山形県
月山丸 行光重信両作拵附太刀乗岩作拵附脇差無銘太刀

三山神社々務所発行
武器 絵葉書

４ ８ 東京都 東京御嶽神社 兜 武具 写真

４ ８ 東京都 大冑 （武蔵 御嶽神社蔵）『考古図集』第八 武具 図版

４ ８ 東京都 国宝 赤糸威甲冑 紫裾濃甲冑 武州御嶽山蔵 武具 絵葉書

４ ９ 東京都 神宝 金覆輪鏡鞍 舌長鐙 宝珠紋轡 武州御嶽山蔵 馬具 絵葉書

４ ９ 東京都 鞍 (１) （武蔵 御嶽神社蔵）『考古図集』第七 馬具 図版

４ ９ 東京都 鞍 (２) （武蔵 御嶽神社蔵）『考古図集』第七 馬具 図版

４ ９ 東京都 舌長鐙 （武蔵 御嶽神社蔵）『考古図集』第八 馬具 図版

４ 10
広島県・

山梨県

国宝 卯之花縅大鎧（源義家所用） 厳島神社々務所発行

国宝 小桜縅甲冑 厳島神社々務所発行
武具 絵葉書

４ 10 奈良県 国宝 国韋威矢筈札胴丸 春日神社蔵 帝室博物館発行 武具 絵葉書

４ 10 和歌山県 国宝 御星兜 加太神社蔵 帝室博物館発行 武具 絵葉書

４ 10 栃木県

兜及櫃 日光二荒山神社蔵 日光東照宮宝物館発行

東照公御使用御具足及筥 日光東照宮蔵 日光東照宮宝

物館発行

武具 絵葉書

４ 10 神奈川県

（六）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物 源頼朝公の甲冑と軍配

鎌倉 国幣中社鶴岡八幡宮御宝物 静の前の面と片袖

義経の鎧 国幣中社鶴岡八幡宮社務所発行

武具 絵葉書

４ 10 神奈川県

（七）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物 徳川家康公所用の兜と陣貝

鎌倉 国幣中社鶴岡八幡宮御宝物 家康公所用の兜と陣

貝 国幣中社鶴岡八幡宮社務所発行

武具 絵葉書

４ 10 ／ 冑 武具 写真

４ 10 神奈川県 第一図 神奈川 寒川神社 冑 南爪形 武具 写真

４ 10 神奈川県 第二図 神奈川 寒川神社 冑 拓本 武具 拓本

４ 10 福井県 国宝冑 藤島神社蔵 武具 拓本

４ 10 福井県 冑 藤島神社 武具 拓本

４ 10 ／
関保之助氏蔵 薫韋威妻取鎧 『考古図集』第七集（家宝

号）
武具 図版

４ 10 東京都
武蔵伊興村発掘兜鉢（東京帝室博物館蔵）『考古図集』

第十五号
武具 図版

４ 10 静岡県 静岡浅間 家康十三才初衣鎧 武具 写真

４ 10 ／ 兜 ３枚 武具 写真

４ 10 茨城県 鹿島 甲冑 武具 写真

４ 10 奈良県 石上 甲冑残欠 武具 写真

４ 10 島根県
足利義教大鎧 無名緋威・糸巻太刀（国宝) 出雲大社社

務所発行
武具 絵葉書

４ 10 福井県 藤島神社宝物 新田義貞朝臣御兜（国宝） 武具 絵葉書

４ 10 愛知県 猿投神社宝物八幡太郎義家鎧 （若子写真館製） 武具 絵葉書

４ 10 石川県
別格官幣社尾山神社 宝物 祭神御着用鎧胴 大鯰小鯰

尾形冑 備前国光忠作太刀 同国秀景作脇差刀（国宝）
武具 絵葉書

４ 10 福島県
福島県棚倉町鎮座 国幣中社都都古別神社 宝物（古鎧

断片の一部及兜）
武具 絵葉書

４ 10 静岡県
久能山宝物 東照宮遺品（甲冑二領） 久能山社務所発行

文明堂製
武具 絵葉書

４ 10 ／ 古具足 歯形半頰銘信家 武具 絵葉書

４ 10 兵庫県 湊川神社宝物 大楠公 御腹巻（国宝） 武具 絵葉書
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４ 11 愛知県 熱田神宮蔵 甲冑 ２枚 武具 写真

４ 11 愛知県 熱田神宮蔵 脛当 武具 写真

４ 11 愛知県 熱田神宮蔵 佩盾 武具 写真

４ 12 奈良県 図版第八 色々縅腹巻（一）正面 武具 写真

４ 12 奈良県 図版第九 色々縅腹巻（二）側面 武具 写真

４ 12 奈良県
図版第十 色々縅腹巻（三）背面（メモ：腹巻 いそ上

神宮）
武具 写真

４ 12 奈良県 兜 上から 武具 写真

４ 12 奈良県 兜 八幡座天辺孔 武具 写真

４ 12 奈良県 鎧 右大袖 武具 写真

４ 13 三重県 伊勢鵜森神社蔵兜 (１) 『考古図集』第三集 武具 図版

４ 13 三重県 伊勢鵜森神社蔵兜 (２) 『考古図集』第三集 武具 図版

４ 13 三重県 書簡（イセ 伊東氏より 附：写真六枚） 武具 書簡

４ 13 三重県 兜 正面 武具 写真

４ 13 三重県 兜 右側面 武具 写真

４ 13 三重県 兜 左側面 武具 写真

４ 13 三重県 兜 背面 武具 写真

４ 13 三重県 兜 上面 武具 写真

４ 13 三重県 兜 内面 武具 写真

４ 14 新潟県 弥彦神社蔵 鞍・壺鐙 馬具 写真

４ 14 大分県
金具（大分市大字上野字六坊惣社発見） 東京帝室博物館

所蔵 『考古図集』第三集
馬具 図版

４ 14 富山県 国幣中社白山比神社国宝 螺鈿鞍 社務所発行 馬具 絵葉書

４ 14 栃木県
久能山宝物 東照宮遺品（鞍・長舌鐙） 久能山社務所発

行 文明堂製
馬具 絵葉書

４ 14 茨城県 鹿島 箱書「御鞍具之事…元和五丁未年十二月十七日…」 馬具 写真

４ 14 茨城県 鹿島 鞍 ３枚 馬具 写真

４ 14 茨城県 鹿島 鞍・鐙 ２枚 馬具 写真

４ 14 茨城県 鹿島 鐙 ２枚 馬具 写真

４ 15 茨城県
213 鞍橋（鹿島神宮蔵）『考古図集』第二十二集（鹿島

神宮号）
馬具 図版

４ 15 茨城県
214 鞍橋（鹿島神宮蔵）『考古図集』第二十二集（鹿島

神宮号）
馬具 図版

４ 15 茨城県 鹿島 鞍橋 ４枚 馬具 写真

４ 15 茨城県 鹿島 居木 ３枚 馬具 写真

４ 15 茨城県 鹿島 居木残欠・鞍橋残欠 馬具 写真

４ 16 岐阜県 岐阜長瀧白山社宝物（鐡釆棒） 社殿 S 39.８.16 神社 写真

４ 16 静岡県 伊豆山神社蔵古剣（三仙人所用） S 42 本間氏より 武器 写真

４ 16 兵庫県 冑 寒川神社蔵 ５枚 武具 拓本

４ 16 愛知県 那古野神社 鏃（「思無邪」の透あり） 武器 拓本

４ 16 ／ 太刀 銘 景政 ほか 武器 拓本

４ 16 ／ 太刀 銘 国吉 ほか 武器 拓本

４ 17 ／

佐藤庄司信平献納太刀 八幡太郎義家ノ六男陸奥六郎義

隆献納太刀 佐藤忠信献納太刀 正宗ノ太刀 村正ノ太

刀 篭目ノ太刀北条時政献納 毛抜ツカシノ太刀

武器 絵葉書

４ 17 京都府
太刀 助守銘 （国宝） 石清水八幡宮蔵 （附：絵葉書

解説）
武器 絵葉書

５ １ 愛知県 懸仏 千両神社 薬師 （メモ：二月九日 裏返し） 懸仏 写真

５ １ 長野県
懸仏 麻績村 法善寺蔵 四何山の御正体といふ 青銅

製 弥勒
懸仏 写真

５ １ 神奈川県 懸仏 女体観音 （メモ：箱根 原版カビネ） 懸仏 写真

５ １ 神奈川県
懸仏 女体観音 裏面「寛永九年…七月七日」（メモ：

箱根 原版カビネ）
懸仏 写真

５ １ 神奈川県 懸仏 神像・法体 懸仏 写真

５ １ 神奈川県 懸仏 裏面「寛永九年…七月七日」 懸仏 写真

５ １ 神奈川県

箱根 出土金属製品 御正体・花焔残欠・輪宝・素文鏡・

天蓋残欠・座金物・縁金物・獅嚙残欠・鉄器残欠・古銭

（洪武通宝）・地鎮祭鎮物各種残欠・土器残欠

懸仏 写真

５ １ 神奈川県
箱根 出土金属製品 御正体・花焔残欠・輪宝・素文鏡・

天蓋残欠・座金物・縁金物・獅嚙残欠
懸仏 写真

５ １ ／ 狛犬（メモ：石上） 懸仏 図版
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５ １ ／ 懸仏 神像 懸仏 図版

５ １ 群馬県 懸仏 上野総社 「…天正十二歳…」 懸仏 拓本

５ １ 群馬県 懸仏 上野植木 赤堀社？ 懸仏 拓本

５ １ 長野県

懸仏 信濃オミ神明宮 「永禄拾二年…」「信濃筑摩郡麻

績 神明宮」

飾金具 「元禄十一歳 寅 四月吉日」

懸仏 拓本

５ １ 長野県 懸仏 オミ神明 「信＊筑摩之郡麻績…天正十九年…」 懸仏 拓本

５ １ 長野県 懸仏 方形 オミ神明 「…天正廿年…」 懸仏 拓本

５ １ ／ 懸仏（絵巻物） 懸仏 写真

５ ２ 長野県 長野・麻績・神明宮 胎蔵界 大日如来像 銅製打出 懸仏 写真

５ ２ 長野県
長野・麻績・神明宮 胎蔵界 大日如来像 銅製 金箔

一部残存 鋳造
懸仏 写真

５ ２ 長野県
長野・麻績・神明宮 金剛界 大日如来像 青銅製 打

出 金箔僅少（蓮台・額等）
懸仏 写真

５ ２ 長野県
長野・麻績・神明宮 金剛界 大日如来像 銅製鋳造 金

箔僅カニ残ル
懸仏 写真

５ ２ 長野県
長野・麻績・神明宮 阿弥陀如来座像 銅製打出 鍍金

痕アリ
懸仏 写真

５ ２ 長野県
長野・麻績・神明宮 薬師如来像 銅製 金箔残存 鋳

造
懸仏 写真

５ ２ 長野県 長野・麻績・神明宮 懸仏 永禄拾二年 懸仏 写真

５ ２ 長野県
長野・麻績・神明宮 懸仏 銅製方形 天正廿年九月吉

日
懸仏 写真

５ ２ 長野県 長野・麻績・神明宮 懸仏 銅製 懸仏 写真

５ ３ 長野県 （一）懸仏 表・裏「敬奉新造御正体一面…云々」 懸仏 写真

５ ３ 長野県
56 懸仏 長野県 神明社（弘安元年）（裏面 漆泥朱

書）敬奉新造御正体一面…云々
懸仏 写真

５ ３ 長野県 （二）懸仏 表・裏「神明御正体一面…」 懸仏 写真

５ ３ 長野県 （三）懸仏・（四）懸仏 懸仏 写真

５ ３ 長野県 （五）懸仏・（六）懸仏 懸仏 写真

５ ３ 長野県 （七）懸仏・（八）懸仏 懸仏 写真

５ ３ 長野県 （九）懸仏・（十）懸仏 懸仏 写真

５ ３ 長野県 （十一）懸仏・（十二）懸仏・（十三）懸仏・（十四）懸仏 懸仏 写真

５ ３ 長野県

（十五）懸仏 向ッテ右 裏面二墨書銘アリ 志んめい

の御しやうたい

（十六）懸仏 同左 裏面二墨書銘アリ 志んめい

懸仏 写真

５ ３ 長野県 長野・神明宮 懸仏 （十五）ノ裏・（十六）ノ裏 懸仏 写真

５ ３ 長野県 長野・神明宮 懸仏 「神明御正体一面…」 懸仏 写真

５ ３ 長野県 長野・神明宮 懸仏 懸仏 写真

５ ３ 長野県

重要美術品等 銅製懸仏十六面ノ内（向ツテ右側ノモノ

ノ裏面ニ弘安元年ノ銘アリ） 長野県北安曇郡社村 県

社 神明宮

懸仏 絵葉書

５ ３ 長野県

重要美術品等 銅製懸仏十六面ノ内（向ツテ右側ノモノ

ノ裏面ニ弘安元年ノ銘アリ） 長野県北安曇郡社村 県

社 神明宮

懸仏 絵葉書

５ ３ 長野県 社村神明宮 印「神明宮印」 S 30.８.７ 印章 印影

５ ４ 愛知県
愛知 千両神社 上右：弥陀 上左十一面 下右：薬師

（表） 下左：薬師（裏）
懸仏 写真

５ ４ 埼玉県 武州鷲宮神社御正体拓影 二面 懸仏 拓本

５ ４ 東京都 武蔵国西多摩郡小河内村温泉神社御正体（表面） 懸仏 拓本

５ ４ 八王子 八王子市 松宮順氏蔵 子安神社宝 十二面観音 懸仏 拓本・絵葉書

５ ４ 滋賀県 懸仏 滋賀県愛知郡西小椋村菅原神社蔵 懸仏 拓本

５ ４ 滋賀県 近江 日吉神社蔵 S 19.７ 懸仏 拓本

５ ４ 滋賀県 近江 日吉神社蔵 S 19.７ 懸仏 拓本

５ ４ 群馬県 上野総社 懸仏 拓本

５ ５ 福岡県 福岡県宗像郡鐘崎県社織幡神社 宮司 壱岐文雄氏蔵 懸仏 拓本･メモ

５ ５ ／ 文明十二年銘 懸仏 懸仏 拓本

５ ５ 京都府
京都府加佐郡河守上村字北原村社熊野神社蔵 外に木線

（佛)及小懸佛あり
懸仏 拓本

５ ５ 京都府 丹波熊野神社 懸仏 懸仏 写真

５ ５ 京都府 丹波熊野神社 懸仏 懸仏 写真

５ ５ 静岡県 三河国北設楽郡名会町八幡宮御正体 懸仏 写真・拓本
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５ ５ ／ 春日権現験記 絵馬と懸仏 懸仏 写真

５ ５ ／ 妙奈川神社蔵 懸仏 S 35.12.14 懸仏 写真

５ ５ 新潟県
右：新潟糸魚川 天津神社蔵

左：伝羽黒山所蔵（懸仏と御正体所載）
懸仏 写真

５ ５ ／ 不明 懸仏 裏書 懸仏 写真

５ ５ ／ 高麗家の什宝 懸仏 絵葉書

５ ５ 滋賀県 滋賀 田所神社 懸仏 写真

５ ５ 京都府 京都府加佐郡河守上村 皇大神社 懸仏 写真

５ ５ 京都府 京都府加佐郡河守上村 皇大神社 懸仏 写真

５ ５ ／ 一 渡金懸佛 千手観音 懸仏 絵葉書

５ ５ 埼玉県 武蔵入間 古尾谷八幡神社蔵 懸仏 懸仏 拓本

５ ５ ／ 武蔵鎌形八幡蔵 懸仏 昭和四年考古学会研究総会記念 懸仏 絵葉書

５ ５
熊本県・

神奈川県

右：熊本球磨黒肥地村 王宮神社

左：神奈川 鶴ヶ岡八幡宮
懸仏 写真

５ ５ 静岡県 三河菟足神社旧蔵 今川永氏蔵 懸仏 写真

５ ５ 静岡県 三河菟足神社旧蔵 今川永氏蔵 懸仏 写真

５ ５ 群馬県 上野国惣社蔵 上：表 下：裏 懸仏 写真

５ ５ 千葉県
安房国下立松原神社蔵 御正体（懸佛）か （裏面に法

量等の注記あり）
懸仏 写真

５ ５ 滋賀県 滋賀県愛知郡西小椋村原菅原神社懸仏２枚 懸仏 写真

５ ５ 滋賀県 滋賀県愛知郡西小椋村原菅原神社御正体 懸仏 写真

５ ５ 静岡県 三河名会町八幡宮 御正体 懸仏 写真

５ ５ 静岡県
熱海町初島発見（網代町河＊古神社）表裏拓本 S 33.８.

９
懸仏 拓本

５ ５ 滋賀県 滋賀 小椋神社蔵 懸仏 懸仏 写真

５ ５ ／ 第三十六図 懸仏残片 懸仏 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社 懸仏 伊東氏 懸仏 写真

５ ６ 岐阜県
那比神社 懸仏 右：十二図ノ２ 左：十二図ノ３

（裏に銘文ほか注記あり）
懸仏 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社 懸仏（裏に銘文ほか注記あり） 懸仏 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社 上：遠望 下：近景（スナップ） 神社 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社蔵 国宝懸佛 懸仏 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社 懸仏 懸仏 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社 懸仏 懸仏 写真

５ ６ 岐阜県 那比神社 懸仏 懸仏 拓本

５ ６ 岐阜県 那比神社 懸仏 懸仏 拓本

５ ７ 青森県 懸仏 棚倉都々古別神社 懸仏 写真

５ ７ 青森県 懸仏 棚倉都々古別神社 懸仏 拓本

５ ７ 青森県 懸仏 八槻都々古別神社 懸仏 写真

５ ７ 青森県 懸仏 八槻都々古別神社 懸仏 写真

５ ７ 青森県 懸仏 棚倉都々古別神社 懸仏 拓本

５ ７ 青森県 懸仏 棚倉都々古別神社 懸仏 拓本

５ ７ 青森県 懸仏 棚倉都々古別神社 懸仏 拓本

５ ８ 千葉県 香取 扇面形御正体（表） 懸仏 写真

５ ８ 千葉県 香取 扇面形御正体（裏） 懸仏 写真

５ ８ 栃木県 星宮神社懸仏 懸仏 写真

５ ８ 新潟県 佐渡羽茂菅原神社 S 27.７ 懸仏 写真

５ ８ ／ 不明 扇形御正体 懸仏 写真

５ ８ 埼玉県 川越市三芳野神社 重美 青銅製 懸仏 拓本

５ ８ ／ 扇形御正体 懸仏 拓本

５ ８ ／ 三宮神社 扇形御正体 懸仏 拓本

５ ９ 島根県 島根佐太神社蔵 御正体（県立博物館にて) S 40.８.20 懸仏 写真

５ ９ 島根県
島根県出雲市法王寺御正体（県立博物館にて) S 40.８.

20
懸仏 写真

５ ９ 島根県
島根県安未市宮島神社御正体（県立博物館にて) S 40.

８.20
懸仏 写真

５ ９ 島根県 島根県安未市宮島神社蔵 懸仏（表) S 40.８.20拓 懸仏 拓本

５ ９ 島根県 島根県安未市宮島神社蔵 懸仏（裏) S 40.８.20拓 懸仏 拓本

６ １ 岐阜県 那比新宮 旛金具 仏具 拓本

６ １ 長野県 オミ神明神明宮 鰐口 仏具 拓本
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６ ２ 神奈川県
ドラ 帝大人類学教室蔵 「奉納 箱根山 三所権現…

云々」・「徳治二年丁未七月…云々」
仏具 拓本

６ ３ 岐阜県
鰐口 岐阜那比神社蔵（伊東氏より）「奉施入金鼓一口

甲賀山新宮社」・「文禄五年戊辰三月十三日…云々」
仏具 拓本

６ ４ 静岡県

鰐口 伊豆 国柱命神社 文永十年八月 「奉施入白山

権現並伊豆箱根両所権現金鼓一口」・「右志者為心中」・

「所願成就円満也」・「文永十年八月一日 平奉行上」

仏具 拓本

６ ４ 静岡県

50 鰐口 伊豆、国柱命神社（文永十年八月）（陰刻）

奉施入白山権現並伊豆箱根両所権現金鼓一口 右志者為

心中 所願成就円満也 文永十年八月一日 平奉行上

仏具 メモ

６ ５ 福岡県
朝鮮鐘 国宝 （筑前国志賀嶋神社蔵）『考古図集』第一

集
梵鐘 図版

６ ５ 大分県
国宝朝鮮鐘（官幣大社宇佐神宮宝物） Taisho Hato

 
Brand Made in Wakayama

梵鐘 絵葉書

６ ５ ／
神功皇后新羅征討御凱旋の際同国ヨリ奉ル古鐘 武内大

臣御手植古楠
梵鐘 絵葉書

６ ５ 福島県 福島県 志賀海神社蔵 朝鮮鐘 梵鐘 写真

６ ５ 神奈川県 鶴ヶ岡 朝鮮鐘 梵鐘 写真

６ ５ 大分県
宇佐神宮 朝鮮鐘 飛天・銘文「…夫復四年甲子二月…

云々（裏文字になっている）」 ３枚
梵鐘 拓本

６ ５ 神奈川県
鶴岡八幡 朝鮮鐘 銘文（刻字か）「…正治四年正月十

九日…云々」
梵鐘 拓本

６ ６
島根県・

静岡県

島根・出雲大社 鰐口 慶長十四年本社遷宮の節豊臣秀

頼の寄付せるもの

伊豆白浜神社 鰐口 慶長十二年大久保長安献納金鼓

仏具 絵葉書

６ ６ 長野県 木曽・白山社 鰐口 仏具 写真

６ ６ 新潟県 越後直江津 府中八幡 鰐口 「…文安三年六月…云々」 仏具 写真

６ ６ 埼玉県
入間郡古尾谷八幡宮 鰐口 「奉惣武州入東郡…永享十

一天六月一日 願主 敬白」
仏具 拓本

６ ６ 埼玉県
鰐口 「奉掛鰐口一面武州高麗郡大宮常住」・「文明十七

年乙巳正月日願主慶 」
仏具 拓本

６ ６ 埼玉県 高麗神社所蔵鉱金鰐口（入間郡高麗村） 仏具 図版

６ ６ 福岡県
大宰府神社 鰐口 「奉寄進 安楽寺 天満宮…慶長五

辰子年二月吉日…云々」
仏具 拓本

６ ６ 長野県
信濃国北安曇郡北城村切久保 諏訪神社蔵 鰐口 「月

光寺鰐口…正徳丙午八月…云々」
仏具 拓本

６ ６ 岐阜県 岐阜県部上部松木村 白山神社 「応永卅五年…云々」 仏具 拓本

６ ６ 石川県
能登部神社 鰐口 表裏２枚 「奉納 新田大明神 御

宝前 願主 大黒屋」
仏具 拓本

６ ６ 大分県
鰐口 「…豊州大野郡上津八幡大神…永禄己巳年二月五

日」 表裏２枚
仏具 拓本

６ ６ 栃木県 中澤寺 鰐口 「日光山 下野国 佐野 勝善院」 仏具 拓本

６ ６ 栃木県 中澤寺 鰐口 「…寛文五乙巳天…云々」 仏具 拓本

６ ６ 新潟県
直江津 府中八幡蔵 鰐口 「奉施入鰐口＊前寺…文安

三年六月…云々」
仏具 拓本

６ ６ 長野県 木曽白山社 鰐口 表裏２枚 「…永享＊＊三月…云々」 仏具 拓本

６ ６ 愛知県 知立神社 鰐口 「…寛永十五戊寅年 三月吉日」 仏具 拓本

６ ６ 静岡県
鰐口 「…伊古奈比咩命大明神御宝前…慶長拾二年丁未

三月吉日」
仏具 拓本

６ ６ 群馬県
上野 国宝 赤城神社蔵 鰐口（S18.８.３拓)「慶長

十一年未羊九月十二日…云々」
仏具 拓本

６ ７ 山形県
羽黒山鐘樓 建治二年鋳造 三山神社々務所発行

同鐘の前に立つ大場氏と和装男性の写真
梵鐘 絵葉書・写真

６ ７ 奈良県
梵鐘 奈良・山辺・波多野・中嶋山 神波多神社々宝 正

保五年
梵鐘 写真

６ ７ 大分県
南蛮鐘 豊後国直入郡竹田町中川神社蔵 『卅周年記念

図集』
梵鐘 図版

６ ７ 岐阜県 梵鐘 銘文 那比新宮 梵鐘 拓本

６ ８ 栃木県 三鈷杵 日光二荒山発掘（二荒山神社蔵） 仏具 絵葉書

６ ８
鹿児島県

・茨城県

薩摩国東市来町 霧島神社蔵 三鈷鈴

鹿島神宮 五鈷鈴
仏具 写真

６ ８ 愛知県 熱田 五鈷杵 ２カット 仏具 写真
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６ ８ 茨城県 鹿島 三鈷鈴 仏具 写真

６ ９ 広島県

国宝 銅製雲龍置物平家納経函（平家一門奉納) 不許複

製 厳島神社社務所発行

国宝法華経提婆品（平家納経及願文三十三巻之内) 不許

複製 厳島神社社務所発行

経巻 絵葉書

６ ９ 奈良県 石上 経箱 経巻 図版

６ ９ 静岡県 官幣大社三島神社 宝物 源頼家卿御筆心経 経巻 絵葉書

６ ９ 山梨県
後奈良天皇御宸翰（国宝）般若心経並武田信玄公自筆包

経（国幣中社浅間神社所蔵）
経巻 絵葉書

６ ９ 静岡県
国幣小社 伊豆山神社蔵 後奈良天皇御宸翰（国宝）

Taisho Hato Brand Made in Wakayama
経巻 絵葉書

６ ９ 愛知県

一色道範施入法華経（其一）外題及見返 郷社羽豆神社

所蔵 郷社羽豆神社 『郷社羽豆神社絵葉書 羽豆神社

社務所発行 愛知県知多郡師崎町』

経巻 絵葉書

６ ９ 愛知県

一色道範施入法華経（其二）外題及見返 郷社羽豆神社

所蔵 郷社羽豆神社 『郷社羽豆神社絵葉書 羽豆神社

社務所発行 愛知県知多郡師崎町』

経巻 絵葉書

６ ９ 愛知県

大般若経（写経）末尾 郷社羽豆神社蔵 郷社羽豆神社

『郷社羽豆神社絵葉書 羽豆神社社務所発行 愛知県知

多郡師崎町』

経巻 絵葉書

６ ９ 愛知県

大般若経（版経）末尾 郷社羽豆神社蔵 郷社羽豆神社

『郷社羽豆神社絵葉書 羽豆神社社務所発行 愛知県知

多郡師崎町』

経巻 絵葉書

６ 10 岡山県 吉備津彦神社蔵錫杖 応仁六年 仏具 写真

６ 10 ／ 錫杖 仏具 写真

６ 10 和歌山県 紀伊那智発掘 錫杖頭 『考古図集』第六集 仏具 図版

６ 11 ／ 机金物 仏具 拓本

６ 11 京都府
馨 「永安四年用午三月三日周枳宮」 M37.10.20発見

T14.６.23拓得之
仏具 拓本

６ 11 千葉県
下総国香取郡神崎町並木神宮寺蔵 大般若経箱刻銘

「貞治二季…下総国白井庄…云々」 S18.９.17
経巻 拓本

６ 11 奈良県 大神神社 マンダラ 曼荼羅 写真

６ 11 山形県
笈 (羽後 出羽神社所蔵）（駿河 大福寺所蔵)『考古

図集』第五
仏具 図版

６ 11 奈良県 石上 経箱 「布留大明神 前 五部大乗経箱也」 経巻 写真

６ 11 愛知県 熱田（神宮寺か） 寺院 写真

６ 11 愛知県 熱田（神宮寺か） 寺院 写真

６ 12 和歌山県 那智山 青銅製水滴（相輪は別ならん) S？.８.９ 仏具 写真

６ 12 和歌山県 那智大社 祝いの物 銅鋺・水瓶 仏具 写真

６ 12 愛媛県 水瓶 （伊予大山祇神社蔵） 仏具 図版

６ 12 愛媛県
銅製水瓶 平重盛奉納（国宝百十六点ノ内) 伊予大三島

国幣大社
仏具 絵葉書

６ 12 福岡県
大宰府神社蔵 華瓶 「奉寄進 太宰府 天満宮…干時

慶長三戊戊…云々」
仏具 拓本

６ 12 福岡県 大宰府神社蔵 花瓶 『考古図集』第二 仏具 拓本

６ 12 鹿児島県 銅製花瓶 鹿児島神宮 仏具 拓本

６ 13 神奈川県 木造華曼（桃山時代) 鶴岡八幡宮蔵 仏具 絵葉書

６ 13 神奈川県 華曼 鶴岡 仏具 写真

６ 13 神奈川県 鶴岡八幡宮 華曼 仏具 拓本

６ 14 群馬県 上野 惣社 雲板 仏具 拓本

６ 15 福岡県 福岡・大宰府神社 雲板 仏具 拓本

６ 15 福岡県 大宰府神社 雲板 表「奉寄進安楽寺」・裏「和泉」 仏具 拓本

６ 16 和歌山県
青岸渡寺（七) 本尊御扉用銅製舟形錠（輪宝と三巴文あ

り）・那智滝版木（文政二年在銘） S？.８.10
仏具 写真

６ 16 和歌山県 那智山 境内出土 瓦製仏版 S？.８.10 仏具 写真

６ 16 岐阜県
岐阜長瀧 長瀧寺宝物 鰐口 永享三年在銘 S39.８.

16
仏具 写真

６ 16 岐阜県 岐阜長瀧 長瀧寺宝物 牛皮華曼 S39.８.16 仏具 写真

６ 16 山形県 南陽市宮田町熊野大社 鰐口 S43.８.16 仏具 写真

６ 16 長野県
長野県東筑摩郡 阪北 刈谷沢神明宮 鰐口 浅岡氏・

手島氏寄進 「…元禄三歳…云々」
仏具 写真

６ 16 和歌山県 那智山瓦製仏版 仏像 拓本
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６ 16 和歌山県 熊野速玉大社蔵 入峰斧 S38.８.７ 仏具 拓本

６ 16 和歌山県 那智大社 飾金具 S？.８.９ 仏具 拓本

６ 16 長野県
長野県東筑摩郡麻績村字宮本 郷社 神明宮 鰐口（表

面）
仏具 写真

６ 16 長野県
長野県東筑摩郡麻績村字宮本 郷社 神明宮 鰐口（背

面）
仏具 写真

６ 16 群馬県 群馬惣社蔵 雲板 仏具 写真

６ 16 和歌山県 熊野速玉大社蔵 入峰斧 仏具 写真

６ 16 東京都 葛飾八幡宮蔵 梵鐘 梵鐘 写真

６ 16 千葉県 大悲閣 全景 山田旅館写真部 神崎神社 御中 寺院 写真

６ 16 千葉県 鳥居 山田旅館写真部 神崎神社 御中 神社 写真

６ 16 千葉県 風景 山田旅館写真部 神崎神社 御中 神社 写真

６ 16 千葉県 祠 全景 山田旅館写真部 神崎神社 御中 神社 写真

６ 16 千葉県 文書 山田旅館写真部 神崎神社 御中 文書 写真

６ 16 千葉県 仏像残欠 ６枚 山田旅館写真部 神崎神社 御中 仏像 写真

６ 17 長野県
オミ神明 梵鐘 ２枚 「…寛文十二壬子年五月吉日…

昭和九年八月 石造、改工」
梵鐘 拓本

７ １ 宮城県 木村鉄次郎 『城栅跡』 城栅 レポート

７ １ 宮城県 安倍泉 『多賀城について』 S48.２.12 城栅 レポート

７ １ 宮城県

安倍泉レポート図版 №１ 多賀城遠景・№２ 多賀城

遠景（加瀬沼より）・№３ 多賀城碑・№４ 総社宮・№５

多賀神社（式内社）・№６ 外郭東門・№７ 外郭東門・

№８ 外郭東門礎石

城栅 写真

７ １ 宮城県

安倍泉レポート図版 №９ 外郭南門・№10 外郭南門

土塁・№11 南門地区全景・多賀城碑・№12 外郭南門

土塁・№13 外郭南辺土塁（南門の西側）・№14 外郭南

辺土塁（南門の東側）・№15 外郭東辺土塁の東にのびる

土塁・№16 №15に同じ

城栅 写真

７ １ 宮城県

安倍泉レポート図版 №17 外郭北辺土塁東端張出し土

壇・№18 外郭西辺土塁北端張出し土壇・№19 外郭東

辺土塁北端張出し土壇・№20 外郭東辺土塁北端張出土

壇西端柱穴・№21 外郭東辺土塁・№22 外郭北辺土塁・

№23 外郭北辺土塁

城栅 写真

７ １ 宮城県
安倍泉レポート図版 №24・№25・№26・№27・№28

№24～28 内城の北約250mのあたりにみられる建物跡
城栅 写真

７ １ 宮城県

安倍泉レポート図版 №29 内城全景・№30 正殿・№31

内城全景・№32 内城南門・翼廊礎石・№33 後殿・№34

後門（第３期往以降）・№35 内城北辺築地

城栅 写真

７ ２ 山口県
石城山神篭石概略図 長門国熊毛郡塩田村字石城

S10.６
城栅 図版

７ ２ 山口県 石城山神篭石 城栅 図版

７ ２ 山口県 石城山神篭石北の水門 城栅 図版

７ ２ 山口県 土器 S23.４.28 土器 写真

７ ２ 山口県 神篭石（塩田村？） 城栅 写真

７ ２ 山口県
斉藤忠 「17．大陸への備え(Ⅱ) 108．神篭石（B）」『日

本考古学図鑑』 吉川弘文館 パンフレット
城栅 パンフレット

７ ３ 佐賀県
うつぼ山① S37.５.12発見 S37.６.12森氏より 裏

面に地形図あり
城栅 写真

７ ３ 佐賀県 うつぼ山② 城栅 写真

７ ３ 佐賀県 うつぼ山③ 城栅 写真

７ ３ 佐賀県 うつぼ山④ 城栅 写真

７ ４ 佐賀県 佐賀県うつぼ山神篭石① S38.７末 森氏恵贈 城栅 写真

７ ４ 佐賀県 佐賀県うつぼ山神篭石② S38.７末 森氏撮 城栅 写真

７ ４ 佐賀県 佐賀県うつぼ山神篭石③ 神篭石土塁の景観 城栅 絵葉書

７ ４ 佐賀県 書簡 森氏より 写真解説・地形図ほか 城栅 書簡

７ ５ 福岡県 高良山神篭石実測図 S４.３実測 五千分之一縮尺 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山神篭石平面図① 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山神篭石平面図② 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山神篭石平面図③ 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山神篭石実測展開図（１） 縮尺百分之壱 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山神篭石実測展開図（２） 縮尺百分之壱 城栅 実測図

－ －40



箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

７ ５ 福岡県 高良山 大場氏 Fig⑧ 第十五図 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山 城栅 実測図

７ ５ 福岡県 高良山神篭石① 城栅 写真

７ ５ 福岡県 高良山神篭石② 城栅 写真

７ ５ 福岡県 高良山神篭石③ 二十八図 城栅 写真

７ ５ 福岡県 Ａ 高良山 参道ノ神篭石 城栅 写真

７ ５ 福岡県
Ｃ 御本殿ウシロ 裏面に見取り図あり

史蹟神篭石の標石
城栅 写真

７ ５ 福岡県 Ｄ 城栅 写真

７ ５ 福岡県 Ｅ 大字イナリ社附近 城栅 写真

７ ５ 福岡県 神篭石地名カード 10枚 城栅 カード

７ ６ 山形県

出羽栅①

本盾史蹟名勝 蓮華瓦及文字瓦 山形県出羽栅調査会発

行

本盾史蹟名勝 唐草瓦及布目樋瓦ノ表裏 山形県出羽栅

調査会発行

瓦 絵葉書

７ ６ 山形県

出羽栅②

本盾史蹟名勝 栅内出土祝部皿類 山形県出羽栅調査会

発行

本盾史蹟名勝 祝部陶器 山形県出羽栅調査会発行

土器 絵葉書

７ ６ 山形県

出羽栅③

羽前国飽海郡本盾村大字城輪栅址（西門址）

羽前国飽海郡本盾村大字城輪栅址（栅列）

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

出羽栅④

本盾史蹟名勝 栅内外出土仏像駒犬石帯 山形県出羽栅

調査会発行

本盾史蹟名勝 祝部陶器 山形県出羽栅調査会発行

仏像・土器・

石製品
絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅⑤ 出羽栅址平面図 山形県飽海郡本盾村 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅⑥ 出羽栅 西側栅木ノ二重排列 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅⑦ 出羽栅 栅木ノ排列 栅木根部 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅⑧ 出羽栅 北門々柱ノ根部 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅⑨ 出羽栅 栅木部根 二重式栅列 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅⑩ 出羽栅 南東隅々柱 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅 出羽栅 東門門柱址 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県 出羽栅 出羽栅 北門東南部ニアル城輪神社 城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

城輪栅 ①

史蹟城輪栅 （二) 千二百二十余年ヲ地下ニ経過セシ栅

木及門柱ノてい部 城輪栅 保存会発行

史蹟城輪栅 （三) 西側栅列の一部（最初発見ノ所） 城

輪栅 保存会発行

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

城輪栅 ②

史蹟城輪栅 （四) 西北隅ヨリ南ヘ第一号栅列 城輪栅

保存会発行

史蹟城輪栅 （五) 東門ニ近キ諏訪神社地下ヲ貫通セル

栅列 城輪栅 保存会発行

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

城輪栅 ③

史蹟城輪栅 （六) 南側栅列上ニ後世排水用材ヲ打ち

タル状 城輪栅 保存会発行

史蹟城輪栅 （七) 北側栅列ノ一部（栅列ノ喰違） 城

輪栅 保存会発行

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

城輪栅 ④

史蹟城輪栅 （八) 西方ヨリ見タル西門址 城輪栅

保存会発行

史蹟城輪栅 （九) 西方ヨリ見タル東門址 城輪栅

保存会発行

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

城輪栅 ⑤

史蹟城輪栅 （十) 南門残柱 城輪栅 保存会発行

史蹟城輪栅 （十一) 北方ヨリ見タル北門址 城輪栅

保存会発行

城栅 絵葉書
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７ ６ 山形県

城輪栅 ⑥

史蹟城輪栅 （十二) 南方ヨリ見タル栅東南門隅ノ残

址 城輪栅 保存会発行

史蹟城輪栅 （十三) 東南隅址ノ一部（東端ヨリ八尺

余ノ所） 城輪栅 保存会発行

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県

城輪栅 ⑦

史蹟城輪栅 （十四） 北方ヨリ見タル西北隅樓門址

城輪栅 保存会発行

史蹟城輪栅 （十五） 南方ヨリ見タル東北隅樓門址

城輪栅 保存会発行

城栅 絵葉書

７ ６ 山形県
城輪栅 ⑧ 城輪栅 実測平面図 山形県飽海郡本盾

村・上田村 S６.11
城栅 図版

７ ６ 山形県

出羽栅 実測平面図 山形県飽海郡本盾村・上田村 S
６.５ 山形県史蹟名勝天然記念物調査会調査 山形

県・武田活版印刷所

城栅 実測図

７ ６ 山形県

城輪栅 実測平面図 山形県飽海郡本盾村・上田村 S
６.11 調査 文部省嘱託 上田三平 東京神田方英堂

印行

城栅 実測図

７ ７ 秋田県
秋田城跡① 紡錘車（瓦製・須ヱ・土製・石製）・砥石（筋

砥・さげ砥・砥) S43.８.27
石製品 写真

７ ７ 秋田県 秋田城跡② 墨書土器類 S43.８.27 土器 写真

７ ７ 秋田県 秋田城跡③ 瓦硯 S43.８.27 文具 写真

７ ７ 秋田県 秋田城跡④ 古瓦 S43.８.27 瓦 写真

７ ７ 秋田県 秋田城跡⑤ 三脚付土器 S43.８.27 土器 写真

７ ７ 秋田県 秋田城跡⑥ 鉄器 釘・鋤・鎌・刀とつば 鉄製品・武器 写真

７ ８ 山梨県
武田神社正面御神橋 THE TAKEDA SHRAIN,KAI
土塁

城館 絵葉書・写真

７ ８ 山梨県 武田館跡 上（天主台）・下（門址 東曲輪より中曲輪へ） 城館 写真

７ ８ 長野県 脇坂時代飯田城地図 S12.１.１発行 山村書院版 城館 図版

７ ８ 福岡県 筑前 水城 及水門礎石実景 城栅 絵葉書

７ ８ 佐賀県 松浦潟名勝 名護屋城天主台址 呼子町久満書店発行 城館 絵葉書

７ ８ 佐賀県 松浦潟名勝 名護屋城本丸址 呼子町久満書店発行 城館 絵葉書

７ ８ 佐賀県 松浦潟名勝 名護屋城址竹の丸 呼子町久満書店発行 城館 絵葉書

７ ８ 佐賀県 松浦潟名勝 名護屋城港 呼子町久満書店発行 城館 絵葉書

７ ８ 岐阜県 国宝 大垣城全景 城館 絵葉書

７ ８ 岐阜県
大垣城郭模型 慶応三年当時の城郭（縮尺四〇〇分の一）

S13.11.27の「国宝 大垣城」印あり
城館 絵葉書

７ ８ 愛知県
国宝建造物 恩賜名古屋城 西南より見たる天守閣 名

古屋観光協会
城館 絵葉書

７ ８ 愛知県 国宝建造物 恩賜名古屋城 清正石 名古屋観光協会 城館 絵葉書

７ ８ 愛知県 国宝建造物 恩賜名古屋城 黄金水 名古屋観光協会 城館 絵葉書

７ ８ 埼玉県 埼玉県武州松山城址 城館 絵葉書

７ ８ 栃木県
宇都宮城址 宇都宮市役所発行 宇都宮市下野印刷株式

会社印行
城館 絵葉書

７ ８ 栃木県
宇都宮城址外濠 宇都宮市役所発行 宇都宮市下野印刷

株式会社印行
城館 絵葉書

７ ８ 秋田県 秋田県仙北郡金沢栅址 秋田県横手町大澤鮮進堂発行 城栅 絵葉書

７ ８ 岩手県 盛岡名所 古戦場貞任厨川之栅 城栅 絵葉書

７ ９ 秋田県

払田栅址実測平面図 秋田県仙北郡高梨村・千屋村 S
５.10 文部省嘱託 上田三平調査（S５.12.25再調査）

東京神田 方英社印行

城栅 実測図

７ 10 宮城県

多賀城址平面図 宮城県宮城郡多賀城村市川 多賀城址

外高崎廃寺平面図 多賀城村高崎 Ｔ10.７ 内務省史

蹟調査会考査員柴田常恵氏監修

城栅 実測図

７ 10 宮城県
陸前多賀城址各図 多賀城址平面図 『陸前多賀城址絵

葉書』第一集
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県

陸前多賀城址 政庁址礎石図 『陸前多賀城址絵葉書』第

一集

陸前多賀城址 内城ナル鎮守府政庁址 『陸前多賀城址

絵葉書』第一集

城栅 絵葉書
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７ 10 宮城県

陸前多賀城址 外城土塁ノ東南部 『陸前多賀城址絵葉

書』第一集

陸前多賀城址 市川橋畔ヨリ城址東西部ヲ望ム 『陸前

多賀城址絵葉書』第一集

城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
陸前多賀城址出土 管玉・石帯 多賀城廃寺出土 土塔

『陸前多賀城址絵葉書』第一集
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県

多賀城碑 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町文化財

保存会

多賀城政庁跡 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町文

化財保存会

城栅 絵葉書

７ 10 宮城県 多賀城址（内城址） 寺村氏撮影 S36.10 城栅 写真

７ 10 宮城県
多賀城政庁跡 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町文

化財保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
多賀城碑 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町文化財

保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
高崎廃寺塔跡 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町文

化財保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
高崎廃寺金堂跡 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町

文化財保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
高崎廃寺講堂跡 『多賀城址絵葉書』第１集 多賀城町

文化財保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
高崎廃寺講堂基壇前面 『多賀城址絵葉書』第１集 多

賀城町文化財保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
「史跡多賀城跡絵葉書解説」『多賀城址絵葉書』第１集 多

賀城町文化財保存会
城栅 絵葉書

７ 10 宮城県
陸前多賀城址 城内ナル明治天皇御小休所 『陸前多賀

城址絵葉書』第一集
城栅 絵葉書

７ 11 北海道
北海道釧路市モシリヤチャシ 桜井正彦氏撮影 S36.

11
城館 写真

７ 12 埼玉県 川越市古谷上善仲寺館趾測量図 城館 実測図

７ 12 福岡県 筑前大宰府 水城 (教室）(146)S17 城栅 写真

７ 12 山形県 城輪栅 出土物 今井氏より 仏像・錫杖 城栅 写真

７ 12 ／ 城ヶ谷 水門 S？４.４ 城栅 写真

７ 12 ／ 城ヶ谷 石タタミ S？４.４ 城栅 写真

７ 12 大阪府 大阪城 蛸石城内最大の石 SEIKYOKUDO 城館 絵葉書

７ 12 長野県
日本最古の現存天主 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修

製作 光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
国宝松本城天主 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修 製

作 光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
変化に富んだ構造美 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修

製作 光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
日本アルプスと松本城 『国宝 松本城』 カメラ 西沢

修 製作 光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
浮かべる城 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修 製作

光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
端麗な天主 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修 製作

光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
国宝松本城 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修 製作

光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

７ 12 長野県
典型的な平城 『国宝 松本城』 カメラ 西沢修 製作

光森天然色写真印刷KK
城館 絵葉書

８ １ 千葉県 市川市須和田府中六所社 近景 神社 写真

８ １ 千葉県 下総市川須和田竪穴発見 土器（ヘラ書き文字有り） 土器 拓本・実測図

８ １ 千葉県 下総市川須和田竪穴発見 土器（ヘラ記号有り） 土器 拓本

８ １ 千葉県 市川真間出土 墨書土器（油 と墨書有り） S23.12.４ 土器
写真・

墨書写し

８ １ 千葉県

表：下総真間 墨書土器 上：「大」・「＊」 下：「面」・

「博士館」

裏：下総市川真間出土土師器

土器 写真

８ １ 千葉県 下総市川真間出土瓦硯（首藤氏蔵) S15.８.24発見 文具 写真

８ １ 千葉県 市川市曽谷出土 石帯 石製品 実測図

－ －43



箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

８ １ 千葉県 市川市曽谷向台 B地点竪穴土師住居址 遺跡 実測図

８ １ 千葉県 下総市川真間 S14.12.９発見 首藤氏蔵（台紙のみ） ／ ／

８ １ 千葉県 久保発見墨書土器・平川宮跡瓦 土器・瓦 実測図

８ １ 千葉県 下総市川真間出土 瓦硯 表１枚・裏４枚 石製品 写真

８ １ 千葉県 須和田 弥生式土器 土器 写真

８ １ 千葉県 真間の入江の古代遺跡分布図 遺跡 地図

８ ２ 奈良県 平城宮址 『大和文化研究』 ７巻８号（平城宮特集号） 遺跡 雑誌

８ ２ 奈良県
平城宮Ⅰ 右：宮内省大膳職井戸（第７次調査) 左：宮

内省大膳職東南部（第7次発掘全景) 1961夏
遺跡 絵葉書

８ ２ 奈良県
平城宮Ⅱ 五丈屋（第４次発掘）1960夏・宮内省大膳職

中央部（第４次発掘全景）1960夏
遺跡 絵葉書

８ ２ 長野県 長野県上伊那郡箕輪町遺跡発見木製品 S29.７.４ 木製品 写真

８ ２ ／ 台紙のみ ／ ／

８ ２ 奈良県 平城宮址略図 遺跡 実測図

８ ２ 奈良県 平城宮跡 近鉄沿線風物誌 歴史５ 近畿日本鉄道 遺跡 パンフレット

８ ２ 奈良県
『平城宮の調査とその保存』 日本建築学会歴史・意匠委

員会 S37.６
遺跡 抜刷

８ ２ 奈良県
平城宮Ⅰ―宮内省大膳職― 奈良国立文化財研究所発掘

調査写真集第３
木製品 絵葉書

８ ２ 奈良県
平城宮Ⅱ―内裏― 奈良国立文化財研究所発掘調査写真

集第４
遺跡 表紙

８ ２ 奈良県 木簡 木簡 絵葉書

８ ２ 奈良県 内裏からの排水路（第21次調査） 遺跡 絵葉書

８ ２ 奈良県 内裏付属官衙建物（第21次調査）1964冬 遺跡 絵葉書

８ ２ 奈良県 桧扇（第13次調査）1963夏 木製品 絵葉書

８ ２ 奈良県 須恵器墨書「内裏盛所」（第13次調査）1963夏 土器 絵葉書

８ ２ 奈良県 内裏正殿全景（第９次調査）1962春 遺跡 絵葉書

８ ２ 奈良県 内裏内郭築地回廊（第３次調査）1960春 遺跡 絵葉書

８ ２ 奈良県 軒瓦一組（第３次調査）1960春 瓦 絵葉書

８ ３ 奈良県 平城宮址 瓦 瓦 拓本

８ ３ 奈良県 平城宮址発見木器 木製品 実測図

８ ３ 奈良県 図版第一 大和平城宮址（上下）軒丸瓦 瓦 拓本

８ ３ 奈良県 図版第三 軒平瓦 瓦 拓本

８ ３ 奈良県 指定平城宮址外遺構出土の木製下駄 木製品 実測図

８ ４ 大阪府
大阪市難波宮跡 「国土開発の爪あと―埋蔵文化財の破

壊をめぐって―」『世界』22号 S38.８
遺跡 雑誌切抜

８ ４ ／
小清水卓二「出土した古代丸木弓材に就て」『植物及動物』

第７巻第２號 S14.２.１発行
木製品 抜刷

８ ５ 三重県
伊勢斎宮寮址発見（多気郡斎宮村) 陶器・石帯 S29神

宮徴古館特別展
土器 写真

８ ５ 三重県 伊勢斎宮寮出土 陶器 土器 写真

８ ５ 三重県 「斎宮寮の址」 遺跡 メモ

８ ６ ／ 石帯 石製品 写真

８ ６ ／ ・石帯 石製品 実測図

８ ６ ／ 出土地名表（稿）大場用 石製品 表

８ ６ ／ 出土表 石製品 表

８ ７ 島根県 出雲国庁跡発見品 砥石・木柱 S41.９
石製品・

木製品
写真

８ ７ 島根県
出雲国府附近図 意宇西部平野附近の図（1/3000）

S39.３恩田氏より
地図 地図

８ ８ 福岡県
太宰府① 右：(筑前）太宰府址平面図 左：(筑前）太

宰府碑（亀井南溟先生撰文並書）
遺跡・石碑 絵葉書

８ ８ 福岡県
太宰府② 上：(筑前）都府樓古瓦（其三） 下：(筑前）

都府樓古瓦（其四）
瓦 絵葉書

８ ８ 福岡県
太宰府③ 上：(筑前）都府樓古瓦（其一） 下：(筑前）

都府樓古瓦（其二）
瓦 絵葉書

８ ８ 福岡県
太宰府④ 上：(筑前）太宰府正庁址全景 下：史跡太宰

府ノ址
遺跡 絵葉書

８ ８ 福岡県
太宰府⑤ 上：(筑前）都府樓古瓦（其五） 下：(筑前）

都府樓附近出土品
瓦・土器 絵葉書

８ ８ 福岡県
太宰府⑥ 上：(筑前）太宰府大門址ヨリ正庁址及大野城

址ヲ望ム 下：(筑前）大野城址平面図
遺跡 絵葉書
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箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

８ ８ 福岡県 史跡太宰府ノ址 太宰府神社社務所発行 遺跡 絵葉書

８ ８ 福岡県 (筑前）都府樓古代之図 遺跡 絵葉書

８ ９ 千葉県 千葉県八街町滝ノ台遺跡① 丸子亘氏贈 印章 写真

８ ９ 千葉県 千葉県八街町滝ノ台遺跡② 丸子亘氏贈 印章 写真

８ ９ 千葉県 封筒に山邉郡印出土地に関するメモあり 印章 封筒

８ 10 ／
九條家本延喜式紙背文書・大膳式紙背文書 掃部氏紙背

文書
文書 写真

８ 10 福岡県 御笠團印・遠賀團印 正面・拓本 印章 写真・印影

８ 10 福岡県

上：御笠團印 発見地、福岡県筑紫郡水城村大字國分字

堀田757番地（桑畑) 福岡高等学校参考室所蔵 下：拓

本

印章 絵葉書・印影

８ 10 福岡県
上：遠賀團印写真 下：拓本 (裏面に発見地、発見者な

ど注記あり）
印章 写真・印影

８ 10 ／ 陸前 国府厨印 印章 印影

８ 10 宮城県 陸奥・国府厨印（式内・鼻節神社蔵）・鼻節神社堂祠 印章・遺跡 絵葉書

８ 10 宮崎県 兒湯郡印 印章 印影

８ 10 宮崎県
図版二五 兒湯郡印 宮崎市別府町 河野きよ氏出品

『博物館年報』昭和10年度
印章 図版

８ 10 島根県 隠岐国正倉之印 島根県周吉郡磯村下西隠岐有寿氏蔵 印章 印影

８ 10 静岡県
右：伊豆・伊東温泉協会所蔵 矢吹活 氏寄贈（偽物）

左：相摸國印 相武史談会
印章 絵葉書・印影

８ 10 福岡県 国府発掘（高良山をみる）森氏 S36.８.10 遺跡 写真

８ 11 東京都 武蔵国府（朝日新聞航空写真）S29.11 遺跡 写真

８ 11 神奈川県
相模國府 推定図其ニ 相模餘稜國府 想定地國府村大

字大畑附近図 神奈川県中郡國府村
地図 地図

８ 11 神奈川県
相模国府 推定図 大住国府推定図 相模国中郡比々多

村
地図 地図

８ 12 滋賀県
常喜の立石（九條と十條の境界標石）西黒田村大字常喜

所在
石造物 写真

８ 12 ／ 条里制遺構分布図（歴史地理学史料） 地図 地図

８ 12 茨城県

「常陸に於ける條里制の遺構特に筑波郡由井村に於ける

遺構について」『霞浦文化』 永山正著の中の由井村條里

略図の拡大図

地図 スケッチ

８ 12 ／ 青＊郷條里図 1/50000 地図 実測図

８ 13 神奈川県
相模国府祭（一) S19.６.21 上：大矢場 下：神揃

山遠望
神事 写真

８ 13 神奈川県
相模国府祭（二) 上：化粧塚 下：神揃山の神輿（二

宮） S19.６.21
神事 写真

８ 13 神奈川県 相模国府祭（三) 上：神揃山頂 下：同上神座石 神事 写真

８ 13 神奈川県 相模国府祭（四) 神揃山上五社握舎 S19.６.21 神事 写真

８ 13 神奈川県
相模国府祭（五) 上：三宮神輿 下：同上祭儀 S19.

６.21
神事 写真

８ 13 神奈川県 相模国府祭（六) 座問答の儀 S19.６.21 神事 写真

８ 13 神奈川県
相模国府祭（七) 神揃山より神輿振って降る S19.

６.21
神事 写真

８ 13 神奈川県
相模国府祭（八) 大矢場における舞台の鷺舞 S19.

６.21
神事 写真

８ 13 神奈川県 相模国府祭スナップ 神事 写真

８ 14 奈良県 小墾田宮出土土器 飛鳥展 遺跡 絵葉書

８ 14 奈良県

吉野離宮址 宮瀧の風景

右上：宮瀧の全景（人家の右方に石葺 左方に礎石を発

掘す）

右下：象の中山（礎石はこの桑園中にあり）

左上：石葺の一部（上層より古瓦土器等出土）

左下：礎石の一部

遺跡 絵葉書

８ 15 山口県 山口県周防国府出土土器 九州大学にて S38.２.２ 土器 写真

８ 15 高知県 土佐国府（国庁 ） 遺跡 写真

８ 15 宮城県 陸奥国分尼寺出土 瓦 瓦 写真

８ 15 ／ 国分尼寺関係資料 遺跡 表

８ 15 ／ 国衙関係資料 遺跡 表

８ 15 ／ 表１ 国府所在比定地一覧（木下良作成） 遺跡 表

８ 15 島根県 図３ 発掘遺構略図 1970年11月30日現在 出雲国府 遺跡 実測図

－ －45



箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

８ 15

茨城県・

滋賀県・

山口県・

福岡県

新治郡衙跡配置図・近江国府庁跡発掘図（滋賀県教育委

員会提供）・周防国府復原図（三坂圭治氏による）・周防

国衙域内建物配置関係図・筑後 調査区域実測図・筑後

A地区実測図

遺跡 実測図

８ 15 ／ 国分寺・国府所在地図 地図 地図

８ 15 福岡県 史蹟大宰府ノ趾 太宰府神社社務所発行 遺跡 絵葉書

８ 15 山口県 重要文化財 日光菩薩像（周防国分寺金堂） 仏像 絵葉書

８ 15 山口県 別格本山周防国分寺 金堂 寺院 絵葉書

８ 15 山口県 別格本山周防国分寺 仁王門 寺院 絵葉書

８ 15 山口県 周防国分寺 金堂の内陣 寺院 絵葉書

８ 15 ／
考古学研究レポート「国分尼寺についての一考察―関東

地方を中心として―」一山典 S50.１.20
寺院 レポート

８ 15 ／
考古学概論レポート 長谷正紀「国分寺より国府址への

試論」 S50.１.20
寺院 レポート

８ 16 東京都 東京都北夛摩郡夛摩村全図 一万分ノ一尺 1950.９.15 地図 地図

８ 16 東京都
府中町全図 縮尺三千分之一以一分為五間 昭和二年四

月刊行
地図 地図

８ 16 東京都 国府付近地図 元文三年二月 昭和九年六月模写之 地図 地図

９ １
奈良県・

大阪府

正倉院文書 摂津国島上郡水無瀬絵図 天平勝宝八歳十

二月十六日
文書 写真

９ １ 香川県 第一〇一図 讃岐国墾田図 地図 写真

９ ２ 山梨県

山梨県日下部遺跡（第三号・第四号・第六号）

第三号住居址

第三号 S24.12.24（上野氏）

第四号住居址 S24.12.24

第六号住居址 S24.12.24

遺跡 写真

９ ２ 山梨県 山梨県日下部遺跡（遺物) 土師器・墨書土器 土器 写真

９ ２ 山梨県

八日市場（遺物）

鎌・錐・釘・ピン・紡錘車・不明鉄製品・青銅製金具・

銭・土錘・蛤・アワビ加工品ほか

鉄製品・青銅

製品・銭・貝

製品

写真

９ ２ 山梨県

八日市場（遺跡）第一号

第一号 S24.12.20 竪穴建物跡

第一号 S24.12.24（上野氏）

第一号 S24.12.20

遺跡 写真

９ ２ 山梨県

八日市場（遺跡）第二号・第三号

第二号 S24.12.19 紡錘車・土師器出土状況

第二号 S24.12.24（上野氏）竪穴建物跡

第三号 S24.12.19 土師器出土状況

第三号 S24.12.20 土師器出土状況

遺跡 写真

９ ２ 山梨県
小出義治 「地底の古代社会―日下部上代聚落遺跡に就

て―」『月刊山梨』 S25.６
遺跡 雑誌

９ ２ 山梨県 第三次 溝跡 S32.11 ２枚 遺跡 写真

９ ２ 山梨県 第三次 二号住居跡 S32.11 ２枚 遺跡 写真

９ ２ 山梨県 第三次 四号住居跡 S32.11 遺跡 写真

９ ２ 山梨県 第三次 七号住居跡 S32.11 ３枚 遺跡 写真

９ ２ 山梨県

日下部 第三次調査 S32.７ 『上代文化』28号

２号住 ベタ焼

２号住居址・７号住居址 ベタ焼

無記載 ベタ焼２枚

遺跡 写真

９ ２ 山梨県

山梨県東山梨郡日下部町八日市場集落址（全景) 奈良

時代の集落

遺跡全測図

全景 S24.12.24撮（上野氏) 雄山閣（全集）S49.７

三号・四号・五号・六号・七号 S24.12.24撮（上野氏）

遺跡 実測図・写真

９ ２ 山梨県

七日子 S24.５下旬調査

第五号炉

第三号出土 土師器

遺跡 写真

９ ２ 山梨県 甲斐国 七日子 鎌 鉄製品 実測図

９ ２ 山梨県

第三号炉址・炉・第三号作業石図・第三号炉址出土「円

筒土器」・第三号出土土師器・第五号炉址図・第五号側面

図

遺跡・土器 スケッチ
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箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

９ ３ 香川県
第六一図 讃岐国墾田図 天平七年十二月十五日 香川

県志度町多和文庫蔵
地図 図版

９ ３ 山梨県 八幡村江曽原遺跡 全測図 遺跡 実測図

９ ３ 山梨県 八幡村江曽原遺跡 実測図 遺跡 実測図

９ ３ 静岡県
熱海市下多賀中野遺跡 奈良平安時代（一部縄文) 全

測図
遺跡 実測図

９ ３ 山梨県 江曽原か 遺跡 写真

９ ３ 広島県 広島県雙三郡江田郷付近 地図 地図

９ ３ 山梨県
野沢昌康 「八幡村江曽原遺跡の研究」『山梨県高校教育

会研究報告』第一号 抜刷
遺跡 抜刷

９ ３ ／ 著作下書項目メモ その他 メモ

９ ５ 秋田県 曳縣河の坡より掘出＊＊器 土器 メモ

９ ５ 秋田県
真中村大披遺跡遠望・沢口村小ノ田遺跡遠望 S26.８.

９
遺跡 写真

９ ５ 秋田県 真中村大披遺跡遠望 遺跡 写真

９ ５ 秋田県 『秋田千年瓦』 S26.７秋田叢書第九巻より転写す 文書 メモ

９ ５ 秋田県 白井光太郎「日本上古風俗図考 第二」より その他 メモ

９ ５ 秋田県
文化十年発見 秋田県北秋田郡 平田篤胤撰「皇国度制

考 上巻」より
文書 メモ

９ ５ 秋田県 「古代の比内地震」帝国学士院紀事 ほか文献目録 その他 メモ

９ ６ 秋田県
秋田県北秋田郡鷹巣町胡桃館①発見埋没家屋 B１・B
２ S43.８.25

遺跡 写真

９ ６ 秋田県
秋田県北秋田郡鷹巣町胡桃館②埋没家屋 C・同下部横

木の交叉部 S43.８.25
遺跡 写真

９ ６ 秋田県
秋田県北秋田郡鷹巣町胡桃館③埋没家屋 下部横木の全

景 S43.８.25
遺跡 写真

９ ６ 秋田県
鷹巣町胡桃館④発見遺物 南面中央西扉ノ一・四脚机

S43.８.25
遺跡 写真

９ ６ 秋田県
鷹巣町胡桃館⑤出土遺物 板にチョウナ目を見る・須ヱ

器大甕 S43.８.25
遺跡・土器 写真

９ ６ 秋田県
鷹巣町胡桃館⑥出土遺物 土師器 墨書あり S43.８.

25
土器 写真

９ ７ 秋田県
秋田県雄物川町末館発見（内黒土器）同町大沢長谷堂出

土（施釉陶器) 沼館高校蔵 S42.８.26
土器 写真

９ ７ 秋田県 岩野山古墳附近発見 井戸側・発見須恵器 遺跡・土器 写真

９ ７ 秋田県 土館発見 竪穴 遺跡 写真

９ ７ 秋田県 土館発見土師器・墨書「赤麻＊」 豊島氏より 土器 写真

９ ８ 東京都 多摩ニュータウン264号遺跡 遺跡遠望 遺跡 写真

９ ８ 東京都 竪穴内土器出土状態 遺跡・土器 写真

９ ８ 東京都 竪穴内遺物出土状態・耳皿出土状態 遺跡・土器 写真

９ ８ 東京都 土師器 甕・刻書「栗」 土器 写真

９ ８ 東京都 須恵器 長頸瓶 土器 写真

９ ８ 東京都 須恵器 壺 土器 写真

９ ８ 東京都 須恵器残片 土器 写真

９ ８ 東京都 土師器残片 土器 写真

９ ８ 東京都 瓦塔残片ほか 土器 写真

９ ９ 静岡県
伊東市升ノ台遺跡 土師竪穴 第一号跡・第一～三号跡

S32
遺跡 写真

９ ９ 静岡県 伊東市升ノ台遺跡 発見 土師器・須恵器 S32 土器 写真

９ ９ 静岡県 伊東市玖須美区道添住居跡 S32 遺跡 写真

９ ９ 静岡県 伊東市各地発見 土師・須恵器 S32.５.６写 土器 写真

９ ９ 静岡県
静岡県韮山町大字多田前崎竪穴出土 墨書土器 S41.

５.14
土器 写真

９ ９ 長野県 小縣郡大門村小蔵谷竪穴 S29.７.１ 遺跡 写真

９ ９ 長野県
上伊那郡赤穂町福岡辻沢 竪穴住居址 S28.12（友野氏

より）
遺跡 写真

９ ９ 長野県
上伊那郡赤穂町福岡辻沢（灰釉出土竪穴) S28.12 友

野氏より
遺跡 写真

９ ９ 長野県 南安曇郡稲核 土師竪穴 カマド 遺跡 写真

９ ９ 長野県
長野県上伊那郡赤穂町福岡辻沢住居址 S28.12友野君

より 灰釉陶器出土す
遺跡 実測図

９ ９ 長野県 長野県上伊那郡片桐村中学校第一号址 友野良一氏実測 遺跡 実測図
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９ 10 大阪府 難波宮址 竪穴 S36.８.18 ３枚 遺跡 写真

９ 11 長野県

第五一図 柱穴址（第四次調査）

１．第１号・第２号・第３号柱穴址

２．第２号・第３号柱穴址

遺跡 写真

９ 12 茨城県 水戸市東町県営綜合グランド敷地 遺跡 実測図

９ 12 静岡県 静岡県静岡市曲金土製紡錘車・鉄器
土製品・石製

品
スケッチ

９ 12 長野県 南安曇郡安曇村稲核住居址 S25.10.24 遺跡 写真

９ 12 東京都 杉並区地図 地図 地図

９ 12 東京都 松ノ木遺跡・泉南遺跡出土遺物メモ 遺跡 メモ

９ 12 ／
大場磐雄編 『東部日本土師式住居址地名表（未定稿）』

１ S26.１末日
遺跡 報告書

９ 13 長野県 緑釉陶器 水瓶（『平出』図版第82） 土器 写真

９ 13 長野県 野辺山出土 灰釉陶器 土器 写真

９ 14 東京都 南秋津遺跡全景（東より）・鍬入式 遺跡 写真

９ 14 東京都 二号遺物出土・同上 遺跡 写真

９ 14 東京都 二号 ・同上断面 遺跡 写真

９ 14 東京都 二号住居跡 遺跡 写真

９ 14 東京都 三号住居跡・同上外ピット内須恵器 遺跡 写真

９ 14 東京都 三号 遺跡 写真

９ 14 東京都 三号（ 上に土師器）・ 遺跡 写真

９ 14 東京都 三号（ を発掘後刀子出土）・同上刀子（ 裾部） 遺跡 写真

９ 15 東京都 東村山市 秋津下沢遺跡 全体測量図 S40.11.７調査 遺跡 実測図

９ 15 東京都 東村山市 秋津下沢遺跡 第３号址 S40.11調査 遺跡 実測図

９ 15 東京都 東村山市 秋津下沢遺跡 第２号址 S40.11調査 遺跡 実測図

９ 16 長野県
松島透氏書簡・銭拓本・鉄製品実測図・砥石実測図・市

田遺跡全景平面図

遺跡・銭・鉄

製品・石製品

書簡・拓本・

実測図

９ 16 長野県 市田遺跡 全測図 遺跡 実測図

９ 16 長野県
下伊那郡市田村下市田北林（北市場）発見竪穴（S26.３.

７調査）
遺跡 実測図

９ 16 長野県 市田遺跡 井戸跡 遺跡 実測図

９ 16 長野県 市田村竪穴遺物 須恵器 土器 写真

９ 16 長野県 市田村竪穴遺物 銭・鉄製品 銭・鉄製品 写真

９ 16 長野県 市田村竪穴遺物 砥石 石製品 写真

９ 16 長野県 下市田 全景 遺跡 写真

９ 16 長野県 下市田 井戸跡 遺跡 写真

９ 16 長野県 下市田 遺跡 写真

９ 17 東京都 武蔵国分寺付近発見住居跡（多喜窪第１号跡) S23 遺跡 写真

９ 17 東京都
国分寺町多喜窪竪穴住居跡出土土器（土師器台付甕・須

恵器壺・自然釉壺）
土器 写真

９ 17 東京都 むさし国分寺竪穴 ２枚 遺跡 写真

９ 18 東京都
鶴川遺跡（Ｋ地区） K遺跡櫓上より広袴方向遠望・２

号竪穴土器群 S39.８.10
遺跡・土器 写真

９ 18 東京都
鶴川遺跡（Ｋ地区) ３号竪穴土器群・同上砥石 S39.

８.11

遺跡・土器・

石製品
写真

９ 18 東京都 鶴川遺跡Ｈ地区実測図 S39年10～11月 遺跡 実測図

10 １ 長野県 平出 全景 遺跡 写真

10 １ 長野県 泉 遺跡 写真

10 １ 長野県 水路 遺跡 写真

10 １ 長野県 平出遺跡調査会本部 陳列室 遺跡 写真

10 ２ 東京都
大場磐雄 「御茶の水発見の地下坑」『歴史公論』 S９.

８月号校成刷り
遺跡 原稿

10 ２ 東京都
大熊喜那 「御茶ノ水に発見去れた地下横穴に就いて」

『建築雑誌』 S９.８月号 抜刷
遺跡 抜刷

10 ２ 東京都 江戸砂子 文書 メモ

10 ２ 東京都 改選江戸志・府内備考 文書 メモ

10 ２ 東京都 江戸紀聞君入 文書 メモ

10 ２ 東京都 御茶水附近地下坑 遺跡 メモ

10 ２ 三重県 柚井① 下駄 伊東氏 木製品 写真

10 ２ 三重県 柚井② 木簡 伊東氏蔵 木製品 写真

10 ２ 三重県 柚井③ 下駄・紡錘車 鈴木氏 木製品 写真

－ －48



箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

10 ２ 三重県 柚井④ 木製品 伊東氏 木製品 写真

10 ３ 三重県 柚井⑤ 木製品 伊東氏 木製品 写真

10 ３ 三重県 柚井⑥ 木製品 伊東氏 木製品 写真

10 ３ 三重県
柚井⑦ 木製品・土師器 三重県飯南郡長岡町 鈴木氏

蔵 雄山閣全集
木製品・土器 写真

10 ３ 三重県 柚井⑧ 和鏡・櫛・銭 伊東氏
鏡・木製品・

銭
写真

10 ３ 三重県 柚井⑨ 木製品・土製品・刀子ほか鉄製品 伊東氏蔵
木製品・土製

品・鉄製品
写真

10 ３ 三重県 柚井⑩ 砥石・須恵器 鈴木氏 石製品・土器 写真

10 ３ 三重県 柚井 須恵器 伊東氏 土器 写真

10 ３ 三重県 柚井 須恵器 墨書あり 伊東氏 土器 写真

10 ３ 三重県 柚井 獣骨・種子 伊東氏・鈴木氏
獣骨・植物遺

存体
写真

10 ３ 三重県 柚井 須恵器 伊 写真状態不良 土器 写真

10 ３ 三重県 柚井 須恵器 伊 写真状態不良 土器 写真

10 ３ 三重県 柚井 須恵器 伊東氏・鈴木氏 写真状態不良 土器 写真

10 ３ 三重県 柚井 ドングリ 伊 写真状態不良 植物遺存体 写真

10 ３ 三重県 柚井 木製品 伊 木製品 写真

10 ３ 三重県 柚井 木製品 伊 木製品 写真

10 ３ 三重県 柚井 木製品 伊 木製品 写真

10 ３ 三重県 柚井 木製品 伊 木製品 写真

10 ３ 三重県 柚井 和鏡・銭 伊東氏蔵 鏡・銭 拓本

10 ３ 三重県 柚井 木簡 伊東氏蔵 木製品 写真

10 ３ 三重県 土器裏面 底部布目 土器 拓本

10 ３ 三重県 須恵器底部 鈴木氏 ３枚 土器 拓本

10 ３ 三重県 下駄・木製品 木製品 実測図

10 ３ 三重県 紡錘車 木製品 実測図

10 ３ 三重県 柚井 木製品 木製品 写真

10 ３ 三重県 木簡 木製品 写真

10 ４ 兵庫県 播州名所 石宝殿 ２枚 神社 絵葉書

10 ４ 兵庫県 播州石宝殿図 神社 版画

10 ４ 兵庫県 播磨国石宝殿 神社 版画

10 ４ 兵庫県 播磨国石宝殿真景 神社 版画

10 ４ 兵庫県 播州石宝殿 神社 版画

10 ４ 兵庫県 播磨国石宝殿略記 神社 解説

10 ５ 東京都 細井広沢之墓 『墓参記念』非買 荏原郡玉川村 満願寺 石造物 絵葉書

10 ５ 静岡県
吐月峰 柴屋寺（静岡市在丸子)『連歌師 宗長遺跡

駿河国 吐月峰 丸子乃傍 柴屋寺発行』
寺院 絵葉書

10 ５ 静岡県

吐月峰 柴屋寺宝物（静岡市在丸子) 宗長法師 『連歌

師 宗長遺跡 駿河国 吐月峰 丸子乃傍 柴屋寺発

行』

肖像 絵葉書

10 ５ 静岡県

吐月峰 柴屋寺宝物（静岡市在丸子) 人丸・螺 巣子

器・文福茶釜・ 腹香合・鉄鉢 『連歌師 宗長遺跡 駿

河国 吐月峰 丸子乃傍 柴屋寺発行』

肖像 絵葉書

10 ５ 静岡県
吐月峰 柴屋寺門前（静岡市在丸子）『連歌師 宗長遺

跡 駿河国 吐月峰 丸子乃傍 柴屋寺発行』
寺院 絵葉書

10 ５ 静岡県

吐月峰柴屋寺庭園ヨリ天柱山ヲ望ム（静岡市在丸子）

『連歌師 宗長遺跡 駿河国 吐月峰 丸子乃傍 柴屋

寺発行』

寺院 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長翁保存会事務所（伊勢松阪 鈴屋保存会発行）

『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED
 

BY KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長大人古事記伝（伊勢松阪 鈴屋保存会発行）

『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED
 

BY KAIGAKENKYUKAI

文書 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長翁遺愛の鈴（伊勢松阪 鈴屋保存会発行)『本

居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED BY
 

KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長翁古事記伝著述の書斎（伊勢松阪 鈴屋保存会

発行） 『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会

PRINTED BY KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書
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10 ５ 三重県

本居宣長翁松阪魚町屋敷の景（伊勢松阪 鈴屋保存会発

行） 『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会

PRINTED BY KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長翁移築後の旧宅（伊勢松阪 鈴屋保存会発行）

『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED
 

BY KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長翁遺愛の鈴（伊勢松阪 鈴屋保存会発行)『本

居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED BY
 

KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長大人自画自讃蔵（伊勢松阪 鈴屋保存会発行）

『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED
 

BY KAIGAKENKYUKAI

肖像 絵葉書

10 ５ 三重県

本居宣長翁の住宅の図（伊勢松阪 鈴屋保存会発行）

『本居翁遺跡絵葉書』松阪鈴屋遺跡保存会 PRINTED
 

BY KAIGAKENKYUKAI

家屋 絵葉書

10 ５ 佐賀県

佐賀藩ハ日本ニ於ケル反射炉ト鉄製大砲ノ創作者也 此

図ハ佐賀多布施河畔ニ於ケル幕府依頼ノ大砲鋳造所（嘉

永六年）

遺跡 絵葉書

10 ５ 山梨県 信玄堤（甲斐国中巨摩郡龍王村ニ在リ） 遺跡 絵葉書

10 ５ 静岡県 伊豆長岡名所 江川邸 家屋 絵葉書

10 ５ 静岡県 伊豆長岡名所 反射炉 遺跡 絵葉書

10 ５ 栃木県 足利学校聖廟 足利学校遺蹟図書館発行 廟 絵葉書

10 ５ 栃木県 足利学校遺蹟図書館陳列室 足利学校遺蹟図書館発行 学校 絵葉書

10 ５ 栃木県 史蹟 足利学校址 足利市 学校 絵葉書

10 ５ 栃木県 史蹟 小山行在所 下都賀郡小山町 家屋 絵葉書

10 ５ 栃木県 史蹟 日光行在所 上都賀郡日光町 家屋 絵葉書

10 ５ 栃木県 史蹟 宇都宮行在所 宇都宮市 家屋 絵葉書

10 ５ 三重県 本居宣長居宅 ２枚 家屋 写真

10 ５ ／ 牛雲瓦敷＊＊ 遺跡 写真

10 ５ ／ 林井河 三輪山麓 神山＊＊ 遺跡 写真

10 ５ 静岡県 芸＊巡 ＊＊＊ 反射炉 遺跡 写真

10 ６ 福井県
福井市 福井道守庄跡 「国土開発の爪跡」『世界』212号

S38.８
遺跡 雑誌

10 ７ 群馬県 安中町大字簗瀬 首塚 S30.９.30 遺跡 写真

10 ８ 滋賀県 近江国崇福寺地発掘 皇朝銭 『廿五年記念図集』 銭 図版

10 ８ 山口県

和同開珍並に伴出無文銭等を入れありし素焼壺 周防国

玖珂郡新庄村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町

考古学研究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学

会発行

銭 絵葉書

10 ８ 山口県

和同開珍並に伴出無文銭の膠着せるもの（実大) 周防

国玖珂郡新庄村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生

町 考古学研究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考

古学会発行

和同開珍並に伴出金具破片利用の銅銭（実大) 周防国

玖珂郡新庄村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町

考古学研究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学

会発行

銭 絵葉書

10 ８ 山口県

和同開珍並に伴出無文銅銭（実大) 周防国玖珂郡新庄

村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町 考古学研

究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学会発行

和同開珍並に伴出素焼土銭（実大) 周防国玖珂郡新庄

村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町 考古学研

究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学会発行

銭 絵葉書

10 ８ 山口県

和同開珍並に伴出無文銭等を入れありし素焼壺 周防国

玖珂郡新庄村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町

考古学研究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学

会発行

和同開珍並に伴出無文銭の膠着せるもの（実大) 周防

国玖珂郡新庄村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生

町 考古学研究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考

古学会発行

銭 絵葉書
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10 ８ 山口県

和同開珍並に伴出素焼土銭（実大) 周防国玖珂郡新庄

村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町 考古学研

究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学会発行

和同開珍並に伴出金具破片利用の銅銭（実大) 周防国

玖珂郡新庄村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町

考古学研究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学

会発行

銭 絵葉書

10 ８ 山口県

和同開珍並に伴出無文銅銭（実大) 周防国玖珂郡新庄

村字安行小字 田出土 周防国熊毛郡平生町 考古学研

究資料陳列所 弘津金石館陳列品 周防考古学会発行

銭 絵葉書

10 ８ 山口県

山口県長府覚苑寺全景 『鋳銭司遺趾発見遺物絵葉書』

山口県長府 覚苑寺

和同開 鋳型発掘之記 『鋳銭司遺趾発見遺物絵葉書』

山口県長府 覚苑寺

鋳銭司遺跡発見和銅銭范 『鋳銭司遺趾発見遺物絵葉書』

山口県長府 覚苑寺

鋳銭司遺跡発見鞴口 『鋳銭司遺趾発見遺物絵葉書』 山

口県長府 覚苑寺

鋳銭司遺跡発見坩堝破片 『鋳銭司遺趾発見遺物絵葉書』

山口県長府 覚苑寺

銭 絵葉書

10 ９ 福島県 福島市信夫山 ３枚 遺跡 写真

10 10 長野県 平穏村上 志固遺址 遺物出土層 S28.４.12 遺跡 写真

10 10 長野県 平穏村上 志固柱址 近景 S28.４.12 遺跡 写真

10 10 長野県 平穏村上 志固柱址 全景 S28.４.12 遺跡 写真

10 10 長野県 平穏村上 志固発見柱 S28.４.12 木製品 写真

10 10 長野県 擂鉢・銭 土器・銭 写真

10 10 長野県 平穏村上 志古遺跡 平面及横断図 S28.４.10調査 遺跡 実測図

10 11 長野県
松本市中山 牧監庁址 松本市教育委員会社会教育課

S32.６.28
遺跡 写真

10 11 長野県
牧監庁跡実測図 松本市教育委員会社会教育課 1964.

８.21
遺跡 実測図

10 11 長野県
牧監庁跡附近実測図 松本市教育委員会社会教育課

1964.８.21
遺跡 実測図

10 11 長野県
撰果所北側実測図 松本市教育委員会社会教育課

1964.８.21
遺跡 実測図

10 11 長野県
第一地区実測図 松本市教育委員会社会教育課 1964.

８.26
遺跡 実測図

10 11 長野県 牧監庁附近切図写 遺跡 実測図

10 12 福岡県 筑前糸島元 防塁 (146)S16・(146)S15 教室 遺跡 写真

11 １ ／ 第二十一図 寛永九年 女体観音 懸仏 写真

11 １ ／ 第二十二図 寛永九年 法体文殊 懸仏 写真

11 １ ／ 第二十図 寛永九年 俗体弥勒 懸仏 写真

11 １ 石川県

上：松尾寺 懸仏 S42.８.12 下：醫王寺（山中温泉）

蔵 懸仏 S42.8.12

裏面に「ノート76－Ⅱをみよ 気多神社付近か」記載あ

り

懸仏 写真

11 １ ／ 松尾寺 懸仏（表裏） S42.８.12 懸仏 写真

11 １ ／ 松尾寺 懸仏（表裏） S42.８.12 懸仏 写真

11 １ ／ 懸仏 懸仏 写真

11 １ 兵庫県 懸仏 相生市 懸仏 写真

11 １ ／ 懸仏 懸仏 写真

11 １ 兵庫県 兵庫県神戸市本山保久良神社蔵 御正躰 懸仏 写真・実測図

11 １ 秋田県 秋田市三吉神社 御正躰 S43.８.27 懸仏 写真

11 １ 神奈川県 鎌倉鶴ヶ岡八幡宮蔵 懸仏 懸仏 拓本

11 ２ 奈良県 三輪 大和 大神神社 鎌倉時代 懸仏 写真

11 ２ 山形県
南陽市宮内町熊野大社蔵 御正躰（応永二十二年）

S43.８.16
懸仏 写真

11 ２ 富山県
富山県下新川郡朝日町大平十二社神社 御正躰 S42.

４.20
懸仏 写真

11 ２ 福岡県 大宰府神社蔵 御正躰 昭和15年度 懸仏 写真

11 ２ 愛知県 名古屋市那古野神社 御正躰 懸仏 写真
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11 ２ 奈良県 三輪 御正躰 懸仏 写真

11 ２ ／ 懸仏・箱書き 懸仏 写真

11 ２ 奈良県 石上神社 御正躰 懸仏 写真

11 ２ 群馬県 上野惣社 御正躰 懸仏 拓本

11 ２ 静岡県 伊豆・加茂松崎 下之神社 御正躰 懸仏 拓本

11 ２ ／ 御正躰（鏡の面に毛彫のもの） 懸仏 図版

11 ３ 奈良県 丹生川上神社神像 鎌倉時代 神像 写真

11 ３ 大分県 柞原八幡宮 神像 神像 写真

11 ３ 大分県
大分県西国東郡雪之地町別宮八幡宮 神像

昭和十二年度末
神像 写真

11 ３ 石川県 石川・奈豆美神社蔵 神像 神像 写真

11 ３ 石川県 石川・奈豆美神社蔵 神像 神像 写真

11 ３
静岡県・

兵庫県

右：伊豆・箕勾神社蔵 神像 S21.11.１ 左：兵庫丹

生社 神像
神像 写真

11 ３ 愛知県 名古屋市御器所八幡神社蔵 神像 神像 写真

11 ３ 滋賀県 滋賀県比都佐神社 神像 神像 写真

11 ３ 長野県
長野上水内津和村字越道近戸皇大神社 御正躰 桧材一

木彫
神像 写真

11 ３ 東京都 武州武多摩神社 神像 S37.10.５撮影 神社・神像 写真

11 ３ 東京都 東京都西多摩戸倉三島神社 神像 S27.９.14 神像 写真

11 ３ 神奈川県 鶴岡八幡宮住吉御神像 神像 写真

11 ３ 広島県 広島県多利八幡宮 神像 神像 写真

11 ３ 広島県 広島県多利八幡宮 神像 神像 写真

11 ３ 静岡県

駿河国駿東部泉村浅間神社蔵（一）神像 上：正面

下：背面

ニ：女神四面像（藤原) ロ：女神座像（鎌倉) イ：像

形四面像（鎌倉) ハ：金剛界大日如来像（鎌倉）

神像 写真

11 ３ 静岡県 駿河国駿東部泉村浅間神社蔵（二）神像 側面 神像 写真

11 ３ 熊本県 日吉 十禅寺社 神像 神像 写真

11 ３ 神奈川県 箱根神社 神像 神像 写真

11 ３ 岐阜県 日吉大宮 神像（池谷氏蔵) S25.５.６ 神像 写真・実測図

11 ３ 岐阜県
美濃国安八郡神戸町日吉神社蔵 神像 室町時代

S27.６.１ 池谷氏より
神像 写真・メモ

11 ３ 奈良県 大和蟻通神社 神像 第五集 神像 図版

11 ３ 静岡県 国宝伊豆大権現之像 鎌倉末 神像 絵葉書

11 ４ 和歌山県 新宮（宝物) 御正躰（銅版塗金箔) 永正十一年銘アリ 懸仏 写真

11 ４ 和歌山県 懸仏 熊野神社 大杉氏 懸仏 拓本

11 ４ 和歌山県 速玉神社神幸船付属銅扇 S38.８.９ 懸仏 拓本

11 ５ ／ 鏡面に毛彫 懸仏 写真

11 ５ 和歌山県 那智山 懸仏 懸仏 写真

11 ５ 和歌山県 那智山 神像・懸仏 懸仏 写真

11 ６ 東京都 東京高幡不動堂 神儀台 石碑 拓本

11 ６ 東京都 東京高幡不動堂 稲荷大明神 本地虚空蔵菩薩 石碑 拓本

11 ６ 東京都
東京高幡不動堂 丹生大明神 本地胎蔵界大日 S21.

10.20拓
石碑 拓本

11 ６ 東京都 東京高幡不動堂 八幡大菩薩 本地金封薩＊ 石碑 拓本

11 ６ 東京都 東京高幡不動堂 高野大明神 本地金剛界大日 石碑 拓本

11 ６ 東京都 東京高幡不動堂 清瀧権現位 本地如意輪観音 石碑 拓本

11 ６ 東京都 五部権現神儀（東京・高幡不動堂） 石碑 メモ

11 ７ 福島県 棚倉都々古別神社蔵・高倉神社蔵 神像 神像 写真

11 ７ 埼玉県 埼玉県片山 神像 神像 写真

11 ７ 千葉県
千葉県安房郡豊房村南 八幡宮神体（S9.２.５撮影）

村崎氏より
神像 写真

11 ７ ／ 右：第八号 垂 小神像 左：第九号 同前裏面 神像 写真

11 ７ ／ 右：第十号 乗馬神像 左：十一号 同前裏面 神像 写真

11 ７ ／ 右：第十二号 狩衣神像 左：第十三号 同前裏面 神像 写真

11 ７ ／ 右：第十四号 束帯神像之一 左：第十五号 同前裏面 神像 写真

11 ７ ／ 右：第十六号 束帯神像之二 左：同前写真裏面 神像 写真

11 ７ ／ 右：第十七号 束帯神像之三 左：同前写真裏面 神像 写真

11 ７ 島根県 出雲仁多郡横田町伊賀多気神社蔵 神像 写真

11 ７ ／ 右：徴古館蔵 村松家行 左：徴古館蔵 檜垣常呂 神像 写真
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11 ７ 東京都
水戸彰考館 神像 武州多麿郡谷保村梅香山松壽院安楽

寺
神像 写真

11 ７ 大阪府 天神尊像（古伏見) 架蔵 宮地直一氏 神像 絵葉書

11 ７ 鹿児島県
大隅地方の魔除瓦と木偶 奈良市外あやめ池畔東洋民俗

博物館所蔵
神像 絵葉書

11 ７ ／
櫻井神社神佛体 昭和四年本殿修築ノ際旧趾ヨリ発掘シ

タルモノ（金銅佛) 藤原時代
神像 絵葉書

11 ７ 東京都

上：武州高麗郡高麗神社 矢大臣ご高麗犬 武蔵野会刊

行

下：延喜式内郷社和志取神社神像古鏡（三河國碧海郡矢

作町西本郷）和志取神社神像

神像 絵葉書

11 ７ 島根県
右：出雲八重垣神社宝物稲田姫神像

左：出雲玉作神社蔵
神像 絵葉書

11 ７ 茨城県 鹿島神宮随身献納記念 奉献会 三木宗策作 神像 絵葉書

11 ８ 静岡県 伊豆国松崎町伊那下神社 御正躰 鏡 写真

11 ８ ／ 土師神社 御正躰（表） 鏡 拓本

11 ８ ／ 土師神社 御正躰（裏） 鏡 拓本

11 ８ 千葉県 下総国大戸神社蔵 鉄製御正躰（重美) S18.９.17探訪 鏡 拓本

11 ８ 静岡県 伊豆賀茂竹麻村湊竹麻若宮神社御正躰（今山田健次氏蔵） 鏡 拓本

11 ８ 東京都 阿伎留神社蔵 御正躰（表裏) S27.９.14 鏡 拓本

11 ９ 静岡県
網代阿治古神社蔵 御正躰（面に毛彫アリ 初島より発

見）
懸仏 写真

11 ９ 静岡県 網代阿治古神社蔵 御正躰 S43.４.１ 懸仏 拓本

11 10 神奈川県 神像 神奈川鶴ヶ岡八幡宮蔵 神像 写真

11 10 ／ 上杉重房像 明月院蔵 神像 絵葉書

11 11 神奈川県 鶴岡八幡宮弁天像・記念銘 第一期 神像 写真

11 11 神奈川県 鶴岡八幡宮弁天像 第一期 神像 写真

11 11 神奈川県 鶴岡八幡宮弁天像 第一期 記念銘 神像 拓本

11 11 神奈川県
重要文化財 木造 弁財天像 文永三年作銘 鶴岡八幡

宮蔵 鎌倉国宝館発行
神像 絵葉書

11 11 神奈川県
上：(二）鎌倉鶴岡八幡宮 国宝 弁財天像

下：(二）鎌倉鶴岡八幡宮 国宝 弁財天像
神像 絵葉書

11 11 神奈川県
上：(二）鎌倉鶴岡八幡宮 国宝 弁財天像

下：鎌倉鶴岡八幡宮 国宝 弁財天像
神像 絵葉書

11 12 静岡県 伊豆山 木彫神像 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山 木彫神像 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山 木彫神像 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山 木彫神像 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山 木彫神像 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山 木彫神像 体内に墨書銘あり 明徳五年三月 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山 権現像 垂迹美術所載 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山神社神体 銅像（正面) S43.１.17 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山神社神体 銅像（側面・背面) S43.１.17 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山神社神体 銅像（背面銘文) S43.１.17 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山神社神体 銅像（正面・側面・背面) S43.１.17 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山神社神体 銅像（正面・背面銘文) S43.１.17 神像 写真

11 12 静岡県 伊豆山神社神体 銅像（背面銘文) S43.１.17拓 神像 拓本

11 13 静岡県 伊豆山権現像（鎌倉時代) 般若院蔵 神像 図版

11 14 奈良県 東大寺 僧形八幡 鎌倉時代 神像 写真

11 14 神奈川県 鶴ヶ岡 僧形八幡 神像 写真

11 14 京都府 僧形御座像（国宝) 松花堂筆 石清水八幡宮蔵 神像 絵葉書

11 14 東京都 武蔵国北足立郡峯岡八幡宮僧形八幡 胎内願文 文書 メモ

11 14 ／ 願文 文書 メモ

11 14 ／ 僧形八幡坐像 神像 図版切抜

11 15 埼玉県
弁才天像（裸像) 武蔵飯能町小岩井観音寺 胎内に法

華経八巻あり
神像 写真

11 15 埼玉県 弁才天像（裸像）背面 武蔵飯能町小岩井観音寺 神像 写真

11 15 ／ 弁財天像（裸像）正面 神像 写真

11 15 ／ 弁財天像（裸像）側面 神像 写真

11 15 ／ 弁財天像（裸像）背面 神像 写真

11 15 ／ 弁財天像（裸像）下面 神像 写真

11 15 ／ 弁才天像（裸像）正面 神像 写真
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11 15 ／ 弁才天像（裸像）背面 神像 写真

11 15 ／ 弁才天像（裸像）正面 神像 写真

11 16 山口県 赤間宮 安徳天皇御像（正面) 彩色 肖像 写真

11 16 山口県 赤間宮 安徳天皇御像（側面・背面） 肖像 写真

11 16 山口県 赤間宮 安徳天皇御像銘文 肖像 拓本

12 １ 新潟県 奴奈川姫命像 S35.12.14 神像 写真

12 １ 新潟県 天津神社神像（正面) 平安時代 神像 写真

12 １ 新潟県 天津神社神像（側面・背面) 平安時代 神像 写真

12 １ 新潟県
天津神社神像（側面）、前より見たる図（スケッチ）、上

より観たる図（拓本）
神像

写真・拓本・

スケッチ

12 １ 新潟県 天津神社神像（側面） 神像 写真

12 １ 新潟県 天津神社神像（背面・正面） 神像 写真

12 １ 新潟県 女神像 越後国西頚城郡糸魚川町渟名川神社蔵 神像 図版

12 １ 新潟県 女神像 新潟県西頚城郡糸魚川町郷社天津神社宝物 神像 絵葉書

12 ２ 和歌山県 熊野速玉大社 伊邪那美神 S38.８ 神像 写真

12 ２ 和歌山県 熊野速玉大社 國常主命 神像 写真

12 ２ 和歌山県 熊野速玉大社 夫須美大神 神像 写真

12 ２ 和歌山県
熊野速玉大社 S38.８.15 稲生氏

右：夫須美大神 左：速玉大神
神像 写真

12 ３ 和歌山県 那智大社蔵女神像（正面) S43.10.23 神像 写真

12 ３ 和歌山県 那智大社蔵女神像（正面) S43.10.23 神像 写真

12 ３ 和歌山県 那智大社蔵女神像（側面) S43.10.23 神像 写真

12 ３ 和歌山県 那智大社蔵女神像（左側面) S43.10.23 神像 写真

12 ３ 和歌山県 那智大社蔵女神像（右側面) S43.10.23 神像 写真

12 ４ 栃木県 新田宮 薬師寺八幡宮 神功皇后像 神像 写真

12 ４ 京都府 松尾神社 男神像 弘仁 神像 写真

12 ４ 京都府
彫刻（一一) 国宝 女神像 木彫彩色 京都府 松尾神

社蔵 平安時代 作者未詳
神像 写真

12 ５ 京都府 太秦広隆寺 茶川勝夫妻像 S28.11.３ 肖像 写真

12 ５ 栃木県 薬師寺八幡宮神像 神像 写真

12 ５ 京都府 東寺八幡神社女神像 神像 絵葉書

12 ５ 大阪府 大阪府八尾市玉祖神社神像（側面・正面・背面） 神像 写真

12 ５ 大阪府 大阪府八尾市玉祖神社神像（側面・正面・背面） 神像 写真

12 ５ 大阪府 和泉穴師神社蔵 神像（模写) 表面・裏面 神像 写真

12 ５ 静岡県 伊豆国松崎下之神社神像（古尾大明神） 神像 写真

12 ５ 奈良県 吉野水分神社神像（模写） 神像 写真

12 ５ ／ イナウ神社蔵 神像（背面・正面・側面） 神像 写真

12 ５ 滋賀県 近江国長浜和泉神社 神像（正面・背面） 神像 写真

12 ５ 滋賀県 近江国長浜和泉神社 神像（正面） 神像 写真

12 ５ ／ 神像（正面) 前山氏蔵 藤原時代 神像 写真

12 ５ 京都府
與謝郡岩瀧町男山板列八幡宮神像 『考古図集』第35集

（丹後號）
神像 図版

12 ５ 奈良県
国宝 神功皇后像 木彫彩色 奈良県生駒郡薬師寺寄託

作者未詳（藤原時代前期) T6.４.１ 奈良帝室博物館
神像 図版

12 ６ 東京都
武州多摩郡谷保村梅香山松壽院安楽寺 菅相公自作木像

之写 水戸彰考館蔵
神像 写真

12 ６ ／ 神像（正面) 鎌倉－江戸 イナウ神社か 神像 写真

12 ６ 長野県 長野子壇山嶺神社 神像（正面・背面・側面） 神像 写真

12 ６ 長野県 長野子壇山嶺神社 神像（正面・背面・側面） 神像 写真

12 ６ 栃木県 星宮神社神像（正面） 神像 写真

12 ６ ／ 不明 神像 神像 写真

12 ６ 長野県
長野県東筑摩郡麻績村字宮下神明宮 神像（正面) 鎌

倉初期
神像 写真

12 ６ 兵庫県 右：清海公像 左：鎌足公像 摂津丹生神社 神像 写真

12 ６ 神奈川県 神奈川鎌倉浄妙寺（藤原鎌足像） 神像 写真

12 ６ 愛媛県
伊豫国宇摩郡長津村津根村山神社神像（一）

右：第壱号像 左：第弐号像
神像

写真・

法量メモ

12 ６ 愛媛県
伊豫国宇摩郡長津村津根村山神社神像（二）

右：第三号像 左：第四号像
神像

写真・

法量メモ

12 ６ 岩手県 岩手県北上市黒岩白山寺宝物 神像及蔵王権現像 神像 写真
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12 ６ 大分県
大分県奈多神社 神像

右：応神天皇像 左：比咩神像
神像 写真

12 ６ 大分県 大分県奈多神社 神像（側面） 神像 写真

12 ６ 大分県 大分県奈多神社 神功皇后像 神像 写真

12 ６ 京都府 彫刻（二七) 男神像 京都市大将軍八神社寄託 神像 写真

12 ６ ／ 日能八幡神像（正面・背面) S32.８ 神像 写真

12 ６ 岐阜県 岐阜 長瀧白山社宝物 若宮重京作伴安麻呂像 神像 写真

12 ６ ／ 不明神像１ 側面 神像 写真

12 ６ ／ 不明神像２ 正面 神像 写真

12 ６ 神奈川県
上：菅原道真像（鎌倉時代）荏柄天神像

下：源頼義朝臣の像 鎌倉鶴岡八幡宮宝物
肖像 絵葉書

12 ６ 神奈川県
上：足利義詮像（足利時代）瑞泉寺蔵

下：国宝 上杉重房像（室町時代初期）名月院蔵
肖像 絵葉書

12 ６ 京都府
童子像 京都市大将軍八神社寄託 S６.12.15 恩賜京

都博物館
神像 図版

12 ７ 富山県

富山県朝日町大平十二社神社蔵 神像 S42.４.20

右：富山県朝日町大平鹿島神社神像 中：鹿島神社神像

左：三面観世音座像

神像 写真

12 ７ 富山県
富山県朝日町大平鹿島神社 神像 S42.４.20

右：背面に享禄三年の墨書銘 左：鹿島神社神像
神像 写真

12 ８ 静岡県 伊東市本宮村① 神像 右：背面 左：正面 神像 写真

12 ８ 静岡県 伊東市本宮村② 神像 右：側面二体 左：側面一体 神像 写真

12 ８ 静岡県 伊東市本宮村③ 神像 右：背面 左：正面 神像 写真

12 ８ 静岡県 伊東市本宮村④ 神像 右：背面 左：正面 神像 写真

12 ８ 静岡県 伊東市本宮村⑤ 神像 右：背面 左：正面 神像 写真

12 ８ 静岡県 伊東市本宮村⑥ 神像 側面 神像 写真

12 ９ 岐阜県 岐阜益田下呂町村社八幡神社末社 神像４体 神像 写真

12 ９ 岐阜県 岐阜益田下呂町村社八幡神社末社 神像２体 神像 写真

12 ９ 岐阜県 岐阜益田下呂町村社八幡神社末社 神像３体 神像 写真

12 ９ 岐阜県
岐阜益田下呂町村社八幡神社末社 神像ノ一 顔面（部

分）
神像 写真

12 ９ 岐阜県 岐阜益田下呂町村社八幡神社末社 神像ノ二（正面） 神像 写真

12 ９ 岐阜県 岐阜益田下呂町村社八幡神社末社 神像ノ三（背面） 神像 写真

12 ９ 岐阜県
上：全景の遠望 下呂温泉鎮座八幡神社

下：静寂なる風致と神秘の禊行事を行ふ鶴亀池
神社 絵葉書

12 ９ 岐阜県 上：前景 下：飛驒工匠の手に成れる本殿 神社 絵葉書

12 ９ 岐阜県 上：天然記念物 下呂の大杉 神社 絵葉書

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書・写真

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書

12 ９ 岐阜県
上：下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内 下：下呂温泉

鎮座八幡神社国宝拾軀ノ内
神像 絵葉書

12 ９ 岐阜県
八号・九号・一〇号神像 下呂温泉鎮座八幡神社国宝拾

軀ノ内 飛驒国下呂温泉八幡神社発行
神像 絵葉書

12 10 滋賀県 近江建部神社蔵 神像（国宝） 平安時代作 神像 図版切抜

12 10 滋賀県 建部神社の木像女神座像 神像 図版切抜

12 10 滋賀県 官幣大社 建部神社 女神像（国宝） 神像 絵葉書

12 10 滋賀県 建部神社 女神像 神像 図版

12 11 愛媛県 愛媛大山祇神社御子宮神像（重文） S28.１.14 神像 写真

12 11 愛媛県 愛媛大山祇神社阿奈波神像（重文） S28.１.14 神像 写真

12 11 愛媛県 愛媛大山祇神社大真日神像 S28.１.14 神像 写真

12 12 和歌山県 和歌山県西牟婁郡串本町瀬之崎本之宮神社御神体 神像 写真

12 12 兵庫県 右：青海公像 左：鎌足公像 摂津丹生神社 神像 写真
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12 12 静岡県 伊那下神社 神像 S13.11.18入手 神像 写真

12 12 神奈川県 （十二）鶴ヶ岡八幡宮 宝物 源頼義朝臣の像 神像 絵葉書

12 12 滋賀県 近江建部神社 女神像 神像 図版

12 12 滋賀県 猿田彦命坐像（平野神社）毎日新聞社「湖国近江」掲載 神像 図版

12 12 ／ 女神像 神像 図版

12 12 ／ 男神像 神像 図版

12 12 ／ 三神像 神像 図版

12 12 ／ 三神像 神像 図版

13 １ 愛知県 真清田① 真清田神社々頭曼荼羅図（二） 曼荼羅 写真

13 １ 愛知県 真清田② 真清田神社々頭曼荼羅図（二） 曼荼羅 写真

13 １ 愛知県 真清田③ 真清田神社々頭曼荼羅図（一） 曼荼羅 写真

13 １ 愛知県 真清田④ 真清田神社々頭曼荼羅図（一） 曼荼羅 写真

13 ２ 和歌山県 熊野曼荼羅 那智大社蔵 S38.８ ２枚 曼荼羅 写真

13 ２ 和歌山県 熊野 曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ２ 和歌山県
熊野社参図 京都市熊野若王子社蔵 熊野本宮・熊野那

智宮
曼荼羅 写真

13 ２ 和歌山県 国宝 那智滝図 根津嘉一郎氏蔵 曼荼羅 絵葉書

13 ２ 和歌山県 熊野曼荼羅（国宝） 兵庫県 湯泉神社蔵 曼荼羅 絵葉書

13 ２ 和歌山県 むかしの那智山全景図（熊野那智曼荼羅） 曼荼羅 図版

13 ３ 神奈川県 三所権現垂迹御影（一）「寛永六己巳年三月十五日」 曼荼羅 写真

13 ３ 神奈川県 箱根神社 箱根曼荼羅 絹本着色 室町中期 曼荼羅 写真

13 ３ 神奈川県 箱根神社蔵 箱根曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ３ 神奈川県 箱根神社蔵 箱根曼荼羅 修復前のもの 曼荼羅 写真

13 ４ 大阪府 百舌鳥八幡曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ４ 滋賀県 近江 菅原神社曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ４ 京都府 北野神社 字曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ４ 三重県 伊勢両宮曼荼羅（部分） ２枚 曼荼羅 写真

13 ４ 三重県 伊勢両宮曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ４ 三重県 伊勢両宮曼荼羅 5019 曼荼羅 図版

13 ４ 和歌山県 図版第五 重要美術品 熊野曼荼羅（部分） 曼荼羅 図版

13 ４ ／ 日近山・正覚寺 曼荼羅 曼荼羅 版画

13 ４ ／ 山王七社権限 曼荼羅 版画

13 ５ 福岡県
大宰府 懸仏

香取 柄鏡
鏡 写真

13 ５ 長野県 上諏訪神社蔵 懸仏式騎射像 鏡 写真

13 ５ 奈良県 三輪 和鏡 鏡 写真

13 ５ ／ 多賀神社 掛鏡 三面 「慶長七年正月一日」 鏡 写真

13 ５ 茨城県 常陸 大宮八幡社 絵馬堂（鏡堂） 鏡 写真

13 ５ 滋賀県 滋賀坂田郡法性寺村 坂田宮岡神社 掛鏡 鏡 写真

13 ５ 大阪府 河内土師神社 和鏡・掛鏡 鏡 写真

13 ５ 群馬県 群馬 赤城神社 掛鏡 鏡 写真

13 ５ 福井県 敦賀町 石井氏蔵 和鏡 鏡 拓本

13 ５ 愛知県 鏡鑑 村社桜天神社所蔵 名古屋温故会 鏡 絵葉書

13 ５ 長野県
36 懸仏式騎射像（諏訪神社上社蔵）『考古図集』第四

集
鏡 図版

13 ５ 長野県
37 懸仏式舞楽像（諏訪神社上社蔵）『考古図集』第四

集
鏡 図版

13 ５ 長野県
38 懸仏式舞楽像（諏訪神社上社蔵）『考古図集』第四

集
鏡 図版

13 ５ 長野県
39 菊花双鳳八葉鏡（面）（諏訪神社上社蔵）『考古図集』

第四集
鏡 図版

13 ５ 長野県
40 菊花双鳳八葉鏡（背）（諏訪神社上社蔵）『考古図集』

第四集
鏡 図版

13 ６ 京都府

輿地図三大鏡

官幣中社北野神社 日本地図大鏡 加藤清正公奉納

官幣中社北野神社 日本北辺地図大鏡 松浦武四郎奉納

官幣中社北野神社 日本西辺地図大鏡 本山彦一奉納

鏡 絵葉書

13 ６ 神奈川県 箱根権現 懸鏡 鏡 拓本

13 ６ 静岡県 静岡浅間神社蔵 懸鏡 ２枚 鏡 拓本

13 ６ 静岡県
静岡浅間神社 懸鏡

静岡浅間神社宝物 其の五 鏡箱・鏡台
鏡 拓本・絵葉書
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13 ６ 静岡県 伊豆三島神社蔵 懸鏡 「万治庚子中夏吉日」 鏡 拓本

13 ６ 静岡県
柄鏡 「…三河国本宮山 正一位砥鹿大明神…嘉永六癸

丑歳十一月」
鏡 拓本

13 ６ ／ 柄鏡 「布留若宮大権現 元禄十二年十一月吉日」 鏡 拓本

13 ６ ／ 懸鏡 「…明治十年三月」 鏡 拓本

13 ６ 福岡県 大宰府神社 懸鏡 「天満宮…寛文十一年辛亥五月吉日」 鏡 拓本

13 ６ 福岡県 福岡・大宰府神社 懸鏡 「…寛永十八年二月吉祥日」 鏡 拓本

13 ６ 鹿児島県
鹿児島・鹿児島神社蔵 懸鏡 「八幡宮…元禄六癸酉年正

月吉祥日」
鏡 拓本

13 ６ 群馬県
群馬・赤城山頂大洞赤城神社 懸鏡 「…赤木大明神 神

鏡 宝暦十庚辰歳三月大吉祥日」
鏡 拓本

13 ６ 群馬県

群馬・貫前神社 八稜素文鏡 「進上真清田大神宮 文明

十二年庚子十月十日」

八稜素文鏡 国幣中社真清田神社所蔵 名古屋温故会

鏡 拓本・絵葉書

13 ６ 福岡県 「…文禄二年九月吉日」 懸鏡 大宰府神社蔵 ３枚 鏡 拓本

13 ７ 東京都
熊野三社大権現 武蔵国多摩郡小河内鶴之温泉 小河内

村温泉神社
神像 版画

13 ７ ／ 蔵王大菩薩 神像 版画

13 ７ 福岡県 宮地嶽三柱大神 5012 神像 絵葉書

13 ７ ／ 若宮八幡神像（重美） 加藤正治氏蔵 神像 絵葉書

13 ７ 和歌山県
国宝 丹生明神 金剛峰寺

国宝 狩 明神 金剛峰寺
神像 絵葉書

13 ７ 神奈川県 （八）鎌倉鶴岡八幡宮 宝物 源頼朝公画像 肖像 絵葉書

13 ７ 奈良県
国宝 蔵王権現立像厨子扇 如意輪寺蔵 『建武中興史

料展覧会絵葉書』S９.３
神像 絵葉書

13 ７ 福岡県
福岡高良神社 神像 5018

熱田神宮本地仏 徴古館蔵 5018
神像 写真

13 ７ ／ 本地垂迹関係文書 神像 写真

13 ７ 鳥取県 鳥取県浜江町天神垣神社 板天神 S40.８.18 神像 写真

13 ７ 石川県 石川金沢天神町椿原神社 神像 写真

13 ７ 和歌山県 紀伊伊太祈曽縁起（神像） 神像 写真

13 ７ ／ 多賀曼荼羅 多賀神社蔵 神像 写真

13 ７ 奈良県 大和・薬師寺八幡宮 脇役安置 板絵神像 S29.９.20 神像 写真

13 ７ 三重県
丹生明神像 神宮徴古館蔵

狩 明神像 神宮徴古館蔵
神像 写真

13 ７ 石川県 加賀白山比神社蔵 神像 神像 写真

13 ７ ／ 多賀社参曼荼羅 曼荼羅 写真

13 ８ 大阪府 誉田八幡本地仏像 伊東富太郎氏より 台紙２枚 仏像 写真

13 ８ 岡山県 美作御鴨神社本地仏（弥陀・薬師） 5011 仏像 写真

13 ８
長野県・

新潟県

長野・且開・新野・二善寺観音 5010

（国宝）聖観世音木像 新潟県西頚城郡能生町白山神社

5010

仏像 写真・絵葉書

13 ８ 千葉県 下総神崎神社本地仏 仏像 写真

13 ８ 岐阜県 那比 本地仏 仏像 写真

13 ８ 福島県 八槻都々古別神社 本地仏 仏像 写真

13 ８ ／ 両宮童子像 朝然金剛仏寺 仏像 写真

13 ８ 愛知県

大日如来像（国宝調査中） 延喜式内郷社和志取神社宝物

三河国碧海郡矢作町西本郷

観世音像（国宝調査中） 延喜式内郷社和志取神社宝物

三河国碧海郡矢作町西本郷

仏像 絵葉書

13 ８ 鳥取県
56 因幡倭文神社蔵観音菩薩像（面）（国宝）『考古図集』

第六集
仏像 図版

13 ８ 鳥取県
57 因幡倭文神社蔵観音菩薩像（背）（国宝）『考古図集』

第六集
仏像 図版

13 ９ 千葉県 本地仏① 香取都々古別 仏像 写真

13 ９ 千葉県 本地仏② 香取都々古別 仏像 拓本

13 ９ 千葉県 都々古別神社 本地仏 仏像 写真

13 ９ 和歌山県 南陽市宮内町熊野大社蔵 薬師像 S43.８.18 仏像 写真･メモ

13 ９ 和歌山県 南陽市宮内町熊野大社像 阿弥陀如来座像 S43.８.16 仏像 写真

13 ９ 静岡県 静岡県下田町白浜神社 本地仏 S43.２ 仏像 写真

13 ９ 東京都 府中郷土陳列室蔵 光背石 仏像 拓本
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13 10 神奈川県 神奈川県箱根神社興福院蔵 普賢菩薩像 仏像 写真・メモ

13 11 千葉県 下総佐原観福寺 弘安五年銘 十一面観音像 仏像 写真

13 11 千葉県 下総佐原観福寺 仏像 仏像 絵葉書

13 11 千葉県 下総佐原町観福寺 薬師如来 仏像 写真

13 11 千葉県 下総佐原町観福寺 薬師如来（光背取り外した状態） 仏像 写真

13 11 千葉県 下総佐原町観福寺 十一面観音（頭部） 仏像 写真

13 11 千葉県
下総佐原観福寺 延暦二年銘 地蔵菩薩（正面・側面・

光背）
仏像 写真

13 11 千葉県 下総佐原観福寺 挿図第五 御正躰台座 仏像 写真

13 11 千葉県 延暦二年銘 光背 仏像 拓本

13 11 千葉県 弘安五年銘 光背 仏像 拓本

13 11 千葉県 弘安五年銘 光背 仏像 拓本

13 11 千葉県 仏像（国宝） 下総佐原観福寺蔵 『考古図集』第三 仏像 図版

14 １ 千葉県 八日市場市木積字殿台 速水私印 印章 印影・メモ

14 １ 千葉県
八日市場市木積 大木緑氏蔵 古印 速水私印 S46.

７.９調
印章 実測図・メモ

14 １ 千葉県
『はんこむかしむかし』 千葉県立上総博物館 S47.

11.１～S47.11.30
印章 図録

14 ２ 島根県 私印 松江市大草町彼岸田出土印（「春」） 正面・印面 印章 写真

14 ２ 島根県
私印 松江市大草町彼岸田出土印（「春」） 正面・上面・

側面
印章 写真

14 ２ 島根県 私印 松江市大草町彼岸田出土印（「春」） S39.３ 印章 実測図

14 ２ 山梨県
私印 山梨県山梨市北（旧八幡村江曽原） 内藤香石氏蔵

昭和初年度頃発掘
印章 印影・メモ

14 ２ 山梨県
私印 山梨県山梨市北（旧八幡村江曽原） 内藤香石氏蔵

昭和初年度頃発掘
印章 写真

14 ２ 埼玉県

表：昭和26年5月１日発見 埼玉県北埼玉郡埼玉村大字

埼玉字下埼玉アタズ通り 渡辺直態氏蔵（内行花文鏡伴

出、付近弥生式土器片アリ） 26.10.26拓

裏：豊島郡に「矢集部」古瓦文にあり。物部氏の一族、

矢代部の伴造か

印章 印影・メモ

14 ２ 宮崎県 郡印（児湯郡印） 柴田氏 印章 写真・印影

14 ２ 福岡県 遠賀団印 印章 拓本

14 ２ 奈良県 法隆寺伝来古印（御物）『考古図集』第十集 印章 図版

14 ３ ／ 田中村御門六角堂古印 印章 印影

14 ３ ／
糸印及印影（西川勝三郎家蔵第十三版）『趣味のくさぐ

さ』
印章 図版

14 ３ ／ 糸印（西川勝三郎氏蔵）『考古図集』第９ 印章 図版

14 ３ 東京都
徳川時代の納経印 江戸上野寛永寺中堂の納経印

S10.８ 三輪善之助蔵版
印章 絵葉書

14 ４
福岡県・

新潟県

上：水滴及・瓦硯（九州出土） 福岡県筑紫郡大宰府町都

府樓地発掘 長谷川亀 氏蔵 考古学会第四十四回総会

記念（昭和14年５月）

下：佐渡国真野村新町ユーモン塚出土 硯

土器・文具 絵葉書・写真

14 ４ 新潟県 佐渡国西三村小泊窯址出土品（岡崎盛一氏蔵）
文具・土器・

土製品
写真

14 ４ 愛媛県
伊予国周桑郡周布村周布神社経塚出土（S25.７.12）

上：合子・硯・八稜鏡 下：同拓本

磁器・鏡・文

具
写真

14 ４ ／ 獣脚（正面・側面・背面） 文具 写真

14 ４ ／ 獣脚（正面・側面・背面） 文具 写真

14 ４

奈良県・

静岡県・

福岡県

上：富雄村三碓発見（矢追氏蔵） 獣脚

下右：伊豆国分寺址出土瓦硯(瀬川半右衛門氏蔵） 下

中：筑前般若寺址出土獣脚（青柳久氏蔵） 下左：福島

高平出土獣脚(内藤政恒氏蔵） 奈良時代出土展 S11.

４

文具 写真・絵葉書

14 ４ ／ 硯（刻書あり） 文具 拓本

14 ４ ／ 硯（風字硯） 文具 実測図
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14 ４ 長野県

硯 穂高神社蔵

出土地点 穂高町字甘酒の北堀屋敷桑畑掘返し地下二尺

の処

発掘年月 昭和６年３月15日

石質 赤褐色を呈す硅質粘板岩 1976.６.21

文具 実測図

14 ４ ／ 硯（円形硯） 文具 実測図

14 ４ 高知県
土佐国長岡郡国府村比江山発掘 硯 濱田巖彦氏蔵 二

十五年記念図集
印章 図版

14 ５ 島根県
右：古印 木幡氏蔵 S39.３.８ 左：古印 安来市十

神山山頂出土 現安来市清水町清水寺蔵
印章 拓本・印影

14 ５ ／ 豊美岡寺 出土古印 印章 印影

15 １ ／ 地蔵菩薩立像 仏像 図版

15 １ ／ 僧形座像 仏像 図版

15 １ ／ 僧形座像 仏像 図版

15 １ ／ 僧形座像 仏像 図版

15 １ ／ 妙法蓮華経序品第一 経巻 図版

15 １ ／ 僧 座図 肖像 図版

15 １ 奈良県 興福寺無著像 肖像 図版

15 １ ／ 運慶像 経巻 図版

15 １ 栃木県 甘棠院 板木裏面（一切経） 文書 拓本

15 １ ／ 『特別展観 鏡像と懸佛』東京国立博物館 鏡・懸仏 図録

16 １ 愛知県
名古屋市南区見晴町出土 絵のある鉢型土器 S29.６

採集 石渡俊一郎氏
土器 写真

16 １ 愛知県
名古屋市南区見晴町出土 絵のある鉢型土器 S29.６

採集 石渡俊一郎氏
土器 写真

16 １ 愛知県
名古屋市南区見晴町出土 絵のある鉢型土器底部

S29.６採集 石渡俊一郎氏
土器 写真

16 １ 愛知県
名古屋市南区見晴町出土 絵のある鉢型土器 S29.６

採集 石渡俊一郎氏 裏に書簡貼り付け
土器 写真・書簡

16 ２ 栃木県 栃木県塩谷郡氏家町 熟田中学校内 土器内部線刻 土器 写真

16 ２

茨城県・

佐賀県・

大阪府・

愛知県

古代の戯画 土師器・須恵器に記したもの

イ茨城県東茨城郡松花中学校 ロ佐賀市発見 ハ大阪府

布施市 ニ名古屋市南区見晴町出土

土器 メモ

16 ３
大阪府・

佐賀県

上：墨田栄吉「文字ある土師式土器」『日本美術工芸』152

号 河内国中河内郡布施発見土師器 S27.10.31

下：人面墨書 佐賀市市立病院構内出土（九州大学文学

部）

土器 写真・メモ

16 ３ ／ 「自可」の人面墨書土器 土器 スケッチ

16 ３ ／ 「自可」の人面墨書土器 土器 スケッチ

16 ４ 奈良県 唐招提寺金堂梵天像台座裏戯画スケッチ 絵画 スケッチ

16 ４ 奈良県 国宝 梵天反華落書 唐招提寺 天平時代 絵画 図版

16 ４ 奈良県 唐招提寺金堂梵天像台座裏戯画（模写） 絵画 図版

16 ４ 奈良県
『天平戯画』 奈良・唐招提寺金堂佛台座 昭和28年１月

15日刊
絵画 図版

16 ４ 奈良県
古代の戯画 仏像台座その他

イ唐招提寺台座 ロ法隆寺天井
絵画 メモ

16 ５ 大阪府 大阪府四天王寺発見 平瓦表 昭和25年度 瓦 拓本

16 ５ 広島県 備後国芦田郡 金龍寺 人面戯画丸瓦 瓦 スケッチ

16 ５

東京都・

広島県・

大阪府・

岐阜県

古代の戯画（奈良を中心とする）

イ武蔵国分寺 ロ備後金龍寺発見古瓦 ハ大阪四天王寺

発見古瓦 ニ飛驒光寿庵発見瓦

瓦 メモ

16 ６ 岐阜県 飛驒光寿庵 人物 瓦 写真

16 ６ 岐阜県 飛驒光寿庵 瓦 人物（足） 瓦 写真

16 ６ 岐阜県 飛驒光寿庵 軒丸瓦・平瓦 瓦 写真

16 ６ 岐阜県 瓦 人物（足） 瓦 拓本

16 ６ 岐阜県 瓦 人物（足） 瓦 拓本

16 ６ 岐阜県 瓦 人物（表・裏） 瓦 拓本

16 ６ 岐阜県
飛驒光寿庵出土 奈良時代の鶏戯画平瓦（「天平の地宝」

より） 内藤政恒・理子氏より書簡
瓦 絵葉書
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16 ７ 佐賀県
佐賀市立病院構内（九州大学蔵） 人面墨書土器 S30.

８.15
土器 写真

16 ７ 佐賀県 佐賀県佐賀市 人面墨書土器 松岡史君写真 土器 写真

16 ８ ／ 浮世落書 奥書 文書 写真

16 ８ ／ 浮世落書 奥書 文書 写真

16 ８ ／ 浮世落書 奥書２枚 文書 写真

16 ８ 和歌山県
和歌山県西牟婁郡稲荷村水取山出土（浦宏氏蔵） 昭和11

年度
土器 拓本

16 ８ ／ 浮世落書 文書 写真

16 ８ ／ 浮世落書 文書 写真

16 ９ ／ 奈良時代戯画各種 絵画 スケッチ

16 ９ ／ 『美術研究』昭和22年第１号第140号 美術研究所 絵画 雑誌

17 １ 和歌山県
国宝 板曼荼羅 金剛峯寺

国宝十界図 来迎寺蔵
曼荼羅 絵葉書

17 １ 岩手県
中尊寺弁天堂安置 宝塔曼荼羅細部（国宝）藤原時代

史蹟・平泉中尊寺 国宝・王経々塔曼荼羅
曼荼羅 絵葉書

17 １ 岩手県
中尊寺国宝 曼荼羅 願成就院発行

金光最勝王経十界曼荼羅
曼荼羅 絵葉書・写真

17 １ ／ 板曼荼羅 甘索院（久表町） S21.10.１ 曼荼羅 拓本

17 ２
茨城県・

千葉県

常陸結城郡関城跡所在（石仏）・下総国印旛郡八生村旧天

王社（懸仏）

金剛界大日如来鏡像（長尾欣弥氏蔵）

国宝十一面観世音懸仏（鎌倉時代）長谷寺蔵

石造物・懸仏 絵葉書

17 ２ ／ 第九図版 懸仏 『帝室博物館学報』昭和三年度 懸仏 図版

17 ２ 京都府
第一一図版 懸仏 山城国京都市下京区清閑寺町浄妙庵

境内発掘 『帝室博物館学報』昭和三年度
懸仏 図版

17 ２ 熊本県 瓦製懸仏（肥後願成寺）『考古図集』第十五集 懸仏 図版

17 ２ ／
欧文懸鏡・高野長英筆欧文（西川勝三郎家蔵第十八版）

『趣味のくさぐさ』
懸仏 図版

17 ２ 奈良県

金銅十手観音（大和国某寺伝来）・金銅十一面観音（藤原

時代）・金銅地乳母菩薩懸仏（藤原時代）『懸仏と御正

体』所載

懸仏 写真

17 ２ 山形県
懸仏十一面観音像 山形県東村山郡津山村大字貫津曹洞

宗昌林寺蔵
懸仏 写真

17 ２ 埼玉県 懸仏（柴田氏）・（比企郡越用・鹿島祠）・（越用・榎本氏） 懸仏 写真

17 ２ ／ 法来寺蔵懸仏 玉依姫命 懸仏 写真

17 ２ ／ 法来寺蔵懸仏 別雷命？ 懸仏 写真

17 ２ ／ 法来寺蔵懸仏 武＊＊命？ 懸仏 写真

17 ２ 秋田県 秋田県横手市観音寺御正躰 S43.８.23 懸仏 写真

17 ２ 山形県 山形県 若松寺蔵 懸仏 懸仏 写真

17 ２ 山形県 山形県山寺根本中堂懸仏・懸鏡 S43.８.20 懸仏 写真

17 ２ 岐阜県

飛驒国国分寺蔵 掛鏡 「康正三年八月」・「但し神輿に

懸けたるもの他に同一のもの一面あり。もと塔（三重）

の下層に存せり。」

鏡 拓本

17 ２ 東京都 伝奥多摩伝来 懸仏 「武州児玉…長亨中六月吉日」 懸仏 拓本

17 ３ 大分県 大分県西国東郡熊野胎蔵寺① 懸仏 S41.８.24 懸仏 写真

17 ３ 大分県 大分県西国東郡熊野胎蔵② 懸仏 懸仏 写真

17 ３ 大分県 大分県西国東郡熊野胎蔵③ 懸仏 懸仏 写真

17 ４ 京都府
與謝郡九世戸智恩寺石仏（嘉吉元年有銘）『考古図集』

第三十五集（丹後号）
石造物 図版

17 ４ 三重県
（重美）瓦製光背（承安四年材銘） 三重県宇治山田市小

町経塚出土 日本考古学会三十五年総会記念
仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県 興福寺阿修羅像１ S27.３.３ 三越展にて 仏像 写真

17 ４ 奈良県 興福寺阿修羅像２ 仏像 写真

17 ４ 奈良県 興福寺鋳造仏頭・法華寺仏頭 仏像 写真

17 ４ 奈良県

法隆寺①

（国宝）天人像 推古時代 法隆寺（鳥仏師作）

（国宝）鳳凰 推古時代 法隆寺（鳥仏師作）

仏像 絵葉書
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17 ４ 奈良県

法隆寺②

文殊菩薩像・童子 （国宝）五重塔塑像 天平時代 法

隆寺

（国宝）三尊仏立像 推古時代 法隆寺

仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県

東大寺法華堂①

国宝乾漆帝釈天像（奈良時代）

国宝月光菩薩塑像（奈良時代）

仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県

東大寺法華堂②

国宝乾漆梵天像（奈良時代）

国宝日光菩薩塑像（奈良時代）

仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県

地蔵菩薩①

国宝 地蔵菩薩 成蓮院・地蔵菩薩（藤原時代）山本倍

三氏蔵

地蔵菩薩（鎌倉時代）綱島英憲氏蔵

仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県

地蔵菩薩②

平塚 お初地蔵（相武史談会発行）

地蔵菩薩並ニ重成公守本尊観音薩（其五）

身代焼地蔵尊（国宝）大和国宇陀郡大野寺

仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県

近江国蒲生郡苗村雪野寺址発見塑像佛手（京都帝国大学

文学部蔵）

（国宝）虚空蔵菩薩立像 推古時代 法輪寺

仏像 絵葉書

17 ４ 奈良県
地蔵菩薩像 鎌倉二階堂 念恩寺 「…永享十三年正月

十九日、自応花押の墨書銘あり…」
仏像 図版

17 ５ 京都府

国宝障屛展・帝室博物館 国宝 十二天図（月天） 宅間

勝賀筆 教王護国寺蔵

国宝 十二天図（日天） 宅間勝賀筆 来迎寺蔵

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県

法隆寺金銅壁画②

法隆寺金堂壁画之内 寺伝止利仏師（国宝） 二乙佐藤寄

贈

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県

法隆寺金銅壁画③

法隆寺金堂壁画之内 寺伝止利仏師（国宝） 二乙佐藤寄

贈

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県

法隆寺金銅壁画④

法隆寺金堂壁画之内 寺伝止利仏師（国宝） 二乙佐藤寄

贈

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県

法隆寺金銅壁画⑤

法隆寺金堂壁画之内 寺伝止利仏師（国宝） 二乙佐藤寄

贈

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県

法隆寺金銅壁画⑥

法隆寺金堂壁画 第六号大壁阿弥陀浄土本尊

法隆寺金堂壁画 第六号大壁阿弥陀浄土脇侍観音菩薩像

部分

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県

法隆寺金銅壁画⑦

法隆寺金堂壁画之内 寺伝止利仏師（国宝） 二乙佐藤寄

贈

仏像 絵葉書

17 ５ 奈良県 吉祥天画像 仏像 図版

17 ６ 和歌山県 紀伊那智発掘板仏 『考古図集』第三集 仏像 図版

17 ６ 栃木県
銅版仏（下野国塩谷郡船生村大字佐貫大悲閣奥院）『考

古図集』第十二集
仏像 図版

17 ６ 和歌山県
板仏① 国宝 屛風本尊之内（伝弘法大師請来）龍光院・

国宝 枕本尊（伝弘法大師請来）金剛峰寺
仏像 絵葉書

17 ６ 和歌山県 板仏② 国宝 文殊菩薩及使者 遍明院 仏像 絵葉書

17 ７ 神奈川県 武蔵・金沢・称名寺 須弥檀鳳凰 寺院 拓本

17 ７ 岩手県

中尊寺金色堂須弥檀① （中尊寺国宝）金色堂須弥檀鳳凰

（願成就院発行）・中尊寺金色堂 中央須弥檀正面格狭

間（国宝）藤原時代

寺院 絵葉書

17 ７ 岩手県

中尊寺金色堂須弥檀② 中尊寺金色堂 内陣中央須弥檀

正面（国宝）藤原時代・（中尊寺国宝）螺 礼盤・経蔵須

弥檀・中尊寺経蔵 八角須弥檀細部（国宝）藤原時代

寺院 絵葉書

17 ７ 岩手県

中尊寺経蔵 螺 卓及八角須弥檀（国宝）藤原時代・中

尊寺経蔵螺 八角須弥檀（細部）伽陵頻迦（国宝）藤原

時代

寺院 絵葉書
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17 ８ 岩手県
(中尊寺国宝）金色堂内部側面（願成就院発行）

壮麗なる金色堂内側面
寺院 絵葉書・写真

17 ８ 岩手県

中尊寺金色堂内部

(中尊寺国宝）金色堂内棟模様・斗組・蟇股（願成就院発

行）

国宝・金色堂内部側面

(中尊寺国宝）金色堂内七宝荘厳螺 巻柱（願成就院発行）

寺院 絵葉書

17 ８ 岩手県

中尊寺金色堂②

中尊寺金色堂内陣 台輪 螺 文様（国宝建造物細部）

藤原時代

中尊寺金色堂 中央須弥檀上部（国宝建造物細部）藤原

時代

寺院 絵葉書

17 ８ 東京都

武蔵国北多摩・東村山

御本尊五智如来（其二）

正福寺仏殿本尊及須弥檀

寺院 絵葉書

17 ８
岩手県・

奈良県

（盛岡名所）報恩寺 五百羅漢（日出館絵葉書部発行）

法隆寺 五重塔内塑像 和銅四年造
寺院 絵葉書

17 ９ 奈良県

厨子①

金堂玉虫厨子 推古天皇御物（国宝）

金堂玉虫厨子台座密陀漆画（国宝）

仏具 絵葉書

17 ９ 和歌山県

厨子②

国宝 成身会八葉春日厨子 金剛峰寺

胎蔵界曼荼羅厨子（安田善次郎蔵）

国宝 金銅水神 金剛峰寺

仏具 絵葉書

17 10 ／ 仏画 「文化三寅八月四月…」 仏像 図版

17 10 ／ 華曼 仏具 図版

17 10 ／ 仏画 仏像 図版

17 10 京都府
銅製扉か

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏具 図版

17 10 奈良県
法隆寺 木製光背

山水図 周文筆 侯爵 蜂須賀茂昭君蔵
仏具 図版

17 10 京都府
銅製光背

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏像 図版

17 10 ／ 光背 仏像 図版

17 10 京都府
中尊寺 木製天蓋

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏像 図版

17 10 ／ 幡金具 仏具 図版

17 10 奈良県
唐招提寺梵天反華天平落書（国宝）（唐招提寺発行不許

複写）
仏像 図版

17 10 奈良県 玉虫厨子 仏具 図版

17 10 奈良県 東大寺 蓮弁線刻仏画 仏像 図版

17 10 京都府
仏画

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏像 図版

17 10 京都府
文殊菩薩

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏像 図版

17 10 ／ 天部 仏像 図版

17 10 京都府
釈迦如来

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏像 図版

17 10 ／ 仏画 仏像 図版

17 10 ／ 神将図 仏像 図版

17 10 京都府
曼荼羅

雪舟筆夏景山水図 京都 曼殊院蔵
仏像 図版

17 10 ／ 仏画 縁起物か 仏像 図版

17 10 ／ 玄 三蔵 仏像 図版

17 10 ／
JUNJI HACHIMANKO PLATE NO.321 AMIDA

 
AND TWENTY-FIVE BOSATSU Ⅲ

仏像 図版

17 10 ／ 摩耶夫人ほか 仏像 図版

17 10 ／ 釈迦如来 仏像 図版

17 10 ／ 仏画 仏像 図版

17 10 ／ 月光菩薩 仏像 図版

17 10 奈良県 吉祥天 仏像 図版
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18 １ ／

木彫蔵王権現像（西川勝三郎家蔵第五版）「木彫蔵王権

現像 右ハ鎌倉年代ノ良作ニシテ小破有リシヲ茲ニ補修

ス 大正十一年壬戊二月吉日 高村光雲誌」『趣味のく

さぐさ』

仏像 図版

18 １ 奈良県
103 大和金峯山上発見遺物⑶ （鏡）『考古図集』第十

一
鏡 図版

18 １ 奈良県
106 大和金峯山上発見遺物⑹ （鏡）『考古図集』第十

一
鏡 図版

18 １ 奈良県
110 大和金峯山上発見遺物⑽ （43懸仏）『考古図集』

第十一
懸仏 図版

18 １ ／ 蔵王権現（鎌倉時代）山本倍三氏蔵 仏像 絵葉書

18 １ 奈良県 金峰山発見 蔵王権現御正体 鏡 鏡 写真

18 ２ 三重県
和田千吉氏蔵 伊勢宇治山田市小町塚発掘瓦光背（面）

『考古図集』第七集（家宝号）
仏像 図版

18 ２ 三重県
和田千吉氏蔵 伊勢宇治山田市小町塚発掘瓦光背（背）

『考古図集』第七集（家宝号）
仏像 図版

18 ２ 岩手県

木造天蓋

中尊寺宝蔵 伝金色堂本尊天蓋細部木彫漆箔（国宝）藤

原時代

仏像 写真・絵葉書

18 ２ 岩手県

中尊寺宝庫所蔵 伝金色堂本尊天蓋（国宝）藤原時代

中尊寺宝庫内安置秘仏一字金輪坐像天蓋（国宝）藤原時

代木彫漆箔

仏像 絵葉書

18 ２ 奈良県
国宝建造物 法華堂仏像天蓋鏡 十二支鏡（奈良時代）

国宝 木彫仏像天蓋（奈良時代）
鏡・仏像 絵葉書

18 ２ 和歌山県

高野山①

国宝 文殊菩薩（伝珍海筆） 宝壽院 『高野山霊宝絵葉

書』其二

国宝 大日如来 寛元年間の裏書あり 金剛峯寺 『高

野山霊宝絵葉書』其二

国宝 阿弥陀廿五菩薩来迎図（伝恵心僧都筆） 有志八幡

講 『高野山霊宝絵葉書』其二

仏像 絵葉書

18 ２ 和歌山県

高野山②

国宝 涅槃図（応徳三年） 金剛峯寺 『高野山霊宝絵葉

書』其二

国宝 薬師十二神将（伝恵心僧都筆） 桜池院 『高野山

霊宝絵葉書』其二

国宝 地蔵菩薩（至徳元年祐円筆） 宝壽院 『高野山霊

宝絵葉書』其二

仏像 絵葉書

18 ２ 和歌山県

高野山③

国宝 金剛吼菩薩（五大力尊之中尊伝弘法大師筆） 有志

八幡講 『高野山霊宝絵葉書』其二

国宝 五大力菩薩（仁王会本尊） 北室院 『高野山霊宝

絵葉書』其二

仏像 絵葉書

18 ２ 和歌山県

弘法大師関係①

国宝 仏涅槃図（部分） 金剛峯寺蔵 『弘法大師関係資

料展覧会絵葉書（原色版）』 帝室博物館

国宝 阿弥陀三尊像 蓮華三昧院蔵 『弘法大師関係資

料展覧会絵葉書（原色版）』 帝室博物館

仏像 絵葉書

18 ２ 和歌山県

弘法大師関係②

国宝 無量力吼像 大円院外十九箇院蔵 『弘法大師関

係資料展覧会絵葉書（原色版）』 帝室博物館

国宝 文殊菩薩像 伝珍海筆 宝壽院蔵 『弘法大師関

係資料展覧会絵葉書（原色版）』 帝室博物館

仏像 絵葉書

18 ２ 奈良県

法隆寺 金銅天蓋（国宝）飛鳥朝作

法隆寺 網封蔵弥勒菩薩光背（国宝）

木彫光背 弘仁時代以前の作 （紀州道成寺）

仏像 絵葉書

18 ３ 鳥取県 伯耆国分寺七仏像１ S40.８（小倉氏） 仏像 写真

18 ３ 鳥取県 伯耆国分寺七仏像２ S40.８（小倉氏） 仏像 写真

18 ３ 鳥取県 伯耆国分寺七仏像３ S40.８（小倉氏） 仏像 写真

18 ３ 鳥取県 伯耆国分寺七仏像４ S40.８（小倉氏） 仏像 写真

18 ３ 鳥取県 伯耆国分寺七仏像５ S40.８（小倉氏） 仏像 写真
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18 ４ 奈良県
65 内藤虎次郎氏蔵 伝奈良地方発見 仏 『考古図集』

第七集（家宝号）
仏像 図版

18 ４ 中国大陸
70 高橋健自氏蔵 支那西安附近発掘 仏 『考古図集』

第七集（家宝号）
仏像 図版

18 ４ ／
251 仏像（大和霊山寺蔵）『考古図集』第二十六集（

仏号）
仏像 図版

18 ４ ／
252 仏像（高橋健自氏蔵）『考古図集』第二十六集（

仏号）
仏像 図版

18 ４ ／
253 善業泥（東京帝室博物館蔵）『考古図集』第二十六

集（ 仏号）
仏像 図版

18 ４ ／ 254 仏像 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ ／ 255 仏像 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ ／ 256 仏像 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ ／ 257 仏像 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ ／ 258 仏像 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ ／ 259 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ ／ 260 『考古図集』第二十六集（ 仏号） 仏像 図版

18 ４ 大分県

仏 奈良時代前期 実大 大分県宇佐郡駅川村山本虚

空蔵寺址出土 奈良国立博物館蔵 S34.５ 日本考古

学協会第八回総会記念

仏像 絵葉書

18 ４ 三重県

130 伊賀国名賀郡名張町夏見廃寺発見 仏 『考古学教

室標本絵葉書』

国宝 （岡本宮殿腰瓦）

仏像 絵葉書

18 ４
愛知県・

滋賀県

塑像仏首（三河 真福寺蔵）

近江雪野寺址出土塑像 東京考古学会
仏像 絵葉書

18 ４ ／ 立正大学 橘寺 瓦経 瓦経 拓本

18 ４ 滋賀県 近江石垣寺 瓦経 S32.８.10 瓦経 拓本・写真

18 ４ 奈良県 Ⅴ 瓦経（両面）奈良県高市郡橘寺 瓦経 写真

18 ４ 奈良県 仏 岡寺址（飛鳥社蔵） 仏像 拓本

18 ４ ／ 仏 霊山寺蔵 仏像 拓本

18 ４ ／ 仏関係メモ 仏像 メモ

18 ５ 福島県 国宝会津大仏 三宮願成寺 S34.８.６ 文書 版画

18 ５ 福島県
「奥州耶麻郡平林邑耳厳山福聚寺の本尊正観音の御堂を

造栄志たてまつらんと願勧化の状」 正徳五巳未歳十月
文書 版画

18 ６ 奈良県 三輪ミロク谷石仏 仏像 写真

18 ６ 奈良県
弥勒石像 「平穏村金倉部落字弥勒…大治五年庚戊四月

十九日…」
仏像 写真

18 ６ 奈良県 光明寺裏磨崖仏 仏像 写真

18 ６ 奈良県
大和宇陀地蔵石

弥勒大石仏拓本 大和国宇陀郡大野寺
仏像 写真・絵葉書

18 ６ 奈良県
大和国大野寺弥勒大石仏略縁起

弥勒大石仏 大和国宇陀郡大野寺
仏像 絵葉書

18 ６ 奈良県 弥勒大石仏拓本 大和国宇陀郡大野寺 仏像 絵葉書

18 ６ 群馬県

石仏 上野国佐波郡東村字東国定養壽寺

裏：「下野国河内郡城山村大字荒針大谷寺殿堂内巌面彫

刻之石仏…学術的に此石仏は未だ紹介せられては居りま

せん…昨秋内務省古社寺保存会から福井利吉郎氏が出張

調査せられ…同氏から御撮影を御送り下さいました…御

承諾を得て。其内の優秀のものを絵葉書に製し。茲に同

好の士にお頒ちいたします。 大正十一年初夏 足利

丸山瓦全」

仏像 絵葉書・解説

18 ６ ／ 臼杵石仏（南都留ホキ石仏） 仏像 図版

18 ７ 岩手県 重文 木造一宇金輪坐像 中尊寺 仏像 図版

18 ８ 奈良県 中宮寺 如意輪観音 撮影 永野太造 仏像 図版

18 ８ 奈良県 興福寺（山田寺） 仏頭 仏像 図版

18 ８ 奈良県 三月堂 月光菩薩 仏像 図版

18 ９ 岩手県 中尊寺 木造 如意輪観音像 仏像 図版

18 ９ 奈良県 興福寺 銅造 仏頭 仏像 図版

18 ９ 京都府
浄瑠璃寺 木造 吉祥天女像 撮影 永野太造 解説

松本楢重
仏像 図版

18 10 奈良県
国宝 銅造観音菩薩立像（夢違観音・部分） 製作・便利

堂
仏像 図版
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18 11 奈良県

大安寺１

馬頭観音像 木造 天平時代 『大和 大安寺』

不空 索観音像 木造 天平時代 『大和 大安寺』

仏像 絵葉書

18 11 奈良県

大安寺２

聖観音像 木造 天平時代 『大和 大安寺』

楊柳観音像 木造 天平時代 『大和 大安寺』

仏像 絵葉書

18 11 奈良県

大安寺３

伝多聞天像 木造 天平時代 『大和 大安寺』

本尊十一面観音像 木造 天平時代 『大和 大安寺』

仏像 絵葉書

18 12 福井県 多田寺１ S42.８.16 仏像 写真

18 12 福井県 多田寺２ S42.８.16 仏像 写真

18 13 大分県

豊後高田１

天然寺川中不動 『豊後高田市の文化財』 豊後高田市観

光協会

熊野磨崖仏 『豊後高田市の文化財』 豊後高田市観光協

会

仏像 絵葉書

18 13 大分県

豊後高田２

富貴寺大堂 『豊後高田市の文化財』 豊後高田市観光協

会

富貴寺阿弥陀如来像 『豊後高田市の文化財』 豊後高田

市観光協会

仏像 絵葉書

18 13 大分県

豊後高田３

長安寺太郎天童子像（不動明王化身）『豊後高田市の文

化財』 豊後高田市観光協会

真木大堂阿弥陀如来像 『豊後高田市の文化財』 豊後高

田市観光協会

仏像 絵葉書

18 14 大分県

深田石仏１

仁王像 臼杵深田石仏 『国宝 名所史蹟 臼杵市深田

石仏』

堂ヶ迫仏僧群 臼杵深田石仏 『国宝 名所史蹟 臼杵

市深田石仏』

仏像 絵葉書

18 14 大分県

深田石仏２

古園十三仏群 臼杵深田石仏 『国宝 名所史蹟 臼杵

市深田石仏』

仏像 絵葉書

18 14 大分県

深田石仏３

ホキ石仏中尊阿弥陀如来 臼杵深田石仏 『国宝 名所

史蹟 臼杵市深田石仏』

山王山中尊釈迦如来 臼杵深田石仏 『国宝 名所史蹟

臼杵市深田石仏』

仏像 絵葉書

18 14 大分県

深田石仏４

宝筐印塔 臼杵深田石仏 『国宝 名所史蹟 臼杵市深

田石仏』

長者夫妻蓮城法師 臼杵深田石仏 『国宝 名所史蹟

臼杵市深田石仏』

仏像 絵葉書

18 15 神奈川県 曽我兄弟墓 石造物 写真

18 15 神奈川県 地蔵菩薩・三十五菩薩 仏像 写真

18 15 神奈川県 多田満仲墓 石造物 写真

18 15 神奈川県 箱根石仏１ 仏像 写真

18 15 神奈川県 箱根石仏２ 仏像 写真

18 16 ／ 太子像・仏像 伽らん仏 仏像 写真

18 16 長野県 下伊那座光寺村 元善光寺蔵 不動明王 仏像 写真

18 16
長野県・

和歌山県

長野県塩野神社近辺薬師堂本尊十二神将

道成寺宮子姫 S38.８ 古美術
仏像・肖像 写真

18 16
宮崎県・

和歌山県

金剛三昧院境内五仏 S38.８ 古美術

宮崎県都農神社石造物
仏像 写真

18 16

神 奈 川

県・

石川県・

奈良県・

群馬県

金銅製弁天像 茅ヶ崎市浄見寺蔵 武相文化協会にて

S38.６.16

越前武生町国分寺

当麻寺金銅内部

新田町木崎長命寺（神明社御神体） S32.１.26

仏像 写真

18 16 奈良県
桜井１

聖林寺十一面観音 『桜井』
仏像 絵葉書
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18 16 奈良県
桜井２

阿倍文殊 『桜井』
仏像 絵葉書

18 16 栃木県 宇都宮子袋町 木造普賢 宝蔵寺 仏像 拓本

18 16 千葉県
千葉県 麦光寺如来台座 「さヱ門 上総一宮匠工」

S43.３.24
仏像 拓本

18 16 ／ 台座下部蓮弁 仏像 拓本

18 16 奈良県
聖徳太子像尊 三十五歳 勝蔓経御講讃之像（国宝） 大

和国仏頭山橘寺
肖像 図版

18 17 ／ 『和鏡』 人文書院 ２部 鏡 パンフレット

18 17 ／ 『奈良六大寺大観』 岩波書店 ２部 寺院 パンフレット

18 18 大分県 大分県大分市元町石仏１ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏２ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏３ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏４ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏５ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏６ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏７ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏８ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏９ 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏10 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏11 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏12 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏13 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏14 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏15 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏16 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏17 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏18 仏像 写真

18 18 大分県 元町石仏19 仏像 写真

19 １ 宮城県

右：仙台龍宝寺 釈迦如来像 S43.８.21

中：免田町 乙益君より

左：武生町国分寺 本寿

仏像 写真

19 １ 和歌山県 右：高野山 霊宝 左：釈迦 高野山か 仏像 写真

19 １ 和歌山県
上：国宝 仏涅槃図 金剛峰寺蔵

下：国宝 仏涅槃像（弘法大師）
仏像 写真・絵葉書

19 １ 奈良県
右：法隆寺釈迦三尊像（国宝） 飛鳥時代

左：大和飛鳥大仏
仏像 絵葉書

19 １ 奈良県 （国宝）釈迦誕生立像 天平時代 東大寺 仏像 絵葉書

19 ２ 宮城県
仙台市国分寺薬師堂十二神将ノ一 迷企羅大将（酉）

S43.８.21
仏像 写真

19 ２ 青森県 水沼市黒石町黒石寺本尊２枚 S43.８.23 仏像 写真

19 ２ 青森県
右：水沼市黒石寺本尊 左：水沼市黒石寺蔵 慈覚大師

像 S43.８.23
仏像 写真

19 ２ 千葉県 銚子市常世田薬師 仏像 写真・絵葉書

19 ２ 長野県 長野県塩野神社附近 薬師堂本尊台座(表裏） 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡山梨町西薬師 薬師像 S26.８.27 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 １ 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 ２ 寺院 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 ３ 十二神将① 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 ４ 十二神将② 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 ５ 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 ６ 薬師如来 仏像 写真

19 ２ 静岡県 静岡県周智郡宇刈村春岡西楽寺蔵 ７ 仏像 写真

19 ２ 岩手県
（中尊寺国宝）薬師堂本尊（丈六尺）薬師如来 願成就

院発行
仏像 絵葉書・写真

19 ２
長野県・

岩手県

右：国宝 塩野神社付近 薬師本尊

中：国宝・峰の薬師如来像 史蹟平泉中尊寺

左：国分寺本尊薬師如来 傳行基作

仏像 写真・絵葉書

19 ２ 新潟県

上：十二神将（木彫） 珊底羅大将（午）・毘 羅大将（子）

南魚沼郡城内村長福寺蔵 下：男鹿市増川八幡社蔵 円

空作

仏像 絵葉書
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19 ３ 福岡県 福岡県太宰府観世音寺像 大黒天像 S41.８ 仏像 写真

19 ３ 福岡県

右：大黒天像 春永蔵

左：弘仁時代国宝 筑紫観世音寺安置 大黒天（傳教大

師ノ作と傳フ）

仏像 絵葉書

19 ３ 香川県
大黒天像 高一尺五寸位 木彫 上原準一氏蔵 S24.

４.10
仏像 写真

19 ３ 香川県
上：大黒天像（藤原時代） 濱田恒之助氏蔵

下：南海寄 伝式大黒天 讃岐 上原準一蔵
仏像 絵葉書

19 ４ 大阪府 弥勒像 河内野中寺蔵 『考古図集』第十集 仏像 図版

19 ４ 和歌山県
紀伊那智発掘弥勒菩薩像（正面）東京帝室博物館蔵 『考

古図集』第二集
仏像 図版

19 ４ 和歌山県
紀伊那智発掘弥勒菩薩像（背面）東京帝室博物館蔵 『考

古図集』第二集
仏像 図版

19 ５ 奈良県 法華堂 不空 索観音 宝冠 仏像 写真

19 ５ 奈良県 法華堂 不空 索観音 宝冠 仏像 写真

19 ５ ／ 観音像 仏像 写真

19 ５ 長野県 観音像 長野県更級郡上山田村知識寺（国宝） 仏像 写真

19 ５ 新潟県
名立町岩屋堂 観世音像（頭部・側面・正面） S35.12.

４
仏像 写真

19 ５ 埼玉県
上：勢至観音立像 下右：比企郡 下左：比企郡越用村

榎本氏
仏像 写真

19 ５ 福島県
立木観音堂（重文） 会津塔寺 金塔山恵隆寺 S34.８.

５
寺院 写真・絵葉書

19 ５ 栃木県 下野多野郡重堂藤岡山 尊願院一行寺執事 正面 仏像 写真

19 ５ 栃木県 下野多野郡重堂藤岡山 尊願院一行寺執事 正面 仏像 写真

19 ５ 兵庫県 国宝 聖観音像 奈良時代 鶴林寺像 仏像 絵葉書

19 ５ ／
右：乾漆不空 索観音像（奈良時代） 左：乾漆不空 索

観音宝冠
仏像 絵葉書

19 ５ 新潟県

上：十一面観世音木像 新潟県西頚城郡西海村御前山雲

台寺

下：十一面観世音木像 新潟県西頚城郡西海村水保観音

堂

仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県 大安寺 （国宝）不空 索観世音菩薩像 天平時代 仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県 （国宝）十一面観世音菩薩立像 聖林寺 天平時代 仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県 （国宝）如意輪観世音菩薩牛 像 岡寺 天平時代 仏像 絵葉書

19 ５ 新潟県

水俣十一面観音御像 糸魚川市大字水保

右：行基菩薩御作 国宝水保十一面観音像（部分）

左：行基菩薩御作 国宝水保十一面観音像

仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県

法隆寺１

右：九面観音菩薩木像（正面） 寺傳聖徳太子作

左：九面観音菩薩木像（側面） 寺傳聖徳太子作 法隆寺

仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県 （国宝）夢殿本尊 推古時代 法隆寺 仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県 （国宝）木彫漆箔観世音菩薩 法隆寺蔵 仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県
右：観音銅像 三輪蔵

左：（国宝）観世音菩薩立像 推古時代 法隆寺
仏像 絵葉書

19 ５ 岩手県 中尊寺金色堂中央須彌壇 観音菩薩 藤原時代 仏像 絵葉書

19 ５ 岩手県
左：中尊寺 勢至観音像全身像 右：男鹿市五秋堂円空

仏
仏像 絵葉書

19 ５
京都府・

福岡県

右：十一面観音立像 京都市勸修寺境内発掘

左：筑紫観世音寺安置 十一面観世音
仏像 絵葉書

19 ５
京都府・

福岡県

右：醍醐寺 聖観世音菩薩立像

左：筑紫観世音寺 聖観世音像
仏像 絵葉書

19 ５ 和歌山県
右：国宝 船中湧現観音像 左：北向聖観世音菩薩（太

子作）
仏像 絵葉書

19 ５ 福岡県
筑紫観世音寺安置 馬頭観世音 藤原時代国宝（大佛師

明春作）
仏像 絵葉書

19 ５ 奈良県
右：如意輪観世音菩薩（𥡴文首作） 左：如意輪観音（傳

運慶作） 如意輪寺
仏像 絵葉書

19 ５ 長野県 信州戸倉・上山田温泉附近 智識寺・十一面観音 仏像・寺院 絵葉書

19 ５ 和歌山県
紀伊那智発掘仏像（正面） 東京帝室博物館蔵 『考古図

集』第一集
仏像 図版
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19 ５ 和歌山県
紀伊那智発掘仏像（背面） 東京帝室博物館蔵 『考古図

集』第一集
仏像 図版

19 ５ 長野県 国宝開運十一面観音菩薩 信州小県郡浦里村大法寺 仏像 図版

19 ６ 東京都 地蔵尊 延命寺 享保五年（裏面に図版切抜） 仏像
写真・図版切

抜

19 ６ 東京都 延命寺ゴマ炉銘文 仏具 拓本

19 ６ 東京都 台座銘文 仏像 拓本

19 ７ ／
傳教大師 持国天王・多聞天王 T12.６.６撮影 『尊像

等身大』
仏像 写真

19 ７ 静岡県 南豆 毘沙門天像 仏像 写真

19 ７ 奈良県

東大寺法華堂１

右：国宝乾漆持国天像（奈良時代） 左：国宝乾漆廣目天

像（奈良時代）

仏像 絵葉書

19 ７ 奈良県

東大寺法華堂２

右：国宝乾漆多聞天像（奈良時代） 左：国宝乾漆増長天

像（奈良時代）

仏像 絵葉書

19 ７ 福岡県

筑紫観世音寺１

右：筑紫観世音寺安置 増長天 左：筑紫観世音寺安置

毘沙門天

仏像 絵葉書

19 ７ 和歌山県
道成寺１

右：国宝毘沙門天（木造丸彫） 左：国宝多聞天（木彫）
仏像 絵葉書

19 ７ 和歌山県 道成寺２ 国宝廣目天（木彫） 仏像 絵葉書

19 ７

神 奈 川

県・

岩手県

右：三浦為継公守本尊 毘沙門天像 三浦郡衣笠村大矢

部 青雲寺所蔵

左：中尊寺金色堂中央須彌壇 増長天

仏像 絵葉書

19 ７ 京都府
右：鶴音脇士 毘沙門天王不動明王尊

左：国宝 毘沙門天像（十二天ノ内） 教王護国寺
仏像 絵葉書

19 ７

和 歌 山

県・

奈良県

右：国宝 毘沙門天王（四天王の内傳快慶作） 金剛峰寺

左：金銅四天王廣目天木像（国宝） 法隆寺
仏像 絵葉書

19 ８ 石川県 不動明王像（小松市立博物館） 仏像 写真

19 ８ 千葉県
上：印旛村 S25.５.21 左：宮田石造不動像 史迹と

美術見学会 S44.８.24
仏像 写真

19 ８ 奈良県

東大寺法華堂１

右：執金剛神塑像（奈良時代） 左：乾漆金剛力士像（奈

良時代）

仏像 絵葉書

19 ８ 奈良県 東大寺法華堂２ 乾漆密迹力士像（奈良時代） 仏像 絵葉書

19 ８ 和歌山県

金剛峯寺１

右：制多迦童子（八大童子の内傳運慶作） 金剛峯寺

左：矜 羅童子（八大童子の内傳運慶作） 金剛峯寺

仏像 絵葉書

19 ８ 和歌山県 金剛峯寺２ 深沙大将（傳快慶作） 金剛峯寺 仏像 絵葉書

19 ８ 和歌山県 右：不動明王 正智院 左：源頼朝公旗挙不動明王 仏像 絵葉書・写真

19 ８ 石川県

木造不動明王座像光背の銘

不動明王実測図（正面・背面） S＝１／４ 小松市立博

物館

木造不動明王剣（後補）実測図 S＝１／２

仏像 メモ

19 ９
福岡県・

京都府

右：筑紫観世音寺安置 吉祥天（弘法大師ノ作ト傳フ）

左：吉祥天立像 醍醐寺
仏像 絵葉書

19 10 奈良県 円照寺 大日如来座像 S42.８.17 仏像 写真

19 10 和歌山県
青岸渡寺（四） 金銅大日如来座像（正面・側面・背面）

S37.８.10
仏像 写真

19 10 岩手県 中尊寺国宝 大日如来(正面・側面） 仏像 写真・絵葉書

19 10 岩手県 中尊寺国宝 一字金輪佛座像 願成就院発行 仏像 写真・絵葉書

19 10 岩手県 中尊寺寶庫安置 一字金輪佛座像（国宝） 藤原時代 仏像 絵葉書

19 10 岩手県 史蹟・平泉中尊寺 国宝・一字金輪大日如来像（正面） 仏像 絵葉書

19 10
熊本県・

和歌山県

右：国宝大日如来像 蓮台寺天満宮所蔵 掛塚屋旅館

電下田一三四番地

左：国宝大日如来 金剛峯寺

仏像 絵葉書

19 11 栃木県
銅造阿弥陀如来坐像 重文 宇都宮一向寺 S46.１.30

歴史考古学会福引
仏像 写真

19 11 新潟県
浄福寺１ 扇谷山浄福寺（新潟県中頚城郡柿崎町） 春日

作と伝えられる阿弥陀如来像 S34.８調査
仏像 写真
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19 11 新潟県
浄福寺２ 扇谷山浄福寺（新潟県中頚城郡柿崎町） 春日

作と伝えられる阿弥陀如来像 S34.８調査
仏像 写真

19 11 新潟県
浄福寺３ 扇谷山浄福寺（新潟県中頚城郡柿崎町） 春日

作と伝えられる阿 弥陀如来像 S34.８調査
仏像 写真

19 11 ／ 自覚大師作 阿弥陀如来像 T12.６.６撮影 仏像 写真

19 11 奈良県

右：金堂橘夫人護持佛厨子(国宝） 奈良法隆寺

左：金堂橘夫人護持佛金銅阿弥陀三尊像（国宝） 奈良法

隆寺

仏像 絵葉書

19 11 福岡県
右：阿弥陀如来 筑紫観世音寺安置

左：阿弥陀如来 野方大訪
仏像 絵葉書・写真

19 11 新潟県

右：阿弥陀如来木像 新潟県西頚城郡下早川村日光寺観

音堂

左：阿弥陀如来像 如来堂

仏像 絵葉書・写真

19 11 京都府
右：阿弥陀如来 地蔵院

左：阿弥陀如来座像 醍醐寺
仏像 絵葉書

19 11 岩手県

右：中尊寺国宝 金色堂内部正面 願成就院発行

左：中尊寺国宝 中尊寺本坊本尊丈六弥陀如来（運慶之

作） 願成就院発行

仏像 絵葉書

19 11 ／

上右：阿弥陀如来座像(鎌倉時代） 武藤金太氏蔵

上左：阿弥陀如来像（平安朝時代） 斉藤實明氏蔵

下：阿弥陀如来像 命縁二年銘アリ

仏像 絵葉書

19 12 長野県 国宝 信州夢殿 救世観音像 S19.６.８ 仏像 絵葉書

19 12 長野県 国宝 信州夢殿 救世観音像 仏像 図版

19 12 長野県 大岡實記『信州夢殿造営に就いて』 S19.６.８ 寺院 抜刷

19 13 奈良県 法隆寺釈迦三尊脇侍菩薩像 仏像 図版

19 13 奈良県 法隆寺釈迦三尊脇侍菩薩像 仏像 図版

19 13 奈良県 如意輪観音 奈良 法隆寺夢殿中宮寺所蔵 仏像 図版

19 13 奈良県 第一輯 法隆寺大鏡第一 金堂 阿弥陀如来像 仏像 図版

19 13 奈良県 西方大壁 阿弥陀浄土の菩薩像 仏像 図版

19 13 奈良県 天寿国曼荼羅繡帳 曼荼羅 図版

19 14 奈良県 伝日光菩薩 東大寺法華堂 仏像 図版

19 14 奈良県 十一面観音像 奈良聖林寺 仏像 図版

19 14 京都府 雲中供養仏 平等院 仏像 図版

19 14 京都府 阿弥陀如来 平等院 仏像 図版

19 14 岩手県 須弥檀上 岩手・中尊寺金色堂 仏像 図版

19 14 奈良県 御物 金銅菩薩像 法隆寺伝来 仏像 図版

19 14 京都府 毘沙門天 鞍馬寺 仏像 図版

19 14 奈良県 日光菩薩 薬師寺 仏像 図版

19 14 奈良県 救世観音像 法隆寺 仏像 図版

19 14 奈良県 救世観音像（背面・正面） 法隆寺 仏像 図版

19 14 兵庫県 聖観音 兵庫 鶴林寺 仏像 図版

19 14 奈良県 弥勒菩薩 中宮寺 仏像 図版

19 14 京都府 弥勒菩薩 京都 広隆寺 仏像 図版

19 14 神奈川県 鎌倉大仏 仏像 図版

19 14 奈良県 乾 婆像・乾漆八部衆立像 興福寺か？ 仏像 図版

19 14 奈良県 戒壇院 持国天 仏像 図版

19 14 奈良県 戒壇院 広目天 仏像 図版

19 14 ／ 増長天 仏像 図版

19 14 ／ 多聞天 仏像 図版

19 14 ／ 京都妙法院 婆薮仙 仏像 図版

19 14 ／ 弥勒菩薩 仏像 図版

19 14 ／ 地蔵菩薩 仏像 図版

19 14 ／ 仏 仏像 図版

19 14 ／ 如意輪観音 仏像 図版

19 14 ／ 十一面観音像(側面） 仏像 図版

19 14 ／ 右：毘沙門天 左：吉祥天 仏像 図版

19 14 ／ 吉祥天 仏像 図版

19 15 神奈川県 地蔵尊 横須賀市東善寺 仏像 写真

19 15 東京都
上：東村山市迫田小町・薬師堂御前の立像 S45.12.５

下：東村山市正福寺 千体地蔵 S45.12.５
仏像 写真
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19 15 静岡県

熱海市咲見町医王寺蔵

上：伝大黒神・伝スセリ姫命

下：長福三年寅年 恵心作銘入り仏像（背面）

仏像 写真

19 15 三重県 三重県 木像 仏像 写真

19 15 愛知県
瓦製十一面観音像(天正四丙子年） 愛知県豊橋市所在

神谷龍雄氏蔵
石造物 写真

19 15 奈良県 十一面観音像 法華寺 仏像 写真

19 15 静岡県 南豆 願成伏院 不動部毘沙門両像銘札 仏像 写真

19 15 和歌山県 十一面観音（木彫） 紀州道成寺 仏像 絵葉書

19 15 和歌山県
紀伊国東牟婁郡那智発掘 観音像 東京帝室博物館蔵

三十五年記念図集
仏像 図版

19 15 奈良県

国宝 観世音菩薩像 奈良県生駒郡法隆寺出陳 伝百済

国人作(推古時代） 大正元年十月二十五日 奈良帝室博

物館

仏像 図版

19 15 奈良県

国宝 十一面観世音菩薩像 奈良県磯城郡 聖林寺出陳

作者未詳（天平時代） 大正六年四月一日 奈良帝室博物

館

仏像 図版

19 15 滋賀県 鵜川の四十八体仏 毎日新聞社 石造物 図版切抜

19 15 愛知県 愛染明王寄進札（表） 尾張大坊 棟札 拓本

19 15 愛知県 愛染明王寄進札（裏） 尾張大坊 棟札 拓本

20 １ 福井県 万徳寺庭園 S42.８.16 庭園 写真

20 １ 東京都 東京音羽 護国寺 燈篭 石造物 写真

20 ２ 千葉県 上総常世田薬師棟札 S30.11.13 棟札 写真

20 ２ ／ 神宮寺 本殿 S42.８.16 神社 写真

20 ２ ／ 古知田 阿弥陀寺 松柏につつまる総門 寺院 絵葉書

20 ２ ／ 建物 寺院？ 実測図

20 ２ ／ 建物 寺院？ 実測図

20 ２ ／ 建物 寺院？ 実測図

20 ３ 岐阜県 石塔 美濃滝白山社 石松氏 拓影 S39.８.16 石造物 拓本

20 ３ 岐阜県 石塔 美濃滝白山社 石松氏 拓影 S39.８.16 石造物 拓本

20 ３ 岐阜県 石塔 美濃滝白山社 石松氏 拓影 S39.８.16 石造物 拓本

21 １ 群馬県
添付物三 特別史跡 多胡碑拓本（写） 群馬県多野郡吉

井町教育委員会
金石文 拓本

21 ２ 熊本県 八二．肥後国江田発掘刀身 『帝室博物館図録』第九輯 金石文・武器 図版

21 ２ 熊本県
肥後江田村古墳発掘大刀棟銘（東京帝室博物館蔵）『考

古図集』第十集
金石文・武器 図版

21 ３ 京都府 宇治橋断碑 金石文 写真

21 ３ 奈良県 御物観音像造像銘 「山田殿像」 金石文・仏像 拓本

21 ３ 奈良県 奈良・法隆寺 多聞天造像銘 金石文・仏像 拓本

21 ３ 奈良県 奈良・法隆寺 広目天造像銘 金石文・仏像 拓本

21 ４ ／
大場磐雄 『日本人が文字を知り、使用したのは何時から

か』 S48.８.17 和洋夏季公開講座書道－１
金石文 レジュメ

21 ４ 奈良県 七支刀全景 金石文・武器 写真

21 ４ 奈良県 七支刀部分 金石文・武器 写真

21 ５ ／ 「…六月二日 亀井拝…」 金石文 書簡

21 ５ 京都府 小野毛人墓誌 金石文 拓本

21 ５ 京都府 「…延宝元年…」 崇道神社 金石文 拓本

21 ６ 京都府 小野毛人墓誌（山城国京都市左京区修学院町崇道神社蔵） 金石文 拓本

21 ６ 京都府 「…延宝元年…」 崇道神社 金石文 拓本

21 ７ 栃木県 金石文資料（考古学演習） 那須直韋提碑 金石文 レジュメ

21 ７ 栃木県 那須国造碑 金石文 拓本

21 ７ 栃木県 那須国造碑 ４枚 金石文 写真

21 ７ 栃木県 那須国造碑 金石文 スケッチ

21 ８ 島根県 出雲・鰐淵寺 仏像 S40.８.21 金石文・仏像 写真

21 ８ 群馬県 上野国山ノ上碑 金石文 写真

21 ８ 群馬県 山ノ上碑 金石文 写真

21 ８ 群馬県 山ノ上碑及古墳 金石文 写真

21 ８ 群馬県 金井沢碑 金石文 写真

21 ８ 群馬県 多胡碑 ２枚 金石文 写真

21 ８ 宮城県 陸前多賀城碑（南部外城ノ内側ニ在リ） 金石文 写真

21 ８ 奈良県 文弥麻呂墓誌 S40.７ 亀井氏贈 金石文 写真
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21 ８ 群馬県 上野多胡碑 『考古図集』第三集 金石文 図版

21 ８ ／ 大場磐雄 「羊考古漫談」『考古学ジャーナル』原稿 金石文 原稿

21 ９ 大阪府
45 石川年足墓誌板（国宝）（摂津清水村年足神社蔵）

『考古図集』第五集
金石文 図版

21 ９ 大阪府
威奈大村骨壺（国宝） 大阪市四天王寺蔵 『廿五年記念

図集』
金石文 図版

21 ９ 奈良県
佐井寺僧墓誌銀板（奈良県天理市岩屋町五二四ノ三）

S40.４（亀井氏贈）
金石文 拓本

21 ９ 奈良県 小治田安万呂墓誌 ３枚 金石文 写真

21 ９ 奈良県
小治田安麻呂墓誌金銅板・銀銭和同開珍 奈良県山辺郡

都介野村甲岡出土
金石文 絵葉書

21 ９
奈良県・

鳥取県

備中下道氏某夫人墓誌片 『考古学資料絵葉書』第一集

伊福吉部徳足骨壺 益田家蔵 考古学会三十五回記念
金石文 絵葉書

21 ９ 奈良県
明徳辛未有年舎利蔵器 昭和七年考古学会総会

国宝 威奈真人大村卿骨壺（四天王寺蔵）
金石文 絵葉書

21 ９ ／ 金石文メモ 金石文 メモ

21 10 ／
『木簡出土遺跡一覧』 S46.４現在 『古代の日本』９に

よる
木簡 レジュメ

21 10 静岡県 『伊場遺跡出土文字集成』 木簡 報告書

21 10 ／ 「総説 木簡の形態 第４図 木簡の形態」 木簡 実測図

21 10 静岡県
静岡県浜松市伊場遺跡 第70号 「若倭部小刀自病有依

…」 74.12.19記
木簡 スケッチ

21 10 ／ 天平十八年 木簡 木簡 図版

21 10 宮城県
多賀城跡発見木簡 「武蔵国＊＊郡…米五斗」 S48.10.

18 北沢氏より
木簡 写真

21 11 奈良県
平城宮木簡 Nara National  Caltural  Properties

 
Research Institute

木簡 解説

21 11 奈良県 55・54 木簡 図版

21 11 奈良県 356・357 木簡 図版

21 11 奈良県 398・399・400・401 木簡 図版

21 11 奈良県 342・343 木簡 図版

21 11 奈良県 477･478･479・480・481・482 木簡 図版

21 12 奈良県 薬師寺東塔擦銘文（福田一枝氏贈） 金石文 拓本

21 13 京都府 鞍馬寺経塚 経塚 メモ

21 13 京都府 鞍馬寺経塚 仏像 経塚・仏像 写真

21 13 京都府 鞍馬寺経塚 妙法蓮華経一部八巻 経塚・経巻 拓本

21 13 京都府
銅製経筒 一箇 京都府鞍馬寺寄託 S６.３.10 恩賜

京都博物館
経塚 図版

21 14 群馬県
『山上多重石塔銘文拓本』 上毛郷土史研究会発行

S17.３.３
金石文 解説

21 14 群馬県 群馬県勢多郡山上多重塔 ６枚 金石文 写真

21 14 群馬県 №１ 金石文 拓本

21 14 群馬県 №２ 南面 上・中・下 金石文 拓本

21 14 群馬県 №３ 西面 上・中・下 金石文 拓本

21 14 群馬県 №４ 北面 上・中・下 金石文 拓本

21 14 群馬県 №５ 東面 上・中・下 金石文 拓本

21 14 群馬県 多重塔 1/3 実測者 群馬大学史学第Ⅱ研究室 石造物 実測図

21 15 福井県 剣御子寺鐘 「…神護景雲四年九月十一日…」 梵鐘 絵葉書

21 15 福井県 梵鐘 S43.11 安藤孝一君贈 梵鐘 写真

21 15 福井県 梵鐘 S43.11 安藤君贈 梵鐘 写真

21 15 福井県 福井県剣神社鐘 S40.８.13拓 ２枚 梵鐘 拓本

21 15 福井県 剣神社鐘 梵鐘 拓本

21 15 福井県 国宝銅鐘 ３枚 梵鐘 図版

21 15 福井県 剱神社古図 梵鐘 図版

21 16 福岡県 宗像郡 鎮国寺塔婆 S41.８.17 石造物 拓本

21 17 福岡県 飯盛山 瓦経 瓦経 拓本

21 17 福岡県 飯盛山 瓦経 立正大学蔵 ２枚 瓦経 拓本

21 17 福岡県 飯盛山 瓦経 大宰府神社蔵 ３枚 瓦経 拓本

21 17 福岡県 飯盛山 瓦経 ２枚 瓦経 拓本

21 18 千葉県 『房総上代の金石文（資料）』 ２枚 金石文 レジュメ

21 18 岡山県 吉備国箭田発見 金石文 拓本

21 18 愛媛県 乃万村大字延喜乗禅寺庫裏裏出土 金石文 拓本
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21 18 奈良県 辛亥年銘（旧法隆寺 金銅仏） 金石文・仏像 拓本

21 18 群馬県 山上多重塔銘文 史迹と美術見学会 S44.８.24 金石文 写真

22 １ ／
永峯光壽 「凡例」『関東鐘銘拓本写真集』第一集 国史

学会発行
梵鐘 図版

22 １ 神奈川県 一．星谷寺鐘 相模国高座郡座間村 梵鐘 図版

22 １ 神奈川県 二．健長寺鐘 相模国鎌倉郡小坂村 梵鐘 図版

22 １ 神奈川県 三．東慶寺鐘 相模国鎌倉郡小坂村 梵鐘 図版

22 １ 神奈川県 四．光明寺鐘 相模国中郡金目村 梵鐘 図版

22 １ 神奈川県 五．円覚寺浴室鐘 相模国鎌倉郡小坂村 梵鐘 図版

22 １ 埼玉県 六．慈光寺鐘 武蔵国比企郡平村 梵鐘 図版

22 １ 東京都 七．深大寺鐘 武蔵国北多摩郡神代村 梵鐘 図版

22 １ 東京都 八．浅草寺鐘 武蔵国東京市浅草公園 梵鐘 図版

22 １ 千葉県 九．小綱寺鐘 安房国富房村 梵鐘 図版

22 １ 千葉県 十．妙泉寺鐘 上総国君津郡馬来田村 梵鐘 図版

22 １ 千葉県 十一．本土寺鐘 下総国南葛飾郡小金村 梵鐘 図版

22 １ 千葉県 十二．八幡神社鐘 下総国東葛飾郡八幡村 梵鐘 図版

22 １ 千葉県 十三．長徳寺鐘 下総国千葉郡椎名村 梵鐘 図版

22 １ 茨城県 十四．長勝寺鐘 常陸国行方郡潮来村 梵鐘 図版

22 １ 栃木県 十五．長林寺鐘 下野国足利村 梵鐘 図版

22 ２ 福島県
俗称一町仏（六角石） 福島県福島市余目宮代（日枝神社

境内面）
石造物 写真

22 ２ 福島県 福島市余目（宮代一町田） 石造物 写真

22 ２ 福島県 福島市余目下飯坂（石城地内） 石造物 写真

22 ２ 福島県 福島市平野字平塚 ２枚 石造物 写真

22 ２ 福島県 伊達郡伊達町志和田 石造物 写真

22 ３ 奈良県
奈良・東大寺・三月堂石燈篭 建長六年 伊行末銘

S44.３ 金子裕之撮影
石造物 写真

22 ３ 奈良県 奈良東大寺三月堂石燈篭 石造物 写真

22 ４ 神奈川県 二十五菩薩（裏面に銘文） 石造物 写真

22 ４ 神奈川県 伝多田満仲墓銘 墓石南西面（裏面に銘文） 石造物 写真

22 ４ 神奈川県 地蔵像 箱根神社 石造物 写真

22 ５ 東京都

府中市上染谷八幡神社蔵

上右：七六回 古美術総会 染谷八幡社銅仏 S40.５.

９

上左：染谷八幡 阿弥陀如来

下右：善明寺 胎内仏

下左：染谷八幡 阿弥陀如来

仏像 写真

22 ５ 千葉県 千葉県円光寺善光寺三尊（延慶二年六月銘） 仏像 拓本・絵葉書

22 ５ 神奈川県 国宝 善光寺如来像(鎌倉時代） 円覚寺蔵 仏像 絵葉書

22 ５ 千葉県 千葉県円光寺善光寺像背銘 ３枚 仏像 絵葉書

22 ５ 埼玉県 埼玉県比企郡菅谷村白徳寺 昭和十年二月国宝指定 仏像 図版

22 ５ 栃木県
阿弥陀如来（国宝） 下野那須郡伊王専称寺所蔵 『考古

図集』第十二
仏像 図版

22 ５ 栃木県 仏像背銘 那須郡伊王野町 ＊修寺 仏像 拓本

22 ５ 栃木県 仏像背銘 那須郡伊王野町 ＊修寺 仏像 拓本

22 ６ 千葉県 香取神宮蔵 鏡筥 鏡 写真

22 ６ 千葉県 香取神宮蔵 鏡銘 鏡 写真

22 ７ 群馬県 榛名神社 鉄灯爐 S44.５.21 栗本氏 石造物 写真

22 ７ 群馬県 榛名神社 鉄灯爐銘文 石造物 写真

22 ８ 茨城県 茨城県潮来長勝寺 山門、楼上に十六羅漢ありという。 寺院 写真

22 ８ 茨城県
茨城県潮来長勝寺 上：仏殿より山門を望む 下：仏

殿、右に鐘楼あり
寺院 写真

22 ８ 茨城県

茨城県潮来長勝寺

右：仏殿を東側より見る

左：鐘楼（明治39年焼失により大正12年再建）仏殿の右

手にある。

寺院 写真

22 ８ 茨城県
茨城県潮来長勝寺 歴代住職の墓・正面は中興開山大嶽

祖清和尚の墓。
寺院 写真

22 ８ 茨城県

茨城県潮来長勝寺 仏殿・本尊

上：迦葉尊者、光圀公の自筆の記が背面にある

下：阿弥陀如来 運慶の作という。

仏像・寺院 写真
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22 ８ 茨城県 茨城県潮来長勝寺 阿弥陀如来 仏像 写真

22 ８ 茨城県 茨城県潮来長勝寺 鐘 梵鐘 写真

22 ８ 茨城県 茨城県潮来長勝寺 鐘の笠と龍頭の部分・龍頭 梵鐘 写真

22 ８ 茨城県 不明 カゴ 木製品 写真

22 ９ 埼玉県
武州高麗郡勝楽寺（文應二年） S44金子裕之氏 拓本６

枚
梵鐘 拓本

22 10 ／ 安養寺 隅肘木墨書銘 S37.５.18 寺院 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺地蔵尊像 石造物 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺地蔵尊像 台石銘 S37.５.18 石造物 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺蔵金剛盤銘 S37.５.18 仏具 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺門前（向って左方） S37.５.18 寺院・石造物 写真

22 10 ／ 安養寺門前（向って右方） S37.５.18 寺院・石造物 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺鐘 S37.５.18 梵鐘 写真・メモ

22 10 ／ 三鷹市堀会三山供養碑 S37.５.４ 石造物 写真

22 10 ／ 安養寺境内地蔵尊 S37.５.18 石造物 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺境内地蔵尊 石造物 写真・メモ

22 10 ／ 安養寺境内地蔵・馬頭観音碑 S37.５.18 石造物 写真

22 10 ／

安養寺境内庚申塔（型式・銘文）

安養寺門前庚申塔(法量） S37.５.18

安養寺庚申塔（型式・銘文）

安養寺庚申塔(法量） S37.５.18

三鷹市堀会三山供養碑（型式・銘文）

安養寺梵鐘

石造物 メモ

22 10 ／ 安養寺梵鐘 梵鐘 拓本

22 11 東京都 延命寺八幡社月紡信仰像 S37.５.４ 石造物 写真

22 11 東京都 延命寺庚申塔 鏡鉢銘 S39.10.１拓 石造物 拓本

22 11 東京都 延命寺 庚申塔上部 S29.10.１ 石造物 拓本

22 11 東京都 延命寺 庚申塔下部人名 S39.10.１拓 石造物 拓本

22 11 東京都 延命寺境内入口地蔵尊 庚申塔 S37.５.４ 石造物 メモ

22 11 東京都
延命寺境内庚申塔 石造位牌形台付表面金剛立像（型

式・銘文）
石造物 メモ

22 11 東京都
延命寺境内庚申塔 石造舟形光背表面金剛像(型式・銘

文）
石造物 メモ

22 11 東京都
延命寺境内地蔵尊像 石造舟形光背地蔵尊像（型式・銘

文）
石造物 メモ

22 11 東京都 延命寺境内納経碑(型式・銘文） 石造物 メモ

22 11 東京都 八幡神社境内二十三夜像（型式・銘文・付考） 石造物 メモ

22 11 東京都 延命寺境内延命地蔵尊（型式・銘文） 石造物 メモ

22 11 東京都 延命寺ゴマ焼（銅製） 石造物 メモ

22 12 ／ 源正寺内庚申塔 S37.５.16 石造物 写真

22 12 ／ 西久保源正寺境内地蔵尊 S37.５.４ 石造物 写真

22 12 ／ 源正寺馬頭観音碑 S37.５.４ 石碑 写真

22 12 ／ 源正寺境内庚申塔 表面金剛像（型式・銘文） 石造物 メモ

22 12 ／ 源正寺境内庚申塔 表面金剛像（型式・銘文） 石造物 メモ

22 12 ／ 源正寺境内入口馬頭観音塔(型式・銘文） 石碑 メモ

22 12 ／ 源正寺境内石造地蔵菩薩像（型式・銘文） 石造物 メモ

22 13 ／ 榛名詣類 井草八幡社文政二年 絵画 写真

22 13 ／ 境 後藤家 木鉢 文政九年 仏具 写真

22 13 ／ 仙路翁至碑（蓮乗寺） 天保六年 石碑 写真

22 13 ／ 切支丹禁制 井口氏 制札 写真

22 13 ／ 井口家蔵告諭（材質・寸法・銘文） 制札 メモ

22 13 ／ 井口家蔵切支丹禁制札（材質・寸法・銘文） 制札 メモ

22 13 ／ 一木鉢銘 後藤金之助氏蔵（銘文・寸法） 仏具 メモ

22 13 ／ 井口家入口並玄関 伝鉢碑 家屋・石碑 メモ・ベタ焼

22 13 ／
井之頭弁財天 御殿山一ノ二七四 講演フミキリそば碑

S37.５.18
石碑 写真

22 13 ／ 御殿山道標（型式・備考） 石碑 ベタ焼

22 13 ／ 井口氏蔵制札三枚 S37.６.１ 制札 ベタ焼

22 13 ／
上：杵築大社 山嘉請碑 S37.５.４ 下：杵築神社境

内碑 S37.５.４
石碑 写真

22 13 ／ 上：杵築末社弁天社 下：境 稲荷神社跡 神社 写真

22 13 ／ 杵築神社境内社金比羅権現 石祠銘 S37.５.４ 神社 写真・メモ
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22 13 ／ 杵築神社石鳥居銘 石造物 メモ

22 13 ／ 杵築神社本殿前石造狛犬銘 石造物 メモ

22 13 ／ 杵築神社石造水盥 石造物 メモ

22 13 ／ 杵築神社本殿前石燈籠銘 石造物 メモ

22 13 ／ 杵築神社末社天王社水盥銘 石造物 メモ

22 13 ／ 杵築神社末社稲荷神社石鳥居銘 石造物 メモ

22 13 ／ 杵築神社境内富士山碑 石碑 メモ

22 13 ／ 棟札二枚 ①杉材 棟札 メモ

22 13 ／ 棟札 ②桧材 棟札 メモ

22 14 神奈川県 遊行寺怨親平等碑 (全景） 石碑 写真

22 14 神奈川県 遊行寺怨親平等碑 (碑文） 石碑 写真

22 14 神奈川県 遊行寺怨親平等碑 (全景・台座） 石碑 写真

22 14 神奈川県 遊行寺怨親平等碑 石碑 写真・絵葉書

22 14 神奈川県
右：高野山 朝鮮陣之碑 左：朝鮮人敵味方供養碑拓影

(高野山奥院参道左側）
石碑 絵葉書

22 14 神奈川県

右：高野山 秋田城介建立後嵯峨天皇聖忌都婆（奥の院

御所芝）

左：(陸前多賀城）伏石 (弘安ノ碑）

石碑 絵葉書

22 14 神奈川県
右：高野山契冲碑・康永三年在銘板碑

左：康永三年在銘板碑（奥院参道左側）
石碑 絵葉書

22 14 神奈川県 慶長の王川碑拓影・石清水碑 石碑 絵葉書

22 15 東京都 武蔵谷保 天満宮扁額（表面） 神社 拓本

22 15 東京都 武蔵谷保 天満宮扁額（裏面） 神社 拓本

22 16 神奈川県 神奈川県座間町星谷寺古鐘 S39.２.19 梵鐘 写真

22 16 神奈川県 神奈川県座間町星谷寺古鐘 S39.２.19 梵鐘 写真

22 16 神奈川県 神奈川県座間町星谷寺古鐘 S39.２.19 梵鐘 写真

22 16 神奈川県 神奈川県座間町星谷寺古鐘（銘文） 梵鐘 写真

22 16 神奈川県 神奈川県座間町星谷寺古鐘龍頭 梵鐘 写真

22 17 新潟県 新潟県小千谷市 小塔 仏具 写真

22 17 新潟県 鉄鉢 弥彦神社 『考古図集』第二十九集(越後號） 仏具 図版

22 18 ／ 陶器片文字 S35.５.22 織戸氏より 土器 拓本

22 18 ／ 神田喜一郎監修 大谷大學編『日本金石図録』 金石文 図録

22 19 埼玉県 弥勒寺梵鐘銘文 梵鐘 拓本

22 19 埼玉県 「岩槻町在弥勒寺の金石文について」 馬場大麿 金石文 レポート

22 20 静岡県
「金石文の研究―静岡縣磐田市見付宣光寺蔵鐘の研究

―」 小林睦可
梵鐘 レポート

22 20 静岡県 静岡縣磐田市見付宣光寺蔵 鐘銘文 梵鐘 拓本

22 21 栃木県
「江戸時代以前の郷土に於ける金石文の解題」 高田

衛
仏具 レポート

22 21 埼玉県 「江戸時代以前の銘文のあるもの」 矢作輝 鏡 レポート

22 21 東京都 「慶長以前の金石文について」 野尻典之代
鏡・板碑・仏

像
レポート

22 21 神奈川県 「江戸時代以前に於ける銘文品」 金井塚四郎 梵鐘・板碑 レポート

22 21 千葉県 「金石文」 松田和子 板碑 レポート

22 21 東京都 「郷土附近の金石文」 島崎貞彦 棟札・梵鐘 レポート

22 21 石川県 「江戸時代以前に於ける金石文に就て」 清水宣英 経筒 レポート

22 21 千葉県 「大場先生提出拓本説明」 沼倉 裕・椎名仙卓 板碑 レポート

22 21 山口県 「慶長以前の金石文」 廣田暢久 経筒・仏具 レポート

22 21 奈良県 「江戸時代以前の金石文について」 春日功 仏像 レポート

22 21 静岡県 「郷土の金石文」 白石秀明
木 製 品・梵

鐘・鏡
レポート

22 21 東京都 「郷土の金石文」 岩城宏 梵鐘 レポート

22 21 千葉県 千葉県金石文 経筒（市原・海上）・鏡(香取大戸神社） 経筒・鏡 メモ

22 21 千葉県 板碑（下総） 板碑 メモ

22 21 千葉県 鏡 鏡 メモ

22 21 千葉県 葛飾八幡鐘 梵鐘 メモ

22 21 千葉県 懸仏 懸仏 メモ

22 21 千葉県 仏像 仏像 メモ

23 １ 和歌山県
上：那智山花山法皇御物 ８.11

下：那智山花山法皇御蔵堂石櫃 ８.11
土器・石製品 写真
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23 １ 和歌山県
上：花の窟

下：王子の窟 ８.７
寺院 写真

23 ２ 富山県
骨壺 富山県氷見市下伊勢五四伊勢玉神社境内出土

（国大資料室蔵）
蔵骨器 写真

23 ２ 富山県
蔵骨器 富山県氷見市下伊勢五四伊勢玉神社境内出土

（国大資料室蔵）
蔵骨器 写真

23 ２ 富山県 蔵骨器 富山県氷見市下伊勢 伊勢玉神社境内 蔵骨器 写真

23 ２ 愛知県
骨壺（黄瀬戸） 愛知県加茂郡高橋村野見神社附近山林内

出土
蔵骨器 写真

23 ２

千葉県・

群馬県・

栃木県

上：上総市原郡出土 廣川義成氏蔵 蔵骨器

中：上野国勢多郡出土 美島寺蔵 蔵骨器

下：下野国那須郡出土 蔵骨器

蔵骨器 写真

23 ２ 千葉県 千葉県市原市西広小谷出土 蔵骨器 S40.２ 椙山氏 蔵骨器 写真

23 ２ 富山県
蔵骨器富山県婦負郡長岡村字大畑（大正十五年四月十八

日発見）
蔵骨器 写真

23 ２ 富山県
上：奈良県北葛城郡当麻村加守出土 金銅骨壺

下：摂津国川邊郡小濱村北米谷発見金銅骨壺
蔵骨器 絵葉書

23 ２ 香川県
銅骨壺 讃岐国仲多度郡善通寺町大字兼合五岳山南麓出

土 『佛教考古学講座』70巻参照
蔵骨器 図版

23 ２ 奈良県 香水壺 奈良市東大寺出品 昭和十年度『博物館年報』 蔵骨器 図版

23 ２ ／ 須恵質球状蔵骨器 S34.６.21 NAITO実測 蔵骨器 実測図

23 ２ 岐阜県
美濃宮代村発掘 陶製骨壺 『考古図集』第11集 東京帝

室博物館蔵
蔵骨器 図版

23 ２ 富山県
摂津国三島郡三島村発掘遺物 『考古図集』第９集 東京

帝室博物館蔵
蔵骨器 図版

23 ２ 奈良県
金銅壺 大和国高市郡飛鳥村大字豊浦字和田発見 『考

古図集』第２集
蔵骨器 図版

23 ２ 栃木県
石櫃 下野国宇都宮市塙田慈光寺裏山発掘 『考古図集』

第12集
蔵骨器 図版

23 ３ 神奈川県 極楽寺佐介墓 蔵骨器 写真

23 ３ 神奈川県 松島瑞厳寺付近ヤグラ 遺跡 写真

23 ３ 神奈川県
上：寿福寺実朝墓ヤグラ入口 下：鎌倉市葛原神社の傍

S41.１
遺跡 写真

23 ３ 神奈川県 鎌倉極楽寺佐介ヤグラ発見 大正十四年 遺跡 拓本

23 ３ 神奈川県 相模鎌倉 遺跡 拓本

23 ３ 静岡県
上：伊豆長岡名所 茶々丸の墓

下：伊豆長岡温泉名所天野藤陰ノ墓
遺跡 絵葉書

23 ３ 神奈川県
寿福寺実朝廟（唐草やぐら）縦断面 S２.８.21 S＝1/

10
遺跡 実測図

23 ３ 神奈川県
寿福寺実朝廟（唐草やぐら）平面図 S２.８.21 S＝1/

10
遺跡 実測図

23 ４ 千葉県
千葉県君津郡天羽町湊 屋号（忠次郎）宅裏山 五輪塔

石刻？ ２枚
石造物 写真

23 ４ 千葉県 君津郡天羽町桜井発見骨壺 蔵骨器 実測図

23 ４ 千葉県 君津郡天羽町桜井発見骨壺と共に伴出 土器 土器 実測図

23 ５ 宮崎県 宮崎県宮崎市浮城正光寺境内 墓石 石造物 写真

23 ５ 三重県 錦生村黒田下黒田法然堂内石塔 石造物 写真

23 ５ 奈良県 奈良県仏隆寺 五輪塔 ２枚 石造物 写真

23 ５ 静岡県 足利茶々丸公方御墓 石造物 写真

23 ５
福岡県・

宮城県

太宰少弐武藤資頼墓

（陸前松島）瑞厳寺鰻塚及岩窟
石造物 絵葉書

23 ５ 愛知県 悲壮史蹟尾州大坊 織田信孝公御墓 石造物 図版

23 ５ 愛知県 源平史蹟尾州大坊 贈内大臣正二位源朝臣義朝公御廟 石造物 図版

23 ５ ／ 飢餓草紙に現れた中世の墳墓 発表用掲示資料？ 石造物 スケッチ

23 ６ 東京都
安永四年十二月二十日 養源院殿貞室知栄大姉（九代夫

人） 頼覚公君室（松平式部大輔重祐君室） S31.５.11
石造物 写真

23 ７ ／ 『石研』第五号 岡崎石造美術研究所 S30.４.15 遺跡 雑誌

23 ７ 新潟県 遺跡遠景（韋駄天山） 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 骨壺 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 遺物写真 石塔残欠 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 第三墳墓群 遺跡 写真
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23 ７ 新潟県
第一墳墓群 南側旧破壊溝中出土墓石 宝 印塔・多層

塔
遺跡 写真

23 ７ 新潟県 第一墳墓群 南東部葺石及骨壺 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 第一墳墓群 （白線はポケット又はピットによる納骨） 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 南側空濠 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 骨壺出土状態 葺石中発見台石・台石下の骨壺 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 納骨状態 葺石下ピット・葺石中のポケット 遺跡 写真

23 ７ 新潟県 弥陀種子彫刻 石造物 拓本

23 ８ 奈良県
飛鳥村発掘道祖神石像（帝室博物館蔵） 奈良時代出土展

（博物館・S11.４）
石造物 絵葉書

23 ８ 奈良県 道祖神① 奈良県明日香出土 石造物 写真

23 ８ 奈良県 道祖神② 奈良県明日香出土 石造物 写真

23 ８ 奈良県 道祖神③ 奈良県明日香出土 石造物 写真

23 ８ 奈良県 道祖神④ 奈良県明日香出土 石造物 写真

23 ８ 奈良県 飛鳥 須弥山１ 石造物 写真

23 ８ 奈良県 飛鳥 須弥山２ 石造物 写真

23 ８ 奈良県 橘寺 二面石 S28.７.31 石造物 写真

23 ８ 奈良県 酒船石 S28.７.30 石造物 写真

23 ８ 奈良県 酒船石 高市郡高市村大字岡 石造物 写真

23 ８ 奈良県 飛鳥お亀石 奈良県高市郡高市村大字河原 石造物 写真

23 ８ 奈良県 飛鳥お亀石 石造物 写真

23 ８ 奈良県 奈良県高市郡畝傍町字南妙法寺 石船 石造物 写真

23 ９ 埼玉県
武蔵・比企・都幾川・多武峯 遠望・多武峯神社 S39.

６.28
遺跡・神社 写真

23 ９ 埼玉県 瓦塔出土地・同所発見蔵骨器 S39.６.28 遺跡・蔵骨器 写真

23 10 茨城県 茨城県九重村出島（国学院大学）須恵器線刻蓮弁文壺 蔵骨器 絵葉書

23 10 岡山県
関西大学考古学資料 骨壺

骨甕文様 岡山市国森京山（邑久高女出陳）
蔵骨器 絵葉書・拓本

23 10 ／ 秋永氏蔵 土符 ２枚 土製品 拓本

23 10 鹿児島県

寺師氏 蔵骨器 大口市原田発見 子と宝貝出土 伊

佐郡菱刈町塞ノ神出土？ 菱刈小学校蔵？

立川 北経寺 首塚

蔵骨器 写真

23 10 岩手県 岩手県西磐井郡日形村石畑 蔵骨器 写真

23 10 長野県
飯田市座光寺新井原出土 骨壺 下伊那教育会 S43.

７.31
蔵骨器 写真

23 10 長野県
長野県飯田市座高寺新井原出土 長野県下伊那教育会

S43.７.31
蔵骨器 写真

23 10 ／ （写真七）塩船出土骨壺・（写真八）塩船出土骨壺 蔵骨器 写真

23 10 静岡県 熱海市喜志 中世墳墓出土 漆器出土状況 S49.８.11 蔵骨器 写真

24 １ 岩手県 中尊寺 峰薬師境内五輪塔 S37.７.19 石造物 写真

24 １ 岩手県 中尊寺 弁慶の墓 S37.７.19 石造物 写真

24 １ 岩手県 中尊寺 自在房蓮光墓・阿波之助舎利塚 S37.７.19 石造物 写真

24 １ 岩手県 中尊寺 仁安在銘 五輪塔 石造物 写真

24 １ 東京都 都下南多摩郡＊ヶ谷神龍家墓地 石造物 写真

24 １ 三重県 三重県伊勢市 舟形一石五輪・舟形二塔 石造物 写真

24 １ 三重県 五輪塔・舟形一石五輪・舟形二塔 石造物 写真

24 １ 愛媛県
新居浜市西之土居金子城跡の西北麓 金子氏の墳墓五輪

塔
石造物 写真

24 １ 和歌山県
高野山 一番石塔（駿河大納言が其母堂の為めに建立す

る処 高三丈）
石造物 絵葉書

24 １ 茨城県

文治年中当山の大再興を為したる平判官康頼の墓 野間

大御堂寺発行（版権所有）

（長岡名勝）北条時頼の墓

常陸大椽国香之墓 石岡町平福寺（常白・22）

石造物 絵葉書

24 １ 岩手県
稲毛重成公ノ墳墓ト犬塚住職・木造及一族位牌

史蹟・平泉中尊寺 原始五輪塔
石造物・肖像 絵葉書

24 １ 静岡県
湯ヶ島城願寺小早川家祖先土肥公之墓

贈正五位北條実時公ノ墓
石造物 絵葉書

24 ２ 静岡県 伝松葉仙人宝 印塔の銘（伊豆山日金山） 石造物 拓本

24 ３ ／ 書簡 石村喜英氏より 瓦塔 書簡

24 ３ ／ 石村喜英 「瓦塔と泥塔」 瓦塔 原稿
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24 ３ ／ 瓦塔 武蔵国出土地・全国出土地 瓦塔 メモ

24 ３ ／ 瓦製五重塔 瓦塔 メモ

24 ４ 埼玉県 瓦塔 児玉郡杉久村駒衣（天龍寺蔵） S５.９ 瓦塔 拓本

24 ４ 群馬県 上野・書上・香林（ウラ） 塔 瓦塔 拓本・写真

24 ４ 群馬県 陶搭 瓦塔（上植木廃寺） 相川考古館蔵 S41.10.23 瓦塔 写真

24 ４ 群馬県
群馬県新田郡新田町大字上江田出土 瓦塔 S32.１.26

同 勢多郡横野村スワ下発見 瓦塔 S27.３.12
瓦塔 写真

24 ４ 石川県 石川県野々市町末松廃寺出土 瓦塔 S42.８.11 瓦塔 写真

24 ４ ／ 瓦塔出土地名表 瓦塔 メモ

24 ４ ／ 書簡 石村喜英氏より 瓦塔 書簡

24 ４ 長野県
原嘉藤 「長野県東筑摩郡明科村明科廃寺址調査概報」

『信濃』7-7 S30.７
瓦塔 抜刷

24 ５ 静岡県 熱海市伊豆山寺山発見 瓦塔 ２枚 瓦塔 写真

24 ６ ／

瓦塔供養 石田茂作先生御筆画塔由来 S43 願主 立

岩不二

多宝塔・五重塔

絵画 絵葉書

24 ６ 奈良県 宝 印とう・多武峰十三重塔 絵画 絵葉書

24 ６ ／ 立木碑傳・卒塔婆 絵画 絵葉書

24 ７ 千葉県 千葉県厳法寺境内古塔（元弘三年） 石造物 写真

24 ７ 千葉県 千葉県厳法寺境内古塔 石造物 写真

24 ７ 千葉県 千葉県大佐和町古船厳法寺境内古塔 石造物 写真

24 ８ 山形県 南陽市宮内三間通古塔類 S43.８.18 石造物 写真

24 ８ 山形県 南陽市宮内の六面 S43.８.18 石造物 写真

24 ９ 滋賀県 近江 石塔寺 S32.８.10 石造物 写真

24 ９ 三重県 錦生村黒田国動寺層塔 石造物 写真

24 ９ 大阪府

誉田八幡境内多重塔 S35.10末（考古学協会） 乙益氏

写

隼人塚

石造物 写真

24 ９ 奈良県 大和仏隆寺十三重塔 石造物 写真

24 ９ ／ 般若寺古塔 石造物 写真

24 ９ 埼玉県
（高麗名所）高麗王廟 篠原写真館撮影

武州高麗郡高麗王の墓 武蔵野会刊行
石造物 絵葉書

24 ９
長野県・

千葉県

（信州別所温泉名勝）将軍塔

千葉県圓光寺石層塔（応永＊年銘）
石造物 絵葉書

24 ９ 奈良県 天平勝宝四年石造層塔 大和国高市郡高市村龍福寺境内 石造物 図版

24 ９ ／
嘉元四年有銘九層石塔（大日本金石史別冊所載） 前編

（四）「梅仙居」の落款あり
石造物 図版

24 ９ ／
庭園ノ一部 嘉元四年有銘九層石塔遠見 前編（五）

「梅仙居」の落款あり
石造物 図版

24 ９ 熊本県 肥後城泉寺九重石塔 (１)『考古図集』第三集 石造物 図版

24 ９ 熊本県 肥後城泉寺九重石塔 (２)『考古図集』第三集 石造物 図版

24 ９ 熊本県 肥後元城泉寺五重石塔 『考古図集』第六集 石造物 図版

24 10 福岡県 玄僧正 観世音寺ノ傍ニアリ… 石造物 絵葉書

24 10 神奈川県
藤沢町遊行寺山内長生院 小栗判官公及十勇士之墓

藤沢町遊行寺山内長生院 照手姫墓
石造物 絵葉書

24 10 大分県
（千三百年前ノ遺物）臼杵深田 名称宝 印塔石厨干（臼

杵五十川発行）
石造物 絵葉書

24 10 愛知県

義朝公股肱の臣鎌田並に父の邪心に組せず夫に殉死せし

烈婦の墓（鎌田正清墓並妻之碑文） 野間大御堂寺発行

（版権所有）

頼朝公其の助命の恩人たる尼の為めに墳墓を築き自筆の

経文等を納めて厚く恩義に報いらる（池之禅尼墓） 野間

大御堂寺発行（版権所有）

石造物 絵葉書

24 10 東京都

槽屋（相武史談会発行）

南北朝戦国時代有銘宝 印塔（供養塔） 武蔵野悲田所跡

ヨリ発見（東京府東村山徳蔵寺発行）

石造物 絵葉書

24 10
静岡県・

福岡県

伊豆長岡名所 北條時政の墓

贈従三位少弐資能墓 太宰府町ノ入口血ヶ持観音ノ境内

ニアリ

石造物 絵葉書

24 10 ／ 別当供養塔 石造物 絵葉書

24 10 埼玉県
東松山市光福寺 栗原氏 宝 印塔

北条時政公御墓
石造物 絵葉書
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24 11 ／

石堂寺塔

粕川村勝長古塔

秋川村月田神社境内 暦応壬午五 国阿弥陀仏 二月十

八日

寺院・石造物 写真

24 11 群馬県 群馬県邑楽郡梅島村大字新里 地蔵寺 鉄塔 写真

24 11 神奈川県 萬巻上人墓 石造物 写真

24 11 群馬県
天塔寺塔銘 S31.11.11

伊勢崎市天増寺内 貞和二年宝塔
石造物 写真

24 11 千葉県
房総郷土史研究資料（十） 安房郡丸村石堂寺 昭和十年

三月 寂星庵蔵版（十七）
寺院 写真・絵葉書

24 11 長野県 信州別所 北向山観世音火坑出現の霊地（石造多宝塔） 石造物 絵葉書

24 11 福井県
福井市足羽山旧松玄院多宝塔

多宝塔（宗祖御荼毘所ノ跡）（池上本門寺）
寺院 絵葉書

24 11 栃木県 鉄多宝塔（国宝） 輪王寺 鉄塔 絵葉書

24 11 ／ 中禅寺 鉄塔 鉄塔 拓本

24 11 ／ 鉄塔部分か 鉄塔 拓本

24 12 大阪府 土塔 堺市土塔町所在 S29.11.１ 遺跡 写真

24 12 大阪府 瓦 拓本 ３枚 瓦 拓本

24 13 奈良県 頭塔 遺跡 写真

24 13 奈良県 頭塔 二段目 S28.８.２ 遺跡 写真

24 13 奈良県 頭塔 頂上 S28.８.２ 遺跡 写真

24 13 奈良県

頭塔の石仏（奈良市） 南面中段下東 『頭塔石仏』第一

輯 史跡頭塔保存協賛会発行

薬師三尊像 東面下段中央 『頭塔石仏』第一輯 史跡頭

塔保存協賛会発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

史跡頭塔（奈良県奈良市高畑頭塔町） 南面より全形を望

む（左）『頭塔石仏』第一輯 史跡頭塔保存協賛会発行

史跡頭塔（奈良県奈良市高畑頭塔町） 南面より全形を

望む（右）『頭塔石仏』第一輯 史跡頭塔保存協賛会発

行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

頭塔の石仏 釈迦三尊像 南面下段中央 『頭塔石仏』第

一輯 史跡頭塔保存協賛会発行

苦行像 南面下段西 『頭塔石仏』第一輯 史跡頭塔保存

協賛会発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

頭塔の石仏 南面中段下東 『頭塔石仏』第一輯 史跡頭

塔保存協賛会発行

南面中段中央 『頭塔石仏』第一輯 史跡頭塔保存協賛会

発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

史跡頭塔（奈良市高畑頭塔町） 西方より望む頭塔の森

『頭塔石仏』第二輯 史跡頭塔保存協賛会発行

菩提樹下釈迦成道図 西面下段南 『頭塔石仏』第二輯

史跡頭塔保存協賛会発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

頭塔の石仏（奈良市） 弥勒三尊像 北面下段中央 『頭

塔石仏』第二輯 史跡頭塔保存協賛会発行

涅槃像（西面下段北）『頭塔石仏』第二輯 史跡頭塔保

存協賛会発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

頭塔の石仏（奈良市） 北面上段中央 『頭塔石仏』第二

輯 史跡頭塔保存協賛会発行

西面上段中央 『頭塔石仏』第二輯 史跡頭塔保存協賛会

発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県

頭塔の石仏（奈良市） 阿弥陀三尊像 西側下段中央

『頭塔石仏』第二輯 史跡頭塔保存協賛会発行

北面中央下段 『頭塔石仏』第二輯 史跡頭塔保存協賛会

発行

遺跡 絵葉書

24 13 奈良県 頭塔の森 石仏 其四 遺跡 絵葉書

24 14 インド
印度ボーパル州サンチイ №１ Stupa（B.C.150）

逸見氏「印度仏教美術 建築編」より
遺跡 写真

24 14 インド
印度サンチイ №２ Stupa（B.C.150）・№２ Stupa
（A.D.50） 逸見氏「印度仏教美術 建築編」より

遺跡 写真

24 15 福島県 福島県伊達郡国見町石母田 石母田供養塔（国指定史跡） 石造物 写真

24 15 栃木県
栃木県河内郡富屋村大字徳次郎 伝法寺開山大同妙哲和

尚之墓
石造物 絵葉書
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24 15 栃木県 （宇都宮名所）（国宝）鉄塔婆 塔婆 絵葉書

24 15 奈良県 法隆寺夢殿板卒堵婆 東京帝室博物館蔵 塔婆 図版

24 15 奈良県
奈良極楽院所伝細塔婆 阿良田六右衛門氏蔵・東京帝室

博物館蔵
塔婆 図版

24 15 栃木県
宇都宮 清厳寺 鉄塔婆縮図 下野国河内郡宇都宮清厳

寺鉄＊塔婆五分一縮図
塔婆 版画

24 15 栃木県 下野国河内郡宇都宮清厳寺鉄塔婆五分一縮図 塔婆 版画

24 16 長野県 国宝三重塔 長野県小県郡 獨股山前山寺 塔 図版

24 16 長野県 （信州別所温泉名所）安楽寺八角四層塔 塔 絵葉書

24 16 奈良県 法隆寺五重塔（飛鳥時代） 塔 絵葉書

24 16 長野県

信州別所 安楽寺 古塔 安和二年建立 特別保護建造

物

安楽寺 古塔風鈴

塔 絵葉書

24 16 奈良県 法隆寺塔 S28.７.29 塔 写真

24 16 奈良県 薬師寺東塔 塔 写真

24 16 奈良県 法起寺塔 S28.７.29 塔 写真

24 16 奈良県 法起寺塔 塔 写真

24 17 福岡県 銭弘俶八万四千塔（細川侯爵家蔵） 仏具 図版

24 17 福岡県 呉越王塔（国宝）（筑前大泉坊蔵）『考古図集』第五集 仏具 図版

24 18 埼玉県 貞和二年青石方 （入間郡吾野村岩殿山） 寺院 図版

24 19 和歌山県

青岸渡寺（一）

吉野熊野国立公園 那智山 青岸渡寺 本堂 熊野那智

大社発行

宝 印塔（境内） ８.10

石造物 絵葉書・写真

24 19 和歌山県
熊野本宮湯峯温泉 宝 印塔 S37.８.16

熊野那智青岸渡寺 宝 印塔 S37.８.10
石造物 写真

24 19 和歌山県 熊野那智青岸渡寺境内 宝 印塔 S37.８.10 石造物 写真

24 19 滋賀県 近江関寺 石塔 S32.８.８ 石造物
写真・

スケッチ

24 19
滋賀県・

富山県

志賀海神社の宝 印塔 S41.８.19

富山県朝日町境東地一里塚付近 庚申塔 S42.４.20
石造物 写真

24 19 千葉県

善通寺

千葉県君津郡天羽町岩坂 元徳三年八月 S42.３.３

野中氏

石造物 写真

24 19 大分県 胎蔵寺墓地の国東塔等 石造物 写真

24 19 鳥取県 一字一塔瓦経 東伯郡赤城町升内 鳥取博 ８.15 石造物 写真

24 20 岡山県

餓鬼草紙 人々が塔婆にたむける水を得て、わずかに渇

をいやす餓鬼を描く。

土製塔婆題箋（重要文化財） 安養寺経塚出土品

絵画・塔婆 絵葉書

24 20 奈良県 談山神社十三重塔 塔 絵葉書

24 20 長野県 国分寺三重塔（信濃） 塔 絵葉書

25 １ 和歌山県
一四 松枝双鶴文鏡（歴史四区・二三二六） 和歌山県西

牟婁郡上秋津村経塚発掘 『博物館年報』昭和九年度
鏡 図版

25 １ 和歌山県

一五 白磁合子（歴史四区 上右二三四六・上左二三四

七・上中右二三三九・中左二三四五・下右二三三五・下

左二三三六） 和歌山県西牟婁郡上秋津村経塚発掘 『博

物館年報』昭和九年度

磁器 図版

25 １ 京都府
第一九図版 五鈷鈴と独鈷杵 京都府愛宕郡花脊村経塚

発掘 『博物館年報』昭和五年度
仏具 図版

25 １
秋田県・

宮崎県

扇子 秋田県大曲市藤木 高階秀彦蔵 奈良修介氏より

S33.10 考古学会総会

１．経筒・２・３．？・４．蓋・５．小型仏像・６．銭 １・

２・３ 東臼杵郡富高町大字日知屋字荒浜二ツ立石経筒

経筒・仏像・

銭
写真

25 １ 新潟県 銭 越後国菅原村神社附近経塚か？ 銭 拓本

25 １ 愛知県

土器経筒（頼朝公池禅尼の墳墓へ納めしもの） 尾張野間

大御堂寺什宝 太刀の折・建久元年頼朝公遺物土器経

筒・建久元年頼朝公の遺物古銅の経筒・経の朽屑

経筒・武器・

経巻
絵葉書

25 ２ 愛媛県
伊予国周桑郡周布村周布神社末社出土 S25.７.12

鏡・合子・硯

鏡・磁器・

文具
写真・拓本

25 ２ 愛媛県 愛媛県周桑郡周布村出土 八稜鏡 鏡 拓本

25 ３ 東京都 №１．雨落敷石 南より 遺跡 写真
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25 ３ 東京都 №２．雨落敷石 樹木上より 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №３．雨落敷石 樹木上より 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №４．雨落 北より望む 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №５・№６ 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №７・№８．断面 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №10．東より西をみる・№９ 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №11．西より東をみる 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №12 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №13．北より南をみる 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №14．石の配列 北より南の方をみる 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №15．北より南をみる 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №16．中央N～Sトレンチを北からみる 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №17．中央N～Sトレンチ→の場所 遺跡 写真

25 ３ 東京都 №18．№17と同じ横から 遺跡 写真

25 ３ 東京都 遺跡全景 遺跡 写真

25 ３ 東京都
府中市 大国魂神社境内遺跡 実測図 縮尺1/100 S.

関・石曽根・石綿・山田 T.寺村
遺跡 実測図

25 ４ 鹿児島県 鹿児島隼人塚 ２枚 石造物 写真

25 ４ 鹿児島県 大隅国隼人塚（教室）(130)S２ 大 石造物 写真

25 ５ 鳥取県
瓦経（鳥取県倉吉町大日寺） 鳥取科学博物館 S40.８.

15
瓦経 写真

25 ５ 鳥取県 瓦経 鳥取科学博物館にて S40.８.15 ４枚 瓦経 拓本

25 ６ 岡山県
熊山仏教遺跡（一）

熊山遠望・正面・正面（斜より） S48.10.26
遺跡 写真

25 ６ 岡山県

熊山仏教遺跡（二）

南面の ・頂上の孔・北面基壇・裏面（南方側面より）

S48.10.26

遺跡 写真

25 ６ 岡山県

熊山仏教遺跡（三）

裏面（横より）・正面前発掘・正面発掘（建物跡）・同上

（古瓦出土状態） S48.10.27

遺跡 写真

25 ６ 岡山県

熊山仏教遺跡（四）

発見古瓦（瀧見氏宅にて）・瀧見氏庭宝 印塔（正元五年

七月在銘） S48.10.28

天理参考館にて 陶製筒型容器 S48.10.27

瓦・石造物・

土製品
写真

25 ７ ／
経筒蓋

経筒・甕
経筒・土器 拓本・写真

25 ７ ／ 経筒銘文拓本 「…建長四年…」 経筒 拓本

25 ８ 島根県 和鏡 大山神社境内発見 S34.７.23 鏡 拓本

25 ８ 島根県 和鏡 美田経塚 S34.７.23 ３枚 鏡 拓本

25 ８ 島根県 銭・鍔 オキ美田経塚 S34.７.23 銭・武器 拓本

25 ９ ／ 土壙・スナップ 遺跡 写真

25 ９ ／ 土壙 遺跡 写真

25 ９ ／ 墓地全景 遺跡 写真

25 10 千葉県 市原郡千種村青柳天王原古墳 経筒 経筒 拓本

25 10 千葉県
千葉県香取郡滑川町大須賀字荒屋敷発見 経筒（文献図

版を撮影）
経筒 写真

25 11 ／ 永徳二年経筒（陶器）・治承二年経筒 青銅経筒 経筒 写真

25 11 岡山県
陶製経筒 国高氏蔵 邑久郡玉津村正八幡社境内門脇出

土・青銅経筒 倉敷考古館蔵
経筒 写真

25 11 茨城県 茨城県新治郡八郷町加良寿野 S42.６（茂木氏） 経筒 写真

25 11 福岡県
筑前国筑紫郡水城村観世・天狗嶽出土 太宰府町 宮小

路氏蔵
経筒 写真

25 11 ／ 陶製経筒 経筒 写真

25 11 三重県
（国宝経筒）平安朝末神宮禰宜ノ埋経ニ用ヒタルモノナ

リ（金剛証寺版権所有）
経筒 絵葉書

25 11 埼玉県 武蔵平沢寺蔵経筒 経筒 絵葉書

25 11 京都府
357 熊野郡下佐濃村圓噸寺蔵経筒（嘉応二年有銘）・同

上銘拓影 『考古図集』第三十五集（丹後号）
経筒 図版

25 11 滋賀県
367 近江横川発見経筐 『考古図集』第三十六集（経塚

号１）
経筒 図版

25 11 滋賀県
368 近江横川発見経筐蓋 『考古図集』第三十六集（経

塚号１）
経筒 図版
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25 11 山梨県
370 甲斐秋山発見経筒及甕 『考古図集』第三十六集（経

塚号１）
経筒・土器 図版

25 11 福岡県
藤原時代経筒並ニ底ニ応用シタル鏡 筑前国某所出土

前編（九） 「梅仙居」の落款あり
経筒 図版

25 11 福島県 福島県飯坂天王寺蔵 陶製経筒 経筒 拓本

25 12 三重県 一志郡多気漆経塚 経筒 経筒 写真

25 12 三重県 多気漆経塚 和鏡 鏡 写真

25 12 三重県 多気 和鏡 鏡 写真

25 13 新潟県 西頸城郡青海小学校 経筒 S25.６.11 経筒 写真

25 13 新潟県

経壺 （三島郡岩塚村白山神社所蔵）

経筒 新潟県西頸城郡青海村県社青海神社裏山発掘・経

石壺 新潟県西頸城郡能生町白山神社境内発掘

経筒 絵葉書

25 13 新潟県 S25.６.11 経筒 青海町にて（青海神社蔵） 経筒 拓本

25 13 新潟県 青海町石垣出土 経筒 S25.６.11 経筒 拓本

25 14 新潟県 286 経筒（金仙寺蔵）『考古図集』第二十九集（越後号） 経筒 図版

25 14 新潟県
287 経筒容器（金仙寺蔵）『考古図集』第二十九集（越

後号）
土器 図版

25 14 新潟県
288 白磁製合子（金仙寺蔵）『考古図集』第二十九集（越

後号）
磁器 図版

25 14 新潟県 289 鏡（金仙寺蔵）『考古図集』第二十九集（越後号） 経筒 図版

25 14 新潟県 290 鏡（金仙寺蔵）『考古図集』第二十九集（越後号） 経筒 図版

25 14 新潟県 金仙寺 鏡 ２枚 鏡 拓本

25 14 新潟県 経筒 経筒 拓本

25 15 長野県 信の下高井郡豊郷村中尾（経塚？） 和鏡 ３枚 鏡 拓本

25 15 長野県 信の下高井郡豊郷村中尾（経塚？） 鍔 武器 写真

25 16 三重県
三重県一志郡多気村下多木漆三坪山経塚並遺物 遺跡遠

景
遺跡 写真

25 16 三重県 三重県三坪山経塚 陶製経筒 経筒 写真

25 16 三重県 三重県三坪山経塚 和鏡 ５枚 鏡 写真

25 16 三重県 三重県三坪山経塚 和鏡 ２枚 鏡 写真・拓本

25 17 新潟県 新潟県柏崎市田尻地区上軽井川熊野神社境内経塚 遺跡 写真

25 17 新潟県 軽井川経塚発見鏡筒（一） 裏にスケッチ 経筒 写真

25 17 新潟県 軽井川経塚発見鏡筒（一） 経筒 写真

25 17 新潟県 軽井川経塚発見鏡筒（二） 経筒 写真

25 17 新潟県
軽井川経塚附近出土 経石

経塚出土刀子 1/2
経石・武器 写真

25 17 新潟県 軽井川経塚発見外甕 土器 写真

25 17 新潟県 軽井川経塚発見外甕蓋（片口） 土器 写真

25 17 新潟県
上軽井川経塚 出土合子

経塚平面図・断面図
磁器・遺跡 写真・実測図

25 18 新潟県 瓦経 佐渡近藤氏蔵 伊勢小川塚か S22.10.21 瓦経 拓本

25 18 新潟県 瓦経 犬伏１ 瓦経 拓本

25 18 新潟県 瓦経 犬伏２ 瓦経 拓本

25 18 新潟県 瓦経 犬伏３ 瓦経 拓本

25 18 新潟県 瓦経 瓦経 写真

25 18 新潟県 書簡 瓦経 書簡

25 19 兵庫県 瓦経 播磨 極楽寺 鎌谷氏 瓦経 拓本

25 19 兵庫県 瓦経 ３枚 瓦経 拓本

26 １ 青森県 檀林寺延文三年碑拓本 板碑 拓本

26 １ 青森県 「延文三年」在銘 板碑 写真

26 ２ 千葉県 佐原・銚子地方 下総型板碑所蔵寺院分布図 板碑 分布図

26 ３ 千葉県 下総須和田竪穴遺物 須恵器 土器 写真

26 ３ 千葉県
下総須和田竪穴出土 石製模造品・土製模造品・土師器・

須恵器・土製支脚

石製品・土製

品・土器
写真

26 ３ 千葉県 須和田 鋤・鉾・砥石
鉄 製 品・武

器・石製品
写真

26 ３ 千葉県 須和田 支脚・鞴口 土製品 写真

26 ３ 千葉県 Suwada 小型坩・土製模造品 土器 実測図

26 ３ 千葉県 須和田 刀子 第一号竪穴（上層） 鉄製品 実測図

26 ３ 千葉県 甕 土器 実測図

26 ３ 千葉県 土製支脚 土製品 実測図
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26 ４ 東京都 元弘三年板碑 武蔵国北多摩郡東村山村徳蔵寺蔵 板碑 図版

26 ４ 東京都

国宝碑 建武中興南朝遺蹟 元弘三戦士記念碑 新田義

貞鎌倉攻ノ戦死者之碑（東京府東村山徳蔵寺発行） 国史

ノ欠ヲ補フ資料トシテ珍重

板碑 絵葉書

26 ４ 東京都 応永四年 501-8 板碑拓本 板碑 写真

26 ４ 東京都 伝鎌倉街道出土の板碑 板碑 写真

26 ４ 東京都 梵鐘（安養寺） 安永二年 梵鐘 写真

26 ４ 東京都
板碑 １．正和五年 郷土館 井ノ頭池畔出土・２．建

武二年 八幡神社
板碑 写真

26 ４ 東京都
板碑 ４．貞和二年 八幡神社・５．貞和三年 市役所

御殿山町出土
板碑 写真

26 ４ 東京都
板碑 ６．文和四年 八幡神社・９．応安四年 八幡神

社 井ノ頭池付近
板碑 写真

26 ４ 東京都
板碑 13．文明元年 八幡神社 郷土館 拓本・11．応

永三十三年 武蔵野郷土館 拓本
板碑 写真

26 ４ 東京都 板碑 暦応四年 旧鎌倉街道出土（一三一六番地） 板碑 拓本

26 ４ 東京都
板碑 文和五年 旧鎌倉街道跡（北町一三一六） 吉祥寺

２枚
板碑 拓本

26 ４ 東京都 板碑 大国魂神社 板碑 拓本

26 ４ 東京都 板碑 板碑 拓本

26 ５ ／
板碑 応安元年四月九日（北朝） 後光厳（北）朝 後村

上天皇 一三六八年
板碑 拓本

26 ５ ／
板碑 （金泥）文亀二年壬戌 浄本禅門 後柏原天皇 西

紀一五〇二年（室町末戦国）
板碑 拓本

26 ５ ／
板碑 宝徳三年十二月二十五日 後花園帝（一四五一年）

大田道潅江戸城築城前六年 室町中期
板碑 拓本

26 ５ ／ 板碑 正和三年 花園天皇 一三一五年 鎌倉末期 板碑 拓本

26 ６ 神奈川県

延文二二年ノ比翼碑 （東京府東村山徳蔵寺発行）

藤沢町遊行寺山内（長生院宝物）板碑三基

（上）弘安六年以後ノ板碑ノ内 （下）先住民骨壺 右

藤原時代甕 （中央小刀）（東京府東村山徳蔵寺発行）

板碑 絵葉書

26 ６ 東京都 貞和五年銘板碑（東村山村野口経文橋出土・正福寺蔵） 板碑 絵葉書

26 ６ 神奈川県 横浜及び近郊出土の板碑（其一） 板碑 絵葉書

26 ６ ／
赤木 弘安六年 斉藤長麿蔵

右 正和五年八月・左 延文元年十月 真田茂民氏蔵
板碑 写真

26 ６ ／
相場家墓地 緑泥片岩製

伊豆沢龍福寺 板碑 S？10.12
板碑 写真

26 ６ ／

子宝観音在中板碑

黄 院板碑

板碑 貞和三年四月

板碑 写真

26 ６ 岩手県 中尊寺 板石塔婆 S37.７.19 板碑 写真

26 ６ 東京都 板碑 世田谷区内 国大資料室 板碑 写真

26 ６ ／ 板碑 板碑 写真

26 ６ ／ 久米山古戦場国宝元弘碑 福尊寺徳蔵寺 板碑 拓本

26 ６ 東京都 石神井公園三家寺所蔵 S34.５.31 板碑 拓本

26 ６ ／ 西北島村 真照寺 板碑 拓本

26 ６ 埼玉県 妻沼町小学校 石塔婆 板碑 拓本

26 ７ 群馬県 上野国 勢多郡 赤城村 板碑 杉下氏蔵 板碑 拓本

26 ７ 群馬県 上野国 勢多郡 赤城村 貞和三年四月 板碑 板碑 拓本

26 ７ 群馬県 上野国 勢多郡 赤城村 延文元年十月 板碑 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 堤台 正慶元年十一月 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 野田市堤台 野田城址附近 建武二年七月 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 野田市堤台 元徳四年銘 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 康応二年二月 13908 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 野田市堤台 応永丗五年十二月十一日 14288 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 永正六年 1509 板碑 拓本

26 ８ 千葉県 堤台 元徳元年十一月 1329 板碑 拓本

26 ９ 千葉県 石部正志 『郷土の金石文』 板碑 レポート

26 ９ 千葉県 其の一 石部 南無妙法蓮華経銘 板碑 板碑 拓本

26 ９ 千葉県 其の二 永正十一年銘 板碑 板碑 拓本

26 10 千葉県 香取 海獣葡萄鏡 鏡 写真

26 10 千葉県 香取神宮 海獣葡萄鏡 鏡 写真
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26 10 千葉県 香取神宮 伯牙弾琴鏡他２面 鏡 写真

26 10 千葉県 香取 海獣葡萄鏡 鏡 拓本

26 11 東京都 八幡宮 宝徳三年 板碑 板碑 写真

26 11 東京都 土師器 高杯・甕 土器 写真

26 11 東京都 安養寺庚申塔・蕨手刀 石造物・武器 ベタ焼

26 11 東京都 安養寺古鐘・井之頭附近土壙出土地 梵鐘・遺跡 ベタ焼

26 11 東京都 市史 史料調査 板碑・弥生式土器・土師器 板碑・土器 ベタ焼

26 11 東京都 文明五年銘 板碑 S３ 八幡宮境内 板碑 拓本

26 11 東京都 文和＊＊年 吉祥寺八幡社 境内出土 板碑 拓本

26 11 東京都 貞和二年銘 S２ 八幡宮境内出土 板碑 拓本

26 11 東京都 宝徳三年銘 八幡宮蔵 板碑 拓本

26 11 東京都 板碑メモ 板碑 拓本

26 12 ／

麻生優 『自性院宝 印塔』日本考古学（大場博士）「金

石文」

第１図 自性院宝 印塔 縮尺1/10

石造物
レポート・

図面

26 12 ／ 第２図 塔身四面種子 (１) 石造物 拓本

26 12 ／ 第３図 塔身四面種子 (２) 石造物 拓本

26 12 ／ 第４図 基礎の銘 石造物 拓本

26 13 ／ 第一図（鰐口） 仏具 拓本

26 13 ／ 第二図 板碑（元永二年） 本文（一）参照 板碑 拓本

26 13 ／ 第三図 板碑（正中二年） 本文（三）参照 板碑 拓本

26 13 ／ 第四図 板碑（銘のみ…嘉暦四年） 本文参照（四） 板碑 拓本

26 13 ／ 第五図 板碑（応安三年） 本文参照（七） 板碑 拓本

26 13 ／ 第六図 板碑（応永四年） 本文参照（十） 板碑 拓本

26 13 ／ 第七図 板碑（月待供養 延徳二年） 本文参照（十三） 板碑 拓本

26 13 ／ 第八図 板碑（永？享？二年） 本文参照（十六） 板碑 拓本

26 14 長野県 岡谷市小井川区字金山 徳蔵院跡発見 板碑 板碑 拓本

26 14 東京都 板橋区関町二丁目 板碑 板碑 拓本

26 14 ／ 正中三年銘 板碑 板碑 拓本

26 14 ／ 長禄二年五月五日銘 板碑 ＊＊＊＊観音院 板碑 拓本

26 14 埼玉県 埼玉 箱根崎 円福寺 板碑 板碑 拓本

26 14 群馬県 上野多野郡入野村（馬庭）板碑 三碑ノ傍 板碑 拓本

26 14 東京都 板碑 S２ 吉祥寺八幡宮境内出土 板碑 拓本

26 14 ／ 康永元年銘 板碑 板碑 拓本

26 15 ／ Ⅰ 大型板碑 板碑 拓本

26 15 ／ Ⅱ 大型板碑 板碑 拓本

26 15 ／ Ⅲ 大型板碑 板碑 拓本

26 15 ／ Ⅳ 板碑 板碑 拓本

26 16 千葉県 千葉県東葛飾郡土村名都谷 永享九年銘 板碑 板碑 拓本

26 16 千葉県
古宮隆信 千葉県東葛飾郡土村名都谷畠中ノ板碑ニ関す

るレポート
板碑 レポート

26 17 千葉県
一五 千葉県銚子市円福寺出土 『博物館年報』昭和

八年度
板碑 図版

26 17 ／ 23 23～26は浄土寺所蔵 「文永八年」在銘。 板碑 写真

26 17 千葉県

銚子市等覚寺 慶長銘 石祠 S32.６.９

銚子舟木 板碑 S32.６.９

銚子市舟木 康応二年下総式板碑（北朝 1390年）

板碑 写真

26 17 ／
鎮国寺アミダ像碑 S41.８ 古美術

大銅石仏五輪塔 S41.８ 古美術
板碑 写真

26 17 東京都 板碑 練馬区東大泉町妙福寺蔵 S38.11.20 森谷氏 板碑 写真

26 17 長野県 長野県岡谷市小井川町村社賀茂神社蔵 板碑 板碑 写真

26 17 東京都 吉祥寺 加藤氏板碑 板碑 写真

26 17 東京都 吉祥寺加藤氏 板碑・鰐口 板碑・仏具 写真

26 17 福岡県 観世音寺 仏像 S41.８ ２枚 仏像 写真

26 17 ／ 板碑 応仁元年銘 板碑 拓本

26 17 ／ 板碑 宝治二年銘 板碑 拓本

26 17 東京都 板碑 東京都中野区鷺宮 福蔵院境内（福田一枝氏拓） 板碑 拓本
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