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【表紙掲載資料】
凡例：『タイトル』 著者. 出版者, 刊行年 永続的識別子 DOI
①『西遊記』 呉承恩[ほか]. 金の星社, 1927（昭和2）年 info:ndljp/pid/1168709 10.11501/1168709
②『Japanische Märchen. Der Sperling mit der geschlitzten Zunge.』 T. Hasegawa, 1885-1889（明治18-明治22）年 info:ndljp/pid/1731833 10.11501/1731833
③『カナオトギアンデルセン』 アンデルセン[ほか]. 富文館, 1925（大正14）年 info:ndljp/pid/1168468 10.11501/1168468
④『Chin chin kobakama』 rendered into English by Lafcadio Hearn. T. Hasegawa, 1903（明治36）年 info:ndljp/pid/1874081 10.11501/1874081
⑤『中学校教科用新制化学』 高田徳佐. 大日本図書, 1925（大正14）年 info:ndljp/pid/986370 10.11501/986370
⑥『電波航法 No.12』 電波航法研究会編. 電波航法研究会, 1971（昭和46）年 info:ndljp/pid/2373432 10.11501/2373432
⑦『官報 第1号』 1883（明治16）年 info:ndljp/pid/2943205 10.11501/2943205
⑧「モージャー氏撮影写真資料」 Robert V. Mosier. 1946-1947（昭和21-昭和22）年  info:ndljp/pid/10756455
⑨Aircraft Action Report No. 9-45 1945/06/26 : Report No. 2-d（49）: USS Norton Sound, USSBS Index Section 7（米国戦略爆撃調査団文書） info:ndljp/pid/4006718
⑩「〔ハインリヒ親王よりの電信・御親書一式〕. Henry of Prussia電報　長崎省吾宛」 Henry of Prussia. 1899（明治32）年 info:ndljp/pid/10213523 10.11501/10213523
⑪『OFFICIAL GAZETTE 1946/04/04』 Govt. Print. Bureau, 1946（昭和21）年 info:ndljp/pid/2892939 10.11501/2892939
⑫『[江戸近郊図]』 本屋友次郎, 1845（弘化2）年 info:ndljp/pid/2543081 10.11501/2543081
⑬『秀ノ山雷五郎横綱土俵入之図』 香蝶楼豊国. 泉市, info:ndljp/pid/1313382 10.11501/1313382
⑭『さくらづくし』 写, info:ndljp/pid/2535968 10.11501/2535968
⑮『〔御旗本備作法〕』 info:ndljp/pid/1288377 10.11501/1288377
⑯『八百善組立絵』 歌川国長画. 和泉屋市兵衛, info:ndljp/pid/1286945 10.11501/1286945
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国立国会図書館の
所蔵資料のうち
デジタル化した資料

外部機関が所蔵する資料で
デジタル化された資料

国の機関などが
ウェブサイトに
掲載した刊行物

収　録

総数350万点以上  充実の資料数 !
国立国会図書館デジ タルコレクション

著作権処理の済んだ資料を

絶版本など、市場で
入手しにくい資料や
歴史的音源を

館内限定公開資料を含む、すべての資料を

インターネットで利用

お近くの図書館で利用

国立国会図書館で利用

左：東京本館　　右上：関西館　　右下：国際子ども図書館

利　用

■雑　誌
■電子書籍・電子雑誌
■図　書
■博士論文
■古典籍資料（貴重書等）
■日本占領関係資料
■歴史的音源
■官　報
■憲政資料
■プランゲ文庫
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平成 令和昭和大正明治江戸室町鎌倉平安以前

2010 2020

資料を部分的にデジタル化、または収録点数が少ない   

収録年代一覧

雑　誌
約133万点

図　書
約97万点

その他
約7万点

歴史的音源
約5万点

日本占領関係資料
約6万点

古典籍資料（貴重書等）
約9万点

博士論文
約20万点

電子書籍・
電子雑誌
約119万点

http://dl.ndl.go.jp/

国立国会図書館デジタルコレクション

■資料デジタル化について
　https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/
　digitization/index.html
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図　書 Books

Rare Books and Old Materials古典籍資料（貴重書等）

1968(昭和43)年までに国立国会図書館が受け入れた戦前期・戦後期刊行図書、議会資料、法
令資料、児童書、震災・災害関係資料（※）を中心に収録しています。そのうち、著作権処理
が完了した資料はインターネット公開しています。

国立国会図書館が所蔵する江戸時代以前の和古書や清代以前の漢籍などの「古典籍資料」
約9万点を収録しています。また、資料の解題・翻刻(※)を約2,000点に付与しています。

ネット公開 （約35万点）

ネット公開（**点） 図書館送信（**点） NDL館内のみ（**点）

図書館送信 (約55万点） NDL館内のみ
（約7万点）

ネット公開 （約7万点） 図書館送信（約2万点）

各コレクションに収録された資料の公開範囲

（(**点)は各公開範囲に含まれる資料の概数）

●国立国会図書館（NDL）の館内でのみ見られる資料
●図書館向けデジタル化資料送信サービス（図書館送信）に参加している図書館等で見られる資料（ｐ.8にサービス説明）

●インターネットに接続したPC、スマートフォン等から見られる資料

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
紹
介

雑　誌 Periodicals

Doctoral Dissertations博士論文

国立国会図書館がデジタル化した雑誌資料約133万点
を収録しています。また、発行元が著作権を有し、イ
ンターネットでの公開をご要望いただいた資料、およ
び官公庁刊行の資料等のうち許諾を得られた資料をイ
ンターネット上で提供しています。

（※）2013（平成25）年3月の学位規則改正により、博士論文は学位授与機関からインターネット
　　の利用により電子形態で公表されることとなりました。

（※）1947（昭和22）年5月3日以降の官報は国立印刷局の官報情報検索サービスで提供されています。
　　連合国による占領下に発行された官報英語版(Official Gazette；English ed. 1946(昭和21)年～
　　1952(昭和27)年)は、「雑誌」コレクションに収録されています。

ネット公開
（約1万点） 図書館送信  (約79万点） NDL館内のみ(約53万点）

官　報 Official Gazettes

官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、法令の規定に基
づく各種の公告や国の機関としての諸報告や資料を掲載している国の
機関紙です。
このコレクションでは、創刊号(1883(明治16)年7月2日)から第7592
号(1952(昭和27)年4月30日)までの官報を収録しています(※)。

ネット公開（約2万点）

ネット公開
（約2万点） 図書館送信（約12万点） NDL館内のみ

（約6万点）

『官報 第1号』1883(明治16）年
永続的識別子
info:ndljp/pid/2943205
DOI　10.11501/2943205

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
紹
介

1991～2000(平成3～12)年度に送付を受けた約14万点の博士論文
および2013(平成25)年4月以降学位授与分の博士論文約6万点を収
録しています。
1991～2000(平成3～12)年度受け入れ分は国立国会図書館が紙媒
体資料からデジタル化を行いました。2013(平成25)年4月以降の
博士論文(※)は、学位授与機関から電子形態で送付されたものを
収録しています。

国立国会図書館 関西館書庫

憲政資料 Modern Japanese Political History Materials

近現代の日本の政治家・官僚・軍人など
が所蔵していた資料を収集し、旧蔵者別
に整理したコレクションです。書簡・書
類・日記・写真など、多様な資料で構成さ
れています。

ネット公開（約0.4万点）

「国会議員双六」1892(明治25）年

永続的識別子
info:ndljp/pid/3947475
DOI　10.11501/3947475

開設間もない議会を題材として発売
された双六。上がりは「中央議事堂」。

鎌倉近在の武士山口秋道が、強
盗によって殺害された父秋広
の敵を討つ敵打物語。

･永続的識別子は、国立国会図書館デジタルコレクションに収録している資料を一意に識別するために付与されている｢info:ndljp/pid/数字｣で表さ
　れる値です。この値で検索することで、デジタルコレクション内で資料をすぐに特定することができます。
･ DOIは、コンテンツの電子データに付与される国際的な識別子です。ブラウザに｢https://doi.org/｣に続けてDOIを入力すると、コンテンツが存
　在するURLに自動変換されます。DOIを使った形式でリンクを張ると、リンク先コンテンツのURLが変わることによって起こるリンク切れを防ぐ
　ことができます。

（※）震災・災害関係資料は、1968年以降に受け入れたものも含みます。

『あきみち』 写

永続的識別子　
info:ndljp/pid/1288428
DOI　10.11501/1288428

火災、風水害、震災など、災害の現況と対策について図
表を交えながら解説している。年度によっては、原子
力災害やガス災害などの特殊災害も取り上げている。

『消防白書 昭和61年版』消防庁, 1986(昭和61）年

永続的識別子　info:ndljp/pid/9568520
DOI 10.11501/9568520　

博学多才で知られた大坂の文人
木村蒹葭堂（1736～1802）が
本草学を学ぶため、小野蘭山に入
門した際の自筆誓約書。

『誓盟状』木村吉右衛門. 写,1784(天明4)年 （重要文化財）

永続的識別子
info:ndljp/pid/1288416
DOI　10.11501/1288416

『奇機新話』麻生弼吉編.
1869(明治2)年
永続的識別子
info:ndljp/pid/3464098
DOI　10.11501/3464098

明治に出版された、一般向けの科学書。
挿絵を用いて様々な事象などを紹介し

ている。「電氣に由て髪毛の直に立事」の章では、静電気を用いて髪
の毛が立つ様を「可笑き容貌」というように表現している。

（※）解題は資料の解説です。当該作品の内容の解説のほか成立背景、著者略伝など資料に関する説明を含みます。
　　翻刻は、くずし字で書かれた資料の内容などを楷書になおしたものです。

ゑれき たつこと

かたち

『欧洲風俗大観』
山口誠太郎編. 
国際協和会,1926(大正15)年

永続的識別子
info:ndljp/pid/966962
DOI　10.11501/966962

ドイツ、イタリア、フランスなど欧州の街の様子を、モノ
クロ写真をまじえて紹介している。

をかし

より すぐかみげ
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『あきみち』 写

永続的識別子　
info:ndljp/pid/1288428
DOI　10.11501/1288428

火災、風水害、震災など、災害の現況と対策について図
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永続的識別子
info:ndljp/pid/1288416
DOI　10.11501/1288416

『奇機新話』麻生弼吉編.
1869(明治2)年
永続的識別子
info:ndljp/pid/3464098
DOI　10.11501/3464098

明治に出版された、一般向けの科学書。
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ゑれき たつこと

かたち
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永続的識別子
info:ndljp/pid/966962
DOI　10.11501/966962
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をかし

より すぐかみげ
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録音・映像関係資料

Gordon W. Prange Collectionゴードン W. プランゲ文庫

第二次世界大戦後の日本では、連合国（占領軍）に
よる出版物の検閲が行われました。プランゲ文庫の
資料はこの検閲のために提出されたもので、現在は
米国のメリーランド大学に所蔵されています。その
うち、デジタル化して収集した図書、検閲新聞ゲラ
等を収録しています。一部には「delete」（削除）
等の検閲時の書き込みがあります。

日本占領関係資料 Materials on the Allied Occupation of Japan

第二次世界大戦後の連合国による日本占領統治に
関連する資料を、米国国立公文書館等から収集
して公開しています。連合国最高司令官総司令部
（GHQ/SCAP）文書、第二次世界大戦での米国に
よる爆撃の効果や影響を調査した米国戦略爆撃調
査団の文書、極東軍総司令部文書等が収録されて
います。

左：「National Diet Library, 7th Session」（GHQ/SCAP Records, Government Section = 連合国最高司令官総司令部民政局文書）
　　1950（昭和25）年  永続的識別子　info:ndljp/pid/9894904
右：「Targets in Tokyo and Shizuoka areas」（米国戦略爆撃調査団文書） 1945（昭和20）年
　　永続的識別子　info:ndljp/pid/4011030

ネット公開（約6万点） NDL館内のみ
（約0.2万点）

NDL館内のみ（約3万点）図書館送信（約1万点）

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
紹
介

Audio-Visual Materials

録音資料：国立国会図書館で所蔵するカセットテープおよびソノシートの音源、冊子等をデジ
　　　　　タル化し収録しています。

映像資料：国立国会図書館で所蔵するレーザーディスク（LD）の映像、ジャケット、冊子等を
　　　　　デジタル化し収録しています。

脚　　本：日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムから国立国会図書館に寄贈された1980
　　　　　（昭和55）年以前の放送脚本（テレビ・ラジオ番組の脚本・台本）の一部をデジタル
　　　　　化し収録しています。

手  稿  譜：国立国会図書館で所蔵する日本人作曲家による自筆譜等の手書き楽譜のうち一部
　　　　　の資料をデジタル化し収録しています。

電子書籍・電子雑誌 Online Publications

国の機関や地方公共団体、民間企業、学協会や大学などがウェブサイ
トに掲載した白書、年鑑、報告書、広報誌、雑誌論文など約119万点
を収録しています。
インターネット上には数多くの有用な情報が存在しますが、これら
の情報は頻繁に更新・削除され、失われやすいといった特徴があり
ます。また、従来図書館で収集してきた図書や雑誌が電子化されて
ウェブサイトに掲載される一方、印刷物としては廃刊になるケース
も増えています。そのため国立国会図書館では、インターネット上
に公開された刊行物の収集・保存に取り組んでいます。

NDL館内のみ
（約14万点）ネット公開 (約105万点)

内務省検閲発禁図書

『戲曲集狂い咲き』
池長孟著. 福音館,
1933（昭和8）年

『隧道』水沢草田夫脚本. NHK製作, 
1949（昭和24）年

永続的識別子 
info:ndljp/pid/9104220
DOI　10.11501/9104220

『朝日ソノラマ 創刊100号記念 : 特集・ベトナム戦争 第100号』
朝日ソノラマ, 1968（昭和43）年 

録音資料

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
紹
介

この他にも国立国会図書館デジタルコレクションでは、他機関が所蔵する資料をデジタル形態
で受け入れ、提供しています。なお、次のコレクションに収載しているデジタル化資料の原資料
は、国立国会図書館では所蔵していません。

1949（昭和24）年12月22日に放送さ
れたラジオドラマ脚本。多数の書き込みが
見られる。

永続的識別子　
info:ndljp/pid/10297609

検閲時の書き込み、内務省および米
国議会図書館の所蔵印が見られる。

日本の代表的なソノシート付き雑誌。朝日ソノプレス社（後の朝日ソノ
ラマ）から「音の出る雑誌」というキャッチコピーで刊行された。

国立国会図書館内限定公開

永続的識別子 info:ndljp/pid/10302678, 
　　　　　　 info:ndljp/pid/10258926
DOI　10.11501/10302678,10.11501/10258926

脚本

・科学映像：NPO法人科学映像館を支える会がフィルムからデジタル
　化した科学映像や記録映像。1950年代から1990年代に製作され
　た映像作品が中心。

・東京大学附属図書館デジタル化資料：東京大学附属図書館が
　所蔵する資料をもとにデジタル化したもの。

・愛・地球博：2005年日本国際博覧会（愛・地球博）に関する図書、
　動画を地球産業文化研究所(GISPRI)がデジタル化したもの。

・内務省検閲発禁図書：旧内務省が旧出版法(1893(明治26)年制定)
　に基づいて検閲を行った資料。

・石巻日日新聞：東日本大震災直後の6日間(2011(平成23)年3月12
　日～3月17日)に市内の避難所に貼られた石巻日日新聞の壁新聞。

いしのまきひびしんぶん

『生命誕生』岡田桑三[製作]. 
株式会社東京シネマ, 1963（昭和38）年

科学映像

国立国会図書館内限定公開
永続的識別子　
info:ndljp/pid/8179822
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http://rekion.dl.ndl.go.jp/

歴史的音源

歴史的音源（れきおん）
http://rekion.dl.ndl.go.jp/

1900年代初めから1950(昭和25)年頃に国内で製造された初期のレコード(SP盤)の音源
を、歴史的音盤アーカイブ推進協議会(HiRAC)がデジタル化したものです。
歌謡曲、邦楽、落語、浪花節、クラシック、歌劇、演説など多様なジャンルの音源を
収録しています。

歴史的音源に収録されたすべての音源は国立国会図書館のほか、国内外の歴史的音源
配信提供参加館(※)でも聴くことができます。著作権・著作隣接権の保護期間が満了
した約3,900の音源については、インターネット上で聴くことができます。

（PCのほか、お手持ちのスマートフォンやタブレット端末でもお聴きいただけます。）

デジタルで聴く大正・昭和の音デジタルで聴く大正・昭和の音

音源例

（※）歴史的音源配信提供サービスへの参加を申請・承認された図書館、調査研究機関

■歴史的音源配信提供参加館一覧
　http://dl.ndl.go.jp/ja/rekion_librarylist.html

インターネット公開
　■『演説：新内閣の責務』犬養毅演説. コロムビア, 1932(昭和7)年
　　 第29代内閣総理大臣であった犬養毅の演説録音。このレコードが発売された数か月後、
　　 五・一五事件で凶弾に倒れた。

　■『春の海』宮城道雄作曲, 宮城道雄（箏）･吉田晴風（尺八）実演. ビクター, 1930(昭和5)年
　　 箏曲家、作曲家である宮城道雄が作曲した箏曲。箏と尺八の二重奏。

国立国会図書館・配信提供参加館内
　■『蘇州夜曲』西條八十作詞, 服部良一作曲, 霧島昇・渡辺はま子歌. コロムビア, 1940（昭和15）年
　■『独奏：セレナーデ・エスパニョール』グラズノフ作曲, クライスラー編曲, 諏訪根自子（ヴァイオリン）.コロ
　　 ムビア,1935(昭和10)年

　■『櫻（CHERRY BLOSSOM）』古謡, 藤原義江歌. ビクター, 1928(昭和3)年

図書館向け
デジタル化資料送信サービス

国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理
由で入手が困難な資料を、公共図書館、大学図書館な
どで利用できます。

（図書館送信）

公共図書館や大学図書館等のうち、国立国会図書館に利用申請を行い、承認を受けた図書館
で利用できます。お近くの図書館が図書館送信に参加しているかどうかは、以下の「図書
館向けデジタル化資料送信サービス参加館一覧」ページでご確認いただくか、直接図書館
へお問い合わせください。参加館は順次拡大しています。
■図書館向けデジタル化資料送信サービス参加館一覧
　http://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_librarylist.html
なお、図書館送信に参加している各図書館でサービスを利用できるのは、その図書館の登録
利用者に限られます。

国立国会図書館のデジタル化資料のうち、インターネット公開されておらず、絶版等の理由
で入手困難な資料、約149万点が利用できます。

利用できる資料

利用できる図書館

※送信資料はDRM（デジタル著作権管理）により保護されています。

日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムから寄贈された
1980（昭和55）年以前の放送脚本（テレビ・ラジオ番組の脚本・
台本）の一部  

1968（昭和43）年までに受け入れたもの、震災・災害関係資料の
一部

明治期以降に発行されたもの（刊行後5年以上経過したもので、
商業出版されていないもの）

明治期以降の貴重書等や清代後期以降の漢籍等

1991～2000（平成3～12）年度に送付を受けた論文
（商業出版されていないもの）

約57万点

約79万点
(約1万タイトル)

約2万点

約12万点

約0.3万点

博士論文

図　　書

雑　　誌

古典籍資料
（貴重書等）

脚　　本
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一部
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国立国会図書館
所蔵資料デジタル化

1. 原資料保存のため
　 国立国会図書館は、国内で刊行された出版物を集め、後世に残すことを使命のひとつと
しています。原資料の代わりにデジタル化資料を利用していただくことで、原資料をよ
り良い状態のまま保存することができます。

2. 検索、閲覧の利便性を高めるため
　 国立国会図書館所蔵資料のデジタル化の成果を社会に還元し、日本の文化的資産の利活
用を促進するため、著作権処理の終了した資料をインターネットで公開しています。

デジタル化の目的

国立国会図書館所蔵資料のうち、原則として国内で刊行された資料を対象としています。

デジタル化対象資料

資料の本文は画像データとしてデジタル化しています。目次情報についてはテキストデー
タで作成し、検索性を高めています。

デジタル化の方法

これまでの歩み
1998（平成10)年  6月
2000（平成12)年  3月

12月
2001（平成13)年  6月
2002（平成14)年10月
2003（平成15)年  4月
2005（平成17)年10月
2010（平成22)年  1月
2011（平成23)年  2月

4月

5月
2012（平成24)年  1月
2014（平成26)年  1月

2016（平成28）年  6月
2019（平成31）年  4月

「ディジタル貴重書展」提供開始

「貴重書画像データベース」提供開始

著作権処理作業を開始

明治期刊行図書のデジタル化を開始

「近代デジタルライブラリー」提供開始

「児童書デジタルライブラリー」提供開始

大正期刊行図書のデジタル化を開始

昭和前期刊行図書、雑誌、官報、博士論文等のデジタル化を開始

「児童書デジタルライブラリー」を「近代デジタルライブラリー」に統合

「国立国会図書館デジタル化資料」を提供開始 

「貴重書画像データベース」を「国立国会図書館デジタル化資料」に統合

歴史的音源を提供開始

公立図書館等への歴史的音源提供サービス開始

図書館向けデジタル化資料送信サービス開始

「国立国会図書館デジタル化資料」の名称を「国立国会図書館デジタルコレクション」に変更

「近代デジタルライブラリー」を「国立国会図書館デジタルコレクション」に統合

 海外機関からの図書館向けデジタル化資料送信サービスの申請受付を開始

関連サービス

電子展示会

遠隔複写サービス（有料）

国立国会図書館デジタルコレクション

インターネットで本文画像を公開していないデジタル化資料（※）は、国立国会図書館に
来館せずに複写を申し込み、郵送または宅配便で複写製品を受け取ることができます。

1. インターネットから申し込む（国立国会図書館登録利用者のみ）
　国立国会図書館オンライン（https://ndlonline.ndl.go.jp/）にログインした状態で、
　書誌詳細画面に遠隔複写ボタンがあれば、複写を申し込むことができます。

2. 郵送で申し込む（国立国会図書館登録利用者のみ）
　所定の申込書を用いて、郵送にて複写を申し込むことができます。

3. お近くの公共図書館等から申し込む
　お近くの公共図書館等を通じて、遠隔複写を申し込むことができる場合があります。
　直接それぞれの図書館にご相談ください。

各手続きの詳細は、国立国会図書館ウェブサイトの「遠隔複写サービス」ページをご覧ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/copy/remote/index.html

※以下の資料は除きます。

　　・学位授与機関から電子形態で送付を受けた博士論文
　　・電子書籍・電子雑誌
　　・音源・動画

【申込方法】

特定のテーマに基づいてユニークな資料に解説を加え、電子展示会として紹介しています。
貴重書・肖像写真・児童書といった各種デジタル画像を掲載しており、コラムとともに
資料への理解を深めることができます。

https://www.ndl.go.jp/jp/d_exhibitions/index.html

など
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【表紙掲載資料】
凡例：『タイトル』 著者. 出版者, 刊行年 永続的識別子 DOI
①『西遊記』 呉承恩[ほか]. 金の星社, 1927（昭和2）年 info:ndljp/pid/1168709 10.11501/1168709
②『Japanische Märchen. Der Sperling mit der geschlitzten Zunge.』 T. Hasegawa, 1885-1889（明治18-明治22）年 info:ndljp/pid/1731833 10.11501/1731833
③『カナオトギアンデルセン』 アンデルセン[ほか]. 富文館, 1925（大正14）年 info:ndljp/pid/1168468 10.11501/1168468
④『Chin chin kobakama』 rendered into English by Lafcadio Hearn. T. Hasegawa, 1903（明治36）年 info:ndljp/pid/1874081 10.11501/1874081
⑤『中学校教科用新制化学』 高田徳佐. 大日本図書, 1925（大正14）年 info:ndljp/pid/986370 10.11501/986370
⑥『電波航法 No.12』 電波航法研究会編. 電波航法研究会, 1971（昭和46）年 info:ndljp/pid/2373432 10.11501/2373432
⑦『官報 第1号』 1883（明治16）年 info:ndljp/pid/2943205 10.11501/2943205
⑧「モージャー氏撮影写真資料」 Robert V. Mosier. 1946-1947（昭和21-昭和22）年  info:ndljp/pid/10756455
⑨Aircraft Action Report No. 9-45 1945/06/26 : Report No. 2-d（49）: USS Norton Sound, USSBS Index Section 7（米国戦略爆撃調査団文書） info:ndljp/pid/4006718
⑩「〔ハインリヒ親王よりの電信・御親書一式〕. Henry of Prussia電報　長崎省吾宛」 Henry of Prussia. 1899（明治32）年 info:ndljp/pid/10213523 10.11501/10213523
⑪『OFFICIAL GAZETTE 1946/04/04』 Govt. Print. Bureau, 1946（昭和21）年 info:ndljp/pid/2892939 10.11501/2892939
⑫『[江戸近郊図]』 本屋友次郎, 1845（弘化2）年 info:ndljp/pid/2543081 10.11501/2543081
⑬『秀ノ山雷五郎横綱土俵入之図』 香蝶楼豊国. 泉市, info:ndljp/pid/1313382 10.11501/1313382
⑭『さくらづくし』 写, info:ndljp/pid/2535968 10.11501/2535968
⑮『〔御旗本備作法〕』 info:ndljp/pid/1288377 10.11501/1288377
⑯『八百善組立絵』 歌川国長画. 和泉屋市兵衛, info:ndljp/pid/1286945 10.11501/1286945
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