
東京大学史料編纂所架蔵　宮内庁書陵部蔵伏見宮家本　写真帳一覧
写真帳タイトル 請求番号 書陵部番号 史料名 備考
水左記 6173-61 伏1 水左記 永保４年－康平７年
野府記 6173-4-1～13 伏2 野府記 小右記
行成卿記 6173-63-１～6 伏3 行成卿記 権記
伏見宮家五十首和歌 6131-88 伏17 伏見宮家五十首和歌
続三十首和歌 6131-92 伏24 続三十首和歌
伏見宮家続百首和歌 6131-92 伏25 伏見宮家続百首和歌
元服部類記 6157-137 伏225 元服部類記
弁内侍日記 6133-1 伏267 弁内侍日記 (上･下(寛政９年４月写)／奥書

後深草院弁内侍家集
春除目抄 6157-135 伏286 春除目抄
後嵯峨院中元三御幸始部類記 6157-24 伏393 後嵯峨院院中元三御幸始部類記
本朝世紀 6140.3-3-1～5 伏417 本朝世紀
東宮御書始部類記 6157-66 伏419 東宮御書始部類記 上･下(高倉･後宇多･伏見･後伏見･

花園天皇)
平戸記 6173-62-1～2 伏455 平戸記
仁和寺宮御出家部類記 6116-9-1～2 伏456 仁和寺宮御出家部類
建内記 6173-11-1～17 伏457 建内記
建内記紙背文書 6171.07-10-1～14 伏457 建内記
御八講記 6114-18 伏466 御八講記
貞敦親王御記 6173-107 伏511 貞敦親王御記 永正15年正月
(貞敦親王御記) 6173-107 伏514 伏見宮対御方凶事記 永禄11年５月
後光厳院・崇光院消息案 6171.08-15 伏518 伏見殿両院崇光院後光厳院御幸記
妙音天像伝来記(栄仁親王御筆) 6186-18 伏512 栄仁親王御記　妙音天像伝来記
妙音天像伝来記 6186-18 伏513 栄仁親王御記　妙音天像伝来記　貞敦親王御

筆
花園院宸記 6173-80-1～10 伏519 花園院宸記
伏見院宸記 6173-106 伏520 伏見院宸記
春除目次第抄 6157-135 伏521 春除目次第抄
貞敦親王着到百首和歌 6131-93 伏527 貞敦親王着到百首和歌
仙洞御移徙部類記 6157-48-1～4 伏546 仙洞御移徙部類記 鎌倉時代写
諸院宮御移徙部類記 6157-68 伏547 諸院宮御移徙部類記 上･下(正暦３年－弘安元年)
上皇御移徙記 6157-68 伏548 上皇御移徙記 応徳４年－元暦元年[白河･鳥羽･

後白河]，鎌倉初期写
御移徙雑記 6157-68 伏549 御移徙雑記 永治元･建久９･永仁６年etc.
白河院崩御部類記 6157-80-1～2 伏596 白河院崩御部類記
台記 6173-338-1～2 伏616 台記 鎌倉時代写
経俊卿記 6173-202-1～7 伏617 経俊卿記
山槐記 6173-439 伏619 広義門院御産御記 『御産部類記』（伏619）[6157-

23]ノワカレナリ
后宮御着帯部類記 6157-102 伏627 后宮御着帯部類記
東宮御元服部類記 6157-64-1～7 伏630 東宮御元服部類記



御産部類記 6157-23-1～5 伏618 御産部類記
東宮御元服部類記 6157-65 伏631 東宮御元服部類記
清原重憲記 6173-94-1～2 伏642 清原重憲記 別題：重憲記
山槐記 6173-418 伏644 山槐記
中右記 6173-343 伏645 中右記
秋玉秘抄 6157-117 伏646 秋玉秘抄
県召除目次第 6157-69 伏661 県召除目次第 6157-123に重複　（外題）除目記

後成恩寺太閤御抄
県召除目次第 6157-123 伏661 県召除目次第 6157-69に重複
秀房公記 6173-452 伏672 秀房公記
除目叙位不審問答 6157-71 伏673 除目叙位不審問答
除目抄 6157-123 伏732 除目抄
葉黄記 6173-199-1～6 伏749 葉黄記 6のみ6173-319に重複
葉黄記 6173-319 伏749 葉黄記 6179-199-6の重複
後嵯峨院御文類 6171.04-2 伏750 後嵯峨院御文類
後光厳院・崇光院消息案 6171.08-15 伏759 崇光院御文類 附：伏見殿両院御幸記(応安５年

７月20日)
後光厳院・崇光院消息案 6171.08-15 伏760 後光厳院御文類
光厳院御文類 6171.04-4 伏758 光厳院御文類
後崇光院御文類 6171.04-4 伏765 後崇光院御文類
愚聞記 6186-15 伏851 愚聞記 上(貞成親王写)／附：紙背応永23

年仮名暦断簡
三五要録 6186-11-1～6 伏931 三五要録 承元３年頃写[原本12巻]
石上流泉・上原石上流泉 6186-18 伏962 石上流泉・上原石上流泉 書陵部紀要35号
石上流泉　上原石上流泉　将律調 6186-18 伏963 石上流泉　上原石上流泉　将律調
大通院殿御伝授状 6186-18 伏968 大通院殿御伝授状 書陵部紀要35号
啄木調 6186-18 伏969 啄木調 書陵部紀要35号
栄仁親王御伝授状 6186-18 伏0992 栄仁親王御伝授状
四絃相承事 6186-18 伏1035 四絃相承事
風香調 6186-13 伏1174か －－ 仁智要略に合綴
仁智要略 6186-13 伏1528 仁智要略
箏譜序[仁智要略紙背] 6186-13 伏1528 仁智要略 仁智要略に合綴


