
京都御所東山御文庫本および同別置本　画像公開書目一覧

勅封番号〔函号〕 史料名 員数・備考
勅1-1 御入記目録 1綴
勅1-2-1～64 小右記 64冊
勅1-3 小右記　天元五～万寿四年　賀茂祭部類記 1冊　
勅1-4-1～4 小右記部類目録　(小記目録) 4冊　
勅2-1 御入記目録 1綴　
勅2-2-1～74 中右記　【公教公記】 74冊　
勅2-3 中右記　賀茂祭部類記 1冊　
勅2-4 中右記　立后部類記 1冊　
勅2-5 中右記残欠 2枚　
勅2-6 直廬叙位指図 1鋪　
勅2-7-1～3 中右記目録 3冊　
勅3-1 御入記目録 1綴　
勅3-2 御本不足目録 1通　
勅3-3-1～15 左経記 15冊　
勅3-4-1～7 長秋記 7冊　
勅3-5-1～16 長秋記 16冊　
勅4-1 御入記目録 1綴　
勅4-2-1～11 永昌記 11冊　
勅4-3-1～19 吉記 19冊　
勅4-4-1～17 吉続記 17冊　
勅5-1 御入記目録 1綴　
勅5-2-1～10 日次記目録 10冊　
勅5-3-1 日次記　九暦 1冊　
勅5-3-2 日次記　京極関白記　(江記) 1冊　
勅5-3-3・4 日次記　後二条関白記　(為房卿記・時範記・玄記) 2冊　
勅5-3-5 日次記　経実記　(江記) 1冊　
勅5-3-6・7 日次記　為房記 2冊　
勅5-3-8・9 日次記　法性寺関白記・師元記・中右記・実親記 2冊　
勅5-3-10 日次記　長秋記 1冊　
勅5-3-11 日次記　鯨珠記 1冊　
勅5-3-12 日次記　知信記 1冊　
勅5-3-13～52 日次記　台記　一部【兵範記】を含む * 40冊　
勅6-1 御入記目録 1綴　
勅6-2-1～54 日次記　玉葉　【兵範記】 54冊　
勅7-1 御入記目録 1綴　
勅7-2 御本不足目録 1通　
勅7-3-1～51 日次記　玉葉　【山槐記】 51冊　
勅7-3-52 日次記　辛十四　三長記 1冊　
勅7-3-53 日次記　辛十五　明月記 1冊　
勅7-3-54 日次記　辛十六　三長記 1冊　
勅7-4 玉葉 1冊　
勅8-2-1～22 日次記　玉蘂　【資季公記】 22冊　
勅8-2-23～26 日次記　明月記 4冊　
勅8-2-27～30 日次記　玉蘂 4冊　
勅8-2-31～36 日次記　明月記 6冊　
勅8-2-37～47 日次記　玉蘂 11冊　
勅8-2-48～53 日次記　良経記 6冊　
勅8-2-54 日次記　玉蘂 1冊　
勅8-2-55 日次記　良経記　(行幸記) 1冊　

※本目録は、東京大学史料編纂所図書室で閲覧用端末にて画像参照可能な、京都御所東山御文庫収
蔵史料および同別置本の書目一覧である。ただし末尾に*を付した史料は、2016年度末を目途に公開
予定である。おおむね小倉慈司編「東山御文庫本マイクロフィルム内容目録（稿）（１・２・索
引）」（田島公編『禁裏・公家文庫研究』第一～三輯、思文閣出版、2003～2009年）および『書陵
部紀要』57～61（2006～2010年）「彙報」に対応するが、それらの全点ではない。また東京大学史
料編纂所架蔵『京都御所東山御文庫記録』は、東山御文庫収蔵史料の謄写本であり、親本の参照が
望ましいものの、親本が未撮影等でこの一覧に含まれていない場合もある。（2016年10月3日公開）
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勅8-3 日次記考証 1冊　
勅9-3-1～11 兵範記 11冊　
勅9-4-1～17 山槐記 17冊　
勅9-5-1～27 愚昧記 27冊　
勅9-6～8 愚昧記　弓場指図等 3鋪　
勅9-9-1～19 平戸記 19冊　
勅9-10-1～9 平戸記 9冊　
勅10-1 御入記目録 * 1通　
勅10-2 御加納目録 * 1通　
勅10-3-1～45 明月記 45冊　
勅10-4～5 明月記 2巻　
勅10-6 明月記表紙 1枚　
勅10-7 兵範記 1巻　
勅10-8 山槐記　仁安　東宮御書始　(玉葉別記)(仁安東宮御書始御記) 1巻　
勅11-4-1～10 明月記 10冊　
勅11-5-1～25 明月記 25冊　
勅11-6 明月記 1巻　
勅12-3-1～33 園太暦 33冊　
勅12-4 園太暦　応長元(延慶四)年二月三月 1冊　
勅13-3-1～44 薩戒記 44冊　
勅13-4 薩戒記　応永八年春 1巻　
勅13-5-1～34 康富記 34冊　
勅14-3-1～42 管見記 42冊　
勅14-4-1～34 後愚昧記　【実宣卿記抜書】 34冊　
勅15-2-1～33 親長卿記 33冊　
勅15-3-1～23 元長卿記 23冊　
勅15-4 勅裁案及御教書案　文明・文亀・永正・永禄等 1冊　
勅16-1 御入記目録 2綴　
勅16-2-1～14 宣胤卿記 14冊　
勅16-3-1～9 宣胤卿記別記 9冊　
勅16-4 宣胤卿記抜書 1通　
勅16-5 宣秀卿記 1冊　
勅16-6-1～6 二水記 6冊　
勅16-6-7～21 二水記 15冊　
勅17-2 李部王記 1冊　
勅17-3-1・2 貞信公記 2冊　
勅17-4 九暦 1冊　
勅17-5 道長公記　(御堂関白記) 1冊　
勅17-6 行成卿記　(権記) 1冊　
勅17-7 春記　【不知記】 1冊　
勅17-8 土記 1冊　
勅17-9 師実公記　(寛治二年記・大記・玄記) 1冊　
勅17-10 玄記　【寛治二年記】 1冊　
勅17-11-1～3 後二条関白記 3冊　
勅17-12-1・2 後二条関白記 2冊　
勅17-13-1・2 殿暦 2冊　
勅17-14 源基綱朝臣記　(時範記） 1冊　
勅17-15 師時卿記　(長秋記) 1冊　
勅17-16 鯨珠記 1冊　
勅17-17 宇槐記 1冊　
勅17-18 台記 1冊　
勅17-19 三条内府記 1冊　
勅17-20 教長卿記 1冊　
勅17-21 吉記 1冊　
勅17-22 玉葉 1冊　
勅17-23 玉葉 1冊　
勅17-24 玉葉 1冊　
勅17-25 都玉記 1冊　
勅17-26-1～8 三長記 8冊　
勅17-27-1～9 三長記 9冊　
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勅17-28 三中記　(三長記) 1冊　
勅17-29 仲資王記 1冊　
勅17-30-1・2 業資王記 2冊　
勅17-31 家光卿記 1冊　
勅17-32 不知記　(永昌記) 1冊　
勅17-33 後中記 1冊　
勅17-34 後中記 1冊　
勅17-35 仁治三年記　(平戸記) 1冊　
勅17-36-1～3 岡屋関白記 3冊　
勅17-37-1・2 深心院関白記 2冊　
勅17-38-1～5 仁部記 5冊　
勅17-39 経俊卿記 1冊　
勅17-40-1・2 頼親卿記 2冊　
勅17-41 為氏卿記 1冊　
勅17-42 継塵記抄出 1冊　
勅17-43 公衡公記 1冊　
勅17-44 頼藤卿記 1冊　
勅17-45 万一記 1冊　
勅17-46 公茂公記　(恒明親王御降誕記) 1冊　
勅17-47 公敏卿記 1冊　
勅17-48 玉英 1冊　
勅17-49 通冬卿記目録 1冊　
勅17-50 松亜記 1冊　

勅17-51-1～10 後深心院関白記
11冊　（10は２
冊）

勅17-52 不知記　(崇光院宸記) 1冊　
勅17-53 慈昭院贈太政大臣記 1冊　
勅17-54-1～7 愚管抄 7冊　
勅17-55 作庭秘伝書 1冊　
勅17-56 天書　巻第七即位 1冊　
勅17-57 大嘗会部類家記　(大嘗会洞院家記) 1巻　
勅17-58 公衡公記 1巻　
勅17-59 舞踏作法 1通　
勅17-60 御殿装束部類記　(山槐記・経俊卿記・経信卿記) 1包　
勅18-1 御入記目録 1綴　
勅18-2-1～18 蔭凉軒日録 18冊　
勅18-3 伏見宮御記 1冊　
勅18-4 不知記　(洞院公定日記） 1巻　
勅18-5 看聞御記 1巻　
勅19-1 御入記目録 1通　
勅19-2-1～48 御湯殿上日記 48冊　
勅20-1 御入記目録 2点　
勅20-2-1～55 御湯殿上日記 55冊　
勅20-3 御湯殿上日記　原本 1巻　
勅21-1 甘露寺方長記 1冊　
勅21-2 官位宣下并勅問申詞写 1冊　
勅21-3 官位宣下并勅問申詞写 1冊　
勅21-4-1・2 官位宣下寄書 2冊　
勅21-5-1・2 官位宣下寄書 2冊　
勅21-6 官位宣下寄書并例書 1冊　
勅21-7 官位宣下寄書 1冊　
勅21-8-1・2 官位宣下寄書 2冊　
勅21-9 官位宣下寄書 1冊　
勅21-10 官位宣下寄書 1冊　
勅21-11 官位宣下寄書 1冊　
勅21-12 官位宣下寄書 1冊　
勅21-13 官位宣下寄書 1冊　
勅21-14 官位宣下寄書 1冊　
勅21-15 官位宣下寄書 1冊　
勅21-16 官位宣下寄書 1冊　
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勅21-17 官位宣下寄書 1冊　
勅21-18 官位宣下寄書 1冊　
勅21-19 官位宣下寄書并勅問申詞 1冊　
勅21-20 官位宣下寄書 1冊　
勅21-21 官位宣下寄書 1冊　
勅21-22 官位宣下寄書 1冊　
勅21-23 官位宣下寄書 1冊　
勅21-24 官位宣下寄書 1冊　
勅21-25 官位宣下寄書 1冊　
勅21-26 官位宣下寄書 1冊　
勅21-27 官位宣下寄書 1冊　
勅21-28 官位宣下寄書 1冊　
勅21-29 官位宣下寄書 1冊　
勅21-30 官位宣下寄書 1冊　
勅21-31 官位宣下寄書 1冊　
勅21-32 官位宣下寄書 1冊　
勅21-33 官位宣下寄書 1冊　
勅21-34 官位宣下寄書 1冊　
勅21-35 官位宣下寄書 1冊　
勅21-36 官位宣下寄書 1冊　
勅22-1 御入記目録 1通　
勅22-2 御追加目録 1通　
勅22-3 御不足目録 1通　
勅22-4 親王宣下部類記 1冊　
勅22-5 立親王宣下部類記 1冊　
勅22-6 親王宣下下行部類 1冊　
勅22-7 親王宣下雑々 1冊　
勅22-8 内親王宣下記 1冊　
勅22-9 関白宣下并親王宣下等部類記 1冊　
勅22-10 足利義尚従一位宣下記　(文明十五年宗綱卿記) 1冊　
勅22-11 足利義政贈太政大臣陣儀記　(延徳二年宗綱卿記) 1冊　
勅22-12 贈官陣儀記　宗綱卿記 1冊　
勅22-13 二条尚通関白宣下記　宗綱卿記 1冊　
勅22-14 関白宣下記 1冊　
勅22-15 宣下上表復辟部類記 1冊　
勅22-16 政部類記　山槐記 1冊　
勅22-17 上卿簡要抄　上 1冊　
勅22-18 上卿故実抄 1冊　
勅22-19 後陽成天皇御改名宣下次第略 1折　
勅22-20 親王宣下略次第 1折　
勅22-21 親王宣下次第 1折　
勅22-22 親王叙品宣下次第　中 1折　
勅22-23 将軍并准后宣下次第 1折　
勅22-24 関白宣下次第 1折　
勅22-25 関白宣下次第 1折　
勅22-26 関白宣下次第 1折　
勅22-27 関白宣下次第 1折　
勅22-28 関白還任宣下次第 1折　
勅22-29 日時定次第 1折　
勅22-30 日時定次第 1折　
勅22-31 春日社造替遷宮日時定略次第 1折　
勅22-32 政次第 1折　
勅22-33 初参結政次第弁 1折　
勅22-34 参官外記要抄 1折　
勅22-35 関白宣下次第 1折　
勅22-36 関白宣下次第 1折　
勅22-37 関白宣下次第 1折　
勅22-38 准后宣下次第 1折　
勅22-39 親王宣下次第 1折　
勅22-40 親王叙品宣下次第 1折　

東山御文庫本　画像公開書目　4



勅22-41 親王宣下次第 1折　
勅22-42 内親王宣下次第 1折　
勅22-43 法親王宣下次第 1折　
勅22-44-1～6 親王内親王御名字 6通　
勅22-45-1・2 内親王御名字勘文 2通　
勅22-46-1～3 親王内親王宣下日時勘文 3通　
勅22-47-1～11 親王宣下及将軍補任等書類 13点　
勅22-47-2-1・2 勝仁親王宣下并年預別給宣旨 2通　
勅22-47-3 方仁親王立親王宣下宣旨 1通　
勅22-47-4 誠仁親王立親王宣下宣旨 1通　
勅22-47-5-1・2 良仁親王立親王并任式部卿宣旨 2通　
勅22-47-6 良仁親王宣下次第 1通　
勅22-47-7 穏仁親王立親王叙品等上卿等交名写 1通　
勅22-47-8 識仁親王立親王宣下次第 1折　
勅22-47-9 源久良王元服補任及親王宣下例 1通　
勅22-47-10 徳川家綱任官上卿識事等交名写 1通　
勅22-47-11 徳川家康以下任大臣将軍宣下上卿奉行交名写 1通　
勅22-48-1～12 親王将軍関白宣下等書類 12通　
勅23-1 御入記目録 5通　
勅23-2-1～16 御料所文書 16点　
勅23-3-1～4 官位文書 115点　
勅23-4-1～22 官位文書 37通　
勅23-5-1～36 諸家文書 38点　
勅23-6-1～115 地下文書 140点　
勅23-7-1 仁安尊号宣下記写 1包　
勅23-7-2 寛元四年御譲位記写 1包　
勅23-7-3 宗顕卿記写 1包　
勅23-7-4 後陽成天皇宸記写 1包　
勅23-7-5 泰重卿記写 1包　
勅23-7-6 大外記師弘甲子勘例 1包　
勅23-7-7 天和四年甲子申詞写 1包　
勅23-7-8 延宝九年辛酉申詞写 1包　
勅23-7-9 叙品宣下記等写 1包　
勅23-7-10-1～13 任大臣并大饗次第等写 1包　
勅23-7-11-1～18 叙位除目勘例等写 1包　
勅23-7-12 国司以下任官勘例写 1包　
勅23-7-13 恒例臨時散状写 1綴　
勅23-7-14 政部類記　(中右記部類) 1包　
勅23-7-15 元亨四年八月十九日立倚子政記　(万一記) 1包　
勅23-7-16 親雅記中右記抄出 1包　
勅23-7-17 未詳日記抄出　(明月記断簡) 1括　
勅23-7-18 二条良基奏状写 1冊　
勅23-7-19 九条一条両家寺院管領相論申状写 1包　
勅23-7-20 狭穂彦尊物語 1包　
勅23-7-21 日本書紀神代巻抄出以下一括 1包　
勅23-7-22 雑々文書写 1包　
勅23-7-23 雑々文書写 1包　
勅23-7-24 八幡愚童訓 1巻　
勅23-7-25 八幡愚童訓 1巻　
勅24-1-1～3 御入記目録　令集解目録一枚添 3点　
勅24-2-1～11 類聚三代格 11冊　
勅24-3-1・2 律　第一・第七 2冊　
勅24-4-1～3 内裏式 3冊　
勅24-5 内裏儀式 1冊　
勅24-6-1・2 儀式 2冊　
勅24-7-1・2 新儀式 2冊　
勅25-1-1～50 類聚国史 50冊　
勅25-2-1～3 類聚国史 3冊　
勅27-1-1 御入記目録 1通　
勅27-1-2 御新加目録 1通　
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勅27-1-3 御入記目録 1通　
勅27-2-1～15 西宮記 15冊　
勅27-3-1～4 西宮抄 4冊　
勅27-4 西宮記　年中行事 1冊　
勅27-5-1・2 北山抄 2冊　
勅27-6 北山抄 1冊　
勅27-7-1～5 北山抄 5冊　
勅27-8-1～5 江家次第 5冊　
勅27-9-1・2 江次第抄 2冊　
勅27-10 江次第聞書 1冊　
勅27-11 雲図抄 1巻　
勅27-12 雲図抄裏書 1巻　
勅27-13 践祚抄　(北山抄巻第五) 1巻　
勅27-14 熊野新宮神宝図 1巻　
勅28-1 御入記目録 * 1通　
勅28-2 諸寺文書写 20冊　
勅28-3-1～3 諸法御祈等文書写 3冊　
勅28-4 興福寺寺務職競望一件 1冊　
勅28-5-1・2 天寵録　第一・二 2冊　
勅28-6-1・2 大徳寺文書写　第一・第二 2冊　
勅28-7-1・2 妙心寺文書写　第一・第二 2冊　
勅29-1-1～3 御入記目録 3通　
勅29-2-1～46 神宮御所奏事始等文書有新写 56点　
勅29-3-1～54 神宮遷宮回禄仮殿等文書 68点　
勅29-4 神宮伊雑宮文書　有新写 24点　
勅29-8-1～4 粟田宮奏事目録等 4点　
勅31-1 御入記目録 2冊　
勅31-13 太神宮私記 2冊　
勅31-14 神宮奏事目録写 1冊　
勅31-15 太神宮司解写 1冊　
勅31-16 太神宮儀式并年中行事　(止由気宮儀式帳・皇太神宮儀式帳) 2冊　
勅31-17 諸道勘文巻第十五　神事十五　八幡宮五 1冊　
勅31-18 大織冠御啓白文 1冊　
勅31-19 大織冠伝 1冊　
勅31-21 中臣祓抄 1冊　
勅31-22 崇徳院御託宣記 1冊　
勅31-23 大神宮諸雑事記 1冊　
勅31-26 神宮記　資定卿記 1冊　
勅31-27 伊勢公卿勅使部類記 1冊　
勅31-36 神宮々司長則記抜書 1冊　
勅31-40 住吉大神宮年中行事 1冊　
勅31-47-1～3 神宮文書写 3冊　
勅32-1 後院御鎮守柿本社御遷座祝詞 2通　
勅32-2 後院御鎮守柿本社御法楽二十首和歌 1巻　
勅32-3 後院御鎮守柿本社御法楽二十首和歌短冊 1綴　
勅32-4 後院御鎮守柿本社御法楽二十首和歌短冊 1綴　
勅32-5 後院御鎮守柿本社御法楽十九首和歌短冊 1綴　
勅32-6 後院御鎮守柿本社御法楽二十首和歌短冊 1綴　
勅33-1-1・2 御入記目録 2通　
勅33-2-1～14 後光明天皇卅三回聖忌御八講書類一 14点　
勅33-3-1～17 後光明天皇卅三回聖忌御八講書類二 24点　
勅33-4-1～5 御八講勘物書類 13点　
勅33-5-1～5 御八講日時勘文並諷誦文論義問答等 7通　
勅33-6-1～3 御八講論義注記 3巻　
勅33-7-1～3 御八講論義山門注記 3冊　
勅33-8 御八講法華経筆者僧名等文書 20点　
勅33-9-1～4 諸門跡行列書並装束等 9点　
勅33-11-1～3 諸門跡宮御書状以下 36通　
勅33-12-1～15 門跡宮使者口上書及御八講僧名等文書 23点　
勅33-14-1～3 宸翰御付札 7通　
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勅34-7-1～6 元禄六年正倉院御開封記録 6点　
勅35-甲-1 御入記目録 1通　
勅35-甲-2-1～3 惣在庁文書 4通　
勅35-甲-3-1～6 石山寺文書 8点　
勅35-甲-4-1～5 常照寺文書 6通　
勅35-甲-5-1～8 本願寺文書 9通　
勅35-甲-6-1～19 大徳寺文書 19点　
勅35-甲-7 知恩院文書 1通　
勅35-甲-8 長講堂文書 1通　
勅35-甲-9-1～3 諸寺雑々文書 3通　
勅35-甲-10-1～13 仁和寺文書 28点　
勅35-甲-11-1・2 金戒光明寺文書 2通　
勅35-甲-12-1・2 誓願寺文書 2点　
勅35-甲-13-1・2 妙顕寺文書 2点　
勅35-甲-14-1・2 二尊院文書 2通　
勅35-甲-15-1～12 香衣綸旨案等 13通　
勅35-甲-16 尊星王法次第勘例 3通　
勅35-甲-17-1～9 石動山文書 9通　
勅35-甲-18-1～4 大覚寺文書 4点　
勅35-甲-19-1・2 善通寺文書 5点　
勅35-甲-20 醍醐寺文書 18通　
勅35-甲-21 雑々文書 54通　
勅35-甲-22-1～11 平等寺文書 11点　
勅35-乙-1 興福寺文書 * 40点　
勅35-乙-2 西大寺文書 * 3通　
勅35-乙-3 薬師寺文書 * 6通　
勅35-乙-4 東山善勝寺文書 * 2通　
勅35-乙-5 遊行寺文書 * 7通　
勅35-乙-7 妙心寺文書 * 18点　
勅35-乙-9-1～72 諸寺文書 75点　
勅35-乙-10-1～3 安祥寺文書 3点　
勅35-乙-11 東大寺文書 19点　
勅35-乙-13 安鎮法文書 33点　
勅36-1 御入記目録 1通　
勅36-2-1～9 魚魯愚抄 9冊　
勅36-3-1～10 魚魯愚別録 10冊　
勅36-4 大間書写 1冊　
勅36-5 大間書写 1巻　
勅36-6 県召除目筥文写 1巻　
勅36-7 大間書写 1巻　
勅36-8 大間草写 1巻　
勅36-9 大間草写 1巻　
勅36-10 大間草写 1巻　
勅36-11 大間書 1巻　
勅36-12 大間書御写 1巻　
勅36-13 大間書 1巻　
勅36-14 大間書 1巻　
勅37-1-1～3 御入記目録 3点　
勅37-2-1～3 日本書紀神代巻 3冊　
勅37-3-1～31 日本紀略 31冊　
勅37-4-1～14 百錬抄 14冊　
勅37-5-1・2 続日本紀綱要 2冊　
勅37-6-1～10 文徳実録 10巻　
勅38-1 御入記目録 * 2点　
勅38-2-1～3 改元部類記　甲　嘉保～天承・延徳・文永・弘安～康永 3冊　

勅38-3-1～5
改元部類記　乙　平治～康正・嘉保～保延・康治～康正･(同前)・
康永・暦応・嘉元・徳治

5冊　

勅38-4-1～5 改元部類記　丙　長和～観応 5冊　
勅38-5-1・2 改元部類記　丁　長久～観応・寛喜～貞永 2冊　
勅38-6 改元部類記　戊　永仁・延久・建長 1冊　
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勅38-7-1～3 改元部類記　己　寛治～嘉承・天仁～永治・寛元・正嘉・天文 3冊　
勅38-8-1～3 改元記　甲 3冊　
勅38-9 改元記　乙　長承・保延 1冊　
勅38-10 改元記　丙　永治 1冊　
勅38-11 改元記　丁　正治・建仁・元久 1冊　
勅38-12-1・2 改元記　戊 2冊　
勅38-13 改元記　己　永仁 1冊　
勅38-14 改元記　庚　元応 1冊　
勅38-15 改元記　辛　貞治　(忠光記) 1冊　
勅38-16-1～4 改元記　壬 4冊　
勅38-17 改元記　癸　文明・大永　(広光卿記) 1冊　
勅38-18 改元記　子　文亀　(和長卿記) 1冊　
勅38-19 改元記　丑　永正　(実隆公記) 1冊　
勅38-20 改元記　寅　弘治 1冊　
勅38-21-1～6 改元記　卯 6冊　
勅38-22 改元記　辰　延宝 1冊　
勅38-23-1～3 改元記　巳 3冊　
勅38-24-1～6 改元記　午 6冊　
勅38-25 改元記　未 1冊　
勅38-26 改元定記及条事定国解続文 * 1冊　
勅38-27 改元定記部類 * 1冊　
勅38-28 改元定行類抄 * 1冊　
勅38-29 行類抄　改元 * 1冊　
勅38-30 改元挙奏号並難陳 * 1冊　
勅38-31 改元申詞　享禄度 * 1冊　
勅38-32 改元申詞　明暦度 * 1冊　
勅38-33 条事定文書 * 1冊　
勅38-34 改元勘文部類 * 6冊　
勅38-35 改元勘文部類　自長享至寛永 * 1冊　
勅38-36 改元難陳　甲　元亀度 * 1冊　
勅38-37 改元難陳　乙 * 2冊　
勅38-38 改元難陳　丙　元禄度 * 1冊　
勅38-39 改元部類記　自長暦至元和 * 1冊　
勅38-40 改元仗儀公卿 * 1冊　
勅38-41 西襦鈔 * 1冊　
勅38-42 改元雑々 * 1冊　
勅38-43 改元私勘 * 1冊　
勅38-44 温旧知新　改元記 * 1冊　
勅38-45 亀鏡抄　改元部類記 * 1冊　
勅38-46 誦知事 * 1冊　
勅38-47 改号塩梅録 * 1冊　
勅38-48 年号勘文　延文度 * 1冊　
勅38-49 元号字註 * 3冊　
勅38-50 未被用年号引文 * 1冊　
勅38-51 元秘抄 * 4冊　
勅38-52 皇代始末年号部類抄 * 1冊　
勅38-53 三国一覧合運図 * 1冊　
勅38-54 改元典故備要 * 1冊　
勅38-55 改元定次第 * 1冊　
勅38-56 条事定改元定次第　享徳度 * 1冊　
勅38-57 改元定条事定次第　大永度 * 1冊　
勅38-58 改元内勘文写　慶安度 * 1冊　
勅38-59 改元勅答　宝永度 * 1冊　
勅38-60 改元勅答部類　自長享至寛永 * 1冊　
勅38-61 史記評林覚書 * 1冊　
勅38-62 改元定次第 * 1巻　
勅38-63 改元記　永治度 * 1巻　
勅38-64 年号字勘文 * 1巻　
勅38-65 改元記　延宝度 * 1巻　
勅38-66 改元記　宝永度 * 1巻　
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勅38-67 改元仗議公卿交名及勘文読様 * 3通　
勅38-68 明応和長卿記取要 * 1通　
勅38-69 改元文書雑々 * 9通　
勅41-1 御入記御目録 1綴　
勅41-2 皇年代略記 1冊　
勅41-5-1～6 歴代編年集成 6冊　
勅41-6 編年要略　自久寿二年至寛永十五年 1冊　
勅41-7 略年代記　自神代至弘治三年 1冊　
勅41-8 神皇代記　附百官略抄　自神代至後奈良天皇 1冊　
勅41-9 皇年代記頌　自神武天皇至正親町天皇 1冊　
勅41-10 皇年代記略頌　自文武天皇至後土御門天皇 1折　
勅41-11 皇年代記略頌　自文武天皇至正親町天皇 1冊　
勅41-12 帝王系図　自神武天皇至後奈良天皇 1折　
勅41-13 本朝皇胤紹運録 1折　
勅41-14 本朝皇胤紹運録 2冊　
勅41-15 本朝皇胤紹運録 1冊　
勅41-16 本朝皇胤紹運録 1冊　
勅41-17 帝王系図 1冊　
勅41-18 日本長暦 2冊　
勅41-19 日本書紀暦考并古今交触考 1冊　
勅41-20 貞享暦 7冊　
勅41-21 七曜暦　天和四年 1冊　
勅41-22 漢土歴代暦法略 1冊　
勅41-23 漢土歴代暦法略 1通　
勅41-24 無二抄 1冊　
勅41-25 続日本紀綱要 2冊　
勅41-26 日本紀略 2冊　
勅41-27 遷都次第 1冊　
勅41-28 遷都次第 1冊　
勅41-29 神皇正統記 2冊　
勅41-30 続神皇正統記 1冊　
勅41-31 神皇正統録 5冊　
勅41-32 女御尚侍位次御問答　(女御位次之事) 1冊　
勅41-33 略皇代記　自神武天皇至欽明天皇 1巻　
勅41-34 神代系図 1巻　
勅41-35 君臣系図 1巻　
勅41-36 帝王略系図 1鋪　
勅41-37 本朝皇胤紹運録 1巻　
勅43-1 御入記目録 2通　
勅43-2-1～12 石清水八幡宮文書 12通　
勅43-3 平野社文書 2通　
勅43-4 春日社文書 18点　
勅43-5 梅宮社文書 5通　
勅43-6 御霊社文書 6点　
勅43-7 東照宮文書 17通　
勅43-8 雑々文書 28点　
勅43-11 石清水八幡宮文書 44点　
勅44-1 御入記目録 1綴　
勅44-2 叙位記 1巻　
勅44-3 叙位不審条々 1巻　
勅44-4-1～18 叙位除目文書 23点　
勅44-5 叙位部類記 3冊　
勅44-6 叙位部類記　薩戒記抄 1冊　
勅44-7 叙位除目清書抄 1冊　
勅44-8 叙位次第　卯 1冊　
勅44-9 叙位次第 1冊　
勅44-10 仮名叙位略次第 1折　
勅44-11 叙位次第 1折　
勅44-12 叙位次第 1折　
勅44-13 女叙位次第 1冊　
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勅44-14 女叙位次第 1冊　
勅44-15 女叙位次第 1折　
勅44-16 女叙位次第 1折　
勅44-17 女叙位次第 1折　
勅44-18 女叙位次第 1折　
勅44-19 女叙位事 1冊　
勅44-20 女叙位聞書 1冊　
勅44-21 叙位聞書 1冊　
勅44-22 十年労 1冊　
勅44-23 加階叙位例 1冊　
勅44-24 叙位申文 1冊　
勅44-25 叙位下名　延徳四・明応三～四・永正三・永禄三年 1冊　
勅44-26 叙位簿 1冊　
勅44-27 御即位叙位可叙輩 1冊　
勅44-28 叙位儀　侍中要 1冊　
勅44-29 叙位次第　一条禅閤作進 1冊　
勅44-30 叙位記 1冊　
勅44-31 大嘗会女叙位次第 1冊　
勅44-32 叙位記 1冊　
勅44-33 叙位勘例 1冊　
勅44-34 叙位儀　職事要 略 1冊　
勅44-35 叙位尻付抄 1冊　
勅44-36 叙位撰集秘記 1冊　
勅44-37 叙位記　中外記　(叙玉秘抄) 1冊　
勅44-38 県召除目三夜次第 1冊　
勅44-39 叙位申文文書等 1冊　
勅44-40 叙位申文文書等 1冊　
勅44-41 女叙位申文文書等 1冊　
勅44-42 叙玉秘抄　第一 1冊　
勅44-43 叙位記 1冊　
勅44-44 女叙位申文等 1冊　
勅44-45 叙位執筆次第 1冊　
勅44-46 朔旦叙位次第　卯 1折　
勅44-47 叙位次第略　卯 1折　
勅44-48 仮名叙位略次第 1折　
勅44-49 仮名叙位略次第　卯 1折　
勅44-50 雑々之次第　未 1冊　
勅44-51 叙位略次第　執筆儀 1折　
勅44-52 臨時叙位次第 1折　
勅45-1-1～4 御入記目録 4点　
勅45-2 政部類記(中右記等)　(中右記部類) 1巻　
勅45-3 政始記　永昌記等 1巻　
勅45-4 政始記　承久二～四年　(政部類記)(頼資卿記抜書) 1巻　
勅45-5 政記　弘長三年官庁儀　(宗雅卿記) 1巻　
勅45-6 移行外記政於官庁儀式 1巻　
勅45-7 立倚子政記　(万一記) 1巻　
勅45-8 政始記　仁平 1巻　
勅45-9 外記政 1巻　
勅45-10 中山内府政初参記　(山槐記等) 1冊　
勅45-11 政部類記　応保元年 1冊　
勅45-12 政始記　承久二～四年 1冊　
勅45-13 外記政　初参 1冊　
勅45-14 外記政次第　官庁儀　上卿参議要 1冊　
勅45-15 外記政　初参 1冊　
勅45-16 結政初参 1冊　
勅45-17 政始記　嘉応二～建久五年　(山槐記) 1冊　
勅45-18 政初参記　中山内府記　(山槐記) 1冊　
勅45-19 結政部類記　承久二～四年 1冊　
勅45-20 結政次第 1冊　
勅45-21 政初饗応部類抄 1冊　
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勅45-22 外記政 1冊　
勅45-23 結政記　仁安　右少弁重方記 1冊　
勅45-24 結政記　永万元年兵範記 1冊　
勅45-25 晴政集録 1冊　
勅45-26 政次第 1折　
勅46-9 相国寺塔供養記　応永六年 * 1冊　
勅46-24 近江野洲郡寺領文書写　(紙背嘉暦日吉行幸以下供奉雑事文書) 1巻　
勅46-26 雑々物数　二 * 45点　
勅46-27-6 壬生地蔵絵詞 * 1巻　
勅47-1-1～3 御入記目録 3点　
勅47-2 大饗記　(愚昧記抄出) 1冊　
勅47-3 大饗之間事 1冊　
勅47-4 兼宣旨大饗等次第 1冊　
勅47-5 大饗記 1冊　
勅47-6 大饗御装束間事 1冊　
勅47-7 成恩寺関白記　永徳元年任大臣大饗 1冊　
勅47-8 大臣大饗部類記　永徳元年七月次第并記 1冊　
勅47-9 拝賀記 1冊　
勅47-10 大臣大饗記 1冊　
勅47-11 任大臣大饗　当日儀 1冊　
勅47-12 永享大饗事　篇目准后御沙汰 1冊　
勅47-13 廂饗記 1冊　
勅47-14 大饗記 1冊　
勅47-15 廂饗記 1冊　
勅47-16 任太政大臣略次第 1冊　
勅47-17 大饗次第 1冊　
勅47-18 廂饗次第 1冊　
勅47-19 大饗次第　卯 1冊　
勅47-20 任大臣大饗　当日儀 1冊　
勅47-21 廂大饗次第 1冊　
勅47-22 廂饗略次第 1冊　
勅47-23 任大臣参内随身装束事　大饗次第 1冊　
勅47-24 任大臣召仰并大饗定次第 1冊　
勅47-25 任大臣節会次第　(普広院任大臣節会次第) 1冊　
勅47-26 大饗　参内条々 1冊　
勅47-27 廂饗次第　永仁六年同日還宣旨儀 1冊　
勅47-28 任大臣大饗次第 1折　
勅47-29 廂大饗略次第 1冊　
勅47-30 任大臣宣下次第 1折　
勅47-31 大饗次第 1折　
勅47-32 大饗次第 1折　
勅47-33 大饗次第 1折　
勅47-34 申文次第　官方 1折　
勅47-35 兼宣旨日次第　(兼宣旨日次事) 1折　

勅47-36
任大臣節会并大饗次第　永享四年七月二十五日　(普広院殿任大
臣節会次第)

1折　

勅47-37 大饗次第　建長六年十二月二十五日 1折　
勅47-38 廂大饗略次第 1折　
勅47-39 大饗記　(藤原基房任太政大臣大饗記)(愚昧記抄出) 1巻　
勅47-40 大饗御装束間事 1巻　
勅47-41 廂饗図　文治五年 1巻　
勅47-42 任太政大臣略次第 1巻　
勅47-43 任大臣大饗記　建暦二年　(建暦二年大饗次第) 1巻　
勅47-44 任大臣拝賀装束等　応安四年閏三月 1巻　
勅47-45 任大臣参内饗所次第 1巻　
勅47-46 御拝賀帖帳 1巻　
勅47-47 大饗部類記　(西宮記断簡) 1通　
勅47-48 任大臣参内随身装束事 1通　
勅47-49 大饗略次第 1通　
勅47-50 大饗家司令旨写 1通　
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勅47-51 尊者禄出所例 1通　
勅48-1 御入記新加目録 1通　
勅48-2 宸筆御八講記　(三条内府公教記) 1冊　
勅48-3 八講記　(玉葉) 1冊　
勅48-4 八講記 1冊　
勅48-5 御八講次第 1冊　
勅48-6 御八講記　(花山院大相国通雅公記) 1冊　
勅48-7 仙洞宸筆御八講雑事　(花山院通雅公記) 1冊　
勅48-8 亀山殿宸筆御八講五巻日記　(大炊御門信嗣卿記) 1冊　
勅48-9 宸筆御八講記　(奉行宣方記) 1冊　
勅48-10 宸筆御講注記　(大法師光暁記) 1冊　
勅48-11 御八講散状 1冊　
勅48-12 等持院八講仮名記　(明徳元年わくらはの御のり) 1冊　
勅48-13 御八講次第 1冊　
勅48-14 宸筆御八講第五巻日記 1冊　
勅48-15 康富記及著聞集抜書 1冊　
勅48-16 御筆御八講第三日散状 1冊　
勅48-17 御八講僧名及諷誦文等 1冊　
勅48-18 等持寺御八講散状 1冊　
勅49-1-1～4 御入記目録 4点　
勅49-2-1・2 後宇多法皇御消息並僧正憲淳請文置文写 3巻　
勅49-3-1～14 諸門跡系図 15点　
勅49-4-1～29 国師号勅書 34点　
勅49-5-1～7 国師号勅書 7通　
勅49-6-1～17 禅師号勅書 17通　
勅50-甲-1 御入記目録 1綴　
勅50-甲-2-1～21 根来寺文書 23通　
勅50-甲-3-1～15 長講堂文書 15通　
勅50-甲-4-1～10 五山文書 10通　
勅50-甲-5-1～5 神護寺文書 5通　
勅50-甲-6-1～3 聖護院文書 4点　
勅50-甲-6-2-1・2 道寛法親王御灌頂行列並役者散状 2点　
勅50-甲-6-3 聖護院宮御入峯行列 1巻　
勅50-甲-7-1～12 園城寺文書 13点　
勅50-甲-8-1～115 延暦寺文書 119点　
勅50-甲-9-1・2 長福寺文書 2通　
勅50-甲-10-1～6 禅林寺文書 6通　
勅50-甲-11-1～16 泉涌寺文書 16通　
勅50-甲-12-1・2 泉涌寺文書 3通　
勅50-甲-13-1～3 仁和寺文書 4点　
勅50-甲-14-1～3 当麻寺文書 7通　
勅50-甲-15-1～3 智恩寺文書 3通　
勅50-乙-1-1～4 本国寺文書 17通　
勅50-乙-2-1～3 永源寺文書 3点　
勅50-乙-3-1～3 高野山文書 3通　
勅50-乙-4-1～3 天王寺文書 3通　
勅50-乙-5-1・2 霊源寺文書 3通　
勅50-乙-6-1 為重請文 1通　
勅50-乙-7-1～3 広隆寺文書 3通　
勅50-乙-8-1～6 法勝寺文書 7点　
勅50-乙-9 嵯峨法輪寺文書　正親町天皇綸旨案 1通　
勅50-乙-10-1～4 廬山寺文書 5通　
勅50-乙-11-1～3 穴太安養寺文書 3通　
勅50-乙-12-1～5 蓮華王院文書 5点　
勅50-乙-13-1・2 清浄華院文書 2通　
勅50-乙-14-1～3 専修寺文書 3通　
勅50-乙-15-1～3 知恩院文書 4通　
勅50-乙-16-1～8 戒光寺文書 8通　
勅50-乙-17-1～4 峰定寺文書 4点　
勅50-乙-18-1～3 高山寺文書 3通　
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勅50-乙-19 般舟三昧院文書　般舟三昧院由緒書写 1通　
勅50-乙-20 東寺文書 40点　
勅50-乙-21-1～3 三鈷寺文書 3通　
勅50-乙-22-1～5 護持僧文書 5点　
勅50-乙-23-1～5 御祈文書 5通　
勅50-乙-24-1～36 太元法文書 38点　
勅50-乙-25-1～14 御祈御修法文書 20点　
勅50-乙-26-1～5 雑文書　五室宗柏入室法語写等 5点　
勅51-1 御入記目録 1通　
勅51-2-1～50 日本三代実録 50巻　
勅51-3-1～4 伏見宮親王宣下文書 7通　
勅51-4-1・2 陰陽寮親王宣下日時勘文 2通　
勅51-5 貞致親王御名字 1通　
勅51-6 貞致親王親王宣下御消息案 1巻　
勅51-7 貞致親王二品式部卿宣下女房奉書案 1巻　
勅51-8 邦永親王親王宣下女房奉書案 1巻　
勅51-9 伏見若宮親王宣下女房奉書案 1巻　
勅51-10-1～3 女房奉書案 3通　
勅51-11 霊元天皇勅書写 1通　
勅51-12 女房奉書写 1通　
勅51-13 女房奉書等写 1冊　
勅51-14 女房奉書案写 * 1冊　
勅51-15 女房奉書案写 * 1冊　
勅51-16 女房奉書案写 1冊　
勅51-17 東山上皇女房奉書案 * 1冊　
勅51-18 女房奉書案 * 5冊　
勅51-19 女房奉書案 * 1冊　
勅51-20 女房奉書案 * 15冊　
勅51-21 御湯殿の上の日記抜書 * 1冊　
勅51-22 御湯殿の上の日記 * 1冊　
勅51-23 御湯殿の上の日記 * 12冊　
勅52-1 三ヶ重事抄 1冊　
勅52-2 御元服部類記 1冊　
勅52-3 御幸始布衣始等部類記　(継塵記抜書) 1冊　
勅52-4 院中事抄出記御幸始部類記 1冊　
勅52-5 東宮御軽服部類　園太暦等 1冊　
勅52-6 吉口伝目録 1冊　
勅52-7 貫首秘抄 1冊　
勅52-8 勘録抄 3冊　
勅52-9 枝葉抄 1冊　
勅52-10 門跡譜 1冊　
勅52-11 後宮譜 1冊　
勅52-12 後七日法続紙 8冊（内6冊）　
勅52-12 後七日法続紙 8冊（内2冊）　
勅52-13 天台座主記 1冊　
勅52-14 緇徒経歴職 1冊　
勅52-15 内裏式 1冊　
勅52-16 神皇正統記 1冊　
勅52-17 続神皇正統記 1冊　
勅52-18 天地人集 1折　
勅52-19-1・2 藤原氏系図 2折　
勅52-20 宣胤卿記抄出 1冊　
勅52-21 十七条憲法并法明抄 1冊　
勅52-22 都遷次第并国名風土記 1冊　
勅52-23 都遷次第并国名風土記 1冊　
勅52-24 出雲国風土記 1冊　
勅52-25 作庭記 1冊　
勅52-26 秘府略　巻八百六十四 1冊　
勅52-27 青雲図賛 1冊　
勅53-1 本朝世紀　【権記・小右記】 27冊　
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勅53-2-1～6 小右記 6冊　
勅53-3-1～18 権記 18冊　
勅53-4 水左記 4冊　
勅53-5-1・2 大記 2冊　
勅53-6 九民記　(御産部類記巻十一) 1冊　
勅53-7 中右記 1冊　
勅53-8-1～4 重憲記 4冊　
勅54-1 本朝世紀 20冊　
勅54-2 李部王記 1冊　
勅54-3 九暦 1冊　
勅54-4 権記 1冊　
勅54-5 大宮右府記 　
勅54-5 法住寺相国記　附大宮右府記 1冊　
勅54-6-1～4 法成寺摂政記　(御堂関白記) 4冊　
勅54-7-1～7 春記 7冊　
勅54-8 師実公記 1冊　
勅54-9-1～7 帥記 7冊　
勅54-10-1～5 師通公記 5冊　
勅54-11 匡房卿記 1冊　
勅54-12 知足院関白記 1冊　
勅54-13 忠通公記 1冊　
勅54-14 重憲記 1冊　
勅54-15 中内記 1冊　
勅54-16 山槐記 1冊　
勅55-1 殿記　建仁四年　任大臣並大饗 1冊　
勅55-2 宮槐記　節会部類 1冊　
勅55-3 定嗣卿記　長方卿記・顕時卿記合綴　(葉黄記) 1冊　
勅55-4 宗雅卿記　四条天皇御元服 1冊　
勅55-5-1～15 葉黄記 15冊　
勅55-6-1～3 吉黄記　(経俊卿記) 3冊　
勅55-7 顕朝卿記 1冊　
勅55-8 妙槐記 1冊　
勅55-9 延暦寺大講堂供養記　弘安八年元徳二年大外記良季記 1冊　
勅55-10 弘安九年正月記 1冊　
勅55-11 吉槐記 1冊　
勅55-12 後称念院関白記 1冊　
勅55-13 成恩寺関白記 1冊　
勅55-14 東山左府記 1冊　
勅55-15 九条年中行事 1冊　
勅56-1 行幸行啓記 1冊　
勅56-2 石清水行幸記　弘長二年三月資季卿記 1冊　
勅56-3 御方違行幸記　文永八年五月公種卿記 1冊　
勅56-4 行幸御幸日数記 1冊　
勅56-5 天皇御元服部類記　大治四年・久安六年・嘉応三年・建久元年 1冊　
勅56-6 花園天皇御元服記 1冊　
勅56-7 東宮御元服記 7冊　
勅56-8 花園天皇御脱屣記　文保二年資朝卿記 1冊　
勅56-9 仙洞御移徙部類記 12冊　
勅56-10 春日社御幸記 1冊　
勅56-11 伏見上皇御幸記　公衡公記 1冊　
勅56-12 諸院宮御移徙部類記　寛喜二年八月経高卿記 1冊　
勅56-13 後白河上皇御落飾記　成頼卿記 1冊　

勅56-14
後白河上皇御出家以後記　(成頼卿記)(後白河院御落飾之後御懺
法御仏供養記)

1冊　

勅56-15 後嵯峨上皇御出家以後記　経俊卿記 1冊　
勅56-16 後高野御室御出家記　(仁和寺宮御出家記) 1冊　
勅56-17 玄輝門院御落飾部類記 1冊　
勅56-18 後深草法皇御悩御祈記　嘉元二年七月実雄公記 1冊　
勅56-19 上皇御錫紵部類記 1冊　
勅56-20 後深草法皇御凶事記　嘉元二年七月実雄公記 1冊　
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勅56-21 伏見法皇御凶事後記　隆蔭卿記 1冊　
勅56-22 西園寺一切経供養記 3冊　
勅56-23 御産部類記 8冊　
勅56-24 昭訓門院御産記　第三乾元二年 1冊　
勅56-25 広義門院御産記 5冊　
勅56-26 菊花御宴記 1冊　
勅56-27 小右記 1冊　
勅56-28 長徳四年正月二月記　権記 1冊　
勅56-29 権記 2冊　
勅56-30 台記 1冊　
勅56-31 山槐記 6冊　
勅56-32 公氏卿記 1冊　
勅56-33 明月記抄　歌道事 1冊　
勅56-34 資実卿記裏書 1冊　
勅56-35 顕朝卿記 1冊　
勅56-36 院中年始儀記　隆行卿記 1冊　
勅56-37 和歌合次第　(袋草紙遺編) 1冊　
勅59-1-1 霊元天皇御製集御初稿 3冊　
勅59-1-2-1～16 公事部類　寛治～永久 16冊　
勅59-1-3 天皇御元服式 1冊　
勅59-1-4 古官庫歌書目録 1冊　
勅59-2-1 霊元天皇御口勅 1通　
勅59-2-2 任大将勘例 1通　
勅59-2-3-1・2 越清花上首任大将例 2綴　
勅59-2-4-1～10 小番交名 10通　
勅59-2-5 李部王記 1包　
勅59-2-6 御湯殿上日記抜書 1通　
勅59-2-7 園太暦抜書　延慶四年二月二十五日 1通　
勅59-2-8 霊元天皇御口勅 1通　
勅59-2-9 霊元天皇立親王以前御名の事奉答状 1通　
勅59-2-10 霊元上皇尊号御辞表写 1通　
勅59-2-11 着到連歌 1通　
勅59-2-12 写経敷紙 1通　
勅59-3-1-1～4 御文庫記録目録 4冊　
勅59-3-2-1～10 公事御書続 13冊　
勅59-3-3-1～12 公事諸記御抄 12冊　
勅59-3-4-1～12 公事部類　(公事御抄録) 12点　
勅59-3-5 譲位後御幸始例 1冊　
勅59-3-6 和歌会部類記御抜書 1冊　
勅59-3-7 禁中年中御作法　(中御門天皇御記) 1冊　
勅59-3-8 当時年中行事御写 1通　
勅59-3-9 年中行事 1冊　
勅59-3-10 年中行事御抜書 1冊　
勅59-3-11 勅問並申詞等御控 1冊　
勅59-3-12 改元年号並将軍院号勅問申詞御控 1冊　
勅59-3-13 闕里誌 1冊　
勅59-4-1 花園院並後円融院宸記御抜書 1冊　
勅59-4-2 中右記御抜書 1冊　
勅59-4-3 書々御抜書　水鏡大鏡 1冊　
勅59-4-4 竹林院左大臣一上出家御抜書 1通　
勅59-4-5 任大臣節会勘例 1通　
勅59-4-6 御湯殿上日記御抜書 1冊　
勅59-4-7 御湯殿上日記御抜書 1冊　
勅59-4-8 番衆所日記御抜書 1冊　
勅59-4-9-1～6 例幣放生会等凶事延引勘例 9通　
勅59-4-10-1～6 霊元法皇崩御凶事勘物 6通　
勅59-4-11-1～6 護持僧以下勘物 6通　
勅59-4-12 宸筆御八講勘例 1通　
勅59-4-13-1～14 御八講条々勘物 14通　
勅59-4-14 白馬節会中間入御勘例 1通　
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勅59-4-15-1～3 白馬節会左下﨟右上﨟勘例 3通　
勅59-4-16 内侍所御神楽所作勘例 1通　
勅59-4-17 里内御同所御譲位受禅勘例 1通　
勅59-4-18 御受禅即位月日勘例 1通　
勅59-4-19 御元服並受禅譲位勘例 1通　
勅59-4-20 家会始御製申請勘例 1通　
勅59-4-21 細長勘物 1通　
勅59-4-22 裘袋勘物　附勘例 1通　
勅59-4-23 懺法講大臣不参早出勘例 1通　
勅59-4-24-1～3 法務長者並加任勘例 3通　
勅59-4-25 近衛家諸大夫上階勘例 1通　
勅59-5-1 天皇御謚勘例 1通　
勅59-5-2 東宮拝礼勘例 1通　
勅59-5-3 印璽典故 1通　
勅59-5-4 例幣使延引等勘例 1通　
勅59-5-5 例幣使中止並延引勘例 1通　
勅59-5-6 春日祭以下御再興目録 1通　
勅59-5-7 御湯殿上日記御抜書 1通　
勅59-5-8 白馬踏歌節会事御抜書 1通　
勅59-5-9 鳥羽天皇皇子皇女御生母以下御抜書 1通　
勅59-5-10 蹴鞠条々大概御抜書 1通　
勅59-5-11 中御門天皇女房奉書案 1通　
勅59-5-12 近衛家煕御読書始勘例 1通　
勅59-5-13 近衛家煕御読書始勘例 1通　
勅59-5-14 近衛家煕壺切御剣勘物 1通　
勅59-5-15 近衛家煕節分以前被用旧年勘例 1通　
勅59-5-16 年官年爵宣旨写 1通　
勅59-5-17 宣旨請印等勘物 1通　
勅59-5-18 近衛家煕法隆寺古印勘物 1通　
勅59-5-19 近衛家煕鋳印勘物 1通　
勅59-5-20 興福寺一乗院系図 1通　
勅59-5-21 一乗院門跡興福寺別当還補勘例 1通　
勅59-5-22 興福寺一乗院大乗院本願勘物 1通　
勅59-5-23 興福寺并諸堂回禄勘例 1通　
勅59-5-24 興福寺回禄勘例 1通　
勅59-5-25 興福寺回禄勘例 1通　
勅59-5-26 興福寺回禄勘例 1通　
勅59-5-27 詔書覆奏勘物 1通　
勅59-5-28-1・2 歌集御抜書 2冊　
勅59-5-29 禁秘抄御写 1包　
勅59-5-30 千字文御写 1包　
勅59-5-31-1・2 諸社祭参役交名 2冊　
勅59-6-1 孝明天皇御尊号 4幅　
勅59-6-2 孝明天皇山陵図 2幅　
勅59-6-3 親子内親王御短冊 6通　
勅59-6-4 親子内親王御和歌 3通　
勅59-6-5 済仁法親王御和歌 1通　
勅59-7-1 京極宮二品宣下拝賀次第 2通　
勅59-7-2 続日本後記抜書　(続日本後紀抜書) 1通　
勅59-7-3 朝覲行幸御服等勘例写 1冊　
勅59-7-4 父大臣祖父摂関人任権大納言勘例 1通　
勅59-7-5 権大納言還任辞退勘例写 1綴　
勅59-7-6-1～6 内印以下勘物 10点　
勅59-7-7 御記録書籍目録 1通　
勅59-7-8 御記録書籍目録 1冊　
勅59-7-9 本朝世紀新写及年考目録 2綴　
勅59-7-10 五節詞書写 1包　
勅59-7-11 五節御屏風詞書写 13枚　
勅59-7-12 五節句御屏風色紙形寸法書并目録 1包　
勅59-7-13 重菊御紋図 1鋪　
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勅59-7-14 大内裏図 1冊　
勅59-8-1 北山殿十種供養散状写 1通　
勅59-8-2 公里笙聞書 1通　
勅59-8-3 琵琶献上御覚書 1通　
勅59-8-4 箏譜御目録 2通　
勅59-9-1-1～7 宸記御抄 1挟　
勅59-9-2 桜町天皇女房奉書写 1通　
勅59-9-3 連歌 2通　
勅59-9-4 御湯殿上日記抄 4括　
勅59-9-5 諒闇例幣前三日事勘例 1通　
勅59-9-6 御冠装束勘物 1通　
勅59-9-7 後水尾上皇御幸例書 1通　
勅59-9-8 衰日勘例 2通　
勅59-9-9-1・2 心意情之事御記等 2通　
勅59-9-10 桃源故事 1通　
勅59-9-11 へんつき 1包　
勅59-9-12 坊城俊将八卦書付 1通　
勅59-9-13 後柏原天皇宸記抄 1通　
勅60-1-1 竜笛譜 2帖　
勅60-1-2 琵琶譜 1冊　
勅60-1-3 狛近真陵王譜裏書御写 1通　
勅60-1-4 琵琶相承系図 2通　
勅60-1-5 享保御楽帳　享保七～十年 1冊　
勅60-1-6 催馬楽美濃山之歌古譜 1巻　
勅60-1-7 今様蓬莱山歌古譜 1巻　
勅60-2-1 万歳楽笛譜 1通　
勅60-3-1 秦箏譜 2冊　
勅60-3-2 鳳鳴譜 2冊　
勅60-3-3 鳳管譜 2巻　
勅60-3-4 夜鶴庭訓抄 2巻　
勅60-3-9-1～3 鳳凰管譜 5折　
勅60-4-1 案譜法 1通　
勅60-4-2 俗楽二十八調図 1鋪　
勅60-4-3 舞楽部類及琵琶譜 2冊　
勅60-4-4-1～3 箏譜御覚書 3通　
勅60-4-6 箏譜 1包　
勅60-4-7-1・2 朗詠嘉辰付物箏譜 2通　
勅60-4-8 文廟礼楽考 1巻　
勅60-4-9 正親町天皇楽曲伝授御消息 3通　
勅60-4-10-1・2 琴律箏繋爪出典 2巻　
勅60-4-11-1・2 楽曲目録及楽譜 4通　
勅60-4-12 楽書御目録 1通　
勅60-4-13-1・2 楽譜 8点　
勅60-4-14 五常楽急笙譜 1通　
勅60-4-15 琵琶譜 1通　
勅60-4-16 老君子笛譜 1枚　
勅60-4-17 箏譜 1通　
勅62-1 古今伝授用御香 1片　
勅62-2 古今伝授用御土器 8枚　
勅62-3 古今伝授用御土器 4枚　
勅62-4 古今伝授用御土器 4枚　
勅62-5 古今伝授用御土器 8枚　
勅62-6 柿本人麿神影 1幅　
勅62-7 柿本人丸神影 1幅　
勅62-8-1-1 歌道御教誡 1通　
勅62-8-1-2-1・2 切紙事 2冊　
勅62-8-1-3 切紙御覚書 1冊　
勅62-8-1-4 伝心集 1冊　
勅62-8-1-5-1～3 古今事 3冊　
勅62-8-1-6 古秘抄 1冊　
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勅62-8-1-7 古今伝授切紙集 1冊　
勅62-8-1-8-1～3 古今集伝授目録御写 3通　
勅62-8-1-9 古今集伝授礼物目録御写 1通　
勅62-8-1-10-1・2 古今集相伝之箱入目録 2通　
勅62-8-1-11 古今伝授目録 1枚　
勅62-8-1-12 古今伝授書類目録 1通　
勅62-8-1-13 伝授掟案御写 1通　
勅62-8-1-14-1・2 古今伝授座敷構図 2鋪　
勅62-8-1-15 宗祇切紙雛形 2枚　
勅62-8-1-16 三条実隆和歌御写　(三条西） 1通　
勅62-8-1-17 細川幽斎短冊御写 1枚　
勅62-8-1-18 古今集大事 1通　
勅62-8-1-19 古今伝授覚書類 1通　
勅62-8-1-20-1～15 古今伝授切紙類 19通　
勅62-8-2-1 内外口伝歌 1巻　
勅62-8-2-2 歌道相伝人数並分量等ノ事 1枚　
勅62-8-2-3-1～4 古今伝授切紙 4通　
勅62-8-2-4-1～10 古今伝授古秘記御写 13点　
勅62-8-2-5-1～10 宗祇切紙御写 10点　
勅62-8-2-6-1～15 宗訊伝受古今集切紙等御写 15通　
勅62-8-2-7-1～4 近衛尚通古今伝授切紙御写 31通　
勅62-8-2-8-1～24 古今伝授切紙御写 24点　
勅62-8-2-9-1・2 近衛尚通筆歌学書御写　(六巻抄・定家物語) 2巻　
勅62-8-2-10 前内府切紙御写 1通　
勅62-8-2-11 三条西実隆古今状二通包紙 1枚　
勅62-8-2-12 後西天皇古今伝授書案 2通　
勅62-8-2-13 神道大意 1巻　
勅62-8-2-14-1～15 古今伝授書類御写 16通　
勅62-8-2-15-1・2 古今伝授切紙 2通　
勅62-8-2-16 古今伝授灌頂用神号並掛袋様式 3点　
勅62-8-2-17 東常縁消息御写 1巻　
勅62-8-2-18-1・2 三条西公条宛消息写 2通　
勅62-8-2-19 日野弘資古今秘事伺状 1通　
勅62-8-2-20 映于二丘二谷之間ノ釈 1通　
勅62-8-2-21 昨日華山隈折花ノ釈 1枚　
勅62-8-2-22 肖柏署名花押写 1枚　
勅62-8-2-23 古今伝授懸守袋 1口　
勅62-8-2-24-1～5 古今伝授切紙 5巻　
勅62-8-2-25 諸家古今伝授目録写 1巻　
勅62-8-2-26 古今集和歌不審条々 1巻　
勅62-8-2-27 かほ鳥考 1通　
勅62-8-2-28 近衛尚通消息 5通　
勅62-8-2-29 伊勢物語古今集伝受事書御写 1通　
勅62-8-2-30 神代記註等 1冊　
勅62-8-2-31 御小張紙 1通　
勅62-8-2-32 御小札 1通　
勅62-9-1-1 細川幽斎古今集講釈日並覚書御写 1通　
勅62-9-1-2-1～3 古今集聞書 3冊　
勅62-9-1-3 智仁親王古今集御講釈日並覚書 2通　
勅62-9-1-4 古今集御聞書 1冊　
勅62-9-1-5-1・2 古今集講釈覚書 2通　
勅62-9-1-6-1～4 古今伝授目録御写 4通　
勅62-9-1-7-1～4 古今伝授諸秘事 4通　
勅62-9-1-8 三種神器之事 1通　
勅62-9-1-9 神道秘事 4通　
勅62-9-1-10-1～9 和歌諸事 9点　
勅62-9-2-1 古今伝授正直二通神号並懸守袋製法図 3点　
勅62-9-2-2 古今伝授正直二通神号書式並懸守袋製法図 3点　
勅62-9-2-3 古今伝授懸守袋並正直神号 3点　
勅62-9-2-4 古今伝授切紙 18通　
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勅62-9-2-5 古今伝授切紙 6通　
勅62-9-2-6 古今伝授切紙御写 9通　
勅62-9-2-7 十継 1巻　
勅62-9-2-8 徳大寺公信進献古今伝授切紙 9通　
勅62-9-2-9 夢菴宗訊相伝古今集切紙等 21通　
勅62-9-2-10 内外口伝歌並六首秀逸写 1巻　
勅62-9-2-11 内外口伝歌並六首秀逸写 1巻　
勅62-9-2-12 前内府古今伝授切紙目録御写 1通　
勅62-9-2-13 後水尾天皇御消息 1通　
勅62-9-2-14 宗祇宛古今伝授誓紙御写 1通　
勅62-9-2-15 古今伝授書類 * 15通　
勅62-9-2-16 道晃親王古今伝受御誓状御写 * 2通　
勅62-9-2-17 古今伝授座敷構図並机寸法書 * 3点　
勅62-9-2-18 古今伝授座敷構図 * 1鋪　
勅62-9-2-19 古今伝授秘抄 1冊　
勅62-9-2-20 古今伝授秘抄 1冊　
勅62-9-2-21 伊勢源氏古今伝授秘抄 1冊　
勅62-9-2-22 近衛流古今伝授秘抄 1冊　
勅62-9-2-23 古今伝授秘抄 1帖　
勅62-9-2-24 古今声句相伝聞書 1冊　
勅62-9-2-25 八雲神詠秘抄 1帖　
勅62-9-2-26 古今集注 1冊　
勅62-9-2-27 古今伝授御備忘 1冊　
勅62-9-2-28 古今集註御備忘 1冊　
勅62-11-1-1-1～7 古今伝授御書類 13点　
勅62-11-1-2-1～6 古今集聞書　(六巻抄) 6巻　
勅62-11-1-3-1～5 古今集聞書　(耕雲聞書序注) 5綴　
勅62-11-1-4-1～3 古今集御聞書 3冊　
勅62-11-1-5-1～10 古今集聞書　（古今抄延五記) 10冊　
勅62-11-1-7-1～3 古今集聞書　(古聞) 3冊　
勅62-11-1-8 古今集肖柏注 1冊　
勅62-11-1-9 古今集顕昭注 1冊　
勅62-11-1-10 袋草子等抄出 1冊　
勅62-11-2-1 古今集真名序 1巻　
勅62-11-2-2 古今序秘注 1冊　
勅62-11-2-3 古今集真名序御写 1冊　
勅62-11-2-4 古今集真名序 1冊　
勅62-11-2-5 古秘抄 1冊　
勅62-11-2-6 古秘抄 1冊　
勅62-11-2-7 慶長五年寛永二年明暦三年三度古今集講尺御日割書 1冊　
勅62-11-2-8-1～9 古今伝授書類御写 11点　
勅63-1-1-1 明疑抄 1帖　
勅63-1-1-2-1～5 一歩抄 5冊　
勅63-1-1-3 霊元天皇御備忘書 7点　
勅63-1-1-4-1～3 霊元天皇三条西実教御問答状 3通　
勅63-1-1-5 古今和歌集真名序 1冊　
勅63-1-1-6 古今和歌集 1冊　
勅63-1-2-1 古今和歌集秘事阿古根浦口伝 1冊　
勅63-1-2-2 古今序聞書 1冊　
勅63-1-2-3 古今集聞書　月之上下 2冊　
勅63-1-2-4-1～4 古今集両度聞書 4冊　
勅63-1-2-5 古今集聞書　(六巻抄) 1冊　
勅63-1-2-6 古今集聞書 1冊　
勅63-1-2-7-1～3 顕注密勘抄　尊藤丸写 3冊　
勅63-1-2-8 顕注密勘　(古今集秘抄) 1冊　
勅63-1-2-9-1～10 延五記 10冊　
勅63-1-2-10 和歌略密抄 1冊　
勅63-1-2-11 勅撰集真名序 1冊　
勅63-1-2-12 古今集真名序等聞書 1冊　
勅63-1-2-13 古今集等和歌聞書　(僻案抄) 1冊　
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勅63-1-2-14 三部抄口伝 1冊　
勅63-1-3-1-1・2 三部抄御切紙 4通　
勅63-1-3-2-1～4 三部抄御切紙 4通　
勅63-1-3-3 前和歌得業生柿本貫躬事 1通　
勅63-1-3-4-1・2 源氏三ヶ大事 4点　
勅63-1-3-5-1・2 源氏三ヶ大事 4点　
勅63-1-3-6-1・2 伊勢物語三ヶ之口伝 2通　
勅63-1-3-7 伊勢物語三ヶ大事御写 1通　
勅63-1-3-8-1～3 連歌切紙等 3通　
勅63-1-4-1 三条西実枝(実澄)古今伝授書奥書写 1通　
勅63-1-4-2 三条西公国古今伝受証明状写 1通　
勅63-1-4-3 三条西実条古今伝受誓紙写 1通　
勅63-1-4-4-1・2 細川幽斎古今伝授書類御写 2通　
勅63-1-4-5 中院通勝古今伝受誓紙御写 1通　
勅63-1-4-6 島津義久古今伝受誓状御写 1通　
勅63-1-4-7 古今伝授座敷構書 1通　
勅63-1-4-8 古今集注巻初抄出 1巻　
勅63-1-4-9 紀氏系図 1通　
勅63-1-4-10 三条西実枝(実澄)古今伝授証明状写 1通　
勅63-1-4-11 三条西公国古今伝受誓紙写 1通　
勅63-1-4-12 細川幽斎古今伝受誓紙写 1通　
勅63-1-4-13 八条宮智仁親王古今伝受御誓紙写 1通　
勅63-1-4-14 和歌之条々 1巻　
勅63-1-4-15-1・2 古今伝授日時書類 2通　
勅63-1-4-16 飛鳥井雅章書状 1通　
勅63-1-4-17 道晃法親王御詠草 1巻　
勅63-1-4-18 飛鳥井雅章詠草写 1冊　
勅63-1-4-19 能書七ヶ灌頂 1巻　
勅63-1-4-20 史記巻廿三、廿四列伝抄出 1通　
勅63-1-4-21 文選読方書類 2通　
勅63-1-4-22 実雄書状 1通　
勅63-2-1-1 古今和歌集真名序 1冊　
勅63-2-1-2-1～9 臼井胤栄古今伝授切紙並証明状 12通　
勅63-2-1-3-1～12 古今集和歌之伝 12通　
勅63-2-1-4 切紙口伝条々 1通　
勅63-2-1-5 八雲神詠并化現極秘 1冊　
勅63-2-2-1～6 古今集聞書　(六巻抄) 6巻　
勅63-3-1-1 古今和歌集真名序 1冊　
勅63-3-1-2 古今和歌集真名序 1冊　
勅63-3-1-3 古今序聞書抄 1冊　
勅63-3-1-4 古今和歌集真名序聞書 1冊　
勅63-3-1-5 古今集序聞書 1冊　
勅63-3-1-6 二条為忠古今集序注 1帖　
勅63-3-1-7 古今集序注 1冊　
勅63-3-1-8 古今集序注 1冊　
勅63-3-1-9 古今集序大意 1帖　
勅63-3-1-10 古今和歌集 1帖　
勅63-3-1-11-1・2 古今和歌集　版本 2冊　
勅63-3-1-12-1・2 古今和歌集抄　(古今抄延五記) 2冊　
勅63-3-1-13 古今集秘事諸抄 1冊　
勅63-3-1-14 古今集聞書並和歌抄 1冊　
勅63-3-1-15 古今集聞書 1帖　
勅63-3-1-16 古今集聞書 1冊　
勅63-3-1-17 古今集聞書　(古今魚魯秘抄) 1冊　
勅63-3-1-18 僻案抄 1帖　
勅63-3-1-19 古今集釈義 1冊　
勅63-3-1-20 古今和歌集注　(古今和歌集両度聞書) 1冊　
勅63-3-2-1-1～6 古今集両度聞書 6冊　
勅63-3-2-2-1～3 古今集註類聚 11冊（内3冊）　
勅63-3-2-2-4～11 古今集註類聚 11冊（内8冊）　
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勅63-3-2-3 古今和歌集相伝血脈次第 1帖　
勅63-3-2-4-1～8 古今血脈抄 8冊　
勅63-3-2-5 古今集秘事阿古根浦口伝 1冊　
勅63-3-2-6 古今集作者部類 1冊　
勅63-3-2-7 古今集作者部類　附歌員数事 1冊　
勅63-3-2-8 古今集作者清濁読様 1冊　
勅63-3-2-9 新撰和歌集 1帖　
勅63-3-2-10 毛詩序環翠口義 1冊　
勅63-3-2-11 毛詩序抄 1冊　
勅63-3-2-12 張札 1枚　
勅63-4-1 古今集聞書 4冊　
勅63-4-2 古今集御講案 4冊　
勅63-4-3 古今和歌集聞書 1包　
勅63-4-4 伝心集 1冊　
勅64-1-1 古今伝授神事座敷構図 1通　
勅64-1-2 古今伝授用懸守袋裏地浅黄絹残片 1枚　
勅64-1-3 古今伝授神事座敷構及懸守袋御拵寸法書并懸守袋雛形 2点　
勅64-1-4 古今伝授懸守袋御拵残裂并用具 2点　
勅64-1-5 古今伝授用白絹懸守袋並水浅黄絹 3点　
勅64-1-6 古今伝授用御品 13点　
勅64-2-1 光格天皇古今伝授御誓紙 1通　
勅64-3-1 後桜町天皇古今伝授御書付 3点　
勅64-3-2 古今伝授切紙形 2枚　
勅64-3-3 後桜町天皇手仁遠波切紙御書付 1包　
勅64-4-1 古今伝授御備忘並懸守袋裂　安永三年九月 2通　
勅64-4-2 手仁遠波伝授御控　安永四年五月 3通　
勅64-4-3 伝授用紙雛形及残紙 2包　
勅64-4-4 御小札 1枚　
勅64-5-1 古今集聞書 1包　
勅64-5-2 古今集聞書 1包　
勅64-5-3 古今集聞書 1包　
勅64-6-1 金地極彩色末広 1握　
勅64-7-1 古今和歌集 2帖　
勅64-8-1 有栖川宮職仁親王古今伝授御切紙 18通　
勅64-8-2 有栖川宮職仁親王古今伝授御切紙 6通　
勅64-8-3 古今伝授懸守神号並袋之式 2枚　
勅64-8-4 伝心抄 2冊　
勅64-9-1 近衛内前古今伝授誓状 1通　
勅64-9-2 烏丸光胤古今伝授誓状 1通　
勅64-9-5 織仁親王三部抄伝受御誓状 1通　
勅64-9-6 和歌天仁葉伝受誓状 5通　
勅64-10-1 古今伝授懸守袋並神号書式 2点　
勅64-11-1 後桜町天皇手仁遠波三部抄伊勢物語切紙御伝受日付御覚 1通　
勅64-11-2 後桜町天皇御伝受伊勢物語切紙 1通　
勅64-11-3 後桜町天皇御伝受三部抄切紙 4通　
勅64-11-4 職仁親王御和歌 1通　
勅64-11-5 三部抄伊勢物語切紙並包紙御雛形 2通　
勅64-11-6 三部抄伊勢物語切紙御寸法書 1通　
勅64-11-7 職仁親王御伝授手仁遠波切紙 1通　
勅64-11-8 天仁葉伝授御備忘 1通　
勅64-11-9 伝授書類入器御覚 1通　
勅64-12-1 古今伝授抄 6冊　
勅64-12-2 古今集聞書 1冊　
勅64-12-3 古今集聞書 3冊　
勅64-12-4 古今集聞書 3冊　
勅64-12-5 古今伝授切紙 24通　
勅64-12-6 古今集灌頂口伝 1封　
勅66-1-1 古今伝授神事覚書写 3点　
勅66-1-2 古今伝授神事敷紙 1鋪　
勅66-1-3 柳打枝 4本　
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勅66-1-4 桃桑柳打枝並枇杷実 1包　
勅66-1-5 古今伝授用懸守袋雛形 1口　
勅66-1-6 古今伝授用懸守袋雛形 1口　
勅66-1-7 古今伝授用懸守袋製作残品 5点　
勅66-1-8-1・2 古今伝授懸守袋用残紐並同寸法書 7点　
勅66-1-9 古今伝授懸守袋裁縫用鏝 1挺　
勅66-1-10-1・2 古今伝授懸守袋裁縫用物差及鋏 2点　
勅66-1-11 古今伝授懸守袋用紐及針 5本　
勅66-1-12 付札 2通　
勅66-2-1 桜町天皇延享御百首 1冊　
勅66-2-2-1～13 延享応制百首和歌 13冊　
勅66-3-1-1～5 神楽譜 5通　
勅66-3-2-1・2 神楽笛譜 2通　
勅66-3-3-1～5 神楽譜等 5通　
勅66-3-4 神楽和琴譜 1包　
勅66-3-5 神楽譜所用畳紙 2帖　
勅66-3-6 檜扇 1握　
勅66-3-7 豊受大神宮神主解 1通　
勅66-3-8 光格天皇御名字勘文 1通　
勅66-3-9-1・2 光格天皇御名字事 2通　
勅66-3-10 仙宮七社遷宮祝詞写 1通　
勅66-3-11 新羅明神神詠 1通　
勅66-3-12 梅宮社御神体考 1通　
勅66-3-13 要中臣祓 2通　
勅66-3-14 神楽早韓神笛譜 1通　
勅66-3-15 神楽笛仮名譜 1包　
勅66-3-16 要祓 1通　
勅66-3-17 奉幣次第並祓祝詞 6通　
勅66-3-18 後院御鎮守神名覚 1通　
勅66-4-1 即位灌頂口伝 3通　
勅66-4-2 即位灌頂秘説 1折　
勅66-4-3 即位灌頂秘説 1巻　
勅66-4-4-1・2 即位灌頂書類 3通　
勅66-4-5 御即位日神秘御伝受御下問状写 1通　
勅66-4-6-1・2 御部類記等御目録 2通　
勅66-4-7 即位灌頂所作次第 1通　
勅66-4-8 即位灌頂取要書 3通　
勅66-4-9 二条綱平御即位灌頂披露状 1通　
勅66-4-10 即位灌頂秘義 1通　
勅66-4-11-1・2 貞享四年即位灌頂御日記　(霊元天皇宸記) 2点　
勅66-4-12-1～4 即位灌頂印明事抜書 4点　
勅66-4-13 御即位灌頂伝授奏進例 5通　
勅66-4-14-1～4 御即位灌頂内奏状 4点　
勅66-5-1 後奈良天皇御即位御消息写 2通　
勅66-5-2 伏見天皇宸記御抄出 1通　
勅66-5-3 後福照院関白消息 1巻　
勅66-5-4-1～5 即位灌頂秘事書類 5通　
勅66-6-1 能書方秘事 2通　
勅66-6-2 能書方七箇条誓状式 2通　
勅66-6-3 額字口伝 1通　
勅66-6-4-1・2 能書方書類 2点　
勅66-6-5 和歌書様事 1巻　
勅66-6-6 袖注書様事 1通　
勅66-6-7 和歌書様事 1巻　
勅66-6-8-1・2 願文書様事 2通　
勅66-6-9 和歌書様事 1巻　
勅66-6-10-1～3 額口伝 3点　
勅66-6-11-1・2 額字御覚書並御下書 2点　
勅66-6-12 近衛家煕額字二品真敬親王書消息 1通　
勅66-6-13 額字等御目録 1通　
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勅66-6-14-1～3 能書御伝授礼物御尋御書状 3通　
勅66-6-14-1 霊元天皇御書状 1通　
勅66-6-14-2 霊元天皇御書状 1通　
勅66-6-14-3 霊元天皇関白御問答状 1通　
勅66-6-15 和歌等書様事 1紙　
勅66-6-16 尊賞法親王天仁遠波伝授御誓状 1通　
勅66-7-1 即位灌頂伝授者交名 1冊　
勅66-7-2 近衛家久即位灌頂仮名消息 1通　
勅66-7-3 後福照院関白即位秘密消息透写 1巻　
勅66-7-4 中御門天皇即位灌頂仮名御消息 1通　
勅66-7-5 歴代即位灌頂伝授者交名 5通　
勅66-8-1 采女覚之次第 1帖　
勅66-8-2 神膳御供進御次第 1通　
勅66-8-3 大嘗祭御祈請文 1通　
勅66-8-4 御神楽之事 2通　
勅66-8-5 大嘗宮指図 1鋪　
勅66-8-6-1～3 元文三年大嘗祭次第 3点　
勅66-8-7-1・2 大嘗祭御祈請文並同神饌後采女申詞 2通　
勅66-8-8 神食薦御食薦等寸尺 1通　
勅66-8-9-1～4 大嘗祭本杓調様並故実等 4通　
勅66-8-10-1・2 由之御拝御次第並御作法 2通　
勅66-8-11 紅黄唐紙小片 1包　
勅66-8-12-1～11 四方拝書類 18点　
勅66-8-13-1～3 禁中極秘書 3冊　
勅66-8-14 廿二社次第 1通　
勅66-8-15-1～6 四方拝次第 7点　
勅66-8-16-1・2 大嘗祭神膳次第 2冊　
勅66-8-17 毎朝御拝之事 1通　
勅66-8-18 禁裏毎朝御拝之事 1通　
勅66-8-19 毎朝御拝之事 2通　
勅66-8-20 内侍所御神楽並毎朝御拝作法 1冊　
勅66-8-21 由奉幣御祝詞 1通　
勅66-8-22 弘法大師之語並大神宮訖宣御詞　(弘法大師之語並大神宮託宣 1通　
勅66-8-23-1・2 神社次第 2通　
勅66-8-24 星名字之事 2通　
勅66-8-25 内侍所御神楽記 1通　
勅66-8-26 御拝次第 2通　
勅66-8-27 三種神祇五重秘訣 1巻　
勅66-8-28-1・2 天満天神璽新写及神筆透写 2点　
勅66-8-30 毎日御拝之事 4通　
勅66-8-31 御代官次第笏紙 2通　
勅66-8-32-1～4 毎朝御拝次第 4通　
勅66-8-33 内侍所御拝御作法 1通　
勅66-8-34 内侍所御神楽 1冊　
勅66-8-35 神書 1冊　
勅66-8-36 神祇部類御草本 1冊　
勅66-8-37 神祇口決条々御草本 1冊　

勅66-8-38
日本書記神代巻口決並口決条々御草本　(日本書紀神代巻口決
並口決条々御草本)

1冊　

勅66-8-39 神祇部類御草本 1冊　
勅66-8-40 御編纂予定目録並神祇参考書目 2通　
勅66-8-41 十種御神宝状　五十音図添 1通　
勅66-8-42-1～4 四方拝書類 6通　
勅66-8-43-1 祓禊御拝類聚 1冊　
勅66-8-43-2 大嘗会神膳事 1冊　
勅66-8-43-3 神膳次第 1冊　
勅66-8-43-4 天神御実名口伝 1巻　
勅66-9-1 能書方口伝七ヶ条 1巻　
勅66-9-2 能書方口伝七ヶ条 1巻　
勅66-9-3 能書方口伝七ヶ条 1巻　
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勅67-1-1 後鳥羽天皇宸記 1巻　
勅67-1-2 後鳥羽天皇宸記難解字御留書 1通　
勅67-1-3 後鳥羽天皇宸記桐古箱 1合　
勅67-2-1～4 伏見天皇宸記 4巻　
勅67-3-1～6 皇代暦 6巻　
勅67-4 本朝皇胤紹運録 1巻　
勅67-5-1 後鳥羽天皇宸記 1冊　

勅67-5-2
順徳天皇御記　建保四五六年承久元二三年詩歌事　(詩歌御会部
類記)

1冊　

勅67-5-3-1～3 後深草天皇宸記 3冊　
勅67-5-4-1～12 伏見天皇宸記 12冊　
勅67-5-5-1～4 後伏見天皇宸記 4冊　
勅67-5-6 花園天皇宸記 30冊　
勅67-5-6-1～16 花園天皇宸記 16冊　
勅67-5-6-17～30 花園天皇宸記 14冊　
勅67-5-7 光厳院御記 1冊　
勅67-5-8-1～5 光明院御記 5冊　
勅67-5-9-1～3 後円融院御記 3冊　
勅67-5-9-1 後円融院御記　弘和元年二年御譲位之間事 1冊　
勅67-5-9-2 後円融院御記　元中元年正月十一月十二月 1冊　
勅67-5-9-3 後円融院御記　元中元年正月十一月十二月 1冊　
勅67-5-10 後小松天皇宸記　(御即位日神秘事) 2冊　
勅67-5-11 後柏原天皇宸記 6冊　
勅67-5-12 後奈良天皇宸記 3冊　
勅67-5-13-1・2 正親町天皇宸記 2冊　
勅67-5-14 後陽成天皇宸記 1冊　
勅67-5-15 駅鈴事 1冊　
勅67-5-16-1 女房の官品並衣の色々 1冊　
勅67-5-16-2 女房の官品の事春冬の衣の色々 1冊　
勅67-5-17-1・2 御神楽の事　(御湯殿上日記御抜書) 2冊　
勅67-5-18 親王元服記 1冊　
勅67-5-19 御産部類記　醍醐・朱雀・村上 1冊　
勅67-5-20 公事装束等　(公事装束抄) 1冊　
勅67-6-1 寛平御遺誡 1巻　
勅67-6-2 水無瀬殿霊験記 1巻　

勅67-6-3
八幡御幸御記　(後深草院天皇宸記・両院石清水御参籠御記・後
嵯峨院八幡御幸御記)

1巻　

勅67-6-4
八幡御幸御記　(後深草天皇宸記・後伏見天皇宸記・両院石清水
御参籠御記・延慶三年十月八幡御幸記)

1巻　

勅67-6-5 後深草天皇宸記　文永三年三月十二日　続古今竟宴之事 1巻　
勅67-6-6 後深草天皇宸記　正応三年御落飾 1巻　
勅67-6-7 後宇多天皇宸記 1巻　
勅67-6-8 伏見院院御所評定条々書 1巻　
勅67-6-9 後西天皇御消息 1通　
勅67-6-10 二条良基内奏状写 1巻　
勅67-6-11 御湯殿上日記御抜書 33点　
勅67-6-12 建武年中行事 1帖　
勅67-6-13 建武年中行事 1冊　
勅67-6-14 当時年中行事　(後水尾院当時年中行事) 1冊　
勅67-6-15 椿葉記 1冊　
勅67-6-16-1-1～4 一代要記 4帖　
勅67-6-16-2～4 竹製紙挟栞織物裂 3点　
勅67-6-17～18 名目鈔 2冊　
勅67-6-19 新写記録御目録 1冊　
勅67-6-20 宸記御目録 1通　
勅67-6-21 宸記御目録 1通　
勅68-1-1 鷖巣集　(鴎巣集) 1冊　
勅68-1-2 後水尾院御製集 1冊　
勅68-6-7-1 心底抄 2綴　
勅68-7-1-1-1～4 甲擔子御入記目録 4点　
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勅68-7-2-5 後花園天皇御製集 1巻　
勅68-7-3-1 詠歌大概抄 1巻　
勅68-7-3-2 詠歌大概 1巻　
勅68-7-3-3 伊勢物語伝授切紙 3通　
勅68-7-3-4 伊勢物語抄注 1通　
勅68-7-3-5 伊勢物語伝授切紙 3通　
勅68-7-3-6 伊勢物語伝授切紙 4通　
勅68-7-3-7 源氏物語伝授切紙 1巻　
勅68-7-3-8 源氏物語伝授切紙 3通　
勅68-7-3-9 源氏物語伝授切紙 3通　
勅68-7-3-10 源氏物語伝授切紙御写 2通　
勅68-7-3-11-1 源氏物語伝授切紙 3通　
勅68-7-3-11-2 源氏物語伝授切紙御写 1帖　
勅68-7-3-12 源氏物語伝授切紙御写 2通　
勅68-7-3-13 源氏物語伝授切紙 1通　
勅68-7-3-14 源氏物語伝授証明状御写 1通　
勅68-7-3-15 源氏物語伝授誓状御写 1通　
勅68-7-3-16 源氏物語伝授証明状御写 1通　
勅68-7-3-17 伊勢物語源氏物語伝授証明状御写 1通　
勅68-7-3-18 冷泉家和歌諸式秘抄 1巻　
勅68-7-4-1 詠歌大概抄 1冊　
勅68-7-4-2 詠歌大概抄 1帖　
勅68-7-4-3 詠歌大概抄 1冊　
勅68-7-4-4 詠歌大概抄 1冊　
勅68-7-4-5 詠歌大概御抄 1冊　
勅68-7-4-6 詠歌大概 1帖　
勅68-7-4-7 百人一首抄 1冊　
勅68-7-4-8-1・2 百人一首抄 2冊　
勅68-7-4-10 百人一首御抄 1冊　
勅68-7-4-11-1～4 百人一首秘伝書類 6点　
勅68-7-4-12 詠歌大概並百人一首 1冊　
勅68-7-4-13 百人一首詠歌大概未来記三種口伝 1冊　
勅68-7-4-14-1・2 伊勢物語愚案抄 2冊　
勅68-7-4-15-1・2 源氏物語 2冊　
勅68-7-4-16 源氏物語奥入 1冊　
勅68-7-4-17-1～5 源氏聴塵 5冊　
勅68-7-4-18 源語秘訣 1冊　
勅68-7-4-19-1・2 和漢朗詠集抄 2帖　
勅68-7-4-20-1・2 和漢朗詠集 2冊　
勅68-7-4-21 和漢朗詠集　上 1冊　
勅68-7-4-22-1・2 てには秘決 2冊　
勅68-7-4-23 発句切字事 1冊　
勅68-7-4-24 発句切字事 1冊　
勅68-7-4-25 聴言抄 1冊　
勅68-7-4-26 千首草 1冊　
勅68-7-4-27 勅撰和歌集略頌 1冊　
勅68-7-4-28 後撰拾遺両集抜書 1帖　
勅68-7-4-29-1・2 後撰和歌集聞書 2冊　
勅68-7-4-30 和歌道作法条々 1帖　
勅68-7-4-31 古歌二首 1通　
勅68-7-4-32 をしてるしなてるみを語釈 1冊　
勅68-7-4-33 漢武故事 1包　
勅68-7-4-34-1・2 後水尾天皇御製 2通　
勅68-7-4-35 後西天皇御詠草 1通　
勅68-7-4-36-1・2 和歌抜書類 2通　
勅68-7-4-37-1～3 伝授書類 3通　
勅68-7-5-1 伊勢物語御聞書 1綴　
勅68-7-5-2 伊勢物語御聞書 1包　
勅68-7-5-3 源氏物語御覚書 3通　
勅68-7-5-4 源氏物語御聞書 1冊　
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勅68-7-5-5 源氏物語桐壺巻零本 1冊　
勅68-8-2-16 行俊卿古文愚草 1巻　
勅68-8-3-43-1～3 官庫秘書目録 3冊　
勅68-8-3-44 官庫秘書目録 1冊　
勅69-1-1 後水尾天皇御幸御禄目録 1通　
勅69-1-2 近衛基煕勅問申詞 1通　
勅69-1-3 中御門天皇御詠草 1通　
勅69-1-4 御会和歌 1冊　
勅69-1-5 御会和歌集 1冊　
勅69-1-6 歌道書類御集書 1帖　
勅69-1-7 伊勢物語伝授御覚書 1通　
勅69-1-8 歌書目録 1折　
勅69-1-9 和歌類標 1帖　
勅69-1-10 和歌組題 1帖　
勅69-1-11 三十六歌仙色紙模写 2巻　
勅69-1-12 伏見天皇宸筆古歌懐紙影写 1通　
勅69-1-23 烏丸光栄略伝 1冊　
勅69-1-24-1・2 十善五戒釈 2巻　
勅69-1-25-1・2 泉涌寺関係書類 2通　
勅69-2-1 御神籤 1通　
勅69-2-2 後桜町天皇御奉納御製 1巻　
勅69-2-3 大嘗会式 1巻　
勅69-2-4-1～4 大嘗会次第 4折　
勅69-3 新撰和漢朗詠集抄出 1巻　
勅69-5-1 記録及書籍目録御土代 1冊　
勅69-5-2 記録及書籍目録御土代 1冊　
勅69-5-3 禁裏目録 1冊　
勅69-5-4 飛鳥井烏丸両家蔵本御目録 1綴　
勅69-5-5 池尻家蔵記録御目録 1冊　
勅69-5-6-1 仙洞歌書御目録 1冊　
勅69-5-6-2 仙洞新写歌書目録御土代 1折　
勅69-5-7 御製集並家集目録 1折　
勅69-5-8 歌道御教訓書 1通　
勅69-5-9 能書伝授御誓状式 1通　
勅69-5-10 古今集御伝授竟宴御会次第 1綴　
勅69-5-11 和歌詠進作者交名 1通　
勅69-5-12 御代始治定事書並写 6通　
勅69-5-13 歌道教訓書及諸卿大夫交名 1通　
勅69-5-14 古今伝授竟宴歌会次第 1綴　
勅69-5-15 天皇御元服和抄 1冊　
勅69-5-16 鷹司政煕名字御書 1通　
勅69-5-17 御手本 1包　
勅69-5-18 議奏言渡御抜書 1通　
勅69-5-19 任大臣記抜書 1通　
勅69-5-20 議奏言渡御写 1通　
勅69-5-21 御湯殿上日記御抜書 1通　
勅69-5-22 叙正二位御例書 1通　
勅69-5-23 朔旦冬至御覚書 1通　
勅69-5-24 朔旦冬至役人交名 1通　
勅69-5-25 細川長門叙爵御沙汰書 1通　
勅69-5-26 閑院宮美仁親王御元服事書 1通　
勅69-5-27 主上御元服後事書 2通　
勅69-5-28 立坊祝儀幕府御下賜目録控 2通　
勅69-5-29 近衛内前東宮御元服勘例 3通　
勅69-5-30 享保度春宮御元服記御抜書 1通　
勅69-5-31 東宮御元服仮名次第 1通　
勅69-5-32 近衛内前贈官位勘例 1通　
勅69-5-33 勅問御覚書案 1通　
勅69-5-34 勅問書並勅問御覚書案 1通　
勅69-5-35 近衛内前内奏及警固固関以下役人書 2通　
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勅69-5-36 日月運行日数御覚書 1通　
勅69-5-37 近衛内前火事触穢勘例 1通　
勅69-5-38 近衛内前女御入内勘例 1通　
勅69-5-39 近衛内前任大臣勘例 1通　
勅69-5-40 東寺再建願書写 1通　
勅69-5-41 後桃園天皇御名字体書上 1通　
勅69-5-42 御湯殿上日記御抜書 1通　
勅69-5-43 詠歌心得御標目 1通　
勅69-5-44 三十首御組題 1通　
勅69-5-45 古歌御懐紙 6通　
勅69-5-46 古詩歌御懐紙 38通　
勅69-5-47 短冊形御下書 52通　
勅69-5-48 清暑堂神宴拍子合図 1鋪　
勅69-5-49 三社御法楽歌並御組題 3通　
勅69-5-50 簾中抄御抜書 1包　
勅69-5-51 御湯殿上日記女房奉書御仮目録　附御抜書 1通　
勅69-5-52 京極宮家仁親王御詠草 1通　
勅69-5-53 京極宮家仁親王御詠草 1通　
勅69-5-54 京極宮家仁親王御詠草 3通　
勅69-5-55 近衛家久伊達吉村贈答詠草御写 1通　
勅69-6-1 和漢朗詠集詩歌 1巻　
勅69-6-2 源氏詞歌 1巻　
勅69-7-1-1 源氏十二ヶ月詞書 1巻　
勅69-7-1-2 琵琶行 1巻　
勅69-7-2 唐子遊戯図 1巻　
勅69-8-1 三十六人歌合 1帖　
勅69-9-1-1・2 平戸染付香爐　網目共火屋 2個　
勅69-9-2 黒漆金蒔絵香箱 2合　
勅69-9-3 金銀香箸 2対　
勅69-9-4 金銀針 1対　
勅69-9-5 七夕祭次第 1通　
勅69-9-6 七夕祭次第 1綴　
勅69-10 王仁解莵道訓 1冊　
勅69-11 正親町天皇御懐紙以下臣下懐紙 1巻　
勅69-12 瑞松賀詠巻 1巻　
勅69-13 三十六番歌合 1巻　
勅69-14 古今和歌集 1帖　
勅69-15-1-1・2 桜町天皇宸翰女房奉書案 2通　
勅69-15-2 武者小路実陰言上書及書状等 5通　
勅69-15-3 烏丸光栄奉答書 1通　
勅69-15-4-1 伊勢物語 1帖　
勅69-15-4-2 三部抄 1帖　
勅69-15-5 詠歌大概及秀歌之体大略 1帖　
勅69-15-6-1・2 古今伝授女房奉書案並請文 2通　
勅69-15-7 桜町天皇女房奉書案 1通　
勅69-15-8-1・2 桜町天皇女房奉書案並御下書 2通　
勅69-15-9 桜町天皇詠十五首和歌御続懐紙 1通　
勅69-15-10 桜町天皇和歌御題 3通　
勅69-15-11 後桜町天皇御詠草 1通　
勅69-15-12-1～3 桜町天皇御詠草及御消息並烏丸光栄請文 4通　
勅69-15-13-1・2 桜町天皇御詠草並烏丸光栄請文 2通　
勅69-15-14-1・2 桜町天皇御消息並烏丸光栄請文 2通　
勅69-15-15-1・2 桜町天皇御消息並家仁親王御請文 2通　
勅69-15-16-1・2 有栖川宮職仁親王御請文 16通　
勅69-15-17 閑院宮直仁親王御請文 1通　
勅69-15-18 一乗院宮尊賞法親王御請文 9通　
勅69-15-19 中院通躬請文 47通　
勅69-15-20 武者小路実陰請文 29通　
勅69-16-1 後桜町上皇百首御懐紙 1巻　
勅69-16-2 有栖川宮織仁親王御詠草御留 1綴　
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勅69-16-3 久世通根詠草御留 1綴　
勅69-16-4 飛鳥井雅威詠草御留 1綴　
勅69-16-5 冷泉為泰詠草御留 2綴　
勅69-16-6 中院通古詠草御留 1綴　
勅69-16-7 正親町公明詠草御留 1通　
勅69-16-8 有栖川宮職仁親王御竪詠草 1通　
勅69-16-9 正親町公明詠草 10通　
勅69-16-10 冷泉為泰詠草 16通　
勅69-16-11 飛鳥井雅威詠草 2通　
勅69-17-1 長岡天満宮拝殿絵馬色紙形写 1冊　
勅69-17-2 長岡天満宮拝殿絵馬色紙散形伺 2包　
勅69-17-3 長岡天満宮拝殿色紙散元形 2包　
勅69-17-4 長岡天満宮拝殿色紙筆者交名 1通　
勅69-17-5 長岡天満宮拝殿図 1鋪　
勅69-17-6 長岡天満宮拝殿用松色紙形 1枚　
勅69-17-7 長岡天満宮拝殿絵馬色紙形写 2冊　
勅69-19-17 太上天皇尊号詔書 2通　
勅69-21-1 御即位見聞私記 1冊　
勅69-21-2 大嘗会記 1冊　
勅69-21-3 大嘗会私記並稲荷社勧請祝詞案 1冊　
勅69-21-4 主上御拝御代官作法次第 1冊　
勅69-21-5 内侍所仮殿渡御之記 1冊　
勅69-21-6 三節会次第 1冊　
勅69-21-7 寛永寺中堂供養並朔旦冬至節会之次第 1冊　
勅69-21-8 寛永寺中堂供養並朔旦冬至節会次第 1冊　
勅69-21-9 関白宣下次第 1冊　
勅69-21-10 中臣祓抄 1冊　
勅69-21-11 修禊次第 1冊　
勅69-21-12 修禊次第 1冊　
勅69-21-13 鎮魂祭次第 1冊　
勅69-21-14 奉幣次第 1冊　
勅69-21-15 営田祈年穀祭法 1冊　
勅69-21-16 御手代神拝作法 1冊　
勅69-21-17 上棟式并釿初次第 1冊　
勅69-21-18 攘疫鬼神法等次第 1冊　
勅69-21-19 謝罪法次第 1冊　
勅69-21-20 諸祝詞扣 1冊　
勅69-21-21 臼井家祝詞案等留書 1冊　
勅69-21-22 吉田家神道雑記 1冊　
勅69-21-29 江次第抄　第七 1冊　
勅69-25-19-1～5 近衛内前内奏等 5通　
勅69-25-19-1 近衛内前内奏御写 1通　
勅69-25-19-2 近衛内前内奏御写 1通　
勅69-25-19-3 内侍所臨時御神楽交名 1通　
勅69-25-19-4 青綺門院藤原舎子御内奏 1通　
勅69-25-19-5 近衛内前内奏 1通　
勅69-25-29 霊元天皇三十三回聖忌御歌題及有栖川宮職仁親王御消息 2通　
勅69-25-36 後桃園天皇御元服散状御写 1通　
勅69-25-37-1～6 立坊等御書類 11通　
勅69-25-37-1 後桃園天皇立太子散状 4通　
勅69-25-37-2 後桃園天皇立坊御装束書 1通　
勅69-25-37-3 後桃園天皇立坊已後事心得書 1通　
勅69-25-37-4 東宮配膳次第 1通　
勅69-25-37-5-1～3 礼服着用次第及着用図 3通　
勅69-25-37-6 即位諸役交名 1通　
勅69-25-38 春宮御元服以後節会並春宮権亮転任例 2通　
勅69-25-39-1～6 東宮御元服書類 19点　
勅69-25-40-1～6 春宮御元服書類 11点　
勅69-25-47-2-1・2 親王宣下御名字 6通　
勅69-25-47-5-1・2 京極宮御相続仰出覚書 2通　
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勅69-25-47-10-3 参勤公卿結番 1通　
勅69-25-47-10-12 公卿結番交名 1通　
勅69-25-48-1～5 松殿相続書類 5通　
勅70-1-1～49 女房奉書案留 49冊　
勅70-2-1-1～18 女房奉書案写等一 34通　
勅70-2-2-1～18 女房奉書案写等二 19点　
勅70-2-3-1～53 女房奉書案写等三 54通　
勅70-2-5-1～32 女房奉書案写等五 35通　
勅70-3-1 慈恵大師号 1包　
勅70-3-2 伏見天皇宸翰写 1巻　
勅70-3-3 尊円親王御手本写 1巻　
勅70-3-4-1～3 御手本 3折　
勅70-3-5-1～5 御手本 10通　
勅70-3-6-1～3 朗詠詩歌御手本 3折　
勅70-3-7 官次第御手本 1折　
勅70-4-1-1～3 着到百首和歌 3巻　
勅70-4-2-1・2 着到百首和歌 2巻　
勅70-5-1 准后与親王座次之事 1冊　
勅70-5-2 親王准后座次事書 1通　
勅70-5-3 御灸治之事申詞 1冊　
勅70-5-4 関東江被下候御管絃之銘 1通　
勅70-5-5 公事覚書 1冊　
勅70-5-6 桃園天皇十七回聖忌懺法講御日記 1冊　
勅70-5-7 大典侍新宰相典侍へ御申渡書 1通　
勅70-5-8 女官位階宣下書 1通　
勅70-5-9 忌月勤仕神事上卿例 1通　
勅70-5-10 議奏宿被免近習番頭加勢之事例 1通　
勅70-5-11 議奏加勢例書 1通　
勅70-5-12 関白太政大臣辞退勅許御内勅 1通　
勅70-5-13-1・2 滋野井家家系口上書 2通　
勅70-5-14-1～4 関東より申来書類 4通　
勅70-5-15-1～5 関東へ御内意書留 5通　
勅70-5-16-1～4 関東へ御内意書留 4通　
勅70-5-17 内々外様へ申渡留書 1通　
勅70-5-18 五ヶ日懺法講以後除服出仕先例 1通　
勅70-5-19 和歌会人数 1通　
勅70-5-20 和歌御組題 8通　
勅70-5-21 三十首和歌御組題 1通　
勅70-5-22 詠三十首和歌御続懐紙 1通　
勅70-5-23-1～12 御短冊 12通　
勅70-5-24 八雲神詠口決 1帖　
勅70-6-1 藤原忠房百首和歌続懐紙影写　(忠房親王百首和歌続懐紙影写) 1巻　
勅70-6-2 六条有房仙洞百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-3 御子左為藤仙洞百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-4 一条内経百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-5 冷泉為相仙洞百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-6 冷泉為相仙洞百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-7 橋本実俊百首和歌続懐紙影写　(西園寺実俊百首和歌続懐紙影 1巻　
勅70-6-8 飛鳥井雅孝百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-9 御子左為遠百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-10 九条忠基百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-11 四辻善成百首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-12 冷泉為之玉津島宝前三十首和歌続懐紙影写 1巻　
勅70-6-13 七夕公宴三首和歌懐紙影写 1巻　
勅70-7-1-1・2 諸家任官年齢定書 2点　
勅70-7-2 点画筆法 1包　
勅70-7-3 模書 1包　
勅70-7-4 和歌題御手習本 1冊　
勅70-7-5 仮名論語 1冊　
勅70-7-6 仮名中庸 1冊　
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勅70-7-7 故孝経閑書　(古文孝経聞書) 1冊　
勅70-7-8 皇太子英仁親王御用経書章句仮名書 12通　
勅70-8-1-1～4 連歌懐紙 4綴　
勅70-8-2-1～5 連歌懐紙 5通　
勅70-8-3 和漢連句懐紙 1通　
勅70-8-4-1～6 和漢連句懐紙 6点　
勅70-8-5-1～8 連句懐紙並連歌懐紙 9点　
勅70-8-6-1～22 和漢連句懐紙並連歌懐紙 22点　
勅70-8-7-1～7 連歌懐紙 7点　
勅71-1 御入記目録 1通　
勅71-2-1～20 続日本紀　巻一～二十 20巻　
勅71-3 続日本紀付札 7枚　
勅72-1 御入記目録 1通　
勅72-2-1～20 続日本紀　巻二十一～四十 20巻　
勅73-1 御入記目録 1通　
勅73-2-1～20 続日本後紀 20巻　
勅73-3-1～20 続日本後紀 20冊　
勅73-4-1・2 続日本後紀 2冊　
勅74-1 御入記目録 1通　
勅74-2 御不足新加目録 1通　
勅74-3-1～35 令集解　巻一～四十(有欠) 35巻　
勅74-4 親王御事令式等抜書 1巻　
勅87 金地六曲屏風 1双　
勅91-1～12 後桜町上皇院中番衆所日記 12冊　
勅92-1～12 後桜町上皇院中番衆所日記 12冊　
勅93-1～45 霊元上皇院中番衆所日記 45冊　
勅93-46 東山天皇御譲位記 1冊　
勅94-1-1～8 霊元上皇院中番衆所日記 8冊　
勅94-2-1～26 霊元上皇院中番衆所日記 26冊　
勅94-3-1～7 霊元上皇院中番衆所日記 7冊　
勅95-1 御入記目録 1通　
勅95-2 御新加目録 1通　
勅95-3-1・2 石清水文書写 2冊　
勅95-4-1・2 下鴨社文書写 2冊　
勅95-5-1・2 上賀茂社文書写 2冊　
勅95-6 松尾平野稲荷春日四社文書写 1冊　
勅95-7 住吉社外六社文書写 1冊　
勅95-8 水無瀬宮外七社文書写 1冊　
勅95-9 諸社雑々文書写 1冊　
勅95-10-1～5 神宮及諸社文書写 5冊　
勅95-11-1～9 下鴨社祝職競望文書 9点　
勅95-12 賀茂社文書写 1冊　
勅95-13 賀茂御蔭山神幸次第並願書 1冊　
勅95-14 御蔭山並御葵祭追而奉願入用覚 1冊　
勅95-15 御蔭山神幸入用並願書 * 1冊　
勅95-16 御葵祭入用並願書 * 1冊　
勅95-17 賀茂葵祭覚書 * 1冊　
勅95-18 上賀茂社御神宝帳　内外陣以下 * 1冊　
勅95-19 上賀茂社御神宝帳　御神宝 * 1冊　
勅95-20 上賀茂社祢宜祝座次相論文書影写 * 1冊　
勅95-21 賀茂氏人位階 1冊　
勅95-22-1～6 吉田家差出文書 * 7点　
勅95-23 類聚三代格巻第一抜書　諸社祝職之事 1冊　
勅95-24 日光山滝尾権現霊託記 1冊　
勅95-25 伊勢両宮日光東照宮例幣使料目録 * 1冊　
勅95-26-1・2 土佐国朝倉宮再興記並縁起写 2巻　
勅95-27-1 土佐国朝倉宮再興記写 1冊　
勅95-27-2 土佐国朝倉宮縁起写 1冊　
勅96-1-1～19 後奈良天皇御詠草 19通　
勅97 六曲屏風 1双　
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勅101-1-1-1 伏見天皇御処分状断簡　(伏見天皇御処分帳) 1通　
勅101-1-2 西園寺実宗卿抄御抜書 1通　
勅101-1-3 花園院宸記　(璽筥之図臨模) 1巻　
勅101-1-4 後奈良天皇宸記　(蓂明抄) 1巻　
勅101-1-5-1～11 後奈良天皇正親町天皇御記類其他 11通　
勅101-1-5-12 後陽成天皇御勘例等 4通　
勅101-1-5-13 宸記断簡 1通　
勅101-1-5-14 文書等写 1通　
勅101-1-6 御陪膳並御役送御抜書 2巻　
勅101-1-7 正親町天皇覚書類 1点　
勅101-1-7-1 会始読師講師事御抜書　(御湯殿上日記御抜書・正親町天皇宸 1冊　
勅101-1-7-2 諸事御作法　(年中御作法留) 1冊　
勅101-1-7-3 諸事心得 1冊　
勅101-1-7-4-1～16 六十七ヶ条御覚書 17通　
勅101-1-7-5-1～19 四十八ヶ条御覚書 22通　
勅101-1-8-1～13 宸翰雑々 13点　
勅101-1-9 南化和尚定慧円明国師号勅書案 1通　
勅101-1-10 女車乗御勘例 1通　
勅101-1-11 応永二十八年十二月禁裏御修法事　(御修法記) 1巻　
勅101-1-12 法華懺法 1帖　
勅101-1-13 法華懺法 1帖　
勅101-1-14-1・2 法華懺法并例時作法 2帖　
勅101-1-15 和歌仮名題御試書 1冊　
勅101-1-16-1～3 後柏原天皇御詠草写 3通　
勅101-2-1 後陽成天皇御消息　(後水尾天皇御消息) 1通　
勅101-2-2 後水尾天皇輪王寺宮尊敬法親王御往復御消息 2通　
勅101-2-3 後水尾天皇御教訓書 2通　
勅101-2-4 後水尾天皇御教訓書 1冊　
勅101-2-5 後水尾天皇御譲位事情 1通　
勅101-2-6-1～5 後水尾天皇女房奉書案 5通　
勅101-2-7-1・2 後水尾天皇宸翰 2通　
勅101-2-8 後水尾天皇勅書案 1通　
勅101-2-9 後水尾天皇御色紙 1通　
勅101-2-10 後水尾天皇御小色紙 1通　
勅101-2-11 後水尾天皇御懐紙 1通　
勅101-2-12 和漢朗詠集詩歌御懐紙 1通　
勅101-2-13 後水尾天皇宸翰小倉百人一首御色紙 28通　
勅101-2-14 後水尾天皇宸翰三十六歌仙御散形 1冊　
勅101-2-15 懐紙短冊閉様 1通　
勅101-2-16 智仁親王十五首御和歌写 1冊　
勅101-2-17 後水尾天皇御懐紙写 1枚　
勅101-2-18 後西天皇宸翰中院通村詠草御写 1冊　
勅101-2-19 和歌抜書 1通　
勅101-3-1 後陽成天皇歌題御解 1通　
勅101-3-2 後陽成天皇御添削書 1通　
勅101-3-3 後水尾天皇御製御留 1冊　
勅101-3-4 後水尾天皇連歌等御留 1綴　
勅101-3-5 後水尾天皇御留書 1綴　
勅101-3-6-1・2 後水尾天皇御詠草並中院通村言上書 2通　
勅101-3-7 後水尾天皇御製御留 1巻　
勅101-3-8 後水尾天皇御詠草 1通　
勅101-3-9 後水尾天皇御竪詠草 1通　
勅101-3-10 後水尾天皇御会始御詠草 1通　
勅101-3-11 後水尾天皇御詠草 1通　
勅101-3-12 後水尾天皇御竪詠草 1通　
勅101-3-13 後水尾天皇古歌御懐紙 1通　
勅101-3-14 後水尾天皇御消息 1通　
勅101-3-15-1～20 後水尾天皇御詠草等 20通　
勅101-3-16 後水尾天皇御竪詠草 1通　
勅101-3-17-1・2 御詠草御添削書御写 2綴　
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勅101-3-18 後水尾天皇御詠草御写 1通　
勅101-3-19 後水尾天皇御詠草御写 1通　
勅101-3-20-1・2 後水尾天皇御詠草御添削書 1括　
勅101-3-21 後水尾天皇御詠草御写 1通　
勅101-3-22 後水尾天皇御詠草御写 1通　
勅101-3-23-1・2 後水尾天皇御詠草御写並御添削書 2綴　
勅101-3-24 日野弘資御添削書 1綴　
勅101-3-25 後水尾天皇御詠草写 1綴　
勅101-3-26 後水尾天皇御詠草写 1綴　
勅101-3-27 後水尾天皇御詠草写 1綴　
勅101-3-28 後水尾天皇御詠草写 1綴　
勅101-3-29 後水尾天皇御詠草写 1綴　
勅101-3-30 後水尾天皇御詠草並御歌御添削写 1冊　
勅101-3-31 後水尾天皇御詠草写 1通　
勅101-3-32 後水尾天皇御懐紙写 1通　
勅101-3-33 後水尾天皇御竪詠草写 1通　
勅101-3-34 後水尾天皇御詠草写 1通　
勅101-3-35 後水尾天皇御詠草 1通　
勅101-3-36-1・2 後水尾天皇古今伝受前三十首御製御詠草写 2冊　
勅101-3-37 後水尾天皇御消息 1通　
勅101-3-38 後水尾天皇御消息 1通　
勅101-3-39 後水尾天皇御消息 1通　
勅101-3-40 後水尾天皇御消息並中院通村言上書 1通　
勅101-3-41 中院通村言上書 1通　
勅101-3-42 中院通村言上書 1通　
勅101-3-43 中院通村言上書 1通　
勅101-3-44 中院通村言上書 1通　
勅101-3-45 中院通村言上書 1通　
勅101-3-46 中院通村言上書 1通　
勅101-3-47 中院通村言上書 1通　
勅101-3-48 中院通村言上書 1通　
勅101-3-49 中院通村言上書 1通　
勅101-3-50 中院通村言上書 1通　
勅101-3-51 中院通村言上書 1通　
勅101-3-52 中院通村言上書断簡 1通　
勅101-3-53 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-54 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-55 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-56 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-57 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-58 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-59 烏丸光広言上書 1通　
勅101-3-60 猪苗代兼寿書状 1通　
勅101-3-61 心順ヵ書状 1通　
勅101-3-62 言上書断簡 1通　
勅101-3-63 言上書断簡 1通　
勅101-4-1-1～3 後水尾天皇御製集 3冊　
勅101-4-2 後水尾天皇御製集 1冊　
勅101-4-3-1～20 後水尾天皇御懐紙 21通　
勅101-4-4-1・2 後水尾天皇御詠草御写 2綴　
勅101-4-5-1～3 後水尾天皇御製御写 2綴　
勅101-4-6-1 後水尾天皇御製御稿本 10巻　
勅101-4-6-2 後水尾天皇御製集御写 1巻　
勅101-4-7-1～9 後水尾天皇御製御写等 9通　
勅101-4-8 後西天皇古今集御伝授三十首御製御選歌 1通　
勅101-4-9-1・2 後西天皇古今集御伝受前三十首御製 2巻　
勅101-4-10-1・2 後西天皇古今集御伝受前三十首御製御写 3冊　
勅101-4-11-1・2 後西天皇御懐紙並通憲書状 3通　
勅101-4-12 後西天皇三上石御銘御製 1通　
勅101-4-13 後西天皇御銘歌等　小札(奉書)添 1包　
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勅101-4-14-1・2 後西天皇並聖護院宮道晃法親王御文御短冊 4通　
勅101-4-15 後水尾天皇御懐紙寛文元年以来下賜覚御写 1冊　
勅101-4-16 二十首御組題 2通　
勅101-4-17 三条西実隆色紙形御写 1通　
勅101-4-18 百人一首散書形 1冊　
勅101-4-19 詩歌御遊記 1冊　
勅101-4-20 応製詩歌 1冊　
勅101-4-28 後伏見院御記　(正和四年三月一日三席御会始記) 1巻　
勅101-6-3-1～16 後西天皇御消息 17通　
勅101-6-4-1～61 霊元天皇御消息 61通　
勅102-3-27-1・2 頓阿女房懐紙書様等御写 2点　
勅102-3-28 歌語御覚書 1冊　
勅102-3-29 三条西公条家集並三条西実世家集 2冊　
勅102-3-30 古歌御留書 1冊　
勅102-3-31 職人歌合並十二類歌合 1冊　
勅102-3-32 易然集 1冊　
勅102-3-33 後西天皇御製等御写 1冊　
勅102-3-34 草木異名詠歌一体並三体和歌 1帖　
勅102-3-35 古今集御伝授三十首和歌 1冊　
勅102-3-36 三十六枚色紙形御写 1冊　
勅102-3-37 色紙散形御写 1冊　
勅102-3-38 歌書目録 1冊　
勅102-3-39 額写目録 1冊　
勅102-3-40 不知記 1綴　
勅102-3-41-1・2 霊元天皇修学院山荘等御幸宸記　(元陵御記) 2冊　
勅102-3-42 立親王行啓並読書始之記 1冊　
勅102-3-43 立太子並初覲之事 1冊　
勅102-3-44 立后記 1冊　
勅102-3-45 立坊書類 7枚　
勅103-1-1-1～9 霊元天皇御竪詠草 * 39通　
勅103-1-2-1～20 霊元天皇御詠草等 * 488通　
勅104-3-10 書籍御目録 1冊　
勅104-3-11-1～3 記録御目録並歌書御目録 3冊　
勅105-1-1 桜町天皇御懐紙 152点　
勅105-3-1-14-35 桜町天皇有栖川宮幸仁親王五十回忌御詠草 1通　
勅105-3-1-14-38 桜町天皇霊元天皇御十七回忌御詠草 1通　
勅105-5-4 桜町天皇有栖川宮ニ下賜御製 1点　
勅105-5-10-2-1～5 桜町天皇御消息並閑院宮直仁親王及一乗院宮尊賞法親王御書 5通　

勅105-5-10-4-1・2
桜町天皇閑院宮典仁親王ニ下賜御組懸緒包並御製及直仁親王
奉答御歌

2通　

勅105-5-10-6-1・2 桜町天皇梅枝下賜御製並閑院宮奉答御歌 2通　
勅105-7-1-1・2 桜町天皇大燈国師加号勅書 2通　
勅105-7-2-1・2 桜町天皇大法国師謚号勅書並一乗院宮同御下書 3通　
勅105-7-3 桜町天皇尊号御辞表 1通　
勅105-7-4 桜町天皇尊号御辞退ノ時ノ御製 1通　
勅105-7-5 桜町天皇長講堂後白河天皇御影堂勅封 1通　
勅105-7-6 桜町天皇記録所梅宴御会御懐紙 1通　
勅105-7-7-1～4 桜町天皇古歌御懐紙 4通　
勅105-7-8 桜町天皇古歌御短冊 4通　
勅105-7-9 桜町天皇歌仙歌御短冊 2通　
勅105-7-10-1～22 桜町天皇桃園天皇御製御短冊御手本並御包紙御消息 22通　
勅105-7-11-1・2 桜町天皇桃園天皇御製御懐紙 2通　
勅105-7-12-1～7 桜町天皇桃園天皇御製御懐紙御手本 7通　
勅105-7-13-1～3 桜町天皇御組題 34通　
勅105-7-14 桜町天皇御歌袋 1枚　
勅105-7-15 桜町天皇御画賛 1通　
勅105-7-16 中院通知詠草 1通　
勅105-7-17 桜町天皇御物御記御目録 1綴　
勅105-7-18 桜町天皇勅書宸翰類御目録 1通　
勅105-7-19 桜町天皇御書籍御目録 3通　
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勅105-7-20-1～6 桜町天皇勅書御懐紙御書籍御目録 6通　
勅105-7-21-1～3 桜町天皇禁中故実御留書 3通　
勅105-7-22 桜町天皇禁中其他名目御留書 5通　
勅105-7-23 桜町天皇歴朝帝号御留書 1通　
勅105-7-24 桜町天皇御製御留書 1通　
勅105-7-25-1～3 桜町天皇御留書 3通　
勅105-7-26-1・2 桜町天皇香御銘書 2通　
勅105-7-27 桜町天皇香御銘出典御留書 2通　
勅105-7-28 桜町天皇倭漢朗詠集詩歌御写 1通　
勅105-7-29 題簽 8枚　
勅105-7-30 桜町天皇和琴葦津緒色目出典御留書 1通　
勅105-7-31 桜町天皇御総角御考御留書 3通　
勅105-7-32-1～14 桜町天皇古歌御色紙 14通　
勅105-7-32-2 桜町天皇古歌御色紙 1通　
勅105-7-33 桜町天皇古歌古句御色紙 3通　
勅105-7-34 桜町天皇内親王御名字等 3通　
勅105-7-35-1～33 桜町天皇御消息 37通　
勅105-7-37 紹運録 7紙　
勅105-7-58 円融院扇合 1帖　
勅105-7-68 歌書御目録 1冊　
勅105-7-69 世俗浅深秘抄 1冊　
勅106-1-1-1～7 桃園天皇御懐紙 7通　
勅106-1-2-1～3 桃園天皇御懐紙 3通　
勅106-1-3-1～9 桃園天皇御懐紙 9通　
勅106-1-4-1～10 桃園天皇御懐紙 10通　
勅106-1-5-1～12 桃園天皇御懐紙 12通　
勅106-1-6-1～13 桃園天皇御懐紙 13通　
勅106-1-7-1～12 桃園天皇御懐紙 12通　
勅106-1-8-1～11 桃園天皇御懐紙 11通　
勅106-1-9-1～4 桃園天皇御懐紙 4通　
勅106-1-10-1～4 桃園天皇御懐紙 4通　
勅106-1-11-1～3 桃園天皇御懐紙 3通　
勅106-1-12-1～5 桃園天皇御懐紙 5通　
勅106-1-13-1～4 桃園天皇御懐紙 4通　
勅106-1-14-1～7 桃園天皇御懐紙 7通　
勅106-1-15 桃園天皇太神宮御法楽十五首御懐紙 1通　
勅106-1-16-1・2 伊勢両宮御奉納百首御懐紙等 2通　
勅106-1-25 桃園天皇御短冊 98通　
勅106-1-26 桃園天皇御短冊 132通　
勅106-1-27 桃園天皇御短冊 146通　
勅106-1-28 桃園天皇御短冊 173通　
勅106-1-29 桃園天皇御短冊 185通　
勅106-1-30 桃園天皇御短冊 165通　
勅106-1-31 桃園天皇御短冊 96通　
勅106-2-1-1～66 桃園天皇御詠草 67通　
勅106-2-2-1～96 桃園天皇御詠草 69通　
勅106-2-3-1～28 桃園天皇御詠草 31通　
勅106-2-4-1～54 桃園天皇御詠草 54通　
勅106-2-5-1～51 桃園天皇御詠草 51通　
勅106-2-6-1～53 桃園天皇御詠草 53通　
勅106-2-7-1～65 桃園天皇御詠草 65通　
勅106-2-8-1～95 桃園天皇御詠草 117通　
勅106-4-6-1～3 桃園天皇宸記 3冊　
勅106-4-17 女御以下詠草御留書 1冊　
勅106-4-18 妙法院宮堯然法親王等詠草御添削御留書 1冊　
勅106-4-19 六歌仙詞書 1冊　
勅106-4-20 詠歌一体 1帖　
勅106-4-21 詠歌之大概等御留書 1冊　
勅106-4-22 三十六歌仙和歌等御留書 1冊　
勅106-4-23 三十首和歌 1冊　

東山御文庫本　画像公開書目　34



勅106-4-24 古今集御伝授之節三十首和歌 1冊　
勅106-4-25 七夕七遊宸記　(桃園天皇宸記) 1冊　
勅106-4-26 寛永以来禁裏院中会始題公宴七夕重陽御題 1冊　
勅106-4-27 帝王略譜 1通　
勅106-4-28 女帝御謚号 1通　
勅106-4-29 礼儀類典等御抄 1冊　
勅106-4-30 懐紙書法 1通　
勅106-4-31 書籍図絵御目録抄 2通　
勅106-4-32 書籍目録 1冊　
勅106-4-33 野府記中右記目録 1冊　
勅106-4-34-1～13 桃園天皇御留書等 13点　
勅107-7-1～44 後桜町天皇宸記 44冊　
勅107-7-45-1～11 後桃園天皇宸記　(後桃園天皇宸記御下書) 11枚　
勅107-8-1 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-2 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-3 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-4 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-5 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-6 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 5点　
勅107-8-7 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-8 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-9 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-10-1・2 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 2点　
勅107-8-11 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写 1冊　
勅107-8-12-1・2 後桜町天皇宸翰光格天皇御製御写并典仁親王御添削書 2点　
勅107-8-13 伊勢物語よみくせ 1帖　
勅107-8-14 百人一首 1冊　
勅107-8-15 八景詩歌 1冊　
勅107-8-16 倭謌覚悟備忘 1冊　
勅107-8-17-1・2 後桜町天皇禁中御作法御留書 2点　
勅107-8-18 後桜町天皇古歌御懐紙 3通　
勅107-8-19 後桜町天皇太上天皇尊号御辞表 1通　
勅107-8-20-1～4 後桜町天皇太政大臣任例御覚書 4通　
勅107-8-21 後桜町天皇宸翰有栖川宮織仁親王御歌御写等 3通　
勅107-8-22 後桜町天皇宸翰有栖川宮織仁親王御歌御写 1冊　
勅107-8-23-1～20 後桜町天皇御組題 20通　
勅107-8-24 伊勢物語御講釈御聞書 1包　
勅107-8-25 伊勢物語御講釈御聞書 1包　
勅107-8-26 後桜町天皇宸翰親王并臣下御法楽詠草伺御留書 1冊　
勅107-8-27 後桜町天皇宸翰後桃園天皇御製御添削御留書 1冊　
勅107-8-28 後桜町天皇直仁親王五十回御忌御製御詠草 1通　
勅107-8-29 後桜町天皇有栖川宮職仁親王一周忌御詠草 1通　
勅107-8-30 有栖川宮職仁親王霊夢ノ住吉明神神詠同親王御詠草等写 3通　
勅107-8-31-1・2 後桜町天皇有栖川宮職仁親王ニ下賜御製御詠草 2通　
勅107-8-32-1～20 御目録 20点　
勅107-8-33-1～21 後桜町天皇御封紙並光格天皇御消息等 49通　
勅107-8-34 後桜町天皇懐紙認方御覚書 1通　
勅107-8-35 後桜町天皇宸翰春日社御法楽和歌作者交名等 1通　
勅107-8-36 後桜町天皇御短冊御下書並御添削御留書等 5通　
勅107-8-37-1～5 後桜町天皇御消息 10通　
勅107-8-38-1～5 後桜町天皇宸翰後桃園天皇御製御写 5冊　
勅109-6-1-1～4 後桃園天皇宸記 4冊　
勅109-6-2 後桃園天皇宸記（安永八年正月より） 1冊　
勅109-6-3 女房懐紙留書御会始七夕重陽 3冊　
勅109-6-4 礼儀類典目録 1綴　
勅109-6-5 年中盃之次第 1冊　
勅109-6-6 後桃園天皇御詠草御写 1冊　
勅109-6-7-1～3 後桃園天皇宸記 3冊　
勅109-6-8-1・2 年中行事抄 2点　
勅109-6-9 輪王寺宮公遵法親王随宜楽院号 1通　
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勅109-6-10 和歌御会披講者交名 1通　
勅109-6-11-1～3 七社七寺御祈関係文書 3通　
勅109-6-12-1・2 新嘗祭卜合並豊明節会諸役交名 2通　
勅109-6-13 伊勢物語献上御覚書 1通　
勅109-6-14 百遍六字名号 2通　
勅109-6-15 後桃園天皇御竪詠草 1通　
勅109-6-16 後桃園天皇御短冊 2通　
勅109-6-17 後桃園天皇七夕梶葉御歌書方 9枚　
勅109-6-18 後桃園天皇勅謚黄檗隠元径山首出国師加号並勅書案 3通　
勅109-6-19 自讃歌 1冊　
勅109-6-20 廿一代集巻頭歌書方 1冊　
勅109-6-21 九代略記抄 1通　
勅110-5-1-1～3 詠草伺御留 3冊　
勅110-5-2-1・2 詠草伺御留 2冊　
勅110-5-3-1～5 詠草伺御留 5冊　
勅110-5-4-1～6 詠草伺御留 6冊　
勅110-5-5-1～11 詠草伺御留 11冊　
勅110-8-1 改元御年号 1通　
勅110-8-2 勅謚覚性円明国師号 2通　
勅110-8-3 御名一字書 1通　
勅110-8-4 光格天皇御消息 1通　
勅110-8-5 光格天皇御消息 2通　
勅110-8-6 光格天皇御消息 1通　
勅110-8-7 光格天皇御消息 2通　
勅110-8-8 光格天皇宸記 1冊　
勅110-8-9 光格天皇賀茂臨時祭御再興御趣意書 1通　
勅110-8-10 宣下切紙留 1冊　
勅110-8-11-1～5 光格天皇宸翰経巻 5巻　
勅110-8-12 光格天皇御詠草 1通　
勅110-8-13 光格天皇御独吟御詠草 3通　
勅110-8-14-1～4 光格天皇御詠草御懐紙 4通　
勅110-8-15 光格天皇御詠草 3通　
勅110-8-16-1・2 光格天皇御詠草並御添状 1包　
勅110-8-17 光格天皇御詠草案 1冊　
勅110-8-18 明和六年七夕御会之写 1冊　
勅110-8-19 御当座御留記 1冊　
勅110-8-20-1～8 後桜町天皇御製御抜書 8冊　
勅110-8-21 霊元天皇院御会始和歌御写 1冊　
勅110-8-22 光格天皇御点臣下詠草 1通　
勅110-8-23 光格天皇御詩稿 2通　
勅110-8-24 光格天皇朗詠詩句御懐紙 1通　
勅110-8-25 御題書 3通　
勅110-8-26 御組題 62通　
勅110-8-27 御組題 60通　
勅110-8-28 御組題 41通　
勅110-8-29 中宮御稽古(琵琶箏)御楽之御留 1冊　
勅110-8-30-1～24 御楽御目録 30点　
勅112-1-1-1-1～38 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 38点　
勅112-1-1-2-1～7 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 14通　
勅112-1-1-3-1～9 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 22通　
勅112-1-1-4-1～22 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 22通　
勅112-1-1-5-1～19 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 19通　
勅112-1-2-1-1～21 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 39通　
勅112-1-2-2-1～19 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 31通　
勅112-1-2-3-1～21 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書御組題 * 21通　
勅112-1-2-4-1～18 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 18通　
勅112-1-2-5 仁孝天皇御詠草 * 18通　
勅112-1-2-6 仁孝天皇御詠草 * 20通　
勅112-1-3-1 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 29通　
勅112-1-3-2 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 24通　
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勅112-1-3-3 仁孝天皇御詠草 * 18通　
勅112-1-3-4 仁孝天皇御詠草 * 11通　
勅112-1-3-5 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 50通　
勅112-1-3-6 仁孝天皇御詠草 * 12通　
勅112-1-3-7 仁孝天皇御詠草 * 8通　
勅112-1-4-1 仁孝天皇御詠草 * 30通　
勅112-1-4-2 仁孝天皇御詠草 * 20通　
勅112-1-4-3 仁孝天皇御詠草並光格天皇御添削書 * 11通　
勅112-1-4-4 仁孝天皇御詠草 * 49通　
勅112-1-4-5 仁孝天皇御詠草 * 11通　
勅112-1-4-6 仁孝天皇御詠草 * 10通　
勅113-1-1 後水尾天皇御製詩集 1冊　
勅113-1-2-1～3 水日集 3冊　
勅113-1-3 霊元天皇御製集(寛文三年～延宝三年） 1冊　
勅113-1-4 霊元天皇御製集 1冊　
勅113-1-5 詩藻 1冊　
勅113-1-6 霊元天皇御製 2冊　
勅113-1-7 東山天皇御詠草御写 1冊　
勅113-1-8 中御門天皇御詠草御写 1冊　
勅113-1-9 桜町天皇御製集 1冊　
勅113-1-10 桜町天皇御製集 1冊　
勅113-1-11-1・2 桃園天皇御製集 2冊　
勅113-1-12 桃園天皇御製集 1冊　
勅113-1-13 後桜町天皇御製 1冊　
勅113-1-14 後桜町天皇御製 1冊　
勅113-1-15-1～3 後桜町天皇御製 3冊　
勅113-1-16-1・2 桃蘂集 2冊　
勅113-1-17-1～6 桃蘂集 6冊　
勅113-1-18 桜町天皇以下諸家百首和歌 1冊　
勅113-1-19 諸家詠歌御留 1冊　
勅113-2-1～44 七毫源氏物語 44冊　
勅113-2ノ内 七毫源氏目録 1巻　
勅113-3-1 源氏物語各筆　きりつほ 1帖　
勅113-3-2 源氏物語各筆　ははきき 1帖　
勅113-3-3 源氏物語各筆　うつせみ 1帖　
勅113-3-4 源氏物語各筆　ゆふかほ 1帖　
勅113-3-5 源氏物語各筆　わかむらさき 1帖　
勅113-3-6 源氏物語各筆　すゑつむ 1帖　
勅113-3-7 源氏物語各筆　もみちの賀 1帖　
勅113-3-8 源氏物語各筆　花のえむ 1帖　
勅113-3-9 源氏物語各筆　あふひ 1帖　
勅113-3-10 源氏物語各筆　さか木 1帖　
勅113-3-11 源氏物語各筆　花ちるさと 1帖　
勅113-3-12 源氏物語各筆　すま 1帖　
勅113-3-13 源氏物語各筆　あかし 1帖　
勅113-3-14 源氏物語各筆　みほつくし 1帖　
勅113-3-15 源氏物語各筆　よもきふ 1帖　
勅113-3-16 源氏物語各筆　せき屋 1帖　
勅113-3-17 源氏物語各筆　絵あはせ 1帖　
勅113-3-18 源氏物語各筆　まつかせ 1帖　
勅113-3-19 源氏物語各筆　うすくも 1帖　
勅113-3-20 源氏物語各筆　あさかほ 1帖　
勅113-3-21 源氏物語各筆　おとめ 1帖　
勅113-3-22 源氏物語各筆　玉かつら 1帖　
勅113-3-23 源氏物語各筆　はつね 1帖　
勅113-3-24 源氏物語各筆　こてふ 1帖　
勅113-3-25 源氏物語各筆　ほたる 1帖　
勅113-3-26 源氏物語各筆　とこなつ 1帖　
勅113-3-27 源氏物語各筆　かゝり火 1帖　
勅113-3-28 源氏物語各筆　野わき 1帖　
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勅113-3-29 源氏物語各筆　みゆき 1帖　
勅113-3-30 源氏物語各筆　ふちはかま 1帖　
勅113-3-31 源氏物語各筆　まきはしら 1帖　
勅113-3-32 源氏物語各筆　むめか枝 1帖　
勅113-3-33 源氏物語各筆　藤のうら葉 1帖　
勅113-3-34 源氏物語各筆　わかな上 1帖　
勅113-3-35 源氏物語各筆　わかな下 1帖　
勅113-3-36 源氏物語各筆　かしは木 1帖　
勅113-3-37 源氏物語各筆　よこふゑ 1帖　
勅113-3-38 源氏物語各筆　すゝむし 1帖　
勅113-3-39 源氏物語各筆　ゆふきり 1帖　
勅113-3-40 源氏物語各筆　みのり 1帖　
勅113-3-41 源氏物語各筆　まほろし 1帖　
勅113-3-42 源氏物語各筆　にほふひやうふ卿 1帖　
勅113-3-43 源氏物語各筆　こうはい 1帖　
勅113-3-44 源氏物語各筆　たけ川 1帖　
勅113-3-45 源氏物語各筆　はしひめ 1帖　
勅113-3-46 源氏物語各筆　しゐかもと 1帖　
勅113-3-47 源氏物語各筆　あけまき 1帖　
勅113-3-48 源氏物語各筆　さはらひ 1帖　
勅113-3-49 源氏物語各筆　やとり木 1帖　
勅113-3-50 源氏物語各筆　あつまや 1帖　
勅113-3-51 源氏物語各筆　うきふね 1帖　
勅113-3-52 源氏物語各筆　かけろふ 1帖　
勅113-3-53 源氏物語各筆　てならひ 1帖　
勅113-3-54 源氏物語各筆　ゆめのうきはし 1帖　
勅113-4-1-1 詠歌大概御註 1冊　
勅113-4-1-2 人丸讃 1冊　
勅113-4-1-3 歌道御備忘　上下 2冊　
勅113-4-1-4 捧幣作法等 8点　
勅113-4-1-5 伊勢物語不審条々 1冊　
勅113-4-1-6 後水尾天皇筆道御聞書 1冊　
勅113-4-1-7 筆道秘書 1巻　
勅113-4-1-8 和歌書様等 5点　
勅113-4-1-9 和歌書様秘伝 1巻　
勅113-4-1-10 懐紙短冊等書様 1巻　
勅113-4-1-11 薫物調合秘方 1冊　
勅113-4-1-12 逆耳集 1冊　
勅113-4-1-13 三体詩絶句聴塵 1冊　
勅113-4-1-14 寛酉八晦請益録龍渓講演聞塵 1冊　
勅113-4-1-15 後水尾天皇禅学等御留書 1冊　
勅113-4-1-16 後水尾天皇御備忘 1冊　
勅113-4-2-1 後鳥羽院御製三十首写 1冊　
勅113-4-2-2 後光明院御製詩集 1冊　
勅113-4-2-3-1・2 千二百番歌合抜書 2冊　
勅113-4-2-4-1～5 歌集断簡並題簽 5点　
勅113-4-2-5 古歌御抜書 1冊　
勅113-4-2-6 女房懐紙書様 1冊　
勅113-4-2-7 世尊寺行尹色紙形書様等 1冊　
勅113-4-2-8 八景和歌等御抜書 1冊　
勅113-4-2-9 源氏物語系図 1鋪　
勅113-4-2-10 源氏物語系図 1鋪　
勅113-4-2-11 雲葉和歌集　巻八・巻九 1帖　
勅113-4-2-12 年中行事御覚書 1冊　
勅113-4-2-13 薫物御覚書 1冊　
勅113-4-2-14 世俗 1冊　
勅113-4-2-15 世俗 1冊　
勅113-4-2-16 詠歌制詞 1帖　
勅113-4-2-17-1～4 連歌書 4冊　
勅113-4-2-18 慶長九年三月十九日禁中連歌御写 1冊　
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勅113-4-2-19 寛永十年七夕御遊記 1冊　
勅113-4-2-20 後水尾天皇薫物調合御覚書 1冊　
勅113-4-2-21 霊元天皇御詠歌年次歌数御留 1冊　
勅113-4-2-22 法皇御聴書 1冊　
勅113-4-2-23 中院通茂日野弘資烏丸資慶古今御伝授前三十首和歌 1冊　
勅113-4-2-24 今川了俊歌学書　(了俊歌学書) 1冊　
勅113-4-2-25 宗祇兼載独吟百韵　(俳諧連歌百韻) 1冊　
勅113-4-2-26 三条大納言殿聞書等 1冊　
勅113-4-2-27 悠紀主基御屏風等書様 1巻　
勅113-4-2-28 官職聞書(多々良問答) 1冊　
勅113-4-2-29 入木並歌道目録 1冊　
勅113-4-3-16 伊勢物語　下　(伊勢物語抄) 1冊　
勅113-4-3-17 聴言鈔並童子問答 1冊　
勅113-4-3-18 拾遺集抄釈　夏 1巻　
勅113-4-4-3 和歌集 1冊　
勅113-4-4-4 和歌類語集 1冊　
勅113-4-4-5 和歌家集 1冊　
勅113-4-4-7 仮名書年中行事 1冊　
勅113-4-4-8 禁秘抄御抜書 1冊　
勅113-4-4-9 式目抄　下 1冊　
勅113-4-5-10 入木道秘書 1冊　
勅113-4-5-11 入木道秘書 1冊　
勅113-4-5-16 後柏原院御記 1冊　
勅113-4-6-11 御書蔵目録 1通　
勅113-4-6-14 官位定条々 1冊　
勅113-5-1-7 歌枕部類 1冊　
勅113-5-1-10 作例初学考 1冊　
勅113-5-1-12-1～5 歌道書目録 8点　
勅113-5-1-13 書籍御目録 1通　
勅113-5-2-5 歌語部類 1冊　
勅113-5-2-7 万葉集並古今和歌六帖抜書 1冊　
勅113-5-2-8 永久六年人麿影供記 1巻　
勅113-5-2-10 三十六歌仙和歌 1巻　
勅113-5-2-11 藤原定家名所和歌百首 1巻　
勅113-5-2-16 和漢連句 1巻　
勅113-5-2-17 和漢式目 1巻　
勅113-5-2-18 禅語抜書 1冊　
勅113-5-2-19 親王名並大臣名部類 1冊　
勅113-5-2-24 御担子書目録 1通　
勅113-5-2-25 御担子書目録 3通　
勅113-5-2-27 歌枕部類 1帖　
勅113-5-3-2 藤原家隆藤原定家消息写 1冊　
勅113-5-3-3-1～8 文筆大体並作文大体 8帖　
勅113-5-3-4 御湯殿上日記抜書 1冊　
勅113-5-3-5 雑事 1冊　
勅113-5-3-6 列子蕉鹿抄等抜書 3点　
勅113-5-3-12 書籍目録 1通　
勅113-5-3-13 春御担子不足目録 1通　
勅113-5-4-1-1～16 九条殿薫物方並梅干ノ仁ノ事等 19点　
勅113-5-4-4-1・2 烏丸光栄家集 2冊　
勅113-5-4-5 色葉和歌集 1冊　
勅113-5-4-8 応永十九年七月十日親王御箏始記 1通　
勅113-5-4-9 文明七・八・九・十・十一年親王御箏始等記 1巻　
勅113-5-4-11-1～9 蹴鞠書追加目録等 9点　
勅113-5-5-2-1～3 草根和歌集 3冊　
勅113-5-6-1 古今集初句 1帖　
勅113-5-6-2 八代集抄 1帖　
勅113-5-6-4 代々勅撰部立並巻頭巻軸作者年紀支干撰者事 1冊　
勅113-5-6-5 雪玉集抜書 1通　
勅113-5-6-6 月次御屏風和歌並仙洞十景 3通　
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勅113-5-6-7 天正五年親王家五十首和歌 1冊　
勅113-5-6-8 拾藻抄 1冊　
勅113-5-6-9 関白五十賀二十首続歌 1冊　
勅113-5-6-10 後小松天皇御独吟和漢連句 1巻　
勅113-5-6-13 孝明天皇御読書始日記抜書 1冊　
勅113-5-6-14 御字指並御栞 3点　
勅113-5-6-15 乎古登点図 1通　
勅113-5-6-16 詩抄 1冊　
勅113-5-6-17 諸事留書 3通　
勅113-5-6-18 大槐秘抄 1冊　
勅113-5-6-19 雁衣抄 1冊　
勅113-5-6-20 雅亮装束抄 1冊　
勅113-5-6-23 禅僧名彙等 5点　
勅113-5-6-23-1 禅僧名彙 1巻　
勅113-5-6-23-2 禅僧名彙 1通　
勅113-5-6-23-3 語句抜書 1巻　
勅113-5-6-23-4 語句抜書 1巻　
勅113-5-6-23-5 通憲書状 1通　
勅113-5-6-24-1・2 図絵目録 2通　
勅113-8-10 霊元天皇御落飾御作法図 1鋪　
勅113-8-11 霊元天皇御落飾弘御所御指図 1鋪　
勅113-8-16 御落飾規式 1冊　
勅113-8-17 御歴代御落飾日付並御戒師等 1綴　
勅113-8-20-1～7 鳥羽天皇御落飾ノ事等 7通　
勅113-8-25 覚快慈鎮尊円三法親王得度記 1冊　
勅113-8-29 復辟表使作法 1通　
勅113-8-32 「周羅髪」出典抜書 1通　
勅113-8-33 出家之事　法苑珠林抜書 1巻　
勅113-9-8 恋歌部類 1冊　
勅114-1-1～3 辛酉改元并公卿勅使奉幣発遣一条日次御草稿　(孝明天皇宸記) 3冊　
勅114-2-3 孝明天皇宸筆宣命御認 1通　
勅114-2-4 孝明天皇宸筆宣命御認 1通　
勅114-2-5 伊勢公卿勅使宸筆宣命案 1冊　
勅114-2-6 三社公卿勅使ニ付拝次第 1通　
勅114-2-7 孝明天皇宸筆祝詞 3通　
勅114-2-8-1～3 孝明天皇勅旨御留 3通　
勅114-2-9 孝明天皇勅旨 1通　
勅114-2-10 孝明天皇勅旨 1通　
勅114-2-11-1・2 孝明天皇宣命起稿始末 2点　
勅114-2-12 孝明天皇宣命草案等 3通　
勅114-2-14 孝明天皇宸記 2冊　
勅114-2-16-1・2 孝明天皇御製 2通　
勅114-2-16-3 孝明天皇御短冊 26通　
勅114-2-16-7・8 孝明天皇御短冊 2通　
勅114-3-1 親王読書始次第 1通　
勅114-3-2-1・2 改元公卿先例勘文 2通　
勅114-3-4 天保度立親王雑記　(統仁立親王雑記) 1冊　
勅114-3-5-1・2 百家類葉 2冊　
勅114-3-6-1～4 令義解 4冊　
勅114-4-4 歴代御花押写 1冊　
勅114-5-1 孝明天皇御懐紙 10通　
勅114-5-3・4 英照皇太后御当座御短冊 2通　
勅114-5-5 英照皇太后御短冊 25通　
勅114-5-6 英照皇太后御詠草 3巻　
勅114-5-7 英照皇太后御詠草 2巻　
勅114-6-1 山陵策 1冊　
勅114-6-2 山陵内発掘古銭土器図 1巻　
勅114-6-3-1-1・2 神武陵神功皇后陵宣命写 2通　
勅114-6-3-2-1～3 山陵御遥拝書類 3通　
勅114-6-4-1～10 慶応元年山陵書類 17点　
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勅114-6-5-1～6 関白直奏泉山僧願書並山陵書類 11点　
勅114-6-6 山陵事件 27点　
勅114-6-7-1～36 文久慶応山陵書類 71点　
勅114-6-8-1～4 山陵関係書類 13点　
勅114-6-9-1～13 元治元年山陵一件書類 35点　
勅114-6-10 松平土佐守御警衛人数引揚届書 1通　
勅114-6-11 大樹進発御請書 1通　
勅114-6-12-1～3 大樹進発ニ付諸大名届書 3通　
勅114-6-13 越前少将国元出発届書 1通　
勅114-6-14-1～5 攘夷期限等書類 5通　
勅114-6-15-1・2 丹羽南部両人三ヶ月誥所労御断届出写 2綴　
勅115-1 李嶠雑詠 1巻　
勅115-2 周易抄 1巻　
勅115-3 後鳥羽天皇詠三十首和歌御色紙 1帖　
勅115-4 伏見天皇宸記　(大嘗会御禊行幸御覧記) 1巻　
勅115-5 後二条天皇御集 1帖　
勅115-6 ことはら絵詞 1巻　
勅115-7 光明院宸記 2巻　
勅115-8-1～5 論語抄 5冊　
勅115-9 思露 1冊　
勅115-10 賦薬師名号連歌 1巻　
勅115-11 詠月十三首御詠草 1巻　
勅115-12 着到和歌 1冊　
勅115-13 和漢朗詠詩歌巻 1巻　
勅115-14 三十六人歌合 1帖　
勅115-15 自讃歌 1帖　
勅115-16 自讃歌 1冊　
勅115-17 御懐紙帖 1折　
勅115-18 左京大夫源政輔秋日同詠卅首倭歌巻　(秋日同詠卅首倭歌巻) 1巻　
勅115-19 三社託宣 1巻　
勅115-20 古歌御色紙帖 1折　
勅115-21 百人一首 1冊　
勅115-22 古句古歌巻子 1巻　
勅115-23 藤原俊成九十賀屏風和歌御色紙帖 1折　
勅115-24 霊元天皇御詠草 1巻　
勅115-25 霊元天皇御詠草 1巻　
勅115-26 撫子合 1帖　
勅115-27 六歌仙並八景歌 1帖　
勅115-28 惟宗広言集 1帖　
勅115-29 後伏見天皇御詠草御写 1冊　
勅115-30 鶆鳥御画並御賛御額 1面　
勅115-31-1 御短冊帖 1折　
勅115-31-2 後土御門天皇以下御五代御短冊 1折　
勅115-31-11 正親町天皇御消息 1通　
勅115-31-15 後陽成天皇御消息 1通　
勅115-31-19 大僧正禅助消息 1通　
勅115-32 詠歌大概 1帖　
勅115-33 伊勢物語 1帖　
勅115-34 詠歌大概 1帖　
勅115-35 三十六人歌合 1帖　
勅116-1 後伏見天皇御消息　(後宇多天皇御消息) 1幅　
勅116-2 伏見天皇御製切　(後伏見天皇御製切) 1幅　
勅116-3 後醍醐天皇御消息 1幅　
勅116-4 後光厳天皇御消息 1幅　
勅116-5 後光厳天皇御消息 1幅　
勅116-6 後光厳天皇御消息 1幅　
勅116-7 後小松天皇御短冊 1幅　
勅116-8 後小松天皇御消息 1幅　
勅116-9 後土御門天皇御竪詠草 1幅　
勅116-10 後土御門天皇御短冊 1幅　
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勅116-11 後柏原天皇御懐紙 1幅　
勅116-12 後柏原天皇御懐紙 1幅　
勅116-13 着到御和歌 1幅　
勅116-14 後柏原天皇御消息 1幅　
勅116-15 後奈良天皇御詠草 1幅　
勅116-16 後奈良天皇御懐紙 1幅　
勅116-17 正親町天皇三首御懐紙 1幅　
勅116-18 正親町天皇三首御懐紙 1幅　
勅116-19 正親町天皇二首御懐紙 1幅　
勅116-20 古歌御懐紙 1幅　
勅116-21 伊勢物語御伝授状 1幅　
勅116-22 後陽成天皇御懐紙 1幅　
勅116-23 後陽成天皇御色紙 1幅　
勅116-24 後陽成天皇御色紙 1幅　
勅116-25 後陽成天皇御消息 1幅　
勅116-26 古歌御色紙 1幅　
勅118-1-1 真字伊勢物語 1冊　
勅118-1-2 伊勢物語聞書　(伊勢物語惟清抄) 1冊　
勅118-1-3 伊勢物語 1帖　
勅118-1-4 伊勢物語愚見抄 1冊　
勅118-1-5 伊勢物語抄 1冊　
勅118-1-6 伊勢物語抄　(伊勢物語肖聞抄) 1冊　
勅118-1-7 伊勢物語略抄 1冊　
勅118-1-8 伊勢物語不審詞略注 1冊　
勅118-1-9 伊勢物語聞書 1冊　
勅118-1-10-1・2 伊勢物語聞書抄　(称談集解) 2冊　
勅118-1-11 伊勢物語註 1冊　
勅118-1-12 言塵集 1冊　
勅118-1-13 百人一首抄 1冊　
勅118-1-14 百人一首注 1冊　
勅118-1-15 七夕御遊記 1冊　
勅118-1-16 和歌知顕集 1冊　
勅118-1-17 柏聞書　(伊勢物語肖聞抄) 1冊　
勅118-1-18 歌仙伝 1帖　
勅118-1-19 歌仙伝 1冊　
勅118-1-20 童訓略頌 1冊　
勅118-1-21 時代不同歌合 1冊　
勅118-1-22 連珠詩格 1冊　
勅118-2-1 延喜式覆奏短尺草写 16通　
勅118-2-2 古今和歌集　巻第十九 1巻　
勅118-2-3-1 女房官しなの事 1冊　
勅118-2-3-2 女官之事 1折　
勅118-2-5 歌書目録 1通　
勅118-2-6-1～3 百人一首抄 3冊　
勅118-2-7 寛永三年九月六日二条亭行幸之御歌 1冊　
勅118-2-8 修学八景詩歌 1冊　
勅118-2-9 後水尾天皇御製写 1冊　
勅118-2-10 瀟湘八景詩抄 1冊　
勅118-2-11-1・2 財葉集 2冊　
勅118-2-12 御湯殿上日記御抜書 1冊　
勅118-2-13 当時和歌之写 1冊　
勅118-2-14 御着到百首 1冊　
勅118-2-15 当座御会 1冊　
勅118-2-16 御目録 2通　
勅118-2-17 歌書御目録 1通　
勅118-3-1-1～37 新清和院欣子内親王御歌懐紙 37通　
勅118-3-2-1～7 新清和院欣子内親王御懐紙 8通　
勅118-3-3-1・2 新清和院欣子内親王御竪詠草 2通　
勅118-3-4-1～22 新清和院欣子内親王御短冊 22通　
勅118-5-2-1・2 明正天皇七十御賀関係書類 2冊　
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勅118-5-10-9 鳩杖横面図 1通　
勅118-10-1 修学院売券等 11通　
勅118-10-2 修学院村庄屋以下惣百姓連署売券 1通　
勅118-10-3 修学院村庄屋源左衛門売券 1通　
勅118-10-4 口上書 1包　
勅118-10-5 城州修学院村河上谷山絵図 1鋪　
勅118-10-6 修学院村売主連署売券 1通　
勅118-10-7 修学院御茶屋御指図 5通　
勅118-10-8 修学院下上御茶屋注文 1綴　
勅118-10-9 修学院御茶屋指図 8点　
勅118-13-1-1・2 新勅撰和歌集　上下 2帖　
勅118-13-3-1～3 孟子古註 3冊　
勅118-13-4-1・2 院中御日次 2冊　
勅118-13-12 御書籍等御目録 1冊　
勅118-14-2 御花押　(御華押) 1冊　
勅118-14-3 御華押集　(御花押集) 1冊　
勅118-14-4 御華押集　(御花押集) 1冊　
勅119-1-1 青龍院宮慈道親王伝 1通　
勅119-1-3 小槻雅久勘文 1通　
勅119-1-4 享徳三年釈奠停止事抜書 1通　
勅119-1-5 兵庫延福寺平安妙覚寺並金龍寺鐘銘御写 1通　
勅119-1-6 広橋守光披露状 1通　
勅119-1-7 天満宮御影讃 1通　
勅119-1-8 伏見宮邦輔親王御年始文御写 1冊　
勅119-1-9-1～7 御消息類 7通　
勅119-1-10 正親町天皇綸旨案 1通　
勅119-1-11 親王准后座次文書 4通　
勅119-1-12-1～3 蹴鞠道文書 3点　
勅119-1-13 禁中並公家諸法度写 1巻　
勅119-1-14-1・2 公家衆法度写 2通　
勅119-1-15 大礼以前禁中御法事勅問申詞写 1冊　
勅119-1-16 壬生季連内勘文 1通　
勅119-1-17-1・2 土御門泰福清祓日時勘文 2通　
勅119-1-18 壺井権現贈位神号等内勘文 1通　
勅119-1-19 東遊再興願文書写 4点　
勅119-1-20 高辻総長儲君御名字勘文 1通　
勅119-1-21 親王行啓始行列書 1巻　
勅119-1-22 五条為範皇女御名字勘文 1通　
勅119-1-23 東坊城資長款状写 1通　
勅119-1-24 宝永五年炎上類焼諸家作事料関東書付写 1冊　
勅119-1-25 贈官位宣下宣命使例口上書 1通　
勅119-1-26-1・2 弘安年中釈奠供物記並双六紀原 2巻　
勅119-1-27 外記史地震勘例 1巻　
勅119-2-1～22 親王大臣座次文書 23点　
勅119-3 雑々文書 39点　
勅119-4 雑々文書 57点　
勅119-5 令書聞書 1冊　
勅119-6 令義解聞書 1冊　
勅119-7 秘記　(言談抄) 1冊　
勅119-8 旧記抜書　(富家語談) 1冊　
勅119-9 秘書雑々　簾中抄抜書 1冊　
勅119-10 達幸故実抄　第三　参議要 1冊　
勅119-11 多々良問答 1冊　
勅119-12 名目抄 1冊　
勅119-13 諸家名記 1冊　
勅119-14 貴嶺問答 1冊　
勅119-15 書札礼　附故実 1冊　
勅119-16 聞書襍々 1冊　
勅119-17-1～4 江談抄　巻一・三・四・五 4冊　
勅119-18 夕拝備急至要抄 1冊　

東山御文庫本　画像公開書目　43



勅119-19 官職秘抄 1冊　
勅119-20-1～5 侍中群要　一～十 5冊　
勅119-21 吉部秘訓抄　巻一・四・五 3冊　
勅119-22-1～5 二中歴　二～六 5冊　
勅119-23 有職雑抄 1帖　
勅119-24 諸宣旨事　(公卿宣下抄) 1冊　
勅119-25 諸宣旨　(公卿宣下抄) 1冊　
勅119-26 公卿宣下抄 1冊　
勅119-27 綸旨抄 1冊　
勅119-28 柱礎抄　上下 2冊　
勅119-28 柱礎抄　上 1冊　
勅119-28 柱礎抄　下 1冊　
勅119-29 古事談　一～六 3冊　
勅119-29 古事談　一・二 １冊　
勅119-29 古事談　三・四 １冊　
勅119-29 古事談　五・六 １冊　
勅119-30 延喜式巻十六 1冊　
勅119-31 宣旨写 1冊　
勅119-32 園太暦 1冊　
勅119-33 童訓略頌類纂 1冊　
勅119-34-1～23 職原考古鈔 23冊　
勅120-1-1～15 御即位並大嘗会等書類 21点　
勅120-2-1～13 御内勅以下改元院号等書類 15点　
勅120-3-1～5 院号定除目執筆以下文書 5点　
勅120-4-1～15 除目執筆墨摺様並立親王等書類 19点　
勅120-5-1～7 日吉凶方角及禁裡御修理以下文書 13点　
勅120-6-1～14 御引直衣等装束書類 20通　
勅120-7-1～26 叙位任官等書類 30点　
勅120-8-1～10 諒闇心喪着服等書類 10点　
勅120-9-1～10 歌道書類 20通　
勅120-10-1～4 御付札御封印紙等 6点　
勅120-11-1・2 猿楽御覧及蹴鞠文書 5通　
勅120-12-1～5 将軍家披露状等 8点　
勅120-13-1～6 御目録類 27点　
勅120-14-1～8 雑々文書類 10通　
勅120-15 小右記　(権記) 1巻　
勅120-16 保元四年七月之記　(平治元年十月記)(家通卿記) 1巻　
勅120-17 後白河院東山御所御移徙記　(仙洞御移徙部類記巻四) 1巻　
勅120-18-1・2 山槐記 2巻　
勅120-19 平戸記 1巻　
勅120-20 葉禅記　(経俊卿記) 1巻　
勅120-21 太政大臣西園寺公守上表写 1巻　
勅120-22 東宮行啓雑事記 1巻　
勅120-23 冊命皇后式 1巻　
勅120-24 装束鈔 1巻　
勅120-25-1・2 車絵図 2巻　
勅120-26 愚管鈔 1巻　
勅120-27 御修法部類 1冊　
勅120-28 忌火御飯勘例 1冊　
勅120-29 葦手考 1冊　
勅120-30 仁安三年大内修理御方違之事 1冊　
勅120-31 かちん考 1冊　
勅120-32 薫物考 1冊　
勅120-33 天皇御諱並女院号 1冊　
勅120-34 御諱事申詞 1冊　
勅120-35 申詞 1冊　
勅120-36 申詞 1冊　
勅120-37 女房衣色々 1冊　
勅120-38 富家語抜書　(中外抄抄出) 1冊　
勅120-39 臨時公事 1冊　
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勅120-40 次第部類 1冊　
勅120-41 御車故実 1冊　
勅120-42 愚聞抄 1冊　
勅120-43 簾中抄 1帖　
勅120-44 諸行列部類 1冊　
勅120-45 らりるれろ頭字歌 1冊　
勅120-46 勅撰作者部類抜書 1冊　
勅120-47-1・2 心覚秘記 2冊　
勅120-48 東宮御夢想神詠並御会 1冊　
勅120-49 土佐日記 1帖　
勅120-50 御湯殿上日記抜書 1冊　
勅120-51 御湯殿上日記抜書 1冊　
勅120-52 御ゆとのゝうへの日記　(御湯殿上日記) 1冊　
勅120-53 椿葉記 1冊　
勅120-54 帝王御次第　(附藤原氏源氏系図) 1冊　
勅120-55 大臣名字 1冊　
勅120-56 大臣名 1冊　
勅120-57 大臣名字略抄 1冊　
勅120-58 姓名録抄 1冊　
勅120-59 名字集 1冊　
勅120-60 神代以下諸家系図 1折　
勅120-61 禁秘抄 1冊　
勅120-62 禁中抄 1冊　
勅120-63 禁中抄 1冊　
勅120-64 日中行事 1冊　
勅120-65 踏歌宴等抄出 1冊　
勅120-66 不審条々 1冊　
勅120-67 職玄 1冊　
勅120-68 殿中雑事要 1冊　
勅120-69 地下諸役之事 1冊　
勅120-70 山槐記抜書 1冊　
勅120-71 康親卿一通 1冊　
勅120-72-1・2 宣秀御教書案 2冊　
勅120-73 雑々状 1冊　
勅120-75 錺抄 1冊　
勅121-1 御入記目録 1通　
勅121-2-1～34 尊卑分脈 34折　
勅122-1-1～22 鴨社 22点　
勅122-2-1～6 鴨社一 14点　
勅122-2-5-1～4 賀茂下上社東遊再興願書類 5通　
勅122-2-6-1～4 鴨社東遊再興願書類 5通　
勅122-3-1～29 鴨社二 29通　
勅122-4-1～35 鴨社三 44通　
勅122-4-35-1～7 賀茂七家系図 8通　
勅122-5-1～79 鴨社四 85点　
勅123-1 賀茂社 98点　
勅123-2-1～16 賀茂社 83点　
勅123-3 諸社 11点　
勅123-3-4～10 諸社 8点　
勅124-1-1～29 公卿勅使　天和度 34点　
勅124-2-1～20 公卿勅使　元文度 25点　
勅124-3-1～19 公卿勅使　享和度 52通　
勅125-1 御入記目録 1通　
勅125-2-1～7 内侍所　諸例等 13通　
勅125-3-1～36 内侍所 53点　
勅126-1 御入記目録 * 3点　
勅126-2 神楽記 1冊　
勅126-3 八幡宮御神楽部類記 1冊　
勅126-4 南都神楽記　隆康卿記　（二水記) 1冊　
勅126-5 南都七ヶ夜御神楽 1冊　
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勅126-6 御神楽部類記 1冊　
勅126-7 内侍所御神楽部類記 1冊　
勅126-8 内侍所御神楽部類記 自暦応至応永 1冊　
勅126-9 内侍所御神楽部類記 1冊　
勅126-10 内侍所御神楽略次第 1冊　
勅126-11 内侍所御神楽笛之事 1冊　
勅126-12 内侍所御神楽書類写 1冊　
勅126-13 内侍所御神楽書類写 1冊　
勅126-14 内侍所御神楽書類写 1冊　
勅126-15 内侍所御神楽書類写 1冊　
勅126-16 内侍所御神楽散状御写 1冊　
勅126-17 内侍所御神楽書類 80点　
勅126-18 桜町天皇御封印紙 2通　
勅127-1 御入記目録 * 2点　
勅127-2 伊勢 * 3点　
勅127-3-1 石清水臨時祭次第 1折　
勅127-3-2 放生会次第 1折　
勅127-3-3 放生会次第　附記 1冊　
勅127-3-4 放生会部類記　応永 1冊　
勅127-3-5 放生会部類記　明徳・応永 1冊　
勅127-3-6 放生会雑事 1冊　
勅127-4 賀茂 4点　
勅127-5 平野祭次第 1折　
勅127-6 春日祭次第 1冊　
勅127-7-1・2 大原野 2点　
勅127-8 梅宮祭次第 1折　
勅127-9 吉田祭次第　略 1折　
勅127-10 軒廊御卜次第 1折　
勅127-11 即位由奉幣次第 1折　
勅127-12-1・2 七社奉幣 2折　
勅127-13-1～7 諸社例幣 7点　
勅127-14-1～9 伊勢一社奉幣 14点　
勅127-15-1～12 石清水放生会 14点　
勅127-16-1・2 賀茂祭 4通　
勅127-17 松尾祭諸司料足注進状 1通　
勅127-18-1～5 平野臨時祭 8通　
勅127-19-1～13 春日祭 18点　
勅127-20-1・2 大原野祭 2通　
勅127-21-1～3 日吉祭 3通　
勅127-22-1・2 梅宮祭 2通　
勅127-23 重弘北野臨時祭諸司料足注進状 1通　
勅127-24-1・2 祇園祭 2通　
勅127-25-1・2 賀茂友親東照宮奉幣陣儀風記 2通　
勅127-26-1～4 六月晦日荒和祓次第行列並図 4点　
勅127-27 指図 1鋪　
勅127-28 記録断簡 1枚　
勅127-29 御上包 2枚　
勅128-1 御入記並新加目録　(恒例) 1綴　
勅128-2 五節帳台出御次第 1冊　
勅128-3 五節記 1冊　
勅128-4 小朝拝勘例 1冊　
勅128-5 小朝拝節会延酔等次第　(大永二年小朝拝節会淵酔)(宗藤記) 1冊　
勅128-6 小朝拝院拝礼部類記　(部類記　小朝拝院拝礼) 1冊　
勅128-7 朝拝小朝拝御薬次第 1冊　
勅128-8 院御薬次第 1冊　
勅128-9 元三殿上淵酔略次第 1冊　
勅128-10 淵酔部類記　(綾小路有俊卿記) 1冊　
勅128-11 淵酔部類記　(綾小路有俊卿記) 1冊　
勅128-12 殿上淵酔部類記 1冊　
勅128-13 祈年穀奉幣定次第 1冊　
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勅128-14 万機旬次第 1冊　
勅128-15-1・2 平座行類抄 2冊　
勅128-16 二孟旬平座部類記　(部類記　二孟旬平座) 1冊　
勅128-17 賀茂祭警固儀　(儀式抜書) 1冊　
勅128-18 月次祭略次第 1折　
勅128-19 月次祭記　(月次祭次第　吉続記) 1冊　
勅128-20 神今食略次第 1折　
勅128-21 駒牽勘例　紙背漢詩 1帖　
勅128-22 重陽平座部類記　(部類記　重陽平座) 1冊　
勅128-23 朔旦冬至次第 1冊　
勅128-24 朔旦冬至平座次第 1折　
勅128-25 朔旦冬至平座次第 2折　
勅128-26 朔旦冬至表奏次第 1折　
勅128-27 朔旦冬至次第　平座　卯 1折　
勅128-28 朔旦冬至次第 1冊　
勅128-29 朔旦冬至改暦勅答 1冊　
勅128-30 朔旦冬至平座次第 1折　
勅128-31 朔旦冬至次第 1折　
勅128-32 賀表加署事 1冊　
勅128-33 玄枵中気朔旦新抄 1冊　
勅128-34 維摩会次第 1冊　
勅128-35 四方拝部類記 1巻　
勅128-36 四方拝勅問申詞 1冊　
勅128-37-1～30 恒例公事書類 30点　
勅128-37-1 四方拝参仕衆交名 1通　
勅128-37-2 四方拝参仕衆交名案 1通　
勅128-37-3 小槻朝芳御剣役勘例 1通　
勅128-37-4 一条冬経勘例 1通　
勅128-37-5 愚昧記抜書 1通　
勅128-37-6 元三殿上淵酔郢曲拍例 1通　
勅128-37-7 中原師象内勘文 1通　
勅128-37-8 愚昧記抜書 1通　
勅128-37-9 中原師藤内勘文 1通　
勅128-37-10 小槻晨照勘例 1通　
勅128-37-11 中原師郷内勘状 1通　
勅128-37-12 清原宗賢勘例 1通　
勅128-37-13 小槻長興勘例 1通　
勅128-37-14 小槻長興勘例 1通　
勅128-37-15 闘鶏散状 1通　
勅128-37-16 月次祭神今食延引並参議行事勘例 1通　
勅128-37-17 清原宗賢勘例 1通　
勅128-37-18 清原宗賢勘例 1通　
勅128-37-19 立春以後被行月次神今食例勘例 1通　
勅128-37-20 賀表加署等次第 1巻　
勅128-37-21 舁賀表案次第 1巻　
勅128-37-22 朔旦冬至改暦勘問申詞写 1通　
勅128-37-23 朔旦冬至叙位所望交名 1通　
勅128-37-24 安倍有脩朔旦冬至勘文 1通　
勅128-37-25 内侍所御神楽勅問申詞写 1冊　
勅128-37-26 大祓弁不参勘例 1通　
勅128-37-27 実躬卿記抜書 1通　
勅128-37-28 神木遷座時公事省略勘例写 1通　
勅128-37-29 神木動座間不被行殿上淵酔例 1通　
勅128-37-30 押小路師庸勘文 1通　
勅128-38 朔旦冬至賀表 1冊　
勅128-39 朔旦冬至賀表 1冊　
勅128-40 朔旦冬至賀表 1冊　
勅129-1 御入記目録 1綴　
勅129-2-1～4 摂関伝　巻一～四 4冊　
勅129-3-1～4 諸家伝　上・中・下・新家 4冊　
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勅129-4 公卿伝目録　上 1冊　
勅129-5-1・2 公卿補任 2冊　
勅129-6-1～7 貫首補任　一～七 7冊　
勅129-7-1～4 職事補任 4冊　
勅129-8-1～10 弁官補任 10冊　
勅129-9-1・2 歴名土代 2冊　
勅129-10-1～3 東寺長者補任 3冊　
勅129-11-1・2 僧綱補任抄出 2冊　
勅129-12 伊勢記　(二宮祢宜補任至要集) 1冊　
勅130-1～6 御入記目録 6通　
勅130-7 行幸部類記 1冊　
勅130-8 行幸部類記 1冊　
勅130-9 行幸部類記 1冊　
勅130-10 朝覲行幸記 1冊　
勅130-11 行幸記　承安四年以下 1冊　
勅130-12 行幸部類記 1冊　
勅130-13 行幸記　仮名 1冊　
勅130-14 朝覲行幸供奉人交名　正応二年 1冊　
勅130-15 行幸記 1冊　
勅130-16 関白経嗣公記 1冊　
勅130-17 行幸記　仮名 1冊　
勅130-18 行幸部類記 1冊　
勅130-19 庭槐記 1冊　
勅130-20 行幸部類記　三中記　(三長記) 1冊　
勅130-21 行幸雑事 1冊　
勅130-22 行幸次第并記 1冊　
勅130-23 雨儀行幸御輿雨皮事 1冊　
勅130-24 行幸記 1冊　
勅130-25 御方違行幸供奉雑事　延慶二年 1冊　
勅130-26 行幸記　仮名 1冊　
勅130-27 朝覲行幸部類記　正暦六年以下 1冊　
勅130-28 遷幸行類抄 1冊　
勅130-29 遷幸部類記 1冊　
勅130-30 聚楽行幸記 1冊　
勅130-31 御幸部類記　(継塵記) 1冊　
勅130-32 御幸次第 1冊　
勅130-33 御幸始次第 1冊　
勅130-34 御幸記並次第 1冊　
勅130-35 御幸記　(経俊卿記) 1冊　
勅130-36 御幸記 1冊　
勅130-37 御幸記 1冊　
勅130-38 御幸記 1冊　
勅130-39 頼親卿記 1冊　
勅130-40 行幸日内豎列所事 1冊　
勅130-41 行幸次第 1冊　
勅130-42 北山行幸記 1冊　
勅130-43 行幸次第 1折　
勅130-44 行幸次第 1折　
勅130-45 行幸次第 1折　
勅130-46 行幸次第 1折　
勅130-47 遷幸次第 1折　
勅130-48 行幸日御進退事 1冊　
勅130-49 御幸始次第 1折　
勅130-50 春日御幸次第 1冊　
勅130-51 北山抄　行幸 1巻　
勅130-52 諸社御幸部類記 1巻　
勅130-53 行幸部類御継文 1巻　
勅130-54 石清水行幸次第 1巻　
勅130-55 御幸部類記 1巻　
勅130-56 後深草院御記 1巻　
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勅130-57 院庁補任　(院司補任) 1巻　
勅130-58 朝覲行幸部類記 1巻　
勅130-59 行幸記　延慶二年三年 1巻　
勅130-60 行幸留守弁帯事 1巻　
勅130-61 石清水行幸供奉交名 1巻　
勅130-62 行幸記　大外記宗季記 1巻　
勅130-63 御移徙行幸儀 1巻　
勅130-64 御幸部類記　中右記明月記等 1巻　
勅130-65 熊野御幸記　建仁元年明月記 1巻　
勅130-66 御幸始部類記 1巻　
勅130-67 臨幸私記 1巻　
勅130-68 八幡御幸次第　応永二十九年 1巻　
勅130-69 院御幸次第 1巻　
勅130-70 仙洞禁中御幸始 1巻　
勅130-71 行幸御列書 1巻　
勅130-72-1～10 行幸勘例書類 10点　
勅130-73 院御社参記録抜書 1通　
勅130-74 行幸供奉中将勘例 1通　
勅130-75-1～5 行幸御幸書類 5点　
勅130-76 洞院実泰ヵ勘奏案 1通　
勅130-77 正親町天皇御消息案 1通　
勅130-78 右兵衛佐高嗣請文写 1通　
勅130-79 御随身近衛交名　室町期 1通　
勅130-80 行幸供奉交名 3通　
勅130-81 小槻忠利日時定陣儀勘例 1通　
勅130-82 石清水行幸次第 1冊　
勅130-83-1～4 行幸雑々 5点　
勅130-84 梅小路共方院御幸勘状 1通　
勅130-85 梅小路共方御幸勤役勘状 1通　
勅130-86 御幸部類記抜書 3通　
勅130-87 行幸雑々 5通　
勅130-88 御移徙次第 1巻　
勅130-89 行幸遷幸雑々写 1綴　
勅130-90 二条光平勅問申詞 1通　
勅130-91 儲皇親王行啓行列書 1折　
勅130-92 儲皇親王行啓行列書 1折　
勅130-93 院御幸行列書 1巻　
勅130-94 新院法皇御所御幸行列書 1折　
勅130-95 新院禁裏御幸始行列書 1折　
勅130-96 新院御移徙新殿御幸行列書 1折　
勅130-97-1 東宮行啓行列書 1冊　
勅130-97-2 東宮行啓行列書 1冊　
勅130-97-3 東宮行啓行列書 1冊　
勅130-98 行啓供奉着用色目 1通　
勅130-99 中御門院御幸始供奉着用色目 1通　
勅130-100 御指図 1鋪　
勅131-1-1・2 古筆手鑑 1折　
勅131-2 御短冊手鑑 1折　
勅132-1・2 御懐紙手鑑　目録共 1折(2面)　
勅133-1・2 懐紙手鑑　目録共 1折(2面)　
勅134-1 後柏原天皇御短冊 1幅　
勅134-2 後陽成天皇御一行物 1幅　
勅134-3 後伏見天皇宸翰御置文写 1幅　
勅134-4 新古今和歌集 1帖　
勅135-1 後柏原天皇三首御懐紙 1幅　
勅135-2 後奈良天皇御詠草 1幅　
勅135-3 陽光太上天皇御懐紙 1幅　
勅135-4 後水尾天皇御色紙 1幅　
勅135-5 霊元天皇御懐紙 1幅　
勅136-1 後土御門天皇御詠草 1幅　
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勅136-2 後奈良天皇御詠草 1幅　
勅136-3 竪御詠草 1幅　
勅136-4 歌集巻物 1巻　
勅136-5 歌切　伝称光天皇宸筆 1幅　
勅137-1 後柏原天皇三首御懐紙 1幅　
勅137-2 新撰和漢朗詠集御懐紙 1幅　
勅137-3 詩歌 1幅　
勅137-4 後西天皇御懐紙 1幅　
勅137-5 霊元天皇御懐紙 1幅　
勅137-6 歌切　伝後醍醐天皇宸筆 1幅　
勅137-7 懐紙　伝後桃園天皇宸筆 1幅　
勅138-1 着到御和歌 1幅　
勅138-2 着到御和歌 1幅　
勅138-3 公宴月次和歌 1冊　
勅138-4 御歌題並作者名 1幅　
勅138-5 後水尾天皇御懐紙 1幅　
勅138-6 後水尾天皇御懐紙 1幅　
勅138-7 手鑑 1帖　
勅138-8 後拾遺和歌集 1帖　
勅138-9 連歌 1巻　
勅139-1-1～4 天子摂関似絵 4巻　
勅139-2 後醍醐天皇宸影写 1幅　
勅139-3-1 伯耆国会見郡安養寺縁起 1巻　
勅139-3-2 綸旨写 1通　
勅139-3-3 勧修寺雑掌書状写 1通　
勅140-1 白氏文集 1幅　
勅141-1-1・2 御入記目録 2通　
勅141-2 御即位部類記　野府記　(小右記) 1冊　
勅141-3 土右記　礼服御覧記 1冊　
勅141-4 御即位部類記　後三条院治暦四年 1冊　
勅141-5 御即位部類記　後三条院治暦四年 1冊　
勅141-6 中右記　嘉承二年御即位記 1冊　
勅141-7 御即位部類記　保元三年番記頼業記 1冊　
勅141-8 御即位部類記　永万元年山槐記師元記 1冊　
勅141-9 御即位部類記　仁安三年頼業記平部記 1冊　
勅141-10 玉葉記　治承四年御即位記 1冊　
勅141-11 山槐記 1冊　
勅141-12 御即位部類記　治承四年山槐記吉記 1冊　
勅141-13 吉記　治承 1冊　
勅141-14 清原頼業記　治承四年御即位記 1冊　
勅141-15 御即位条々 1冊　
勅141-16 吉記　寿永二年御即位記 1冊　
勅141-17 御即位部類記　元暦元年後鳥羽院 1冊　
勅141-18 御即位部類記　後鳥羽院元暦元年 1冊　
勅141-19 御即位部類記　後鳥羽院元暦元年 1冊　
勅141-20 光明峰寺関白記　御即位記 1冊　
勅141-21 岡屋関白記 1冊　
勅141-22 御即位記　貞永　(岡屋関白記） 1冊　
勅141-23 御即位家記抄　四条院 1冊　
勅141-24 御即位部類記 1冊　
勅141-25 御即位部類記 1冊　
勅141-26 御即位部類記 1冊　
勅141-27 御即位次第　仁治度 1冊　
勅141-28 経光卿記 1冊　
勅141-29 御即位部類記 1冊　
勅141-30 御即位記　寛元四年以下　(御即位部類記) 1冊　
勅141-31 照念院関白記 1冊　
勅141-32 照念院関白記 1冊　
勅141-33 公相公記　正元元年御即位記 1冊　
勅141-34 正応御即位御記　(後深草天皇宸記) 1冊　
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勅141-35 正応御即位御記正安御即位御記　亀山院 1冊　
勅141-36 御即位部類記 1冊　
勅141-37 公衡卿記　弘安十一年礼服御覧 1冊　
勅141-38 御即位行幸路次行列次第部類記 1冊　
勅141-39 御即位条々勘例 1冊　
勅141-40 実躬卿記　永仁六年御即位記 1冊　
勅141-41 御即位部類記　永仁六年公衡公記・貞和五年松亜記 1冊　
勅141-42 業顕王記　正安三年御即位記 1冊　
勅141-43 後照念院関白記　延慶元年御即位記 1冊　
勅141-44 入道左府記　延慶元年御即位 1冊　
勅141-45 元弘御即位御記　(光厳天皇御記) 1冊　
勅141-46 後円光院関白記 1冊　
勅141-47 頼定卿記　元弘二・三年御即位記 1冊　
勅141-48 御即位式　(光厳天皇御即位式次第) 1冊　
勅141-49 中園相国記 1冊　
勅141-50 御即位御記　光明院宸記 1冊　
勅141-51 即位略次第 1冊　
勅141-52 御即位部類記　貞和五年園太暦他 1冊　
勅141-53 御即位部類記　貞和五年御記他 1冊　
勅141-54 良賢記　永徳二年十一月御即位記 1冊　
勅141-55 御即位前後被行条々勘例 1冊　
勅141-56 二水記　永正十八年御即位記 1冊　
勅141-57 寛永御即位記 1冊　
勅141-58 御即位式 1冊　
勅141-59 即位叙位部類記 1冊　
勅141-60 即位叙位女叙位条々 1冊　
勅141-61 即位職掌部類抄　宇多院～後円融院 1冊　
勅141-62 即位職掌部類抄　宇多院～光厳院 1冊　
勅141-63 御即位役者部類　醍醐院～後土御門院 1冊　
勅141-64 代々御即位役者部類　醍醐院～後陽成院 1冊　
勅141-65 御即位職掌部類抄　鳥羽院～後嵯峨院 1冊　
勅141-66 御即位職掌部類抄　花園院～後光厳院 1冊　
勅141-67 御即位職掌人 1冊　
勅141-68 御即位官蔵人方奉行人部類 1冊　
勅141-69 代々御即位褰帳事　延長八年～文永十一年 1冊　
勅141-70 御即位行幸御見物部類記 1冊　
勅141-71 即位調進物下行等 1冊　
勅141-72 御即位下行帳 1冊　
勅141-73 御即位雑例 1冊　
勅141-74-1・2 即位雑例条々兼日　上下 2冊　
勅141-75-1・2 即位雑例条々当日　上下 2冊　
勅141-76 御即位条々兼日 1冊　
勅141-78 御即位雑々 1冊　
勅141-79 御即位雑々 1冊　
勅141-80 元正朝賀儀 1冊　
勅141-81 文永代始公事抄 1冊　
勅141-82 即位勅答 1冊　
勅141-83 大礼次第 1冊　
勅141-84 御即位次第　(称光天皇御即位次第) 1折　
勅141-85 御即位次第　慶長度 1折　
勅141-86 御即位次第　寛永 1折　
勅141-87 御即位次第 1折　
勅141-88 礼服御覧次第 1折　
勅141-89 即位次第 1折　
勅141-90 御即位次第　明暦二年 1冊　
勅141-91 即位次第 1折　
勅141-92 御即位次第　次将要 1折　
勅141-93 即位次第 1折　
勅141-94 御即位儀 1折　
勅141-95 即位次第 1冊　
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勅141-96 御即位次第 1折　
勅141-97 寛元御即位図 * 1鋪　
勅141-98 御即位官庁図 * 1鋪　
勅141-99 後房朝所指図 * 1鋪　
勅141-100 御即位図 * 2鋪　
勅141-101 御即位次第 * 10点　
勅141-102 即位記　首尾欠　(土御門天皇御即位記)(大外記清原良業記) 1巻　
勅141-103 御即位次第草 * 1巻　
勅141-104 御即位記行幸見物記 1通　
勅141-105 左右褰帳役人事 * 1通　
勅141-106 御即位書類 * 6通　
勅141-107 廃務日即位例 * 1通　
勅141-108 中原師象勘例注進 * 1通　
勅141-109 御即位散状 * 1通　
勅141-110 御即位散状 * 1巻　
勅141-111 御即位散状 * 1巻　
勅141-112 御即位次第 * 1巻　
勅141-113 御即位次第 * 1巻　
勅141-114 御封印紙 * 2通　
勅142-1 御入記目録 1綴　
勅142-2-1・2 御入記目録 2通　
勅142-3 由奉幣条々 1冊　
勅142-4 由奉幣行幸記　後醍醐天皇 1冊　
勅142-5 御即位勘例 1冊　
勅142-6 御即位定次第 1折　
勅142-7 御即位紫宸殿巡検次第 1折　
勅142-8 御即位礼服御覧次第 1折　
勅142-9 御即位由奉幣次第 1折　
勅142-10 由奉幣次第 1折　
勅142-11 由奉幣御即位日時並擬侍従定次第 1折　
勅142-12 御即位由奉幣次第 1折　
勅142-13 礼服御覧次第 1折　
勅142-14 御即位叙位次第 1折　
勅142-15 御即位散状 1冊　
勅142-16 即位式 1折　
勅142-17 即位式 1折　
勅142-18 御即位日時定条々 1折　
勅142-19 御歴代御即位月日御年齢場所一覧 1折　
勅142-20-1・2 御即位書類 2点　
勅142-21 御即位由奉幣次第 1折　
勅142-22 由奉幣散状 1通　
勅142-23 礼服御覧次第 1折　
勅142-24 御即位散状 1通　
勅142-25 御即位次第抜書 1冊　
勅142-26-1～3 由奉幣次第御即位次第御即位御前儀 3折　
勅142-27-1～4 後桃園天皇御即位書類 4点　
勅142-28-1・2 御即位礼服御覧仮名の記 2巻　
勅142-29 即位式 1巻　
勅142-30 礼服御覧次第 1巻　
勅142-31 御即位次第 1冊　
勅142-32 玄武字解 1通　
勅142-33 即位記 1巻　
勅142-34 即位記 1巻　
勅142-35 御即位行幸御見物部類記 1巻　
勅142-36 即位式　貞享四年 1巻　
勅142-37 御即位式 1巻　
勅142-38-1 即位式並宣命 1点　
勅142-38-2 即位式並宣命 1点　
勅142-39 即位式 1巻　
勅142-40-1・2 即位式並後桜町天皇宸翰御入記 4点　
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勅142-41 公卿御即位賀表 1巻　
勅142-42 大外記頼業真人記 1巻　
勅142-43 御即位記　三長記　(土御門天皇御即位記) 1巻　
勅142-44 御即位御装束以下注進 1巻　
勅142-45 御即位記　(後伏見天皇御即位記)(実躬卿記) 1巻　
勅142-46 御即位儀　(御即位次第) 1巻　
勅142-47 御即位御装束絵様 1巻　
勅142-48 大礼秘事 1巻　
勅142-49-1～29 御即位書類一 29点　
勅142-50-1～7 御即位書類二 7通　
勅142-51-1～11 御即位書類三 13点　
勅142-52-1～12 御即位書類四 14点　
勅142-53 日中行事 1巻　
勅142-54 近代即位役者部類 1巻　
勅142-55 御即位職掌類聚抄 1巻　
勅143-1 御元服記録入記並新加目録 5通　
勅143-2 天皇御元服部類記　清和・陽成・朱雀・円融・一条・後一条 1冊　
勅143-3 天皇御元服部類記　堀河・鳥羽 1冊　
勅143-4 天皇御元服部類記　堀河・鳥羽・近衛 1冊　
勅143-5 天皇御元服部類記　崇徳・近衛・高倉・後鳥羽 1冊　
勅143-6 天皇御元服記　大外記良業記　元久元年十月・同二年正月 1冊　
勅143-7 花園天皇御元服部類記　延慶四年正月　(天皇元服部類記) 1冊　
勅143-8 天皇御元服之事雑々 1冊　
勅143-9 天皇御元服次第 1冊　
勅143-10 天皇御元服式 1冊　
勅143-11 主上御元服上寿作法抄 1冊　
勅143-12 天子冠礼後宴部類記 1冊　
勅143-13 天皇御元服雑々 1冊　
勅143-14 後冷泉天皇御元服部類記 1冊　
勅143-15 後朱雀天皇御元服記　左経記 1冊　
勅143-16 二条天皇御元服記　台記等 1冊　
勅143-17 高倉天皇御元服記　愚昧記 1冊　
勅143-18 後鳥羽天皇御元服記　愚昧記 1冊　
勅143-19 順徳天皇御元服記 1冊　
勅143-20 花園天皇御元服部類記　並天子冠礼部類記惣録 1冊　

勅143-21
後花園天皇御元服記　薩戒記永享五年正月
後花園天皇御元服記　薩戒記永享五年正月

1冊　

勅143-22 天子冠礼部類記惣録 1冊　
勅143-23 天皇御元服記　巻一 1冊　
勅143-24 東宮御元服記 1冊　
勅143-25 皇太子御元服部類記 1冊　
勅143-26 東宮御元服習礼記 1冊　
勅143-27 東宮御元服部類記 1冊　
勅143-28 東宮御元服部類記 1冊　
勅143-29 東宮御元服定　前藤中納言記 1冊　
勅143-30 東宮御元服申詞 1冊　
勅143-31 東宮御元服記 1冊　
勅143-32 東宮御元服宣命並詔　(東宮加元服祝文・柱下類林第三) 1冊　
勅143-33 親王御元服部類記 1冊　
勅143-34 親王御元服消息 1冊　
勅143-35 親王御元服調度調進注進状 1冊　
勅143-36 親王御元服記　経元記 1冊　
勅143-37 守貞親王御元服記　愚昧記 1冊　
勅143-38 直仁親王御元服記　園太暦 1冊　
勅143-39 勝仁親王御元服記　康親卿記　(宣親卿記) 1冊　
勅143-40 親王御元服部類記 1冊　
勅143-41 知仁親王御元服記　守光卿記 1冊　
勅143-42 元服部類記　吉続御記弘安十年　薩戒記応永二十五年 1冊　
勅143-43 中右記 1冊　
勅143-44 代々御元服 1折　
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勅143-45 御元服習礼次第 1折　
勅143-46 御元服次第 1冊　
勅143-47 御元服後宴次第　(後深草天皇御元服後宴次第) 1折　
勅143-48 御元服後宴次第　(後深草天皇御元服後宴次第) 1冊　
勅143-49 御元服後宴次第　(後鳥羽天皇御元服後宴次第) 1折　
勅143-50 御元服雑例御遊 1折　
勅143-51 天皇御元服雑例 1冊　
勅143-52 御元服雑例　清和～花園天皇　(天皇御元服雑例) 1折　
勅143-53 御元服次第　慶長　簾中儀 1折　
勅143-54 御元服次第　慶長十五年簾中儀 1冊　
勅143-55 御元服次第　寛正 1折　
勅143-56 御元服次第　簾中儀 1折　
勅143-57 御元服次第　簾中儀 1折　
勅143-58 御元服次第　簾中儀 1折　
勅143-59 親王御元服次第　簾中儀 1冊　
勅143-60 親王御元服次第　応永一八　(実仁親王御元服次第) 1冊　
勅143-61 親王御元服次第草　永禄十一年簾中儀 1冊　
勅143-62 御元服後宴次第　(後鳥羽天皇御元服後宴次第) 1冊　
勅143-63 親王御元服次第　寛文二年 1折　
勅143-64 親王御元服加冠理髪例 1冊　
勅143-65 御元服雑抄 1冊　
勅143-66 東宮御元服次第 1冊　
勅143-67 親王御元服次第　寛永二十年 1折　
勅143-68 親王御元服仮名記 1折　
勅143-69 親王御元服仮名記 1折　
勅143-70 親王御元服次第　寛永二十年 1冊　
勅143-71 御元服雑次第 1冊　
勅143-72 任大臣宣下次第　文亀元、明応八 1折　
勅143-73 東宮御元服次第　資季卿記 1巻　
勅143-74-1～3 東宮御元服定記及申詞指図等 3点　
勅143-75 東宮御元服申詞 1巻　
勅143-76-1・2 東宮御元服記並園太暦抜書　貞和四 2点　
勅143-77 土御門泰福皇太子御元服日時勘文 1通　
勅143-78 東宮御元服参役散状案　貞享四年正月 1通　
勅143-79 中御門天皇御元服式　宝永八年正月 1巻　
勅143-80 中御門天皇御元服並後宴次第　宝永八年正月 2折　
勅143-81 中御門天皇御元服賀表 1巻　
勅143-82 皇太子加元服式 1巻　
勅143-83 東宮御元服次第　(桜町天皇御元服次第) 1折　
勅143-84 桜町天皇御元服次第　(東宮御元服次第) 1折　
勅143-85-1・2 東宮御元服参役交名 2通　
勅143-86 東宮御元服御所作要 1折　
勅143-87 皇太子御元服式 1巻　
勅143-88 東宮御元服次第 1折　
勅143-89 東宮御元服次第 1折　
勅143-90 皇太子御元服次第 1折　
勅143-91-1～5 東宮御元服書類 10点　
勅143-92 東宮御元服次第 2冊　
勅143-93-1～4 東宮拝覲等書類 4通　
勅143-94 東宮御書始次第 1折　
勅143-95 東宮御書始参役散状 1通　
勅143-96 東宮御書始御服総角参役散状 1通　
勅143-97 皇太子加元服式 1巻　
勅143-98 東宮御元服次第 1折　
勅143-99-1・2 東宮御元服及宴会御装束指図 2鋪　
勅143-100-1・2 東宮御元服御装束之図 2鋪　
勅143-101-1・2 東宮御元服並後宴参役散状 2通　
勅143-102 詔書覆奏上卿散状 1通　
勅143-103 東宮御元服参役散状 16通　
勅143-104 東宮行啓御列書 1巻　
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勅143-105 皇太子加元服式 1巻　
勅143-106 皇太子御元服次第 1折　
勅143-107 皇太子御元服次第 1冊　
勅143-108-1・2 東宮御元服御装束之図 2鋪　
勅143-109 東宮御元服宴会左方右方舞楽役付 2通　
勅143-110 親王御元服羽林及弁官理髪例 1巻　
勅143-111 後奈良天皇御元服記　永正九年守光記　(儀同三司守光記) 1巻　
勅143-112-1～6 後西天皇御元服書類 8点　
勅143-113 霊元天皇御元服記抜書 1通　
勅143-114 壬生忠利親王御元服勘例 1巻　
勅143-115 押小路師定親王御元服勘例　(守光公記抜書) 1巻　
勅143-116 霊元天皇御元服参仕交名 1通　
勅143-117 庭田重条奏答状 1通　
勅143-118-1～3 京極宮智忠穏仁両親王御元服次第等 3点　
勅143-119-1～5 親王御元服書類 5点　
勅143-120-1～3 親王御元服記並先例 3点　
勅143-121-1・2 京極宮文仁親王御元服書類 2通　
勅143-122 親王御元服次第　簾中儀 1折　
勅143-123 親王御成行列書 1巻　
勅143-124 関白持参目録 1通　
勅143-125 御元服鋪設図 1鋪　
勅143-126 親王御元服部類記抜書　附九条忠家元服泔坏事書 2通　
勅143-127 鳳輦雨皮寸法及図 1巻　
勅143-128 御封印紙 8通　
勅143-129 天皇元服抜書御包紙 1通　
勅144-1 御入記目録 1通　
勅144-2-1・2 御入記旧目録 2通　
勅144-3 年中行事 1冊　
勅144-4 年中行事 1冊　
勅144-5 小野宮年中行事 1冊　
勅144-6 年中行事　(江家年中行事) 1冊　
勅144-7 年中行事 1冊　
勅144-8-1・2 年中行事　上・下　(新撰年中行事) 2冊　
勅144-9 年中行事 1冊　
勅144-10 年中行事 1冊　
勅144-11 年中行事　(江家年中行事) 1冊　
勅144-12 年中行事　(江家次第巻六) 1冊　
勅144-13 年中行事 1冊　
勅144-14 建武年中行事 1冊　
勅144-15 年中要抄　上　(北山抄) 1冊　
勅144-16 日中行事 1冊　
勅144-17 日中行事 1冊　
勅144-18 禁中抄 1冊　
勅144-19 元正朝賀儀 1冊　
勅144-20 本朝月令　二 1冊　
勅144-21 公事根源抄 1冊　
勅144-22-1・2 樗嚢抄 2冊　
勅144-23 九条殿遺誡 1冊　
勅144-24 九条殿遺誡 1冊　
勅144-25-1～9 撰集秘記 9冊　
勅144-26 年中行事大概 1帖　
勅144-27 年中行事　(口言部類)(中右記部類) 1巻　
勅144-28 口言部類　(年中行事）(中右記部類) 1巻　
勅144-29 撰集秘記　巻十七 1巻　
勅144-30 江家次第　巻八 1巻　
勅144-31 舞姫装束 1巻　
勅145-1 譲国式 1通　
勅145-2 太上天皇尊号宣下次第 1折　
勅145-3 御譲位次第並剣璽渡御次第 1折　
勅145-4 開関解陣次第 1折　
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勅145-5 太上天皇尊号宣下次第 1折　
勅145-6-1・2 御譲位奏日時勘文儀并院殿上儀 2通　
勅145-7 御譲位次第 1折　
勅145-8-1・2 御譲位東宮御参之儀並吉書御覧之儀 2点　
勅145-9-1・2 開関解陣次第並太上天皇尊号宣下次第 2折　
勅145-10 院御移徙次第 1折　
勅145-11 中御門天皇御譲位並尊号宣下記 1冊　
勅145-12 太上天皇尊号御報書次第 1通　
勅145-13 太上天皇尊号御報書次第 1通　
勅145-14 太上天皇尊号御報書勅答次第 1通　
勅145-15 太上天皇尊号御報書勅答次第並勘例 1通　
勅145-16-1・2 開関解陣次第並太上天皇尊号宣下次第 2折　
勅145-17 詔書覆奏次第 1通　
勅145-18-1・2 御譲位等次第並御移徙次第 2冊　
勅145-19 東山天皇礼服御覧次第 1折　
勅145-20 東山天皇御手水次第 1折　
勅145-21 東山天皇御即位由奉幣次第 1折　
勅145-22 東山天皇御即位次第 1折　
勅145-23 中御門天皇御即位次第 1折　
勅145-24 中御門天皇御即位次第 1綴　
勅145-25 中御門天皇御即位諸儀参仕交名 1通　
勅145-26 御即位御前儀 1綴　
勅145-27 礼服御覧次第 1折　
勅145-28-1～4 桜町天皇御即位条々 4点　
勅145-29 桜町天皇御即位次第 1折　
勅145-30 桜町天皇御即位舗設図 1鋪　
勅145-31 御即位次第 1折　
勅145-32 御即位由奉幣次第 1折　
勅145-33 中御門天皇御書始次第 1通　
勅145-34 桜町天皇御読書始次第 1通　
勅145-35-1・2 桜町天皇御読書始次第並御読書始御装束 2通　
勅145-36 後深草院御記 1冊　
勅145-37 大嘗会国郡卜定次第 1折　
勅145-38 大嘗会御禊次第 1折　
勅145-39 大嘗会由奉幣次第 1折　
勅145-40 大嘗会御禊卯日次第 1折　
勅145-41 大嘗会御禊辰日豊明次第 1折　
勅145-42-1～3 大嘗会参役卜定書 3通　
勅145-43 大嘗会国郡卜定次第 1折　
勅145-44 大嘗会御禊次第 1通　
勅145-45-1・2 御禊仮名次第 1通　
勅145-46 大嘗会三社由奉幣次第 1折　
勅145-47-1～5 大嘗会節会次第 6点　
勅145-48-1～3 新嘗会并豊明節会次第 3点　
勅145-49 諸国条事定次第 1折　
勅145-50 改元定次第　貞治度 1冊　
勅145-51 改元次第　長享度 1折　
勅145-52 改元条事定次第　延宝度 1折　
勅145-53 改元定次第　延宝度 1折　
勅145-54 改元条事定次第　天和度 1折　
勅145-55 辛酉仗議並改元定次第　天和度 1折　
勅145-56 甲子仗議並改元定次第　貞享度 1折　
勅145-57 改元条事定次第　元禄度 1折　
勅145-58 改元定次第　元禄度 1折　
勅145-59 改元条事定次第　宝永度 1折　
勅145-60 改元定次第　宝永度 1折　
勅145-61-1・2 改元条事定次第并改元定次第　正徳度 2折　
勅145-62 条事定次第並改元定次第　享保度 1折　
勅145-63 条事定次第并改元定次第　享保度 1冊　
勅145-64 改元条事定次第並改元定次第　元文度 1折　
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勅145-65-1～6 改元勘者願書請文等写　元文度 6通　
勅145-66-1・2 元文度挙奏号並難陳 4通　
勅145-67-1・2 辛酉仗儀並改元定次第并条事定次第　寛保度 2括　
勅145-68-1・2 甲子仗儀并改元定次第並条事定次第　延享度 2折　
勅145-69 条事定次第并改元定次第 1折　
勅145-70-1・2 朔旦冬至次第並散状 2点　
勅145-71 遷幸新造内裏次第 1折　
勅145-72 内侍所渡御仮殿次第写 1折　
勅145-73 公卿勅使日時定次第 1折　
勅145-74-1・2 公卿勅使御前儀並召仰御前儀 2通　
勅145-75 公卿勅使発遣次第八省院儀 1折　
勅145-76 伊勢一社奉幣次第並神祇官代儀次第 1折　
勅145-77 七社奉幣定次第 1折　
勅145-78 七社奉幣発遣次第並神祇官代儀 1折　
勅145-79-1・2 宇佐使御前之儀並同発遣次第 2折　
勅145-80-1～3 鴨社諸次第 3点　
勅145-81-1～3 賀茂別雷社諸次第 3点　
勅145-82-1・2 宸筆御八講並僧名定次第 2点　
勅145-83 宮中御八講次第 1折　
勅145-84 御懺法講次第及僧名并所作次第 1折　
勅145-85 懺法部類記 1冊　
勅145-86 妙法院宮堯恭親王如意輪大士御模画添状 1通　
勅145-87 護持御本尊如意輪大士開眼供養次第 1通　
勅145-88-1～4 興福寺造営一件 4通　
勅145-89 東寺舞楽曼荼羅供次第 1冊　
勅145-90 立后節会次第 1折　
勅145-91 立后本宮次第 1折　
勅145-92 中宮門号定次第 1折　
勅145-93 女院院号定次第 1折　
勅145-94 立太子次第並本宮次第 2折　
勅145-95 立太子次第並本宮次第 2折　
勅145-96 皇太子拝覲次第 1通　
勅145-97 東宮拝覲次第 1通　
勅145-98 東宮拝覲次第 1通　
勅145-99 東宮拝覲鋪設図 1鋪　
勅145-100 立太子次第並本宮次第 2折　
勅145-101 東宮拝覲南殿鋪設図 1鋪　
勅145-102 親王宣下次第 1折　
勅145-103 立親王宣下次第 2点　
勅145-104 立親王宣下次第 1折　
勅145-105 立親王宣下参役交名 2通　
勅145-106 内親王宣下次第 1通　
勅145-107 立親王宣下次第 2点　
勅145-108 任太政大臣並任大臣雑記 1冊　
勅145-109 摂政宣下次第 1冊　
勅145-110 復辟次第 1冊　
勅145-111 復辟次第 1折　
勅145-112 任大臣並小除目次第 1通　
勅145-113 任大臣兼宣旨及大饗定次第 1折　
勅145-114 任大臣節会次第　職事要 1折　
勅145-115 九条家元服家司次第 1折　
勅146-1 御入記目録 1綴　
勅146-2 後桃園天皇御封印紙 1通　
勅146-4 立太子記 1冊　
勅146-5-1・2 徳川光圀奉献立坊立后部類記并奥書 4点　
勅146-6 立太子部類記　後朱雀以下　野府記他 1冊　
勅146-7 立太子部類　愚昧記 1冊　
勅146-8 東宮補任 1冊　
勅146-9 立太子次第及立太子定次第 2通　
勅146-10 立太子記　(大記) 1冊　
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勅146-11 永昌記抜書 1冊　
勅146-12 春宮御装束先例 1冊　
勅146-13 東宮行啓抜書 1冊　
勅146-14 東宮行啓記 1冊　
勅146-15 践祚並立坊記　首欠 1冊　
勅146-16 冊命皇后式 1冊　
勅146-17 立后部類記　長秋記・明月記・平戸記 1冊　
勅146-18 立后記　吉記 1冊　
勅146-19 立后間記　愚昧記 1冊　
勅146-20 立后立坊儀抄 1冊　
勅146-21-1・2 立太子次第並本宮次第 2折　
勅146-22-1・2 立后次第并本宮次第 2折　
勅146-23-1・2 立太子次第 2折　
勅146-24 立太子拝観儀 1折　
勅146-25 立太后次第 1折　
勅146-26 立后次第 1折　
勅146-27 立太子次第 1折　
勅146-28 立后次第 1巻　
勅146-29 菅原豊長立親王御名字勘申 1通　
勅146-30 東宮行啓御列書 1巻　
勅146-31 東宮護剣秘説 1通　
勅146-32 大嘗会御料御覚書 1通　
勅146-33 立太子次第 1冊　
勅146-34 立太子次第 1冊　
勅146-35 立太子次第 1冊　
勅146-36 本宮次第 1通　
勅146-37 勧修寺経慶東宮出御名目之事勘進 1通　
勅146-38 東宮行啓院中事並参東宮着衣冠例 1通　
勅146-39 東進記抄出 1通　
勅146-40 東宮御座用東京錦茵例 1通　
勅146-41 東宮御座東京錦茵例 1通　
勅146-42 東宮行啓供奉先例勘進 1通　
勅146-43 東園基量作進東宮坊除目次第 1通　
勅146-44 立太子節会散状 1通　
勅146-45 立太子節会散状 1通　
勅146-46 立太子節会散状 1通　
勅146-47 春宮坊中宮職職員交名 1通　
勅146-48 立后節会散状 1通　
勅146-49 東宮帯刀交名 1通　
勅146-50 入内次第 1折　
勅146-51 立后次第 1冊　
勅146-52 中宮職春宮坊考勘文 1綴　
勅146-53 通典説文抜書 1通　
勅146-54 立后節会散状 1通　
勅146-55 中宮職除目勘例 1綴　
勅146-56 中宮職職員交名 1通　
勅146-57 立后節会散状 1通　
勅146-58 立后節会散状 1通　
勅146-59 大床子御膳略図 1通　
勅146-60 立太子立后節会図目録 1通　
勅146-61 立太子本宮昼御膳并殿上饗図 1巻　
勅146-62 立后本宮図 1鋪　
勅146-63 立太子節会御膳図 1巻　
勅146-64 立后節会御膳臣下饗座等図 1巻　
勅147-1-1・2 御入記目録 2点　
勅147-2 元日節会次第 1折　
勅147-3 元日節会次第 1折　
勅147-4 元日節会略次第 1折　
勅147-5 白馬節会次第 1折　
勅147-6 白馬節会次第 1折　
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勅147-7 白馬節会次第踏歌節会次第 1冊　
勅147-8 白馬節会次第踏歌節会次第 1冊　
勅147-9 踏歌節会次第 1折　
勅147-10 踏歌節会次第 1折　
勅147-11 踏歌節会御習礼記 1冊　
勅147-12 節会御膳次第　職事要並官方催条々 1冊　
勅147-13 節会勅答 1冊　
勅147-14 三節会次第 1冊　
勅147-15 平座次第 1折　
勅147-16 元日節会次第 1冊　
勅147-17 小節両御記 1冊　
勅147-18 崇恩院内大臣記　小朝拝節会等 1冊　
勅147-19 元日踏歌等依蝕節会有無御沙汰之事　享保四年 1冊　
勅147-20 白馬節会記　中右記抄書 1冊　
勅147-21 白馬節会次第 1冊　
勅147-22 白馬節会諒闇年止並雨儀事 1冊　
勅147-23 白馬節会儀並踏歌節会内弁次第 1冊　
勅147-24 踏歌節会次第 1冊　
勅147-25 踏歌節会次第 1冊　
勅147-26 節会習礼記　十八公 1冊　
勅147-27 節会習礼御記後鳥羽院御記 1冊　
勅147-28 正月節会諸儀先例　中右記抜書 1冊　
勅147-29 節会雑々 1冊　
勅147-30 節会雑用抄 1冊　
勅147-31 節会御膳儀 1冊　
勅147-32-1 宮槐記 1冊　
勅147-32-2 宮槐記 1冊　
勅147-33 節会部類記　園太暦康永三年正月　宮槐記嘉禄三年正月 1冊　
勅147-34-1～6 行類抄　恒例節会 6冊　

勅147-35-1～8
節会部類記　元日節会天正五～享禄三年　白馬節会天元五～大
永二年　踏歌節会天元五～大永二年　豊明節会永観二～康正元

8冊　

勅147-36 平座次第 1冊　
勅147-37 八座抄 1冊　
勅147-38-1・2 節会散状写 2通　
勅147-39 元日節会散状御写 1通　
勅147-40 元日節会公卿以下散状御写 1通　
勅147-41 白馬節会部類記　中右記 1巻　
勅147-42 白馬節会次第 1折　
勅147-43 節会中間入御事 1通　
勅147-44-1～22 節会雑々書類
勅147-45-1～4 節会諸儀例 4点　
勅147-46 御節会御膳図 1巻　
勅147-47 正月三日節会御膳供進次第図 1巻　
勅147-48-1～13 節会勘例 13通　
勅147-49-1～25 左馬寮白馬奏 25通　
勅147-50-1～26 右馬寮白馬奏 26通　
勅147-51 白馬節会舞妓奏 24通　
勅147-52 踏歌節会舞妓通路図 21通　
勅147-53-1～4 踏歌儛人行列書 4通　
勅147-54-1・2 白馬節会儛人行列書 2通　
勅147-55 香炉図 5通　
勅147-56 踏歌節会鋪設図 1鋪　
勅147-57-1～13 節会分図 13鋪　
勅147-58 後桜町天皇御封印紙 2通　
勅147-59 御包紙 3通　
勅147-60 御付札 6通　
勅148-1 御入記目録 1綴　
勅148-2 御新加目録 1通　
勅148-3 革暦類　延喜 1冊　
勅148-4 革暦類　元亨 1冊　
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勅148-5 革暦類　元亨 1冊　
勅148-6 辛酉革命記 1冊　
勅148-7 革命文書 1冊　
勅148-8 辛酉文書　嘉吉 1冊　
勅148-9 辛酉文書　文亀 1冊　
勅148-10 辛酉仗儀定文 1冊　
勅148-11 革命運 1冊　
勅148-12-1～7 革命 7冊　
勅148-13 甲子文書　文永 1冊　
勅148-14 甲子文書　寛永 1冊　
勅148-15 甲子勘例　嘉吉三 1冊　
勅148-16 甲子　文安定文勘文 1冊　
勅148-17 甲子条々　永正 1冊　
勅148-18 甲子仗議略次第職事要　永正度 1折　
勅148-19 甲子仗議次第　寛永度 1折　
勅148-20 甲子紀伝勘文部類 1冊　
勅148-21 辛酉甲子事 1冊　
勅148-22 三合勘文部類 1冊　
勅148-23-1～15 革暦類 15冊　
勅148-24 三革説 1冊　
勅148-25 寛文度改元年号勘文写 1通　
勅148-26 延宝度改元年号内勘文 1巻　
勅148-27-1～7 延宝度年号内勘文等 7通　
勅148-28 延宝度改元年号勘文 5通　
勅148-29 年号吉凶勘例 2通　
勅148-30 公卿年号挙奏等 6通　
勅148-31 延宝度改元書類 6点　
勅148-32 辛酉革命内勘文案及議定文案等 16点　
勅148-33 辛酉革命勘文 10点　
勅148-34 辛酉改元勘文等 6通　
勅148-35 天和度改元年号内勘文 3通　
勅148-36 年号内勘文写 3通　
勅148-37 改元内勘諸年号 1通　
勅148-38 宣徳明治両年号難陳写 1通　
勅148-39 改元年号勘文 3通　
勅148-40 公卿年号挙奏 5通　
勅148-41 革命諸道勘文写 1綴　
勅148-42 天和改元記 1巻　
勅148-43 桜町天皇仁孝天皇御封印紙 3通　
勅148-44 氏未詳兼□書状 1通　
勅148-45 禁秘抄並公事根元抄抜書 1通　
勅149-1 御入記目録 1綴　
勅149-2-1～4 甲子改元勘文類 4通　
勅149-3-1～11 甲子勘文　貞享度 11点　
勅149-4 革令諸道勘文　貞享度 1綴　
勅149-5 押小路師庸甲子改元例勘文 1巻　
勅149-6 貞享度甲子改元国解並官符案 1巻　
勅149-7 中原師光中原師弘甲子改元勘例写 1巻　
勅149-8 甲子革令定文　貞享度 1巻　
勅149-9-1～5 貞享度改元年号内勘文写 5通　
勅149-10-1～5 貞享度改元年号勘文 5通　
勅149-11-1～5 公卿年号挙奏　貞享度 5通　
勅149-12-1・2 改元度年号等　貞享度 2通　
勅149-13-1～7 元禄度改元書類 7点　
勅149-14-1～7 元禄度改元年号内勘文 8通　
勅149-15-1～3 元禄度改元年号内勘文 3通　
勅149-16-1・2 内勘度年号並典例 2通　
勅149-17-1～3 元禄度改元年号勘文 3通　
勅149-18-1・2 勘申諸年号及挙奏 2通　
勅149-19-1～9 公卿年号挙奏　元禄度 9通　
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勅149-20 条事定並改元定次第 1折　
勅149-21 国解定文 1通　
勅149-22-1・2 元禄度改元年号難陳及上卿陳状一綴 2点　
勅149-23 元禄度改元詔清書 1通　
勅149-24 土御門泰連改元勘者宣下日時勘文 1通　
勅149-25 土御門泰連改元日時勘文 1通　
勅149-26-1～3 宝永度改元年号内勘文 3通　
勅149-27-1～6 宝永度改元年号勘文 6通　
勅149-28 改元定並国解定文奏聞勘例 1通　
勅149-29-1～4 改元年号内勘文　正徳度 4通　
勅149-30-1・2 幕府老中口上書 3通　
勅149-31-1～4 正徳度改元勘文 4通　
勅149-32 改元定公卿交名 1通　
勅149-33-1～5 享保度改元年号内勘文 5通　
勅149-34-1～5 享保度改元年号内勘文 5通　
勅149-35-1～5 享保度改元年号勘文 5通　
勅149-36-1・2 挙奏号並難陳等 3点　
勅149-37-1・2 改元勘奏諸年号 2通　
勅149-38 改元詔書写 1通　
勅149-39-1～3 元文度改元難陳並挙奏号 4通　
勅149-40-1～6 寛保度改元年号挙奏等 7通　
勅149-41-1～4 延享度改元書類 5通　
勅149-42 天明年号難状写 1通　
勅149-43-1・2 寛政度改元書類 2点　
勅149-44 弘化度改元定及勘者宣下日時勘文 2通　
勅149-45-1～4 弘化度改元年号内勘文 5通　
勅149-46-1～4 弘化度改元勘文 4通　
勅149-47 改元定次第 1折　
勅149-48-1・2 改元定公卿年号定詞並難陳申詞 2通　
勅149-49 弘化度改元年号挙奏 8通　
勅149-50 延宝度内勘年号吉凶例 1冊　
勅149-51 延宝度内勘年号吉凶例写 1冊　
勅149-52 天亀宝永年号吉凶例 1冊　
勅149-53 天亀宝永年号吉凶例写 1冊　
勅149-54 延宝度改元私勘 1冊　
勅149-55 代始改元吉月例 1冊　
勅149-56 天亀年号吉凶例並代始改元吉月例写 1冊　
勅149-57 改元年号内勘文写 1冊　
勅149-58 天保改暦上表勘文 3通　
勅149-59 改暦宣下暦号定等次等 1折　
勅149-60 天保新暦暦号定詞 1通　
勅149-61 賀茂安倍両氏諍論勅答 5通　
勅150-1-1～19 嘉永度改元書類 25点　
勅150-2-1～13 万延度改元書類 27点　
勅150-3 万延度改元雑々書類 62通　
勅150-4 土御門晴雄年号勘者宣下日時内勘文 1通　
勅150-5 土御門晴雄革命勘者宣下日時内勘文付日吉凶 1通　
勅150-6 土御門晴雄革命勘者宣下日時勘文 1通　
勅150-7 土御門晴雄年号勘者宣下日時勘文 1通　
勅150-8-1～15 文久度辛酉革命勘文 16点　
勅150-9 陰陽寮改元定日時勘文 1通　
勅150-10-1～4 文久度改元年号内勘文 4通　
勅150-11-1～4 文久度改元年号勘文 4通　
勅150-12 辛酉革命改元公卿定詞 1通　
勅150-13 文久度改元条事定詞等 4通　
勅150-14-1～18 文久度改元書類 19点　
勅150-15-1～9 改元文久度書類　乙 12点　
勅150-16 辛酉改元書類 3冊　
勅151-1 内侍所臨時御神楽日時内勘文 2通　
勅151-2 太神宮司解 1通　
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勅151-3 皇太神宮神主解 1通　
勅151-4 豊受皇太神宮神主解 1通　
勅151-5 土御門晴雄伊勢公卿勅使発遣日時定召仰等日時勘文 1通　
勅151-6 公卿勅使次第以下書類 8点　
勅151-7 伊勢公卿勅使散状 21通　
勅151-8 辛酉伊勢公卿勅使書類 53点　
勅151-9 太神宮司解 1通　
勅151-10 皇太神宮神主解 1通　
勅151-11 豊受皇太神宮神主解 1通　
勅151-12 陰陽寮伊勢公卿勅使奉幣日時勘文 1通　
勅151-13 陰陽寮伊勢公卿勅使召仰日時勘文 1通　
勅151-14 文久改元詔書写 1通　
勅151-15 大神宮司請文並両太神宮神主請文 3通　
勅151-16-1・2 伊勢公卿勅使発遣日時定次第並発遣儀 2折　
勅151-17 伊勢公卿勅使発遣当日散状並宣命写 10通　
勅151-18 伊勢公卿勅使散状 17通　
勅151-19 伊勢公卿勅使書類 7点　
勅151-20 陰陽寮内侍所三箇夜御神楽日時勘文 1通　
勅151-21 内侍所三箇夜御神楽書類 25通　
勅151-22 伊勢勅使発遣記　享和元年三月 1通　
勅152-1-1 宇佐宮御奉納詠五十首御製控 * 1点　
勅152-1-2 宇佐宮御奉納詠五十首御製御備忘書 * 1点　
勅152-2 宇佐宮御奉納詠五十首御製御書損並御料紙 * 1包５枚
勅152-3 元治元年甲子一条 * 25点　
勅152-4 宇佐勅使一件雑々書物 * 28点　
勅152-5 甲子一条改元奉幣等雑々書類 * 60点　
勅152-6 甲子革令当否諸卿定詞 * 1巻　
勅152-7 甲子御祈一件書類 * 22通　
勅153-1 御入記目録 1通　
勅153-2-1～6 春除目抄 6冊　
勅153-3-1～10 叙秘大成抄　(大間成文抄) 10冊　
勅153-4-1～6 除目部類記 6冊　
勅153-5 除目録　玉葉抄出 1冊　
勅153-6 永享十年除目竟夜記 1冊　
勅153-7 文明七年除目記 1冊　
勅153-8 文明七年除目記 1冊　
勅153-9 宗綱卿記　小除目叙位等 1冊　
勅153-10 除目 略記 1冊　
勅153-11 臨時除目 1冊　
勅153-12 除目鈔 1冊　
勅153-13 除目鈔 1冊　
勅153-14 除目抄物 1冊　
勅153-15 除目略抄 1冊　
勅153-16 除目執筆秘抄 1冊　
勅153-17 春除目大体並篇目抄 1冊　
勅153-18 除目記 1冊　
勅153-19 長兼卿記　除目・職事要　(三長記) 1冊　
勅153-20 魚書奉行抄 1冊　
勅153-21 叙秘抄 1冊　
勅153-22 除目申文撰定目録案　応徳・康和 1冊　
勅153-23 除目私抄　長禄・寛正・康正・文明 1冊　
勅153-24 除目申文撰定目録案　宝徳 1冊　
勅153-25 天文十七年春除目申文 1冊　
勅153-26 除目記 1冊　
勅153-27 申文短冊袖書目録 1冊　
勅153-28-1・2 直物抄 2冊　
勅153-29-1・2 直物抄 2冊　
勅153-30 直物 1冊　
勅153-31 成柄 1冊　
勅153-32 成柄 1冊　
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勅153-33 県召除目聞書 1冊　
勅153-34 兼国勘文草 1冊　
勅153-35 除目執筆記 1冊　
勅153-36 天文十七年除目雑記 1冊　
勅153-37 四所労帳並新叙 1冊　
勅153-38 闕官物草 1冊　
勅153-39 除目 1冊　
勅153-40-1～3 県召除目次第　初夜中夜竟夜 3冊　
勅153-41 除目委記次第 1冊　
勅153-42 県召除目清書次第 1冊　
勅153-43 県召除目次第 1冊　
勅153-44 県召除目次第　初夜 1冊　
勅153-45 春除目次第　職事要 1冊　
勅153-46 臨時除目次第　参議要 1冊　
勅153-47-1～3 県召除目次第　初夜中夜竟夜 3冊　
勅153-48 県召除目次第 1冊　
勅153-49 県召除目次第 1冊　
勅153-50 県召除目次第 1冊　
勅153-51 県召除目次第 1折　
勅153-52 県召並京官除目清書次第 1折　
勅153-53 春除目次第 1冊　
勅153-54 除目次第 1折　
勅153-55 県召除目次第 1冊　
勅153-56 除目略次第 1冊　
勅153-57 県召除目次第 3巻　
勅153-58 三槐抄 3巻　
勅153-59-1～18 除目書類 26点　
勅153-60 記録張紙 2点　
勅154-1 御道具目録等 3通　
勅154-2 仮皇居正月式　安政二年 1通　
勅154-3 仮皇居賀茂祭例書 3通　
勅154-4 将軍賜与堂上家作事金伝達書写 1綴　
勅154-5 東本願寺舞台両皷台献上書並文化度例 2点　
勅154-6 内裏及仮皇居等指図 27点　
勅154-7 安政新造清凉殿并小御所和歌題並絵筆者等 26点　
勅154-8 新造常御殿御間杉戸画筆者書類 31通　
勅154-9 安政度詠進竪詠草 19通　
勅154-10 後桜町院御賀御屏風和歌詠進竪詠草書式 1通　
勅154-11 小御所御襖色紙形和歌詠進人数除名伺 1通　

勅154-12-1
新造内裏諸儀日時定等勘文類/土御門晴雄日時定陣之儀日時内
勘文　附日並吉凶

1通　

勅154-12-2 土御門晴雄内裏造営木作始地曳等日時定可被行陣儀日時勘文 1通　
勅154-12-3 土御門晴雄内裏造営上棟日時定被行神祇日時勘文 1通　
勅154-12-4 陰陽寮新造内裏地鎮祭日時勘文 1通　
勅154-12-5 陰陽寮飛香舎地鎮祭日時勘文 1通　
勅154-12-6 土御門晴雄可被植南殿桜橘日時勘文 1通　
勅154-12-7 土御門晴雄遷幸日時定陣儀日時勘文 1通　
勅154-12-8 土御門晴雄御装束始日時並可被立御帳日時勘文 1通　
勅154-12-9 土御門晴雄大殿祭日時勘文 1通　
勅154-12-10 土御門晴雄御祈始行日時勘文 1通　
勅154-12-11 土御門晴雄御謝祭始行日時勘文 1通　
勅154-12-12 土御門晴雄井水吉方内勘文 1通　
勅154-12-13 土御門晴雄点火吉方内勘文 1通　
勅154-12-14 土御門晴雄五菓可被納日時並可被納方内勘文 1通　
勅154-12-15 准后御方五菓可被納日時並可被納方内勘文 1通　
勅154-13 新造内裏遷幸等神事次第類 9点　
勅154-14 新造内裏安鎮法次第等 23通　
勅154-15 内侍所御神楽散状 14通　
勅154-16 天明安政禁裏炎上遷幸書類 13点　
勅154-17 新造内裏遷幸並内裏焼失先例書 1冊　

東山御文庫本　画像公開書目　63



勅154-18 土御門晴雄内侍所三箇夜臨時御神楽日時勘文 1通　
勅154-19 内侍所三箇夜臨時御神楽等散状 15通　
勅154-20 新造内裏遷幸勘例御事書 1通　
勅154-21 遷幸供奉先例書 5通　
勅154-22 遷幸勘例書類 4通　
勅154-23 遷幸書類 9通　
勅154-24 万里小路正房遷幸御道筋陰陽頭注進添状 1通　
勅154-25 御役散状等 34通　
勅154-26 遷幸並渡御御行列書 13点　
勅154-27 和歌筆者交名等 43通　
勅154-28 遷幸後被下物目録　宝永度天明度 1巻　
勅154-29 遷幸後被下物目録案　宝永度 1通　
勅154-30 仮皇居被下物目録案 1巻　
勅154-31 桂宮御所号並諸大夫侍推叙事書 2通　
勅154-32 光格天皇御製詩後桜町天皇御製並留書 2通　
勅154-33 仮皇居御所被下物目録写 1通　
勅154-34 御勘定吟味改役等被下物目録 1通　
勅154-35 造営御用掛へ被下饅頭目録写 1通　
勅154-36 御造営後関東推叙武家伝奏覚書 1通　
勅154-37 熱田大宮司内願書並由緒書 2点　
勅154-38 武家伝奏覚書 1通　
勅154-39 武家伝奏覚書 1通　
勅154-40 園城寺道暹法華会竪義探題款状 1通　
勅154-41 三室戸本尊開帳願及撫物等先例書　文政度 1通　
勅155-1-1～4 御入記目録 4点　
勅155-2-1～28 御遊　和歌之部 39点　
勅155-2-11-1～3 和歌御会次第　上中下 3折　
勅155-2-21-1～9 御会廻文 9通　
勅155-2-22 月次和歌御会廻文写 1通　
勅155-2-23 月次御会廻文写 1通　
勅155-2-24 重陽和歌御会廻文写 1通　
勅155-2-25-1・2 和歌御会廻文写 2通　
勅155-2-26 和歌御会廻文 1通　
勅155-2-27 元長卿記取要 1通　
勅155-2-28 正親町天皇御消息案 1通　
勅155-3-1～27 御遊　楽之部 28点　
勅155-4-1～34 御遊　楽之部 34通　
勅155-5-1～21 御遊 21点　
勅155-6-1～15 御遊　御楽 31点　
勅155-7-1～6 御遊　楽新加 26通　
勅155-8 御遊　蹴鞠 28点　
勅155-9 御遊　雑記類 41点　
勅156-1 修学院御幸御用口向御道具類仕様帳 1冊　
勅156-2 修学院御幸文書写 1冊　
勅156-3 修学院上下御茶屋御新造御修復仕様帳 1冊　
勅156-4 修学院御幸御用新調御道具御延引控 1冊　
勅156-5 修学院御幸御用新調御道具控 1冊　
勅156-6 修学院御幸御用奥道具類仕様帳 1冊　
勅156-7 修学院御幸御用表道具類仕様帳 1冊　
勅156-8 修学院御幸御用書留 1冊　
勅156-9-1・2 修学院御幸録 2冊　
勅156-10 修学院御幸書留 1冊　
勅156-11 修学院御幸録　自文政十年至天保二年 1冊　
勅156-12 修学院御幸録　自天保三年至同十年 1冊　
勅156-13 修学院御幸御用口向御道具類仕様帳 1冊　
勅156-14 修学院御幸雑誌 1冊　
勅156-15-1・2 修学院御幸御用新調御道具並御修覆仕足等員数帳 2冊　
勅156-16 修学院御幸御用表御道具類仕様帳 1冊　
勅156-17 修学院御幸記 1冊　
勅156-18-1・2 修学院御行列帳 2冊　
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勅156-19 修学院御幸用御道具窺書之写 1冊　
勅156-20 修学院御幸御道具控 1冊　
勅156-21 御幸供奉服装先例 1冊　
勅156-22 修学院御幸用御道具扣 1冊　
勅156-23 修学院御幸記　享保六年共方卿記抜書 1冊　
勅156-24 修学院御用網代御輿仕様書 1冊　
勅156-25 修学院御幸用御道具扣 1冊　
勅156-26 修学院御幸用御道具調進書類写 1冊　
勅156-27 修学院御幸用御道具費用帳 1冊　
勅156-28 修学院御幸用御道具預控帳 1冊　
勅156-29 修学院御幸用御道具扣 1通　
勅156-30 修学院御幸武家供奉列立　文政七年九月二十一日 1冊　
勅156-31 修学院御幸武家供奉列立　文政七年九月二十一日 1冊　
勅156-32 修学院御幸武家供奉列帳　文政七年九月二十一日 1冊　
勅156-33 修学院御幸供奉服装扣　天保二年十月十七日 1冊　
勅156-34 修学院御幸供奉服装扣　天保二年十月十七日 1冊　
勅156-35 修学院御幸用御調度控 1冊　
勅156-36-1～5 修学院御幸供奉服装帳 5冊
勅156-37 修学院御茶屋山上溝筋一件 12点　
勅156-38 修学院御茶屋向絵画願書写 1冊　
勅156-39 修学院御茶屋絵師交名扣 1通　
勅156-40 修学院御茶屋絵師交名扣 1通　
勅156-41 霊元上皇修学院御幸御行列 1冊　
勅156-42 霊元上皇修学院御幸御行列 1冊　
勅156-43 霊元上皇修学院御幸御行列 1冊　
勅156-44 霊元上皇修学院御幸御行列 1冊　
勅156-45 霊元上皇修学院御幸御行列 1冊　
勅156-46 霊元上皇修学院御幸御行列 1冊　
勅156-47 御随身村田渡辺三津三上叙位先例等 3通　
勅156-48-1～3 御轅簾之事 12点　
勅156-49 修学院御山土留三社仮置場図 1鋪　
勅156-50 御幸御行列書 3冊　
勅156-51 御蒔絵桜之下画 4通　
勅156-52 修学院御茶屋向窺図面写 10鋪　
勅156-53 修学院御茶屋御池絵図 1鋪　
勅156-54 修学院御茶屋図等 3点　
勅156-55 雨皮記 1巻　
勅156-56 石山縁起写居飼並刀懸図 1巻　
勅156-57 四方輿並御山輿図 1巻　
勅156-58 四方輿図 1巻　
勅156-59 御山輿図並同寸法図 2巻　
勅156-60 修学院御茶屋絵図 5鋪　
勅156-61 御日傘仕様書 1通　
勅156-62 修学院御幸用奥御道具類仕様帳 1冊　
勅156-63 御幸勘物 23通　
勅156-64 修学院御幸用御道具伺書 1綴　
勅157-2 譲位部類記 1冊　
勅157-3 御脱屣記　院中部　(為房卿記) 1冊　
勅157-4 譲位記　度々部類抄　御脱屣記第八　承元四年 1冊　
勅157-5 御脱屣部類記　度々部類抄　延久四～永仁六年 1冊　
勅157-6 脱屣部類記　後三条・鳥羽・崇徳・後白河 1冊　
勅157-7 脱屣部類記 1冊　
勅157-8 御脱屣部類記 1冊　
勅157-9 信範卿記　寿永二年八月二十日践祚　(兵範記) 1冊　
勅157-10 兼光卿記　後鳥羽院践祚 1冊　
勅157-11 吉田中納言為経卿記　寛元四年御譲位 1冊　
勅157-12 御譲位記　大外記師光記定嗣卿記　(葉黄記) 1冊　
勅157-13 脱屣記　園太暦貞和四年 1冊　
勅157-14 御伝国御記 1冊　
勅157-15 兼治記　応安四年譲位 1冊　
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勅157-16 北面始記 1冊　
勅157-17 北面始記並庁宣 1冊　
勅157-18 譲位即位記 1冊　
勅157-19 御譲位以下代始儀　(代始和抄) 1冊　
勅157-20 譲位仮名次第 1冊　
勅157-21 御脱屣記 1冊　
勅157-22 御譲位部類記 1冊　
勅157-23 後光厳院御記 1冊　
勅157-24 御譲位雑々 1冊　
勅157-25 礼祀年月抄 1冊　
勅157-26 践祚記　中右記 1冊　
勅157-27 践祚部類記　後妙華寺関白記(明応九年)　左大史匡遠宿祢記他 1冊　
勅157-28 資定卿記　大永六年践祚 1冊　
勅157-29 践祚記　二水記 1冊　
勅157-30 践祚部類抄　宇多天皇～後光厳院 1冊　
勅157-31 践祚部類記　大外記師茂記他 1冊　
勅157-32 践祚次第 1冊　
勅157-33 親王行啓等記 1冊　
勅157-34 院庁結番状並補任例等 1冊　
勅157-35 御行列書並院庁雑記 1冊　
勅157-36 蔵人所御調度修理新調注進状 1冊　
勅157-37 御譲位次第 1折　
勅157-38 御譲位次第 1折　
勅157-39 御譲位次第 1冊　
勅157-40 剣璽渡御次第 1折　
勅157-41 剣璽渡御次第 1折　
勅157-42 践祚次第 1折　
勅157-43 践祚次第 1折　
勅157-44 尊号宣下次第 1折　
勅157-45 開関解陣次第詔書覆奏次第 1折　
勅157-46 開関解陣次第 1帖　
勅157-47 御譲位記　(後嵯峨天皇譲位記) 1巻　
勅157-48 御譲位践祚文書写 1巻　
勅157-49 譲位部類記 1巻　
勅157-50-1・2 寛永記 2巻　
勅157-51-1～4 寛文記 4巻　
勅157-52-1・2 警固固関記 2巻　
勅157-53-1・2 御譲位記 2巻　
勅157-54 霊元上皇尊号辞表 1通　
勅157-55 譲国式 1巻　
勅157-56 諸次第 1冊　
勅157-57 警固固関次第 1冊　
勅157-58 御譲位警固固関陣儀舗設図 1鋪　
勅157-59-1～3 御譲位勘例 3通　
勅157-60 御譲位次第 1折　
勅157-61 御譲位次第 1折　
勅157-62 御譲位次第 1折　
勅157-63-1～3 御譲位次第 3折　
勅157-64 御譲位次第 1折　
勅157-65 尊号宣下次第 1折　
勅157-66 尊号宣下次第 1折　
勅157-67 尊号宣下開関解陣次第 2折　
勅157-68 尊号宣下次第並開関解陣次第 2折　
勅157-69 詔書覆奏次第 1通　
勅157-70 尊号御報書 1通　
勅157-71 譲位節会警固固関散状 2通　
勅157-72 解陣開関次第 1通　
勅157-73 白河法皇摂政藤原忠実宣命写 1通　
勅157-74 御譲位部類記抜書 1通　
勅157-75 新院庁吉書御写 1通　
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勅157-76 万里小路時房書状写 1通　
勅157-77 院司役名並随身員数注文 1通　
勅157-78 譲位条々 1通　
勅157-79 譲位役人交名 1通　
勅157-80 御譲位節会散状写 1通　
勅157-81 若宮童装束注文 1通　
勅157-82 践祚陣儀散状 1通　
勅157-83 正親町天皇御内勅案 2通　
勅157-84 安倍久脩御譲位日時勘文 1通　
勅157-85 正親町天皇御譲位御幸供奉行列書 1通　
勅157-86 官人勤書 1巻　
勅157-87 剣璽渡御行列書 1巻　
勅157-88 御譲位御幸行列書 1巻　
勅157-89 後円融院御譲位宣命 1通　
勅157-90 御譲位宣命 1通　
勅157-91 宗顕卿記抜書 1通　
勅157-92 尊号記 1通　
勅157-93 警固固関記 1巻　
勅157-94 御譲位記 1巻　
勅157-95 御譲位記 1冊　
勅157-96-1～3 御湯殿上記御下書 3通　
勅157-98 貞享度御譲位書類 3点　
勅157-99 御譲位次第 1冊　
勅157-100 御譲位次第 1冊　
勅157-101 院司勘例 4点　
勅157-102 東山天皇尊号詔書 1通　
勅157-103 譲位節会警固固関散状 2通　
勅157-104 警固固関散状 2通　
勅157-105 剣璽渡御散状 1通　
勅157-106 老中奉書並覚書写 2通　
勅157-107 大元帥法御鏡御加持次第 1通　
勅157-108 譲位節会役者勘例並固関開関院司交名 3通　
勅157-109 譲位勘例 1通　
勅157-110 車下簾注文 1通　
勅157-111 御譲位諸儀散状写 1綴　
勅157-112 御譲位勘例 6通　
勅157-113 譲位宣命写 1通　
勅157-114 装束故実抄 1冊　
勅157-115 桜町天皇勅答 1通　
勅157-116 御車並御装束書類 3通　
勅157-117 糸毛車飾色注文 1通　
勅157-118 菊御紋章図 1枚　
勅157-119 御譲位諸指図 4鋪　
勅158-1 女院宣下門号定御入記并御新加目録 1綴　
勅158-2 院号定部類記　東三条院～室町院 10冊　
勅158-3 女院院号定部類記 6冊　
勅158-4 徳川綱吉追号ヵ挙奏并出典 15通　
勅158-5 院号定書類 9点　
勅158-6 女院院号定等書類 9点　
勅158-7 後桜町天皇御封印紙 2通　
勅159-1 仁孝天皇御諒闇践祚等一 7点　
勅159-2 仁孝天皇御諒闇践祚等二 17点　
勅159-3 仁孝天皇御大喪等 3点　
勅159-4 仁孝天皇御謚号 8通　
勅159-5 御謚号挙奏 30通　
勅159-6 新帝践祚素服等 22通　
勅159-7 新朔平門院御追号御供養等 13通　
勅161-1 御入記目録 1綴　
勅161-2-1～22 曼荼羅供御経供養等書類 22点　
勅161-3-1～41 御懺法書類 44点　
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勅161-4-1～6 御懺法講次第 7点　
勅161-5-1～4 曼荼羅供次第等 4点　
勅161-6-1～9 御懺法講記録 9冊　
勅161-7-1・2 法華懺法並例時作法 2帖　
勅161-8 聖忌御懺法講 47点　
勅161-9-1～12 御懺法講次第并記等 21点　
勅161-10-1～15 (後水尾天皇三回聖忌)御懺法講書類等 23通　
勅161-11-1～14 (後水尾天皇七回聖忌)御懺法講記録 18点　
勅162-1-1～4 御入記目録 4通　
勅162-2 仙洞御賀記　文永四年　(宗雅卿記) 1冊　
勅162-3 安元御賀記　定能卿記 1冊　
勅162-4 大夫入道九十賀次第 1冊　
勅162-5 多武峰破裂部類記　康富記 1冊　
勅162-6 多武峰破裂之事 1冊　
勅162-7 斎王記 1冊　
勅162-8 法性寺関白記　斎王群行 1冊　
勅162-9 御産記　(小右記) 1冊　
勅162-10 西宮抄抜書 1冊　
勅162-11 色々略次第　臨時部 1冊　
勅162-12 御読書始次第 1冊　
勅162-13 御読書始次第 1折　
勅162-14 御読書略次第 1折　
勅162-15 殷富門院御出家次第 1折　
勅162-16 親王渡御次第 1折　
勅162-17 臨時公事　(臨時簡要抄) 1冊　
勅162-18-1～12 臨時御儀書類 12通　
勅162-19 朝仁親王親王宣下宣旨 1通　
勅162-20-1・2 御書始書類 2点　
勅162-21-1～3 大嘗会並朔旦冬至書類 8点　
勅162-22 国忌部類記　(江次第抄抜書) 1冊　
勅162-23 中宮女院御事勘例 1通　
勅162-24 遺令使交名 1通　
勅162-25 元服御冠拝領勘例 1通　
勅162-26 中納言着陣次第御写 1通　
勅162-27 供奉交名 1通　
勅162-28 陰陽頭天文密奏書類 4通　
勅162-29 後桃園天皇御封印紙 1通　
勅163-1 相国拝賀部類記 1冊　
勅163-2 大臣辞表 1冊　
勅163-3 大弁宰相拝賀記 1冊　
勅163-4 蔵人頭拝賀次第 1冊　
勅163-5 貫首拝賀記　(公季公記) 1冊　
勅163-6 弁官拝賀次第 1冊　
勅163-7 蔵人拝賀記 1冊　
勅163-8 元服部類記 1冊　
勅163-9 臣下元服部類記　(臣下元服類記) 1冊　
勅163-10 後香園院関白元服記　(松亜記) 1冊　
勅163-11 通世元服記 1冊　
勅163-12 記録方状 1冊　
勅163-13 右少弁時範記 1冊　
勅163-14 八条相国記 1冊　
勅163-15-1～17 経俊卿記 17冊　
勅163-16-1・2 通秀公記 2冊　
勅163-17 立倚子政記　(万一記) 1冊　

勅163-18-1
延久四年五年東宮行啓並信貞訴状　(延久四年五年記並信貞訴
状)(為房卿記)

1冊　

勅163-18-2 院司補任以下雑記　藤原親賢他 1冊　
勅163-19 和長卿記 1冊　
勅163-20 菅別記 1冊　
勅163-21 伝宣草　全 1冊　

東山御文庫本　画像公開書目　68



勅163-22 吉口伝 1冊　
勅163-23 参議要抄　下　臨時 1冊　
勅163-24 朝官当唐官略鈔 1冊　
勅163-25 弁官新任抄 1冊　
勅163-26 拾芥抄　中 1冊　
勅163-27 往来写 1冊　
勅163-28 大将御着陣次第草 1冊　
勅163-29 蔵人頭拝賀次第 1折　
勅163-30 弁官申慶次第 1折　
勅163-31 弁官拝賀次第 1折　
勅163-32 弁官拝賀次第 1冊　
勅163-33 相顕抄 1冊　
勅163-34 官位相当 1冊　
勅163-35 公事略頌集 1冊　
勅163-36 名目抄之内不審 1冊　
勅163-37 宇治河橋修造弘安官符写 1冊　
勅163-38 勅問申詞写 1冊　
勅163-39 文明一統記 1冊　
勅163-40-1～3 和漢官職抄　上中下 3冊　
勅163-41 相国拝賀部類記 1巻　
勅163-42 相国拝賀部類 1巻　
勅163-43 拝賀部類記 1巻　
勅163-44 相国拝賀記　貞和四年洞院公賢　中園相国家司記 1巻　
勅163-45 荒暦　(成恩寺関白記) 1巻　
勅163-46 任太政大臣勘例 1巻　
勅163-47 太政大臣着陣例 1巻　
勅163-48 弁官拝賀次第 1巻　
勅163-49 女御尚侍位次先例　(女御位次之事) 1巻　
勅163-50 後成恩寺禅閤行跡 1巻　
勅163-51 相模二宮河勾庄文書写 1巻　
勅163-52 一大事御告御夢想日記事　勝部朝臣美茂入道 1巻　
勅163-53 明正院御受禅諸卿申詞写 1綴　
勅163-54-1～3 復辟書類 3冊　
勅163-55-1～10 徳川家綱誕生並叙任書類朝幕往復 10通　
勅163-56-1～9 宸記類 19通　
勅163-57 皇族書類 26通　
勅163-58-1～6 霊鑑寺建立消息御沙汰書類 10通　
勅163-59-1～14 法度壁書写以下 16点　
勅163-60-1～29 記録抜書儀式次第勘例等 34点　
勅163-61-1～9 陰陽道書類 11点　
勅163-62-1～15 任官叙位書類 17点　
勅163-63-1～10 口上書願書等一括 11通　
勅163-64-1～9 将軍家任官位等 15通　
勅163-65-1～19 伊勢社寺 23通　
勅163-66-1～4 戦国武将関係書類 4点　
勅163-67-1～5 雑々書類 5通　
勅163-68 御包紙 3通　
勅164-1 宇佐神宝奉納目録写 1冊　
勅164-2 北野宮等正遷宮并神宮造替書類写　元禄十四～十五年 1冊　
勅164-3 北野松梅院古文書写 1冊　
勅164-4 北野松梅院願書写 1冊　
勅164-5 賀茂祝家上階願関係文書写 1冊　
勅164-6 賀茂御祖社梅本民部大輔願一件 1冊　
勅164-7 賀茂社正祝職訴訟書類 1冊　
勅164-8 鴨社権禰宜闕職願書留 1冊　
勅164-9 享保度賀茂非職之輩着袍願書写 1冊　
勅164-10 元禄七年以来着袍訴訟書付写 1冊　
勅164-11 享保度賀茂代官役願書写 1冊　
勅164-12 享保度賀茂代官役願書写 1冊　
勅164-13 享保度賀茂代官役願書写 1冊　
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勅164-14 享保度賀茂代官役願書写 1冊　
勅164-15 賀茂社祠官等願之事 1冊　
勅164-16 賀茂正祝願書写 1冊　
勅164-17 賀茂社正祝訴訟書類写 1冊　
勅164-18 賀茂貴船訴訟書類写 1冊　
勅164-19 賀茂一社中口上書写 1冊　
勅164-20 鴨正禰宜職願之事 1冊　
勅164-21 貴船社訴訟書類写 1冊　
勅164-22 下鴨権禰宜梅本民部大輔願一件 1冊　
勅164-23 賀茂社正祝職之事 1冊　
勅164-24 鴨社訴訟書類写 1冊　
勅164-25 賀茂社怪異書類写 1冊　
勅164-26 上賀茂社家訴訟書類写 1冊　
勅164-27 賀茂一社中訴訟書類写 1冊　
勅164-28 伝法灌頂宣旨院宣等写 1冊　
勅164-29 灌頂大阿闍梨并受者抜書 1冊　
勅164-30 梶井宮灌頂勅会役者交名 1冊　
勅164-31 越前毫摂寺以下諸寺願書留 1冊　
勅164-32 本国寺綸旨頂戴願一件書類写 1冊　
勅164-33 東南院門跡兼帯願書写 1冊　
勅164-34 東南院兼帯願書留 1冊　
勅164-35 園城寺灌頂開壇願書写 1冊　
勅164-36 興福寺仏舎利記写 1冊　
勅164-37 妙顕寺紫衣願書留 1冊　
勅164-38 妙顕寺日寛紫衣願書類写 1冊　
勅164-39 丹波高源寺紫衣願書留 1冊　
勅164-40 弘法大師九百年忌綸旨願書類留 1冊　
勅164-41 鞍馬寺務之事 1冊　
勅164-42 上醍醐准胝堂再建願書写 1冊　
勅164-43 日記写 1冊　
勅164-44 日記 1冊　
勅164-45 催方記録 1冊　
勅164-46 内侍所仮殿渡御々神楽等御日次写 1冊　
勅164-47 日次案言渡抜萃 1冊　
勅164-48 両伝奏留守中葉室頼胤覚書 1冊　
勅164-49 両伝奏へ申聞御案 1冊　
勅164-50 武家対談之条々議奏日記 1冊　
勅164-51 議奏日記 1冊　
勅164-52 吉田家高辻家社家執奏諍論書類留 1冊　
勅164-53 吉田家社家執奏願書類留 1冊　
勅164-54 四府賀輿丁所付 1冊　
勅164-55 非蔵人願書写 1冊　
勅164-56 非蔵人扶持切米知行付 1冊　
勅164-57 諸職人并諸商買人受領等覚書 1冊　
勅164-58 公卿養子帳 1冊　
勅164-59 公卿猶子帳 1冊　
勅164-60 六角主計家先祖代々補任 1冊　
勅164-61 納曾利舞願書類留 1冊　
勅164-62 納曾利舞之論(東儀家林家)口状例書写並多家輩願書写 1冊　
勅164-63 内侍所以下御絵様画工 1冊　
勅164-64 御造営御用掛書類写 1冊　
勅164-65 口向取調之分 1冊　
勅164-68 御記目録 1冊　
勅164-73 新造御文庫入具目録 1冊　
勅164-74 字書目録 1冊　
勅164-75 字書目録 1冊　
勅164-76 御屏風目録 1冊　
勅165-1 朝野群載入記目録 1綴　
勅165-2-1～21 朝野群載　巻一～二十八 21冊　
勅165-3 朝野群載抄 1冊　
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勅165-4-1～13 迎陽記 13冊　
勅165-5-1～7 続本朝文粋　巻一～十四 7冊　
勅165-6-1～7 文鳳鈔　一～八 7冊　
勅165-7-1～6 経国集 * 6冊　
勅165-8 菅家後草　巻第十三 1冊　
勅165-9 文華秀麗集 * 1冊　
勅166-1-1 臣下御当座詠草 2通　
勅166-1-2 後桃園天皇春宮御内々御当座御詠草等 7通　
勅166-1-3 後桃園天皇内々御当座御詠草等 5通　
勅166-1-4 後桜町天皇並後桃園天皇御当座御詠草等 4通　
勅166-1-5 後桃園天皇内々御当座御詠草 4通　
勅166-1-6 後桃園天皇春宮内々御当座御詠草等 5通　
勅166-1-7 後桜町天皇并後桃園天皇内々御当座御詠草 2通　
勅166-1-8 後桜町天皇并後桃園天皇御当座御詠草等 14通　
勅166-1-9 後桃園天皇内々御当座御詠草 1通　
勅166-1-10 臣下内々御当座詠草 3通　
勅166-1-11 後桜町天皇内々御当座御詠草等 3通　
勅166-1-12 臣下御当座詠草 2通　
勅166-1-13 後桃園天皇内々御当座御詠草 1通　
勅166-1-14 後桜町天皇并後桃園天皇内々御当座御詠草等 13通　
勅166-1-15 春宮内々御当座臣下詠草 1通　
勅166-1-16 後桜町天皇内々御当座御詠草等 3通　
勅166-1-17 後桃園天皇御当座御詠草等 2通　
勅166-1-18 後桃園天皇春宮御当座御詠草等 2通　
勅166-1-19 後桃園天皇内々御当座御詠草等 2通　
勅166-1-20 後桃園天皇御詠草 6通　
勅166-1-21 後桃園天皇御詠草等 5通　
勅166-1-22 臣下御当座詠草 2通　
勅166-1-23 後桜町天皇并後桃園天皇春宮内々御当座御短冊并御組題 11通　
勅166-1-24 後桜町天皇並後桃園天皇内々御当座御短冊等並御組題 16通　
勅166-1-25 後桜町天皇并後桃園天皇内々御当座御短冊等并御組題 10通　

勅166-1-26
後桜町天皇内々御当座御組題及御包紙并後桃園天皇内々御当
座御短冊等并御組題

4通　

勅166-1-27 後桜町天皇并後桃園天皇御当座御短冊等 7通　
勅166-1-28 後桜町天皇并後桃園天皇内々御当座御短冊等並御題 4通　
勅166-1-29 後桜町天皇并後桃園天皇内々御当座御短冊等並御組題 16通　
勅166-1-30 御組題 13通　
勅166-1-31 御組題 10通　
勅166-1-32 御歌題 1通　
勅166-1-33 後桜町天皇御短冊 1枚　
勅166-1-34 内々御当座臣下詠草 12通　
勅166-1-35 内々御当座御組題 3通　
勅166-1-36 和歌寄書 2通　
勅166-1-37 飛鳥井雅重二首懐紙 1通　
勅166-1-38 种和恒御園即興五絶二首詩草 1通　
勅166-1-39 臣下短冊 3通　
勅166-1-40 中御門俊臣短冊 1通　
勅166-1-41 素短冊 36通　
勅166-1-42 内々御当座御写 1冊　
勅166-1-43 絲罫 1組　
勅166-2-1 享保　御幸雑誌 1冊　
勅166-2-2 御幸下北面装束等先例抜書 1冊　
勅166-2-3 修学院御幸供奉行列帳 1冊　
勅166-2-4 文政七年修学院御幸供奉服装留書 1冊　
勅166-2-5 文政七年修学院御幸御列帳 1冊　
勅166-2-6 御幸供奉人事先例抜書 1冊　
勅166-2-7 文政七年修学院御幸儀次第並御行列次第 1通　
勅166-2-8 文政七年修学院御幸御列書 1巻　
勅166-2-9 上皇御所構宮并離宮山荘等例 1綴　
勅166-2-10 文政七年修学院御幸供奉服装記 1綴　

東山御文庫本　画像公開書目　71



勅166-2-11 雍州府志修学院条抜書 1通　
勅166-2-12 修学院御茶屋絵図 8鋪　
勅166-2-13 享保六年及七年修学院御幸記並上皇女院御幸要目 2通　
勅166-2-14 修学院下御茶屋御輿寄指図 1鋪　
勅166-2-15 文政七年修学院御幸御用度金書付 2通　
勅166-2-16 博陸騎馬之例抜書 1通　
勅166-2-17 享保十三年八月霊元天皇修学院御幸御行列 1冊　
勅166-2-18 御直衣御奴袴色之事 1通　
勅166-2-19 御水干御道服勘物 1通　
勅166-2-20 烏帽子直衣小狩衣等勘物 1通　
勅166-2-21 御額字御箱鍵 1個　
勅166-2-22 御屏風目録 1通　
勅166-2-23 御輿中御多葉粉盆調進伺書 1通　
勅166-2-24 九月衣例勘物 1通　
勅166-2-25 御小直衣色目 1通　
勅166-2-26 林丘寺御堂御額寸法 1通　
勅166-2-27 修学院御茶屋建造物目録 1通　
勅166-2-28 唐皮褥勘物 1通　
勅166-3-1 後桃園天皇御詠草　安永八年 31通　
勅166-3-2 後桃園天皇御詠草　年月不明 11通　
勅166-3-3 御月次御会三首通題 2冊　
勅166-3-4 後桃園天皇御製御留書 1冊　
勅166-3-5 御月次御題 1通　
勅166-4-1-1 明治天皇御名字 1通　
勅166-4-1-2 明治天皇御名字　訓付 1通　
勅166-4-1-3 明治天皇御称号御名字 2通　
勅166-4-1-4 明治天皇親王宣下宣旨　(明治天皇親王宣下宣) 1通　
勅166-4-2 明治天皇御幼時御詠草 1通　
勅166-4-3 御鑰匙 1個　
勅166-5-1 御剣目録 1冊　
勅166-5-2 御小道具目録 1冊　
勅166-5-3 新造御文庫入具目録 1冊　
勅166-5-4 御屏風目録 1冊　
勅166-5-5 御屏風目録 1冊　
勅166-5-6 御屏風目録 1冊　
勅166-5-7 御屏風目録 1冊　
勅166-5-8 御屏風目録 1冊　
勅166-5-9 新御文庫御記目録 1冊　
勅166-5-10 御会長持目録 1綴　
勅166-5-11 楽御擔子目録 1冊　
勅166-5-12 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-13 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-14 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-15 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-16 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-17 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-18 御道具目録 1綴　
勅166-5-19 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-20 御剣鑑定書 1通　
勅166-5-21 御剣鑑定書 1通　
勅166-6-1 菊の御文女房奉書案 8冊　
勅166-6-2-1・2 菊御文の留　(菊の御紋の留) 2冊　
勅166-6-3 菊御文の覚　(菊の御紋の留) 1冊　
勅166-7-1 源氏物語桐壺巻試写等 4綴　
勅166-7-2 源氏物語蛍巻 2点　
勅166-7-3 源氏物語柏木巻 1帖　
勅166-7-4 源氏物語匂宮巻新写本等 12点　
勅166-7-5 後桜町天皇御封紙 1枚　
勅166-7-6 源氏物語新写類 1冊　
勅166-7-7 御換料紙 5枚　
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勅166-7-8 後桜町天皇御詠草御留書 1冊　
勅166-8 後水尾天皇宸翰御色紙帖 2折　
勅166-9 後水尾天皇御当座御会三十首和歌御短冊帖 1折　
勅167-1 御入記図絵目録草 1通　
勅167-2-1・2 大内裏図 2鋪　
勅167-3 宮城図 1巻　
勅167-4 清涼殿図 1鋪　
勅167-5 東三条亭図 1鋪　
勅167-6 閑院内裏図 1鋪　
勅167-7 土御門内裏指図 1鋪　
勅167-8 仙洞御所指図 1鋪　
勅167-9 新主〈東山天皇〉御所指図 1鋪　
勅167-10 剣璽渡御図 1鋪　
勅167-11 御所鋪設図 1鋪　
勅167-12 中御門天皇御譲位指図 1鋪　
勅167-13 即位器服図式 1巻　
勅167-14 御即位式鋪設図 1鋪　
勅167-15 御即位式絵図 1鋪　
勅167-16 桜町天皇御即位指図 1鋪　
勅167-17 大嘗会指図 1鋪　
勅167-18 朝覲行幸図 1通　
勅167-19 御辛櫃渡御行列書 1巻　
勅167-20 四方拝御座図 1通　
勅167-21 四方拝御神楽調進物図 2通　
勅167-22-1～4 四方拝並御神楽庭上図並口上書 8点　
勅167-23 御歯固朝餉図 1通　
勅167-24 享保十八年元旦大床子御膳供進記並図 1巻　
勅167-25 清涼殿御厨子図並楽器置様事 1巻　
勅167-26 大床子格子内勘　江次第・年中行事 1通　
勅167-27-1・2 万機旬御装束図並仙洞御八講指図 2鋪　
勅167-28 月次神今食神嘉殿図 1鋪　
勅167-29 神今食神嘉殿母屋神座図 1鋪　
勅167-30 神今食神嘉殿母屋御手水図 1鋪　
勅167-31 新嘗会神嘉殿西舎小忌座図 1鋪　
勅167-32 新嘗会神祇官儀指図 1鋪　
勅167-33 東宮御冠儀南殿指図 1鋪　
勅167-34 東宮御元服宴会南殿図 1鋪　
勅167-35 東宮御元服御所作要 1冊　
勅167-36-1～4 御歌会等図絵 5通　
勅167-37-1・2 両皇太神宮正遷宮御装束目録 2冊　
勅167-38 内宮正遷宮御装束御神宝目録 1巻　
勅167-39 外宮正遷宮御神宝目録 1巻　
勅167-40 内宮神宝目録 1通　
勅167-41 外宮神宝目録 1通　
勅167-42 東大寺三蔵勅封 2個　
勅167-43 御影奉覆絹切 1片　
勅167-44 神護寺一切経表紙帙写等 5点　
勅167-45 額寸法図 1鋪　
勅167-46 額縁図 1鋪　
勅167-47 源氏月次御屏風裏形並金物打様形 1鋪　
勅167-48 陶家根元記 1通　
勅167-49 御絥紗ヵ図 2通　
勅167-50-1～6 古包紙 6枚　
勅167-51 付札 1枚　
勅167-52 糸罫 1組　
勅168-1-1・2 大嘗会御記録等 6点　
勅168-2-1～4 孝明天皇宸記 7冊　
勅168-3 土御門院御百首 1冊　
勅168-4 順徳院御百首 1冊　
勅168-5 毎月抄 1冊　
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勅168-6 秘点書　(家隆二十首和歌之事) 1冊　
勅168-7 仙洞句題五十首 1冊　
勅168-8 千首和歌 1冊　
勅168-9 内裏御月次 1冊　
勅168-10 後水尾天皇御製集 1冊　
勅168-11 中務卿宗良親王詠千首和歌 1冊　
勅168-12 飛鳥井宗雅詠千首和歌並三条西家当座 1冊　
勅168-13 勅点肖柏詠百首和歌並藤原師兼詠千首和歌 1冊　
勅168-14 古歌雑抄 1冊　
勅168-15 秀歌体大略 1冊　
勅168-16 享保十六年仙洞千首和歌 1冊　
勅168-17-1・2 詠歌大概並秀歌之体大略 2冊　
勅168-18-1・2 春樹顕秘増抄 2冊　
勅170-6-13-1・2 孝明天皇石清水社法楽通題御意見書並冷泉為理奉答書 2通　
勅170-6-14 飛鳥井雅久言上書 1通　
勅172-1-1 妙心寺開山関山国師加号勅書下書等 4通　
勅172-1-5 歌伝抄 1冊　
勅172-1-6-1～9 内侍所御神楽ニ関スル綾小路有長言上書等 11通　
勅172-1-7 新清和院欣子内親王御詠草 1通　
勅172-1-8-1～3 歌集年中行事抄録並禁秘抄抜書 2冊1通　
勅172-1-9 新清和院欣子内親王御筆御詠草 1通　
勅172-1-10 欽宮蓁子内親王御詠草 1通　
勅172-1-11 新清和院欣子内親王内々御当座始御短冊 1通　
勅172-1-12 和歌留書 1通　
勅172-1-13-1～3 飛鳥井雅久御屏風和歌ニ付言上書 3通　
勅172-1-14-1・2 飛鳥井雅久並雅典小御所色紙形ニ付言上書 3通　
勅172-1-15-1・2 鷹司政通詠草 14通　
勅172-1-16-1～4 飛鳥井雅久歌道ニ付言上書並御組題書等 10通　
勅172-1-17 飛鳥井雅久御会始ニ付言上書 1通　
勅172-1-18-1・2 鷹司政通古今伝授ニ付言上書 3通　
勅172-1-19 飛鳥井雅久勘進和歌御会先例書 1綴　
勅172-1-20-1・2 飛鳥井雅久勘進御詠草御添作並御製代筆先例書及鷹司政通言 3通　
勅172-1-21-1・2 飛鳥井雅久言上書並色紙形書様先例書 2点　

勅172-1-22-1・2
飛鳥井雅久勘進古今伝授竟宴及御法楽等先例書並水無瀬宮聖
廟御法楽御会図

8点　

勅172-1-23 飛鳥井雅久神宮御法楽ニ付覚書 3通　

勅172-1-24
飛鳥井雅久勘進寛政神影供初度御題ノ事並古今伝授後当座御
会先例書

2通　

勅172-1-25 鷹司政通言上書 1通　
勅172-1-26 鷹司政通伊勢物語御相伝ニ付言上書 1通　
勅172-1-27 飛鳥井雅久伊勢物語御相伝ニ付言上書 1通　
勅172-1-28-1・2 冷泉為理歌道ニ付言上書 2点　
勅172-1-29-1～5 鷹司政通並飛鳥井雅光同雅久歌道ニ付言上書 14通　
勅172-1-30 鷹司政通伊勢物語ニ付言上書 1通　
勅172-1-31 冷泉為理歌道ニ付言上書並作例覚書 3通　
勅172-1-32 冷泉為理古今御伝ニ付言上書 1通　
勅172-1-33 烏丸光政古今和歌集御開見ニ付言上書 1通　
勅172-1-34 飛鳥井雅典古今和歌集御開見ニ付言上書 1通　
勅172-1-35 飛鳥井雅典古今和歌集御開見ニ付言上書 1通　
勅172-1-36 飛鳥井雅典勅点ニ付言上書並交名写 2通　
勅172-1-37 飛鳥井雅久勅点先例書 1通　
勅172-1-38 冷泉為理詠草 1通　
勅172-1-39 飛鳥井雅久勘進伊勢物語伝授先例書 1通　
勅172-1-40 綾小路有長御神楽歌ニ付言上書並先例書 3通　
勅172-1-41 印籠歌詠 1通　
勅172-1-42 伏見宮家二ノ宮御相続ニ付覚書写 1通　
勅172-1-43 飛鳥井雅久詠草 1通　
勅172-1-44 竪詠草 1通　
勅172-1-45 詠草 1通　
勅172-1-46 下絵 1通　
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勅172-2-4 孝明天皇御楽目録 1通　
勅172-2-6-1・2 飛鳥井雅典勘進冷泉家開見近例書並孝明天皇同上ニ付御覚書 2通　
勅172-2-7 学問御備忘 1冊　
勅172-2-8 続紙詠草巻方御覚書 1通　
勅172-2-9 御組題 1通　
勅172-2-10-1・2 孝明天皇御消息並御封紙 3通　
勅172-2-11 歌書御目録 1通　
勅172-2-12 謎御覚書 1冊　
勅172-2-13-1～19 孝明天皇御消息並九条尚忠烏丸光政冷泉為理飛鳥井雅典言上 35通　
勅172-2-14-1～5 和歌三御会御題御留書 5点　
勅172-2-15 春樹顕秘増抄乾 1冊　
勅172-2-16 御願文諷誦文等清書筆者人体留 1冊　
勅172-2-17 印籠御留 1冊　
勅172-2-18 楽器御目録 1冊　
勅172-2-19 薫袋伽羅薫物御目録 1冊　
勅172-2-20 九十首御組題 1通　
勅172-2-21-1～29 和歌御組題 29通　
勅172-2-22 楽譜目録 1通　
勅172-2-23-1～5 松崎御幸ノ時ノ御詠草等 9通　
勅172-2-24 年中行事名寄 1通　
勅172-2-25-1・2 歴代御在位年数御譲位時御年齢御覚書 2通　
勅172-2-26-1・2 桜町天皇御封紙並御花押御写 2冊　
勅172-2-27-1・2 神璽御包絹御搦記 2通　
勅172-2-28 歌学書 1冊　
勅172-2-29 黄櫨染御袍等御裂帖 1帖　
勅172-2-30-1～10 後桜町天皇宸翰御書付類 10通　
勅172-2-31 御付札 5片　
勅172-2-32 故事成語抄 1包　
勅172-2-33 禁中御例御覚書 1通　
勅172-2-34-1・2 桜町天皇御詠草 5通　
勅173-4-38-1～6 孝明天皇御短冊並御組題 6通　
勅174-1-1-1・2 中御門天皇御短冊等 3通　
勅174-1-2-1～3 桃園天皇御稽古御組題 26通　
勅174-1-3-1・2 御組題 29通　
勅174-1-4 廿二社名寄 1通　
勅174-1-5 桜町天皇御短冊 1通　
勅174-1-6 新勅撰和歌集 1帖　
勅174-1-22 三代和歌集 1冊　
勅174-2-1-1・2 遐仁親王御名字書並勧進御写 2通　
勅174-2-2 烏丸光栄歌道教訓十五箇条 1巻　
勅174-2-3 有栖川宮職仁親王詠歌御教訓書 1巻　
勅174-2-4 拾遺和歌集まへかき御かきぬき 1通　
勅174-2-5 古今和歌集秘注千金算伝 1帖　
勅174-2-6-1・2 古今和歌集聞書　上下 2冊　
勅174-2-7 古今集注 1冊　
勅174-2-8 古今和歌秘密之切紙廿六 1冊　
勅174-2-9 自讃歌 1帖　
勅174-2-10 伊勢物語 1帖　
勅174-2-11 秀歌大概 1冊　
勅174-2-12 三部抄 1帖　
勅174-2-13-1・2 歌道秘書 2通　
勅174-2-14 古今和歌集 1冊　
勅174-2-16-1・2 後水尾天皇闕疑抄御講釈聞書 2綴　
勅174-2-17 白蓮言上書 1通　
勅174-2-18 烏丸光政書状 1通　
勅174-2-19 論孟御抜書 1通　
勅174-2-20 大臣以下任官例書 1冊　
勅174-2-21 納言任官例書 1冊　
勅174-2-22 地下叙任例書 1冊　
勅174-2-23 僧俗官位任叙例書 1冊　
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勅174-2-24 納言任官例書 1冊　
勅174-2-25 禁裏御蔵書目録 1冊　
勅174-2-26 幕府へ勅額下賜日次抜書 1通　
勅174-2-27 墨絵山水 1枚　
勅174-2-28-1・2 四季香包紙 2包　
勅174-2-29 木小札 15枚　
勅174-2-30-1～4 細字 4点　
勅174-2-31 一乗院宮尊賞法親王二合御草名 1通　
勅174-2-32 白紙御本 1帖　
勅174-2-33 御朱硯 1面　
勅174-2-34 御針指ヵ 1個　
勅174-3-1 明正天皇御懐紙御写 1通　
勅174-3-2-1・2 御湯殿上日記御抜書並御筆 2点　
勅174-3-3 嵯峨大覚寺勅筆心経御頂戴例書 1通　
勅174-3-4-1・2 烏丸光政古今御開見願書並光格天皇古今伝授記事抜書 2点　
勅174-3-5-1～3 古今和歌集聞書　(古聞) 3冊　
勅174-3-6-1～3 古今和歌集聞書 3冊　
勅174-3-7 伊語当流秘抄　(伊勢物語直解) 1冊　
勅174-3-8 伊勢物語聞書 1冊　
勅174-3-9 伊勢物語聞書 1冊　
勅174-3-10 後水尾天皇伊勢物語御講釈御聞書 1冊　
勅174-3-11 伊勢物語聞書　(伊勢物語紹巴抄) 1冊　
勅174-3-12 伊明抄 1冊　
勅174-3-13 桜町天皇御歌題白紙短冊 89通　
勅174-3-14-1～12 御書物目録 13通　
勅174-3-15-1～7 宸翰御書付類 13通　
勅174-3-16 桜花房及押絵紅葉並帙 3点　
勅174-3-17-1・2 まさな草異名御書抜 2折　
勅174-3-18 古典所用和訓付漢字御抜書 1折　
勅174-3-19 春日社鹿御鞍絵図 1巻　
勅174-3-20-1～3 三節会膳物絵図等 4点　
勅174-3-21 孝明天皇坊中御使用御文鎮 1個　
勅174-3-22 五行方位表 1巻　
勅174-4-1-1 伊勢物語闕疑抄　上 1冊　
勅174-4-1-2 伊勢物語闕疑抄　下 1冊　
勅174-4-2 禁中例規御心覚書 1冊　
勅174-4-3 禁中例規 1通　
勅174-4-4 桜町天皇御懐紙御写 1通　
勅174-4-5 御墨 1挺　
勅174-4-6 桃園天皇御製集 1冊　
勅174-4-7-1・2 後桜町天皇御日記御抜書並同御添書 2点　
勅174-4-8-1～3 御書籍目録 3通　
勅174-4-9-1～3 御香道具御目録 3通　
勅174-4-10-1・2 御新調禁中院中御道具目録 2通　
勅174-4-11-1～4 宮中女中名前抜書 4通　
勅174-4-12 後桜町天皇御封印紙 1綴　
勅174-4-13-1・2 御記録目録 2通　
勅174-4-14 剣璽之間一文字長櫃御内品目録 1通　
勅174-4-15-1・2 後桃園天皇御備忘 2冊　
勅174-4-16 新御文庫御記目録 1通　
勅174-4-17-1～4 後桃園天皇御製御留 4冊　
勅174-4-18 後桃園天皇御製三十首御留 1冊　
勅174-4-19-1～3 御歌書目録 3通　
勅174-4-20-1・2 御目録 3通　
勅174-4-21-1・2 後桃園天皇宸翰御目録 2通　
勅174-4-28 御記目録 1冊　
勅174-4-31 仮名論語 1冊　
勅174-4-32-1～12 伏見宮家御相続書類 12通　
勅174-4-38-1-1～4 和歌口伝書 4帖　
勅174-4-38-3-1・2 歌道書 2冊　
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勅174-4-38-7 和歌口伝集 1冊　
勅175-1-1～19 孝明天皇御消息 5通　
勅175-2-1 和歌秘抄 1冊　
勅175-2-2 倭歌覚悟備忘 1冊　
勅175-2-3 公宴和歌三会並院中和歌御会始歌題御留 1冊　
勅175-2-4 孝明天皇御封印紙 1通　
勅175-2-5 孝明天皇御包紙 2通　
勅175-2-6 孝明天皇御製写 1巻　
勅175-2-7 孝明天皇御製写 1巻　
勅175-2-8 催馬楽譜 1折　
勅175-2-9-1～3 催馬楽歌詞　(包紙催馬楽） 4点　
勅175-2-10-1・2 催馬楽譜並催馬楽交名 4通　
勅175-2-11 調子笛 3具　
勅175-4-1 御歴代御諱書 1冊　
勅175-4-2 内女房小伝 2冊　
勅175-4-3 古文孝経序 1巻　
勅175-4-4 孝明天皇御手本 7折　
勅175-4-5 類字名所和歌集 2冊　
勅175-4-6 青漆枝菊御紋文庫 1箱　
勅175-4-7 後伏見院宸翰御詠歌二百首之写 1冊　
勅175-4-8 御字指 2本　
勅175-4-9 明治天皇御元服次第 1冊　
勅175-4-10-1・2 王政復古ニ付御祭式並御誓約書類 2通　
勅175-4-11-1・2 徳川慶喜親征詔勅並熾仁親王軍令 2通　
勅175-4-12 年号書 1冊　
勅175-4-13 禁秘御鈔並胡曹鈔抜書 1通　
勅175-5-1 御歴代御諱並年号 1冊　
勅175-5-2 拾芥抄抜書 1冊　
勅175-5-3 言諱抄　(古諱抄)(御歴代言諱抄) 1冊　
勅175-5-4 香包畳紙 1包　
勅175-5-5 三十六歌仙かるた 1組　
勅175-5-6 九十御賀部類記抄　(准后貞子九十賀記)(宗冬卿記抄) 1冊　
勅175-5-7 官職難儀 1冊　
勅175-5-8 作例初学考並七夕御題書 2点　
勅175-5-10-1 名所かるた 1組　
勅175-5-11 孝明天皇宸翰御包紙 1通　
勅175-5-12 後桜町天皇御作松風獨楽並御服紗 3点　
勅175-5-13 天子御諱並女院号 1冊　
勅175-5-14 南殿御元服之図 1鋪　
勅175-5-15 宮中奥向心得書 1冊　
勅175-5-16 明代支那地誌宮室抄 1冊　
勅175-5-17 古語拾遺言余鈔 1冊　
勅175-5-18 下草 1冊　
勅175-5-19 言韋鈔並年号訓方 1冊　
勅175-5-20 避諱勘例 1冊　
勅175-5-21 三后勘例 1鋪　
勅175-5-22 桃園院御系図 1通　
勅175-5-23 皇祖母崩御諸祭儀停止勘例 1冊　
勅175-5-25 栞 1枚　
勅175-5-26 絹栞 24枚　
勅175-5-27 淡縹色地金泥菊花文様畳紙 1枚　
勅175-5-28 鎮子 1対　
勅175-5-29 錐 1本　
勅175-5-30 細筆 1本　
勅175-5-31 硯 1面　
勅175-5-32 古御金物 12点　
勅177-41 古今和歌集 1帖　
勅177-42 江家次第　釈奠之事上申日春日祭之事　(外題行類鈔) 1巻　
勅177-43 水黄記　(水黄記抄) 1巻　
勅178-1-2～5 光格天皇御日記 4冊　
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勅178-1-6 霊元天皇桜町天皇御出題 1冊　
勅178-1-7 近衛内前三十首和歌 1通　
勅178-1-8 閑院宮典仁親王御詠草 1通　
勅178-1-9-1～6 古今伝授先例書抜　洞中日録他 6巻　
勅178-1-10 清凉殿色紙和歌 1冊　
勅178-1-11 業平集等　(業平集・業平朝臣集) 2帖　
勅178-1-12 逍遥院内府詠　享禄元～天文三年等 3冊　
勅178-1-13 寛政二年御題 1綴　
勅178-1-14 題之留 1冊　
勅178-1-15 御題 12通　
勅178-1-16 光格天皇御詠草 1冊　
勅178-1-17 光格天皇御詠草 1冊　
勅178-1-18 六歌仙並題簽 2点　
勅178-1-24 代系　(大鏡下巻太政大臣道長条) 1帖　
勅178-2-1 神楽和琴譜 1帖　
勅178-2-2 神楽御譜 21点　
勅178-2-3 琵琶譜 1冊　
勅178-2-4 竜笛譜 1冊　
勅178-2-5 郢曲譜等 2点　
勅178-2-6 催馬楽絃譜 3点　
勅178-2-7-1 倭琴譜 1通　
勅178-2-7-2 倭琴笙合譜 1綴　
勅178-2-7-3 郢曲譜 1通　
勅178-2-7-4 盤渉調曲琵琶笙合譜 1冊　
勅178-2-7-5 和琴延只拍子合様並催馬楽琵琶箏篳篥譜 1冊　
勅178-2-7-6 催馬楽竜笛譜 1冊　
勅178-2-7-7 五常楽急琴笙合譜 1通　
勅178-2-8 催馬楽律三拍子譜 1通　
勅178-2-9 催馬楽呂譜 1通　
勅178-2-10 催馬楽譜 1冊　
勅178-2-11 楽曲楽具目録 1冊　
勅178-2-12 五音合調子及郢曲御師範勘例 2通　
勅178-2-13 朗詠九十首抄　或注秘抄 1通　
勅178-2-14 神楽譜 3冊　
勅178-3-1 三皷要録 1冊　
勅178-3-2 百人一首抄並未来記雨中吟 1冊　
勅178-3-3 連句 1冊　
勅178-3-4 薫物方 1冊　
勅178-3-5 薫物方 1冊　
勅178-3-6 薫物方 1冊　
勅178-3-7 薫物方 1冊　
勅178-3-8 薫物方 1冊　
勅178-3-9 薫方　正親町三条方実香公文 1冊　
勅178-3-10 薫物方 1冊　
勅178-3-11 薫物方 1冊　
勅178-3-12 薫物方 1冊　
勅178-3-13 薫物正方 1冊　
勅178-3-14 蹴鞠口伝集 1冊　
勅178-3-15 蹴鞠口伝集 1冊　
勅178-3-16 晴御鞠次第 1冊　
勅178-3-17 蹴鞠百ヶ条　(宗清卿百問答) 1帖　
勅178-3-18 鞠抄 1冊　
勅178-3-19 鞠要略集 1冊　
勅178-3-20 親長卿記抄本 1冊　
勅178-3-21 ぬれ衣の記 1巻　
勅178-3-23 烏羽玉問答抄 1冊　
勅178-3-24 能書方口伝抄 1冊　
勅178-3-25 二十箇条篇目 1冊　
勅178-3-26 臨池抄 1冊　
勅178-3-27 雅亮装束抄 1冊　
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勅178-3-28 三中口伝抄 2冊　
勅178-3-29 名目鈔 1冊　
勅178-3-30 竜門御箏之柱並琵琶之撥 2個　
勅178-4-18 古今集御伝授記録抜書 1巻　
勅178-4-20-2-1・2 しのびねの物語　(しのびね物語) 2冊　
勅178-5-1-1～7 歌書類 5冊3帖　
勅178-5-2-1～5 歌書 7冊　
勅178-5-3 准后貞子九十賀記　(宗冬卿記抄) 1巻　
勅178-5-4 子日御遊松風入琴絵巻 1巻　
勅178-5-5 御書 1通　
勅178-5-6 表向御詠草文匣 1合　
勅178-5-7 諸陵記 1冊　
勅178-5-8 東大寺諸堂注進 1巻　
勅178-6-1-1・2 後伏見天皇御詠歌二百首　(御詠歌貳百首)(伏見天皇御集　春) 2巻　
勅178-6-2-1～19 霊元天皇御懐紙等 70点　
勅178-6-3-1・2 黒漆御紋章付御文匣 10通　
勅178-6-4-1-1～10 新清和院欣子内親王御詠草 10通　
勅178-6-4-2-1～42 新皇嘉門院藤原繋子御詠草 42通　
勅178-6-5-1～10 御能番組一～一〇 10冊　
勅178-6-6 御小蓋 1個　
勅178-6-7 色絹糸網 1条　
勅179-8-8 法楽御出題者分配等御記 * 1冊　
勅179-8-9 内侍所並石清水社御法楽御組題 * 2通　
勅179-8-10 慶応二年法楽題者分配 * 3通　
勅179-8-11 女房月次分配 * 6通　
勅179-8-12-1～11 御紋章等 37点　
勅179-8-20 御記録目録 3通　
勅179-9-1-1～7 表御文庫御目録 7冊　
勅179-10-1 統仁親王御名字同読方並立親王宣旨 3通　
勅179-10-6-1～5 祐宮御深曾幾次第 9点　
勅179-10-7-1～4 睦仁親王儲君立親王御名字 4通　
勅179-10-8 唐橋在光睦仁親王御名字勘文 1通　
勅179-10-9 祐宮御名字読方 1通　
勅179-10-10-1・2 睦仁親王御名字内勘文 4通　
勅179-10-11 唐橋在光睦仁親王御名字内勘文 1通　
勅179-10-12-1～6 睦仁親王御名字勅問申詞 6通　
勅179-10-13-1・2 祐宮立親王宣下次第並散状 3点　
勅179-10-14-1～22 祐宮立親王宣下書類 41通　
勅179-10-17 和宮御深曾幾次第 * 1通　
勅179-10-18-1・2 和宮御名字並御名字読方書式 2通　
勅179-10-19-1・2 和宮御名字並御名字読方書式 2通　
勅179-10-20-1・2 桑原為政御名字内勘文並出典 2通　
勅179-10-22-8 東坊城聡長和宮御名字内勘文並出典 2通　
勅179-10-43 光格天皇仁孝天皇御宮様方御誕生日並御印留 * 1通　
勅179-10-45-1～3 准后御着帯御次第並絵図等 3点　
勅179-10-46-1～5 女御入内並御着帯次第等 8点　
勅179-11-1-1 睦仁親王立坊一条別記 1冊　
勅179-12-2-1 新題林和歌集 * 3冊　
勅179-12-2-2 浜真砂 * 2冊　
勅179-12-2-3 絵入百人一首 * 1冊　
勅179-12-3-1 古今集御開見記 * 1冊　
勅179-12-3-2 白紙帳 * 1冊　
勅179-12-3-3 古今伝授先例書類 * 5点　
勅179-12-3-4 古今伝授鋪設万端先例書抜 * 12点　
勅179-12-3-5 古今御伝授御入費並御初穂物扣 * 2綴　
勅179-12-3-6 文政度古今御伝授構図 * 1鋪　
勅179-12-3-7 天保十三年並同十四年古今伝授記 * 2冊　
勅179-12-3-8 古今伝授秘書目録 * 2通　
勅179-12-3-9 古今伝授竟宴巻頭歌題詠者書抜 * 1通　
勅179-12-3-10 伊勢両宮御献詠ニ付書抜 * 1通　
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勅179-12-3-11 寛政九年五月古今御伝授記抜書 * 1綴　
勅179-12-3-12 万延元年七月古今御開見御覚書 * 1通　
勅179-12-3-13 孝明天皇御封印紙 * 1枚　
勅179-12-4-1 和歌梯　四記部 * 2冊　
勅179-12-4-2 和歌梯 * 2冊　
勅179-12-5-1 聖教要録 * 1冊　
勅179-12-5-2 孝明天皇御花押 * 2通　
勅179-12-5-3 孝明天皇御花押鈎模並同添書 * 5通　
勅179-12-5-4 御印譜並印文御書留 5通　
勅179-12-5-5 孝明天皇宸翰御楽留 * 5通　
勅179-12-5-6 御楽御書付類 * 6点　
勅179-12-5-7 御楽御書付類 * 6点　
勅179-12-5-8 易卦御書類 * 7通　
勅179-12-5-9 紫檀算木 * 12本　
勅179-12-5-10 算木並紫檀鞘小刀 * 6点　
勅180-1-1～22 洞院家記 22冊　
勅181-3-4 霊元法皇修学院御幸時詩歌 * 60通　
勅181-3-5 内侍所御神楽書類 * 8点　
勅181-3-5-8 立坊贈后御元服御譲位宣命詔書写 * 1冊　
勅181-3-6-1 文安年中公方番衆 1冊　
勅181-3-6-2 室町幕府申次覚書写 1冊　
勅181-3-6-3 真覚(近衛家煕)書状 * 2通　
勅181-3-6-4 親王御得度次第 * 1通　
勅181-3-7 神影供短冊並神事口決伝授状 * 3通　
勅181-3-8 和歌浦玉津嶋社紀三井寺絵図 * 1鋪　
勅181-3-9 英仁親王(後桃園天皇)親王宣下文書 * 2通　
勅181-3-10 柳原資行詩藁 * 9点　
勅181-3-14-1 東大寺三倉開封勘例 1冊　
勅181-3-14-2 東大寺正蔵院目録 1冊　
勅181-3-14-3 祖師雑記抜書 1冊　
勅181-3-15-1 大安寺縁起写 1巻　
勅181-3-15-30-1・2 石山寺縁起 2巻　
勅181-3-15-31 石山寺略縁起 1冊　
勅181-3-15-32 仏光寺開山親鸞聖人伝絵詞 1冊　
勅181-3-15-33 石動山縁起 1巻　
勅181-3-16-1 諸門跡諸寺文書御目録 1通　
勅181-3-16-2-1～6 仁和寺門跡文書 6点　
勅181-3-16-3-1～4 大覚寺門跡文書 4点　
勅181-3-16-4-1～8 延暦寺文書 13通　
勅181-3-16-5-1・2 園城寺文書 3点　
勅181-3-16-6 興福寺大乗院門跡坊官口上書 1通　
勅181-3-16-7-1～3 東大寺文書 6通　
勅181-3-16-8 多武峰文書 7通　
勅181-3-16-9-1・2 法隆寺文書 2通　
勅181-3-16-10-1～4 輪王寺門跡文書 4通　
勅181-3-16-11-1～5 聖護院門跡文書 5点　
勅181-3-16-12-1・2 勧修寺門跡文書 2通　
勅181-3-16-13 実相院宮坊官口上書写 1綴　
勅181-3-16-14-1・2 曼殊院門跡文書 2通　
勅181-3-16-15-1・2 随心院文書 2通　
勅181-3-16-16-1～3 三宝院門跡文書 3点　
勅181-3-16-17 青蓮院宮御使口上書写 1通　
勅181-3-16-18 一乗院宮坊官口上書 1通　
勅181-3-16-19 妙法院門跡坊官口上書 1通　
勅181-3-16-20 梶井宮坊官口上書写 1通　
勅181-3-16-21 毘沙門堂門跡坊官口上書 1通　
勅181-3-16-22 大乗院門跡坊官口上書 1通　
勅181-3-16-23 円満院門跡坊官口上書 1通　
勅181-3-17-1 九条良経同兼実贈答状影写 1通　
勅181-3-17-2 九条良経詩懐紙透写 1通　
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勅181-3-17-3 新後撰集名目定始末記写 1巻　
勅181-3-17-4 延慶両卿訴陳沙汰事等写 1巻　
勅181-3-17-5 御当座御会和歌序並和歌写 1巻　
勅181-3-17-6 御懐紙下書 * 2通　
勅181-3-17-7 冷泉為久詠草 * 1通　
勅181-3-18-1 中院通村跋文 * 2通　
勅181-3-18-2 朝儀作法等旧例抜書 * 4通　
勅181-3-18-3 近衛家煕勘例等 * 3通　
勅181-3-18-4 徳大寺公全天皇御元服加冠理髪勘例 * 1綴　
勅181-3-18-5 中山篤親天皇御元服勘例 * 1綴　
勅181-3-18-6 一条兼香鴨祝競望事勘例 * 1通　
勅181-3-19-1 霊元天皇御霊下御霊社相殿奉祠祝詞写 * 1通　
勅181-3-19-2 坂本久隆言上書並三箇之大悪勘申 * 2通　
勅181-3-19-3 神社怪異御卜例　寛延二年 * 1冊　
勅181-3-19-4 日本書紀神代巻書損 * 1巻　
勅181-3-19-5 神鏡御由緒 * 1通　
勅181-3-19-6 主上年中御神事月日並神祇官年中行事月日 * 1通　
勅181-3-19-7 氏名未詳披露状 * 1通　
勅181-3-19-8 御経供養法則 * 1綴　
勅181-3-19-9 修法僧侶員数並仏具用途書 * 1通　
勅181-3-19-10 みな月のわの事 * 1通　
勅181-3-19-11 内外三時抄抜書 * 1通　
勅181-3-19-12 仏語講釈 * 1通　
勅181-3-19-13 神祇伯伝 1冊　
勅181-3-20-1 新調表御道具目録 * 1冊　
勅181-3-20-2 新調御道具目録 * 1冊　
勅181-3-20-3 殿舎図 * 10鋪　
勅181-3-23-2 玉葉抜書 1冊　
勅181-3-23-3 正応年間公卿補任抄 1通　
勅181-3-23-4 女官加階叙位等勘例 1冊　
勅181-3-23-17 大刀契節刀 1冊　
勅181-3-23-20 年中行事次第 * 1綴　
勅181-3-23-21 年中行事次第 * 1通　
勅181-4-1 公事 * 46点　
勅181-4-2 神事 * 28点　
勅181-4-3 仏事 * 18点　
勅181-4-4 詩歌御会等 * 21点　
勅181-5-1-16 左儀長例　御湯殿上日記 1通　
勅181-5-1-54 侍従補任 1冊　
勅182 御入記目録 1冊　
勅182-1-1～11 御着到百首和歌懐紙 11巻　
勅182-2-1～7 仙洞御鎮守歌仙額類 222通　
勅182-3 北野社臨時祭後朝御祈祷賦御何連歌 1綴　
勅182-4 北野社臨時祭後朝御法楽賦朝何連歌 1綴　
勅182-5 北野社臨時祭後朝御祈祷賦山何連歌 1綴　
勅182-6-2-3 中御門上皇院中番衆所日次案 1冊　
勅182-6-2-5 後桃園天皇大御乳覚帳 1冊　
勅182-6-2-6 後桜町上皇仙洞御日記 1冊　
勅182-6-2-7 悦仁親王御降誕御覚書 1冊　
勅182-6-2-8 悦仁親王御降誕御覚書 1冊　
勅182-6-2-11 御産御道具御目録 1通　
勅182-6-2-13-1～3 明治天皇難波行幸書類 3冊　
勅182-6-8-1 古今和歌集 1冊　
勅182-6-8-2 清涼殿御障子以下画題和歌写 1冊　
勅182-6-8-3 古徽殿以下御襖障子画題 1冊　
勅182-6-8-4 叙位任官例抜書 1冊　
勅182-6-8-5 洞院家正親町家並庶家御楽参仕 1冊　
勅182-6-9-1 諸儀式参仕公卿等散状 12通　
勅182-6-9-2 御懐紙等写 3通　
勅182-6-9-3 普明院宮(光子内親王)九十御賀歌 4通　
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勅182-6-9-4 普明院宮元瑤(光子内親王)御消息 1通　
勅182-6-9-5 古三十六人歌合 1冊　
勅182-6-9-6 広橋兼勝一座懐紙写 1綴　
勅182-6-9-7 近衛家久竪詠草 1通　
勅182-6-9-8 近衛家久短冊 2通　
勅182-6-9-9 近衛家久消息 1通　
勅182-6-9-10 歌袋 1口　
勅182-6-9-11 卜不合 1通　
勅182-6-9-12 卜不合 1通　
勅182-6-9-13 卜乙下合 1通　
勅182-6-9-14 後桃園天皇綸旨案 1通　
勅182-6-9-15 寿額字並戊辰九日詩草 3通　
勅182-7-1 女房奉書勘文等 41点　
勅182-7-2 御楽書類 35点　
勅182-7-3 御楽付帳等 3点　
勅182-7-4 古今集御伝授日時勘文等 8通　
勅182-7-5 案秘　定家自筆本影写　(僻案抄) 1帖　
勅182-9-1 禁中御日次記 1冊　
勅182-9-2-1・2 孝明天皇御号勘文 2通　
勅182-9-3 御神楽御拝御代官家勤仕例 1冊　
勅182-9-4 冷泉為久長歌 1通　
勅182-9-5 記録所障子和歌 1冊　
勅182-9-6 御当座和歌 1冊　
勅182-9-7 後桜町天皇和歌御留書 1綴　
勅182-9-8 鷹司輔煕勅撰千首和歌 1冊　
勅182-9-12 日次記以下御目録 1冊　
勅182-9-13 日本書籍惣目録　(附諸家名記) 1冊　
勅182-9-14 和長卿記　永正九年四月二十六日御元服之事 1冊　
勅182-9-15 田制俸禄等抜書 1冊　
勅182-9-16 日御崎太神宮龍蛇略記 1冊　
勅182-9-18 清荒神縁記 1巻　
勅183-1-1 神宮造替覚書 1通　
勅183-1-2 内侍所御仮殿殿上棟絵図 1鋪　
勅183-1-3 内侍所臨時御神楽交名 1通　
勅183-1-4 内侍所御呪文 1通　
勅183-1-5 御贖物口伝 1通　
勅183-1-6 践祚次第 1通　
勅183-1-7 新調御服類目録 3通　
勅183-1-8 一条兼良近衛政家太政大臣拝任中大祀大礼有無勘例 1通　
勅183-1-9 近衛基煕等太政大臣任中御元服勘例 1通　
勅183-1-10-1～3 前関白二条吉忠贈准三宮宣下書類 4通　
勅183-1-11 閑院宮典仁親王尊号一件書留書 1冊　
勅183-1-12 永享行幸日記 1冊　
勅183-1-13 長谷岩倉幡枝等御幸覚書 3通　
勅183-1-14 修学院御幸御道筋絵図 1鋪　
勅183-1-15 御幸御道筋並町家名 6通　
勅183-1-16 御幸御留守番交名 4通　
勅183-1-17-1～13 霊元法皇御幸関係絵図 13鋪　
勅183-1-18 御髪置御色直御深曾木御紐直御進物覚 2通　
勅183-1-19 宮様御産後御祝儀御進物覚 1通　
勅183-1-20 親王御書始次第 1通　
勅183-1-21 皇太子御元服次第 1冊　
勅183-1-22 東宮御元服役者交名　後桃園天皇 1通　
勅183-1-23 立坊御膳図 4通　
勅183-1-24 東宮御礼日割書 1通　
勅183-1-25 御祝儀勅使並御使勘例 1通　
勅183-1-26-1～5 年号内勘文 5通　
勅183-1-27 拝賀賜天盃勘文 1通　
勅183-1-28 御湯殿上日記抜書 1通　
勅183-1-29 近衛家久消息 1通　
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勅183-1-30 蹴鞠御覧記事抜書 1通　
勅183-1-31 法皇様御衣の色の事抜書 1通　
勅183-1-32 近衛内前勅封之事伺書 1通　
勅183-1-33 禁中女房装束覚書並下行勘例 3通　
勅183-1-34 歴代関白任辞年齢勘例 2通　
勅183-1-35 春宮女房奉書案 1通　
勅183-1-36 官職故実抜書 3通　
勅183-1-37 除目臨時叙位聞書 1通　
勅183-1-38 小番御免並襪御免人名覚書 1通　
勅183-1-39 禁秘抄抜書　采女之条 1通　
勅183-1-40 滝口官人本官任叙覚書 1通　
勅183-1-41 法親王座次関係文書 7通　
勅183-1-42 御歌御会前関白関白位次例書 1通　
勅183-1-43-1 石清水八幡宮御神宝目録 1冊　
勅183-1-43-2 宇佐八幡宮御神宝御奉納目録 1冊　
勅183-1-43-3 宇佐八幡宮御奉納覚 1通　
勅183-1-44 下御霊社由緒書等 3通　
勅183-1-45 上下御霊社神宝等文書 4通　
勅183-1-46 談山神社新御影進覧覚書 1通　
勅183-1-47-1 亀卜抄 1冊　
勅183-1-47-2 亀卜祭法 1通　
勅183-1-48 青蓮院尊祐法親王披露状 1通　
勅183-1-49 般若心経 1巻　
勅183-1-50 玉津島社指図並殿舎以下間数之覚 2点　
勅183-1-51 有栖川宮職仁親王御披露状 1通　
勅183-1-52 和歌類句 6冊　
勅183-1-53 御会始和歌 1冊　
勅183-1-54 仙洞内侍所御奉納千首和歌 1冊　
勅183-1-55 仙洞内侍所御奉納千首和歌 1冊　
勅183-1-56 御歌会御一座交名並御題奉行等覚書 2通　
勅183-1-57 藤原定家真影由来書 2通　
勅183-1-58 冷泉為村披露状 1通　
勅183-1-59 輪王寺宮公遵法親王御詠草 4通　
勅183-1-60 輪王寺宮公遵法親王御詠草 1通　
勅183-1-61 妙法院堯恭法親王御懐紙写 2通　
勅183-1-62 冷泉為村詠草 1通　
勅183-1-63 冷泉為村詠草 1通　
勅183-1-64 六十賀歌写 1冊　
勅183-1-65 新続古今和歌集賀歌抜書 1通　
勅183-1-66 烏羽玉問答集 1冊　
勅183-1-67 名所百首和歌 1冊　
勅183-1-68 三十六歌仙写 1冊　
勅183-1-69 後水尾天皇光勝御両和漢連句 1通　
勅183-1-70 後水尾天皇外御三吟和漢連句 1通　
勅183-3-1 鷹司政煕名字内勘文並出典 2通　
勅183-3-2 家実以下諸家人名抜書 1通　
勅183-3-3 吉田藤波両家人名抜書 1通　
勅183-3-4 近衛家煕七回忌自禁中拝領品覚書 1通　
勅183-3-5 九条尚実消息 1通　
勅183-3-6 御消息写 1通　
勅183-3-7 覚書 1通　
勅183-3-8 長光院侍女久野消息 1通　
勅183-3-9 景隆消息 1通　
勅183-3-10-1 源氏物語　藤袴巻 1帖　
勅183-3-10-2 源氏物語筆者交名 1通　
勅183-3-10-3 源氏物語　桐壺巻 1冊　
勅183-3-10-4 源氏物語　花散里巻 1冊　
勅183-3-10-5 源氏物語　松風巻 1冊　
勅183-3-10-6 源氏物語　蛍巻 1冊　
勅183-3-10-7 源氏物語　藤袴巻 1冊　
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勅183-3-11 栄花物語考 1冊　
勅183-3-12 論語集解標記　自一至五 1冊　
勅183-3-13 御付札 1通　
勅183-3-14 寿星図 3通　
勅183-4-1 桜町天皇宸翰写 1通　
勅183-4-2 歌道伝授御沙汰書 1通　
勅183-5-4 仙洞御所柿本社由緒並遷座書類 6通　
勅183-8-1・2 日本書紀神代巻 2冊　
勅184-1 後土御門天皇綸旨写 1通　
勅184-2-1～4 修学寺御山道程並御床等図 6通　
勅184-2-1-1・2 修学寺御山道程 2通　
勅184-2-2 御床図 1通　
勅184-2-3 御襖縁除正味尺 2通　
勅184-2-4 御小襖正味指 1通　
勅184-3 法皇御所御物見御文庫御建添窺絵図 1鋪　
勅184-4-1～3 東福門院様御時分おなくさみの書付 3通　
勅184-5 後西天皇綸旨写 1通　
勅184-6 後西天皇女房奉書案 1通　
勅184-7～8 新大納言披露状 2通　
勅184-9 新大納言消息留 1冊　
勅184-10 東六条消息 1通　
勅184-11～15 女房奉書案 5点　
勅184-16 霊簿 1冊　
勅184-17 幡枝円通寺大鸇口上覚書 1通　
勅184-18 長講堂由緒書 1冊　
勅184-19 大聖寺宝鏡寺文書写 1冊　
勅184-20 御服献上帳 1冊　
勅184-21 禁中仙洞御祝儀御進物覚書 1綴　
勅184-22 諸大名御即位料献上覚帳 1冊　
勅184-23 御判之物万控帳 1冊　
勅184-24 万御判物留帳　二番 1冊　
勅184-25 万御判物留帳　三番 1冊　
勅184-26 女二宮御七夜御祝儀献上帳 1冊　
勅184-27 東山天皇出御始御祝儀献上帳 1冊　
勅184-28 就御能献上物帳 1冊　
勅184-29 仙洞御所御進物覚 1綴　
勅184-30 文見書 1冊　
勅184-31 女房奉書案 1通　
勅184-32 慶仁親王御所女房奉書案 1通　
勅184-45 御帯裂 2枚　
勅184-69 東宮御殿絵付 1冊　
勅184-74 御日記年次目録 1冊　
勅184-75 部類記　六 1冊　
勅184-76 御遺物御配御目録 1冊　
勅184-77 禁中へ御渡物目録 1冊　
勅184-78 霊元天皇御遺物御配目録 1冊　
勅184-79 中御門天皇御譲位御受禅御移徙御祈祷帳 1冊　
勅184-81 将軍家より御祝儀進献御配 1通　
勅184-82 御譲位御受禅御祝儀目録 1通　
勅184-83 御譲位御受禅御祝儀目録 1通　
勅184-84 御受禅御進物目録 1通　
勅184-85 御受禅御祝儀目録 1通　
勅184-86 御受禅御祝儀目録 1通　
勅184-87 布衣始並尊号宣下御祝儀目録 1通　
勅184-88 武家衆へ賜物覚 1通　
勅184-89 所司代等拝領物覚書 1通　
勅184-114 新殿御差図御道具御普請掛被下物書付 1冊　
勅184-148 弘御所以下御杉戸御襖絵目録 1冊　
勅184-150 弘御所以下御杉戸襖絵目録 1通　
勅184-184-1～3 若宮さま御誕生御祝儀書付 3通　
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勅185-1-1～36 明治天皇御会始御懐紙 36通　
勅185-2-1-1～60 明治天皇宸翰明治天皇御色紙 60通　
勅185-2-2-1～86 明治天皇御短冊 86通　
勅185-2-3 明治天皇御短冊 1通　
勅185-2-4 明治天皇御清書 3通　
勅185-2-5 明治年号御撰定書 1通　
勅185-2-6 明治天皇御花押 1通　
勅185-3-1～39 昭憲皇太后御会始御懐紙　(昭憲皇太后御懐紙) 39通　
勅185-4～5-1 昭憲皇太后御懐紙 10通　
勅185-6 昭憲皇太后御歌 1幅　
勅185-7 昭憲皇太后御歌 1幅　
勅185-10-2 御下賜明治天皇御製昭憲皇太后御歌写 1冊　
勅185-10-7 鳥形象牙御字突 1本　
勅185-12-1-2 京都御所御不要建物取解図 1鋪　
勅185-12-1-3 京都御所御建物改正図 1鋪　
勅185-12-2-1 神楽起源 1通　
勅185-12-2-2 明治天皇御降誕記 1綴　
勅185-12-2-3 壺切御剣由緒記 1綴　
勅185-12-2-4 ｢能杼原波不死｣ト可弊里見波勢自トニ就テ 1冊　
勅185-12-2-5 二条離宮沿革要記 1冊　
勅185-12-2-6 詩色紙 1通　
勅185-12-2-7 御煤払日時勘文 1通　
勅188-1-1 後西天皇御消息 46通　
勅188-1-2 霊元天皇御消息 3通　
勅188-1-3 霊元天皇御消息 91通　
勅188-1-4 一乗院宮真敬法親王寺務関係御消息 18通　
勅188-1-5 獅子吼院宮堯恕親王関係御消息 9通　
勅188-1-6 円照寺宮後継関係御消息并御覚書 22通　
勅188-1-7 円照寺宮後継関係霊元天皇御消息 9通　
勅188-2-1～9 後鳥羽天皇御消息　外 9点　
勅188-3-1 伏見天皇御消息幅 1幅　
勅188-3-2 伏見天皇御歌集　秋部　(紙背嘉元三年暦） 1巻　
勅188-3-3 伏見天皇御歌集　雑部 1巻　
勅188-3-4 後円融天皇御消息 3通　
勅別6 御湯殿上日記 454冊
勅別10-19-1 皇子皇女御誕生御深曽木等覚帳 7冊
勅別15-57 明治天皇御元服諸儀定難陳記 1巻
勅別20-23 弘仁格抄 * 2巻
勅別20-25 法華経音 * 1巻
勅別20-26 西宮記 * 2巻
勅別20-27 毛詩 * 2巻
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