
資料名 年代 所蔵先 展示期間
勅額 「学習院」
　孝明天皇 下賜／近衛忠熙 染筆
Imperial plaque (Granted by Emperor Komei/written by Konoe
Tadahiro)

嘉永2年（1849） 学校法人学習院　総務部蔵
10/2～
11/3

勅額 「学習院」（複製）
　孝明天皇 下賜／近衛忠熙 染筆
Imperial plaque (replica) (The original was granted by Emperor
Komei and written by Konoe Tadahiro)

学習院アーカイブズ蔵
11/4～
12/9

資料名 年代 所蔵先 展示期間
華族戸主へ下された勅諭
Imperial decree issued to kazoku

明治4年（1871）10月22日 当館蔵 全期間

親臨開業式における勅諭
Imperial decree issued at the inauguration of Gakushuin

明治10年（1877）10月17日 個人蔵 全期間

親臨開業式における皇后令旨
Message of Empress Haruko at the inauguration of Gakushuin

明治10年（1877）10月17日 個人蔵 全期間

錦町華族学校　学習院開業式図
　二代目歌川国明
Inauguration of Gakushuin by Utagawa Kuniaki II

明治10年（1877）10月20日
御届

個人蔵
10/2～
10/28

東京華族学校　学習院宴会図
　楊洲周延
Banquet celebrating the foundation of Gakushuin by Yoshu
Chikanobu

明治10年（1877）11月27日
御届

当館蔵
10/30～
12/9

華族学校開業親臨式
Order of inaugural ceremony

明治10年（1877）10月 個人蔵 全期間

開業式に関する立花院長の日誌
Diary of Chancellor Tachibana Taneyuki in preparation of the
inauguration

明治10年（1877）9～10月 個人蔵 全期間

華族学校生徒課業
Registrar's book

明治10年（1877） 個人蔵 全期間

学習院備忘（立花院長の校務日誌）
Gakushuin Memorandum (diary of Chancellor Tachibana)

明治11年（1878） 個人蔵 全期間

学習院中学生員小試験表
Gakushuin examination results

明治11年（1878）2月
山口弘達旧蔵・
学習院アーカイブズ蔵

全期間

嘉納治五郎「理財学」講義ノート
　山口弘達筆記
Lecture note [on Political Economy] by Kano Jigoro, dictated by
Yamaguchi Hiroyoshi

明治16年（1883）10月
山口弘達旧蔵・
学習院アーカイブズ蔵

全期間

資料名 年代 所蔵先 展示期間
渾天儀（こんてんぎ）

Armillary sphere
明治7年（1874）10月 学習院初等科蔵 全期間

制服由緒書
　一柳剛
Document of receiving school uniform from Crown Prince

小野市立好古館収蔵・
一柳家より寄託

全期間

明宮嘉仁親王着用学習院制服 上下
Gakushuin school uniform owned by Crown Prince Yoshihito
(later Emperor Taisho)

明治21年（1888）下賜
小野市立好古館収蔵・
一柳家より寄託

全期間

明宮嘉仁親王着用学習院制帽
Gakushuin school cap owned by Crown Prince Yoshihito

明治21年（1888）下賜
小野市立好古館収蔵・
一柳家より寄託

全期間

明宮嘉仁親王着用学習院制服 コート
Gakushuin school coat owned by Crown Prince Yoshihito

明治21年（1888）下賜
小野市立好古館収蔵・
一柳家より寄託

全期間

光宮宣仁親王所用 ランドセル
Leather school bag (randoseru ) owned by Prince Nobuhito

明治44年（1911）頃 当館蔵 全期間

明宮嘉仁親王下賜 喇叭
Trumpet bestowed by Crown Prince Yoshihito

明治21年（1888）下賜
小野市立好古館収蔵・
一柳家より寄託

全期間

明宮嘉仁親王下賜 弓矢
Bow and arrow bestowed by Crown Prince Yoshihito

明治20年代
小野市立好古館収蔵・
一柳家より寄託

全期間
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資料名 年代 所蔵先 展示期間
皇太子嘉仁親王下賜 御署名入り写真
Photograph of Crown Prince Yoshihito with a signature

明治30年（1897）頃
当館収蔵・
勧修寺より寄託

10/2～
11/3

脚付箱形鶴松文ボンボニエール
　皇太子嘉仁親王・九条節子成婚（披露宴）
Bomboniere with a design of crane and pine tree　made for a
celebration of the wedding of Crown Prince Yoshihito and
Princess Setsuko

明治33年（1900）
当館収蔵・
筑波家より寄託

11/4～
12/9

日本外史
　頼襄（山陽） 撰
Rai San'yo's Japanese history

江戸時代後期 学習院大学図書館蔵 全期間

東坡全集
　蘇軾（東坡）撰
The complete works of Su Shi

中国・明代 学習院大学図書館蔵 全期間

書籍恵贈への礼状
　池田慶徳
Ikeda Yoshinori's letter of appreciation

明治9年（1876）6月 個人蔵 全期間

History of the rise and fall of the slave power in
America, 　Wilson, Henry
（邦訳：アメリカにおける奴隷権力の盛衰の歴史）

Boston, 1872 学習院大学図書館蔵 全期間

Three years in field hospitals of the Army of the
Potomac,　Holstein, Anna Morris
（邦訳：ポトマック軍の野戦病院の3年間）

Philadelphia, 1867 学習院大学図書館蔵 全期間

内外一覧
　橋詰敏 編
The table of domestic and foreign situation

明治8年（187５） 学習院大学図書館蔵 全期間

資料名 年代 所蔵先 展示期間
虎ノ門校舎（旧工部大学校）使用洋瓦（ジェラール銘）
Roof tile from the school building in Toranomon (former
Imperial College of Engeneering)

明治時代初期 当館蔵 全期間

春の太陽
　アントニオ・フォンタネージ
Spring Sun　by Antonio Fontanesi

明治11年（1878） 当館蔵 全期間

イギリス・アメリカ滞在記録
　大鳥圭介
Travel journal in England and America by Otori Keisuke

明治5年（1872）8月23日
～明治6年10月14日

当館蔵 全期間

東北・茨城など視察記録
　大鳥圭介
Field trip record of Ibaraki prefecture and the Tohoku region in
Japan by　Otori Keisuke

明治21年（1888）3月29日
～明治22年2月1日

当館蔵 全期間

北海道視察記録
　大鳥圭介
Field trip record of Hokkaido by　Otori Keisuke

明治22年（1889）7月14日
～8月11日

当館蔵 全期間

素描（石柱台座投影図）
　大鳥雛
Drawing (base of a stone pillar)　by Otori Hina

明治10年（1877）頃 個人蔵 全期間

幾何画法帳
　松室重剛
Study notebook of geometric patterns by Matsumuro Shigetada

明治時代後期 学習院大学史料館 全期間

嵐峡春雨
　野村文挙
Spring Rain in Kyoto by　Nomura Bunkyo

明治時代後期
当館収蔵・
山階鳥類研究所より寄託

10/2～
11/3

清水寺積雪
　野村文挙
Kiyomizu-dera Temple in Snow by　Nomura Bunkyo

明治時代後期
当館収蔵・
山階鳥類研究所より寄託

11/4～
12/9

東都名勝図絵「学習院」（虎ノ門）
　藪崎芳次郎
'Gakushuin' (in Toranomon) from the Famous Places in Tokyo
series

明治26年（1883）印刷・発行 学習院女子中・高等科蔵 全期間

教学聖訓
Collected imperial teachings on education

明治30年（1897）・
大正2年（1913）

当館蔵 全期間

『学習院 初学教本』（全12巻）のうち「二之巻」「六之巻」
Gakushuin Primary School Textbook (12 volumes), volumes 2
and 6

明治27年（1894） 当館蔵 全期間

第3章　虎ノ門校地へ
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