もんじろうとめぐる
楽しい文書館ガイド

［主な近世の古文書群］

○古文書

当館では県内の旧家や寺社などに残された文書を古文書と

して収集しています。古文書には貴重な中世文書、江戸時代の
名主文書などのほか、絵図や古典籍や近代以降の記録や書状

文書をネズミから守る
猫のマスコット

も多く含まれています。

もんじろう

閲覧室の使い方

文書館の資料

［主な中世の文書群］

当館では、鎌倉時代から戦国時代のものまで、約 200

江戸時代の文書は、家ごとの文書群を、その組織によっ

て「武家文書」
「地方（村方）文書」
「寺社文書」として分類して
います。
文書群によっては、明治時代以降の文書を含んでいる場合もあ
ります。
・武家文書―岡部藩士高橋家文書、忍藩士猪狩家文書、旗本稲生
家文書、岩槻藩士児玉楠柯文書、御家人遠山家文書

点の中世文書を収蔵しています。
・中世の領主関係―――赤堀文書、安保文書、大野（正）家文書、
金井家文書、斉藤（古）家文書、道

など
・地方文書―林家文書 ( 入間郡赤尾村 )、野口家 ( 秩父郡大野村 )、
平山 ( 小 ) 家文書 ( 大里郡吉見領樋口村 )、加藤家文

祖土家文書、戸張家文書、長谷部家
文書、平岩文書、逸見家文書、持田（英）
家文書、長野家文書、渡辺家文書など

書 ( 足立郡羽貫村 ) など
・寺社文書―金剛院文書、相馬家（旧山本坊）文書、明星院文書、
西角井家文書、武笠神主家文書、不動院文書など

・寺社文書――――――北野天神社文書、清河寺文書、忠恩
寺文書、法華寺文書、明星寺文書、龍
興寺文書など

いろいろ、

様 々 な 活 用 法

あるよ

［古文書として収蔵している主な近現代の資料群］

上記のほか、明治時代以降の埼玉県内の銀行や企業・団体の文書

も収蔵しています。

4階
コイン
ロッカー

EV

講座室 講座室

・団体文書―埼玉銀行文書、日本煉瓦株式会社文書、見沼土地
改良区文書、埼玉県蚕糸業協会文書など

図書館
分室

など

複製資料で、写真や新聞、統計資料があります。
○その他

自治体史を始め、歴史・地理・行政等に関する参考

図書、雑誌、行政刊行物、社会科副読本なども収蔵しています。

検索システムの利用手順

編集・発行
〒 330-0063

を検索することができます。

電話
FAX
HP

ドを入れて検索してください。検索欄の下のチェッ

印刷
発行

埼玉県立文書館
埼玉県さいたま市
浦和区高砂 4-3-18
048-865-0112
048-839-0539
https://monjo.spec.ed.jp/
有限会社マックスアーリー
令和４年

トップページの検索欄に、検索したいキーワー
クボックスのチェックを外すことで、検索対象資料の種類を絞り
こむことができます。検索結果一覧画面では、左側のチェックボッ
クスにチェックを入れると利用票と複写申込書を作成できます。
また、埼玉全県航空写真については検索システム上で航空写真

修補室

エントランス
国 道 1 7 号 線

けます。ただし、媒体や保存状態によってコピー不可のもの、写
真撮影不可のものがあります。
また、図書、雑誌を含め収蔵資料の貸出は行っていません。
資料を刊行物等に掲載する場合は、別途、申請が必要です。文書
館職員に御相談ください。

４階

[ ４階

地図閲覧室 ]

住宅地図、地図関係図書や雑誌等を扱っています。
地図に関しましては、２万５千分の１、５万分の１地形図（戦後）
のほか、土地条件図、明治時代の迅速測図、火災保険図、地積図

の画像データを閲覧することができます。
資料を見つけられない場合は文書館職員に御相談ください。

閲覧室の利用手順

○航空写真

埼玉県が昭和 41 年 (1966)・45 年 (1970)・50 年 (1975)・55

した写真と、
国土地理院などが撮影した写真（昭和 10 ～ 30 年代、

「どんな地図」を探しているかをお伝えください。来館当日に

道路、鉄道、学校、公園など）を確認しておいてください。

048-865-0112

Mail
Fax

p6501121@pref.saitama.lg.jp
048-839-0539

○来館の際は、消毒・検温に御協力ください。貴重品、筆
んはコインロッカーに入れ、手洗いをお願いします。
また、希望者は利用証を作成できます。利用証をお持ち
の場合、来館時に御記入いただく情報が省略できます。
○多くの資料は保存庫内で収蔵しているため、閲覧にあたっ
ては、利用票での申請が必要になります。資料の撮影・コ

○古い地図や航空写真を閲覧する場合、実際の資料を見ても目的

は、目的の場所の周辺で手がかりになるような情報（特徴的な

Tel

記用具、PC、カメラ、参考資料等以外の手荷物、かば

職員が一緒にお探しします。

の場所を特定することが難しい場合があります。来館にあたって

ます。

日までにメールまたはＦＡＸでお送りください。

○検索システムでの地図の検索では、調べたい地域の地名をおお

できなくても、事前予約の際に「どのあたりの」「何年頃の」

○閲覧したい資料が決まったら、文書館へ事前予約をお願いし

○予約後、資料の文書番号等を利用票に記入の上、来館前

平成 10 年代以降）があります。

まかに入れて検索します。地図の検索は難しいため、資料を特定

文書館ホームページ「収蔵資料検索システム」
発行している各種目録でも資料を探すことができます。

年 (1980)・60 年 (1985)・平成 2 年 (1990)・7 年 (1995) に撮影

地図の探し方

○まず、閲覧したい資料を特定します。
では文書館収蔵資料を検索できます。また、文書館が

ピー機での複写の際にも申請が必要です。

返却

EV

1階

資料は複写が可能です。電子コピー機と撮影台を御利用いただ

閲覧

県立熊谷

腕時計などの取り外し等をお願いしています。

来館

東京方面

展示室 展示室
2
1

京浜東北線・高崎線・宇都宮線

コインロッカー

資料の閲覧にあたっては、資料の保存の観点から、事前の手洗い、

・その他の地図――国土地理院作成地図、明治 10 年代の迅速測
図原図、河川台帳図、道路台帳図（行政文書）

収蔵資料検索システムでは、当館の収蔵資料

EV
休憩所
史料編さん展示
コーナー

など
・市町村作成地図―県内各市町村

○県史編さん資料

県内外の関係機関・個人から写真撮影などによって収集した

浦和駅

17

伊勢丹
コルソ

旧中山道

国道 号

新宿方面

埼京線

2階

文書館

明治時代以降の多種多様な地図資料を収蔵しています。

後の埼玉県の姿を捉えた貴重な資料です。
『新編埼玉県史』編さん事業（昭和 52 年～平成 3 年）のため、

西口バスのりば

中浦和駅

文書閲覧室

埼玉会館

・埼玉県作成地図―管内図、都市計画図、道路地図、文化財地図

昭和 22 年 (1947) 以降に埼玉新聞社が撮影した報道写真で、戦

市役所

埼玉県庁

の施策、意思決定過程や時代背景を伝える貴重な近現代資料
○埼玉新聞社撮影戦後報道写真

EV

事務室

○地図

です。文書のほか、県報等も含まれます。

【交通案内】
・ＪＲ京浜東北線、高崎線、宇都宮線
浦和駅西口から
徒歩 15 分
・ＪＲ埼京線 中浦和駅から
徒歩 18 分
・国際興業バス「県庁前」バス停から
徒歩 3 分

別所沼
公園

○行政文書

行政文書は県庁職員が業務で作成・取得した文書です。県

大宮方面

1

ています。

なども収蔵しています。

【開館時間】
午前 9 時～午後 5 時
【休館日】
月曜日、毎月末日 ( 土日を除く )、
   祝日、
   年末年始 (12 月 29 日～翌 1 月 3 日 )
特別整理期間 ( 春・秋 10 日間以内 )

大宮

2

3階

ん資料、図書、雑誌及び行政刊行物などを扱っ

予約

休憩所
地図展示
コーナー

２階

行政文書、古文書、戦後報道写真、県史編さ

検索

地図閲覧室

文書閲覧室 ]

地図 ( 主として埼玉県及び隣接地域）、航空写真、

閲 覧 利 用

館内案内図

[ ２階

○資料は何点でも申請できますが、お手元にお出しできる
のは 1 度に 10 点までとなります。10 点ごとに資料の返
却をお願いします。
○当日の資料追加も可能です。

展示室 １

１階

展示室１では、常設展示を行っております。
年数回、展示替えを行い、いつ来ても文

講座・イベント案内

文書館では何ができるの？

講座

文書館とは？
図書館？

古文書講座

書との新しい出会いを提供します。
展示のテーマは、
「未来へつたえる―文書館史料からみる埼玉
県の歴史―」です。
当展示は、埼玉県の各時代 ( 中世・近世・近代・現代 ) を概観

代の広がりを対照することができます。
当館に収蔵されている文書（古文書・行

「図書館」「博物館」「美術館」「文書館」は、ともに県民の生涯学
学べる場所で、資料とその調べ方をお伝えしています。

子供埼玉ものづくり・体験教室
巻物づくり教室

代の関係者が大切に保存して伝えてきた

かけとなる展示構成となっています。

文書を守ってきた文書ダンス
根岸家 戸谷家

展示室 ２

１階

展示室２では、企画展を行っています。
企画展は、例年４回、多岐に渡る収蔵資料からテーマを定めて

４年生

・埼玉県の広がり

６年生

・明治の国づくりを進めた人々など

・災害を防ぐ取り組み

教員研修

公 民 館 等 に も、
出前講座
致します！

上研修（総合教育センター）

＊時間・場所は HP で御確認ください。

図書館―刊行物を読む、借りる――閲覧・貸出―図書館法

社会科主任会研修（三郷市 熊谷市）

＊日程等は変更になる場合があります。

文書館―公文書等を調べる――――閲覧――――公文書館法

初任者研修 （さいたま市）

文書館からの発信
YouTube

Twitter

学校現場オススメ資料

活用例

教育現場の先生方をサポートします！

こんなことを調べている人がよく利用しています。
○昭和３０年代の浦和の図面を探している。

ず、地図ではなく、より詳細な図面を探しました。行政文書に
浦和駅周辺の土地改良を実施した組合が県に提出した文書があ
り、添付されている図面に探しているエリアの記載がありました。

Blog

○過去の埼玉県庁周辺の様子を知りたい。

→行 政文書に明治時代以降の埼玉県庁の建築・営繕関係文書があ
り、図面が含まれています。古文書には過去の県庁の写真を含
んだ図書や絵葉書が含まれています。また、各撮影年毎の県庁

れいめい

埼玉 150 周年記念 埼玉の黎明 ―渋沢栄一が目指した社会―

周辺の航空写真を比較すると、県庁周辺の街の発展の様子がわ
かりました。
○先祖を探している。

→御 先祖が在住していた地域・村がわかれば、江戸時代に作
成された帳簿が収蔵されているのかを確認することができま

こ ぶつ

文書館の刊行物

・『文書館紀要』当館の史料を使った最前線の研究成果！！
なお、
『史料叢書』は、県政情報センター (TEL:048-830-2543)
にて御購入いただけます。

○家に古文書があるが、読めない。

→閲 覧室には古文書解読に必要な参
考図書があり、自由に御覧いただ
けます。また、当館が開催した過
去の古文書講座で使用したテキ
ストを公開しています。初歩的な
学習方法が記載されています。

わからないことが

・『収蔵文書目録』詳しい検索や、家ごとの情報をお届け！

ていた場合、行政文書等に名前が出てくる可能性があります。
あ っ た ら、 な ん で も

・『史料叢書』主要な史料を翻刻し、活字化！

す。また、明治時代以降に県の職員や各種組合等の役員等をし
御相談ください。

文書館の刊行物は一部文書館 HP で御覧になれます。

令和 4 年 3 月 8 日 ( 火 ) ～令和 4 年 5 月８日 ( 日 )

・市町村の様子の移り変わり

美術館―美術作品を鑑賞する―――展示――――博物館法

埼玉スポーツものがたり

春 お宝地図―文化財マップの世界―

３年生

・文書館資料を活用した授業づくり

→地図センター所蔵の地形図を確認したところ、町の様子がわから

冬 古物を伝える―好古家たちの埼玉―

学校内からオンラインによる授業

小中高校等学校中堅教諭等資質向

過去の企画展 ( 令和３年度実績 )

秋

    
オンラインによる授業

博物館―モノ資料を鑑賞する―――展示――――博物館法

開催します。

夏

単元名

それぞれの特徴 ( 主に扱う資料と扱い方と根拠法令 )

歴史を御紹介しつつ、史料が伝えられてき
うに活かし、伝えていくかを考えるきっ

施設です。博物館の中でも「美術館」は、特に美術品を中心に見

どの歴史資料を調べることができる ( 閲覧）施設です。

当展示は、これらの史料から、埼玉県の
た歴史と、史料をこれから未来へどのよ

  対面による授業

した際に作られる文書のうち、歴史的に重要な古文書や公文書な

子供地図教室

ものです。

は、主にモノ資料を中心に、展示会場で見ることができる ( 展示 )

そして、
「文書館」は、自治体、個人や団体が、様々な活動を

立体地図づくり教室

作成者、受取人、子孫、収集家など、各時

「図書館」は、主に本屋さんに並んでいるような出版された刊
行物を手に取って見ることができる ( 閲覧 ) 施設です。
「博物館」

ることができる ( 展示 ) 施設です。

はんこづくり教室

政文書）は、
初めに作成・使用されて以降、

で御相談ください。

習のための施設です。子供から大人まで年齢に関係なく、誰でも

和本づくり教室

展示されている文書をはじめとして、

ついては、御要望に応じて実施します。まずは学校連携担当ま

美術館？

指導形態

文書群を調べると、各時代のことがよくわかるガイダンス展示と

る企画展で取り上げたテーマと同時代の県内の動きや、前後の時

の学校に伺って授業や研修を行っています。単元や指導形態に

地図教室

り、この展示で紹介された文書と同じ文書群の文書や、関連する

また、埼玉県の歴史を概観できますので、展示室２で行われ

文書館では埼玉県や郷土の歴史・文化を広めるために埼玉県内

博物館？

歴史講座

できます。当館に収蔵されている代表的な文書で構成されてお

なっております。

学校現場での活用

「教材研究に時間が割けない」
「少ない授業準備期間でもホンモノの資料を紹介したい」
――という先生の御要望に応えます！文書館には下記のような資
料があり、画像を授業に使用できます。

活用例

明治の時代の人々の生活を調べる学習

小学生向け 小学校６年生 「明治の国づくりを進めた人々」
中学生向け 中学校２年生 「明治維新」
資料
小室家文書 6373-16
「東京名勝銀座之通煉瓦石商家之図」

活用例 当時どのような生活をしていたのか総合的に考える

小学生向け 小学校６年生「長く続いた戦争と人々のくらし」
中学生向け 中学校２年生「二度の世界大戦と日本」
資料
伊達徳次郎氏関係文書 135  「米穀食料需給関係書類綴」
山口善雄氏収集文書 5
   「写真週報 第二百六十八号」

活用例

当時の百姓がなぜ円形に署名したのかその意味を考える

中学生向け 中学校２年生「産業の発展と幕府政治の動き」
資料
老川家文書４６３「頼請文之事（地頭用人田辺太郎一退身願傘型連判状）」
文書館の教員籍の職員や学芸員等が、
授業内での資料の活用についての相談や、
出前授業も受け付けております。
是非、御電話ください。

