
資料番号 種別 タイトル
森01-01 写真 桃山・江戸時代初期（小堀遠州作品を含む）
森01-02 写真 仙洞御所・修学院離宮
森01-03 図面 桂離宮燈篭・手小鉢実測図
森01-04 写真 近世・近代庭園（大原氏撮影）
森01-05 図面 茶室右図・御所指図・修学院（朱宮御所）指図（重要）
森01-06 写真 江戸時代庭園（東京其他・地方（高野山）など）
森01-07 写真 京都庭園など（大原氏撮影）
森01-08 写真 鎌倉・南北朝時代
森01-09 写真 室町時代庭園（恒成一訓氏）
森01-10 写真 日本庭園・小堀遠州・恒成一訓氏（カラー、校正中）
森01-11 写真 円満院・観音寺（近江国・書院建築）
森01-12 写真 江戸時代庭園（京都）
森01-13 写真 平安時代庭園（恒成一訓氏）
森01-14 写真 遍照院・三本松（久留米市）
森01-15 写真 南宗寺（恒成氏）
森01-16 写真 南都一乗院発掘状況（現唐招提寺）
森01-17 写真 桂離宮・修学院離宮・古図など
森01-18 写真 慈光院・當麻寺中之坊（恒成氏撮影）
森01-19 写真 日本の庭園・庭園細部及び材料　垣、石灯籠、手水鉢、橋、其の他
森01-20 写真 修学院離宮（モノクロ）至文堂より返却されたもの

森01-21 写真
庭園の旅　芸艸堂刊　各論(東北地方の庭園・関東地方の庭園・
中部地方の庭園・北陸地方の庭園・近江琵琶湖周辺の庭園・
奈良・京都地方の庭園

森01-22 写真 和歌山城紅葉渓庭園（恒成一訓氏）
森01-23 写真 桂離宮庭園（恒成一訓氏）
森01-24 写真 唐招提寺客殿・茶室
森01-25 写真 小堀遠州関係写真
森01-26 写真 庭園施工法及道具など
森01-27 写真 焼き付け写真　東北花山寺・極楽寺など
森01-28 写真 焼き付け写真
森02-01 原稿 大日本史料　第四・五編（鎌倉時代）
森02-02 原稿 隔蓂記抜粋　鹿苑寺住職鳳林承章日記
森02-03 原稿 近衛家関係資料（茶室を含む）　　陽明文庫・京大文学部蔵
森02-04 原稿 高野山・東寺文書（資料）
森02-05 原稿 小堀遠州関係　茶道具・茶会記・茶湯伝書など
森02-06 原稿 観心寺文書
森02-07 原稿 慈光寺・茶室庭園資料
森02-08 原稿 御茶屋研究資料
森02-09 図面 主婦之友出版　庭園指図
森02-10 原稿 小堀遠州の足どり講演要旨
森02-11 原稿 小堀遠州（江戸時代の丸山里茶室）
森02-12 原稿 蓑内君卒論（茶室の明るさ）
森02-13 原稿 東福寺文書（資料）
森02-14 原稿 石清水神宮文書（資料）
森02-15 原稿 頭塔原稿
森02-16 原稿 香山堂関係資料

森02-17 原稿
毎日新聞社刊　桂・修学院離宮
至文堂　桂離宮資料

森02-18 原稿 稱名寺結界図研究
森02-19 原稿 鳥取県大権寺跡発掘資料
森02-20 原稿 学生社刊　「庭ひとすじ」（仮題）　目次　（1972.12.3）
森02-21 原稿 庭園随筆　学生社刊　「庭一すじ」　第四部
森02-22 原稿 庭園随筆資料　学生社刊　「庭一すじ」（第一部研究編）

「森蘊旧蔵資料」
凡例：以下のリストは1-1から42-31までで994項目を数え、整理の便宜上に「図面」「原稿」「写真」「ほか」と４種別に
分類した。「図面」とは、手書きの図面、青焼きの図面、スケッチ等を含む。「原稿」とは、執筆原稿、校正原稿、メモ
書き等を含む。「写真」は白黒やカラー写真、ネガやスライド等を含む。現在、把握できている具体的な内容はタイト
ルに示しているが、複数の資料を含む場合もある。
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資料番号 種別 タイトル
森02-23 原稿 「庭一すじ」第三部　私の作庭理論
森02-24 原稿 「庭一すじ」完了原稿の下書き
森02-25 原稿 「庭一すじ」不用原稿
森02-26 原稿 至文堂　「日本庭園」　原稿
森02-27 原稿 法金剛院整備資料
森02-28 原稿 大日本史料　史料大成等　第三・四編（平安時代）
森02-29 原稿 小堀遠州茶道資料集　第十篇下
森02-30 原稿 南都諸大寺関係資料（1.大安寺資材帳　2.古瓦類聚
森02-31 原稿 小堀遠州年表など
森02-32 原稿 香山堂関係文献複写
森02-33 原稿 大安寺伽藍縁起幷流記資材帳　旧正暦寺所蔵
森02-34 ほか 信州駒ヶ根光前寺・竹村邸　妻籠など資料
森02-35 原稿 平安時代雑史料
森02-36 原稿 大乗院寺社雑記事等（資料）
森02-37 原稿 泉屋　木樋研究資料
森02-38 原稿 万国博　日本政府館庭園資料
森02-39 ほか 住宅史資料
森02-40 ほか 滋賀県八日市松尾神社庭園
森02-41 原稿 京都御所・仙洞御所・女院御所資料
森02-42 ほか 埃及（エジプト）・波斯（ペルシャ）等遺跡図
森02-43 原稿 桃山・江戸時代資料（義演准后日記・本光国師日記　其他）
森02-44 原稿 近江国孤篷庵藏・孤篷庵点茶無盡藏
森02-45 原稿 桂離宮資料　宮内庁書陵部藏
森02-46 ほか 奈良県観光（新聞切抜き）
森02-47 ほか 奈良県観光（新聞切抜き）
森02-48 ほか 奈良県観光（新聞切抜き）
森02-49 ほか 奈良県観光（新聞切抜き）
森02-50 ほか 奈良県観光（新聞切抜き）
森02-51 ほか 奈良県観光（新聞切抜き）
森03-01 原稿 春日大社文書目録　資料を含む
森03-02 ほか 文化財関係印刷物
森03-03 ほか 法華寺旧境内資料（称名寺結界資料）
森03-04 図面 衹園図經序　外図經　上下巻　（大正大藏祇園図經序など）
森03-05 図面 中村英之介邸　茶室設計図
森03-06 図面 倉田泰藏氏・堀川喜登氏・依頼の石灯篭
森03-06 写真 倉田泰藏氏・堀川喜登氏・依頼の石灯篭
森03-07 図面 奈良文化財（建造物）資料
森03-08 ほか 大阪府下並に難波宮跡発掘研究
森03-09 ほか 近畿古社寺観光資料
森03-10 図面 中村英之介宅庭園資料
森03-11 原稿 「庭ひとすじ」の下書き　夢窓国師の作庭
森03-12 ほか 近鉄文化会資料
森03-13 ほか 京都府明治－昭和庭園調査
森03-14 図面 中埜邸庭園設計資料
森03-15 原稿 学生社「庭一すじ」資料　東大寺旧境内・春日野地形、水系
森03-16 写真 南都仏教原稿写真
森03-17 原稿 興福寺堅牢地神資料
森03-18 原稿 東大寺の研究資料　奈良朝の東大寺・東大寺文書
森03-19 原稿 阿裟縛抄・塵添壒囊鈔・覚禪抄
森03-20 図面 忍辱山円成寺発掘調査資料
森03-21 図面 地方発掘資料
森03-22 ほか 山上宗二記抜粋
森03-23 図面 鈴木屋敷跡（南海市藤白神社）庭園実測図並に発掘調査資料　（1977.11.14）
森03-23 図面 鈴木屋敷跡（南海市藤白神社）庭園実測図並に発掘調査資料　（1977.11.14）
森03-24 図面 円成寺要図資料
森03-25 原稿 大正大藏結界資料　蘇悉地経・建立曼荼羅及揀択地法・梵天択地法
森03-26 原稿 浄瑠璃寺発掘整備資料　（1976.10.10）
森03-26 図面 浄瑠璃寺発掘整備資料　（1976.10.10）
森03-27 ほか 古建築調査報告
森03-28 ほか 南都彫刻等研究報告
森03-29 図面 南宗寺庭園実測図
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資料番号 種別 タイトル
森03-30 ほか 勝尾寺結界文書
森03-31 空き 奈良県庁周辺発掘調査報告
森03-32 図面 庭園文化研究所設計資料
森03-33 図面 桂離宮　手水鉢・石灯篭実測資料
森03-34 原稿 桂離宮資料（座右宝）
森03-35 原稿 洛中洛外屛風関係資料（梅宮・梅津・長福寺）
森03-36 原稿 たまきはる解読
森03-37 原稿 小堀遠州茶湯秘抄・甫公伝書
森03-37 図面 小堀遠州茶湯秘抄・甫公伝書
森03-38 原稿 小堀遠州関係雑資料
森03-39 原稿 南傅大藏経（資料）　自1.2.3.4
森03-40 原稿 衹園精舎など資料
森03-41 原稿 大徳寺文書（資料）
森03-42 原稿 「奈良を測る」南都諸大寺結界論文残の分
森03-43 原稿 小堀遠州関係資料（其の1）
森03-44 原稿 奈良を測るなど随筆資料（郡山城・西大寺付近）
森03-45 原稿 奈良茶人の系譜（遠州関係）
森03-46 原稿 頭塔
森03-46 図面 頭塔
森03-47 ほか 願成就院の発掘調査報告
森03-48 原稿 中世（水無瀬殿・伝来寺・新禅院）近世（一乗院・後西院御所）庭園資料
森03-49 原稿 結界雑資料
森03-50 ほか 永保寺関係資料
森03-51 原稿 寛政重修諸系譜・徳川実紀・柳営補任・領地目録など資料抜粋
森03-52 ほか 西和夫君論文要旨
森03-53 ほか 中井忠重氏文書目録
森03-54 原稿 桂宮日記　宮内庁書陵部藏
森03-55 原稿 浅野家・吉川家文書（資料）
森03-56 原稿 大坂城古図・水口城・永原御茶屋（資料）
森03-57 ほか 福島県下螺堂（資料）　日大小林文次氏提供
森03-58 原稿 醍醐寺文書（資料）
森03-59 原稿 静岡蛍ケ丘団地
森03-60 ほか 平城宮跡調査部新館
森03-61 図面 故関野貞博士著「平城京指図」資料
森03-62 ほか 平城宮跡発掘資料
森03-63 ほか 平城宮跡発掘資料
森03-64 ほか 平城宮跡第44次発掘調査庭園跡資料
森03-65 原稿 南都一乗院資料（保井文書・興福寺藏）
森03-66 図面 平泉観自在王院関係図面
森03-67 図面 平泉観自在王院整備資料　大小阿弥陀堂発掘関係資料　（1975）
森03-68 ほか 平泉観自在王院整備報告書　（1972-1977）
森03-69 原稿 平泉観自在王院整備報員会議事録　（1971-1978）
森03-70 図面 平泉観自在王院関係図面　原稿及び用紙
森03-70 原稿 平泉観自在王院関係図面　原稿及び用紙
森03-71 原稿 観自在王院跡整備専門委員会議資料
森03-71 図面 観自在王院跡整備専門委員会議資料
森04-01 原稿 至文堂刊「桂離宮」資料
森04-02 原稿 平凡社　枯山水庭園図譜序文　（1981.6.20）
森04-03 ほか 平泉観自在王院中島鉄塔銘文
森04-04 原稿 竜安寺石庭について
森04-05 ほか 桜井市史資料
森04-06 原稿 日本庭園資料　座右宝
森04-07 原稿 茶庭考
森04-08 原稿 奈良初期茶質資料　珠光・宗珠原稿
森04-09 原稿 紀州の名園を尋ねて（田中敬忠先生）、紀州の庭園・養翠園の記、和歌山城紅葉渓庭園修理報
森04-10 原稿 学生社刊「庭一ずじ」第2部　進行中原稿
森04-11 原稿 学生社「庭一すじ」未完成原稿下書き　原稿用紙裂
森04-12 原稿 凝花洞と一乗院眞敬法親王
森04-13 ほか 鳥羽山城跡について
森04-14 原稿 小堀遠州書状解読
森04-15 原稿 遠州年表　小堀家系図
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資料番号 種別 タイトル
森04-16 原稿 小堀遠州　学報・人物叢書　削除原稿
森04-17 原稿 小堀遠州（大阪創元社）原稿用紙
森04-18 原稿 小堀遠州原稿下書
森04-19 ほか 文化庁保護審議委員会
森04-20 ほか 三重県文化財委員会
森04-21 ほか 三重県文化財会議
森04-22 ほか 奈良都市計画討委　（1976.1.26）
森04-23 ほか 大阪府文化財委員会
森04-24 ほか 大阪府文化財　（1976.1.28）
森04-25 ほか 三重県文化財　（1976.3.10）
森04-26 ほか 和歌山県文化財委員会
森04-27 ほか 滋賀県文化財委員会
森04-28 ほか 滋賀県文化財関係資料
森04-29 ほか 大阪府文化財　（1975.3.18）
森04-30 ほか 薬師寺西塔に関する風致委員会の考え方
森04-31 ほか 文化財保護審議会資料（文化庁）
森04-32 ほか 文化財保護審議会資料（文化庁）
森04-33 ほか 文化財保護審議会（大蔵寺石塔婆・五代松鐘乳洞・面不動鍾乳洞）
森04-34 ほか 和歌山県第2回文化財専門審議会資料（昭和48年度）
森04-35 ほか 第1回奈良県文化財保護審議会資料
森04-36 ほか 文化財保護審議会資料（地図のみ）
森04-37 ほか よみがえる観自在王院と基衡公奥方の「修諸功徳」をたたえる
森04-38 ほか 文化庁文化財保護審議会資料
森04-39 ほか 滋賀県・奈良県・京都府の文化財保護審議会資料
森05-01 原稿 京都　離宮の庭園と遠州の手法
森05-02 原稿 京都　寺院の庭園
森05-03 原稿 増補京都　寺院の庭園（桃山及江戸時代）
森05-04 原稿 造園
森05-05 原稿 33年度科研　宮内庁・内閣文庫（№1）
森05-06 原稿 日本庭園史年表資料（1959年9月起）
森05-07 原稿 文化財調査　其の一
森05-08 原稿 文化財調査　其の二　（1953.7.1）
森05-09 原稿 文化財調査　其の三　（1953.11.23）
森05-10 原稿 文化財調査雑記Ⅴ  （S.36.4～12）
森05-11 原稿 文化財調査簿（起1956.5.19）
森05-12 原稿 文化財発掘ノートⅡ
森05-13 原稿 古庭園発掘整備報告（下書）Ⅰ　（文化財発掘整備ノート）
森05-14 原稿 ＜抜粋＞愚子見記　（1965.7.24～30）
森05-15 原稿 一乗院門跡　眞敬入道親王記
森05-16 原稿 隔蓂記（抄録）　（1962.9月より12月まで）
森05-17 原稿 庭園随筆Ⅰ （1979.1.25）
森05-18 原稿 庭園随筆Ⅱ （1979.9.19）
森05-19 原稿 随筆1　私のたからもの　（1982.1.15）
森05-20 原稿 作庭記（全文）　（1983.4.20）
森05-21 原稿 学生社　続・庭ひとすじ（試案）　（1980.10.6）
森05-22 原稿 日本史小百科字典　日本庭園字典（内容）　（1980.8.8）
森05-23 原稿 日本の古代庭園　中国・韓国の影響　（1987.6.20）
森05-24 原稿 日本造園史論
森05-25 原稿 書評其他新聞切抜　（1950～1958）
森05-26 原稿 書評其他新聞切抜　（1960～1962）
森05-27 原稿 新聞等切抜　（1978.11.30～）
森05-28 原稿 新聞等切抜　（1980）
森05-29 原稿 新聞等切抜　（1984.1.17・18）
森05-30 原稿 新聞等切抜
森05-31 原稿 新聞等切抜
森05-32 原稿 書評・新聞切抜
森05-33 ほか 結界の立地的考察（南都仏教第二十号抜刷）
森05-34 ほか 文化財審議会案　（1976.11.30）
森05-35 ほか 和歌山県文化財　（1974.11.29）
森05-36 ほか 奈良県文化財　（1949.3.1）
森05-37 ほか 滋賀県文化財　（1949.2.19）
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資料番号 種別 タイトル
森05-38 ほか 滋賀県文化財　（1974.9.3以降）
森05-39 ほか 滋賀県文化財　（1976.3.17）
森05-40 ほか 奈良公園百年史
森05-41 ほか 奈良県大台ケ原自然保護
森05-42 ほか 桂離宮修理委員会　（1976.11.24）
森05-43 ほか 国営飛鳥歴史公園
森05-44 ほか 和歌山県文化財審議会　（1976.3.5）
森05-45 原稿 小堀遠州論重複原稿資料　（大阪創元社刊）
森05-46 原稿 古都西都に家を建てる記
森05-47 ほか 京・大阪を測る　平尾廃寺（庭園）
森05-48 原稿 角川・弘文館　両辞典原稿
森05-49 原稿 南都仏教（結界）校正刷
森05-50 原稿 「日本の庭園」解説、集英社・座右宝編英文原稿、小堀遠州原稿
森05-51 原稿 森蘊論文目録
森05-52 原稿 私の庭園随筆
森05-53 原稿 切手趣味（ポスト原稿）
森05-54 原稿 ポスト原稿資料
森05-55 ほか 称名寺　報告書・資料
森05-56 ほか 平安京を中心とした埋文調査記録方法の改善について（討議内容）
森05-57 ほか 大阪府指定文化財目録
森05-58 ほか 大阪府広報・文化財指定について
森05-59 ほか 奈良県広報・奈良県指定文化財の指定について
森05-60 ほか 奈良県観光
森06-01 ほか 喜多朝子さん論文集
森06-02 図面 稱名寺庭園復原図
森06-03 原稿 浄土欣求を描く　（1974.5.10起）
森06-04 ほか 薬師寺庭園修景資料
森06-05 原稿 和歌山市二の丸庭園（鳥獣壁画的石組）解説書
森06-06 ほか 広中邸庭園設計資料　田原町（豊橋）
森06-07 ほか 近江・成安寺、聖衆来迎時など
森06-08 ほか 称名寺庭園苑池遺構発掘調査概報
森06-09 図面 東三条殿寝殿造系模型図面
森06-10 ほか 白水阿弥陀堂前池発掘調査報告　着手前（紫）　第2・3・4・5回目
森06-11 図面 原鶴小野屋旅館庭園整備計画
森06-12 図面 霊友会　遠笠山道場計画図
森06-13 図面 薬師寺三蔵堂設計図
森06-14 図面 久留米三本松公園改造計画案
森06-15 写真 萩市菊屋（古住宅）資料　（1982.4.26・27）
森06-15 図面 萩市菊屋（古住宅）資料　（1982.4.26・27）
森06-16 ほか 柳生の里見学資料（芳徳寺・南明寺・小山田屋敷など）
森06-17 図面 普門寺庭園一部修景資料
森06-18 図面 浄土を描く挿図　浄土式寺院庭園指図
森06-19 図面 西福寺岐阜別院庭園図
森06-20 図面 正歴寺庭園設計画資料　（1977.11.5）
森06-21 図面 通玄寺庭園資料
森06-22 ほか 平城宮跡発掘資料（庭園）
森06-23 図面 浅野二郎氏設計図（スウェーデン庭園）
森06-24 図面 久留米三本松公園改造資料
森06-25 原稿 一乗谷庭園史料　藤原武二氏執筆
森06-26 ほか 竜頭鷁首船資料
森06-27 図面 平泉長島・纐纈邸庭園設計案・薬王院　（1979.3.25）
森06-28 図面 東福寺即宗院資料
森06-29 図面 法華寺・称念寺・日大郡山校庭園設計図
森06-30 図面 故今西清兵衛氏　初期福智院邸庭園設計実測図
森06-31 原稿 平田雅哉氏推薦文（9月ごろ編成）
森06-32 ほか 島原城環境整備関係資料
森06-33 ほか 創世苑建設及び庭園　スケッチ（森史夫案）
森06-34 図面 福岡県柳川市戸島氏庭園・川崎町藤江氏庭園　実測図並に資料
森06-34 図面 福岡県柳川市戸島氏庭園・川崎町藤江氏庭園　実測図並に資料
森06-35 ほか 江馬館報告書資料
森06-36 図面 久留米創生苑　庭園測量資料　（1978.3.10）
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資料番号 種別 タイトル
森06-37 図面 久留米創生苑　細部設計　（1977.9.10）
森06-38 図面 稱名寺庭園発掘資料（中島の大きさ・橋の長さ）
森06-39 図面 横浜稱名寺資料　（1980年度）
森06-40 図面 称名寺庭園資料　（1979年度）
森06-41 ほか 一乗谷朝倉亭館跡発掘資料
森06-42 図面 彦根天理教会庭園（小宮山庭園創作所）
森06-43 図面 称名寺庭園苑池（横浜市教委）
森06-44 ほか 称名寺庭園苑池遺構発掘調査報告書
森06-45 ほか 称名寺庭園苑池保存整備報告書（S.55年度）
森06-46 ほか 称名寺庭園苑池保存整備報告書（S.61年度）
森06-47 ほか 称名寺整備委員会資料
森06-48 ほか 称名寺境内発掘調査資料（横浜市教委）
森06-49 図面 毛越寺庭園（平泉町教委）
森06-50 図面 毛越寺庭園
森06-51 図面 広中邸南庭改修工事図面（豊橋市田原町）森重造園
森06-52 ほか 偃月橋改修工事報告書（香川県）
森06-53 ほか 平安時f代史事典原稿（角川書店）
森06-54 図面 静清綜合卸センター緑化計画（図面等）
森06-55 ほか 梁川城跡本丸庭園調査資料
森06-56 ほか 栗林公園（香川県栗林公園観光事務所）
森06-57 図面 森蘊宅増築資料（1976.9.10）
森06-58 図面 粉河寺本坊庭園実測図
森06-59 ほか 柏木不動窟鍾乳洞調査報告（吉野郡川上村）
森06-60 ほか 和順の臨対亭古図・郵腫昨取扱心成（韓国の代表的庭園リスト）
森06-60 ほか ・1934年4月－5月のイタリア鉄道の時刻表
森07-01 ほか 栗林園整備資料
森07-02 図面 森家氏庭園・門設計資料
森07-03 原稿 森村家住宅庭園資料　（1983.10）
森07-04 原稿 続「庭ひとすじ」原稿在中
森07-05 原稿 不退寺　在原業平山荘園池
森07-06 図面 和歌山城二の丸実測図　A.鶴の谷　B.一の橋付近　整備設計図・姿図
森07-07 ほか 萩市文化財資料（城跡東園）
森07-08 図面 旧大乗院庭園整備資料（橋梁あり）
森07-09 ほか 梁川城跡庭園資料
森07-10 写真 千葉山智満寺庭園史料と写真
森07-10 写真 千葉山智満寺庭園史料と写真
森07-11 図面 三重県多氣町法泉寺（名勝）関係図
森07-12 ほか 柳生・小山田屋敷資料
森07-13 ほか 奈良市柳生陳屋跡整備資料　（1976.11）
森07-14 図面 大阪府河内長野市田中司家設計図
森07-15 ほか 恒成一訓氏都市美論文集
森07-16 図面 大阪某旅館実測図（小宮山創作所）
森07-17 ほか 茨城県博物館資料
森07-18 ほか 栢の森遺跡資料
森07-19 ほか 平城宮跡東院（西方）発掘資料
森07-20 原稿 平城宮東院橋梁跡
森07-21 原稿 平城宮東院池庭跡
森07-22 原稿 奈良の中世庭園
森07-23 原稿 左京三条二坊六坪庭園資料（奈良時代庭園跡）
森07-24 図面 如意谷資料
森07-25 図面 称名寺庭園史料
森07-26 ほか 鈴鹿市稲生町伊奈富神社園池資料
森07-27 原稿 昭和48・9年度調査報告書（下書）
森07-28 図面 金沢文庫七百年記念　称名寺の庭園（図面・資料）　（1975.8.5）
森07-28 図面 金沢文庫七百年記念　称名寺の庭園（図面・資料）　（1975.8.5）
森07-29 ほか 白水阿弥陀堂前池資料
森07-30 図面 白水阿弥陀堂境域資料
森07-31 図面 白水阿弥陀堂資料
森07-32 写真 小御堂跡の発掘写真（1982）
森07-33 ほか 和歌山市文化表彰
森07-34 ほか 金沢文庫展示品目録（17）
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資料番号 種別 タイトル
森07-35 ほか 庭園と石　新聞コピー
森07-36 ほか 飛鳥水落・石神遺跡発掘調査現説資料
森07-37 ほか トヨタ東京ビル計画について
森07-38 図面 文化財レポート　江馬氏の庭園と図面（神岡町）
森07-38 図面 文化財レポート　江馬氏の庭園と図面（神岡町）
森07-39 図面 庭園の図面（神岡町）
森07-40 図面 庭園の図面と写真（神岡町）
森07-40 写真 庭園の図面と写真（神岡町）
森07-41 ほか 江馬館跡発掘調査会資料（神岡町）
森07-42 写真 神岡町江馬館跡庭園　資料と写真
森07-42 図面 神岡町江馬館跡庭園　資料と写真
森07-43 ほか 田中正大君論文
森07-44 図面 白水阿弥陀堂境域復元整備工事図面
森07-45 図面 白水阿弥陀堂境域復元整備工事図面
森07-46 ほか 白水阿弥陀堂境域復元整備委員会会議資料
森07-47 ほか 白水阿弥陀堂境域復元整備工事設計書
森07-47 図面 白水阿弥陀堂境域復元整備工事設計書
森07-48 図面 和歌山城公園図面
森07-49 写真 二の丸庭園関係新聞記事集と写真
森07-49 ほか 二の丸庭園関係新聞記事集と写真
森07-50 図面 称名寺境内保存整備事業について
森07-50 ほか 称名寺境内保存整備事業について
森07-51 ほか 称名寺庭園園池保存整備報告書（横浜市教委）
森07-52 写真 内山永久寺絵図の写真（天理図書館）
森08-01 図面 庭園図面
森08-02 ほか 中国風景と庭園
森08-03 写真 四国の古庭園資料と写真
森08-03 ほか 四国の古庭園資料と写真
森08-04 図面 熱海金閣庭園設計資料　（1976.4・5・6）
森08-05 ほか 講談社（建築と庭園）観音寺城資料
森08-06 ほか 日本美術史出版関係資料
森08-07 原稿 毎日新聞社刊　続数奇屋造解説　数奇屋と露地
森08-08 原稿 鳥羽山城発掘調査報告書
森08-09 原稿 和歌山城岡公園調査資料　（1975.4.16）
森08-10 図面 和歌山城岡公園設計図　第二期　（1977.9）
森08-11 写真 芸艸堂刊　庭園の旅（仮題）1-50 （1975.1.6起）
森08-12 ほか 日本観光地資料
森08-13 原稿 前田家藏　旧仁和寺心連院所蔵　山水并野形図
森08-14 ほか 滋賀県阿自岐神社庭園
森08-15 図面 熱海金閣庭園設計図
森08-16 図面 大神々神社苑設計図
森08-17 原稿 近藤出版社刊　庭園辞典
森08-18 ほか 園城寺建築・庭園調査資料
森08-19 写真 松尾寺収蔵庫資料
森08-20 写真 芸艸堂刊　庭園の旅（僻地の古園）
森08-20 原稿 芸艸堂刊　庭園の旅（僻地の古園）
森08-21 写真 芸艸堂刊　庭の旅　口絵候補写真
森08-22 原稿 平安時代庭園の研究（復刊原稿）　（1974.5.10起）
森08-23 ほか 中世の古城跡資料
森08-24 写真 ベルニーニ作　ヴァチカン宮（清家氏）
森08-25 図面 特別史跡　毛越寺境内現状変更資料
森08-26 ほか 紅葉山露地高低測量記録
森08-27 原稿 湘南葉山に造庭の記録　（昭和7・8年）
森08-28 ほか 杉山信三博士論文
森08-29 原稿 京都東山和楽園記
森08-30 ほか 嘉定秋霞圃海和宁安瀾园
森08-31 ほか 和歌山県文化財保護課
森08-32 図面 薬師寺南門・八幡院付近整備関係図
森08-33 原稿 日本の国立公園（英文）
森08-34 ほか 東吉野村小川城資料
森08-35 原稿 桂離宮講演速記
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資料番号 種別 タイトル
森08-36 ほか 桂離宮復元修理資料
森08-37 原稿 小堀遠州の作業の証
森08-38 原稿 小堀遠州（人物叢書）省畧原稿（茶道）
森08-39 原稿 小堀遠州の公儀（行政）業績
森08-40 原稿 小堀遠州原稿下書き
森08-41 ほか 金沢文庫展示品目録
森08-42 図面 京都市遺跡地図
森08-43 原稿 日本史小百科（荘園）
森08-44 ほか 特別史跡平城宮跡調査委員会
森08-45 写真 藤原実重作善集（写真）
森08-46 ほか 白水阿弥陀堂境域復元整備資料
森08-47 ほか 桂離宮整備懇談会資料
森08-48 原稿 庭園についての原稿
森08-49 原稿 藩史大事典の項目と執筆例と原稿用紙
森08-50 ほか 英文作庭記
森08-51 原稿 世界の造園発達史
森08-52 ほか 造園研究室　尼崎博正氏論文
森09-01 図面 毛越寺平面図
森09-02 図面 紅葉渓庭園図
森09-03 ほか 東大寺図書館蔵　≪戒壇院古図≫の作製年代について
森09-04 原稿 小堀遠州の作事図版校正（控）
森09-05 図面 日本庭園実測図抜粋　＜特に発掘整備関係＞
森09-06 図面 桂離宮模型資料
森09-07 図面 桂離宮中書院無良戸　湯殿（古い方）内部内建図
森09-08 写真 桂離宮航空写真
森09-09 図面 桂離宮実測図模型資料
森09-10 原稿 諸原稿
森09-11 図面 寺崎氏（父母）邸庭園資料　付中宮寺実測図
森09-11 ほか 寺崎氏（父母）邸庭園資料　付中宮寺実測図
森09-12 写真 写真
森09-13 写真 焼き付け写真
森09-14 写真 焼き付け写真
森09-15 ほか 平城京復原土代
森09-16 図面 諸庭園の図
森09-17 原稿 桂離宮の庭園・東海寺の庭園・金地院の庭園・知恩院の庭園などの原稿
森09-18 ほか 奈良県観光
森10-01 ほか 栗林公園古図
森10-02 図面 芸艸堂刊　庭園の旅（仮題）　僻地の古園を訪ねて　挿図・口絵
森10-03 写真 修学院写真
森10-04 ほか 76奈良市勢要覧
森10-05 写真 写真
森10-06 ほか 桂離宮古図
森10-07 図面 薬師寺環境整備資料
森10-08 ほか 平城宮跡発掘調査資料
森10-09 図面 修学院離宮（上・中・下）　樹木等調査資料
森10-10 図面 仙洞御所樹木調査資料
森10-11 図面 中村一君設計ドーウス樹木園庭園
森10-12 図面 京都御所
森10-12 原稿 京都御所
森10-13 図面 仙洞御所資料
森10-14 図面 修学院離宮（上・中・下）全図　縮尺500分の1
森10-15 ほか 平城宮跡計画諸案
森10-16 写真 住居史展写真
森10-17 図面 薬師寺金堂付近
森10-18 ほか 東大寺四聖坊（正倉院）
森10-19 ほか 二條城
森10-20 図面 円通寺
森10-20 原稿 円通寺
森10-21 図面 旧一乗院（奈良地裁）実測図
森10-22 ほか 福島県梁川町川城庭園保存資料
森10-23 写真 日本庭園放送用四ツ切写真
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資料番号 種別 タイトル
森10-24 ほか 絵（日本・ヨーロッパの庭）
森10-25 ほか 県庁舎落成記念（奈良県）

森10-26 ほか
デザインと人間をむすぶもの、木材資源の史的考察・古代における木材事情、室内計画におけ
る人間工学的研究の問題点

森10-27 写真 焼き付け写真
森10-28 写真 焼き付け写真
森10-29 写真 日本の美のレイアウト（写真）
森11-01 ほか 『日本の燈籠』　アサヒ写真ブック83　朝日新聞社　（S.33.11.25）
森11-02 ほか 「文化財保全と造営」　『建築と社会』’66.6　日本建築協会　（S41.9.25）
森11-03 ほか 「海洋と日本庭園」　『新美術』9  （S.18.9.3）
森11-04 ほか 『庭』　玉川・こども百科77　玉川大学出版部　（S.33.3.15）
森11-05 ほか 「桂離宮と修学院の歴史」　『桂離宮と修学院』　岩波写真文庫50 （1951.10.15）
森11-06 ほか 「私の古い珍切手と消印の疑問」　『郵政』二月号（第35巻第2号）（財）郵政弘済会　（S.58.2.1）

森11-07 ほか
「グロピウス博士の日本観」－京都の古建築庭園についてー　『グロピウスと日本文化』　彰国
社　（1956.5.20）

森11-08 ほか 「古代・中世の庭園」（序説）　『新版考古学講座』　有史文化＜上＞　雄山閣版　（S.45.8.20）

森11-09 ほか
「浄土を求め描き続けた半世紀」　文教図書出版（株）　『青少年へ贈る言葉　わが人生論　千葉
編（上）』　（S.58.3.8）

森11-10 ほか 「せいいっぱい生きよう」　『青少年の座右銘　続・私の座右銘東京人』　育英出版社

森11-11 ほか
「小林文次学兄と長いおつき合い」　『心たくみへの哩標』　日本大学理工学部建築史・建築論研
究室　（S.59.8.28）

森11-12 ほか 「廃園の発掘と復元の経験」　『自然と文化』　第6号　日本ナショナルトラスト発行　（S.46.7.1）
森11-13 ほか 「忍辱山円成寺の庭」　『真珠の小箱①奈良の春』　角川書店編　（S.55.1.25）
森11-14 ほか 「京都と鎌倉」　「小京都」　『歴史のなかの都市』　日本放送出版協会　（S.57.8.1）
森11-15 ほか 「角屋の襖絵」　「角屋の庭園」　「島原の儀式と年中行事」　『すみや』　彰国社　（S.30.10.1）
森11-16 ほか 「奈良茶人の系譜」　『大和文化研究』　第十五巻五号　大和文化協会　（S.45.5.5）

森11-17 ほか
「奈良に於ける初期草庵的茶座敷の性格」　『大和文化研究』　第九巻五号　大和文化研究会
（S.39.5.5）

森11-18 ほか 「大和国と小堀遠州の業績」　大和文化研究　第十巻四号・五号抜刷
森11-19 ほか 「東大寺閼伽井の周辺」　大和文化研究　第十一巻三号抜刷
森11-20 ほか 「前栽秘抄の研究」　『建築史』　第二巻第五号抜刷
森11-21 ほか 「法金剛院庭園について」　『法金剛院』　清風会　（S.46.3.21）
森11-22 ほか 「設計のための庭園史研究」　『農業百科事典の栞』　（財）農政調査委員会　（1967.12）
森11-23 ほか 「庭園」　『第四回文化講座　京都の古文化財（庭園）』　平安神宮
森11-24 ほか 「枯山水に就て」　『寶雲』　第二十三冊所載　（謹呈　太田学兄）
森11-25 ほか 「結界の立地的考察」　南都仏教　第二十号抜刷
森11-26 ほか 「桂離宮古図について」　『建築史研究』　第8号所載　（1952.5）
森11-27 ほか 「醍醐寺の庭園」－住房の地形と三寶院庭園－　佛教藝術　第四十二号別冊　（1960）
森11-28 ほか 「遍照院庭園の設計について」　（S.35.1.26）
森11-29 ほか 「香山堂跡と忍辱山円成寺」　『大和古寺大観』　第四巻付録Ⅱ　岩波書店　（1977.2）
森11-30 ほか 「私の薬師寺」　『薬師寺』　第68号　（S.61.1.8）
森11-31 ほか 「昭和の作庭記」　（其の1）　『角』　8月創刊号　奈良「角」の会編集　（S.32.8.1）
森11-32 ほか 「昭和の作庭記」　（其の2）　『角』　第2号　奈良「角」の会編集　（S.33.1.1）
森11-33 ほか 「昭和の作庭記」　（其の3）　『角』　第3号　奈良「角」の会編集　（S.33.7.1）
森11-34 ほか 「昭和の作庭記」　（其の4）　『角』　第4号　奈良「角」の会編集　（S.34.7.15）
森11-35 ほか 「切手趣味と私」　『ポスト』　第11巻第4号　郵政省　（S.49.4.1）

森11-36 ほか
「浄瑠璃寺の庭園（京都）」　「龍泉寺の庭（大阪）」　『やすらぎ　わたしの好きな散歩道』　朝日
新聞社　（S.47.3.30）

森11-37 ほか 「小堀遠州の造庭」　『建築史』　第三巻第三号抜刷
森11-38 ほか 「吉祥会の二十五周年を迎えて」　『吉祥』－25周年記念号－第6号　吉祥会　（S.56.5.17）
森11-39 ほか 「室町時代に於ける庭園美に關する一考察」　『建築史』第5巻第2号　建築史研究会
森11-40 ほか 「南禪寺方丈庭園の造営年代及作者」　『建築史』　第5巻第4号　建築史研究会　（S.18.7.10）
森11-41 ほか 「日本庭園に於ける橋梁について」　『建築史』　第5巻第5号　建築史研究会　（S.18.9.10）
森11-42 ほか 「角屋をたずねて」－寸庭めぐり－　『談交』　4月号　茶道綜合誌第7巻第4号　（S.28.4.1）
森11-43 ほか 「涼しい中庭の泉」　『談交』　8月号　茶道綜合誌第7巻第8号　（S.28.8.1）
森11-44 ほか 「羽田邸を訪ねて」－寸庭めぐり－　『談交』　9月号　茶道綜合誌第7巻第9号　（S.28.9.1）
森11-45 ほか 「大橋邸を訪ねて」－寸庭めぐり（8）－　『談交』　12月号　茶道綜合誌第7巻第12号　（S.28.12.1）
森11-46 ほか 「庭園の美」　『談交』　6月号　茶道綜合誌第9巻第6号　（S.30.6.1）
森11-47 ほか 「見どころ勘どころ」庭　『談交』　4月号　茶道綜合誌第10巻第4号　（S.31.4.1）
森11-48 ほか 「敷石の美」　『婦人之友』　6月号　（S.34.6.1）
森11-49 ほか 「発掘された南宗寺の名園」　『婦人之友』　10月号　（S.35.10.1）
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資料番号 種別 タイトル
森11-50 ほか 「廃物利用の庭園」－わが作庭記－　『藝術新潮』　4月号　第11巻第4号　（S.35.4.1）
森11-51 ほか 「三宝院の庭園」　『醍醐』　醍醐寺　（S.35.4.1）
森11-52 ほか 「桜井市史」抜刷
森11-53 ほか 「ぼくたちの研究室　生活の歴史」　さらえ書房　（S.28.4.25）
森11-54 ほか 「故森蘊先生著述作品目録（稿）」
森11-55 ほか 『』浄瑠璃寺』鹿鳴荘　（S32.3.25）
森11-56 ほか 「慈照寺築庭に関する一考察」切取り　（S45.12.27）
森12-01 ほか 「Modern Japanese Gardens」

森12-02 ほか 「京都の浄土的古刹寸描」・「公家－武将の庭」・「枯山水について」・「数奇やと路地のはじまり」

森12-03 ほか 永井家御茶屋「玄禄」の改築とその庭・柳生の里・三本公園竣工式

森12-04 ほか 小堀遠州関係年表・系図

森12-05 ほか 日曜美術館『桂離宮』台本・テレビ美術館「日本の庭」台本

森12-06 ほか 「設計のための庭園史研究」・「枯山水と盆栽の距離」・「園通寺記」

森12-07 ほか 「春日野清流物がたり」

森12-08 ほか
「大岡實先生著述作品目録」「榧本社人先生著作目録」「毛利久先生年譜著作目録」「小林剛先生著作目
録」「福山敏男先生著作目録」「藤田亮先生敬慕之碑建立報告書」

森12-09 ほか 「東大寺閼伽井の周辺」「大和国と小堀遠州の業績」「醍醐寺の庭園」「結界の立地的考察」

森13-01 ほか 東大寺スケッチ（測量）

森13-02 原稿 醍醐寺スケッチ（測量）

森13-03 原稿 唐招提寺（測量）

森13-04 原稿 興福寺・唐招提寺（測量）

森13-05 原稿 水無瀬殿・法光院・薬師寺（測量）

森13-06 原稿 東大寺知足院・薬師・薬師・如来座像・沖縄識名園・座喜味城（測量）

森13-07 原稿 奈良公園・興福院（測量）

森14-01 ほか 南都大乗院庭園資料（整備委員会資料）
森14-02 原稿 桂離宮実測高低測量野帳並びにレベルブック（飛石）
森14-03 原稿 森蘊先生退官関係
森14-04 原稿 森蘊先生退官記念講演ファイル
森15-01 図面 福井県養浩館（旧御泉水屋敷）庭園整備試案書・図面・写真等
森15-01 写真 福井県養浩館（旧御泉水屋敷）庭園整備試案書・図面・写真等
森15-02 ほか 姫津漁港　航路凌渫計画説明資料
森15-03 写真 福井県紫式部公園　工事中写真　一式
森15-04 図面 福田寺　設計資料・図面等
森15-04 ほか 福田寺　設計資料・図面等
森15-05 図面 毛越寺庭園　整備委員会資料　昭和61年度発掘調査図面　一式
森15-06 ほか 日本ナショナルトラスト報（No.315-323.325-330<1995-1996>）（冊子）各1部（計12部）
森15-07 ほか （財）日本ナショナルトラスト（会員報）創刊号（新聞）1部
森15-08 ほか 日本ナショナルトラスト関西BOXニュース（20号（1996.6.11）21号（1996.7.16））各1部
森15-09 ほか スケッチ（コピー）　日野山と日野川　越前海岸弁天岩　等
森15-10 ほか 史跡白水阿弥陀堂境域復元整備委員会会議資料　昭和59年12月12日・昭和60年3月13日
森15-11 ほか 香山堂跡と忍辱山円成寺　森蘊（コピー）

森15-12 ほか
・滋賀県文化財たより　№91～94
・埋もれた文化財の話
・中圭町内出土の文字史料

森15-13 ほか 修士論文「韓国古代庭園と日本古代庭園の比較研究－雁鴨池と東院の池との比較から－」
森15-14 ほか 大23回　国際造園会議日本大会
森15-15 原稿 庭園調査カード（村岡正）
森15-16 ほか 『讃岐の庭』浅野二郎（コピー）
森16-01 ほか 森蘊氏傘寿の祝い新聞記事・紫式部公園建設中新聞記事（コピー数枚）
森16-01 ほか 教養の物理学（大塚穎三著・コピー）
森16-01 ほか 紫式部公園除幕式-武生市長挨拶文・永井邸・茶亭　改築計画案スケッチ58-3（コピー2枚）
森16-01 ほか 大和文化研究？（森蘊氏寄稿「ごまめ」含む、コピー数枚）
森16-01 ほか 新聞コラム「大和寸感-町名変更余聞」（青山茂<帝塚山短期大学教授>・コピー数枚）
森16-01 原稿 「天国に在ます杉田先生を偲ぶ」（森蘊氏原稿）
森16-02 図面 板倉城跡第二次発掘調査寺院跡平面図（1：40）　（S62.7）
森16-02 写真 板倉城跡内庭園跡写真（白黒・計4枚）
森16-02 原稿 名勝養浩館（旧御泉水屋敷）庭園復元整備工事諸費用メモ書きコピー（S62.6.26）
森16-03 ほか 雑誌「歴史の焦点」56「桂離宮御殿の昭和大修理」（佐藤理　著・コピー）
森16-03 ほか 雑誌「新建築」1982年7月臨時増刊号「桂離宮」（コピー）
森16-03 ほか タウトが桂離宮にみたもの（水原徳言著・群馬県立歴史博物館）
森16-04 ほか 1970～1980年代　森蘊氏庭園等のスケッチコピー一式
森16-05 ほか 1970～1980年代　森蘊氏庭園等のスケッチコピー一式
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資料番号 種別 タイトル

森16-06 図面
史跡白水阿弥陀堂境域保存修理工事（平面図（1：500）、横断図（H=1:200、V=1：100）青図各1
枚、不明写真1枚、復元整備委員会資料）

森16-06 ほか 謳興寺資料（敷地図、地図コピー）　（1987.9.30）
森16-07 ほか 筑摩書房の桂離宮資料
森16-08 ほか 頼久寺庭園に関する資料コピー一式
森16-09 図面 福田寺庫裡庭園計画案図面（平面図、植栽図）6枚
森16-10 原稿 原稿下書き「浄土を描く」　（1979.11.9）
森16-10 原稿 原稿下書き「創生苑庭園の記」
森16-10 原稿 原稿下書き「小堀遠州」
森16-10 原稿 原稿下書き「森蘊氏薬師寺への寄稿文？」
森16-10 原稿 原稿下書き「森蘊（研究社の略歴）」
森16-10 ほか 角川書店からの寄稿依頼書
森16-10 原稿 「日本歴史大辞典」の抜刷？-「小堀遠州」（森蘊記）
森16-11 図面 依水園緑地公園の利用と維持管理方法（青書・1枚）
森16-11 ほか 史跡萩城城下町（菊屋家旧宅）庭園整備工事設計監理業務等委託契約書　（S57-58）
森16-11 ほか 福岡「草苑」面積表（コピー）
森16-11 ほか 頭塔（発掘遺構図・石仏配置図・探査結果/コピー）
森16-11 ほか 第4回御所離宮懇談会資料
森16-11 ほか 平安京西寺跡発掘調査現地説明会のご案内　（S63.11.13）
森16-11 ほか 財団法人今西家保存会第1回定時理事会議事録　（S63.10.10）
森16-12 ほか 武生市紫式部公園（基本設計説明書・新聞記事スクラップ）・福井城跡写真4枚
森16-12 写真 武生市紫式部公園（基本設計説明書・新聞記事スクラップ）・福井城跡写真4枚
森16-13 ほか 源氏物語の庭　草木の栞（発行：城南宮・著者：廣江美之助）　（S55.5）
森16-13 ほか 宇佐神宮由緒記（発行：宇佐神宮庁）　（S49.10）
森16-13 ほか 高野山-小坂坊持明院（リーフレット）
森16-13 ほか 神奈川県立フラワーセンター大船植物園-開園20周年（リーフレット）
森16-13 ほか 鹿児島の観光（発行：鹿児島県観光連盟）　（1971.3）
森16-13 ほか 京都～市内とその周辺～（発行：京都市交通局）　（S60.4）
森16-13 ほか 重要文化財今西家書院（リーフレット）
森16-13 ほか 小野屋（リーフレット）
森16-13 ほか 真宗高田派本山専修寺参詣の栞
森16-13 ほか 近江の資料館（マップ）　（S54）
森16-13 ほか 法華寺拝観のしおり
森16-13 ほか 彫刻の森美術館（リーフレット）
森16-13 ほか 島原城（リーフレット）
森16-13 ほか 島原城西望記念館（リーフレット）
森16-13 ほか 宇佐神宮（リーフレット）
森16-13 ほか 岡山東湖園（リーフレット）
森16-13 ほか 唐招提寺（リーフレット）
森16-13 ほか 「奈良絵図」「柳生の里観光地図」（マップ）
森16-14 ほか 近江の城　第33号　（1989.4）
森16-14 ほか いわて文化財　第101号　部分コピー　（S62.9）
森16-14 ほか 民俗文化　第301号　（1988）
森16-14 ほか 元興寺文化財研究　No.31・32 （1989）
森16-14 ほか 興福　No.58 （S62）
森16-14 ほか 薬師寺　No.82 （H1）
森16-14 ほか 花めくり　創刊号-2号　（S57.S58）
森16-14 ほか 近畿文化　No.467・474・478 （1988-1989）
森16-14 ほか 奈良県観光　第383号・388号　（S63-H1）
森16-14 ほか 婦人と平和　第46号　（1986.3）
森16-14 ほか 滋賀埋文ニュース　第102号　（S63）
森16-14 ほか 斑鳩かわら版ぽっぽ　第166・167号　（1988）
森16-14 ほか 園城寺　第65号・67号・68号　（S63-H1）
森16-15 ほか 第39回公開講演会資料（木全敬蔵）　（S51.5.15）
森16-15 図面 高野山持明院平面図
森16-15 ほか 平成元年展-近隣諸国からの茶陶-館蔵品（寧楽美術館）
森16-15 ほか 建築史学会会員名簿（1988.3）
森16-15 ほか 古事記（部分）英訳（コピー）
森16-15 ほか 木石の夢（彫刻）デザイン図（コピー）
森16-15 ほか BETTER HEALTH21（会報？）　（S63.10.1）
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資料番号 種別 タイトル

森16-15 ほか

新聞記事切抜き一式「景観保護へ3階以上ノ―-奈良・三室地区自治会が決議-（1988.3.14・毎
日新聞<全国版>）」「列島’88-奈良県斑鳩町-バイパス文化論争（1988.8.1・毎日新聞）」「風声-
私史環境行政<松村健一>（1988.7.2・奈良）」「風声-生活環境と景観を守る「自主協定」<松村健
一>（1988.7.30・奈良）」

森16-16 ほか 県政奈良　’89/8月号・9月号
森16-16 ほか でんきさろん　第14号（発行：関西電力滋賀支店）
森16-16 ほか 16ミリ・カラー映画字幕集（著：下山重丸）　（1984.3）
森16-16 ほか AQUALOG（栗田工業社報）　No.31 （1989）
森16-16 ほか 摂陵　No.106（発行：摂陵中・高等学校・同窓誌）
森16-16 ほか 朝日健康メモ（夏号・Vol.7）　（1989）
森16-16 ほか Posts and　Telecommunications（郵政省広報誌）　（1989.8）
森16-16 ほか FLAME　創刊号（大阪ガス広報誌）　（1989.6）
森16-17 ほか 昭和32年度日本造園学会秋季大会配布資料（兵庫県、兵庫県観光連盟）
森16-18 ほか 平等院鳳凰堂（リーフレット）
森16-18 ほか 平等院繪葉書（3枚入り）
森16-18 ほか 伏見稲荷大社（リーフレット）
森16-18 ほか 薬師寺縁起（1枚）
森16-18 ほか 法起寺縁起（1枚）
森16-18 ほか 唐招提寺案内記（1枚）
森16-18 ほか 三和銀行-国立公園めぐり（チラシ）
森16-18 ほか 十三重石塔（重要文化財）落慶記念-南都般若寺（リーフレット）
森16-18 ほか 室生（大和路新書2・近畿日本鉄道・近畿文化會編）
森16-18 ほか 水無瀬神宮略記（1枚）
森16-18 ほか 後水尾院恩賜-御茶屋の由来
森16-18 ほか 正倉院展目録（S32年・S36年開催　計2冊）
森16-18 ほか 京都・堀川西本願寺参拝記念（リーフレット）　（S36）
森16-18 ほか 西小田原山浄瑠璃寺（リーフレット）　（S38）
森16-18 ほか 鶴亀の庭園金地院（リーフレット）
森16-18 ほか 本尊阿彌陀如来奉籠摺佛勧進　冊子（発行：法金剛院）
森16-18 ほか 大覚寺（リーフレット）
森16-18 ほか 「南禪寺参拝の栞」「京都東山南禪寺略縁起」（リーフレット）
森16-18 ほか 三千院門跡略記（1枚）
森16-18 ほか 京都西山西芳寺略誌　（S4.12）
森16-18 ほか 蓮如上人山科南殿御舊跡光照寺縁起　（S15.3）
森16-19 図面 聚光院（縮尺1：100）俯瞰図カラー（作図：IKEZAKI）
森16-19 図面 正伝寺（縮尺1：100）俯瞰図カラー（作図：IKEZAKI）　（1979/12/26）
森16-19 図面 妙心寺東海庵（縮尺1：100）俯瞰図カラー（作図：IKEZAKI）　（1979/12/26）
森16-19 図面 南禅寺天授庵方丈庭園（縮約1：100）俯瞰図カラー（作図：IKEZAKI）
森16-19 図面 南禅寺（本坊方丈庭園・天授庵方丈庭園・金地院方丈庭園）俯瞰図コピー（書込み有）
森16-19 図面 酬恩庵（方丈庭園・廟前庭園）俯瞰図コピー（書込み有）
森16-19 図面 円通寺（仏殿庭園）俯瞰図コピー（書込み有）
森16-19 図面 正伝寺（方丈庭園）俯瞰図コピー（書込み有）
森16-19 図面 東福寺（本坊方丈庭園・開山堂普門院庭園）俯瞰図コピー（書込み有）
森16-19 図面 龍安寺（方丈庭園）俯瞰図コピー（書込み有）
森16-19 図面 慈照寺（銀閣寺）庭園俯瞰図コピー（書込み有）

森16-19 図面
大徳寺（聚光院方丈庭園・大仙院本坊方丈庭園・書院庭園・孤篷庵方丈及び書院庭園・龍源院
方丈庭園）俯瞰図コピー（書込み有）

森16-19 図面
妙心寺（雑華院方丈庭園・退蔵院方丈庭園・東海庵方丈及び書院庭園・玉鳳院庭園・霊雲院書
院庭園）俯瞰図コピー（書込み有）

森16-19 ほか 福田寺庭園景観図（春季）TYPE-A　俯瞰スケッチ（森蘊案）原本（1987.2.24）
森16-19 ほか 福田寺庫裡庭園景観図（春季）TYPE-B　俯瞰スケッチ（森蘊案）原本（1987.2.24）
森16-19 ほか 福田寺庫裡庭園景観図（秋季）TYPE-C　俯瞰スケッチ（森蘊案）原本（1987.2.24）

森16-19 ほか
福田寺住居スケッチコピー（S:1/100）←福田寺庫裡庭園案（平面図）として利用（森蘊案）
（S62.2.20）

森16-19 ほか 福田寺庫裡庭園計画案（平面図）コピー→TYPE.A-1として書込み（森蘊案）　（1987.2.22）
森16-19 ほか 福田寺庫裡庭園計画案（平面図）コピー→TYPE.B-3として書込み（森蘊案）　（1987.2.22）

森16-19 写真
（仮称）源氏物語の庭園（京都科学標本株式会社）・寝殿造（法住寺殿・猿投・東三条殿）復元模
型写真　城南宮か？

森16-20 ほか 『作庭記』原本コピー
森16-21 ほか 名勝養浩館庭園復原整備事業　委託契約書（S60.8.9）
森16-21 写真 御泉水公園の池　写真一式
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資料番号 種別 タイトル
森16-21 写真 養浩館庭園写真　白黒4切サイズ16枚
森16-21 図面 養浩館庭園平面実測図コピー（A3分割、複数枚）
森16-21 写真 贈呈：東大寺・法花堂秘仏（国宝）執金剛神（写真）　（S47.6.26）
森16-21 ほか 仏像シリーズ第4集（岡村印刷工業株式会社・1958年カレンダー）
森16-21 ほか 大美和-大神神社昭和造営竣工奉祝記念号（大神神社社務所）　（S37.10.7）

森16-22 図面
「ＶÖＬＫＥＲＫＵＮＤＥＭＵＳＥＵＭ　ＤＥＲ　ＵＮＩＶＥＲＳＩＴÄＴ　ＺÜＲＩＣＨ」パンフレット・図面、（イル
ムトラ氏→森蘊氏　手紙入り）

森16-22 ほか
「ＶÖＬＫＥＲＫＵＮＤＥＭＵＳＥＵＭ　ＤＥＲ　ＵＮＩＶＥＲＳＩＴÄＴ　ＺÜＲＩＣＨ」パンフレット・図面、（イル
ムトラ氏→森蘊氏　手紙入り）

森16-23 ほか 全日本學生相撲聯盟編　相撲指針
森16-23 ほか ＴＯＵＥＩ-ＫＡＩ　ＰＲＯＧＲＡＭ（ピアノと歌　音楽演奏会プログラム）
森16-23 ほか 投資しるべ（発行：日興證券株式会社大阪支店）　（S32.10.21）
森16-23 ほか 吉水神社　見学の栞
森16-23 ほか 日光國立公園（リーフレット）
森16-23 ほか 大雪山国立公園（リーフレット）
森16-23 ほか 十和田国立公園（リーフレット）
森16-23 ほか 霧嶋国立公園（リーフレット）
森16-23 ほか 有樂座プログラム（昭和11年10月興行）
森16-23 ほか 明治座・帝國劇場・木挽町歌舞伎座・東京劇場（チラシ）
森16-23 ほか ＳＨＯＣＨＩＫＵＺＡ　ＮＥＷＳ（3種類あり）　（S4）
森16-23 ほか ＲＥＶＵＥムーランルージュＰＲＯＧＲＡＭ　Ｎｏ．156 （S11）
森16-23 ほか ＲＥＶＵＥムーランルージュＰＲＯＧＲＡＭ　Ｎｏ．158 （S11）
森16-23 ほか 和漢眉墨撰●（発行：古書画出版協會印行）　（S25.10）
森16-23 ほか われら巴里ッ子（映画パンフレット）
森16-23 ほか 久留米市観光（リーフレット）　2種類あり
森16-23 ほか 筥崎宮（リーフレット）
森16-23 ほか 神戸市森林植物園案内（リーフレット）
森16-23 ほか 京都観光（リーフレット）
森16-23 ほか 官幣中社水無瀬宮案内（S5）
森16-23 ほか 日本の国立公園（リーフレット）
森16-23 ほか 富士箱根国立公園（リーフレット）　複数枚あり
森16-23 ほか 江西古墳之記
森16-23 ほか 万葉ドライブコース（小冊子）　（S35）
森16-23 ほか 万葉ドライブコース（リーフレット）
森16-23 ほか 聚光院略記
森16-23 ほか 能登川町観光協会（リーフレット）
森16-24 ほか Creation of Adam（Sistine Chapel)　Michelangelo　切抜き？
森16-24 ほか 読売巨人軍試合チケット　半券（S35.5.29）
森16-24 ほか 連子（日本大学理工学部建築学科教室ニュース）　(1961.2.15)
森16-24 ほか 郵便はがき（定形外「郵便凧」、吉田重幸→森蘊氏宛）　（S36.12）
森16-24 ほか 鎌倉近代美術館（1963年頌春）　絵
森16-24 ほか USHIGOME　WEEKLY　VOL.2/No.13 （S3.9）
森16-24 ほか 渋谷キネマニュース　（S4.5）
森16-24 ほか 週刊CINEMA PALACE　VOL.3/No.23.42.44.46.54　VOL.4/No.13.15.17.33.34.35.36.54）　（S3-4）
森16-24 ほか Serenade to Chiquita（メモ書き？3枚）
森16-24 ほか 池袋平和館・平和ニュース　（S3.11）
森16-24 ほか マノン・レスコオ（映画パンフレット）　（S3）
森16-24 ほか 武蔵野週報　VOL.8・No.27 （S3）
森16-24 ほか 赤坂溜池葵館・AOI　WEEKLY　VOL.2/No.27 （S4.6）
森16-24 ほか 赤坂溜池葵館・AOI　WEEKLY　No.21 （S3.3）
森16-24 ほか 新聞切抜き（映画情報）
森16-24 ほか サンライズ（発行：フォックス映画会社）　（S3.9）
森16-24 ほか 南明座週報　No.82 （S3.3）
森16-24 ほか 邦樂座週報　No.14・16・41 （S3-4）
森16-24 ほか 東京館ニウス　VOL.4 （S4.7）
森16-24 ほか 第七天国（映画パンフレット・南明座）
森16-24 ほか メトロポリス（映画パンフレット・松竹座）　（S4.4）
森16-24 ほか 春秋座第2回公演（チラシ・市村座）
森16-24 ほか ラ　ボエーム全四幕オペラ解説書（日比谷公會堂）　（S9.6.7-6.8）
森16-24 ほか ホテルのROOM　RATES（不明）
森16-25 ほか 松尾山の自然（発行：松尾寺）　2枚
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資料番号 種別 タイトル
森16-25 ほか 松尾山概説
森16-25 ほか 室生寺（リーフレット）
森16-25 ほか 京都名園協会會報　第3号　（S31.8）
森16-25 ほか 京都名園協会會報　第7号　（S32.10）
森16-25 ほか 京都名園協会會報　第9号　（S33.3）
森16-25 ほか 京都名園協会會報　第10号　（S34.2）
森16-25 ほか 東本願寺（リーフレット）
森16-25 ほか 醍醐寺案内（リーフレット）
森16-25 ほか 銀閣とその庭園（チラシ・発行：京都市？）
森16-25 ほか 本願寺参拝の栞　京都
森16-25 ほか 西本願寺参拝（リーフレット）
森16-25 ほか 補陀洛山海住山寺小誌　（S34.6）
森16-25 ほか 法隆寺（リーフレット）
森16-25 ほか 法隆寺（英文リーフレット）
森16-25 ほか 法隆寺略縁起
森16-25 ほか 法相宗大本山興福寺（略史など）
森16-25 ほか 大和郡山弁財天の由来（チラシ・発行：瑞竜山雲幻禅寺）　（S36.7）
森16-25 ほか 国立公園奥日光手白沢温泉ホテル御案内（リーフレット）
森16-25 ほか 朱印見本？（不明）
森16-25 ほか 天智帝御勅願寺観世音寺略縁記（発行：福岡県筑紫郡水城村・清水山観世音寺）
森16-25 ほか 盤龍山公園計量概要（韓国？・大正～昭和初期設計）
森16-25 ほか 矢倉内壁の彫刻に就いて（赤星直忠・昭和9年3月考古學雑誌24-3抜刷）
森16-25 ほか 大美和　第8号（発行：三輪明神大神神社）　（S30.1.1）
森16-25 ほか 平等院鳳凰堂の御朱印（封筒に押印）
森16-25 ほか 天台宗本山門跡地曼殊院之景　（S32.4）
森16-25 ほか 立山権現　第三版　（明治40年）
森16-25 ほか 九州工業大学建物配置圖（縮尺1/2400）　（S33.12）
森16-25 ほか 金澤文庫（リーフレット？）
森16-25 ほか 恩賜元離宮二條城（リーフレット）
森16-25 ほか 金閣寺（英文リーフレット）
森16-25 ほか 等持院小史　第7版（発行：二階堂竺源）　（大正11年）
森16-25 ほか 朝鮮略年表
森16-25 ほか 大和國添上郡大安寺伽藍絵圖（半紙のような紙質）
森16-25 ほか 聖明山林丘寺・菩薩像の絵
森16-25 ほか 美術史学会第13回総会研究発表要旨　（S35.10）
森16-25 ほか 賀茂御祖神社略記
森16-25 ほか 見学のしおり（西本願寺・天王山・妙喜庵・水無瀬離宮）　4種類
森16-25 ほか 京都市民古美術講座-奈良の古文化を訪ねて
森16-25 ほか 摺佛（半紙に書いた佛像の絵）
森16-25 ほか ミロのビーナス特別公開記念販売（リーフレット・京都科学標本株式会社）
森16-25 ほか 奈良交通沿線案内（奈良近郊）
森16-25 ほか 修学院離宮特別参観（リーフレット）　（S38.10）
森16-25 ほか 盲心經
森16-25 ほか 大和十勝つつじと眺望の神野山（リーフレット・発行：神野山保勝会）
森16-25 ほか 奈良県庁舎建設概要（発行：奈良県）　（S37）
森16-26 ほか 徳川美術館（半券）　2枚
森16-26 ほか ニセコ連峯を中心とする後志のスキー場案内（発行：後志保勝會）
森16-26 ほか 拓本（1枚・記載内容は不明）
森16-26 ほか 錦●山瑞泉寺一覧亭圓並記（半紙）
森16-26 ほか メトロニュース　No.17（発行：帝都高速度交通営団）　（S39.8）
森16-26 ほか 龍泉寺の栞
森16-26 ほか 詩仙堂（リーフレット）
森16-26 ほか 史学研究会　見学のしおり　（S32.11.1）
森16-26 ほか 京都史蹟　第5号（発行：京都史蹟会）　（S30.3.21）
森16-26 ほか 平安神宮神苑拝観巡路圖
森16-26 ほか 人物叢書内容見本（発行：吉川弘文館）　（S33.9）
森16-26 ほか 龍安寺方丈の庭園（一名虎兒渡）　説明資料1枚
森16-26 ほか 山岳遭難救助機関参考資料（内外に於ける現存救助機関）（発行：日本山岳會発行）　（S10）
森16-26 ほか クリスマスカード（大邦子氏→森蘊氏）　（1955）
森16-26 ほか 国宝唐招提寺校倉特別開扉展観目録（発行：唐招提寺）　（S35.11）
森16-26 ほか GUIDE　TO GUMMA（群馬県ガイドマップ）
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資料番号 種別 タイトル
森16-26 ほか 聖林寺観音（略縁起のようなもの）
森16-26 ほか 上信越高原国立公園観光（リーフレット・発行：群馬県）
森16-26 ほか 勝地群馬（群馬観光パンフレット）　（S11）
森16-26 ほか 群馬の温泉案内（発行：群馬縣総務部観光課）
森16-26 ほか 観光の埼玉　第25號（発行：埼玉縣観光協會）　（S13.2.1）
森16-26 ほか 栃木県の物産（産業・観光パンフレット）
森16-26 ほか 高桐院（リーフレット・発行：京都紫野大徳寺）
森16-26 ほか 京都紫野大徳寺　三玄院（リーフレット）
森16-26 ほか 芦ノ湖スカイライン（リーフレット）
森16-26 ほか 依水園（リーフレット・発行：寧楽美術館）
森16-26 ほか 秋篠寺小誌・尊像略記　（S38.2.1）
森16-26 ほか 國寶二條陣屋（略縁起のようなもの）
森16-26 ほか 大和郡山案内リーフレット（発行：大和郡山市観光協会）　（S29）
森16-26 ほか 慈光院保勝会会則と趣意書
森16-26 ほか 三卯平和祈願大祭りに就いて（発行：大神神社）　（S38.3.13）
森16-26 ほか 日輪山称名寺略縁起附茶礼珠光略伝
森16-26 ほか 聖護院門跡略寺誌
森16-26 ほか 水口の産業と観光（リーフレット・発行：水口町観光協会）
森16-27 ほか まきばのしおり-神戸市六甲山牧場（リーフレット）　（S38.6）
森16-27 ほか 交通公園案内-神戸市立交通公園（リーフレット）　（S38）
森16-27 ほか 西武庫公園（リーフレット）　（S38）
森16-27 ほか 東遊園地噴水概要（発行：神戸市）　（S38.8）
森16-27 ほか 須磨浦山上（リーフレット・発行：山陽電車）
森16-27 ほか 神戸市立須磨水族館（パンフレット）
森16-27 ほか 沿線案内（リーフレット・発行：山陽電車）
森16-27 ほか 須磨浦公園（リーフレット・発行：山陽電車）
森16-27 ほか 姫路城（リーフレット）
森16-27 ほか 六甲高山植物園（リーフレット・発行：阪神電車）
森16-27 ほか 六甲山カンツリーハウス（リーフレット・発行：阪神電車）
森16-27 ほか 国立公園周遊指定地おくまや（リーフレット・発行：神戸市交通局）　（S38.9）
森16-27 ほか KOBE観光神戸（パンフレット・発行：神戸市経済局観光課）
森16-27 ほか 神戸の観光ごあんない（発行：市営観光バス）

森16-27 ほか
芦有ドライブウェイ・バス・タクシー・奥池遊園地・展望台レストハウスご案内（発行：芦有開発株
式会社）

森16-27 ほか 昭和38年度離宮公園整備工事現況図附近見取り図（青図・神戸市・縮尺1/600.1/20000・1枚）
森16-27 ほか 日本道路公団名神高速道路案内（リーフレット・発行：ブリジストンタイヤ株式会社）
森16-27 ほか ブリジストンのハイウェイタイヤサービスガイド
森16-28 ほか 庭園小作物集（案内リーフレット・著：西田富三郎・発行：理工図書株式会社）
森16-28 ほか 中尊寺のしるべ　3枚
森16-28 ほか 下賀茂温泉ホテル伊古奈（リーフレット）
森16-28 ほか 忠直伝説考（著：杉原丈夫・若越郷土研究第4巻第5号抜刷）
森16-28 ほか 大本山勧修寺（手書きの略縁起のようなもの）
森16-28 ほか 伊藤獨個展（パンフレット・大阪日本橋松坂屋）　（1964.11.10-15）
森16-28 ほか 第十四回展オリンピック記念特別展（リーフレット・寧楽美術館）　（S39.9.23-11.29）
森16-28 ほか 「装飾古墳」刊行案内（リーフレット・編：小林行雄・撮影：藤本四八）
森16-28 ほか 曼殊（曼殊院略誌）
森16-28 ほか 談山神社写真帖　（S3.11）
森16-28 ほか 第四回京都古美術夏期講座（資料集・京都市観光局/京都大学美術研究會）
森16-28 ほか HOT-京阪神のニュース・よみもの-大阪急50年特集　11月1日号
森16-28 ほか 奈良・大和路へ-（観光リーフレット・発行：奈良県）　（1960年代）
森16-28 ほか 京都名勝（観光リーフレット・発行：京都市産業部観光課）　（S12.4.25）
森16-28 ほか 平城宮跡-近鉄沿線風物誌歴史5-（発行：近畿日本鉄道宣伝課）　（1961.10.20）
森16-28 ほか 官幣大社石上神宮略誌　（S15.5.1）
森16-28 ほか チコー製品ご案内（パンフレット・株式会社チコー製作所）
森16-28 ほか 国定公園シリーズ10　石鎚（著：国立公園協会）　（S32.7.1）
森16-28 ほか 久留米のつつじ（パンフレット・S33.4）
森16-28 ほか 藤谷山雪坊瀧上寺誌（大正14年9月1日）
森16-28 ほか 金剛寺小志（S39.6.5）
森16-28 ほか 観心寺の栞
森17-01 図面 稱念寺庭園設計資料（西玄関からのスケッチ）　（1971.4.22）
森17-02 原稿 日本の庭園　原稿
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資料番号 種別 タイトル
森17-03 原稿 支那・朝鮮造園史　原稿
森17-04 原稿 写真測量による文化財の実証的調査研究　資料
森17-05 原稿 庭園材料の研究（石灯・石塔・手水鉢・橋など）　手書き資料（原稿？）
森17-06 原稿 桟敷の研究　原稿（國立博物館の原稿用紙）
森17-07 原稿 小堀遠州の作事　割付　自１章至11章
森17-07 写真 小堀遠州の作事　割付　自１章至11章
森17-08 原稿 生活の歴史　挿絵図　原本
森17-09 ほか 日本の住居のうつりかわり　こどものための文化史（國立博物館）　（S20年代）
森17-10 ほか 花園大学　佛教美術　授業原稿や資料

森17-11 ほか
AN　ARCHITECTURAL AND URBAN SPACE-SEQUENCENOTATION（Philip　Thiel）→Dr.Mori
（1960.8）

森17-12 ほか 唐招提寺のうちわ絵　デザイン　（1958.8）

森17-13 ほか
EXPERIMENTAL STUDY OF SIZE-SHAPE-CONSTANCY ON ARCHITECTURE SYNOPSIS
（Msami KURODA/KUMAMOTO UNIVERSITY) （1959.3）

森17-14 ほか 早稲田大學教育學部學術研究第一號抜刷　加入式-民俗學的考察-（尾形裕康）
森17-15 ほか 以可留我叢書第九冊『薬師寺之新研究』抜刷　薬師寺の規模（福山敏男）　（S14.5）
森17-15 ほか 以可留我叢書第十冊『唐招提寺新研究』抜刷　唐招提寺講堂復原考（黒田曻義）　（S14.5）
森17-15 ほか 夢殿論誌第十八冊「総合古瓦研究」別刷　軒瓦の名称に就いて（足立康）
森17-15 ほか 夢殿論誌第十八冊「総合古瓦研究」別刷　木瓦葺なる名称に就いて（福山敏男）
森17-15 ほか 東洋美術第二十一號抜刷　四天王寺の建立年代に関する研究（福山敏男）　（S10.5）
森17-15 ほか 東洋建築第一巻第四號所載　祇園社の塔について（福山敏男）　（S12.7）
森17-16 ほか 防空建築規則（昭和十四年二月十七日/内務省令第五號）
森17-16 ほか 「庭園と風光」第十三巻第五號抜刷　庭の防空防火（井下清）
森17-16 ほか 「庭園と風光」第十三巻第七號抜刷　小堀遠州の茶道（眞鍋堅介）
森17-16 ほか 「庭園と風光」第十三巻第八號抜刷　小田原の古庭園（櫻井成廣）
森17-16 ほか 「庭園と風景」昭和六年二月號-七月號所載別刷　庭園加工材料の話（其の一石塔の部）（S6.2）
森17-16 ほか 中央美術復興第四十號掲載　實相寺と百丈庵（藤島亥治郎）
森17-16 ほか 月刊雑誌建築知識第二巻第十一號抜刷　飛騨白川・荘川村紀行（藤島亥治郎）
森17-17 ほか 造園雑誌第七巻第二號抜刷　公園に於ける児童の指導に就て（金子九郎）　（S15.7）

森17-17 ほか
造園雑誌第一巻第二號抜刷　1932年イギリス新「都市町村計畫法」に於ける主なる特徴（永見
健一）　（S9.6）

森17-17 ほか 東方學報　東京第十冊之二抜刷　遼の慶州城跡（竹島卓一）
森17-17 ほか 國際建築第十五巻第二號抜刷　座談會・新日本工作文化建設の爲に　（S14.2.10）
森17-17 ほか 〔東洋建築〕昭和十三年二月號所載　建築史研究の態度に就いて（足立康）　（S13.2）

森17-17 ほか
建築と社會昭和14年2月號所載　北支古建築の保存と中國營造學社-北支旅行報告-（關野克）
（S14.2）

森17-17 ほか 『建築知識』五月號別刷　建築に於ける新しきもの古きもの（關野克）　(S13)
森17-17 ほか 『寶雲』第二十冊所載　在信樂藤原豊成板殿考（關野克）
森17-17 ほか 東洋建築昭和十二年十二月號所載　「からひさし」に就て（太田博太郎）　（ S12）
森17-18 ほか 保健省住宅要覧　1949　ロンドン王立印刷局（日本建築学会住宅建設要覧委員会訳） （1949）
森17-18 ほか 特殊目的の住宅　1949（日本建築学会住宅建設要覧委員会訳）　（1949）
森17-18 ほか 住宅建設要覧（案）10章共同施設の設計（住宅建設要覧委員会）
森17-18 ほか 住宅建設要覧（案）11章道路、上下水、植樹及び芝生、外構（住宅建設要覧委員会）
森17-18 ほか 住宅建設要覧（案）3章住宅地開発の順序及び敷地の造成（住宅建設要覧委員会）
森17-18 ほか THE NATIONAL PARK LAW(Law No.36,March 31,1931)  （1931）

森17-18 ほか
THE NATIONAL PARKS　IN　JAPAN　from The Asiatic Review,(Vol.XXX No.103,July,1934) by
O.Mori

森17-19 ほか 抗壓材の強制振動（准員工學士：小澤久太郎/昭和八年六月・土木學會）　（S8.4）
森17-19 ほか スプリングを有する走行車輛に因る橋桁強制振動（昭和八年六月・土木學會）　（S8.6）

森17-19 ほか
走行蒸氣機関車に因る橋桁強制振動の理論（准員工學士：小澤久太郎/昭和八年九月・土木
學會）　（S8.9）

森17-19 ほか 全科技聨原稿　造園関係標準用語（造園関係標準用語選擇委員會）　（S18.3）
森17-19 ほか 農業教育第四十三巻第四三七號　秋長夜夢物語（丹羽木聖）　（S16.1）
森17-19 ほか 學士會月報第六四七號別刷　菊花の實測より推定せる菊花紋章の起源（丹羽木聖）
森17-19 ほか 造園雑誌第八巻第二・三號抜刷　庭樹の「根張」及び「根廻」に関する研究（丹羽鼎三）

森17-20 ほか
日本林學會誌第十八巻第九號別刷　阿寒國立公園内川湯アカエゾマツ林の構成に就て（中川
久美雄）　（S11.9.10）

森17-20 ほか 造園雑誌第四巻第一號抜刷　本邦國立公園に於ける原野風景地に就て　（S12.3）
森17-20 ほか 関野貞博士日記及び手記（法隆寺五重塔関係の分）　コピー　（S2.7.20）
森17-21 ほか 工業第4巻第1號　論文及報告　西洋臺所の沿革（前田松韻・建築学科教授）　（S11.5）
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資料番号 種別 タイトル

森17-21 ほか
『庭園と風光』第十三巻第二・三號　二・三月號抜刷　日本郷土住宅に就て　神奈川縣下に於け
る調査（前田松韻）

森17-21 ほか 建築と社會（XIV）　宇治上神社本殿と上代住宅（前田松韻）
森17-21 ほか 考古學第九巻第三號別刷　神奈川縣伊勢原町八幡臺住居阯（赤星直忠）　（S13.3）

森17-21 ほか
水産研究誌第37巻第4號別刷　東京府内湾（品川湾）干潟の蟹類（鈴木順・稲垣實/東京府水産
試験場）　（S16.12.15）

森17-22 ほか ALPENROSE I Band Juli （1935）
森17-23 ほか Rudolf Kraus/Paul Uhlenhuth（タイトルは不明）
森17-24 ほか ロマン・ロラン全集　XXXVⅢ　ミケランジェロの生涯（蛯原徳夫訳/みすず書房）　（S24.12.10）
森17-24 写真 不明（ネガ）4枚
森17-25 原稿 日本の庭 作者・流派・作風　（1960）
森17-26 ほか 奈良県指定文化財の指定について（昭和44年度-45年度）資料一式
森17-27 原稿 小堀遠州研究　旧原稿
森17-28 原稿 桂離宮・桂離宮の研究　原稿・資料一式　（1951.1955）
森18-01 ほか 第36回奈良都市計画地方審議会　資料　（S36）
森18-02 ほか IFLA　NEWS　4月号　（S39.5.5）
森18-02 ほか IFLA　NEWS　5月号　（S39.6.25）
森18-02 ほか 第9回国際造園会議会計報告
森18-02 ほか 「妙心寺伽藍及塔頭建築の研究」第一次・第二次調査略法
森18-02 ほか 林泉　第137号会報（京都林泉協会）　（S39.12.1）
森18-03 ほか 食べられる野草（初夏之部）（東京都計畫局公園緑地課・東京都郷土顯揚協會）

森18-03 ほか
戦時農園講義録　カボチャの作り方第一輯（東京都経済局農務課監修・東京都宣傅協力會）
（S19.4）

森18-03 ほか
戦時農園講義録　カボチャの作り方第二輯（東京都経済局農務課監修・東京都宣傅協力會）
（S19.4）

森18-03 ほか 戦時農園講義録　豆類の作り方（東京都経済局農務課監修・東京都宣傅協力會）　（S19.5）

森18-03 ほか
戦時農園講義録　里芋とサツマイモの作り方（東京都経済局農務課監修・東京都宣傅協力會）
（S19.6）

森18-03 ほか 戦時農園講義録　なすやトマトの作り方（東京都経済局農務課監修・東京都宣傅協力會）
森18-03 ほか 水生植物リーフレットに載せる資料（東京市便箋に手書き）
森18-03 ほか 進化系統表（星雲より現世まで）（東京科學博物館後援會）　（S14.6.10）
森18-03 ほか 野草の栄養、効果一覧
森18-03 ほか 十一月　児童科学資料33 （S18.10）
森18-03 ほか 十二月　児童科学資料43 （S18.11）
森18-03 ほか 三月　児童科学資料71 （S19.2）
森18-03 ほか 六月　児童科学資料101 （S19.5）
森18-03 ほか 自然文化園決戦食糧手引第一号　秋播き蔬菜の作り方　（S19.6）
森18-03 ほか 非常食としての野草（東京都公園緑地課）　（S19.6）
森18-03 ほか 春蒔野菜のいろいろ　決戦栽培資料1（東京都公園緑地課）　（S19.3）
森18-03 ほか 植物の生活常識　決戦栽培資料2（東京都公園緑地課）　（S19.4）
森18-03 ほか 決戦栽培の常識　決戦栽培資料3（東京都公園緑地課）　（S19.4）
森18-03 ほか 食用畜禽の飼ひ方　決戦栽培資料4（東京都公園緑地課）　（S19.4）
森18-03 ほか 代表的蔬菜の話題　決戦栽培資料5（東京都公園緑地課）　（S19.4）
森18-03 ほか 春播野菜栽培の急所　決戦栽培資料6（東京都公園緑地課）　（S19.4）
森18-03 ほか 決戦栽培の常識　決戦栽培資料7（東京都公園緑地課）
森18-03 ほか 日蔭地に作れる蔬菜　決戦栽培資料8（東京都公園緑地課）　（S19.4）
森18-03 ほか 六月の菜園手入　決戦栽培資料11（東京都公園緑地課）　（S19.5）
森18-03 ほか 決戦栽培に必ず成功する野菜　決戦栽培資料12（東京都公園緑地課）　（S19.6）
森18-03 ほか 七月の菜園　決戦栽培資料13（東京都公園緑地課）　（S19.6）
森18-03 ほか 農園を荒らす外注の駆除法　決戦栽培資料14（東京都公園緑地課）　（（S19.7）
森18-03 ほか 疏菜の病気手当法　決戦栽培資料15（東京都公園緑地課）　（S19.6）
森18-03 ほか 秋播野菜の作り方　決戦栽培資料17（東京都公園緑地課）　（S19.7）
森18-04 ほか 奈良県文化財専門審議会専門委員会　資料一式（昭和40年度）
森18-05 ほか 奈良市史編集審議会専門委員会　資料一式（昭和39年）
森18-06 ほか 『細江のあゆみ』資料編四　姫街道と氣賀関（細江町史料調査会）　（S34.2.28）
森18-06 ほか 越佐研究第七集・第八集（新潟縣人文研究会）　各1冊ずつ　（S29.5.15/S29.11.1）
森18-06 ほか 新潟県文化財年報三抜刷　妻有の古城跡（伊藤正一）　（1958）
森18-06 ほか 社会教育資料7抜刷　新潟県文化財行政の概要（新潟県教育庁社会教育課）

森18-06 ほか
東海道本坂越氣賀関屋保存に関する陳情書（静岡県引佐郡細江町・細江町史料調査会）
（S34.10.1）

森18-06 ほか 長岡市立科学博物館　第2号　1958（館報）
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資料番号 種別 タイトル
森18-06 ほか 長岡市立科学博物館　Vol.2No.1　1959（館報）
森18-06 ほか 聚感園の記（寺泊町教育委員会）
森18-06 ほか 文化財保護に関する条例（徳島県教育委員会）　（S33.3）
森18-06 ほか 徳島県文化財一覧（徳島県教育委員会）　（S30.8）
森18-06 ほか 三渓園パンフレット
森18-07 ほか 第50回奈良都市計画地方審議会　資料一式（昭和41年）
森18-08 ほか 第37回・第38回奈良都市計画地方審議会　資料一式（昭和37年・S38年）
森18-09 ほか 第46回奈良都市計画地方審議会（昭和40年）
森18-09 ほか 古都における歴史的風土の保存に関する法律案要綱（試案）　（S40.3.15）
森18-09 ほか 史蹟公園都市-奈良・京都と近代化-（京都を愛する会・奈良を守る会）　（S40.5）
森18-09 ほか 奈良をまもる会々報　第2号　（S39.10.1）
森18-09 ほか 古都に於ける歴史的風土の保存に関する特別措置法　（S41）
森19-01 原稿 日誌　（昭和3年3月～、執筆者不明、1861年生まれ。森蘊氏父親の日誌か？）
森19-02 原稿 アルペンローゼ繪日記　第一年集
森20-01 写真 一乗院発掘調査中　写真8枚/一乗谷城主殿会所茶屋庭園スケッチ写真（1974.6.23）1枚
森20-01 ほか 毛越寺の遺跡・遺物　庭園部分の報告のみコピー
森20-01 原稿 類聚国史について等　便箋メモ書き（森蘊氏筆跡か）
森20-01 原稿 古今逸史　李格非撰「洛陽名園記」　原稿用紙28枚（執筆者不明）
森20-01 写真 中国●京崇福宮曲水など重要写真　2枚
森20-02 ほか 建築大會論文集第13號抜刷　平安時代前期庭園に關する研究　（S14.4）
森20-03 原稿 平安時代庭園の研究（桑名文星堂）第一章のみ　原稿　（1945）
森20-04 ほか 法界寺跡第1次発掘調査概報（昭和59年度）
森20-04 ほか 法界寺跡第1次発掘調査について（昭和59年度）
森20-04 図面 法界寺跡　発掘調査平面図（地籍図など）　コピー一式
森20-04 図面 法界寺想定図（1/200）　スケッチ（森蘊案）　カラー　（1986.8.18）
森20-04 写真 法界寺跡　発掘調査写真　一式
森20-04 ほか 法界寺跡第2次発掘調査現地説明会資料　（S61.2.9）
森20-04 図面 法界寺跡　測量図コピー（1/500）
森20-04 ほか 法界寺址　掲載本の部分コピー（本タイトルは不明）
森20-05 原稿 庭園（日本史小百科19・近藤出版社）　原稿　（1984）
森20-06 ほか 今木廃寺-現地説明会資料-（自家研究用とメモ書きあり）　（1984.12.1）
森20-06 ほか 古代庭園の植栽について（高瀬要一）　コピークリップ留め　（S58.11.19）
森20-06 原稿 ボツ原稿？（4行のみ記入。角川書店様式原稿1枚）

森20-07 ほか
昭和55年度　特別名勝毛越寺庭園発掘調査報告書（第1次調査・第2次調査）（平泉町教育委員
会）　（S55）

森20-07 ほか
特別名勝「毛越寺庭園」整備専門委員会議　資料　一式　（S58.11.15/S59.6.8/S60.1.23～
24/S62.10.19）

森20-07 図面 毛越寺庭園（S54～59）発掘調査平面圖（約1/200）　青図
森20-07 ほか 森先生慰労会　案内文（毛越寺→森蘊氏）
森20-07 図面 毛越寺滝ツ瀬復元資料（三宅氏図面）　一式　青図
森20-07 ほか S60年度　特別名勝「毛越寺庭園」整備委員名簿
森20-07 図面 S55年度　毛越寺（大泉池）庭園発掘平面図・横断図・トレンチ断面図　一式　青図
森20-07 写真 毛越寺（大泉池）　冬（積雪）の写真
森20-08 ほか 史跡称名寺境内保存整備委員会（専門部会）　資料一式　（S60.11.7）
森20-08 ほか 勝沼氏館跡資料
森20-08 ほか 旧大乗院庭園　リーフレット（日本ナショナルトラスト）
森20-08 図面 図　大乗院庭園遺跡地形実測図　A4コピー
森20-08 写真 円成寺橋杭　発掘　橋杭写真　一式
森20-08 ほか 毎日新聞　関東版「鎌倉・永福寺跡　渡り廊下らしい遺構を発見」　切抜きコピー　（S59.11.30）
森20-08 写真 高陽院跡　発掘現場写真　（S57.4.17）
森20-09 ほか 英文　作庭記　コピー（下山重丸氏・小林文次氏）
森20-09 ほか 羣書類従巻第三百六十二　遊戯部四　作庭記（小澤文庫）　コピー
森20-10 原稿 三重県　十日会見学会あいさつ原稿　下書き

森20-10 原稿
名張市旧藤堂邸庭園・松阪市瑞巌寺庭園・津市高田山専修寺庭園・鈴鹿市伊那冨神社七島池
三重県十日会見学会あいさつ原稿？資料？

森20-10 原稿
名張市旧藤堂邸庭園・松阪市瑞巌寺庭園・津市高田山専修寺庭園・鈴鹿市伊那冨神社七島池
三重県十日会見学会あいさつ原稿？資料？　コピー一式

森20-10 原稿
昭和59年度県指定候補文化財について（照会）（三重県教育委員会→文化財保護審議会委員
宛）　（S59.7.24）

森20-10 原稿 円成寺　原稿下書き
森20-11 写真 A Typical Garden of Shinden-Zukuri(Higashisanjo Palace)　俯瞰図　スライド

18



資料番号 種別 タイトル
森20-11 写真 絵巻庭園　写真（白黒）
森20-11 写真 作庭記巻頭　写真（白黒）
森20-11 写真 東三条殿復元図　写真（白黒）
森20-11 写真 不明発掘現場　写真（’86.11.15）
森20-11 写真 不明発掘現場　写真（’87.9.9：1枚、’87.9.21：1枚、’87.9.25：3枚）
森20-11 写真 鳥羽離宮舟入？船着場？　発掘現場写真　6枚と手紙（読売新聞京都支局　長尾洋二→森蘊
森20-11 写真 鳥羽離宮舟入？船着場？　発掘現場写真　6枚と手紙（読売新聞京都支局　長尾洋二→森蘊
森20-11 図面 平安京内地質分布並びに主要公家邸宅配置図　原本
森20-11 写真 平安京内に於ける泉の湧出状態　図面写真
森20-11 写真 田中殿跡の南方　池跡、滝口の写真（杉山信三→森蘊氏）
森20-11 ほか 金剛峰寺山水屏風（部分）　コピー
森20-11 写真 天橋立　写真（白黒）
森20-11 写真 醍醐栢の森庭園遺跡（発掘中）　写真（白黒）
森20-11 写真 白水地区発掘中の森蘊（よみうり）　写真（白黒）
森20-11 写真 発掘中の白水阿弥陀堂前池東岸　写真（白黒）
森20-11 写真 発掘中の観自在王院　写真（白黒）
森20-11 写真 発掘中の大●寺遺跡　写真（白黒）
森20-11 写真 不明　庭園池岸　写真（白黒）
森20-11 写真 発掘中の小墾田宮庭園　写真（白黒）
森20-11 写真 発掘中の藤原宮跡庭園　写真（白黒）
森20-11 写真 平城京左京三条二坊六坪の曲水的園池　遺跡　写真（白黒）
森20-11 写真 小墾田宮園　写真（白黒）
森20-11 写真 平城宮東院北部の池岸の洲浜と枯山水的石組　写真（白黒）
森20-11 写真 平城京左京一条三坊十五坪（バイパス調査）庭園遺跡　写真（白黒）
森20-11 写真 平城宮東院庭園跡（発掘中）　写真（白黒）
森20-11 写真 白水阿弥陀堂　池と堂　写真（カラー）
森20-11 ほか 藤原宮跡の庭園
森20-11 ほか 平城宮東院の華麗な庭園（宮本長三郎著「平城京」・草思社）　コピー
森20-11 写真 『作庭記』原本？写真（白黒）　（大石氏→森蘊氏宛て）
森20-11 写真 正倉院宝物「仮山」　写真（白黒）

森20-11 ほか
〔Bull Univ.Osaka Pref.Ser.B.Vol.6.1956〕A Compilation of the ”Sakuteiki” for Japanese
Gardens(Tadashi Kubo)　コピー　（1956）

森20-11 ほか 史跡大覚寺御所跡発掘調査概報（大覚寺）　（S61.3.31）

森20-11 ほか
京都新聞「平安前期の池跡発掘　賀陽親王（桓武天皇　皇子）庭園の一角」　切抜きコピー
（S63.8.3）

森20-11 ほか 石神遺跡第6次発掘調査現地説明会資料（奈良国立文化財研究所）　（S61.11.8）

森20-11 写真
毛越寺発掘調査　写真と本沢氏からの毛越寺に関する資料一式　手紙付き（名村栄治→森蘊
氏）　（S61.8.29）

森20-11 写真 鳥羽離宮　発掘航空写真（大判）
森20-11 原稿 松の文化　原稿下書き
森20-11 原稿 浄土式庭園について　メモ（高陽院・平等院・安楽寺太宰府神社・無量光院など）
森20-11 原稿 メモ不明（何かの原稿？）
森20-11 ほか 明石城跡東仲ノ町地区発掘調査現説資料（兵庫県教育委員会）　（S61.11.1）
森20-11 ほか 昭和55年度毛越寺庭園発掘調査日報（11月27日～12月10日）
森20-11 ほか 庭園に関する資料コピー、切抜き一式
森20-12 原稿 平安時代庭園の研究-平泉毛越寺庭園　原稿
森20-13 図面 中央公論美術出版社用　図版一式
森20-14 原稿 嵯峨院（大覚寺）大沢池と奈古曽滝跡　原稿（タイトルのみ）
森20-14 ほか 國華（水鷗）（園苑源流考）　部分コピー
森20-14 ほか 平安京西寺跡発掘調査現地説明会のご案内　（S61.9.21）
森20-14 ほか 久我東町遺跡発掘調査現地説明会のご案内　（S61.9.21）
森20-14 ほか いわき地域学會第13報　潮流（いわき地域学會・菊池康雄氏から贈呈）　（S62.6）
森20-14 写真 平等院鳳凰堂　スケッチ　写真（白黒）
森20-14 原稿 平等院鳳凰堂　スケッチ　写真（白黒）
森20-14 写真 白水阿弥陀堂　スケッチ　写真（白黒）
森20-14 原稿 白水阿弥陀堂　スケッチ　写真（白黒）
森20-14 原稿 平安時代庭園の研究-第13章白水阿弥陀堂庭園　歴史・発掘・整備　原稿下書き
森20-14 ほか 大乗院庭園遺跡地形実測図、変遷段階図（推定復原図）本コピー（B5サイズ）　メモ書きあり
森20-14 ほか 鳥獣戯画　掲載本　コピー一式
森20-14 ほか 子をとろ子とろ（據骨菫集）　本から図のみコピー
森20-14 ほか 史跡称名寺整備委員会委員の委嘱・第1回委員会開催通知　（S59.6.12）
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資料番号 種別 タイトル
森20-14 原稿 法界寺　原稿（100字）
森20-14 原稿 日本庭園史話　原稿（1枚コピー・校正か？途中（70枚目？）原稿に鉛筆で本人校正）
森20-14 原稿 森蘊氏原稿初校「中国に学んだ中世までの茶の湯」P227-237
森20-15 ほか 『作庭記』の疑問点（針ヶ谷鐘吉）
森20-15 ほか 芸能史研究第十五号　別冊　庭園論としての作庭記（田中正大）
森20-16 ほか 新聞記事「連載『私の大和路』」　8名分　切抜きコピー

森20-16 ほか
新聞記事〔大阪版〕「田の中に”頼朝の庭”喜びにふるえた卒論の旅-」森蘊氏20代　インタ
ビュー記事　切抜き4枚　（S52.7.16）

森20-16 ほか 新聞記事「父ありき　国漢にくわしい学者-子供の教育に全力注ぐ」森蘊氏インタビュー記事　切
森20-16 ほか grüne schule palmengarten
森20-16 ほか FRANKFURTER RUNDSCHAU（ドイツの新聞、切抜き部分なし）　（1980.7.11）
森20-16 ほか Zeitung für Frankfurt（ドイツの新聞、切抜き部分なし）　（1980.7.11）
森20-16 ほか LESERBRIEFE（ドイツの新聞、切抜き部分なし）　（1980.7.11）
森20-16 ほか 朝日新聞「清寧陵古墳の異状な形-江戸期の修復が原因？」　切抜き　（1979.10.27）
森20-16 ほか 朝日新聞「中国の打虎亭漢墓-同大生が初撮影「期限論争」に新資料」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞「価値高い”一級品”ぞろい-国の史跡指定3件」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞「平城宮の第一次朝堂院　広さが確定」　切抜き
森20-16 ほか 新聞記事「鳥羽離宮-華やかな池遺構」　切抜き
森20-16 ほか 新聞記事「奈良時代に池つき豪華楼閣」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞　夕刊「韓国・歴史の旅から<上>-遺跡と博物館」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞　夕刊「韓国・歴史の旅から<下>-壁画古墳」　切抜き　（S54.10.16）
森20-16 ほか 新聞記事「櫻献納の初打合せ會開く-明春から植樹」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞「種子の眠り（一）　岡田要之助」　切抜き　（S16.4.8）
森20-16 ほか 朝日新聞「種子の眠り（三）　岡田要之助」　切抜き　（S16.4.10）
森20-16 ほか 報知新聞「伝説に現れはれた櫻-詩歌に偲ぶ奈良・京都」　切抜き　（S16.4.3）
森20-16 ほか 帝都日日「ベルリンの園藝展に-世界に誇る日本庭園と座敷を作る」　切抜き
森20-16 ほか 新聞記事「鬼瓦の破片出土-奈良市白毫寺町高円離宮遺跡か」　切抜き
森20-16 ほか 福島民報、他地方誌「梁川城本丸庭園が完成」　切抜き　各1 （S56.8.16）
森20-16 ほか 新聞記事「日本の美　鮮やかに再現-桂離宮の大修理終わる」　切抜き　（1982.3）
森20-16 ほか 朝日新聞「新人国記’82　奈良県⑤南都仏教界の人々」　切抜きコピー
森20-16 ほか 朝日新聞「依水園緑地に整備-県、吉宜川荘を買収へ」　切抜き　（S59.2.7）
森20-16 ほか 読売新聞「森蘊著　日本庭園史話-論文よりエッセーの味」　切抜き　（1981.6.1）
森20-16 ほか 報知新聞「繪畫に現れた櫻-桃山時代一躍主役に-　櫻と民族10」　切抜き　（S16.4.6）

森20-16 ほか
朝日新聞　東北総合「ひと・文化財<56>　白水阿弥陀堂（上）」森蘊氏インタビュー記事　切抜き
（S56.1.31）

森20-16 ほか 新聞記事「探究・日本の道教遺跡-赤山明神」　切抜き
森20-16 ほか 新聞記事「「わび」の極致　素顔は「華美」-ベールはいだ桂離宮」　切抜き
森20-16 ほか 報知新聞「ゆかりの墓標櫻-纏ひつく幾多の伝説　櫻と民族9」　切抜き　（S16.4.5）
森20-16 ほか 新聞記事（広告）「日本史小百科」　切抜き
森20-16 ほか 新聞記事（広告）「日本庭園史話」　切抜き
森20-16 ほか 新聞記事「新沢千塚古墳群-5年で史跡公園化-まずサイクリングセンター」　切抜き

森20-16 ほか
京都新聞「滋賀・朽木村の山林で発掘　埋もれた庭園-鎌倉期」　切抜き（池の沢庭園か）
（S55.9.12）

森20-16 ほか 和歌山サンケイ新聞「和歌山城　大手門73年ぶり復元」　切抜き　（S57.5.8）
森20-16 ほか 朝日新聞「高槻市の普門寺　江戸初期の禅庭を再現-森博士が復元　重文に指定へ」　切抜き

森20-16 ほか
山陰中央新聞「できたぞ”歴史的名園”金城・安楽寺-日本の第一人者・森氏設計　山陰唯一
「枯れ山水」」　切抜き　（1981.5.22）

森20-16 ほか 新聞記事「「日本庭園史話」研究に”花”カラー写真　森蘊　著」　書評切抜き
森20-16 ほか 新聞記事「鳥羽離宮跡　田中殿の全容ほぼ解明-大規模な建物跡など発見」　切抜き

森20-16 ほか
毎日新聞「西独に本格的日本庭園-今秋にも完成へ。奈良の森さん依頼受け構想練る」　切抜
き　（1981.1.19）

森20-16 ほか 朝日新聞（夕刊）「菊屋・萩市長が自殺　七選、５日前に突然辞退」　切抜き　（1983）
森20-16 ほか 朝日新聞（山陰）「”昭和の庭園”一年かけ完成」　切抜き（島根・安楽寺）　（S57.7.25）
森20-16 ほか 新聞記事「化粧なおし終え桂離宮で落成式-120人参列」　切抜き
森20-16 ほか 読売新聞「和歌山城二の丸庭園-来月7日オープン」　切抜きコピー　（S57.4.16）
森20-16 ほか サンケイ新聞「400年ぶり化粧直し-和歌山城」　切抜き　（S57.3.31）
森20-16 ほか 朝日新聞「剣豪の里・柳生藩家老屋敷-修復おわって公開」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞「旧柳生藩　家老屋敷復元できる-剣豪の故郷に新しい見どころ」　切抜き
森20-16 ほか 朝日新聞（夕刊）「”昭和大修理”で浮かび上がった-桂離宮　ナゾ悩み」　切抜き　（S57.3.26）
森20-16 ほか 新聞記事「美術随想-桂離宮に惹かれて（森蘊）」　切抜き　（S56.10.30）
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森20-16 ほか
岩手日報・朝日新聞（岩手）・河北新報・岩手日日　毛越寺-竜玉船の船卸し記事　切抜き一式コ
ピー　（S55.7.13/S55.7.14）

森20-16 ほか 朝日新聞「貴族生活に広がる推論-寝殿造り遺構発見（大阪ガス京都製造所跡地）」　切抜きコ
森20-16 ほか 朝日新聞「平安京域で出土-最古に寝殿造り跡-平安前期の貴族邸」　（S63.3.19）
森20-16 ほか 朝日新聞「大仏のなぞビッグに解明-シマ模様鮮やか発掘現場-今日へ歴史を封印」

森20-16 ほか
朝日新聞「光明皇后の執念にじむ-木簡が語る大仏建立-銅を供出の立役者-現場に医療施設
も-瀬戸内伝い銅の道」

森20-16 ほか
朝日新聞「奈良の大仏　文献に”物証”建立時の木簡・銅塊-境内谷埋めた造成跡も出土」
（S63.3.20）

森20-16 ほか 新聞記事「さぞや…飛鳥の建築美-山田寺回廊姿を見せる」　（S57）
森20-16 ほか 特別史跡平城京左京三条二坊宮跡庭園　リーフレット（奈良市）　（S59.8）
森20-16 ほか 奈良市民だより　No.595（宮跡庭園さらに「特別名勝」指定へ）　（S61.11.1）
森20-17 ほか 日本古代学論集抜粋　『山水抄』について（小林文次）　（S54.3.1）
森20-17 図面 永井邸・茶亭　改築計画案スケッチ・S58-3（森蘊氏スケッチコピー）
森20-17 図面 発掘調査平面図　不明2枚　コピー
森20-17 写真 発掘写真　不明3枚（白黒）
森20-17 写真 不明　庭園池岸　写真（白黒）　石組などあり
森20-17 写真 浄瑠璃寺　庭園写真（セピア）
森20-17 写真 平村見座　中村よつ宅　写真（セピア）
森20-17 写真 よせむね埴輪家　画面反封　写真
森20-17 写真 入母屋形埴輪家　写真
森20-17 写真 八個一組に集まって出土した家形埴輪中かつをぎをあげた高級住居（群馬県稲荷山古墳出土）
森20-17 写真 家屋文舘の高床式住居　写真
森20-17 写真 家屋文舘の高床式倉庫　写真
森20-17 写真 三重の塔　写真
森20-17 写真 鳥羽殿金剛心院跡庭園（S60.6.22撮影）　写真（カラー）
森20-17 写真 平安京左京四条三坊九町　発掘写真（カラー）
森20-17 写真 豊楽殿　発掘写真（カラー）
森20-17 写真 高陽院　発掘写真（カラー）
森20-17 写真 読売新聞盛岡支局名村氏からの手紙、名村氏の記事コピー一式、写真一式（毛越寺発掘写真）
森20-17 ほか 読売新聞盛岡支局名村氏からの手紙、名村氏の記事コピー一式、写真一式（毛越寺発掘写真）
森20-17 写真 法住寺殿庭園模型（横浜市桜木町）　写真（カラー）
森20-17 ほか 太宰府天満宮略記（附近史跡案内）
森20-18 図面 庭園、石宝塔等実測図・古代建築図面（北朝鮮…大城山城・安鶴宮・朝鮮民家）
森20-19 ほか 日本庭園史（一）上古・日本庭園源流（重森三玲）　神社の庭園　コピー
森20-20 原稿 「作庭記」の世界　校正原稿・図版・写真・資料一式
森20-20 図面 「作庭記」の世界　校正原稿・図版・写真・資料一式
森20-20 写真 「作庭記」の世界　校正原稿・図版・写真・資料一式
森21-01 ほか 『庭園と風光』第二三巻第六號別刷　皇太子殿下御降誕記念事業道徳公園に就て（久野英雄）
森21-02 ほか 法金剛院庭園について（森蘊）
森21-02 ほか 庭園加工材料の話（其の二・森蘊）

森21-03 ほか
ON THE CULTIVETION OF A BOVINE PIROPLAMA:　A PRELIMINARY COMMUNICATION
（M.MIYAJIMA）　（1907）

森21-03 ほか
1st das Kochsche Alttuberkulin zur Antikörpermessung des Tuberkuloseserums nicht
anwendebar? Ueber thermolabile Peptonambozeptoren.(Y.Fukuhara) （1912・「謹呈　肥田殿」と

森21-03 ほか Studies on The Effective Principles in The Extract of The Pituitary Body.(Yutaka Saito)
森21-03 ほか On The Active Principles of The Pituitary Body.(Dr.Y.Saito)

森21-03 ほか

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN,(AMSTERDAM).　INTERNATIONALE
CIRCUMPACIFISCHE ONDERZOEK COMMISSIE(I.C.O-COMMISSIE).　THE HISTORY AND
PRESENT STATE OF SCIENTIFIC MEDICAL RESEARCH IN THE DUTCH EAST
INDIES.(P.C.FLU.LEIDEN.)

森21-03 ほか
Abdruck aus dem CENTRALBLATT fur Bakteriologie,Parasitenkunde und
lnfektionskrankheiten.-Erste Abteiling: Mediz.hygien.Bakteriologie u.tier.Parasitenkunde.-

森21-03 ほか THE TYPES OF BACILLI OF THE DYSENTERY GROUP(Y.K.OHNO)  （1906）

森21-03 ほか
PFLÜGERｓ ARCHIV FÜR DIE GESAMTE PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN UND DER
TIERE(Yutaka Saito)  （1923）

森21-04 ほか
細菌學雑誌第四百四拾五號（昭和八年三月發行）抜刷　口腔及咽頭ヨリ分離セル腸球菌ノ研
究（後編）（慶応義塾大學醫學部臨床細菌學教室　山元勤吾）　（S8.3）

森21-04 ほか
細菌學雑誌第四百六拾五號（昭和九年十一月發行）抜刷　血清「アレキシン」作用ノ研究（其
三）　血清耐性菌ニ就テ（慶応義塾大学醫學部　大前　實）　（S9.11）
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森21-04 ほか
細菌學雑誌第四百五十六號（昭和九年二月發行）抜刷　●紅熱溶血性連鎖状球菌ノ生物學的
研究（慶応義塾大學醫學部　岩井　千之）　（S9.2）

森21-04 ほか
細菌學雑誌第四百五十五號（昭和九年一月發行）抜刷　溶血性連鎖状球菌ノ經膚感染ニ對ス
ル免疫ニ就テ（慶応義塾大學醫學部細菌學教室　井上　林之助）

森21-04 ほか
細菌學雑誌第三百四號抜刷　「ペスト」免疫動物ノ血液像亜ニ造血臓器（脾淋巴腺）ノ組織學的
研究（助川　喜四郎）

森21-04 ほか 細菌學雑誌第三百三拾七六號別刷　沈降素ト過敏抗体トノ関係（杉田卯吉）
森21-04 ほか 細菌學雑誌第三百三拾貮號抜刷　過敏症ニ於ケル補體ノ減少関係（杉田卯吉）

森21-05 ほか
大正六年十月一日發行　史林第貳巻第四號抜刷　サー・ウィリヤム・テムプル（Sir William
Temple) （T6.10.1）

森21-05 ほか 造園研究第十五輯抜刷　ア・ライレ氏の簡易透視圖法（永見健一）　（S11.1）

森21-05 ほか
（史蹟名勝天然紀念物第十二集第六・七號別刷）　海外諸國の國立公園概観（九州帝國大學助
教授　永見健一）

森21-05 ほか 造園研究抜刷　瑞西山岳會ウトー支部の登山小屋（グスタフ・クルック著　小島武男譯）
森21-05 ほか 史蹟名勝天然紀念物第十四集第二・第三號別刷　熱河瞥見（九州帝國大學助教授　永見健
森21-05 ほか 人文学舎報　四（民族博物館内　八幡一郎）　（S24.5.12）
森21-05 ほか 考古学雑誌二六ノ三抜刷　鎌倉出土の菊花紋瓦製品について（赤星直忠）
森21-05 ほか 史跡と美術九-二抜刷　野寺の位置について（福山敏男）　（S13.2）

森21-05 ほか
野間教育研究所紀要第二輯別刷　中世に於ける女子の習字教育（文部技官文學博士　尾形裕
康）　（1950.3）

森21-05 ほか 早稲田建築學報第十六號所載　平安末期における一般住宅に就いて（太田静六）　（S15）
森21-05 ほか 早稲田建築學報第十七號所載　平安初期における宮室建築に就いて（太田静六）　（S15）

森21-05 ほか
東京工業大學學報第7巻第9號別刷　平安，鎌倉時代の平庭，遣水庭及住宅との関連構成（工
學博士　前田松韻）　（S13.9）

森21-05 ほか
World Engineering Congress Tokyo,1929.　THE CONSERVATION OF ANCIENT BUILDINGS IN
JAPAN（Tadashi Sekino)  （1929）

森21-06 ほか 文化わかやま　第12号（和歌山県文化協会連合会）　（S60.3.25）
森21-06 ほか 昭和四十六年度「文化の日」の表彰　被表彰者名簿（大阪府教育委員会）　（S46.11.3）
森21-06 ほか ポーロニアクラブ会員名簿　（S60.7）
森21-06 ほか 達谷の窟・毘沙門堂のしおり（リーフレット）
森21-06 ほか 伊勢国司の由来　北畠神社（リーフレット）　（S34.8）
森21-06 ほか 冬夏　昭和38年6月号（冬夏会）　（S38.6）
森21-06 ほか 藤田亮策先生　同智恵夫人　敬慕之碑建立報告書（一）　（S62.8）
森21-07 ほか いわき地方史研究第19号別刷　白水版法華経と前羽州藤原朝臣某の周辺（菊池康雄）
森21-07 ほか 小林清治編『福島の研究』第2巻収録　白水阿弥陀堂（菊池康雄）　（S61.12.5）
森21-08 写真 法泉院庭園・善法院庭園　（白黒写真）　（「86-3」と記載）
森21-08 写真 金乗院庭園跡　（白黒写真）　（「86-4」と記載）
森21-08 写真 円満院庭園（三井寺）　（白黒写真）　（「86-5」と記載）
森21-08 写真 円満院　客殿庭園　（白黒写真）　（「86-6」と記載）
森21-08 写真 彦根玄宮園庭園　（白黒写真）　（「87-1」と記載）
森21-08 写真 彦根　楽々園　（白黒写真）　（「87-2」と記載）
森21-08 写真 六義園庭園　（白黒写真）　（「88-1」と記載）
森21-08 写真 水戸偕楽園　（白黒写真）　（「89-1」と記載）
森21-08 写真 水戸偕楽園（梅林）　（白黒写真）　（「89-2」と記載）
森21-08 写真 白河南湖庭園　（白黒写真）　（「89-3」と記載）
森21-09 ほか 一九三一.一二.二五　駒場七年會臨時會報
森21-09 ほか 駒場七年會々報　創刊号　（S7年）
森21-09 ほか 一九三三.一二.二〇　駒場七年會會報
森21-09 ほか 昭和九年三月　駒場七年會會報
森21-09 ほか 昭和十一年度　駒場七年會々報（編輯用）
森21-09 ほか 昭和十三年度　駒場七年會々報
森21-09 ほか 駒場七年會々報　昭和十二年
森21-10 ほか 浦高時代　第4号（第6回総会特集号）
森21-10 ほか 紫芳会報　創刊号～6号　（S38.4.1～S42.9.1）
森21-11 ほか 農業電化の実態（コロナ社刊・森　秀）　（S23.6.10再版）
森22-01 図面 旧東京帝室博物館　設計図・配置図など青図・白図　一式　（S10.3）
森22-02 ほか 昭和27年度国宝重要文化財（建造物）防災施設費内訳　資料
森22-02 ほか 重要文化財（建造物）昭和27年度新規着工修理工事計画一覧表

森22-02 ほか
日光二社一寺重要文化財修理工事昭和26年度補正予算要求説明書・松本城建物其の他保存
工事昭和26年度補正予算要求説明書

森22-02 ほか 金澤城石川門建物其の他保存工事　昭和27年度予算説明書
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森22-02 ほか 対日見返資金要求書　昭和25年度分
森22-02 ほか 日光二社一寺国宝建造物修理工事用塗装資材明細書
森22-02 原稿 東北地方文化財保存施設費　メモ
森22-02 ほか 岐阜県　円鏡寺　総工費について（岐阜県→国立博物館へ通達）
森22-02 原稿 鹿苑寺（金閣）の建議案　下書き　（S25.12.21）
森22-02 ほか 喜多院重要文化財建造物客殿、書院修理計画表（昭和25.26年度）　（S24）
森22-02 ほか 出張旅費一覧表（国立博物館・建造物課）　（S25.12.14）
森22-02 ほか 昭和27年度國宝重要文化財建造物環境整備施設費内訳表
森22-02 ほか 国宝重要文化財（建造物）環境整備5ヶ年計画内訳表
森22-02 図面 7坪住宅　立面、設計圖下書き？（鳳文書林の封筒内）
森22-03 ほか 日本學術振興會援助補助関係諸規程と申請書類（厚生技手・農學士　森蘊）　（S15）
森22-03 ほか 第11常置委員會関係既研究事項一覧表（昭和17年度・日本學術振興會學術部）　（S17）
森22-04 ほか 博物館研究　復興第一巻第一號　（S21）
森22-04 ほか 博物館研究　復興第一巻第三號　（S22.5）
森22-04 ほか 堂の木割について（日本建築学会研究報告・東大二工　伊藤　要太郎）　（S26.5）
森22-04 ほか 京都観光通信（京都市産業観光局観光課）　（S28.9）
森22-04 ほか 衛生工業協會誌第二巻十一號　日本住宅の衛生上より見たる家屋設備の變遷（前田松韻）
森22-04 ほか 最新寫眞版　伊勢神宮
森22-04 ほか RUBBER TRIP FROM TOKYO(NISSHO AUTOMOBILE CO.TOKYO)
森22-04 原稿 森蘊氏　日本庭園史研究のきっかけについて原稿下書き（東京市の便箋１枚）
森22-04 原稿 住居の歴史　解説（國立博物館談話會）
森22-04 原稿 こどものための文化史展　住居の歴史解説（森蘊氏解説記事あり）
森22-04 ほか 會報第八号　社団法人日本博物館協會　（S25.3）
森22-04 ほか 會報第十二号　社団法人日本博物館協會　（S26.6）
森22-04 図面 庁舎及附属建物配置図（東京営林局）（1/200）　青図
森22-04 ほか 開運淘宮術初傳（大逸守一氏→森蘊氏）　（S27）
森22-04 ほか 阿寒國立公園調査日程
森22-04 ほか 摩周湖と神威嶽　スケッチ
森22-04 ほか 天災・戦災を遁れて中学二年生当時の会誌から抜粋三先生の文共「石は語る」奈良県内のみ。
森22-04 原稿 練習用　御道紙帖
森22-04 ほか 金属電解水の研究に就て（社団法人日本電氣化學研究所）
森22-05 図面 大岩山附近実測平面図（1/400）　青図
森22-05 図面 剱嶽登山地圖（登山用？）　（1/500萬）
森22-05 図面 剱立山附近登山路略圖（1/100000）
森22-05 図面 五百石・富山・魚津　地形図（1/500万）　計3枚　（S2～8）
森22-05 ほか 立山など　國立公園候補地としての景観概要等（富山電氣鐵道株式會社　様式）
森22-06 原稿 東京帝國大學工學部建築學教室講義　資料一式
森22-07 ほか 文化財研究所保存技術研究部の設置に要する経費　資料　（S27年度）
森22-07 ほか 昭和27年度概算要求書（其の3）、別表（文化財保護委員会）
森23-01 ほか 大日本史料　第12編の２
森23-02 ほか 大乗院日記目録
森23-03 ほか 古河公館跡
森23-04 ほか 日本記略・左経記
森23-05 ほか 大日本古文書
森24-01 図面 国立公園図面　青焼
森24-02 図面 都市公園運動場　青焼
森24-03 原稿 因島市観光診断報告（コピー）
森24-04 図面 綱島邸庭園設計図　青焼　トレペ
森24-04 図面 小坂氏別邸設計図　スケッチ　ケント　トレペ
森24-05 写真 入江泰吉撮影　桂離宮・修学院離宮
森24-06 ほか 庭園史資料
森24-07 図面 不明スケッチ　トレペ
森24-08 ほか
森24-09 写真 佐藤辰三撮影　日本の庭園　焼付
森24-09 写真 汐瀬謙蔵撮影　日本の庭園　焼付
森24-09 写真 不明　焼付
森24-10 写真 汐瀬謙蔵撮影　桂離宮（新版）
森24-10 写真 汐瀬謙蔵撮影　桂離宮（大型）
森24-11 写真 齋木幸撮影　修学院離宮　焼付
森24-11 写真 齋木幸撮影　桂離宮（大型）
森24-12 ほか 自動車資料（冊子）
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資料番号 種別 タイトル
森24-13 ほか 野球切抜き　スケッチ
森24-14 ほか 野球切抜き
森25-01 ほか 手紙
森25-02 ほか 手紙
森25-03 ほか 手紙
森25-04 ほか 手紙
森25-05 ほか 手紙
森25-06 ほか 手紙
森25-07 ほか 手紙
森25-08 ほか 手紙
森25-09 ほか 手紙
森25-10 ほか 名刺
森26-01 ほか 冊子
森26-02 ほか 冊子
森26-03 ほか 冊子
森27-01 ほか 旧跡庭園報告書
森27-01 図面 旧跡庭園　整備・和歌山
森27-02 ほか 冊子など
森27-03 ほか 国内パンフレット
森27-04 ほか 国内パンフレット

森28-1
写真
（ネガ
有り）

浄瑠璃寺整備　写真

森28-1 写真 浄瑠璃寺流記事

森28-2
写真

（ネガ）
円成寺　整備

森28-3 写真 観自在王院　整備
森28-4 ほか 庭園史資料
森28-4 ほか 京大造園研究室古書目録
森28-5 原稿 和歌山県南紀地方観光診断報告書
森28-6 原稿 小堀遠州の作庭と興福院庭園　S.29.9
森28-7 ほか 奈文研建造物研究室　研究計画　S.28.9
森28-8 ほか 朝日ジャーナル　1969年
森28-8 ほか 村岡正論
森28-9 図面 反橋
森29-01 ほか 法隆寺関係資料
森29-02 ほか 滋賀県文化財保護審議会
森29-03 ほか 滋賀県文化財保護審議会
森29-04 ほか 和歌山県文化財保護審議会
森29-05 ほか 和歌山県文化財保護審議会
森29-06 ほか 毛越寺庭園整備委員会議・その他庭園資料
森29-07 ほか 写生帳（スケッチ）
森29-08 ほか 京都市文化財保護条例について
森29-09 ほか 京都市文化財保護条例について
森29-10 ほか 京都市文化財保護条例について
森29-11 ほか 京都市文化財保護条例について
森29-12 ほか 京都市文化財保護条例について
森29-13 ほか 奈良県都市計画
森29-14 ほか 奈良県都市計画
森29-15 ほか 奈良県都市計画
森29-16 ほか 奈良県都市計画
森29-17 ほか 奈良県都市計画
森29-18 ほか 奈良県都市計画
森29-19 ほか 奈良県都市計画
森29-20 ほか 奈良県都市計画
森29-21 ほか 奈良県都市計画
森29-22 ほか 奈良県都市計画
森29-22 ほか 奈良県文化財専門審議会専門委員委託状
森29-23 ほか 奈良県都市計画
森29-24 ほか 奈良県都市計画
森29-25 ほか 奈良県都市計画
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資料番号 種別 タイトル
森29-26 ほか 奈良県都市計画
森29-27 ほか 奈良県都市計画
森29-28 ほか 奈良県都市計画
森29-29 ほか 奈良県都市計画
森29-30 ほか 奈良県都市計画
森29-31 ほか 奈良県都市計画
森29-32 ほか 日本の松の緑を守る会
森30-01 原稿 『美しい庭園』校正
森30-02 原稿 『美しい庭園』校正
森30-03 原稿 桂・修学院離宮関係
森30-04 原稿 桂・修学院離宮関係
森30-05 原稿 古代庭園関係
森30-06 原稿 名園解説
森30-07 原稿 「住居の歴史」
森30-08 原稿 「住居の歴史」
森30-09 原稿 「住居の歴史」
森30-10 原稿 「美しい庭園」校正
森30-11 原稿 庭園史関係（校正）
森30-12 原稿 平安時代の庭園の研究①
森30-13 原稿 平安時代の庭園の研究②
森30-14 原稿 平安時代前期・後期
森30-14 原稿 庭園遺蹟の復原的考察
森30-15 原稿 桂離宮の研究
森30-16 原稿 Japanese Gardens Asahi Shinbunsha (1960)（英語）
森30-17 原稿 寝殿造系庭園の立地的考察
森30-18 原稿 日本庭園通史
森30-19 原稿 生活の歴史
森30-20 原稿 Formal Garden（英語）
森30-20 原稿 平安鎌倉時代庭園史論
森30-20 原稿 江戸時代庭園
森30-20 原稿 庭灯籠（スケッチ）
森30-21 原稿 ぼくらの住居①
森30-22 原稿 ぼくらの住居②
森30-23 原稿 桂離宮原稿未完成部分
森30-23 原稿 日本庭園の特色
森30-23 図面 鎌倉町図
森30-24 原稿 東三条殿庭園の復原的研究
森30-24 原稿 日本庭園史関係
森30-25 原稿 修学院離宮の復原的研究（中間報告）
森30-26 原稿 桂離宮の復原的考察（中間報告）
森30-27 原稿 桂離宮関係
森30-28 原稿 中世庭園文化史（校正）
森30-29 原稿 中世庭園文化史（校正）
森30-30 原稿 小堀遠州の作事（校正）
森30-31 原稿 日本の庭（朝日出版）（校正）
森30-32 原稿 ぼくらの住居（校正）
森30-33 原稿 日本庭園史
森30-33 原稿 桂離宮
森30-33 原稿 小堀遠州
森30-33 原稿 修学院離宮
森31-01 ほか 橿原神宮・文華殿
森31-02 写真 松尾寺外園
森31-03 ほか 三縁寺左巻榧について
森31-03 ほか 近江の伝統工芸について
森31-04 原稿 Katsura Imperial Villa
森31-05 ほか 大阪府指定文化財（案）
森31-06 ほか 日本庭園史　京都大学農学部レポート
森31-07 ほか 東京工業大学・造園学持論レポート
森31-08 ほか 東京工業大学・造園学持論レポート
森31-09 ほか 大和都市計画
森31-10 ほか 奈良県都市計画地方審議会
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資料番号 種別 タイトル
森31-11 ほか 奈良県都市計画地方審議会
森31-12 ほか 奈良県都市計画地方審議会
森31-13 ほか 奈良県都市計画地方審議会
森31-14 ほか 和歌山県文化財専門審議会
森31-15 ほか 三重県文化財一覧表
森31-16 ほか 紀伊風土記の丘
森31-17 ほか 滋賀県古文書等所在確認調査報告書
森31-18 写真 大徳寺・庭園と茶室
森32-01 原稿 NHKブックス「日本庭園史話」他
森32-02 原稿 「日本史小百科」（近藤出版）
森32-02 写真 写真、版下含む
森32-03 原稿 創元社刊　小堀遠州（コピー）校正　書込有
森32-04 原稿 平田雅哉氏の論文「数奇屋」の推薦文
森32-05 原稿 「浄土の庭」「数奇屋と路地のはじまり」他
森32-06 原稿 「古都をたずねて　５　京都と鎌倉」
森32-06 原稿 「古都をたずねて　６　小京都」（コピー）
森32-07 原稿 『作庭記』関連論文1/2
森32-08 原稿 『作庭記』関連論文2/2
森32-09 原稿 石灯籠関連書籍あとがき
森32-09 原稿 遍照院庭園の設計にあたって
森32-09 原稿 建築環境字講義原稿
森33-01 ほか レベルブック　16冊　毛越寺・観自在王院
森33-02 ほか レベルブック　4冊　和歌山城紅葉谷庭園
森33-02 ほか レベルブック　3冊　法金剛院
森33-02 ほか レベルブック　4冊　白水阿弥陀堂
森33-02 ほか レベルブック　3冊　称名寺
森33-02 ほか レベルブック　1冊　称名寺/猿投山
森33-03 ほか レベルブック　1冊　高台寺
森33-03 ほか レベルブック　3冊　南宗寺
森33-03 ほか レベルブック　2冊　龍福寺
森33-03 ほか レベルブック　1冊　岡公園
森33-03 ほか レベルブック　3冊　不明
森33-04 ほか レベルブック　1冊　金剛寺
森33-04 ほか レベルブック　2冊　観心寺
森33-04 ほか レベルブック　1冊　光浄院
森33-04 ほか レベルブック　2冊　妙法山森林公園
森33-04 ほか レベルブック　1冊　伝泉寺
森33-04 ほか レベルブック　1冊　円徳寺、聚光院、金剛寺
森33-04 ほか レベルブック　1冊　日大荒池
森33-04 ほか レベルブック　1冊　斑鳩吉川邸
森33-04 ほか レベルブック　1冊　大倉神社
森33-04 ほか レベルブック　1冊　土塔
森33-04 ほか レベルブック　1冊　郡山城
森34-01 原稿 大乗院庭園の研究
森34-02 原稿 桂離宮の研究　第７部
森34-03 原稿 寝殿造庭園と泉
森34-03 原稿 建築学会
森34-04 原稿 無縁仏供養碑の設計に添えて
森34-04 図面 宮城外苑整備次号計画図
森34-05 原稿 日本庭園と花道
森34-05 原稿 神泉苑の研究
森34-06 原稿 史蹟名勝天然記念物指定庭園
森34-06 原稿 京都市巨樹名木調査資料
森34-07 ほか 京都市歴史的風土保存区域
森34-07 ほか 奈良県立公園審議会
森34-08 原稿 平安時代庭園の遺構の復元的研究
森34-08 原稿 これからの庭園
森34-09 原稿 庭園の美・ベストテン
森34-09 原稿 グロピウスと日本庭園
森34-10 原稿 日本庭園の変遷史
森34-10 原稿 日本庭園史・桂離宮

26



資料番号 種別 タイトル
森34-11 原稿 桂離宮完成の段階的研究
森34-11 原稿 修学院離宮の復原的研究
森34-12 原稿 京都の美術
森34-12 原稿 大徳寺の庭園
森34-13 原稿 桂離宮の研究　第４部
森34-14 原稿 桂離宮関係
森34-15 原稿 桂離宮関係
森34-16 原稿 日本の庭（朝日新聞）
森34-17 原稿 ぼくらの住居
森34-18 原稿 童子動物園・平安時代庭園の研究
森34-19 原稿 浄瑠璃寺、鳥羽、平等院　平安時代庭園の研究
森35-01 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-02 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-03 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-04 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-05 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-06 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-07 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-08 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-09 原稿 小堀遠州（初校　創元社）
森35-10 原稿 小堀遠州の作事（奈文研）
森35-11 原稿 小堀遠州の作事（奈文研）
森35-12 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森35-13 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森35-14 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森35-15 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森36-01 ほか 和歌山県文化財保護審議会
森36-02 ほか 大阪府指定文化財
森36-03 ほか 福井・養浩館庭園
森36-03 図面 彦根古絵図
森36-03 図面 安養寺図面
森36-04 ほか 毛越寺・委託契約書（案）
森36-05 ほか 白水阿弥陀堂境域復元
森36-05 ほか 整備委員会
森36-06 ほか 白水阿弥陀堂境域復元
森36-06 ほか 復元整備委員会
森36-07 ほか 千葉大学園芸学部論文等
森36-08 ほか なら・シルクロード博
森36-09 ほか 大和都市計画
森36-10 ほか 奈良県古都風致審議会
森36-11 ほか 奈良県国土利用計画
森36-11 ほか 地方審議会
森36-12 ほか 平城京文化センター建築計画書
森36-13 ほか 東大寺旧境内の現状変更
森36-14 写真 称名寺発掘調査
森36-14 図面 称名寺発掘調査
森36-15 ほか 宮跡庭園復元整備計画
森36-16 ほか 京都市文化財保護審議会資料
森36-17 ほか 京都市文化財保護審議会資料
森36-18 ほか 京都市文化財保護審議会資料
森36-19 ほか ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書
森36-20 ほか 円成寺庭園－環境整備事業報告書
森36-21 ほか 佐保山三井住宅土地計画概要書
森36-22 ほか 竪穴住居遺跡
森36-23 ほか 雑誌・新聞の切り抜きなど
森36-24 ほか 委員会委託状
森36-25 写真 人物写真
森36-26 写真 35ミリなどスナップ・フィルム
森36-27 図面 創世苑庭園設計図
森36-27 写真 創世苑庭園施行写真
森36-28 ほか 西田敦子さん歌集・アララギ所収
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資料番号 種別 タイトル
森36-29 ほか 発足式記念　松尾寺
森36-30 ほか 森史夫さんのスケッチ
森37-01 原稿 NOTE　BOOK　造園学Ⅰ・Ⅱ
森37-02 原稿 NOTE　BOOK　造園特講
森37-02 原稿 NOTE　BOOK　庭園学
森37-02 原稿 NOTE　BOOK　造園研究会
森37-03 原稿 NOTE　BOOK　造林学
森37-03 原稿 NOTE　BOOK　日本庭園史
森37-03 原稿 NOTE　BOOK　日本美術史
森37-04 原稿 NOTE　BOOK　日本建築史
森37-04 原稿 NOTE　BOOK　東洋（支那）建築史
森37-04 原稿 NOTE　BOOK　朝鮮建築史
森37-05 原稿 NOTE　BOOK　西洋建築史
森37-06 原稿 NOTE　BOOK　都市計画
森37-06 原稿 NOTE　BOOK　森林風景計画
森37-06 原稿 NOTE　BOOK　建築計画
森37-07 原稿 NOTE　BOOK　園芸学科
森37-07 原稿 NOTE　BOOK　栽培汎論
森37-08 原稿 NOTE　BOOK　植物生理学
森37-07 原稿 NOTE　BOOK　植物病理学
森37-08 原稿 NOTE　BOOK　麻生・春日井・肥料学
森37-09 原稿 NOTE　BOOK　土壊学
森37-09 原稿 NOTE　BOOK　農林地質学
森37-10 原稿 NOTE　BOOK　応用気象学
森37-10 原稿 NOTE　BOOK　測量
森37-11 原稿 NOTE　BOOK　動物Ⅰ
森37-11 原稿 NOTE　BOOK　動物Ⅱ
森37-12 原稿 NOTE　BOOK　畜産学Ⅰ・Ⅱ
森37-12 原稿 NOTE　BOOK　養虫学
森37-13 原稿 NOTE　BOOK　微生物
森37-13 原稿 NOTE　BOOK　文化財調査その他
森37-14 原稿 NOTE　BOOK　庭園加工工材　石、塔、井戸、鳥居、橋、多層塔
森37-14 原稿 NOTE　BOOK　室町時代の庭園　宝筐印塔
森37-15 原稿 NOTE　BOOK　宝塔、五輪塔　婆
森37-15 原稿 NOTE　BOOK　多宝塔　宝筐印塔・多宝塔
森37-15 原稿 NOTE　BOOK　国東塔、宝筐印塔つづき
森37-16 原稿 NOTE　BOOK　五輪塔　国東塔重層多宝塔
森37-16 原稿 NOTE　BOOK　燈籠塔・笠塔婆・相輪トウ・石殿・石幢
森37-16 原稿 NOTE　BOOK　造園学汎論
森38-01 原稿 當麻寺中之坊
森38-02 ほか 竜の子自然公苑・奈良県生駒郡
森38-03 ほか 京都市文化財観光資源調査報告書
森38-03 ほか 京都市高連鉄道建設計画
森38-04 ほか 奈良県都市計画
森38-05 ほか 奈良県都市計画
森38-06 ほか 奈良県都市計画
森38-07 ほか 奈良県都市計画
森38-08 ほか 奈良県都市計画
森38-09 ほか 奈良県都市計画
森38-10 ほか 神戸・北松園・須磨離宮公園
森38-11 ほか 和歌山県文化財専門審議会
森38-12 ほか 円成寺境内環境整備事業
森38-12 ほか 寺西總庭園建築設計事務所（「作庭の記」造園徳村）
森38-13 ほか 昭和51・52年・日本庭園史　学生（林学科）のレポート
森38-14 ほか 千葉大学造園学部　1979年造園　実習「京の庭」
森38-15 写真 森蘊古写真・アルプス写真
森38-15 ほか 新聞切抜きなど
森38-16 ほか 森蘊スケッチ
森38-17 写真 森蘊古写真
森38-18 写真 森蘊古写真
森39-01 ほか 栗林公園関係資料
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資料番号 種別 タイトル
森39-02 ほか 栗林公園関係資料
森39-03 ほか 栗林公園関係資料
森39-04 ほか 栗林公園関係資料
森39-05 ほか 栗林公園関係資料
森39-06 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-07 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-08 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-09 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-10 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-11 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-12 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-13 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-14 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-15 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-16 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-17 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-18 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-19 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-20 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-21 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-22 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-23 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-24 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-25 ほか 滋賀県文化財保護審議会資料
森39-26 ほか 滋賀県文化財保護審議会資料
森39-27 ほか 京都文化財保護施策について
森39-28 ほか 和歌山県文化財保護審議会資料
森39-28 ほか 和歌山城紅葉溪庭園（新聞記事）
森39-29 ほか 三重県文化財保護審議会資料
森39-29 ほか 沖縄の庭園
森39-29 ほか 称名寺境内保存整備委員会資料
森39-30 ほか 東京大学農学部園芸学第二研究室同窓会名簿
森39-30 ほか ビデオ　源氏物語「紫の上」脚本
森39-30 ほか 永井邸解像計画案（森史夫）
森40-01 原稿 英文・日本庭園
森40-02 原稿 桂離宮英文
森40-03 原稿 創元社「日本の庭園」
森40-04 原稿 検索抜書用
森40-05 原稿 朝日新聞社「日本の燈籠」
森40-06 原稿 桂離宮の研究
森40-07 原稿 桂離宮の研究
森40-08 原稿 桂離宮の研究
森40-09 原稿 桂離宮の研究
森40-10 原稿 「平安鎌倉時代の造園史論」等論文原稿
森40-11 原稿 「前栽について」等論文原稿
森40-12 原稿 「平安時代における建築と庭園との関係」等論文原稿
森40-13 原稿 「法金剛院の庭園について」等論文原稿
森40-14 原稿 創元社「小堀遠州」初稿
森40-15 原稿 創元社「小堀遠州」再校
森40-16 原稿 創元社「小堀遠州」作事編　初稿
森40-17 原稿 創元社「小堀遠州」作事編　再校
森40-18 原稿 創元社「小堀遠州」資料編　三校
森40-19 ほか 飛騨・四国等の観光案内
森41-01 図面 法住寺？寝殿造　青焼図面一式（東京工業大学藤岡研究室）　計25枚

森41-02 原稿 文芸・茶道編　原稿　再校（初校も）

森41-03 原稿 小堀遠州の作事　初校及再校（控）

森41-04 原稿 作事編（前半）　再校（初校も）

森41-05 原稿 遠州作事　初校本文　Ⅰ～Ⅴ

森41-06 原稿 創元社刊　新版桂離宮原稿（要訂正）

森41-07 原稿 円照寺と修学院離宮原稿並史料

森41-08 原稿 東大寺閼伽井屋とお水取り
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資料番号 種別 タイトル
森41-09 原稿 須彌山及曲水の研究（飛鳥及奈良時代）

森41-10 原稿 円城寺の庭園

森41-11 原稿 東京工業大学　庭園学　学生レポート一式

森41-12 原稿 桂離宮の研究　第一部　原稿

森41-13 原稿 桂離宮の研究　第二部　原稿

森41-14 原稿 「桂離宮の研究」・毎日新聞社「修学院離宮」　原稿

森41-15 原稿 南北朝時代庭園研究

森41-16 原稿 桂離宮関係

森41-17 原稿 茶室・路地

森41-18 ほか 東京工業大学庭園学学生レポート

森42-01 原稿 飛鳥小治田宮跡推定地発掘調査　現地説明会資料

森42-01 原稿 東大寺結界（村岡氏撮影）写真

森42-01 原稿 天地院閼伽井写真

森42-01 原稿 仏像写真

森42-01 写真 第26図　西方院山城跡（瑜伽山）

森42-01 写真 第64回　修理中閼伽井の内部

森42-01 原稿 東大寺香山堂天地院頭塔など

森42-01 原稿 天地院縁起（東大寺縁起右端か）

森42-01 原稿 東大寺旧境内地形実測調査報告書

森42-01 写真 二月堂曼荼羅

森42-01 写真 旧一条院指図（部分写）　大和文化研究用

森42-01 写真 第2回　大乗院四季全景図

森42-01 原稿 文化財様返却版下一式

森42-01 図面 旧一条院（奈良地方裁判所）構内実測図

森42-01 写真 永久寺跡・高山竜王社・大乗院庭園・頭塔・浄瑠璃寺・東大寺・郡山城跡・薬師寺・天地院跡・円成寺

森42-01 図面
永久寺跡・高山竜王社・大乗院庭園・頭塔・浄瑠璃寺・東大寺・郡山城跡・薬師寺・天地院跡・円成寺　実
測図　各写し

森42-01 図面 御山荘推定地地形実測図　トレぺ

森42-01 図面 龍王山城跡地形実測図　写し

森42-02 原稿 仙洞御所関連　資料・写真

森42-02 写真 仙洞御所関連　資料・写真

森42-03 原稿 日本の庭園原稿

森42-04 原稿 日本の庭園原稿

森42-05 原稿 日本の庭園原稿

森42-06 原稿 日本の庭園原稿

森42-07 原稿 東大寺山堺四至図について

森42-08 原稿 新宮・那智山・熊野　パンフレット及び資料

森42-09 原稿 修学院高官の全景　原稿

森42-10 原稿 小堀遠州の作事　初校及び再校

森42-11 原稿 小堀遠州の作事　第三校（第四校）

森42-12 原稿 小堀遠州の作事　英文など　原稿及校正

森42-13 原稿 人物業書「小堀遠州」初校控

森42-14 原稿 桂宮随筆

森42-15 原稿 藤岡先生　書院　抜刷①

森42-16 原稿 藤岡先生　書院　抜刷②

森42-17 原稿 吉野町史

森42-18 原稿 京都御所庭園の研究（学会講演用原稿）

森42-19 原稿 園城寺庭園調査資料

森42-20 原稿 浄瑠璃寺庭園整備関連　原稿

森42-21 原稿 「桂・修学院離宮」原稿　文字修正

森42-22 原稿 諸原稿　雑多

森42-23 原稿 上代住宅史料　原稿

森42-24 原稿 寝殿造と泉

森42-25 原稿 鎌倉時代庭園遺跡　原稿

森42-26 ほか 京都市遺跡地図、遺跡地図台帳（昭和47年）

森42-27 ほか 奈良県都市計画地方審議会議案書、それに係る添付地図（青焼）、都市計画道路の名称変更（奈良県）

森42-28 ほか 奈良県都市計画地方審議会議案書、それに係る添付地図（青焼）、都市計画道路の名称変更（奈良県）

森42-29 ほか 天竜市鳥羽山公園　関連資料

森42-30 ほか 佛教藝術（96）抜刷（昭和49年5月）　長楽寺の時宗肖像彫刻　　毛利　久　著

森42-30 ほか 日本石器時代の構造について　堀口　捨己　著

森42-31 ほか 名神高速道路線地域内埋蔵文化財調査報告
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