
デジタルアーカイブシステム
ADEAC(アデアック)は地域資料をデジタル化・公開するためのクラウド型プラット
フォームシステムです。インターネットでいつでもどこでも、無料で閲覧できます。

都道府県　 所蔵者・管理者 アーカイブ名 資料概要

下記の資料を公開しています。 太字は新規公開、※は公開準備中の機関です。https://trc-adeac.trc.co.jp/

1 北海道 札幌市中央図書館 新札幌市史デジタルアーカイブ 『新札幌市史』
2 北海道 函館市 函館市地域史料アーカイブ 合併町村史を含む市史類・アイヌ絵・対外関係資料・蝦夷地の地誌
3 北海道 釧路市中央図書館 永久保秀⼆郎関連資料 『永久保秀⼆郎⽇誌』・『「アイヌ語雑録」をひもとく』
4 北海道 苫⼩牧市⽴中央図書館 折居彪⼆郎関連資料 鳥獣採集記録・彩色図版
5 北海道 恵庭市⽴図書館 カリンバ遺跡と恵庭市史料 DIGITAL 

ARCHIVE
『恵庭市史』・『恵庭年代記』・カリンバ遺跡出⼟品（３D画像）

6 北海道 北広島市 デジタル郷⼟資料 『北広島遺産ハンドブック』・『きたひろ昔話』 ほか
7 弘前市 弘前市⽴図書館 おくゆかしき津軽の古典籍 『新編弘前市史』通史編2〜3･弘前藩国⽇記･江⼾⽇記 ほか
8 山形県 酒⽥市⽴図書館 光丘文庫デジタルアーカイブ 光丘文庫所蔵資料･酒⽥の地図・絵葉書・写真・『酒⽥市史年表』
9 福島県 安積開拓資料･安積⾉斎資料･⽯井研堂資料･地図･写真 ほかデジタルアーカイブ郡⼭市⽴図書館
10 茨城県 ⽔⼾市⽴図書館 デジタルアーカイブ 『常磐公園攬勝図誌』･明治〜昭和時代の地図
11 茨城県 常総市 デジタルミュージアム 鎧兜（３D画像）・国指定重要文化財「坂野家住宅」パノラマ３D ほ

か
12 茨城県 守谷中央図書館 わたしたちの守谷市 『守谷町史』・『守谷わがふるさと』・⼩学校社会科副読本
13 栃木県 壬生町 地域史料デジタルアーカイブ 『壬生の歴史』・文化財デジタルマップ・『みぶの文化財』 ほか
14 栃木県 高根沢町図書館 高根沢町史ほか 『高根沢町史』・「宇津救命丸」引札・縄文⼟器（３D画像） ほか
15 埼玉県 さいたま市⽴⼤宮図書館 おおみやデジタル文学館 ―歌⼈･⼤⻄⺠

子―
⼤⻄⺠子全短歌のデータベース・直筆資料

16 埼玉県 宮代町⽴図書館 宮代町デジタル郷⼟資料 『宮代町史』・円空仏（３D画像）・⻄光院徳川家康画像等の文化財
17 千葉県 船橋市⻄図書館 船橋市デジタルミュージアム 船橋市⻄図書館所蔵の浮世絵コレクション・千葉関連の地図･絵図など
18 千葉県 東⾦市 東⾦市デジタル歴史館 『東⾦市史』･東⾦市刊⾏の古文書調査報告 ほか
19 千葉県 習志野市⽴図書館※ 習志野市デジタルアーカイブ 古写真に⾒る習志野の歴史
20 千葉県 ⼤網⽩⾥市 ⼤網⽩⾥市デジタル博物館 出⼟遺物（３D画像）・絵⾺・美術品･『⼤網⽩⾥町史』 ほか
21 千葉県 多古(たこ)町 多古町デジタルアーカイブ 『多古町史』･絵図・木造伝妙⾒菩薩倚像３D ほか
22 千葉県 ⻑柄町 ⻑柄町デジタルアーカイブ 『⻑柄町史』･文化財マップ・｢⻑柄横⽳群｣パノラマ３D
23 東京都 港区 デジタル版 港区のあゆみ 『新修港区史』･港区史オーラルヒストリー「100歳の記憶」
24 東京都 港区教育委員会 デジタル港区教育史 『港区教育史』上／下・『港区教育史』 資料編1／2
25 東京都 豊島区 としま ひすとりぃ デジタル版豊島区史年表・「平成とぴっくす｣ ほか
26 東京都 豊島区⽴駒込図書館 さくらデジタルコレクション さくら関連資料―ソメイヨシノの物語―
27 東京都 練⾺区⽴貫井図書館 和装本 ⽇本外史・謡本等の和書・四書五経等の漢籍
28 東京都 江⼾川区⽴図書館 デジタルアーカイブ 『江⼾川区史』等刊⾏物・｢蟇目の神事舞｣動画・地図 ほか
29 東京都 昭島市デジタルアーカイブズ あきしま ⽔と記憶の物語 アキシマクジラ化⽯３Ｄ・⻑編ドキュメンタリー ほか
30 東京都 ⼩平市⽴図書館 こだいらデジタルアーカイブ 『⼩平市史』･市内96地点の定点撮影写真(昭和56年〜） ほか
31 東京都 瑞穂町図書館 温故知新 ― 瑞穂町を旅する地域資料 タイムトラベル（写真・⾳声資料）･⽅⾔⾳声･多摩だるま３D ほか
32 東京都 東京都現代美術館美術図書室 貴重資料デジタルアーカイブ 柳瀬正夢関連資料・渡辺進関連資料・諏訪兼紀関連資料
33 東京都 跡⾒学園⼥子⼤学 図書館所蔵百⼈一首コレクション 百⼈一首コレクション
34 東京都 多摩デジタル新選組資料館 新選組関連資料 ⼩島資料館･佐藤彦五郎新選組資料館の所蔵資料
35 東京都 たましん地域文化財団 デジタルアーカイブ 季刊誌『多摩のあゆみ』バックナンバー（1〜100号)・絵図・チラシ
36 東京都 河出書房新社・東京カートグ

ラフィック
WEB版デジタル伊能図 【有料公開】『伊能⼤図』･『測量⽇記』全28巻･『江⼾府内図』

37 東京都 日本ラグビーフットボール史・機関誌『RUGBY FOOTBALL』 ほか日本ラグビー デジタルミュージアム日本ラグビーフットボール協
会

38 東京都 東京⼤学史料編纂所 所蔵史料 「洛中洛外図屏風」・「落合左平次道次背旗」
39 神奈川県 寒川文書館 三枝惣治氏マッチラベルコレクション 神奈川県内のマッチ箱ラベル
40 新潟県 柏崎市 高精細デジタルアーカイブ 木喰仏（３D画像）ほか文化財・地域史資料
41 富山県 高岡市雲龍山勝興寺 文化財デジタルアーカイブ 梅鉢紋蒔絵⼥乗物（３D画像）ほか宝物
42 富山県 射⽔市新湊博物館 高樹文庫「⽯⿊信由関係資料」 絵図(清図･下図) ･測量⽇記等の古文書・測量器具など
43 ⽯川県 ⽯川県⽴図書館 ⼤型絵図・⽯川県史 『⽯川県史』第2編・第3編、加賀藩作成の⼤型絵図
44 ⽯川県 学びの杜ののいちカレード うつりかわる⾥まち野々市いま･むかし いま･むかしを写真で比較
45 山梨県 富士山世界遺産センター 富士山関係資料 【館内限定公開】浮世絵・絵画・写真・映像
46 山梨県 北杜市図書館 ⾦⽥一春彦記念図書館アーカイブ ⾦⽥一春彦関連資料・平山輝男関連資料（⼿稿・写真・⾳声資料）
47 ⻑野県 NPO⻑野県図書館等協働機構 信州地域史料アーカイブ ⻑野県下の図書館・博物館・文書館等所蔵の地域資料
48 ⻑野県 ⻑野県⽴歴史館 信濃史料 信濃史料（⻑野県に関する古文書史料を活字翻刻した史料集）
49 ⻑野県 木曽町図書館 デジタルアーカイブ 合併前の4町村史（木曽福島町・⽇義村・開⽥村・三岳村） ほか
50 岐阜県 岐阜⼥子⼤学デジタルアーカ

イブ研究所
和⽥家 おぅらい ⽩川郷和⽥家に関するデジタルアーカイブ

51 岐阜県 高山市図書館 高山城下町・飛騨国絵図・高山市史街道
編

高山城下町絵図・飛騨国絵図・『高山市史 街道編』 ほか
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都道府県　 所蔵者・管理者 アーカイブ名 資料概要

下記の資料を公開しています。 太字は新規公開、※は公開準備中の機関です。https://trc-adeac.trc.co.jp/

52 岐阜県 中津川市 古文献アーカイブ 中津川市史・苗木城・苗木領関係資料・中山道関係資料 ほか
53 静岡県 静岡県富士山世界遺産セン

ター
静岡県富士山資料デジタルアーカイブ 平川コレクション富士山絵はがき･⼩林コレクション･館蔵品

54 静岡県 浜松市⽴中央図書館 浜松市文化遺産デジタルアーカイブ 『浜松市史』・徳川家康関連絵図・浮世絵・⽥楽面３D ほか
55 愛知県 豊橋市図書館 とよはしアーカイブ 豊橋市出版物・「橋良文庫」･和装本 ほか
56 愛知県 安城市図書情報館 地域資料デジタルアーカイブ 古地図・地域資料
57 愛知県 ⻄尾市岩瀬文庫 古典籍書誌データベース 所蔵古典籍約2万点の書誌情報･絵図地図類850点
58 愛知県 おおぶ文化交流の杜図書館 ⼤府市郷⼟資料デジタルアーカイブ ⼤府市地域絵図・デジタル紙芝居『おおぶの⺠話』
59 愛知県 知多市⽴中央図書館 知多市の古文書 『異国船⽇本江渡海噂噺』
60 愛知県 清須市⽴図書館 清須市地域資料アーカイブ 『濃尾⼤地震写真帳 ⻄春⽇井郡被害の實情』
61 愛知県 武豊町⽴図書館 武豊町沿革町勢要覧 『武豊町沿革町勢要覧』
62 三重県 伊勢市⽴図書館 所蔵絵葉書 伊勢神宮御造営材御木曳記念絵葉書・⼩俣町絵葉書
63 三重県 松阪市図書館 デジタルアーカイブ 樺太地図(松浦武四郎記念館蔵)・松坂町図(本居宣⻑記念館蔵)
64 滋賀県 近江⼋幡市⽴図書館 近江⼋幡市歴史浪漫デジタルアーカイブ 古文書・絵図・地図・引札・チラシ・雑誌『湖畔の声』 ほか
65 京都府 賀茂県主同族会(上賀茂神社） 賀茂祢宜神主系図ほか 賀茂系図（⼈名・社職・受領名の検索可能）・⾜汰競⾺会雑記
66 京都府 ⽴命館⼤学図書館 加藤周一文庫関連資料 ⻘春ノート（加藤周一の17歳から22歳の⼿稿ノート） ほか
67 京都府 京都⼥子⼤学 図書館所蔵 淀藩士上月家文書 淀藩士上月家文書
68 京都府 同志社⼤学･京都府⽴図書館共

同事業
京都府⽴図書館貴重書コレクション 明治期から戦後期に主として外国⼈を対象として作成された書物

69 ⼤阪府 堺市⽴中央図書館 堺市史 『堺市史 第七巻』（⼈物誌･神社寺院誌･名蹟誌)
70 ⼤阪府  ⼋尾市⽴龍華図書館 今東光の『⼩説河内風⼟記』を歩く 河内山本・天台院周辺MAP
71 ⼤阪府 ⼤東市⽴東部図書館 北河内 飯盛 ウォーキングコース 『北河内飯盛ウォーキングコース』
72 ⼤阪府 和泉市⽴和泉図書館 和泉のむかしばなし 図書館作成出版物をデジタル化
73 ⼤阪府 狭⼭池関連資料築造１４００年の狭⼭池⼤阪狭⼭市⽴図書館
74 兵庫県 明⽯市⽴図書館 明⽯ 郷⼟の記憶デジタル版 『あかし文化遺産』・『明⽯の農村』・『明⽯の漁村』 ほか
75 兵庫県 高砂市⽴図書館 デジタル郷⼟たかさご 広報誌『高砂市政だより』・地図「いまとむかし」
76 奈良県 奈良⼥子⼤学 奈良⼥子高等師範学校の教育標本 奈良⼥子高等師範学校教材（正倉院模造宝物・教育教材:玩具）
77 奈良県 ⼤和高⽥市⽴図書館 郷⼟資料「わたしたちの⼤和高⽥市」 図書館で開催した「町なか探検」3回シリーズの記録
78 奈良県 五條市教育委員会 中家文書調査報告書 條村庄屋・代官所掛屋・用達などを勤めた中家の文書調査報告書
79 和歌山県 和歌山⼤学附属図書館 地域史料デジタルアーカイブ 絵図・紀州藩文庫より郷⼟誌料・佐藤春夫関係資料
80 島根県 社会科副読本『益⽥ふるさと物語』･新聞『⽯⾒実業時報』ほか益⽥市デジタルアーカイブ益⽥市・益⽥市教育委員会
81 鳥取県 河本家住宅保存会・⼿錢記念

館・島根⼤学附属図書館
山陰地域史資料アーカイブ 河本家（鳥取県琴浦町）・⼿錢家（島根県出雲市）所蔵の古典籍

82 岡山県 津山郷⼟博物館 江⼾一目図・津山藩江⼾⽇記等 鍬形蕙斎作「江⼾一目図屏風」・江⼾屋敷絵図 ・江⼾図･江⼾⽇記
83 岡山県 玉野市⽴図書館・中央公⺠館 玉野市デジタルアーカイブ 地図（明治・⼤正時代）・写真
84 広島県 府中市⽴図書館 府中市歴史資料 『先⼈たちの⾜跡』・『備後国府発掘』 ほか
85 広島県 三次市⽴図書館 「往来本」デジタルアーカイブ 図書館所蔵の往来物（関⻄以⻄の地域を対象とした稀覯本多数）
86 広島県 東広島市⽴図書館 東広島市デジタルアーカイブ 『東広島市の⽯造物』・『わたしたちの東広島市』 ほか
87 山口県 山口県⽴山口図書館・山口県

文書館
WEB版明治維新資料室 明治維新関係版本・幕末の⽡版･吉⽥松陰関係資料（吉⽥家伝来）ほか

88 山口県 萩市⽴萩図書館 藩校明倫館デジタルアーカイブ 明倫館遺構・遺物解説
89 山口県 下松市 郷⼟資料・文化遺産デジタルアーカイブ 『下松市史』等刊⾏物・文化財・⺠俗資料
90 徳島県 徳島県⽴図書館 とくしまデジタルアーカイブ 絵図･古地図･和漢典籍･郷⼟関係和古書
91 徳島県 徳島市⽴図書館 徳島市の昔の写真 ⼤正〜昭和60年代の徳島市内の写真・航空写真
92 徳島県 阿波市⽴図書館 原士堀北家控帳 徳島藩原士堀北家の江⼾期文書
93 徳島県 美⾺市⽴図書館 脇町十⼆勝詩集ほか 『四国名勝図絵 阿波之部』・『脇町十⼆勝詩集』 ほか
94 香川県 綾川町⽴図書館 デジタルアーカイブ 『滝宮ばやし読本』･綾川町の文化財
95 愛媛県 愛媛県⽴図書館 愛媛県⾏政資料（藩政期・明治期） 藩政期から明治45年までの愛媛県⾏政文書のうち愛媛県内の絵図
96 愛媛県 今治市⽴図書館 国府叢書・文化財絵はがき 庄屋加藤家編纂による今治藩政史『国府叢書』・文化財絵はがき
97 高知県 オーテピア高知図書館 デジタルギャラリー 『⼟佐年中⾏事図絵』･『繪本⼤變記』･『高知市街全図』ほか
98 高知県 四万十市⽴図書館 四万十市デジタルアーカイブ 『中村町史』・『中村市史 正編』・『中村市史 続編』
99 福岡県 ⼤牟⽥市⽴図書館 ⼤牟⽥市

⽴三池カルタ・歴史資料館
⼤牟⽥市関係地図・絵はがき ⼤牟⽥市関係地図・⼤牟⽥市の絵はがき

100 福岡県 ⽴岩堀⽥遺跡出⼟品･炭鉱関係資料･戦争関連資料･絵図地図飯塚市デジタルミュージアム飯塚市歴史資料館
101 福岡県 ⽥川市⽴図書館 筑豊・⽥川デジタルアーカイブ 筑豊地区の炭鉱関連資料
102 福岡県 みやこ町歴史⺠俗博物館 ＷＥＢ博物館「みやこ遺産」 ⼩宮豊隆宛 夏目漱⽯･寺⽥寅彦書簡･⼩笠原文庫･『豊津町史』ほか
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