平成２４年度 当館収蔵資料利用状況一覧表
資料の放映・掲載等が，急遽変更・中止になる場合もございます。

資料名

番号

分類別

利用場所

利用日

１

小野天神前遺跡出土・海後遺跡出土 人面付土器 写真

掲載

発掘された日本列島２０１２

２

石臼、セイロ、いちこ、升、車長持

展示

国営ひたち海浜公園
みはらしの里「旧土肥家住宅主屋」内

３

一橋徳川家文書 写真

掲載

山梨県立博物館
古文書目録、写真フィルム等

４

徳川慶喜肖像写真

掲載

週刊ポスト

５

英一蝶「風俗画絵鑑」（乗鶴飛騨匠図） 写真

掲載

平成２４年岡山城秋季特別展 パネル・チラシ等

６

舟塚古墳出土埴輪（朝顔・普通円筒・人物）

展示

小美玉市玉里史料館 常設展示

７

義経記（清盛の前に引き出される常盤母子 他１場面）

掲載

月刊「歴史人」２０１２年６月号

H２４．５．１２～

８

小屋の内遺跡出土 筒形土偶 実測図

掲載

「津南学」創刊号

H２４．４末日～

９

徳川光圀肖像画，大日本史写真

放映

BS-TBS 「にっぽん歴史街道」

放映

テレビ朝日 「あさナビ」

他４点

展示

群馬県立近代美術館「江戸の風雅
旧きを知り 新しきを創った絵師たち」展

瓦吹家史料１ 陸奥国菊多郡漥田村より多賀郡上野福田
１２
八反三ケ村国境山論

掲載

昔の漥田

１３ 水戸家系（光圀卿の頁）・光圀像（複製） 写真

掲載

朝日新聞 （歴史面「わかってきた水戸藩」）

１４ 水藩記事

掲載

「広報おおあらい」２０１２年５月号

１５ 玉里舟塚古墳出土武人埴輪（槍持ち）写真

掲載

岩手県立博物館 第６３回企画展 土偶まんだら

１６ 徳川慶喜肖像写真（馬上）

掲載

歴史人 ７月号 「新説 坂本龍馬」号

１７ 大政奉還上意書写真（全文），徳川慶喜肖像写真（洋装軍服姿）

掲載

洋泉社MOOK 「歴史REAL vol.7」
（特集：幕末入門）

１８ 「県史料 中世編」より「中世常陸国の勢力図」

掲載

茨城県教育財団 発掘調査報告書（ネット公開）

１９ 立原杏所筆「松島御島秋晩図」「遊歴図巻」

展示

仙台市博物館 特別展
江戸の旅－たどる道、えがかれる風景－

H２４．９．２８～１１．１１

２０ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

映画「天地明察」 （マスコミ向けプレス）

H２４．６．５～

２１ 徳川幹子肖像写真

掲載

hinami ９月号

H２４．９．１～

掲載

「日本の歴史地震史料」 拾遺五

H２４．６末～

２３ 徳川家茂肖像画，徳川光圀肖像画

掲載

京都新聞 朝刊 文化面

H２４．７．２
H２４．７．１６

２４ 新村信肖像写真

掲載

The Search of the Beautiful Woman: A Cultural History of
Japanese and Chinese Beauty.

H２５．３．３１～

掲載

幕末三〇〇藩 藩主とお姫様

H２４．６下旬～

２６ 大谷貝塚 貝層剥ぎ取り標本

展示

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
第５５回企画展「不思議いっぱい！貝たちの世界」

２７ 蘆名平四郎宛徳川家康書状［小山在陣上方の儀］

展示

小山市立博物館 第６０回企画展
近世小山見聞録

２８ 義経記（部分）

放映

Ｊ：ＣＯＭ 湘南・横浜 「歴史を歩く」

２９ 徳川慶喜肖像写真

掲載

新選 日本史Ｂ

３０ 伴天連記

放映

ＮＨＫ大阪放送局「歴史秘話ヒストリア」
キリシタン 愛と悲劇の４５０年

３１ 徳川慶喜肖像写真

掲載

地球の歩き方ブック
大江戸歴史事件現場の歩き方

Ｈ２４．７．２０～

掲載

おとな日和 （２０１２年７月１０日発行号）

Ｈ２４．７．１０～

３３ 舟塚古墳出土埴輪（朝顔・普通円筒・人物）

展示

小美玉市玉里史料館 常設パネル展示

Ｈ２４．７．１２
～Ｈ２５．３．３１

３４ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画

掲載

「教育茨城」第１０３号

Ｈ２４．８．１～

放映

ＮＨＫ 「ＢＳ歴史館」 第４４回
大塩平八郎の乱

Ｈ２４．７．１２，
１３，１６

展示

黎明館 企画特別展「徳川将軍家と島津家
－名宝と海に生きる薩摩－」

３７ 「内科秘録」 内 「本間玄調肖像画」

掲載

茨城新聞 連載「輝く茨城の先人たち」

Ｈ２４．７下旬～

３８ 林十江筆 「木の葉天狗図」「花魁・遣手婆図」

掲載

月刊「一枚の繪」 ２０１２年９月号

Ｈ２４．８．２１～

３９ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画

放映

ＣＳ時代劇専門チャンネル
～時代劇おもしろ雑学～ 虎之巻

Ｈ２４．８

４０ 徳川慶喜肖像写真

放映

テレビ東京 開運！なんでも鑑定団

展示

土浦市立博物館
記録された天変地異

展示

松戸市立博物館 企画展
東日本の古墳と渡来文化

他１点

１０ 徳川慶喜肖像写真
１１ 英一蝶「風俗画絵鑑」，清原雪信「弁財天図」

２２ 関沢家文書 地震覚書

他１点

他２件

２５ 徳川慶喜８女 浪子（上半身）写真

他１４点

３２ 徳川光圀・原南陽・武田耕雲斎肖像画，内科秘録

他１件

３５ 藤田東湖肖像画
３６ 請書，一橋屋敷絵図，書付，刀 銘 薩州住正清

４１ 土浦洪水記，壬寅歳暴風雨紀年写真帖第三版
４２ 三昧塚古墳出土 金銅製冠，金銅製耳飾１対

他１５点

他２点
他２点

H２４．６～
H２４．４．１
～H２５．３．３１
H２４．４．１～
H２４．４．１６～
H２４．９．１５～１１．７
H２４．４．１～

H２４．６．２１
２１：００～２１：５４
H２４．４．１４
H２４．９．１５～１１．４
H２４．５～
H２４．４．２３
H２４．５．１０～
H２４．７．１４～８．１９
H２４．６．１２～
H２４．６．４～

Ｈ２４．７．７～９．１７
Ｈ２４．１０．２７～１２．１６
Ｈ２４．７．３，７，１０，
１４，１７，２１，２４，２８，３１
Ｈ２６．４～
Ｈ２４．８．２９
１０：００～１０：４３

Ｈ２４．９．２９～１１．４

Ｈ２４．７．２４
２０：５４～２１：５３
Ｈ２４．７．２１～９．２
Ｈ２４．１０．６～１１．２５

放映

BS-TBS 「ＴＨＥ ナンバー２ 徳川慶喜編」

Ｈ２４．９．２７
２２：００～２２．５４

４４ 徳川光圀肖像画

放映

フジテレビ 「おじゃマップ」

Ｈ２４．７．２５
１９：００～２０：００

４５ 偕楽園関係古写真

展示

偕楽園開園１７０年記念事業
「徳川斉昭と偕楽園」展 （パネル展示）

４６ 人形送りに使うわら人形（稲敷市，行方市，潮来市）

展示

鹿嶋市どきどきセンター

４７ 高等小学読本 巻一

展示

偕楽園開園１７０年記念事業
「偕楽園１７０年のあゆみ」展 （パネル展示）

Ｈ２４．８．１～１４

４８ 徳川慶喜肖像写真

掲載

２０１２年度版
「社会５年 デイリーサピックス ５４０－３７」

Ｈ２５．１～

４９ 徳川慶喜肖像写真

掲載

図説 戊辰戦争

５０ 徳川慶喜肖像写真

掲載

月刊 「歴史人」 ２０１２年９月号

５１ 図書 山村暮鳥 「詩集 雲」 大正１３年版

掲載

「雲」 第１７号

５２ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

放映

ＢＳ-ＴＢＳ 謎解き！江戸のススメ

５３ 有徳院様暦数御尋之御筆 （部分）

掲載

月刊 「歴史読本」 ２０１２年１０月号

Ｈ２４．８．２４～

５４ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

ＹＡＮＡＳＥ ＬＩＦＥ plaisir
（ヤナセライフ・プレジール） ９＋１０号

Ｈ２４．８．２５～

掲載

静岡県立中央図書館
歴史文化情報センター内及びネット公開

掲載

下総結城氏
（シリーズ：関東武士の研究 第１０巻）

Ｈ２４．９中旬～

５７ 徳川慶喜肖像写真

掲載

歴史人 別冊 「幕末維新の真実」

Ｈ２４．９．２４～

５８ 市川其融 「四季草花鳥獣図押絵貼屏風」 （部分）

掲載

２０１４年 カレンダー 「江戸花鳥画集」

５９ 烏山貝塚出土 深鉢形土器

展示

上高津貝塚ふるさと歴史の広場
花室川の縄文時代－霞ヶ浦に注ぐ小さな川の遺跡と環境－

６０ 徳川慶喜肖像写真

掲載

彩色事典 将軍と江戸の武士

徳川光圀肖像画，朱舜水肖像画，錦絵 桜田門外の変，
６１
大日本史，那珂湊空中写真
他１０点

放映

ＢＳ朝日 歴史発見 城下町へ行こう！

６２ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画

掲載

NHKカルチャーラジオ 漢詩をよむ
日本の漢詩 （幕末～昭和）

H２４．９．２５～

６３ 徳川慶喜肖像写真（衣冠束帯姿）

掲載

トランヴェール １０月号

H２４．１０．１～

６４ 水戸黄門斉昭卿日光御道之記

展示

羽生市立郷土資料館 平成２４年度 企画展
「郷土羽生～資料から見る歴史と文化～」 パネル展示

６５ 新編鎌倉志，花押藪，大日本史

放映

ＮＨＫ大阪放送局
歴史秘話ヒストリア ～徳川光圀～ （仮）

６６ 常陸国風土記（菅政友本），古今類聚常陸国誌

掲載

「常陽藝文」 １０月号 及び １１月号

H２４．１０．１～
H２４．１１．１～

６７ 朱舜水肖像画 立原杏所筆

放映

テレビ朝日
クイズプレゼンバラエティーQさま！！

H２４．９．３
２０：００～２０：５４

６８ 小野天神前遺跡出土 人面付壺形土器

掲載

Religious Imagery of Middle Yayoi Settlements

６９ 徳川慶喜肖像写真（衣冠束帯姿，フランス軍装姿 他２点）

掲載

究極の中学校社会科 －歴史編－

H２４．１１．３０～

７０ 藤田東湖肖像画

放映

ＤＶＤ 陽だまりの樹 （特典映像）

Ｈ２４．１０．２６～

７１ 徳川慶喜肖像写真

放映

ＣＳ時代劇専門チャンネル
～時代劇おもしろ雑学～ 虎之巻

Ｈ２４．１０．２７
１２：４０～１２：５０

７２ 図書 山村暮鳥 「詩集 雲」 大正１３年版

掲載

読売新聞

Ｈ２４．９．１５

７３ 徳川慶喜肖像写真（馬上）

放映

白井市 市民講座 「小金牧とアラビア馬
～失われたナポレオン３世の馬たち～」

Ｈ２４．９．２７

７４ 義経記 （部分）

掲載

国語の学習 ３年

Ｈ２５．４．１～

７５ 図書 山村暮鳥 「詩集 雲」 大正１３年版

掲載

茨城新聞

Ｈ２４．９．１４，２０

７６ 徳川慶喜肖像写真

掲載

「歴史探訪」シリーズ 会津藩の真実 （仮題）

Ｈ２４．１０．２７～

７７ 徳川慶喜肖像写真（着座）

掲載

ふくろうの本シリーズ 「図説 大奥」

Ｈ２４．１０．２０～

展示

大洗町幕末と明治の博物館 「日本人初の幼稚園保姆
豊田芙雄 －幼児・女子教育に捧げた９７年の生涯－」

掲載

「常陽藝文」 ２０１３年２・３・４・５・７・８・９月号

８０ 大正元年度（１９１２） 新治郡役所表門新築外四廉図面

展示

土浦市立博物館第３４回企画展
亀城公園のひみつ－お城から公園へ－

８１ 図書 山村暮鳥 詩集「雲」 大正１３年版

掲載

山村暮鳥の仮製本
（全国の地方紙へ配信）

Ｈ２４．９．１４～

８２ 徳川光圀肖像画，「大日本史」版本，旧水海道小学校本館

掲載

あなたの知らない茨城県の歴史

Ｈ２４．１１．７～

８３ 「大日本史」編纂風景の図

放映

テレビ東京 開運！なんでも鑑定団

８４ 徳川慶喜肖像写真 ４点，紺屋町慶喜邸

放映

ケーブルテレビ局・航空会社機内上映 歴史秘話ヒストリア
俺がやらなきゃ誰がやる ～勝海舟 第２の人生の使い方～

Ｈ２５．１～

８５ 新編鎌倉志，大日本史，徳川慶喜肖像写真２点，紺屋町慶喜邸

掲載

ジュニア版 歴史秘話ヒストリア （仮名）
第３巻・第５巻 （全５巻中）

Ｈ２５．３～

８６ 小野天神前遺跡出土 人面付土器

掲載

大場小学校閉校記念誌

４３ 大政奉還上意書，徳川慶喜肖像写真２４点，西草深邸写真

他１点

５５ 今川氏真書状
５６

村井章介著「『新法度』にみる戦国期結城領の構造」
（「茨城県史研究」４３号 １９７９年 より）

７８ 徳川斉昭書状豊田天功宛

他１４９点

７９ 常陸国風土記（菅政友本） （各部分）

他１点

Ｈ２４．７．１８～８．６
Ｈ２４．７～８

Ｈ２４．１０．２０～
Ｈ２４．８．１２～
Ｈ２４．９．１～
Ｈ２４．８．２０
２２：００～２２：５４

－

Ｈ２５．５～
H２４．９．１５～１１．２５
H２４．９下旬～
H２４．８．２９
２２：００～２２：５５

H２４．９．３０～１０．２８
H２４．１０．３
２２：００～２２：４３

H２５．４．１０～

Ｈ２４．１０．２０～１２．１１
Ｈ２５．各月１日～
Ｈ２４．１１．３～１２．１６

Ｈ２４．１０．９
２０：５４～２１：５３

Ｈ２５．３．２４～

放映

電子書籍
週刊 歴史のミステリー ２８号

Ｈ２４．１１．２７～

掲載

CARTA ２０１２年 冬号

Ｈ２４．１１．１６～

８９ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

掲載

新島八重 （仮題）

Ｈ２４．１２．１１～

９０ 武田耕雲斎肖像画

掲載

カラー写真で見る幕末動乱 （仮）

Ｈ２４．１１．２０～

９１ 徳川慶喜肖像写真

放映

電子書籍 「幕末 英傑風雲録」
滋賀の歴史作家 羽生道英 著

Ｈ２４．１２中旬～

９２ 「赤羽刀」資料一覧

掲載

赤羽刀
～戦争で忘れ去られた五千余の刀たち～

Ｈ２４．１１中旬～

９３ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

放映

ＢＳ－ＴＢＳ 謎解き！江戸のススメ

Ｈ２４．１１．５
２２：００～２２：５４

９４ 徳川慶喜肖像写真（着座）

掲載

産経新聞 朝刊
（小説 「紅と白 高杉晋作伝」 第３０回）

９５ 大助人形

掲載

悠久 第１２９号 「特集 神仏と災害Ⅰ」内
「近世の世界観と神仏 北原糸子氏執筆」

Ｈ２４．１１下旬～

９６ 徳川慶喜肖像写真（着座・背面に刀）

放映

京阪沿線おでかけ情報サイト
おけいはん．ねっと

Ｈ２４．１１．１２～

９７ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

日本史５００人

Ｈ２４．１２．２５～

展示

野田市郷土博物館 読んでみました
野田の古文書 （仮称） パネル展示

Ｈ２４．１２．２２
～Ｈ２５．３．２５

掲載

月刊 「歴史読本」 ２０１３年１月号

Ｈ２４．１１．２４～

掲載

シリーズ藩物語 「水戸藩」

Ｈ２４．１１．１５～

掲載

別冊 太陽 大名庭園

１０２ カワビタリ餅（複製）

掲載

「怪」３７号

Ｈ２４．１１．３０～

１０３ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

掲載

お八重 －会津鶴ヶ城・女の戦い－

Ｈ２４．１２．３１～

１０４ 徳川慶喜肖像写真

放映

週刊 歴史のミステリー ３６号
（電子書籍）

Ｈ２５．１．２９～

１０５ 立原杏所筆「牡丹図」

掲載

「國華」１４０９号

Ｈ２５．３．２０～

１０６ 徳川慶喜肖像写真（衣冠束帯姿）

放映

ＢＳ-ＴＢＳ 「ライバルたちの光芒」
第１１回 勝海舟 vs 小栗上野介

１０７ 染付七面焼窯場之図切立花生

掲載

別冊太陽 「大名庭園」

Ｈ２５．１下旬～

１０８ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画

放映

テレビ朝日
若大将のゆうゆう散歩 （水戸編）

Ｈ２４．１２．１７
９：５５～１０：３０

１０９ 雪村周継筆 「猿猴図」

展示

帆風美術館企画展 「筆墨のパワー」

Ｈ２５．４．２０～１０．２０

１１０ 徳川慶喜肖像写真（洋装軍服姿）

放映

ＤＶＤ 古地図で辿る江戸みち探訪噺

Ｈ２５．２．２２～

１１１ 徳川慶喜肖像写真

掲載

洋泉社ムック 「大奥の世界」 （仮称）

Ｈ２５．１中旬～

１１２ 徳川慶喜肖像写真

掲載

会津の桜 新島八重 （仮）

Ｈ２５．１．２１～

１１３ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

ＮＩＴＴＯＨ通信 ＮＯ.７６
（「新・歴史のさんぽ道」内）

Ｈ２５．３．１～

掲載

茨城放送 タイムテーブル
「茨城のラジオ あいびーえす」

Ｈ２５．１．１～

放映

金沢ケーブルテレビネット
北國総研のふるさと講座「前田家の女たち」
明治大学博物館・南山大学人類学博物館・名古屋市博物館

掲載

共同主催特別展 驚きの博物館コレクション－時を超え，世界
を駆ける好奇心－ （仮） 図録

１１７ 槍持ち武人埴輪，鉢巻きをする男子埴輪 玉里舟塚古墳

掲載

博物館資料の再生－真正性の再評価と文化資源化に
向けて－ （仮） シンポジウム記録本

１１８ 徳川慶喜肖像写真

掲載

歴史人 別冊 「新選組の真実」

１１９ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

入門 武士道

１２０ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

放映

テレビ朝日
若大将のゆうゆう散歩 （神保町編）

Ｈ２５．１．７
９：５５～１０：３０

１２１ 徳川慶喜肖像写真

放映

電子書籍 週刊 歴史のミステリー
４０号 及び ４２号

Ｈ２５．２．１９～
Ｈ２５．３．５～

１２２ 斑梨子地沢瀉菱唐草葵紋散蒔絵香盆

放映

ＮＨＫ 歴史秘話ヒストリア～大奥～ （仮）

Ｈ２５．２．６
２２：００～２２：４３

１２３ 徳川家・松平家関係 肖像写真等

掲載

カメラが撮らえた 最後の将軍と徳川一族

Ｈ２５．１．２９～

１２４ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

江戸のススメ

Ｈ２５．３下旬～

展示

上高津貝塚ふるさと歴史の広場
「古代のみち－常陸を通る東海道駅路－」

１２６ 徳川光圀肖像画・朱舜水肖像画 立原杏所筆

展示

特別史跡特別名勝指定６０年記念
小石川後楽園特別展 パネル展示

Ｈ２５．２．９～２４

１２７ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

放映

テレビ東京
所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ

Ｈ２５．１．１８
２１：００～２１：５４

１２８ 朱舜水肖像画 立原杏所筆

掲載

小島 毅 監修 ・ 早坂 俊廣 編
シリーズ「東アジア海域に漕ぎだす」２ 『文化都市 寧波』

Ｈ２５．２．２５～

１２９ 林十江 「木の葉天狗図」

掲載

江戸絵画の定説をくつがえす

Ｈ２５．３．２５～

掲載

江戸の教育力
～日本の近代化を支えた学びの力～

Ｈ２５．２．２１～

８７ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆，大日本史 版本
８８ 徳川慶喜肖像写真，徳川美賀子肖像写真

９８

他２点

船橋家文書
五ケ村伏越樋目論見ニ付同村ヨリ桐ケ作村迄絵図

他１件

９９ 徳川慶喜肖像写真，大政奉還上意書
１００

獅子牡丹彫金印籠付神農図象嵌根付，紫白緞威胴丸具足
他１５点

１０１ 黒筒楽茶碗，内科秘録，「偕楽園記」碑拓本

他３点

１１４ 真空管ラジオ
１１５ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆
１１６ 鉢巻きをする男子埴輪 玉里舟塚古墳，力士埴輪

１２５ 銅造 誕生釈迦仏立像 伝下君山出土

１３０ 藤田東湖肖像画

他１０点

他１点

（仮題）

Ｈ２４．１０．３１

Ｈ２５．１中旬～

Ｈ２４．１２．１２
２２：００～２３：００

Ｈ２５．１．５
１０：００～１０：４５
Ｈ２５．２．１～
Ｈ２５．３～
Ｈ２５．１．２６～
Ｈ２５．２．４～

Ｈ２５．３．１６～５．６

展示

かすみがうら市郷土資料館
季節展「かすみがうら市のひなまつり」

１３２ 立原杏所 松島御島秋晩図

掲載

別冊太陽 「円山応挙」

１３３ 徳川慶喜肖像写真

掲載

朝日ジュニア学習年鑑２０１３

１３４ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

掲載

「週刊 新発見！ 日本の歴史」 ７号
「江戸３００藩」

Ｈ２５．７．３０～

１３５ 徳川慶喜肖像写真

掲載

台東区歴史・文化テキスト 改訂版

Ｈ２５．３．２９～

１３６ 「弘道館記」碑拓本

掲載

私家版「『学軌』を読む」

Ｈ２５．５．２３～

１３７ 英一蝶 風俗画絵鑑 「水辺旅僧図」

掲載

京都民報

Ｈ２５．４．２１

１３８ 徳川家茂肖像画，徳川慶喜肖像写真

放映

ＮＨＫ 「八重の桜紀行」 第１４回・第１５回

Ｈ２５．４．７
Ｈ２５．４．１４

１３９ 徳川慶喜肖像写真

放映

UNIVERSITY OF MICHIGAN MUSEUM OF ART
in the galleries and on the web 「MANY VOICES」

Ｈ２５．４．１～

１４０ 水藩名士肖像図巻

放映

ドキュメンタリー映画
伊那谷の夜明け前－井月の時代

１４１ ひたちなか市 差渋遺跡出土貝輪 写真

掲載

横浜市歴史博物館 紀要 １７

１４２ 徳川慶喜肖像写真

掲載

小石川後楽園ゆかりの人物

１４３ 「内科秘録」第１４巻 本間玄調

掲載

フォトいばらき 春季号

Ｈ２５．３．３１～

１４４ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画・朱舜水肖像画

放映

テレビ朝日 あさナビ

Ｈ２５．２．１６
６：３０～８：００

掲載

洋泉社MOOK
『歴史REAL 女たちの「幕末・明治」』

Ｈ２５．３．８～

掲載

歴史人 ４月号

Ｈ２５．３．１２～

１４７ 寿字菊花散蒔絵印籠付菊枝形根付 写真

掲載

幸田町社寺文化財調査第１集 （考古２）
松平忠雄墓所発掘調査報告遺物編

Ｈ２５．３．３０～

１４８ 徳川慶喜肖像写真

掲載

あの人の声は、なぜ伝わるのか

Ｈ２５．３．１９～

１４９ 徳川慶喜肖像写真，大日本史編纂の様子 イラスト

放映

ＢＳ朝日 「歴史発見 城下町へ行こう！」
２時間スペシャル

Ｈ２５．２．２４
２１：００～２３：００

１５０ 染付七面焼窯場の図 切立花生け

展示

常磐神社 義烈館 テーマ展 斉昭公と七面製陶所
～水戸藩のアートディレクター斉昭公の茶と陶を考える～

Ｈ２５．３～５．２２

掲載

江戸時代後期の水戸藩儒
－その活動の点描－

Ｈ２５．１１．１～

掲載

歴史人 ２０１３年４月号

Ｈ２５．３．１２～

展示

栃木県立博物館 第１０５回企画展
昭和のおもかげ～暮らしのなかの風景～

１５４ 「西山遺聞」内 小野言員諫書

放映

関西テレビ
禁断の真実！！知らなきゃよかったＮＥＷＳ

１５５ 徳川慶喜肖像写真（禁裏御守衛総督時代）

展示

三重県立熊野古道センター 企画展 幕末の写真師
田本研造～土方歳三を撮った男 パネル展示

１５６ 徳川光圀肖像画

放映

電子書籍 「謎解き！江戸のススメ」

１５７ 常陸国風土記 （菅政友本，西野宣明本）

展示

常陽史料館 企画展「常陸国風土記」の世界
－衣食住と伝承から見た風土記－

１５８ 雛屏風，直衣雛（有職雛），小直衣雛（有職雛）

掲載

あしたば新聞

１５９ 三昧塚古墳出土 金銅製垂飾付耳飾・金銅製馬形飾付冠

掲載

関東・甲信越 古代遺跡ガイド

１６０ 立原杏所筆 松島御島秋晩図・佃島秋景図・行徳夕照図

放映

テレビ東京 開運！なんでも鑑定団

１６１ 石臼、セイロ、いちこ、升

展示

国営ひたち海浜公園
みはらしの里「旧土肥家住宅主屋」内

放映

ＢＳ朝日 歴史発見 城下町へ行こう！
駿府の城下町編

１３１ 雛人形 ２点

１４５

他１点

徳川慶喜 ８女（國子）・９女（経子）・１０女（糸子）肖像写真
他２点

１４６ 徳川慶喜肖像写真

１５１

小宮山風軒の筑波紀行（「茨城県史料 幕末編Ⅲ」付録３２より）
他１件

１５２ 徳川慶喜肖像写真
１５３ 洗濯機，郵便ポスト，有線電話機，電気釜

１６２ 徳川慶喜肖像写真，慶喜夫人肖像写真

他１７点

他１０点

Ｈ２５．２．２５～３．２０
Ｈ２５．２．２８～
Ｈ２５．３～

Ｈ２６．９．２０～
Ｈ２５．３～
Ｈ２５．３．１～

Ｈ２５．４．２７～６．１６
Ｈ２５．３．２６
２２：００～
Ｈ２５．３．１６～５．１９
Ｈ２５．３下旬～
Ｈ２５．４．２～５．１９
Ｈ２５．４．１～
Ｈ２５．６中旬～
Ｈ２５．４．２
２０：５４～２１：５３
H２５．４．１
～H２６．３．３１
Ｈ２５．４．１０
２２：００～２３：００

