
平成２９年度　当館収蔵資料利用状況一覧表

1 徳川慶喜肖像写真 出版
東京書籍

高等学校教科書『日本史A』

2 [水戸]　御家中御屋敷帳 出版
水戸史学会

『水戸史學』86号

3 弥生土器 展示 茨城県埋蔵文化財センター

4 松下吹笛図（林十江筆） 出版
河出書房新社

『江戸の美術大図鑑』

5
追鳥狩図屏風，徳川慶喜肖像写真，貞芳院肖像写真，会沢正志斎肖像画，

水藩名士肖像図巻から6点
出版

随想舎

『常野記～水戸藩領武茂郷と下野国黒羽藩の幕末・維新』

6 徳川慶喜肖像写真２点，水戸城三階櫓 放映
BS-TBS

『にっぽん!歴史鑑定』＃106～水戸天狗党の乱～

7 藤田東湖肖像写真（水藩名士肖像図巻より） 出版
『読売新聞』高知面

連載「走る幕末土佐（第29回）」』及びFB

8 徳川慶喜肖像写真 出版
別冊宝島

『日本史再検証　名家の「その後」』

9 徳川慶喜肖像写真 放映
テレビ山口

『おもしろ幕末維新～もしも龍馬・西郷・高杉が生きていたら!？～』

10 織田信長朱印状 放映
BS日テレ

『片岡愛之助の解明!歴史捜査～武田氏滅亡』

11 徳川慶喜肖像写真 出版 『読売新聞』朝刊文化面

12 藤田東湖肖像写真（水藩名士肖像図巻より） 出版 読むクリアファイル『西郷隆盛年譜』

13 徳川光圀像（立原杏所筆） 出版
公益財団法人日本会

機関誌『総調和』のうち「県知事が語るふるさとお国自慢」

14
天狗党浪士寄書，「成破の盟約」（複製），野州筑波山一揆実録他　計5

点
放映

BS日テレ

『片岡愛之助の解明！歴史捜査～天狗党の乱～』

15 武田耕雲斎所用甲冑　「緋色緘二枚胴具足」 放映
BS日テレ

『片岡愛之助の解明！歴史捜査～天狗党の乱～』

16 徳川慶喜肖像写真（フランス風軍装） 出版 『ビジュアル江戸三百藩』第92号

17 下野国塩谷郡上高根沢村宇津権右衛門屋敷之図 出版
東京堂出版

『商売は地域とともに　－神田・百年企業の足跡－』

18 ナウマンゾウ臼歯 展示
神栖市歴史民俗資料館

第42回企画展「氷河時代の動物たち－茨城にナウマンゾウがいたころ－」

19 徳川慶喜肖像写真 出版 『西郷隆盛』（「ミネルヴァ日本評伝選」のうちの一冊）

20 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK総合

『歴史秘話ヒストリア　和宮と篤姫（仮）』

21 総毛引紅糸威具足（伝　徳川家康所用） 展示 「徳川家康と天海大僧正-家康の神格化と天海-」（仮称）

22 富士山図　（狩野安信筆） 展示
富士山世界遺産センター

４階常設展示ゾーンⅢ「美しき山」のうち「描かれた富士山」

23 徳川慶喜肖像写真 出版 『ビジュアル江戸三百藩』第93号

24 会沢正志斎肖像画 出版 茨城新聞「会沢正志斎の晩年と水戸藩」（井坂清信著）紹介記事

25 脇指　銘　（表）水府住市毛徳鄰謹鍛之（裏）文政十二年二月日 展示
國學院大学博物館

企画展『モノの力・ヒトの力－人間から工芸へ工芸から人間へ』

26 昭徳院様（家茂）束帯像写真 展示 「没後150年　坂本龍馬」展　鑑賞ガイド

27 （写真）［豊田芙雄（和装）三十五歳ころ］ 出版 道徳副読本『小学校道徳 郷土資料集5・6年 茨城県版』（仮称）

28 富士山図　（狩野安信筆） 出版
『Multidisciplinary Studies of Environment and Civilization:Japanese Perspectives』

Chapter7

29 金銅製馬形飾付冠　（三昧塚古墳出土） 出版
新泉社

シリーズ「遺跡を学ぶ」第119巻『綿貫観音山古墳』

30 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図，写真撮影中の徳川慶喜他　計4点 放映 TBS系番組『東大王』

31 徳川慶喜肖像写真　計2点 出版
三の丸地区広報誌

『ふれあい三の丸 かわら版』

32 常陸国牛久御陣屋大絵図 展示
放送大学茨城学習センター開設20周年記念展示

「江戸時代の城下町と陣屋町」

33 徳川慶喜肖像写真 出版
別冊宝島

『図解　世界とのつながりで見る日本史』

34 佐藤中陵肖像画　(水藩名士肖像図巻より) 出版 書籍『長崎偉人伝　人々の蘭学の光を与えたオランダ通詞　吉雄耕牛』

35 徳川斉昭公肖像画写真 上映 第5回戸沢サミットin小美玉

36 松下吹笛図（林十江筆），木の葉天狗図（林十江筆）他2点　計4点 出版

講談社

『作家別　あの名画に会える美術館ガイド

江戸絵画篇』

37 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK総合

『歴史秘話ヒストリア　戦国一華麗な敗者復活戦　～今川氏真～（仮）』

38 会沢正志斎肖像画 出版
帝国書院

『図説　日本史通覧』（高等学校日本史資料集）

39 徳川慶喜肖像写真 放映
ＢＳ－ＴＢＳ

「にっぽん！歴史鑑定」 ♯119 ～江戸のグルメ～



40 昇龍図　（林　十江筆） 展示 開館20周年記念「龍を描く―天地の気」

41 板敷山御堂壮観之図 出版
自照社出版

『親鸞聖人と山伏弁円と板敷山』

42 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK総合

『歴史秘話ヒストリア　そうだ，龍馬に会いに行こう（仮）』

43 徳川慶喜肖像写真 展示
取手市埋蔵文化財センター

企画展「村のお殿様－取手を治めた旗本たち－」

44
（歎願書）〔東征中止せられん事〕

（歎願書）〔松平容保公への処分ニ付〕
展示

若松城天守閣郷土博物館

企画展「戊辰前夜」（戊辰戦争150年プレ展）

45 冠 伝徳川慶喜所用，書「至誠」(徳川家茂筆)他計11点 展示
桑名市博物館

特別企画展「幕末維新と桑名藩－一会桑の軌跡－」

46 常陸国牛久御陣屋大絵図 展示
放送大学茨城学習センター開設20周年記念

展示「江戸時代の城下町と陣屋町」

47 徳川慶喜肖像写真 出版
朝日新聞出版

書籍『秋の京都2017』

48 静岡猫ハン，徳川慶喜肖像写真計2点 放映 舞台作品「もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ　歴タメLIVE」

49 関沢家文書3点，石川（治）家文書3点，立原文書3点　計46点 出版 書籍『續續長久保赤水書簡集』

50 藤田東湖肖像画（水藩肖像図巻より） 展示
宮崎市安井息軒記念館

冬企画展「安井息軒と西郷隆盛」

51 徳川慶喜肖像写真 展示
和歌山市立博物館

平成29年度秋季特別展　「幕末の紀州藩」

52 広畑貝塚出土製塩土器片25点，広畑貝塚出土精製土器片2点他　計29点 展示
大阪府立弥生文化博物館

平成29年度秋季特別展「海に生きた人びと－漁樓・塩づくり・交流の考古学－」

53 徳川光圀像（立原杏所筆） 展示
小石川後楽園イベント

「江戸と水戸ウィーク」

54 白黒テレビ，ちゃぶ台（大）他　計5点 放映
NHK総合

茨城スペシャル『総集編　あのころのひよっこたち』

55 北辺巵言 出版 『松浦武四郎研究会会誌　第74号』

56 那珂暴動の錦絵 出版
廣済堂出版ムック本

『明治維新を成し遂げた　西郷隆盛の真実』（仮）

57 徳川慶喜肖像写真 放映

BS日テレ

『片岡愛之助の解明！歴史捜査～幕末争乱シリーズ　生麦事件の真実を追え！～』

（仮）

58 徳川慶喜肖像写真 出版

小学館

書籍『日本写真史』（飯沢耕太郎著　全3巻）「第1巻　渡来と定着　1840～1890年

代」

59 徳川慶喜肖像写真 出版
小学館

『西郷どん　まち歩き』（仮）

60 徳川慶喜肖像写真3点，徳川家茂肖像画写真（箱書き含む）2点 展示
大阪城天守閣

特別展「幕末大阪城と徳川将軍」

61 魚骨・サメ類（於下貝塚出土），訂正古訓古事記　上 展示
ミュージアムパーク茨城県自然博物館

第70回企画展「サメ展－ミュージアムパーク・コレクション－」

62 三村山極楽寺出土瓦（正和三年名平瓦，剣頭文軒平瓦） 展示
小田城跡歴史ひろば

巡回企画展「生誕800周年記念　鎌倉時代の高僧忍性と三村山極楽寺」

63 徳川慶喜肖像写真，徳川家茂肖像画写真 展示
ミライザ大阪城展示室

常設展示パネル

64 書簡〔二男之儀よろしく仕度候ことの書状〕 展示
かすみがうら市歴史博物館

特別展　伊東甲子太郎没後150年記念　「伊東甲子太郎と幕末の同志」

65 水戸城三階櫓，大日本史，大日本史編纂風景の図 放映
ＢＳ－ＴＢＳ

「にっぽん！歴史鑑定」 ♯129 ～水戸黄門の真実～

66 徳川慶喜肖像写真 出版

京阪電車

情報紙『KPRESS　2017年10月号』連載「京都ツウ」

webサイト『沿線おでかけ情報（おけいはん．ねっと）』

67  (写真)［豊田芙雄，ローマでの個人写真］ 出版 『茨城女子短期大学50年誌』

68  (写真)［豊田芙雄，ローマでの個人写真］ 出版 『茨城新聞』企画紙面

69 鋳造十一面千手観音菩薩像（茨城県指定文化財） 出版
城里町広報誌

『広報しろさと　10月号』の「城里町の文化財さんぽ29」

70 常陸三家譜〔江戸氏一〕 出版 月刊誌『常陽藝文』2017年10月号

71 （大政奉還上意書） 出版 『京都新聞朝刊』2017年10月2日

72 徳川慶喜肖像写真 出版 書籍『NHK歴史秘話ヒストリア』第2巻「歴史をつくった女性編（仮）」

73 徳川慶喜肖像写真 展示
元離宮二条城

「築城400年記念展示・収蔵館」エントランスホールパネル展示

74 徳川慶喜肖像写真 出版
大阪城天守閣

イベント「幕末150年フェスティバル」チラシ

75 徳川慶喜肖像写真13点，紺屋町邸宅写真5点他31点 放映
NHK　ＢＳプレミアム

「偉人達の健康診断」

76 懐中手控〔会津出兵〕，華士族卒家禄之内渡方帳 展示
かすみがうら市歴史博物館

特別展　伊東甲子太郎没後150年記念　「伊東甲子太郎と幕末の同志」

77 角赤手箱，貞照の刀 展示 かすみがうら市指定文化財一斉公開



78 千葉邦胤印判状 展示
千葉市立郷土博物館

特別展「戦国時代の千葉氏－古文書が語る争乱－」

79
徳川慶喜肖像写真4点，（大政奉還上意書），（朝廷より将軍職辞職聞食

す旨御書付）
出版

別冊歴史人

「徳川15代将軍最強ランキング」

80 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版
NHK出版

『本当の西郷隆盛』（仮）

81 十五年来眼目集 出版
笠間公民館

笠間藩校創設200周年記念特別展「時習館-若き武士の学び舎-」

82 徳川慶喜肖像写真3点，安倍川鉄橋上リ列車進行中之図1点 出版
静岡市役所「元気いきいき！シニアサポーター事業　地場産品カタログ（平成29年

版）」

83 水戸領図 出版 広報誌『広報 常陸大宮 １１月号』内「常陸大宮市史編さんだよりvol.15」

84 静岡猫ハン1点，徳川慶喜肖像写真3点 放映
NHK　ＢＳプレミアム

「偉人達の健康診断」

85 人面付土器（海後遺跡出土），人面付土器（小野天神前遺跡出土） 展示
兵庫陶芸美術館

特別展「弥生の美－土器に宿る造形と意匠－」

86 錦絵「茨城縣暴働記聞」 出版 ユーキャン通信教育講座『大人の学び直し　日本史講座』第5回テキスト

87 会沢正志斎肖像画 出版
KADOKAWA

『国民国家と戦争』（加藤聖文）

88 徳川慶喜肖像写真 出版 書籍『坂本龍馬大鑑～没後150年目の真実～』

89 マイワイ（宝船），マイワイ（鶴亀・宝珠） 展示
茨城県陶芸美術館

企画展「いばらき工芸大全Ⅲ　染識の巻」

90
藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より），徳川慶喜肖像写真，安倍川鉄

橋上リ列車進行中之図
出版 書籍『図解　幕末維新１００人』（仮）

91 慈恵棄児関係書綴 展示 「近代　茨盲のあゆみ」

92 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 展示 巡回展「NHK大河ドラマ”西郷どん”展」

93
弘道館記述義，大政奉還上意書，誠（徳川慶喜筆），徳川慶喜肖像写真

（馬上）
展示 2018年ＮＨＫ大河ドラマ特別展｢西郷どん｣

94 黒沢登幾関係史料3点，有職雛（直衣雛）と雛道具1点 展示 「明治維新150年記念　時代に輝いた女性たち-信念は情熱へと-」

95 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 展示 「子規の文学遺産と明治の歴史舞を静岡県と袋井市に見る。」事業

96 野村維章肖像写真 展示 企画展「其の後の海援隊士たち－龍馬スピリットの行方」

97 徳川慶喜肖像写真 出版 洋泉社歴史新書『殿様は「明治」をどう生きたのかⅡ』（河合 敦）

98 欠伸布袋・紅白梅図（雪村筆） 出版 小学館ウィークリーブック『ニッポンの国宝１００』１８号

99 小野員言諌草 出版
BS-TBS

『高島礼子・日本の古都～その絶景に歴史あり歴史ミステリー　水戸黄門の謎』

100 徳川慶喜肖像写真 出版
講談社現代新書

『王政復古（仮）』（久住 真也）

101 徳川慶喜肖像写真 放映
ＮＨＫ総合

「維新達の傑物たち」及びＮＨＫホームページ

102 徳川慶喜肖像写真 出版 書籍『朝日ジュニア学習年鑑2018年度版』

103 徳川慶喜肖像写真 出版 書籍『レンズが撮らえた幕末維新の日本』（仮）

104 （大政奉還上意書） 放映
BSフジ

「大江戸へぇ～辞典Ⅱ　ラスト・坂本龍馬」（仮）

105 徳川慶喜肖像写真，徳川幹子肖像写真，徳川宗敬家族写真 放映
ＢＳ－ＴＢＳ

「にっぽん！歴史鑑定」 ♯143 ～華族の栄光と没落～

106 徳川慶喜肖像写真 出版

『学習塾サピックス小学部社会科教材

　２０１８年度版デイリーサピックス及びサマーサピックス』『学習塾サピックス小

学部社会科教材

107 常陸国風土記 放映
NHKBSプレミアム

「新日本風土記　筑波」

108 徳川慶喜肖像写真，藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 放映
ＢＳ－ＴＢＳ

「にっぽん！歴史鑑定」 ♯142 ～西郷隆盛～

109
花火秘書，花火調合帳，花火御願，花火興行願，（ノート）［火術玉目分

量秘傳帳］
展示

土浦市立博物館

開館30周年記念特別展｢花火と土浦Ⅱ－祈る心・競う技｣

110 徳川慶喜肖像写真5点，他9点 出版
『静岡市美術館シンポジウム「徳川慶喜の油彩画を読む－幕府開成所と近代洋画」報

告書』

111
木の葉天狗図，松下吹笛図，遊歴図巻，

蘆雁図，那珂湊口晩望図
展示

千葉市美術館

企画展「百花繚乱列島－江戸諸国絵師めぐり－」

112 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK特集

「明治維新１５０年　鳥羽伏見の戦い」（仮）

113 徳川慶喜肖像写真３点 放映
NHK総合

「英雄たちの選択 正月SP決定版！幕末ヒーロー薩摩藩のすべて」（仮）

114 徳川慶喜肖像写真 出版 『NHK趣味どきっ！幕末維新メシ』番組テキスト

115 茨城県女子師範学校卒業アルバム（高根家文書674) 出版 月刊誌『常陽藝文』2018年1月号

116 徳川慶喜肖像写真 放映

テレビ朝日

「ビートたけしのTVタックル　たけし＆爆笑問題がメッタ斬り！２０１７をザワつか

せた人々」

117 徳川慶喜肖像写真２点 出版 ムック本『歴史REAL１月号　敗者の明治維新』（仮）

118 『常総戦蹟』（K２１０．４-６) 出版 書籍　『ふるさと探訪』

119 三昧塚古墳出土　四神四獣鏡 出版 書籍『同型鏡と倭の五王の時代』（仮）　（辻田淳一郎）



120 徳川慶喜肖像写真 放映 鹿児島市明治維新１５０年カウントダウン事業　『明治維新』

121 徳川慶喜肖像写真，藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 放映 埼玉県企画短編映画 『明治１５０年　埼玉の明治維新』

122
阿倍川鉄橋上リ列車進行中之図，河畔風景， 靖國神社大村益次郎銅像，靖

國神社境内の池
放映

テレビ朝日

「クイズプレゼンバラエティーQさま！！」

123 諸職調査関係写真 展示
土浦市立博物館

開館30周年記念特別展｢花火と土浦Ⅱ－祈る心・競う技｣

124 水戸常盤公園全景(武弓四郎家資料166) 出版
思文閣出版

『大名庭園の近代』

125 蜻蛉図（林十江筆） 出版
日本経済新聞文化面

「諸国の奇才絵師　十選」（美術史家　安村敏信氏執筆）記事

126 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK  Eテレ

『知恵泉　先人たちの底力』

127 徳川慶喜肖像写真 放映

BS日テレ

『片岡愛之助の解明！歴史捜査　～明治維新150年！西郷隆盛とは何者だったのか？西

郷を作り上げた前半生の謎を追え！～』（仮）

128 徳川慶喜肖像写真他6点 出版 書籍 『系譜は語る』（志田俊郎）

129 「利根川図志」 展示
鹿嶋市

企画展「東国三社参り」

130 静岡猫ハン，徳川慶喜肖像写真 放映 DVD『歴タメLIVE　第二弾』

131 徳川慶喜肖像写真 展示
亀岡市文化資料館

第63回企画展「山陰道鎮撫隊－丹波の郷士と幕末維新－」

132 徳川慶喜肖像写真 出版
山川出版社

DVD-ROM『山川　デジタル指導書』（指導者用教材）

133 徳川光圀肖像画（立原杏所筆） 出版 株式会社ユーキャン特別MOOK『ライバルの日本史（仮）』

134 （上京にあたり発桜女学校生徒へ与える辞）(高橋清賀子家フ376)他2点 出版 『茨城女子短期大学研究紀要第４５集』

135 徳川慶喜肖像写真 出版
朝日新聞出版

小学生向けの学習教材『学習ポスターブック　改訂版』（仮）

136 土木部写真帳（五）(行政資料E１８－４７) 出版 『会報　郷土ひたち』第５８号

137 徳川慶喜葬儀写真アルバムより 出版 書籍『１８６８－明治が始まった年への旅』（加来耕三）

138 静岡猫ハン 出版
朝日新聞出版

『歴史漫画タイムワープシリーズ　明治時代へタイムワープ』（仮）

139 徳川慶喜肖像写真 出版
NHK Eテレ

「趣味どきっ！～幕末維新メシ～」のうち，第１回「西郷隆盛～とんこつ～」

140 徳川慶喜肖像写真 出版 教材『台東区歴史・文化テキスト　第三版』

141 伝舟塚古墳出土四獣鏡，三昧塚古墳出土四神四獣鏡 出版 『科学研究費補助金の研究成果報告書　後期倭鏡の研究』(加藤一郎)

142 徳川慶喜肖像写真 放映
テレビ東京

「開運！なんでも鑑定団」

143 徳川慶喜肖像写真他152点 出版
KADOKAWA

『古写真で見る幕末維新と徳川一族』（著者：永井博）

144 欠伸布袋・紅白梅図（雪村筆） 出版 墨の美学『日本の水墨画２　花鳥』

145 （書付）〔松平七郎麿一橋家相続之儀ニ付〕(一橋徳川家文書L1-931) 放映
NHK総合及びNHKBSプレミアム

「ＮＨＫ大河ドラマ　西郷どん紀行」

146 樋葵紋蒔絵細劔拵 出版
雄山閣

『日本刀が語る歴史と文化』（宮﨑 政久）

147 徳川慶喜肖像写真 出版 文部科学省検定教科書中学社会歴史　『ともに学ぶ人間の歴史』

148 徳川慶喜肖像写真2点 展示
高知県立坂本龍馬記念館

本館常設展示「幕末写真館」及び「幕末広場」展示パネル

149 次郎左衛門雛，有識雛 放映
テレビ東京

「開運！なんでも鑑定団」

150 大日本史 出版
茨城県

『輝く茨城の先人たち』

151 徳川光圀肖像画（立原杏所筆），春秋左氏伝(菊池欣弥関係史料3-1) 出版 『水戸市文化財保護・保存・活用基本計画（第２次）』

152
織田信長朱印状〔遠州高天神城ほか遠州内切取の件〕(下総結城水野家文書

206-1)
出版 雑誌『週刊　戦国王　92号』

153 豊臣忠重叙従五位下口宣案(下総結城水野家文書85) 展示
刈谷市歴史博物館

常設展示映像「戦国時代の水野氏」

154 黒漆塗日根野形張懸兜 出版 書籍『徳川家康・秀忠の甲冑と刀剣』（著者：本山一城）

155
徳川光圀肖像画（立原杏所筆），藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻よ

り）
出版

伊勢神宮崇敬会

 『伊勢神宮崇敬会叢書22　近世の神都と学問・思想』

156 徳川慶喜肖像写真 放映
ＮＨＫ総合

「維新の傑物たち」及びＮＨＫ福岡ホームページ

157 大日本史 放映
NHKBSプレミアム

『偉人たちの健康診断』

158 梅里先生の碑陰並銘，湊川墓碑並碑陰 出版 『書心』４月号

159 徳川慶喜肖像写真 展示 「国営昭和記念公園　春風盆栽展」展示パネル

160 徳川慶喜肖像写真 放映
BS-TBS

「にっぽん！歴史鑑定　＃１５１　島津斉彬」

161 「ちょっと昔のくらし」展示物資料他5点 出版
水戸市副読本

『みと』（小学校３・４年用）及び『水戸』（中学校用）改訂版



162
刀 銘　（一葉葵紋）薩州住正清　恭奉台命至于東武作之 旹享保六辛丑年

二月
出版

吉川弘文館

 『将軍と刀剣（仮）』（深井 雅海）

163 旧水海道小学校本館外観写真 出版
松本市立博物館

「重要文化財旧開智学校校舎研究報告書」

164 欠伸布袋・紅白梅図（雪村筆），渡唐天神図（雪村筆） 出版 墨の美学『日本の水墨画３　人物』

165 一橋御屋形并御持場絵図面(一橋徳川家文書H1-16-6) 出版 埋蔵文化財調査報告書 『一橋徳川家上屋敷跡』

166 藤田稔写真資料6点 出版
『常陸大宮市史研究第１号』「藤田稔写真資料仮目録-旧大宮町出身の民俗学者・藤田

稔の民俗研究（一）」（林圭史）

167 徳川慶喜肖像写真他７点 出版
東京クララ社

『おてんば姫　徳川慶喜孫娘の数奇な人生』（井手久美子）

168 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 展示
JR東海リニア･鉄道館

常設展示室展示パネル

169 徳川慶喜肖像写真 放映 『明治１５０年記念映像：VR編』～VRで見る明治維新～（仮）

170
刀 銘　（一葉葵紋）薩州住正清　恭奉台命至于東武作之 旹享保六辛丑年

二月　附黒蝋色塗鞘打刀拵
出版

吉川弘文館

 『将軍と刀剣（仮）』（深井 雅海）

171 徳川慶喜肖像写真，徳川家茂肖像画写真 展示 ミライザ大阪城展示室パネル展示

172 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 展示 2018年ＮＨＫ大河ドラマ特別展｢西郷どん｣

173 徳川慶喜肖像写真 放映 「旧奈良監獄ＰＶ」（仮）

174 関沢賢家資料11点 出版
常陸大宮市文書館

「常陸大宮市近世史料集（九）」

175 那珂市　戸立石遺跡出土　筒形土偶，龍ケ崎市羽原町出土　深鉢形土器 展示
東京国立博物館

特別展「縄文－１万年の美の鼓動」

176 徳川慶喜肖像写真 出版
東京書籍

文部科学省検定教科書『新選　日本史B』（高等学校地理歴史科）

177 徳川慶喜肖像写真 出版 観光客用浮月楼パンフレット

178 舟塚古墳出土　埴輪（朝顔），埴輪（普通円筒）2点 展示
小美玉市玉里史料館

常設展示品

179 七面焼染付窯場之図切立花入，七面焼染付山水図切立花入 展示 七面焼の紹介（パネル展示及び講話等説明資料）

180 徳川慶喜肖像写真 展示 「描かれた西郷どん　～アート，文学，サブカルから～」

181 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版 『２０１９年版　幕末維新３６５カレンダー（仮称）』　（木村幸比古）

182 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版 『２０１９年版　幕末手帳』　（木村幸比古）

183 蜻蛉図（林十江筆） 出版
新潮社

 『芸術新潮 ２０１８年５月号』

184 弘道館御用留(和11-20) 展示

茨城県水戸土木事務所

「徳川慶喜肖像画・下絵」特別公開及び企画展「徳川慶喜と弘道館～羽石光志筆肖像

画・下絵を中心に～」

185 茂木家住宅外観写真 出版
一般財団法人茨城県建設技術公社

パンフレット『平成３０年度業務案内』

186 茂木家住宅外観写真 出版
一般財団法人茨城県建設技術公社

パンフレット『公共建設工事の発注を支援します』


