
平成３０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
学研プラス

『歴史群像６月号（通巻１４９号）』記事「島津斉彬の生涯（仮）」

2 徳川慶喜肖像写真 出版
東京堂出版

『幕末・明治維新史年表』　（大石学　編）

3 徳川慶喜肖像写真 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」

4
和7‐94 桃源遺事，長谷川家文書7‐68‐2桃源遺事，7-65義公遺事，菅井

習家7‐60玄桐筆記
展示

かすみがうら市歴史博物館

企画展「大日本史と近世・近代教育－人材育成から殖産興業，富国強兵へ－」

5 新村信肖像写真 出版
小学館

サライ歴史ムック『誰も見たことがない江戸城（仮）』

6 下総結城水野家文書５点 放映
NHK総合

「歴史秘話ヒストリア　天下人に愛された戦国一のわんぱく小僧（仮）」

7 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 出版
朝日新聞出版

『今を知るための日本史（仮）』

8 金銅馬形飾付透彫冠（三昧塚古墳出土） 展示
行方市教育委員会

横断幕「～私たちの誇り、古（いにしえ）より伝わる行方の歴史文化遺産～」

9 三昧塚古墳出土品 出版
行方市教育委員会

パンフレット「夢色透明STORY」

10  (写真)［豊田芙雄，ローマでの個人写真］ 映像 『茨城女子短期大学案内』

11 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 放映
ＮＨＫ総合

「維新の傑物たち」及びＮＨＫ福岡ホームページ

12 徳川慶喜肖像写真 放映
BS-TBS

「にっぽん！歴史鑑定　西郷と龍馬～薩長同盟の真実」

13 花押藪七〔釈家，連歌師〕（井桁しげ家96），新編鎌倉志（和8‐1） 放映
TBS

「世界ふしぎ発見！徳川光圀編（仮）」

14
金銅馬形飾付透彫冠（三昧塚古墳出土）

鬼瓦（長者屋敷遺跡出土）
出版 『渡来文化古代東国史跡マップ』

15 朱舜水肖像画（立原杏所筆） 放映
テレビ東京

「朝の！さんぽ道」

16 徳川慶喜肖像写真他５点 展示
（仮称）静岡市歴史文化施設プレ展示

「静岡発　近代日本のはじまり」

17
金銅馬形飾付透彫冠，金銅垂飾付耳飾，鉄地金銅鏡板付轡（三昧塚古墳出

土）
放映 行方市『市報　なめかた　　６月号』

18 絹本著色十六羅漢像 出版
曹洞宗宗務庁

『禅の風　第４７号』

19
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

戎光祥出版

『織田信長文書を読む』（仮）

20 （松浦武四郎推挙の呈書稿(高橋清賀子家文書428-5) 展示
北海道博物館

巡回特別展「幕末維新を生きた旅の巨人　松浦武四郎」

21 旧水海道小学校本館 展示
常総市地域交流センター３階常設展示

 「常総の歴史」のうち「常総歴史絵巻」

22 富士山図　（狩野安信筆） 出版 書籍『権力の肖像　狩野派絵画と天下人』

23 徳川慶喜肖像写真 放映
テレビ東京

「開運！なんでも鑑定団」

24 富士山図　（狩野安信筆） 展示
静岡県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」

25 秋田泰盛奉書（鹿島神宮所蔵史料10-7) 展示
神奈川県立金沢文庫

特別展「安達一族 と鎌倉幕府－有力御家人が語るもうひとつの鎌倉時代史－」

26 木の葉天狗図（林十江筆），蜻蛉図（林十江筆） 展示
独立行政法人　国際交流基金展覧会

「日本美術に見る動物の姿」

27 舟塚古墳出土品写真 出版 『広報おみたま　お知らせ版　７月号』

28
徳川慶喜肖像写真，安倍川鉄橋上リ列車進行中之図，古写真　紺屋町邸２

点
出版 「浮月楼ホームページ」内「浮月楼について」

29
徳川光圀像（複製），（徳川吉宗御筆）〔有徳院様暦数御尋之御筆〕（一

橋徳川家文書L1-11-2）
展示

群馬県立歴史博物館

第９６回企画展　「すごいぞ！江戸の科学－時代を動かした地図・暦・和算の力－」

30 富士山図　（狩野安信筆） 展示
静岡県富士山世界遺産センター

特別展「富士山絵画の正統－19世紀狩野派の旗手　伊川院栄信と晴川院養信－」

31 徳川慶喜肖像写真 放映
NHKBSプレミアム

「英雄たちの選択 安政の大獄に死す！橋本佐内」（仮）

32 徳川慶喜肖像写真 放映
廣済堂出版

ムック本　『幕末維新の真実（仮）』

33 旧水海道小学校本館外観画像 出版
常総市立水海道小学校

「平成３０年度　通知票」

34 舟塚古墳出土武人埴輪 出版 『読売新聞　朝刊　茨城面』

35 徳川慶喜肖像写真 放映
テレビ東京

「開運！なんでも鑑定団」



36 徳川慶喜肖像写真 出版
山川出版社

『日本史リブレット人 　68 土方歳三と榎本武揚』（宮地正人）

37 追鳥狩図屏風，会沢正志斎肖像画 出版
茨城大学図書館

2018年度前期企画展「合戦、騒乱、そして軍隊－新収蔵の「地域資料」から－」

38 火消半纏 出版
公益財団法人常陽藝文センター

「藝文学苑　水戸教室　受講生募集」パンフレット（秋季講座）

39 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK　BSプレミアム

 『ザ・プロファイラー　＃４　近藤勇』

40 徳川慶喜肖像写真 放映
水戸市教育委員会

『水戸歴史アニメーション（仮題）』

41 総毛引紅糸威具足（伝　徳川家康所用） 出版
宮帯出版社

『徳川家康・秀忠の甲冑と刀剣』（本山一城）

42 三保神社鳥居前（徳川慶喜撮影写真） 展示
静岡市

三保神社一の鳥居看板

43 岡崎家文書516‐1 展示
品川区立品川歴史館

特別展「明治維新－そのとき品川は－」

44 徳川慶喜肖像写真他１０点 出版
洋泉社MOOK

『歴史REAL　徳川一族』（仮）

45 徳川慶喜肖像写真他７点 放映
TBS

 『噂の！東京マガジン』

46 徳川慶喜肖像写真 出版
明治図書出版

中学生教材『シュートク社会　のびる！　社会　実践編』

47 旧茂木家住宅正面写真，旧茂木家住宅内部広間等写真 出版
新荘地区地方広報紙

『住みよいまちづくり情報誌　ときめき新荘 vol.４６』

48 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK　BSプレミアム

 『ザ・プロファイラー　＃１　和宮』

49 徳川慶喜肖像写真，古写真 紺屋町邸 出版 『浮月楼　ブックレット』

50 古写真　紺屋町邸 出版 「浮月楼ホームページ」内「浮月楼について」

51 天竜川橋梁写真 出版 静岡県磐田市『広報いわた　８月号』

52 国用秘録四(関沢賢家2495‐4) 展示
かすみがうら市歴史博物館

第１４回特別展「日本漁業史の中の帆引き船－霞ヶ浦漁業からの殖産興業－」

53 刀　無名〔葵崩し紋〕　徳川斉昭作　他 展示
敦賀市立博物館

特別展　「幕末明治福井１５０年博～水戸天狗党敦賀に散る～」

54 文政７年大津浜上陸イギリス人之図　他 展示

大洗町幕末と明治の博物館

明治１５０年企画展「水戸と明治維新の先人たち　～光圀・斉昭・龍馬・西郷どん・そ

して明治維新～」

55 徳川慶喜肖像写真 出版 「フジテレビ２７時間テレビ　学ぶヒストリー劇場」

56 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） 展示
大阪城天守閣

特別展「幕末・維新の人とことば」

57 （一橋屋敷絵図）（一橋徳川家文書H1-16-1）他８点 出版
千代田区教育委員会

埋蔵文化財調査報告書 『一橋徳川家上屋敷跡』

58 徳川慶喜肖像写真 放映
BS-TBS

「にっぽん！歴史鑑定　江戸城無血開城～勝海舟の知略」

59 徳川慶喜肖像写真 放映
NHKBSプレミアム

「英雄たちの選択　松平春嶽 参勤交代」（仮）

60 常陸国風土記(和８－３)，大日本史 展示
茨城県総務部報道・広聴課

小学生向け県庁見学用映像　「夢のちから～未来へのテイクオフ～」

61 深鉢形土器(茨城県龍ケ崎市羽原町出土) 出版
龍ケ崎市

広報紙『りゅうほー　９月後半号』

62 徳川慶喜肖像写真 展示
鳥取市歴史博物館

特別展「明治維新１５０年記念　鳥取の明治維新」

63 徳信院（徳川直子）肖像写真，徳川幹子肖像写真 出版
株式会社文藝春秋

文春新書 『姫君たちの明治維新』（岩尾光代著）

64 総毛引紅糸威具足（伝　徳川家康所用） 展示
千葉県立中央博物館

企画展「房総ゆかりの甲冑」

65 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社光文書院

『社会科資料集６年』

66 常陸風土記  彰考館本（管政友写）(吉8-31-1) 出版
株式会社平凡社

『別冊太陽　風土記の世界』（仮）

67 大日本史(栗田家10-1) 出版
朝日新聞

「文化の扉　歴史編　水戸光圀」

68 徳川慶喜肖像写真 出版
山口県観光スポーツ文化部県史編さん室

『山口県史　通史編　幕末維新』

69 徳川慶喜肖像写真 放映
BS-TBS

「にっぽん！歴史鑑定　明治維新の黒幕・岩倉具視」

70 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版
朝日新聞

第２佐賀版「佐賀幕末維新のことば」

71 佐藤中陵肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版
水戸市

パンフレット『水戸藩の本草学者　佐藤中陵と薬草』

72 藤田稔写真資料1点 出版
東海村

『広報とうかい　９月２５日号』「ふるさと歴訪」（林圭史）



73 常陸国風土記(和８－３) 出版
元気いばらきっ子育成事業【歴史体験活動】

なんと！古代の高速道路？1300年前にGO!碁石ヶ浦から長者山遺跡』

74 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社ＰＨＰ研究所

『歴史街道』１１月号

75 文政７年大津浜上陸イギリス人之図，朱舜水肖像画（立原杏所筆） 展示
明治１５０年企画展　「水戸と明治維新の先人たち　～光圀・斉昭・龍馬・西郷どん・

そして明治維新～」

76 徳川慶喜肖像写真，安倍川鉄橋上リ列車進行中之図，河畔風景 放映
テレビ朝日

「クイズプレゼンバラエティーQさま！！」

77 徳川慶喜肖像写真，徳川家茂肖像画写真（箱書き含む） 展示
安城市歴史博物館

特別展　「幕府崩壊－幕末維新を生きた地方の証言者たち－」

78 （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) 映像
NHK VIDEO（＊BD）及びNHK　DVD

『ＮＨＫ大河ドラマ　西郷どん　完全版』第弐集

79 偕楽園記（碑拓本） 出版
一般社団法人水戸観光コンベンション協会

『水戸の城下町マップ』

80 土木部写真帳，国立公園候補地日本水郷写真，水害写真（昭和22年９月） 利用
茨城県土木部検査指導課

各種研修会資料

81 土木部写真帳，国立公園候補地日本水郷写真，水害写真（昭和22年９月） 利用
一般社団法人　茨城県建設技術公社

各種研修会資料

82 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 放映
フジテレビ

『超逆境クイズバトル！！ ９９人の壁』

83 緋色緘二枚胴具足(武田耕雲斎所用) 出版
株式会社ベストセラーズ

『歴史人　志士たちの最期』

84 大掾清幹書状(芹沢文書39，52) 出版 『中世後期の常陸大掾とその周辺（仮）』（中根正人）

85 角赤文庫，貞照の刀 展示
かすみがうら市教育委員会

平成30年度かすみがうら市指定文化財一斉公開

86 静岡猫ハン 展示

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団大佛次郎記念館

平成３０年度テーマ展Ⅲ「大佛次郎『天皇の世紀』１５５５回の軌跡－取材旅行から絶

筆まで」

87 徳川慶喜肖像写真 出版
NHK総合テレビ

「歴史秘話ヒストリア　鳥羽伏見の戦い」（仮）

88 古写真　大崩海岸，古写真　安部川鉄橋上リ列車進行中之図 展示
藤枝市郷土博物館・文学館

明治維新１５０年記念特別展「藤枝発！駿河の幕末維新展」

89 秋葉剛士家文書２１点 出版
吉田用水土地改良区

『吉田用水三百年史資料集』

90 石臼，せいろ，いちこ，升 展示
国土交通省　関東地方整備局　国営常陸海浜公園事務所

国営ひたち海浜公園みはらしの里　旧土肥家住宅主屋

91
徳川慶喜肖像写真１３点，徳川慶喜葬儀写真３点，静岡猫ハン１点，大政

奉還上意書
放映

NHKEテレ

『知恵泉　先人たちの底力』

92 徳川慶喜肖像写真 出版 『朝日ジュニア学習年鑑2019年度版』

93 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

　２０１９年度版デイリーサピックス及びサマーサピックス』

94 水戸紀年　六，七(長谷川家文書　長7-60-6，7) 出版 『水戸中納言・六代藩主　徳川治保の世直し　水戸藩と天明の飢饉』

95 雪村周継　布袋童子図，雪村周継　欠伸布袋・紅白梅図 展示
府中市美術館

展覧会「へそまがり日本美術　禅画からヘタウマまで」

96 雪村周継　布袋童子図，雪村周継　欠伸布袋・紅白梅図 出版
株式会社講談社

展覧会「へそまがり日本美術　禅画からヘタウマまで」

97 猿猴図（雪村筆），欠伸布袋・紅白梅図（雪村筆） 出版
公益財団法人常陽藝文センター

月刊誌　『常陽藝文』2019年1月号

98 銅造　釣燈籠，落葉の日記（相羽家文書1）他 展示
水戸市立博物館

特別展「水戸城遥かなり」

99
徳川光圀肖像画（立原杏所筆），徳川慶喜肖像写真，那珂湊口晩望図（立

原杏所筆）
出版

水戸市教育委員会

「水戸市歴史的風致維持向上計画（第２期）」

100 徳川慶喜肖像写真 映像
NHK VIDEO（＊BD）及びNHK　DVD

『ＮＨＫ大河ドラマ　西郷どん　完全版』第参集

101 戟（三昧塚古墳出土） 展示
高崎市教育委員会

特別展　「太子塚古墳を考える」

102 利根川霞ヶ浦等改修・請願関係書類（須田家文書1053）他6点 展示

かすみがうら市歴史博物館

企画展「筑波山地域ジオパークの自然災害」及びマンガ冊子『かすみがうら市の先人シ

リーズ』

103 税所久幹・同幹国着到状（山本家文書（税所文書）1-12） 展示
群馬県立歴史博物館

第９８回企画展　「大新田氏展」

104 徳川慶喜肖像写真 出版
戎光祥出版株式会社

『廃藩置県』（仮）（勝田政治著）

105 徳川慶喜肖像写真，静岡猫ハン 放映
NHK Eテレ

「趣味どきっ！　不思議な猫世界～ニッポン　猫と人の文化史～」（仮）

106 本間玄調肖像写真（内科秘録巻の一より），内科秘録 出版
一般社団法人茨城県建設業協会

会報『茨建協ニュース』

107 徳川光圀肖像画（立原杏所筆） 出版
多賀城市教育委員会

『重要文化財　多賀城碑』パンフレット（改訂）

108 大日本史 出版
株式会社自由社

文部科学書検定教科書　中学社会　『新版　新しい歴史教科書』



109 差渋遺跡出土貝輪 展示
ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

第１６回企画展「縄文人と装身具」

110 学校三八五十日記（（弘道館）学校日記） 放映
BS１１

「歴史科学捜査班」

111
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)
展示

刈谷市歴史博物館

企画展「初代刈谷藩主　水野勝成～『鬼日向』のいくさとまちづくり～」

112 聖徳太子絵伝 出版
国立民族学博物館友の会機関誌

『季刊　民俗学』167号

113 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
BS１１

 「歴史科学捜査班」

114 三昧塚古墳出土資料，舟塚古墳出土資料 出版
株式会社ワニブックス

『都心からいける古墳』（仮）

115 菊花図（立原春沙筆） 出版
株式会社新潮社

『芸術新潮』　２０１９年３月号

116 「ちょっと昔のくらし」展示物資料他5点 出版
水戸市総合教育研究所

副読本『みと』（小学校３・４年用）及び『水戸』（中学校用）の改訂版

117
網代黒漆地朱漆彩蒟醤盤（箱書き含む），網代黒漆地朱漆彩蒟醤煙草函

方盆付（箱書き含む）
出版

論文集　『移ろう形象と越境する芸術』（八坂書房発行）のうち論文　「福沢諭吉旧蔵

の硯箱に見られるメダイヨン文と異国趣味－玉楮象谷と藤川蘭斎の蒟醤をめぐって－」

118 小野天神前遺跡１６号土坑出土４号土器底部写真 出版
株式会社雄山閣

『別冊　季刊考古学』２９号

119 小野天神前遺跡第１６号土坑遺物出土状況写真 映像
常陸大宮市教育委員会

国指定史跡「泉坂下遺跡」紹介ビデオ

120 釈迦羅漢図 出版 雪村顕彰会機関誌　『雪村』 創刊号

121 （大政奉還上意書）（一橋徳川家文書L2-227） 出版 『世界遺産二条城　公式ガイドブック』

122 黒地蒔絵螺鈿百馬図印籠　他１２点 展示
東京富士美術館

特別展　「サムライ・ダンディズム　刀と印籠－武士のこだわり」

123 徳川慶喜肖像写真他１７点 放映 TOKAIケーブルネットワーク　『歴史探訪』

124 徳川慶喜肖像写真 出版 雑誌　『歴史探訪』

125 富士山図　（狩野安信筆） 展示
静岡県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」

126 太刀　銘　一　他７点 展示 「茨城大学　茨城遊学プロジェクト－花の陣－」内の刀剣に関するポスター展示

127 富士山図　（狩野安信筆） 出版

山口県立美術館

雪舟研究会研究誌『天開図画』１１号のうち論文　「江戸狩野による雪舟学習をめぐる

諸問題－倣古図の分析から」（野田麻美）

128 徳川慶喜肖像写真 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」

129 旧水海道小学校本館 展示
常総市教育委員会

３階常設展示 「常総歴史絵巻～ヒストリー・ウォール～」

130 松下吹笛図（林十江筆)他6点 放映
ＢＳフジ

『アートな夜！』

131 舟塚古墳出土品5点 展示
小美玉市教育委員会

説明板『舟塚古墳』

132 舟塚古墳出土　埴輪（朝顔），舟塚古墳出土　埴輪（円筒） 展示
小美玉市玉里史料館

常設展示品展示

133 （むべ園雑記）（長島(照)家史料690）他31点 出版
つくば市教育委員会

『つくば市史資料集　第十五編　旗本井上領・筑波山神領』

134 徳川慶喜肖像写真 出版

台東区

『講演会シリーズ「江戸から学ぶ」連続講座第８回～江戸城無血開城の真相～』の周知

用チラシ

135 徳川慶喜肖像写真 出版

日本文教出版株式会社

『中学社会　歴史分野（通常版・拡大教科書及びそれに付随する教師用指導書）』及び

『中学社会　歴史分野　デジタル教科書（指導者用・学習者用）』

136 石臼，せいろ，いちこ，升 展示
国土交通省　関東地方整備局　国営常陸海浜公園事務所

国営ひたち海浜公園みはらしの里　旧土肥家住宅主屋

137 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
一般社団法人 七面会

七面焼紹介パネル展示及び講話等説明資料

138 大日本史　他１８点 出版
株式会社山川出版社

『徳川斉昭―不確実な時代に生きて―』（永井博）

139
［水戸藩］能役者記録（吉田ふさ家　吉6-3），水府系纂附録　能役者之輩

（石川治家史料　24-2）
出版

法政大学能楽研究所

『近世諸藩能役者由緒書集成（上）』

140 徳川慶喜肖像写真，徳川家茂肖像画写真 展示 ミライザ大阪城特別史跡大阪城跡展示室

141 徳川慶喜肖像写真 展示
高知県立坂本龍馬記念館

「幕末の志士人気ベスト１０　～幕末の志士たち人物写真パネル～」展

142 藤田稔写真資料 出版

常陸大宮市史編さん事務局

『常陸大宮市史研究 第２号』の内「藤田稔写真資料とその現代的意義-旧大宮町出身の

民俗学者・藤田稔の民俗研究（二）-」（林圭史）


