
令和元年度　当館収蔵資料利用状況一覧表

1 藤田稔写真資料 出版
株式会社読売茨城タウンニュース社

地域情報誌『よみうりタウンニュース』

2 徳川慶喜肖像写真，会沢正志斎肖像画，徳川斉昭知行宛行状 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）

3 徳川慶喜肖像写真，徳川茂栄肖像写真 放映
テレビ愛知

『僕らの街の明治維新』

4 徳川慶喜肖像写真 放映
フジテレビ

『ネプリーグ』

5 掛け軸他５点 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　旧曾澤家住宅

6 燭台他７点 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　旧曾澤家住宅

7 聖徳太子絵伝 出版
宗教法人真如苑

会報誌『歓喜世界』258号

8 結城水野家文書20点・吉田家文書３点 展示
福山城博物館

夏季特別展「福山藩の誕生－初代勝成から五代勝岑まで－」

9 戸立石遺跡出土　筒形土偶 展示
群馬県立歴史博物館

第100回企画展「ハート形土偶　大集合！！－縄文のかたち・美、そして岡本太郎－」

10 徳川慶喜肖像写真 放映
BS-TBS

「にっぽん！歴史鑑定」

11 文政七年大津浜上陸イギリス人之図 出版
株式会社廣済堂出版

『国際情勢がよくわかる世界史×日本史ビジュアルクロニクル（仮）』

12 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 展示
茨城県近代美術館

企画展「生誕９０周年記念　手塚治虫展」

13 下総国葛飾郡古河図（和8-11） 出版 書籍　『藩祖　土井利勝』

14 徳川慶喜肖像写真 出版
名進研ホールディングス株式会社

『プレ中学入試　第３回』

15 重宝記（関沢賢家117） 出版
常陸大宮市史編さん事務局

『広報　常陸大宮』６月号「常陸大宮市史編さんだよりvol.34」

16 安部川鉄橋上リ列車進行中之図 放映
日本テレビ

「クイズハッカー」

17 朝顔花筒 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）

18 旧水海道小学校本館外観画像 放映
常総市立水海道小学校

「令和元年度　通知票」

19 小野天神前遺跡出土　弥生式土器 出版
株式会社技術評論社

『ずかん　縄文土器』

20 徳川慶喜肖像写真 出版
メイツ出版株式会社

『江戸の町と暮らしがわかる本』

21 一橋御屋形并御持場絵図面(一橋徳川家文書H1-16-2) 展示
千代田区教育委員会

令和元年度ミニ企画展「日本橋川と大名屋敷―新発見・一橋徳川家屋敷跡―」

22 徳川光圀肖像画（立原杏所筆） 出版
株式会社ホットスタッフサービス

情報誌『plus+』

23 （大政奉還上意書）(一橋徳川家文書L2-227　) 出版 楽しみながら学ぶ『坂本龍馬「図版」トランプ』　（監修：木村幸比古）

24 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版 『２０２０年版　幕末維新名鑑カレンダー（仮称）』（監修：木村幸比古）

25 藤田東湖肖像画（水藩名士肖像図巻より） 出版 『２０２０年版　幕末手帳』（監修：木村幸比古）

26 小野天神前遺跡１６号土坑人面付土器の出土状況写真 出版
株式会社雄山閣

『別冊　季刊考古学』２９号

27 古写真　徳川慶喜（写真撮影中），徳川慶喜肖像写真 放映
日本テレビ

「クイズハッカー」

28 徳川慶喜肖像写真 出版 阪和興業株式会社　社内報　『年輪』　改元企画特集　「改元の舞台・京都をめぐる」

29 舟塚古墳出土　人物埴輪　鉾を持つ武人 出版 洋泉社MOOK　『百舌鳥・古市古墳群のすべて』

30 絹本着色十六羅漢像 展示
龍ケ崎市歴史民俗資料館等

複製作成

31
寒山拾得図 可翁筆，富士三保清見寺図 狩野安信筆，樹間達磨図 林十江

筆，高山流水図 立原杏所筆
展示

茨城県近代美術館天心記念五浦分館

企画展「ひろがる墨」

32 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 展示

袋井市観光協会

正岡子規顕彰事業（「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。」）関

連イベント

33 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK総合テレビ

 「日本人のおなまえっ！！・茨城のネーミングSP」

34
新村信肖像写真 徳川慶喜肖像写真 大政奉還上意書(一橋徳川家文書L2-

227)
出版

株式会社ベストセラーズ

『歴史人（９月号）』「天下泰平300年の幕藩体制を維持した徳川15代将軍の真実」

35 石塚義胤書状(芹沢文書　60) 出版
株式会社汲古書院

『中世南奥羽の地域諸相』（岡田 清一）



36 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社新学社

『社会科資料集６年』

37
 (写真)［豊田芙雄・ローマにて］(高橋清賀子家（豊田芙雄関係文書）フ

356-1)他１０点
出版 『幼児教育・女子教育の先達　豊田芙雄とその時代』（仮）

38 唐花打板雲文様段替厚板唐織 他４点 出版
株式会社ベストセラーズ

『歴史人（９月号）』「徳川15代将軍の真実」

39 武者塚古墳出土　銀製飾金具複製品　武者塚古墳出土　青銅製杓複製品 展示
千葉県立房総のむら指定管理者

令和元年度企画展「龍角寺古墳群とその時代」のための事前調査

40 阿弥陀如来坐像　筑波山中禅寺伝来 出版 『阿弥陀如来坐像　筑波山中禅寺伝来』（内山純子）

41 新板改正文久武鑑御大名衆巻之一(広江昭夫家文書Z443) 展示
株式会社魚の宿まるみつ

あんこう紹介のためのパネル展示（常設）

42 徳川慶喜肖像写真 出版
戊辰戦争終結１５０周年記念事業実行委員会

『みなみ北海道最後の武士達の物語　モバイルスタンプラリー　全域制覇認定証』

43 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK　BSプレミアム

「偉人たちの健康診断　徳川将軍家の健康法SP」

44 船行図 出版 株式会社ベストセラーズ『歴史人（９月号）』「徳川15代将軍の真実（仮題）」

45 (和３－３)常州鹿島根本寺文書(上記のうち「御門前田之事」を利用) 映像 NHKDVD 『塚原卜伝』DVD-BOX

46 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK　総合テレビ

「歴史秘話ヒストリア　渋沢栄一（仮）」

47 朱舜水肖像画（立原杏所筆） 出版
株式会社アジア太平洋観光社

『和華』第２３号　特集：日本庭園に見られる中国的要素（仮）

48
和名類聚抄二(旧４－５－２)，常陸国風土記(和８－３)，万葉集略解十一

(旧５－２６－１１)
展示

つくば市教育委員会

巡回企画展「万葉の時代のつくば」

49 徳川慶喜肖像写真 放映 鳥取の歴史を振り返る動画映像 「鳥取JC６０周年ビジョン」

50 徳川慶喜肖像写真 放映
NHK　BSプレミアム

「新日本風土記　”ビール篇”」

51 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社日本標準

小学校教材『社会科資料集６年』

52 聖徳太子絵伝　　　国指定重要文化財 展示
神奈川県立金沢文庫

聖徳太子1400年遠忌特別展「聖徳太子信仰－鎌倉仏教の基層と尾道浄土寺の名宝－」

53 飯沼新田三拾壱箇村境絵図(秋葉剛士家文書480-2) 出版
株式会社ディアゴスティーニ・ジャパン

分冊百科『週刊　日本の城』第１３８号

54 徳川慶喜肖像写真，大政奉還上意書(一橋徳川家文書L2-227) 出版
株式会社朝日新聞出版

『歴史道vol．６』　特集：幕末 維新回天の真実（仮）

55 水戸市田谷廃寺出土資料 展示
日立市郷土博物館

特別展のための事前調査

56 内科秘録，瘍科秘録正続 投影
茨城県水戸土木事務所

講座「水戸藩の医学と弘道館の医学館－光圀と斉昭の仁政－」パワーポイント

57 徳川慶喜肖像写真 利用
JRA競馬学校

講演「ナポレオン３世の寄贈馬　～白井の牧士の史料から～」

58
（写真）〔豊田芙雄肖像〕（高橋清賀子家（豊田芙雄関係文書フ31-2））

他５点
展示

茨城の書を語る会

「茨城の書～女子教育者の魁、止幾と扶雄の書～」

59 釈迦羅漢図 出版
雪村顕彰会

『雪村』 パンフレット

60 武者塚古墳出土　銀製飾金具複製品，者塚古墳出土　青銅製杓複製品 展示
千葉県立房総のむら指定管理者

令和元年度企画展　「龍角寺古墳群とその時代」

61 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社小学館

『キッズペディア歴史館』

62 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図，写真撮影中の徳川慶喜写真 放映
テレビ東京

「これが日本の新常識！なぜ、あの歴史は消えたのか？第４弾」

63 常陸国風土記(和８－３) 出版
株式会社山と渓谷社

月刊誌『山と渓谷』

64 水戸追鳥狩行列図（水府講武図） 出版
茨城県水戸土木事務所

『偕楽園・弘道館　パンフレット』（外国語版）

65 石塚義胤書状（芹沢文書　60） 出版
相馬市教育委員会

『相馬市史第４巻　資料編Ⅰ中世』

66 常陸志筑本堂家文書3点 出版
株式会社クレス出版

『小藩大名の家臣団と陣屋町（４）－東北・北関東地方－』（米田 藤博）

67 角赤文庫，貞照の刀 展示 令和元年度かすみがうら市指定文化財一斉公開

68 徳川慶喜肖像写真 放映
ＢＳ－ＴＢＳ

「関口宏のもう一度！近現代史」

69 裁縫教科書　巻一，巻二（広江昭夫家文書Z400，Z401） 展示
石岡市立中央図書館創立１３０周年記念企画展

「茨城県初の太田裁縫学校－女性の教育普及と自立を目指した太田うめ－」

70 常陸国風土記（和8-3） 研究
令和元年度秋季　稲敷市立歴史民俗資料館講座『常陸国風土記』を読み解く講話　（講

師　人見暁朗）

71 乍恐謹奉上書候〔神奈川開港に付仕法取立て願〕（木内家文書1579-3） 出版
株式会社山川出版社

『山川歴史モノグラフ　横浜開港場と内湾社会』（中尾俊介）

72
江戸城御本丸絵図（一橋徳川家文書H1-30-1），漢詩色紙「一声　山鳥

…」
出版

株式会社東京堂出版

『論集　大奥人物研究』



73 （写真）〔豊田芙雄肖像〕（高橋清賀子家（豊田芙雄関係文書フ31-2）） 出版
株式会社ポプラ社

小学生向け地理学習図鑑　『都道府県別日本地理・関東』

74 正志斎先生略譜（熱田家史料〔寺門家旧蔵史料〕別５） 出版 『近代日本国体論の研究　－会沢正志斎と考証学－』（関口直佑）

75 蜻蛉図（林十江筆） 出版

日本経済新聞

朝刊文化面「美の十選　日本美術のなかの動物（仮）」（千葉市美術館館長　河合正朝

執筆）記事

76 鍾軌図（雪村筆）　他８点 投影
茨城県水戸生涯学習センター

令和元年度自主事業「画僧　雪村周継を学ぶ講座（仮）」

77 （大政奉還上意書）(一橋徳川家文書L2-227　) 出版 学習ツール　楽しみながら学ぶ『坂本龍馬　双六』（木村幸比古監修）

78 常燈明料請取帳（常福寺文書22-8）他６点 展示
常陸大宮市歴史民俗資料館

企画展「没後６００年　佐竹一族に生まれた高僧―三日月上人了誉聖冏―」

79 聖徳太子絵伝　　　国指定重要文化財 展示
中之島香雪美術館

特別展「聖徳太子」の関連調査

80 勧業上通信調書綴(中島家文書14)　他41点 展示
かすみがうら市歴史博物館

令和元年度特別展「篤農家　中島以政　―郷土の農業振興への情熱―」

81 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社吉川弘文館

『人とことば　人物叢書３００冊記念』（仮）

82 四季草花鳥獣図屏風（押絵貼） 出版
株式会社パイ インターナショナル

『日本の図像　琳派　新装版』

83 常陸志筑本堂家文書3点，角赤文庫 展示
かすみがうら市歴史博物館

令和元年度特別展「篤農家　中島以政　―郷土の農業振興への情熱―」

84 信田二城事略(長島(照)家史料716)　他６点 展示
土浦市立博物館

第４１回特別展　「土浦城－時代を超えた継承の軌跡」

85 徳川慶喜肖像写真 放映
フジテレビ

「なりゆき街道旅」

86 舟塚古墳出土　埴輪「鉾を持つ武人」 出版
株式会社しんきんカード会員誌

『はれ予報』 2020年1-2月号

87 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　２０２０年度版デイリーサピックス及びサマー

サピックス』

88 算崩紋章散縫唐織 出版
独立行政法人日本芸術文化振興会　国立能楽堂

３月公演チラシ・ポスター及び講演プログラム３月号

89 （大政奉還上意書）(一橋徳川家文書L2-227　) 出版
京都市元離宮二条城事務所

『二条城　公式ガイドブック』英語版

90 徳川慶喜肖像写真 出版
ナツメ社

『やる気ぐんぐんシリーズ　世界の歴史辞典』

91 徳川慶喜肖像写真 出版

株式会社山川出版社

『文部科学省検定済教科書　高等学校　地理歴史科　歴史総合②』（拡大教科書，教師

用指導書含む）

92 大森（智）家文書2点 出版
常陸大宮市教育委員会

『広報　常陸大宮』１２月号「常陸大宮市史編さんだよりvol.40」

93 (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) 放映
テレビ和歌山

2020年正月特番「紀州徳川家が日本を変えた！？～頼宜と吉宗　リーダーの条件～」

94 油屋（平潟後藤家）文書３点，青木喜大夫家文書１点，飯泉家文書1点 出版

『茨城大学教育学部紀要（人文・社会科学，芸術）』第６９号（茨城大学教育学部発

行）のうち論文「江戸の印判師と印の流通―下総国・常陸国の村々の事例から―」に掲

載

95 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社西東社

『江戸・東京　歴史を愉しむ（仮）』

96 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社メイツユニバーサルコンテンツ

『江戸のひみつ　町と暮らしがわかる本』中国語版

97 一橋徳川家関係資料 展示
文化庁文化財第一課

指定調査

98 太刀　銘　則包作（附糸巻太刀拵） 出版
株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

『週刊　日本刀』　３７号

99 郵便御用　川蒸気第四号五号通運丸賃銭表(小貫和通家文書592) 出版
印西市立木下交流の杜歴史資料センター

『印西の歴史（第１２号）』

100 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社帝国書院

高等学校地理歴史科教科書『明解　歴史総合』（仮称）（教師用指導書含む）

101 徳川光圀肖像画（立原杏所筆） 展示
水戸市教育委員会

水戸城跡二の丸展示館 常設展示パネル 「徳川光圀と彰考館・大日本史」

102 鳥名木家伝来文書　左衛門尉憲重書状　正月二十六日　他5点 出版
清瀬市企画部市史編さん室

『清瀬市史　３　資料編　古代・中世』

103 戸立石遺跡出土　筒形土偶 出版
株式会社平凡社

『縄文土偶』（仮）

104 新板改正文久武鑑御大名衆巻之一(広江昭夫家文書Z443) 放映
テレビ東京

「虎ノ門市場　１月SP」

105 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社くもん出版

『くもんの社会集中学習』

106 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」



107 偕楽園記（拓本），常州水戸絵図(平田耿二家　１) 出版
独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

「令和元年度　庭園の歴史に関する研究会報告書　庭園文化の近世的展開」

108 三昧塚古墳出土資料集合写真，三昧塚古墳出土短甲写真 放映
NHK総合テレビ

 「歴史秘話ヒストリア　古代ニッポン鉄物語」（仮題）

109 建物台帳，県税家屋台帳[長野江](旧武田村役場文書2926，2450) 出版
日本建築学会

「日本建築学会技術報告書」

110 松下吹笛図（林十江筆），花魁遣手婆図（林十江筆） 展示
東京都江戸東京博物館

巡回展「奇才―江戸絵画の冒険者たち―」

111 昇龍図（林十江筆），烏天狗図（林十江筆） 展示
山口県立美術館

巡回展「奇才―江戸絵画の冒険者たち―」

112 木の葉天狗図（林十江筆），蜻蛉図（林十江筆） 展示
あべのハルカス美術館

巡回展「奇才―江戸絵画の冒険者たち―」

113 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 出版
『文部科学省検定済教科書　高等学校　地理歴史科　歴史総合②』（拡大教科書，教師

用指導書含む）

114 「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） 改訂版

115 松下吹笛図（林十江筆）　他５点 展示
読売新聞東京本社事業局

巡回展「奇才　―江戸絵画の冒険者たち―」

116 聖徳太子絵伝 展示
国立アイヌ民族博物館設立準備室

常設展示　「私たちの歴史」

117 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図 放映
ＢＳ－ＴＢＳ

 「関口宏のもう一度！近現代史」

118 聖徳太子絵伝 展示
公益財団法人香雪美術館

特別展「聖徳太子像・聖徳太子絵伝　修理完成記念　聖徳太子」（仮）

119 公私入都雑記(船橋家文書294) 出版
野田市史編さん委員会

『野田市史研究　第３０号』

120 徳川慶喜肖像写真　他９点 出版
株式会社ダイアプレス

ムック『江戸三百藩・最後の藩主と姫君たちの明治』（仮題）

121 金銅馬形飾付透彫冠（三昧塚古墳出土） 出版
大正大学考古学論集刊行会

『大正大学考古学論集』

122 黒沢登幾関係史料43，44，45 出版
株式会社幻冬舎

『黒澤止幾子伝と渾沌』（仮）（湯浅由三）

123 信田二城事略(長島(照)家史料716)他5点 展示
土浦市立博物館

第４１回特別展「土浦城－時代を超えた継承の軌跡－」

124 遠中未来記(長島(照)家史料195) 出版
土浦市立博物館

『土浦市立博物館ブックレット１　醤油のまち　土浦』

125 徳川慶喜肖像写真 出版
株式会社教育同人社

『社会科資料集６年』（特別付録歴史学習シール）

126 徳川慶喜肖像写真 出版
青葉図書株式会社

『社会科資料集６年生』 及び 『社会サポートROM』

127 （徳川家光領知判物）(下総結城水野家文書3-1)他８点 映像 「福山城築城４００周年記念特設サイト」

128 徳川慶喜肖像写真 放映
株式会社第一学習社

文部科学省検定高等学校”歴史総合”教科書　『新歴史総合』（教師用指導書含む）

129 徳川宗敬・幹子家族写真 出版
一般社団法人Jミルク

『明治１５０年「酪農乳業の発達史（第４版）」』

130 石臼　他１１点 展示
国営ひたち海浜公園みはらしの里

「旧土肥家住宅」「旧曾澤家住宅」

131 徳川慶喜肖像写真 展示
内閣官房・内閣府

「産業革命遺産センター２０２０常設展示映像」

132 徳川慶喜肖像写真 放映
株式会社講談社

『日本の歴史』第１４巻

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

常設展示品

134 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」

135 旧水海道小学校本館 展示
常総市教育委員会

施設設置ディスプレイ上の常設展示

136 研究学園都市新交通システム関係綴（行78-1355） 出版 『土浦ニューウェイ＆花室トンネル　ビジュアルガイドブック（仮題）』

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

七面焼の紹介をするため，七面会WEBサイトに掲載及びパネル展示・講話等で説明資

料として年間を通してイベント等毎に随時利用

138 小野天神前遺跡出土石器　他４点 出版 『常陸大宮市史研究 第３号』

139 徳川慶喜肖像写真 展示 ミライザ大阪城特別史跡大阪城跡展示室

140 山水人物図　立原杏所筆　他３点 放映
テレビ東京

「開運！なんでも鑑定団」


