平成２３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

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

２

雪村周継筆 猿猴図

放映

テレビ東京系BS 「目からウロコの骨董塾」

３

追鳥狩行列図絵巻（部分）、立原杏所筆 徳川光圀肖像

掲載

「週刊・江戸」 第７５号

H２３．７．５～

４

徳川慶喜肖像写真（一橋家を継いだ時、将軍就任時）

掲載

読売新聞

H２３．４．３０

５

徳川慶喜肖像写真

掲載

朝日新聞大阪本社版 夕刊

H２３．５．２０

６

徳川光圀肖像、朱舜水肖像、日乗上人日記、舜水朱氏談綺

放映

テレビ東京系列
月曜プレミア 「学べるカレンダー～毎日が記念日～」

H２３．５．３０
２０：００～２１：５４

７

徳川慶喜肖像写真

展示

ひこね市民大学講座歴史手習塾会場展示

H２３．５．１２，２６
６．８

８

豊臣秀吉知行御判物 水野勝成宛

掲載

週刊 「戦国武将データファイル」 第６５号

H２３．８．２３～

９

立原杏所筆 徳川光圀肖像画

放映

TBS系 世紀のワイドショー THE 今夜はヒストリー！

１０ 徳川慶喜撮影写真 静岡浅間神社大拝殿、久能御山全図

掲載

ビギナーズ・クラシックス近代文学編 泉鏡花の「婦系図」

H２３．６．２５～

１１ 田谷廃寺跡出土文字瓦

掲載

明治大学古代学研究所公式ホームページ
「ユニットの研究成果」

H２３．５．３１～

１２ 徳川光圀像 立原杏所画、 西山遺聞

掲載

水戸駅隣接 エクセル南４階
水戸黄門セレクトショップ内 水戸黄門紹介パネル

H２３．５．２５～

１３ 徳川慶喜肖像写真 正座姿、衣冠束帯姿

放映

テレビ東京系列 「開運！なんでも鑑定団」 第８７６回

１４ 徳川慶喜肖像写真

掲載

「日本歴史大事典」 電子辞書版

１５ 朱舜水肖像画

掲載

月刊誌 「一個人」 ８月号

H２３．６．２６～

１６ 林十江筆 龍図

掲載

「國華」 第１３９０号

H２３．８．２０～

１７ 鹿島様マコモ人形、人形送りに使うマコモ人形、大助人形

展示

茨城県自然博物館 第５２回企画展 「昆虫大冒険」

１８ 徳川慶喜肖像写真

掲載

会津藩老職髙橋外記とその時代

H２３．６～

１９ 狩猟姿の徳川慶喜肖像、軍服姿の徳川慶喜肖像、他３点

掲載

日本史リブレット人６９徳川慶喜

H２３．９～

２０ 徳川慶喜肖像写真

放映

テレビ朝日 「サンデー！スクランブル」

H２３．６．１２
１２：００～１２：５５

２１ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

ビジュアル日本史 源平１０００人

H２３．１０．３１～

２２ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

放映

TBS 「チューボーですよ！」

H２３．７．２

２３ 地租改正反対農民一揆 錦絵

掲載

歴史資料集

H２４．４～

２４ 水藩名士肖像図巻、錦絵 桜田門外の変、野州筑波山一揆実録

展示

春日部市郷土資料館 夏期展示 第４３回
幕末のかすかべ～開国・攘夷・天狗党～ 展示パネル等

２５ 徳川慶喜肖像写真

放映

NHK系列 歴史秘話ヒストリア

２６ 清水港橋より港内写真、静岡猫ハン写真、他３点

掲載

「週刊新マンガ日本史」 第４１号

２７ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

藩校・私塾の思想と教育

２８ 追鳥狩行列図

放映

NHK地デジ ニュースワイド茨城

２９ 常州鹿島根本寺文書 内「塚原卜伝高幹寄進状案」

放映

NHK BS時代劇 「塚原卜伝」第１回 紀行

３０ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

掲載

季刊誌「おたふく」２０１１秋号 vol.４５

３１ 一橋屋敷絵図

展示

福井市立郷土歴史博物館
御三卿 一橋徳川家と田安徳川家

３２ 徳川慶喜肖像写真（ナポレオン三世贈与の軍装）

掲載

江戸将軍が見た地球

３３ 徳川慶喜肖像写真（禁裏守衛総督時代）

掲載

「週刊・江戸」 第８７号 及び 第８８号

３４ 図書「常総戦績」 中「雁金山」写真

掲載

「広報とりで」 平成２３年８月１５日号

３５ 英一蝶 風俗画絵鑑

掲載

反骨の江戸芸術家：英一蝶の生涯、その遺産
Artist-Rebel of Edo:The Life and Afterlives of Hanabusa
Itcho

３６ 徳川慶喜肖像写真 元治元年～慶応３年撮影

掲載

歴史人 １０月号

３７ 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！！

展示

平成２３年度栃木県立博物館秋季企画展
「土偶の世界－縄文人のこころ－」

３９ 舜水朱氏談綺

放映

ANAの国際線 / 国内線 / Web上で
「嗚呼！！涙めし」

４０ 雪村 「釈迦羅漢図」 善慶寺

掲載

茨城新聞

他２３点

３８ 後期前葉 土偶 常陸大宮市三美遺跡

他４点

４１ 雪村 「欠伸布袋・紅白梅図」「猿猴図」

放映

テレビ東京 美の巨人たち

４２ 扶桑拾葉集、舜水先生文集

掲載

近代日本の学問・教育と水戸藩Ⅱ

H２３．４．１～H２４．３．３１
H２３．５．２６
２１：００～２１：５４

H２３．６．１３
１９：００～１９：５４

H２３．６．７
２０：５４～２１：５３
H２４．３～

H２３．７．９～

H２３．７．２３～９．４
H２３．７．６
２２：００～２２：４３
H２３．８．９～
H２３．８．３０～
H２３．７．２５
１８：１０～
H２３．１０．２
１８：４５～１９：５８
H２３．９．１～
H２３．１０．１４～１１．２３
H２３．８．２９～
H２３．９．２７～ 及び
H２３．１０．４～
H２３．８．１５～
H２４夏～
H２３．９．１２～
H２３．８．２９
１９：５４～２０：５４
H２３．９．２３～１１．６
H２３．９．１～３０ / １０．１～
/
H２３．１１～
H２３．９．１
H２３．１０．２２
２２：００～２２：３０
H２３．１０～

４３ 徳川慶喜肖像写真

展示

鳥取市歴史博物館 因州兵の戊辰戦争
～いくさと弔いの明治維新～

H２３．９．１０～１０．３０

４４ 千妙寺蔵 筑西市指定文化財 日吉山王本地仏曼荼羅図

展示

三館連携特別展「神仏います近江」
大津会場 大津市歴史博物館「日吉の神と祭」

H２３．１０．８～１１．２３

４５ 立原杏所筆 松島御島秋晩図、佃島秋景図、遊歴図巻

展示

田原市博物館 秋の企画展 江戸後期の新たな試み
－洋風画家 谷文晁・渡辺崋山が描く風景表現

４６ 徳川慶喜肖像写真（禁裏守衛総督時代）

掲載

江戸の町が分かる本

４７ 徳川慶喜肖像写真

掲載

週刊 明治時代

４８ 徳川慶喜肖像写真（フランス軍装）

他５点

H２３．９．１０～１１．６
H２３．１０中旬～
H２３．１０．１２～
H２３．１０．２５～ /
１１．１５～ / １１．２９～

掲載

「週刊・江戸」第９１号 / 第９４号 / 第９６号

掲載

松戸市戸定歴史館展覧会
「德川昭武の屋敷 慶喜の住まい」図録

展示

栃木県立文書館企画展 宇都宮国綱とその時代

５１ 狩野探幽筆 義経図（牟礼高松図）

掲載

金ヶ崎の歴史

H２３．９．３０～

５２ 常州鹿島根本寺文書 内「塚原卜伝高幹寄進状案」

放映

NHK BS時代劇 「塚原卜伝」 終画面

H２３．１０．２～

５３ 伝舟塚古墳出土 双龍環頭大刀 ２振 （X線写真）

掲載

島根考古学会誌

H２５．３～

５４ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画

掲載

日本史１２００人

H２３．１２中旬～

展示

第１７回全国報徳サミット桜川市大会
パネル及びプログラム

Ｈ２３．１０．２０～

掲載

中日新聞、東京新聞、北陸中日新聞、県民福井、
北海道新聞、河北新報、秋田魁新報、琉球新報、ＨＰ上

５７ 立原杏所筆 徳川光圀肖像画

放映

ＴＢＳ
世紀のワイドショー！ ザ・今夜はヒストリー

Ｈ２３．１０．２６
２０：００～２０：５４

５８ 徳川慶喜肖像写真（Ｆ．ベアト撮影）

掲載

「週刊・江戸」第９５号

Ｈ２３．１１．２２～

５９ 如意輪寺蔵 阿弥陀如来坐像、虚空蔵菩薩像、愛染明王像

掲載

笠間の文化財読本 シリーズ４１
～友部・岩間地域の文化財～

Ｈ２４．２．２８～

６０ 徳川慶喜肖像写真（ペンをくわえる慶喜）

掲載

週刊 明治時代

Ｈ２３．１１．２～

６１ 海後遺跡人面付土器、小野天神前遺跡人面付土器 写真

掲載

明治大学博物館ニュースレター
「ＭＵＳＥＵＭ ＥＹＥＳ」 第５７号

６２ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

掲載

季刊誌「おたふく」２０１１冬号 vol.４６

６３ 古写真「中島仰山（鍬次郎）筆 静岡宝台院内の図」複写 他１点

掲載

「日本美術の特質」－小林忠先生古稀記念論文集－

掲載

ＤＶＤ ＮＨＫ
「歴史秘話ヒストリア ＤＶＤ－ＢＯＸ 幕末編」

Ｈ２４．１．２７～

６５ 徳川慶喜肖像写真

掲載

図解 日本史１００人

Ｈ２４．３下旬～

６６ 大日本史 版本 写真

掲載

社会を拓く 歴史篇

Ｈ２４．２．２８～

６７ 軍服を着た徳川慶喜 写真

掲載

日本はじめて図鑑

Ｈ２４．３～

６８ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年 将軍時代、フランス軍装姿）

掲載

徳川慶喜と水戸藩の幕末

６９ 義経記（部分）

掲載

新・国語の学習 ３年

４９ 一橋屋敷絵図、德川慶喜旧居（紺屋町邸）写真 ２点
５０ 関沢賢家文書 関沢弥八郎宛宇都宮国綱官途状

５５ 二宮尊徳翁遺物展覧会出品目録

他３点

他５点

他２点

５６ 大日本史 写真

６４ 徳川慶喜肖像写真（将軍時代、晩年、狩猟姿等）

他３点

H２３．１０．７～
H２３．１１．１～１２．１６

Ｈ２３．１１．１３

Ｈ２３．１０．２０～
Ｈ２３．１２．１～
Ｈ２４．３～

Ｈ２３．１２．１０～
Ｈ２４．４．１～
Ｈ２３．１１．２２
１９：５４～２１：５４

７０ 徳川慶喜肖像写真（キセルをくわえた慶喜）

放映

テレビ東京 「開運！なんでも鑑定団」

７１ 徳川慶喜肖像写真（洋装馬上）

掲載

「戦国甲冑をつくる」第５４号

７２ 徳川慶喜肖像写真

掲載

朝日ジュニア学習年鑑 ２０１２版

７３ 藤田東湖肖像画、日新塾で使用された教材の写真

掲載

加倉井砂山物語

掲載

泉坂下遺跡調査報告書ダイジェスト版 画報 泉坂下遺跡
－人面付土器を伴った弥生時代中期の再葬墓群

Ｈ２４．３～

７５ 雪村筆 「欠伸布袋・紅白梅図」 三幅対

掲載

新潟大学 教育学部 研究紀要 第４巻 第２号

Ｈ２４．３～

７６ 御下坂中文言留

掲載

『新修 大阪市史』史料編 第７巻「近世Ⅱ政治２」

７７ 徳川慶喜肖像写真、美賀子肖像写真

掲載

地方新聞（１０数紙）

Ｈ２３．１２上旬

７８ 小野天神前遺跡出土 口縁部人面付土器 写真

展示

静岡市立登呂博物館 企画展 「弥生ファッションショー」

Ｈ２３．１２．１７
～Ｈ２４．１．２７

７９ 徳川慶喜肖像写真

掲載

見るだけでおぼえる！ 中学受験 学習ポスター

７４ 小野天神前遺跡出土状況写真・人面付土器写真

他１点

Ｈ２４．２．１４～
Ｈ２４．３～
Ｈ２３．１２．１～

Ｈ２３．１２．１５～

Ｈ２４．２～
H２３．１２．２
１６：５３～１７：３０

８０ 徳川慶喜肖像写真

放映

テレビ朝日 スーパーJチャンネル

８１ 紫白椴威胴丸具足 徳川茂栄所用、徳川茂栄肖像写真

展示

板橋区立郷土資料館 特別展
当世具足 大名とその家臣団の備え

H２４．２．４～３．２５

８２ 徳川慶喜撮影 安倍川鉄橋下り列車 古写真

展示

焼津小泉八雲記念館 冬季常設展示パネル

H２４．１．１４～４．５

８３ 朱舜水肖像画 立原杏所筆

放映

NHK水戸放送局 ニュース

H２３．１１．２
１８：１０～/２０：４５～

８４ 徳川慶喜肖像写真

掲載

（英文）「勝海舟伝」 （仮）

H２５春～

展示

霊山歴史館 平成２４年春季特別展
幕末の精神をたどる

掲載

幕末の十冊の名著 （仮題）

８５ 大日本史 一、 九果硯 徳川斉昭作、 旗 武
８６ 藤田東湖肖像画

他２点

他２点

H２４．４．１１～５．１３
H２４．３～

８７ 門毛経塚出土 渥美窯産甕 実測図

掲載

愛知県史 別編 窯業３ 中世・近世 常滑系

８８ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

放映

テレビ東京 超歴史ロマン大江戸ミステリー

８９ 「内科秘録」内 本間玄調肖像画

掲載

水戸に息づく徳川斉昭

H２４．１．２５～

９０ 柏井遺跡出土 中空土版 写真

掲載

設楽博己考古遺物コレクション （仮題）

H２４．１下旬～

９１ 徳川慶喜肖像写真

放映

CS時代劇専門チャンネル
龍ちゃん松ちゃんのぶらり探訪東海道

９２ 藤田東湖肖像画

展示

「奥の細道むすびの地記念館」内「先賢館」
常設展示室 映像コーナー

９３ 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！

９４ 一橋徳川家文書 表章図鑑屋敷之部

掲載

「江東区の文化財」１

９５ 徳川慶喜肖像写真

放映

テレビ東京 開運！なんでも鑑定団

H２４．１．１７
２０：５４～２１：５３

９６ 徳川慶喜肖像写真

掲載

２０１２年度版 デイリーサピックス ４種

H２４．３～ / ８～
/ １０～ / １２～

掲載

レンズが撮らえた 幕末明治の女たち（仮題）

掲載

庖丁道に生きた公家たち （仮題）

９７ 徳川慶喜肖像写真（坐像）

他６点

９８ 桜町天皇大嘗会辰日節会絵巻（供膳を行う御厨子所預と膳部）

H２４．３～
H２３．１２．２６
２０：００～２１：５４

H２４．１．２８
１１：００～１１：３０
H２４．４．１～
H２４．１．３
１８：３０～
H２４．３．３１～

H２４．４～

放映

歴史秘話ヒストリア「山岡鉄舟と西郷隆盛」（仮）

H２４．２．１
２２：００～２２：４３

展示

栃木県立文書館 常設展 宇都宮国綱とその時代

H２３．１２．２３
～H２４．１１．３０

１０１ 出雲風土記肆

掲載

島根県古代文化センター（研究者や島根県民の閲覧資料として）

１０２ 斉昭船行図、牛久藩陣屋図、一橋徳川家文書 ２種

掲載

別冊歴史REAL 歩く・観る・学ぶ
江戸の参勤交代と大名行列 （仮）

１０３ 大政奉還上意書、徳川慶喜肖像写真

放映

日本テレビ放送網 大河クイズ

H２４．２．１１
１３：３０～１４：３０

１０４ 徳川光圀肖像画 立原杏所筆

放映

関西テレビ放送 スーパーニュース アンカー

H２４．１．１９
１６：５３～１９：００

１０５ 徳川慶喜肖像写真（禁裏御守総督時代）

掲載

日本史リブレット人８５ 渋沢栄一

９９ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）
１００ 関沢孫三郎宛宇都宮国綱宛行状

他２点

H２４．２末日～

H２４．３～
H２４．３．１９
２２：００～２２：５４

１０６ 徳川慶喜肖像写真

放映

BS-TBS 「THE ナンバー２」 歴史を動かした陰の主役たち

１０７ 大政奉還上意書

展示

江戸東京博物館 二条城展

H２４．７．２８
～９．２３

掲載

近世藩領の地域社会と行政

H２４．１１～

１０９ 三昧塚古墳出土埴輪

掲載

筑波大学先史学・考古学研究２３号

１１０ 水戸公園日記他手控、弘文亭全景写真

掲載

近世日本の学問・教育と水戸藩Ⅲ

１１１ 三昧塚古墳出土 金銅製馬形飾付冠 写真

掲載

行方市指定文化財（三昧塚古墳）案内看板

１１２ 徳川慶喜肖像写真（慶応３年撮影）

掲載

新日本史A

H２４．３．２５～

掲載

慈愛の郡奉行 小宮山楓軒

H２４．７．２０～

１１４ 徳川慶喜肖像写真（将軍時代）

掲載

文部科学省検定教科書 高等学校「日本史」

１１５ 徳川慶喜肖像写真

掲載

FRIDAY ダイナマイト

１１６ 差渋遺跡出土貝輪、差渋遺跡出土土器

展示

横浜市歴史博物館 平成２４年度企画展
海にこぎ出せ！弥生人

１１７ 藤田東湖肖像画

放映

NHK BS プレミアム

展示

潮来市立図書館 没後１５０年祭記念
郷土の偉人水雲宮本先生 記念企画展

掲載

幕末の武士たち

H２４．４．３０～

１２０ 徳川慶喜肖像写真

掲載

一個人特別編集 縮刷版書籍 新撰組を旅する

H２４．３．１５～

１２１ 小宮山楓軒肖像画、大日本史 写真

掲載

「国際人流」４月号

１２２ 藤田東湖肖像画

掲載

日本史リブレット人７６ 福沢諭吉と大隈重信

展示

かすみがうら市郷土資料館 企画展
常陸平氏－平清盛祖先の地 茨城県－

１０８

「茨城県史研究」第７９号 内
「御用留に見る水戸藩大山守・山横目の御用」籠橋俊光

１１３ 原南陽肖像画、「惻隠語録」木村謙次編集

１１８ 関城逸史、常陸誌料郡郷考（上・中・下）
１１９ 刀を持つ徳川慶喜 写真

他７点

他３点

他５点

１２３ 本堂家資料 会所日記、公務手留、日記、公事私記

他１点

H２４．５．１～
H２４．１．２０～
H２４．３～

H２６．４～
H２４．３．２３～

BS時代劇 陽だまりの樹

H２４．４．７～５．２７
H２４．３．２６
（４．１）
H２４．３．２２～２８

H２４．４．２～
H２４．５～
H２４．４．２９
～７．１

