平成２8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。
１

筑波山名跡誌

２

徳川慶喜肖像写真

出版

３

舟塚古墳出土埴輪 (朝顔)、(普通円筒) 計2点

展示

「大御堂」の図、「西峯男体宮・東峯女体宮」の図 計2点

放映

４

徳川慶喜肖像写真

放映

５

徳川光圀像（立原杏所筆）

出版

６

朱舜水像 （立原杏所筆）

出版

７

大政奉還上意書

出版

８

徳川慶喜肖像写真

出版

９

徳川慶喜肖像写真

放映

１０ 茨城の年中行事Ⅳ～天狗信仰の行事～、筑波山禅定と筑波講 2点

放映

１１ 三村山清冷院極楽寺跡出土品 計3点

展示

１２ 木の葉天狗図 （林 十江筆）

出版

１３ 徳川吉宗御筆 有徳院様暦数御尋之御筆 2点

放映

１４ 徳川慶喜謝罪状、大政奉還上意書、徳川慶喜奏聞書写他 計7点

展示

１５ 徳川慶喜肖像写真

放映

１６ 七夕馬

展示

１７ 朱舜水像（立原杏所筆）、徳川光圀像（立原杏所筆）、大日本史 計3点

放映

１８ 徳川慶喜肖像写真

放映

１９ 徳川慶喜肖像写真

放映

２０ 徳川慶喜関連写真 計34点

出版

２１ 藤田東湖肖像画 （水藩名士肖像）

出版

２２ 中根 幸、新村 信写真 計2点

出版

２３ 徳川慶喜肖像写真

放映

２４ 徳川慶喜肖像写真

放映

２５ 徳川慶喜肖像写真

展示

２６ 徳川慶喜肖像写真 計8点

放映

２７ 藤田 東湖肖像画 （水藩名士肖像）

出版

２８ 徳川慶喜肖像写真 計2点

放映

２９ 徳川慶喜肖像写真

出版

３０ 徳川慶喜肖像写真

放映

３１ 弥生土器（現物2点）小野天神前遺跡出土人面付土器（年表制作） 計3点

展示

３２ 徳川慶喜肖像写真

出版

３３ 静岡猫ハン写真

出版

３４ 葡萄図 （立原 杏所筆）

展示

３５ 徳川慶喜肖像写真

出版

３６ 関沢賢家文書

展示

３７ 常陸国風土記 (西野本)、水戸領図

放映

３８ 徳川慶喜肖像写真

出版

３９ 徳川慶喜肖像写真

放映

４０ 立原翠軒墓誌

出版

４１ 常陸国風土記(彰考館本)、訂正常陸国風土記版木 他計3点

展示

４２ 内科秘録、瘍科秘録正続、〔水戸藩〕医学館書目他 計23点

展示

４３ 武田耕雲斎肖像画

放映

４４ 下野国塩谷郡上高根沢村宇津権右衛門屋敷之図、内科秘録 計2点

展示

４５ 徳川慶喜肖像写真 計２点

放映

４６ 於大の方肖像画 1点

展示

テレビ朝日
「羽鳥慎一モーニングショー」
洋泉社
歴史新書「お殿様は今」（仮）
小美玉市史料館
静岡朝日テレビ
「ピエール瀧のしょんないＴＶ」
オフィスバンズ
「入門 武士道」
水戸市
「広報みと」5月1日号
洋泉社MOOK
「坂本龍馬」(仮称)
ユーキャン
日本史テキスト「高卒認定試験合格指導講座」
BS日テレ
「深層NEWS」 新撰組“鬼の副長”土方歳三の真実（仮）
茨城県立中央青年の家
主催事業「Ｉ Love いばらき-茨城の歴史」
奈良国立博物館
生誕800年記念特別展「忍性－救済に捧げた生涯－
水戸商工会議所
「水戸市東部歴史めぐり ぶらり散歩道」
ＢＳ日本テレビ
「片岡愛之介の解明！歴史捜査」
若松城天守閣郷土博物館
平成28年度秋期企画展「松平容保」
日本テレビ
「教科書になった !? ネタ合戦」
アクアワールド茨城県大洗水族館
七夕イベント2016
フジテレビ
「みんなのニュース/みんなのふるさとコーナー」
ＢＳ－ＴＢＳ
「にっぽん！歴史鑑定」
Ｊｃｏｍチャンネル埼玉
「歴史特番 清水卯三郎～歴史に隠れた埼玉の偉人・その人の深層に迫る～」

KADOKAWA
「角川新書 幕末三百藩 古写真で見る最後のお姫様」
コミュニティネット
「2017年版 幕末維新365言葉の知恵カレンダー」（仮称）
「2017年版 幕末手帳」
宝島社
「美女の日本史 」
日本航空国際線機内上映
「明治日本の産業革命遺産」
ＮＨＫ大阪放送局
歴史秘話ヒストリア 新選組最強ヒーロー！斉藤一～会津藩・松平
容保との絆～
高知県立坂本龍馬記念館
「幕末の志士人気ベスト10」展～現代に生きる志士達～＋～現代
に生きる志士達番外編～
NHKBSプレミアム
「英雄たちの選択-徳川慶勝-」
ＰＨＰ研究所
「超ビジュアル相関図で読み解く! 幕末を動かした20藩」
TOKYO MX (デジタル9ｃｈ)
「週末めとろポリシャン♪」
清水書院
「高等学校日本史Ａ 新訂版」（高等学校 地理歴史科 検定教科書）
テレビ東京
「開運！なんでも鑑定団」

4/6 放映
5/7 発売
通年
4/21 放映
6/13 発売
4月
5月発売
6月
5/11 放映
6/25 放映
7/23～9/19
6月
6/9 放映
9/16～11/7
6/1 放映
6/4～7/7
5/30 放映
5/30 放映
6/1 放映
7月 発売
9/1 発売
6月 発売
9/1～12/31
6/10 放映
7/1～8/31
9/15, 22 放映
8月 発行
6/25 放映
2/15 発売
7/12 放映

茨城県埋蔵文化財センター

7月～3月

学研プラス
「ヒストリカ」
朝日新聞出版
「歴史漫画サバイバルシリーズ12 明治時代のサバイバル」
山梨県立博物館
企画展「葡萄と葡萄酒」
朝日新聞出版
「朝日ジュニア学習年鑑 別冊 日本の世界遺産」
栃木県立上三川高等学校
文化祭展示 「学校周辺の歴史を探る」
テレビ東京
「出没！アド街ック天国」
キネマ旬報社
「井伊直虎と井伊家300年」
テレビ朝日
「林修の今でしょ！講座」
養玲社 巻菱湖記念時代館
顕彰冊子『カリスマ・マルゴト巻菱湖』
島根県立古代出雲歴史博物館
企画展 「出雲国風土記-語り継がれる古代の出雲-」
弘道館

9/6 発売

パネル展「弘道館医学館と水戸藩ゆかりの薬草」

群馬テレビ
「ぐんま！トリビア図鑑」
さくら市ミュージアム-荒井寛方記念館企画展「しおやの医療史」
BS朝日
【歴天】天気が日本の歴史を変えた!?
～気象で読み解く「川中島の戦い」「桜田門外の変」～（仮題）
福山城博物館
秋期特別展「水野勝成展-その軌跡と福山藩の誕生-」

9/7 発売
10/8～11/28
8/19 発売
9/2～9/3
9/3 放映予定
9月末日 発売予定
8/9 放映
11/1 発売
平成29年3/29～5/16

10/1～11/3
10/9
9/20, 24, 26 放映
11/11～12/18
9/18 放映
9/17～11/13

４７ 内科秘録 計2点

展示

４８ 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図、写真撮影中の慶喜 計2点

放映

４９ 徳川慶喜肖像写真

放映

５０ (印判、丸印、角印の納入につき)

出版

５１ 石皿写真

出版

５２ 慶喜処置ニ付歎願 （一橋徳川家文書）

放映

５３ 唐花打板雲文様段替厚板唐織、白地松皮菱変捻梅文様袷法被 計2点

展示

５４ 訂正常陸国風土記、御家御定書 計2点

展示

５５ 常陸国牛久御陣屋大絵図

展示

５６ 金銅製馬形飾付冠

出版

５７ 三種の神器／テレビ、洗濯機、冷蔵庫 計3点

出版

５８ 徳川慶喜肖像写真

出版

５９ 徳川慶喜肖像写真

出版

６０ 徳川慶喜肖像写真

放映

６１ 徳川慶喜肖像写真

出版

６２ 徳川慶喜肖像写真

出版

６３ 徳川光圀像（立原杏所筆）

放映

６４ 霞ヶ浦新八景、窓形集、霞ヶ浦八景、鹿嶋八景、土浦八景 計5点

展示

６５ 大政奉還上意書、徳川慶喜肖像写真 計6点

出版

６６ 朱舜水像（立原杏所筆）､大日本史､西山遺聞 他 計4点

放映

６７ 徳川慶喜肖像写真

放映

６８ 金銅製馬形飾付冠

出版

６９ 義経記（部分）

出版

７０ 徳川光圀像（立原杏所筆）

放映

７１ 徳川慶喜肖像写真

放映

７２ 徳川慶喜肖像写真

出版

７３ 武田耕雲斎肖像画

展示

７４ 書付 月光院様御筆

放映

７５ 与聞小識草稿

放映

７６ 徳川慶喜肖像写真

放映

７７ 徳川光圀像（立原杏所筆）

放映

７８ 徳川慶喜肖像写真、静岡浅間神社大拝殿、臨済寺他 14点

展示

７９ 徳川慶喜肖像写真

出版

８０ 雪村「猿猴図」

出版

８１ 徳川慶喜肖像写真

出版

８２ 徳川慶喜肖像写真

出版

８３ 徳川光圀像（立原杏所筆）

出版

８４ 徳川慶喜肖像写真

放映

８５ 徳川慶喜肖像写真

出版，放映

８６ 徳川光圀像 （立原杏所筆）

出版

８７ 欠伸布袋・紅白梅図、雪村「猿猴図」

出版

８８ 徳川慶喜肖像写真

出版

８９ 徳川慶喜肖像写真

放映

９０ 脇差 銘「長曾祢興里入道乕徹」

出版

９１ 大日本史、『大日本史』編さんの様子（想像図）

放映

９２ 無形民俗資料（トクサかけ、木釘打ち、下塗り、上げ塗り）

出版

９3 常陸国風土記（西野本）

放映

９４ 旧水海道小学校本館外観写真

出版

小石川後楽園
「水戸藩の名君 光圀と斉昭をめぐる薬草展」
日本テレビ
「街活ABC」
テレビ朝日
「林修の今でしょ！講座」
日本歴史学会
「日本歴史」2016年11月号
第一学習社
高等学校世界史副教材「ダイアローグ世界史図表」
NHKBSプレミアム
「英雄たちの選択-徳川慶勝-」
茨城県近代美術館天心記念五浦分館
企画展「招福 吉祥のかたち」
小美玉市史料館
企画展「霞ヶ浦に生きる人々」～江戸時代の舟運と玉里御留川～
オエノンミュージアム（シャトーカミヤ）
「牛久藩主とその時代～歴代藩主が遺したもの～」
平凡社
別冊太陽 「古墳時代の歴史と美」（仮）

10/8～10/16
10/6 放映
9/6 放映
10/25 発売
平成29年1月 発売予定

10/13, 20 放映
平成28年11/29～
平成29年1/15
10/29～12/11
10/29～12/11
12月 発売

読売ＫＯＤＯＭＯ新聞

11/3 発売

中日新聞社
「ジュニア中日 なるほどランド」
洋泉社
歴史新書「勝海舟の明治」
ＢＳ－ＴＢＳ
「にっぽん！歴史鑑定」

10/23 発売

明治図書出版
中学校用社会副教材 「積み上げ歴史2・3」
ポプラ社
「人物事典（全5巻）」
テレビ朝日
「羽鳥慎一のモーニングショー」
土浦市立博物館
特別展「土浦八景-よみがえる情景へのまなざし-」
洋泉社
ＭＯＯＫ「幕末維新のすべて」（仮）
BS-TBS
「にっぽん！歴史鑑定」
テレビ朝日
「東京サイト」
小学館クリエイティブ
「はじめて出会う日本美術」（仮）2巻
正進社
中学校向け副教材「新・国語の学習」
テレビ朝日
「羽鳥慎一のモーニングショー」
ビデオランド（台湾ケーブルテレビ局）
「カミングアウトバラエティ！秘密のケンミンSHOW」
進学社
「香川県版 中学生の社会科歴史ノート 下巻」
福井県ふるさと文学館
「幕末の福井を描いた作家たち」展
ＮＨＫ
「忠臣蔵の恋外伝」
ＮＨＫ
「ブラタモリ（水戸編）」
ＮＨＫＢＳプレミアム
「英雄たちの選択～薩長同盟～」(仮)
ＢＳ－ＴＢＳ
「関口宏ニッポン風土記 」茨城県
静岡市文化財資料館
「大政奉還150周年記念プロジェクト」
セレモニー関係会報誌
「ひといろ」2017年春号
The annual journal of Japanese Art Society of America
「Impression 38」
日本入試センタ－
学習塾サピックス小学部教材
帝国書院
「最新世界史図説 タペストリー」
毎日新聞
1月1日紙面 「水戸藩の未来学」(仮)
ＮＨＫＢＳプレミアム
「江戸城無血開城」
高知県立高知城歴史博物館
「大政奉還への道」（仮題）
山川出版社
「和菓子歴史物語」(仮題)
東京藝術大学美術館、MIHO MUSEUM
チケット特典用限定グッズ及びA4ファイル、ポストカード他
小学館
雑誌 「サライ」2017年3月号
テレビ朝日
「林修の今でしょ！講座」
水戸市観光課
「水戸の武」武術武具の紹介チラシ
ＢＳ-ＴＢＳ
「関口宏ニッポン風土記 」
城里町教育委員会
城里町郷土学習資料『城里学ぶっく』
NHK-BSプレミアム
「新日本風土記 筑波」
重要文化財旧開智学校
『重要文化財 旧開智学校校舎』

11/4 発売
10/31 放映
平成29年4/1 発売
平成29年1月 発売予定
11/7 放映
平成29年3/18～5/7
12/16 発売
11/21 放映
12/8 放映予定
平成29年4月上旬
平成29年4/1発行
12/5 放映
12/10～平成30年12/9
放映予定
平成29年4/1発行
平成29年1/28～4/9
平成29年1/7 放映
平成29年1/28 放映
2017/12/22 放映
平成29年1/21，1/28
放映予定
平成29年1/6～12/25
平成29年4月発行予定
平成29年3月発行
平成29年3月～平成30年11月
6回発行
平成29年2/25 発行
平成29年 1/1発行
平成29年 1/1放映
平成29年3/4～放映
平成29年4月 発売
平成29年3/28～、8/1～
平成29年 2/10発売
平成29年 1/24 放映
平成29年2/18 発行予定
平成29年 1/28予定
平成29年 3/20 放映
平成29年 1/27 放映
平成29年 3/31発行

95 徳川慶喜肖像写真

出版

96 肖像写真［吉子・鏡子］

出版

97 武田耕雲斎肖像画、徳川慶喜肖像写真

出版

98 徳川光圀像 (立原杏所筆)、徳川慶喜肖像写真

出版

99 欠伸布袋図・紅白梅図

放映

100 徳川慶喜肖像写真

放映

101 万祝着

出版

102 徳川慶喜葬儀写真

出版

103 関沢 賢家文書 日記

出版

104 徳川慶喜肖像写真

出版

105 徳川光圀像 （立原 杏所筆）、結城 寅寿像

出版

106 藤田東湖肖像画 （水藩名士肖像）

出版

107 旧水海道小学校本館外観写真

出版

108 徳川慶喜肖像写真

出版

109 徳川慶喜肖像写真

放映

110 徳川慶喜肖像写真

出版

111 常陸国風土記（西野本）

出版

112 安倍川鉄橋上リ列車進行中之図

展示

113 船橋家文書（覚書）

出版

114 徳川慶喜肖像写真

放映

115 蕨手刀 （高根古墳群）

出版

116 石臼、セイロ、いちこ、升

展示

117 十五年来眼目集、聞訟礎石集、宍戸太玄斎像

展示

舟塚古墳出土埴輪 (朝顔)、舟塚古墳出土埴輪 (普通円筒)、舟塚古墳出土
118
埴輪 (人物埴輪)

展示

119 富士三保清見寺図

出版

120 徳川慶喜肖像写真

放映

岩崎書店
『大研究 日本の歴史 人物図鑑』4巻
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
ヤナセ
『YANASE LIFE plaisir 3+4号』
宝島社
『別冊宝島 江戸の事件簿』
テレビ東京系列 BSジャパン
「美の巨人たち」
BS-TBS
「にっぽん！歴史鑑定」

2017年3月末日発行予定
平成29年 2/21発行
平成29年 2/15発行
平成29年 2/22発行
平成29年 2/11放映
平成29年 2/27放映

平成29年度「年間スケジュール」

平成29年 3/10発行

有限会社グレイ
文京区タウン誌 『空』
常陸大宮市
『常陸大宮市近世史料集（八）』
朝日新聞出版
週間朝日別冊『武将の末裔 伝家の宝刀（仮題）』
ハーパーコリンズ・ジャパン株式会社
週刊 『ビジュアル江戸三百藩』第78号及び電子書籍版
コミュニティネット
読むクリアファイル『幕末 十人十色（仮称）』
清流出版
月刊 『清流』5月号
PHP研究所
月刊誌 『歴史街道 』2017年4月
ＮＨＫＢＳプレミアム
「英雄たちの選択」
小学館文庫
『逆説の日本史20巻 幕末年代史編Ⅲ』
行方市教育委員会
『なめかたのクニたんけん国風土記』
リニア･鉄道館
常設展示
野田市
『野田市史研究 第27号』
BS朝日
「三度の嵐がニッポンの歴史を変えた
～蝦夷共和国榎本武揚の見た夢～」（仮題）
城里町教育委員会
城里町郷土学習資料『城里町ぶっく』
国営ひたち海浜公園みはらしの里
旧土肥家住宅主屋展示
旧井筒屋旅館2階
「笠間の先人たち歴史展」
小美玉市立玉里史料館
常設展示
雄山閣
『環境考古学と富士山』第一号
テレビ朝日
「chouchou」(シュシュ)

平成29年 3/1発行
平成29年 3/31発行
平成29年 3月中旬発行予定
平成29年 3/28発行
平成29年 5/1発行
平成29年5月発行
平成29年 4/1発行
平成29年 3/2、3/9放映
平成29年 4/5発行
平成29年 3/20発行予定
通年
平成29年 3/31発行予定
平成29年 3/14放映
平成29年 3/31発行予定
通年
平成29年12月頃から
通年
平成29年 3/31発行
平成29年4/22 放映

