
・作品保護のため、会期中展示替えを行います。展示期間は次の通りです。
 ①11月 2日（土）─11月10日（日）
 ②11月12日（火）─11月17日（日）
 ③11月19日（火）─11月24日（日）
 ④11月26日（火）─12月 1日（日）
 ⑤12月 3日（火）─12月 8日（日）
 ⑥12月10日（火）─12月15日（日）

・作品番号は会場内での番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
・目録番号の記載のないものは松戸市戸定歴史館のみの展示となり、当館では展示しません。
・都合により展示作品を変更する場合があります。また、必要に応じて頁替えを行います。 

作品目録

静岡市美術館│平成25年11月2日（土）～ 12月15日（日）
主催：静岡市、静岡市美術館 指定管理者 公益財団法人静岡市文化振興財団、
　　  静岡朝日テレビ、日本経済新聞社
後援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会　助成：芸術文化振興基金

No. 作品名 作者名 員数 材質 制作年 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

一章　七郎は天晴れ名将とならん

1 五郎麻呂七歳 七郎麻呂七歳 内藤業昌筆 双幅 絹本着色 天保14年 鳥取神社（釧路）

2 書「進思尽忠」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 天保13年 東京都日蓮宗国土安穏寺

3 書「匡救其悪」 徳川慶喜筆 1幅　 紙本墨書 天保13年 渋沢史料館

4 書「仁者楽山」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 天保13年 下田開国博物館

5 書「愛敬」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 天保14年 久能山東照宮博物館

6 書「依於仁」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 天保14年 渋沢史料館

8 「游於藝」額 徳川斉昭筆 1面 木製（欅板） 弘道館事務所

9 徳川斉昭書（童名  名字  字並花押  号） 1通 紙本墨書 名字：弘化4年8月 久能山東照宮博物館

11 「水戸旧城之図」 1枚 紙本着色 江戸後期（19世紀） 松戸市戸定歴史館

12 手記（慶徳・慶喜四～六歳頃の記録） 1冊 紙本墨書 江戸後期（19世紀） 個人蔵

13 「弘道館御用留」 1冊 紙本墨書 天保12年8月～嘉永6年12月 茨城県立歴史館

14 徳川斉昭 渡辺雪渓筆 1幅 絹本着色 文久元年 德川慶朝氏蔵

15 琵琶  徳川斉昭所用 伝 徳川斉昭作 1面 江戸後期（19世紀） 静岡浅間神社

16 「烈公御真翰」（徳川斉昭書簡 慶喜宛） 4冊 紙本墨書 弘化4年9月頃～
安政5年7月5日 德川慶朝氏蔵

17 和歌懐紙（3、4、5） 吉子筆 5枚のうち 紙本墨書 弘化4年頃 德川慶朝氏蔵

18 旭日山水図 徳川家慶筆 1幅 紙本着色 江戸時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

19 蓬莱山図 徳川慶喜筆 1幅 紙本着色 安政5年頃 渋沢史料館

20 日の出梅花の図 徳川慶喜筆 1幅 紙本着色 安政～文久頃 福井市立郷土歴史博物館

二章　十五代将軍

21 紅梅図自画賛 徳川慶喜筆 1幅 紙本着色 元治元～慶応頃 個人蔵

22 書「忠則無二心」 徳川慶喜筆 1幅 絹本墨書 慶応3年 安楽寺（大宮）

23 卯花威胴丸　徳川慶喜所用 明珍宗次作 1領 江戸後期（19世紀） 久能山東照宮博物館

24 重要文化財 太刀 銘 正恒 附 葵紋糸巻太刀拵 徳川慶喜寄進 1口 平安後期（12世紀） 久能山東照宮博物館

25
刀 銘 平安城長吉作 暦応二年八月日　
附 菊桐紋蒔絵糸巻太刀拵  徳川慶喜所用 1口 暦応2年8月 久能山東照宮博物館

26
日本三景図中啓（谷口藹山筆 宮島図、
鶴澤探真筆 橋立図、原伊勢介筆 松島図） 3握のうち 紙本着色 江戸後期（19世紀） 德川慶朝氏蔵

27 「日本外史之内」禁門の変 小林清親画 竪大判錦絵3枚続 明治15年 沼津市明治史料館

28 古写真 徳川慶喜（衣冠） 1枚 鶏卵紙 慶応2年3月頃 茨城県立歴史館

29 古写真 徳川慶喜（座像・刀） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 茨城県立歴史館

30 古写真 徳川慶喜（立像・椅子） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 茨城県立歴史館

31 「支配向被仰渡御書付留 玄拾五冊之内六（御目付）」 15冊のうち 紙本墨書 慶応2年1月～ 9月 茨城県立歴史館

32 古写真 徳川慶喜（馬上・洋装） 1枚 鶏卵紙、着色 慶応3年頃 茨城県立歴史館

33 古写真 徳川慶喜（馬上） 1枚 鶏卵紙 慶応3年頃 茨城県立歴史館

34 古写真「西京ニ於テ乗用之馬 飛電」 1枚 鶏卵紙、着色 慶応2～ 3年頃 德川慶朝氏蔵

35 古写真「京都御旅館御厩之図」 1枚 鶏卵紙 慶応2年頃 德川慶朝氏蔵



No. 作品名 作者名 員数 材質 制作年 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

36 古写真 徳川慶喜（顔・正面） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 茨城県立歴史館

古写真 徳川慶喜（顔・正面） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 松戸市戸定歴史館

37 古写真 徳川慶喜（衣冠・刀掛） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 茨城県立歴史館

38 古写真 徳川慶喜（洋装・着色） 1枚 鶏卵紙、着色 慶応2～ 3年頃 茨城県立歴史館

39 古写真 徳川慶喜（洋装・着色） 1枚 鶏卵紙、着色 慶応2～ 3年頃 茨城県立歴史館

42 古写真 徳川慶喜（立像・洋装） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 松戸市戸定歴史館

44 古写真 徳川慶喜（座像・袴姿） F.W.サットン撮影 1枚 鶏卵紙 慶応3年3月29日ヵ 茨城県立歴史館

45
ザ・イラストレイテッド・ロンドン・ニュース 
慶喜紹介記事 一八六七年版（八月十日号・二十四日号） 紙、印刷 慶応3年 東京都江戸東京博物館

46 一八六七年パリ万国博覧会図集 2冊のうち1冊 紙、印刷 慶応3年 松戸市戸定歴史館

48 古写真 徳川慶喜 ディスデリ複写 1枚 鶏卵紙 慶応3年頃 松戸市戸定歴史館

49 古写真 徳川昭武 ディスデリ撮影 1枚 鶏卵紙 慶応3年6月4日／
1867年7月5日 松戸市戸定歴史館

56 「仏行日記」 渋沢栄一筆 1冊 紙本墨書 慶応3年1月3日～ 3月8日 松戸市戸定歴史館

58 古写真 ナポレオン三世 1枚 鶏卵紙 19世紀 松戸市戸定歴史館

60 軍帽　徳川慶喜所用 1頭 19世紀 久能山東照宮博物館

61 鞍下　徳川慶喜所用 1枚 19世紀 久能山東照宮博物館

62 洋式軍装馬具　徳川慶喜下賜 1具 19世紀 福井市立郷土歴史博物館

63 胸甲騎兵用甲冑 1領 19世紀 靖国神社遊就館

64 古写真「京都御旅館ノ一部」 1枚 鶏卵紙 慶応2年 德川慶朝氏蔵

65 古写真「御旅館裏御門前之図」 1枚 鶏卵紙 慶応2年 德川慶朝氏蔵

66 古写真「二条城 本丸一」「二条城 本丸二」（本丸仮御殿） 2枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 德川慶朝氏蔵

68 古写真「二条城内之図」（本丸より二の丸を望む） 1枚 鶏卵紙、着色 慶応2～ 3年頃 德川慶朝氏蔵

70 古写真「二条城内之図」（二の丸庭園より溜櫓方向を見る） 1枚 鶏卵紙 慶応2～ 3年頃 德川慶朝氏蔵

72 古写真「二条城内之図」（二の丸黒書院外観） 1枚 鶏卵紙、着色 慶応2～ 3年頃 德川慶朝氏蔵

73 古写真「二条城内之図」（二の丸大広間外観） 1枚 鶏卵紙、着色 慶応2～ 3年頃 德川慶朝氏蔵

74 大政奉還 下図 邨田丹陵筆 1面 紙本着色 大正末～昭和初期（20世紀） 明治神宮

75 「十月十三日於京地被 仰出候御書付写」（包紙） 紙本墨書 （慶応3年）10月13日 個人蔵（德川宗家文書）

75-1 （大政奉還につき諸藩重臣への諮問書） 1通 紙本墨書 （慶応3年）10月13日 個人蔵（德川宗家文書）

76 大政奉還上意書 1通 紙本墨書 （慶応3年）10月 茨城県立歴史館

77 政権を朝廷ニ奉帰建白写 1通 紙本墨書 （慶応3年）10月14日 松戸市戸定歴史館

78 十月去ル十五日御所より被 仰出候御書付写二通（包紙） 紙本墨書 （慶応3年）10月15日 個人蔵（德川宗家文書）

78-1 （十月去ル十五日御所より被 仰出候御書付写） 1通 紙本墨書 （慶応3年10月15日） 個人蔵（德川宗家文書）

78-2 （外夷一条取扱方沙汰書） 1通 紙本墨書 （慶応3年10月15日） 個人蔵（德川宗家文書）

79 （徳川慶喜奏聞状写） 1通 紙本墨書 （慶応4年）正月 個人蔵（德川宗家文書）

80 上意之書付（包紙） 紙本墨書 （慶応4年正月） 個人蔵（德川宗家文書）

80-1 （徳川慶喜上奉書写） 1通 紙本墨書 （慶応4年正月） 個人蔵（德川宗家文書）

81 （徳川慶喜上意触書写）大目付・御目付江 1通 紙本墨書 （慶応4年）正月12日 個人蔵（德川宗家文書）

82 （徳川慶喜謹慎願） 1通 紙本墨書 （慶応4年）2月 個人蔵（德川宗家文書）

83-1 （御征討使御差向猶予之儀ニ付徳川慶喜上書） 1通 紙本墨書 （慶応4年）2月 個人蔵（德川宗家文書）

83-2 （徳川慶喜上書別紙） 1通 紙本墨書 （慶応4年）2月 個人蔵（德川宗家文書）

84 江戸開城談判 下図 結城素明筆 1面 紙本着色 大正末～昭和初期（20世紀） 明治神宮

85 宝珠自画賛 山岡鉄舟筆 1枚 紙本墨書 江戸時代（19世紀） 松戸市戸定歴史館

86
山岡鉄舟手記（慶応戊辰三月駿府
大総督府に於いて西郷隆盛氏と談判筆記） 1冊 紙本墨書 明治5年12月 静岡県立中央図書館

88 大久保一翁 川村清雄筆 1面 キャンバス、油彩 明治20年頃 個人蔵

89 関口隆吉 邨田丹陵筆 1幅 絹本着色 明治時代（19世紀） 久能山東照宮博物館

90 古写真 新村出 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

91 白地葵紋付青海波文様陣羽織　徳川慶喜下賜 1領 江戸後期（19世紀） 個人蔵



No. 作品名 作者名 員数 材質 制作年 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

92 黒塗葵紋付唐草蒔絵鞍　徳川慶喜下賜 1具 江戸後期（19世紀） 個人蔵

93 黒塗葵紋指揮棒　徳川慶喜下賜 1本 江戸後期（19世紀） 個人蔵

94 「日記」　新門辰五郎遺品 1冊 紙本墨書 元治元年6月～ 12月 元離宮二条城事務所

95 新門辰五郎 五姓田芳柳筆 1幅 絹本着色 明治14年 元離宮二条城事務所

96 法被　新門辰五郎遺品 1領 江戸後期（19世紀） 元離宮二条城事務所

97 火消頭巾　新門辰五郎遺品 1頭 江戸後期（19世紀） 元離宮二条城事務所

98 鳶口　新門辰五郎遺品 1本 江戸後期（19世紀） 元離宮二条城事務所

99 「を」組纏印　新門辰五郎遺品 1枚 江戸後期（19世紀） 元離宮二条城事務所

100 新門仲書簡　新門辰五郎遺品 1通 紙本墨書 明治初期（19世紀） 元離宮二条城事務所

100-1 新門仲書簡付属資料：図面　新門辰五郎遺品 1枚 紙本墨書 明治初期（19世紀） 元離宮二条城事務所

三章　文人の営みと眼差し

101 古写真 静岡宝台院の図複写 中嶋仰山原画 1枚 P.O.P. 明治初期（19世紀） 茨城県立歴史館

103 位記（叙従四位） 1通 紙本墨書 明治5年1月6日 德川慶朝氏蔵

103-1 参朝命令書 1通 紙本墨書 明治5年1月6日 德川慶朝氏蔵

104 位記（叙正二位） 1通 紙本墨書 明治13年5月18日 德川慶朝氏蔵

104-1 理由書 1通 紙本墨書 明治13年5月18日 德川慶朝氏蔵

104-2 参朝命令書 1通 紙本墨書 明治13年5月17日 德川慶朝氏蔵

105 書「雲高気静」 徳川慶喜筆・勝海舟賛 1幅 絹本墨書 明治2年 弘道館事務所

108 徳川慶喜邸日誌 43冊のうち 紙本墨書 明治5～ 45年 松戸市戸定歴史館

109 「近世人物誌 第二十 徳川慶喜公御簾中」 月岡芳年画 1枚 大判錦絵揃物 明治21年 静岡県立中央図書館

110 「教導立志基 徳川慶喜」 小林清親画 1枚 大判錦絵揃物 明治19年 東京都江戸東京博物館

「教導立志基 徳川慶喜」 小林清親画 1枚 大判錦絵揃物 明治19年 松戸市戸定歴史館

111 古写真 徳川美賀子（維新前） 1枚 鶏卵紙 安政～慶応頃 茨城県立歴史館

112 古写真 徳川慶喜（胸像） 1枚 鶏卵紙 明治7年4月 茨城県立歴史館

113 古写真 徳川美賀子（胸像） 1枚 鶏卵紙 明治7年4月 茨城県立歴史館

114 古写真 徳川美賀子（座像） 1枚 鶏卵紙 明治7年4月 茨城県立歴史館

115 古写真 徳川慶喜（立像・狩猟姿） 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

116 古写真 徳川美賀子（座像） 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

117 和歌短冊「生しより」 徳川美賀子筆 1枚 紙本墨書 嘉永7～明治元年頃 德川記念財団

118
和歌短冊
「花 もろこしの」「我君の」「かくはかり」

徳川慶喜・
徳川美賀子筆 3枚（1幅） 紙本墨書 明治27年頃 渋沢史料館

119 徳川美賀子書簡 池田輝博宛 1通 紙本墨書 （明治26年）6月28日 東京都江戸東京博物館

120 古写真 徳川美賀子（胸像） 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治26年頃 松戸市戸定歴史館

121 古写真 紺屋町邸 第一号 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

122 古写真 紺屋町邸 第二号 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

123 古写真 紺屋町邸 第三号 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

124 古写真紺屋町邸（庭園） 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

125 古写真 紺屋町邸 第五号 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

126 古写真 紺屋町邸（池・舟） 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治20年頃 茨城県立歴史館

127 「紺屋町御邸内絵図面」 1枚 紙本着色 明治時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

129 古写真 西草深邸居間・離座敷 1枚 P.O.P. 明治26～ 30年頃 松戸市戸定歴史館

130 古写真「静岡猫ハン」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

131 西草深邸絵図面 1枚 紙本着色 明治時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

132 古写真 徳川慶喜・家達 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治21年 個人蔵

133 位記（叙従一位） 1通 紙本墨書 明治21年6月19日 德川慶朝氏蔵

133-1 理由書 1通 紙本墨書 明治21年6月19日 德川慶朝氏蔵

134 古写真 徳川家達・慶久 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治21年頃 茨城県立歴史館

135 古写真 鉄子・筆子 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治21年頃 個人蔵
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136 古写真 浪子・国子・経子・糸子 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治21年頃 茨城県立歴史館

137 古写真 厚・仲博・慶久・誠・精 徳田孝吉撮影 1枚 鶏卵紙 明治21年頃 個人蔵

139 書「静中観物化」 徳川慶喜筆 1幅 絹本墨書 明治9年 株式会社追分羊羹

140 「沼津黌」額 徳川慶喜筆 1面 絹本墨書 明治11年 沼津市明治史料館

141 「山高水長」額 徳川慶喜筆 1面 絹本墨書 明治17年6月 松戸市戸定歴史館

142 書「泉声帯月静 松影入窓間」 徳川慶喜筆 1幅 絹本墨書 明治10年代頃 渋沢史料館

143 「楽天理」額 徳川慶喜筆 1面 絹本墨書 明治20～ 30年頃 沼津市明治史料館

144 書「身閑夢亦安」 徳川慶喜筆 1幅 絹本墨書 明治35年頃 久能山東照宮博物館

145 古写真「間宮魁」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

146 間宮魁 徳川慶喜筆 1面 麻本墨画 明治20～ 30年頃 久能山東照宮博物館

147 釣道具 附 道具入箪笥 徳川慶喜所用 1式 明治時代（19世紀） 久能山東照宮博物館

158 弓懸 徳川慶喜所用 1口 明治時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

161 煙草入 附 煙管　徳川慶喜刺繍 1点 明治時代（19世紀） 久能山東照宮博物館

163 印「慶喜」、「穆如清風」、「静中観物化」徳川慶喜所用 3顆 明治時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

164 印「慶喜」、「静以安人」、「允執厥中」徳川慶喜所用 3顆 明治時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

165 印「興山」徳川慶喜所用 1顆 明治時代（19世紀） 茨城県立歴史館

166 象牙彫刻付葵印 徳川慶喜所用 1顆 明治時代（19世紀） 德川慶朝氏蔵

167 「写真画」（一位様御用品） 紙、水彩 德川慶朝氏蔵

168 紅白花卉図 徳川慶喜筆 1枚 紙、水彩 松戸市戸定歴史館

169 西洋風景 1枚 紙、水彩 德川慶朝氏蔵

170 蓮華之図 徳川慶喜筆 1面 絹、油彩 東叡山護国院

171 河畔風景 徳川慶喜筆 1面 紙、油彩 茨城県立歴史館

172 西洋風景 徳川慶喜筆 1面 絹、油彩 松戸市戸定歴史館

173 日本風景 徳川慶喜筆 1面 絹、油彩 久能山東照宮博物館

174 風景 徳川慶喜筆 1面 紙、油彩 明治2～ 10年 静岡県立美術館

176 西洋風景 徳川慶喜筆 1面 キャンバス、油彩 久能山東照宮博物館

177 婦女図（来信） 伝 川上冬崖筆 1面 布、油彩 安政4～明治14年頃 長野県信濃美術館

178 群馬県指定文化財 バラと扇子を持つ女性 島霞谷筆 1面 布、油彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

179 小林更平 高橋由一筆 1面 布、油彩 明治3年 個人蔵

180 重要文化財 美人（花魁） 高橋由一筆 1面 布、油彩 明治5年 東京藝術大学

181 海雲楼博物雑纂 紙本着色 文久3～慶応元年 東京都立中央図書館特別文庫室

182 「うみがめ」 中嶋仰山筆 3幅 紙本着色 明治10年 国立科学博物館

183 「由緒書」（中嶋家） 1冊 紙本墨書 個人蔵

184 ナポレオン 川上冬崖筆 1面 紙、鉛筆、水彩 安政4～明治14年頃 長野県信濃美術館

185 草花図 川上冬崖筆 1面 洋紙、鉛筆、水彩 安政4～明治14年頃 長野県信濃美術館

186 蝦蟇図 川上冬崖筆 1枚 絹、着彩 安政4～明治14年頃 早稲田大学図書館

187 鶏にかえる 川上冬崖筆 1枚 紙、水彩 安政4～明治14年頃 長野県信濃美術館

188 洋花 川上冬崖筆 1枚 紙、水彩 安政4～明治14年頃 長野県信濃美術館

189 徳川家康 川上冬崖筆 1面 紙、鉛筆、水彩 安政4～明治14年頃 長野県信濃美術館

190 ヒポクラテス 川上冬崖筆 1面 紙、墨 安政4～慶応2年頃 長野県信濃美術館

191 群馬県指定文化財 ヒポクラテス 高橋由一筆 1面 紙、着彩 慶応2年 個人蔵

192 群馬県指定文化財 古写真 庭に立つ女性 1枚 ガラス、湿板 慶応3～明治3年頃 個人蔵

193 群馬県指定文化財 庭に立つ女性 島霞谷筆 1面 布、油彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

194 群馬県指定文化財 芍薬を持つ女性 島霞谷筆 1幅 紙、着彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

195 群馬県指定文化財 団扇を持つ女性 島霞谷筆 1面 絹、着彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

196 群馬県指定文化財 三味線を持つ女性 島霞谷筆 1面 絹、着彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

197 群馬県指定文化財 池田筑前守 島霞谷筆 1幅 紙、墨 慶応3～明治3年頃 個人蔵

198 群馬県指定文化財 河田相模守 島霞谷筆 1幅 紙、墨 慶応3～明治3年頃 個人蔵
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199 群馬県指定文化財 初代ナポレオン 下絵 島霞谷筆 1枚 紙、墨 慶応3～明治3年頃 個人蔵

200 群馬県指定文化財 徳川慶喜 島霞谷筆 1枚 洋紙、着彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

201 群馬県指定文化財 蛙 島霞谷筆 1枚 紙、墨 慶応3～明治3年頃 個人蔵

202 群馬県指定文化財 椿・木蓮 島霞谷筆 1枚 紙、鉛筆、着彩 慶応3～明治3年頃 個人蔵

203 群馬県指定文化財 月見草 島霞谷筆 1枚 紙、鉛筆、着彩 慶応3年頃 個人蔵

204 群馬県指定文化財 馬 島霞谷筆 1枚 洋紙、鉛筆 慶応3～明治3年頃 個人蔵

206 群馬県指定文化財 古写真 幕府開成所内部 島霞谷撮影 3枚 ガラス、湿板 慶応3年9月頃 個人蔵

207 群馬県指定文化財 古写真 徳川茂栄とハラタマ 島霞谷撮影 1枚 鶏卵紙 慶応3年9月 個人蔵

208 群馬県指定文化財 古写真 島霞谷写真アルバム 島霞谷撮影 1冊 鶏卵紙 慶応3～明治3年頃 個人蔵

209 石版画 西洋風景　島霞谷旧蔵 1枚 洋紙、石版 19世紀 個人蔵

210 石版画 Erde Earth 島霞谷旧蔵 1枚 洋紙、石版、着彩 19世紀 個人蔵

211 石版画 鮭 島霞谷旧蔵 1枚 洋紙、石版、着彩 19世紀 個人蔵

212 石版画 オランダの祭 川上冬崖資料 1枚 洋紙、石版 19世紀 長野県信濃美術館

213 石版画 北ドイツ連邦の成立 川上冬崖資料 1枚 洋紙、石版 1867年頃 長野県信濃美術館

214 石版画 やまぎしの巣 川上冬崖資料 1枚 洋紙、多色石版 19世紀 長野県信濃美術館

215 石版画 谷間の礼拝堂 川上冬崖資料 1枚 洋紙、多色石版 19世紀 長野県信濃美術館

216 古写真 雨中の砲兵隊 川上冬崖資料 1枚 モノクローム
プリント 19世紀 長野県信濃美術館

217 古写真 議事堂の東からの展望 川上冬崖資料 1枚 モノクローム
プリント 19世紀 長野県信濃美術館

218 古写真 オルフェウス 川上冬崖資料 1枚 モノクローム
プリント、着彩 19世紀 長野県信濃美術館

219
「銃隊式沿革図」（第4、6、15、19、20、

21、23、24、25、26、29、30図） 近藤正純筆 30面の
うち12面 紙、着彩 明治初期（19世紀） 靖国神社遊就館

220 江戸城吹上御庭之図 12面の
うち4面 布、油彩 江戸後期（19世紀） 德川記念財団

「地主山御腰懸より音羽の瀧之写 広芝向之山打越冨士山遠見」

「御鳥籠」

「広芝より地主山 紅葉御茶屋前之植込ねり士御腰懸より見渡」

「新御囲御馬場御馬見所桃園之景新御茶屋之方見渡」

221 徳川家茂像 川村清雄筆 1面 板、油彩 明治17年 德川記念財団

222 下絵 昭徳院（徳川家茂） 川村清雄筆 1枚 紙、鉛筆 明治17年頃 東京都江戸東京博物館

223 下絵 昭徳院（徳川家茂） 川村清雄筆 1枚 紙、鉛筆 明治17年頃 東京都江戸東京博物館

224 下絵 昭徳院（徳川家茂） 川村清雄筆 1枚 紙、鉛筆 明治17年頃 東京都江戸東京博物館

225 下絵 昭徳院（徳川家茂） 川村清雄筆 1枚 紙、鉛筆、板 明治17年頃 東京都江戸東京博物館

226 下絵 昭徳院（徳川家茂） 川村清雄筆 1枚 紙、鉛筆 明治17年頃 東京都江戸東京博物館

227 下絵 昭徳院（徳川家茂） 川村清雄筆 1枚 紙、鉛筆 明治17年頃 東京都江戸東京博物館

228 徳川家定像 川村清雄筆 1面 板、油彩 明治25年 德川記念財団

229 徳川吉宗像 川村清雄筆 1面 板、油彩 明治25年 德川記念財団

230 将軍肖像 川村清雄筆 1面 板、油彩 明治25年 德川記念財団

231 徳川慶喜像 川村清雄筆 1面 板、油彩 明治中期 德川記念財団

232 古写真 徳川慶喜（肖像写真複写） 川村清雄旧蔵 1枚 ガラス、湿板 東京都江戸東京博物館

233 徳川家達像（徳川家達幼年期肖像） 川村清雄筆 1面 板、油彩 明治時代（19世紀） 德川記念財団

235
撮影記録（1）「四ツ板写真種板記 明治二十六年」
（2）「双眼器機種板記 明治三十八年三月ヨリ」 5冊 紙本墨書 德川慶朝氏蔵

236 古写真「麦刈」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

237 古写真 麦田小切り 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

240 古写真 稲刈り 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

241 古写真「俵結」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

242 古写真「安倍川鉄橋上リ列車進行中之図」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

243 古写真 安倍川鉄橋下り列車 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館
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244 古写真「大里踏切ヨリ安倍川橋ヲ望ム」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

245 古写真 安倍川河川敷 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

246 古写真「楊土川ヨリ河合新田ヲ望ム」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

247 古写真 揚土橋 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

248 古写真 大崩海岸 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

249 古写真「興津海水浴場前涼場」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

252 古写真「弁天島ヨリ舞坂ヲ望ム」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

253 古写真「下島川尻」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

255 古写真 野崎家庭園 徳川慶喜公来臨撮影 徳川慶喜撮影 1枚 P.O.P. 明治29年 個人蔵

256 古写真「久能御山全図」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

257 古写真「清水港波止場」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

258 古写真「清水湊橋ヨリ港口ヲ望ム之景」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

259 古写真「三保神社鳥居前」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

260 古写真「静岡浅間神社裏門内之景」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

261 古写真「浅間神社裏門前」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

262 古写真「静岡浅間神社大拝殿」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

263 古写真 浅間神社稚児舞楽 徳川慶喜撮影 1枚 P.O.P. 明治29年頃 個人蔵

264 古写真「臨済寺」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

265 臨済寺写真帖 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治28年4月頃 臨済寺

266 「大龍山」額 徳川慶喜筆 1面 絹本墨書 明治初期～ 28年 臨済寺

267 東照大権現像 徳川慶喜題字・
吉田柳蹊筆 1幅 絹本着色 江戸後期～明治初期（19世紀） 臨済寺

268 書「松竹秀而整」 徳川家茂筆 1幅 紙本墨書 安政～慶応2年頃 臨済寺

269 正親町天皇御宸翰 1幅 紙本墨書 桃山時代（16世紀） 臨済寺

270 螺鈿卓 1台 明時代（17世紀） 臨済寺

271 静岡県指定文化財 千鳥図屏風 6曲1双 紙本金地着色 桃山時代（16世紀） 臨済寺

272 南蛮文箱 1箱 江戸時代（17～18世紀）頃 臨済寺

273 誕生仏 1體 臨済寺

274 蜀紅縫敷物 1枚 臨済寺

275 古写真 中根幸（胸像） 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

276 古写真 新村信（胸像） 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

277 古写真 中根幸（座像） 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

278 古写真 新村信（座像） 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

279 古写真 御女中 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

281 古写真 御女中 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

283 古写真 慶久 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

284 古写真 誠 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

285 古写真 精 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

286 古写真 糸子 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

287 古写真 国子 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

288 古写真 徳川厚・里子夫妻 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

289 古写真 松平斉・浪子夫妻 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治26～ 30年頃 茨城県立歴史館

290 古写真 徳川家達・厚・達孝・達道 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治30年2月9日 茨城県立歴史館

291 古写真 くちなしの実 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

292 古写真 野崎家盆石 徳川慶喜撮影 1枚 P.O.P. 明治29年頃 個人蔵

293 古写真「蘭二種」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治26～ 30年頃 德川慶朝氏蔵

四章　徳川慶喜家の誕生

294 古写真 有栖川宮威仁親王 W.&D.Downey 1枚 鶏卵紙 明治38年 德川慶朝氏蔵
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295 古写真 徳川慶喜（還暦） 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治30年 德川慶朝氏蔵

297 古写真「巣鴨邸内」 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙、着色 明治30～ 34年 德川慶朝氏蔵

299 徳川慶喜日記 徳川慶喜筆 3冊のうち 紙本墨書 明治31～ 45年 德川慶朝氏蔵

300 古写真 戸定邸の庭で遊ぶ子供たち 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治31年5月8日 松戸市戸定歴史館

303 古写真 戸定邸秋庭の間 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治31年5月8日 松戸市戸定歴史館

304 古写真 常陸山 徳川慶喜撮影 1枚 鶏卵紙 明治31年5月27日 松戸市戸定歴史館

305 戸定邸日誌 紙本墨書 松戸市戸定歴史館

306 古写真 徳川慶喜（立像） 小川一真撮影 1枚 鶏卵紙 明治33～ 39年 茨城県立歴史館

307 辞令（麝香間祗候） 1通 紙本墨書 明治33年6月22日 德川慶朝氏蔵

307-1 参省命令書 1通 紙本墨書 明治33年6月21日 德川慶朝氏蔵

309 古写真「庭ヨリ中奥建物ヲ望ム」 徳川慶喜撮影 1枚 明治34～大正2年頃 德川慶朝氏蔵

311 古写真 徳川慶喜（立像・有爵者大礼服） 小川一真撮影 1枚 明治35年 松戸市戸定歴史館

312 太刀 銘 一　徳川慶喜献上 1口 鎌倉初期（12～ 13世紀） 東京国立博物館

313 参内命令書（公爵授爵） 1通 紙本墨書 明治35年6月2日 德川慶朝氏蔵

314 伝達書（太刀嘉納の件） 1通 紙本墨書 明治35年7月7日 德川慶朝氏蔵

315 慶喜祝賀会合作の書
慶喜、家達、家正、
慶久筆／昭武、達孝、
達道、厚筆

双幅 紙本墨書 明治35年 德川記念財団

316 古写真 徳川慶喜公爵受爵記念 H.F. SATOW撮影 1枚 P.O.P. 明治35年 茨城県立歴史館

317
書「宝祚万々歳」
「宝祚之隆盛当与天壌無窮者矣」 徳川慶喜筆 双幅 絖本墨書 明治35年頃 渋沢史料館

318 古写真 徳川慶喜（胸像・有爵者大礼服） 小川一真撮影 1枚 明治35年 松戸市戸定歴史館

319 徳川慶喜 伊東函嶺筆 1面 キャンバス、油彩 明治39年 国立歴史民俗博物館

320 古写真 徳川慶喜（胸像） 中島待乳撮影 1枚 明治41年～大正2年 松戸市戸定歴史館

323 書「静観」 徳川慶喜筆 1幅 絹本墨書 明治30年代以降 国立歴史民俗博物館

328 書「不枉義以従邪 不易言以求生」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 明治30年代以降 松戸市戸定歴史館

329 「心如水」額 徳川慶喜筆 1面 絹本墨書 明治10年代頃 個人蔵

330 書「山静松声遠 秋清泉気香」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 明治30年代以降 鈴木与平氏蔵

332 楽茶碗 徳川慶喜書・昭武作陶 1口 陶製 明治時代（20世紀） 松戸市戸定歴史館

334 ミニマムホルモス ステレオカメラ ツァイス氏 1台 久能山東照宮博物館

335 古写真 女性集合写真（渋沢邸） 徳川慶喜撮影 1枚 明治38年5月8日 茨城県立歴史館

336 古写真 芸者（渋沢邸） 徳川慶喜撮影 1枚 明治38年5月8日 茨城県立歴史館

337 古写真 徳川慶喜（写真撮影中） 徳川昭武撮影 1枚 鶏卵紙 明治38年4月28日 茨城県立歴史館

338 古写真 松戸町角町 徳川慶喜撮影 1枚 明治38年4月28日 松戸市戸定歴史館

341 古写真 隅田川花見 徳川慶喜撮影 1枚 明治38年4月15日 松戸市戸定歴史館

343 徳川慶喜撮影写真帖 徳川慶喜撮影 1冊 明治40年頃 德川慶朝氏蔵

345 古写真「福島県郡山駅前市街之景」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

346 古写真「翁島御庭ヨリ御本館ヲ望ム」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

347 古写真「翁島御本館 ニ噴水」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

348 古写真「翁島御別邸ニ於ケル威仁親王」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

349 古写真「翁島御別邸ニテモンペイ姿」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

350 古写真「翁島御別邸ニテモンペイ姿」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

351 古写真「翁島御別邸噴水」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

352 古写真「翁島御別邸吾妻家」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

353 古写真「翁島御別邸御庭ヨリ磐梯山ヲ望ム」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

354 古写真「翁島御別邸ヨリ猪苗代湖ノ眺望」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

355 古写真「会津飯盛山登山道」 徳川慶喜撮影 1枚 明治42年8月 德川慶朝氏蔵

356 古写真「銚子大清楼ヨリノ眺望」 徳川慶喜撮影 1枚 明治43年4月 德川慶朝氏蔵

357 古写真「銚子大清楼ヨリノ眺望」 徳川慶喜撮影 1枚 明治43年4月 德川慶朝氏蔵
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358 パノラマカメラ 1台 1905年頃 久能山東照宮博物館

360 『華影』 コロタイプ印刷 明治36年2月、明治36年9月、
明治36年12月 静岡市立清水中央図書館

362 和刻本『資治通鑑』 294冊のうち 木版墨摺　
版行 津・有造館 嘉永2年 静岡市立清水中央図書館

363 『万葉集略解』 20冊のうち 木版墨摺　
版元 永楽屋東四郎 寛政8年 静岡市立清水中央図書館

364 『武功雑記』 1冊 木版墨摺　
発行 青山清吉 明治36年 静岡市立清水中央図書館

365 『逸史』 中井積善著 13冊のうち 木版墨摺　
版元 加賀屋善蔵 嘉永元年 静岡市立清水中央図書館

366 『四書訓蒙輯疏』 安部井褧著 30冊のうち 木版墨摺　
版元 出雲寺文次郎 嘉永元年 静岡市立清水中央図書館

367 『日本外史』 頼山陽著 22冊のうち 木版墨摺　
版元 須原屋茂兵衛 文政12年 静岡市立清水中央図書館

368 『享保漫録』 10冊 紙本墨書 静岡市立清水中央図書館

369 『新伊勢物語』 徳川斉昭著 8冊 紙本墨書 弘化2～嘉永6年 静岡市立清水中央図書館

370 『童蒙易知柄底集』 松下隼人著 1冊 紙本墨書 寛延4年 静岡市立清水中央図書館

371 『天下茶屋真伝記』 1冊 紙本墨書 静岡市立清水中央図書館

372 『省斎遺稿』 平山省斎著　
平山成信編／発 2冊 明治32年 静岡市立清水中央図書館

373 『青淵先生七十寿祝賀紀念号』 1冊 発行 龍門社 明治43年 静岡市立清水中央図書館

374 『昔夢会筆記』 徳川慶喜述・
渋沢栄一編 3冊 大正4年4月 静岡市立清水中央図書館

378 書「日本橋」 徳川慶喜筆 1幅 紙本墨書 明治44年 東京都公文書館

381 古写真 ダイムラーと安藤運転手 S.Umeda 梅田撮影 1枚 大正元年11月 德川慶朝氏蔵

384 古写真 徳川慶喜・喜久子 S.Umeda 梅田撮影 1枚 大正元年7月17日 德川慶朝氏蔵

386 勲記（勲一等旭日桐花大綬章） 1通 大正2年11月22日 德川慶朝氏蔵

388 勲一等旭日桐花大綬章副章 德川慶朝氏蔵

389 徳川慶喜葬儀写真アルバム 1冊 大正2年11月30日 茨城県立歴史館

392 絵葉書「故徳川将軍慶喜卿葬列実況」 10枚 青木書店発行 大正2年頃 茨城県立歴史館

393 絵葉書「故徳川慶喜公葬列紀念絵葉書」 6枚 松本幸盛堂発行 大正2年頃 茨城県立歴史館

394 新聞スクラップ（慶喜死亡記事） 4冊 大正2年頃 德川慶朝氏蔵

397 『徳川慶喜公歌集』 1冊 木版 大正5年9月 国立歴史民俗博物館

398 板木「徳川慶喜公歌集」 5枚のうち 大正5年 德川慶朝氏蔵

399 徳川慶喜肖像写真アルバム 1冊 德川慶朝氏蔵

400 『徳川慶喜公伝』（特装版） 8冊 大正7年 德川慶朝氏蔵

401 『徳川慶喜公伝稿本』 55冊 德川慶朝氏蔵

参考9『徳川慶喜公伝』献呈奉告式  『龍門雑誌』第355号 1枚 大正6年11月22日 渋沢史料館

402 古写真 徳川慶喜（座像） 小川一真撮影 1枚 P.O.P. 明治40年頃 茨城県立歴史館
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