
企画展　NHKスペシャル関連企画「大江戸」展　展示品リスト	
会期：２０１８年４月１日（日）～５月１３日（日）	
主催：公益財団法人東京都歴史文化財団、東京都江戸東京博物館、ＮＨＫ、	
・展示は作品の番号順とは一致しない場合がございますので、ご了承ください。	
・展示期間は、前期：4月1日（日）～22日（日）、後期：4月24日（火）～5月13日（日）になります。	
・都合により、会期途中でも予告無く展示期間が変更される場合があります。	
・所蔵欄に記載がない資料および複製資料は江戸東京博物館所蔵です。	

番号 資料名 年代 所蔵 展示期間

 プロローグ
 第１章　江戸の成り立ち

1 東京都指定有形文化財　浅草寺縁起（複製） 永禄年間(1558～70頃） 浅草寺原蔵 全期間
2 東京国立近代美術館遺跡 出土遺物（複製） 国立歴史民俗博物館原蔵 全期間
3 平長重去状（複製） 1261年(弘長元） 関興寺原蔵 全期間
4 関東下知状（複製） 1314年(正和３） 東京国立博物館原蔵 全期間
5 義経記　巻第三 江戸時代 全期間
6 長禄之江戸図 江戸時代 全期間
7 大手町出土　阿弥陀一尊種子板碑 1509年(永正6） 江戸東京たてもの園 全期間
8 大手町出土　題目板碑 1427年(応永34） 江戸東京たてもの園 全期間
9 大手町出土　銅製鋺 中世後期 江戸東京たてもの園 全期間

10 太田道灌坐像（複製） 江戸時代中期 静勝寺原蔵 全期間

11 琵琶 銘 千鳥 戦国時代 越葵文庫 
福井市立郷土歴史博物館保管 全期間

12 太田道灌状（複製） 江戸時代前期/写 國學院大学図書館原蔵 前期
13 太田道灌書状 15世紀後半 前期
14 太田道灌書状 15世紀後半 後期
15 太田道真書状 1479年(文明11） 後期
16 武州江戸歌合（複製） 江戸時代/写 国立公文書館原蔵 全期間
17 太田道灌初テ歌道ニ志ス図 1887年(明治20） 全期間
18 国指定重要文化財　毛利家文書　関東八州諸城覚書（複製） 1590年(天正18） 毛利博物館原蔵 前期
19 国指定重要文化財　毛利家文書　関東八州諸城覚書（切紙（複製） 1590年(天正18） 毛利博物館原蔵 後期
20 豊臣秀吉禁制 1590年(天正18） 全期間
21 徳川家康像 江戸時代 全期間
22 家忠日記 江戸時代/写 全期間
23 慶長江戸図（慶長七年）　（複製） 江戸時代末期 都立中央図書館原蔵 全期間
24 徳川家康書状 1595年(文禄4） 全期間

 第２章　江戸城の絵図
25 慶長江戸絵図 江戸時代後期/写 東北大学附属図書館 全期間
26 慶長江戸絵図 江戸時代後期/写 東北大学附属図書館 全期間
27 江戸古図 江戸時代後期/写 三井文庫 全期間
28 江戸始図 17世紀後半 松江歴史館 後期
29 今江戸図 17世紀後半 松江歴史館 前期
30 江戸銀座四町絵図写 1751年(宝暦元） 全期間
31 徳川秀忠朱印状 1625年(寛永２） 前期
32 徳川秀忠朱印状 1625年(寛永２） 後期

33 太刀 銘 景光　付 梨子地水車紋散蒔絵三葉葵紋金具付糸巻拵 太刀：南北朝時代
拵：17世紀前半 全期間

34 武州豊島郡江戸庄図 1833年(天保4）/写 全期間

35 茶麻地葵紋付長裃 17世紀前半 京都府　 
京都文化博物館管理 全期間

36 武州州学十二景図巻 1648年(慶安元） 全期間
37 江戸城御天守百分壱之建地割 江戸時代 全期間
38 擬宝珠 1658年(明暦４） 江戸東京たてもの園 全期間
39 江戸城本丸御殿 表向絵図 江戸時代 前期
40 御本丸御表座敷全図 江戸時代 後期
41 正保年中江戸絵図（複製） 江戸時代/写 国立公文書館原蔵 全期間



 第３章　火事と江戸
42 江戸火事図巻 江戸時代 前期
43 火事図巻 江戸時代後期 後期
44 1657年3月4日火事にあった江戸市街の図（明暦大火罹災市街の図） 江戸時代前期 全期間
45 安政大地震　お救小屋の図 1891年（明治24） 全期間
 第 4 章　水辺の風景
46 隅田川東岸花見図 1804-43年(文化～天保)頃 前期
47 両国夕涼ノ図 18世紀末頃 後期
48 隅田川図屏風 18世紀前半頃 前期
49 上野浅草図屏風 17世紀末頃 後期
50 両国橋西詰図 1789年(寛政元) 前期
51 隅田川百花園図(早春梅屋敷･隅田川に富士･秋百花園) 19世紀前半頃 前期
52 江戸深川新大橋中須之図 18世紀中頃 前期
53 松尽 首尾の松 1847-52年(弘化4～嘉永5)頃 前期
54 東都名所 隅田川三囲堤 1862年(文久2) 後期
55 東都名所 三囲堤真乳山遠望 1830-1847年(天保～弘化)頃 前期
56 江戸名所 隅田川之月 1840-2年(天保11～13) 後期
57 隅田川風物図巻 18世紀中頃 前期
58 隅田川両岸一覧 1781年(天明元) 後期
59 嵯峨ノ釈尊開帳ノ図　回向院境内ノ図 1836年(天保7) 後期
60 両国夕すゞみの光景 1804-29年(文化～文政)頃 前期
61 安政乙卯十一月廿三日 両国橋渡初之図 1855年(安政2) 前期
62 東都名所 両国の涼 1830-43年(天保前期) 後期
63 江戸八景 芝浦の帰帆 1844-47年（弘化期） 前期
64 東都名所 佃嶋 1830-35年（天保前期） 後期
65 高輪大木戸の大山講と富士講 1830-43年(天保期) 後期
66 江都名所 隅田川雪見之図 1834年(天保5年)頃 前期
67 江都新大橋雪乃朝タ子供遊の図 1830-43年(天保期） 後期
68 東都名所 高輪二十六夜待遊興之図 1832-34年(天保3～ 5） 前期
69 東都名所 日本橋真景并ニ魚市全図 1830-43年(天保期） 前期
70 東都両国ばし夏景色 1859年(安政6） 前期
71 東都名所 両国繁栄河開之図 1853年(嘉永6） 後期
72 向ふ島ほたるかりの図 1859年(安政6） 後期
73 江戸両国橋夕涼大花火之図 1816-43年(文化末～天保)頃 後期

 第５章　写された風景
74 増上寺台徳院霊廟装飾図 江戸時代 全期間 

（頁替）
75 台徳院霊廟銅製燈籠 1632年(寛永9） 全期間

76 写真帖『JAPAN』 明治時代 全期間 
（頁替）

77 写真帖 明治時代 全期間 
（頁替）

78 東京名所写真帖 明治時代 全期間 
（頁替）

79 国指定重要文化財 旧江戸城写真ガラス原板 半蔵門 1871年(明治4） 前期
80 国指定重要文化財 旧江戸城写真ガラス原板 西ノ丸大手門 1871年(明治4） 前期
81 国指定重要文化財 旧江戸城写真ガラス原板 上梅林門と二ノ丸喰違門 1871年(明治4） 前期
82 国指定重要文化財 旧江戸城写真ガラス原板 本丸書院二重櫓と重箱二重櫓 1871年(明治4） 後期
83 国指定重要文化財 旧江戸城写真ガラス原板 神田橋門 1871年(明治4） 後期
84 国指定重要文化財 旧江戸城写真ガラス原板 大手門 1871年(明治4） 後期
エピローグ
85 徳川慶喜上書 1867年(慶応３） 全期間
86 白羅紗葵紋付陣羽織 江戸時代末期～明治初頭 全期間
87 黒塗銀立涌葵紋散蒔絵陣笠 江戸時代末期～明治初頭 全期間




