7階図書室では展覧会に

関連図書の

関連する図書をご覧いた
だけます。

ご案内
資料名

ぜひお越しください。

発行年

作者名・発行所等

請求記号

大本山増上寺史 本文編

1999

大本山増上寺/編

1886/51/1

幕末の宮廷

1979

下橋敬長/述

2100/33/79

史籍雜纂 第5

1974

国書刊行会/編纂

2100/260/5

日本史籍協会叢書 続〔46〕 静寛院宮御日記 1 復刻版

1976

静寛院宮/著 日本史籍協会/編

2100/437/239

日本史籍協会叢書 続〔47〕 静寛院宮御日記 2 復刻版

1976

静寛院宮/著 日本史籍協会/編

2100/437/240

日本の歴史 19 開国と攘夷 改版

2006

小西四郎/著

2101/B329/19

ピクトリアル江戸 1 江戸城と大奥

1990

村井益男,平井聖/監修 中西立太/画・文

江戸 第2巻 幕政編 2

1980

大久保利謙/監修 江戸旧事釆訪会/編

江戸城大奥の生活

1981

高柳金芳/著

2105/554/81

定本江戸城大奥

1995

永島今四郎,太田贇雄/編

2105/776/95

徳川政権と幕閣

1995

藤野保/編

2105/777/95

江戸時代館 ビジュアル・ワイド

2003

竹内誠/監修 大石学,小澤弘,山本博文/編

徳川幕府事典

2003

竹内誠/編

2105/1142/003

江戸奥女中物語

2001

畑尚子/著

2105/1211/001

江戸城「大奥」の謎 教科書に出てこない歴史の裏側

2002

中江克己/著

2105/1215/002

和宮様御下向『御固出役留記』を読む

2006

[丸山吉三郎/原著] 倉石梓/著

2105/1265/006

大江戸図鑑 武家編

2007

東京都江戸東京博物館/監修

天璋院篤姫と和宮 最後の大奥

2007

鈴木由紀子/著

2105/1295/007

図説大奥の世界 ふくろうの本

2012

山本博文/編著

2105/1347/012

図解 大奥のすべてがわかる本 知られざる徳川250年の裏面史

2007

日本博学倶楽部/著

2105/1415/007

図説大奥のすべて 衣装・御殿・全職制 決定版 歴史群像シ
リーズ 特別編集

2011

学研パブリッシング/発行

2105/1542/011

知識ゼロからの大奥入門

2011

山本博文/著

2105/1543/011

徳川政権下の大奥と奥女中

2009

畑尚子/著

2105/1610/009

徳川「大奥」事典

2015

竹内誠,深井雅海,松尾美恵子/編

2105/1687/015

維新史 第2巻 復刻版

1983

維新史料編纂会/編

徳川将軍家の結婚

2005

山本博文/著

2883/48/005

総図解よくわかる徳川将軍家

2009

『歴史読本』編集部/編

2883/52/009

和宮御事蹟

1927

桑原隨旭/著

孝明天皇紀 第1～5

1981

宮内省先帝御事蹟取調掛/編

和宮 物語と史蹟をたずねて

1981

遠藤幸威/著

2884/65/81

皇女和宮展

1986

松平乗昌/監修

2884/70/86

和宮 人物叢書 新装版

1987

武部敏夫/著

2884/124/87

和宮 後世まで清き名を残したく候 ミネルヴァ日本評伝選

2008

辻ミチ子/著

2884/169/008

和宮様の御生涯

1936

樹下快淳/編

2884/172/36

宮廷の生活 幕末から明治・大正時代

1992

河鰭實英/講演 霞会館公家と武家文化に関す
る調査委員会/編

2884/190/92

岩倉公實記 上・中・下巻

1979

多田好問/編

すぐわかるきものの美 髪飾りからはきものまで

2005

道明三保子/監修

黒髪の文化史

1988

大原梨恵子/著

2105/20/1
2105/424/2

2105/1128/003-S0

2105/L1290/001

2106/349/2

2884/7/27
2884/17/1～5

2890/141/1～3
3831/88/005
3835/42/88
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増上寺 徳川将軍墓とその遺品・遺体

1967

鈴木尚/他編

ポーラ文化研究所コレクション 2 日本の化粧 道具と心模様

1989

ポーラ文化研究所/編

和宮様御留

1978

有吉佐和子/著

9136/252/78

浅科村の歴史 1 和宮の通行

1998

浅科村教育委員会/編

C52/2152/5

特別展 中山道と皇女和宮 第14回国民文化祭・ぎふ99 歴史街
道美濃中山道フェスティバル(西濃会場)

1999

太田三郎/監修 大垣市教育委員会文化部文化
振興課/企画編集

C53/2884/1

降嫁150年記念特別展 皇女和宮と中山道

2011

埼玉県立歴史と民俗の博物館/編

M34/SA-7/115

第18回特別展 中山道400年記念 中山道展 ―戸田の渡しと旅
日記―

2002

戸田市立郷土博物館/編

M34/TO-3/28

第3展示室特集展示 和宮ゆかりの雛かざり

2011

人間文化研究機構国立歴史民俗博物館/編
[正岡大実,中川仁美/編集 合田幸美/他執筆]

M35/KO-2/172

企画展示 行列にみる近世 武士と異国と祭礼と

2012

国立歴史民俗博物館/編 [久留島浩/編集]

M35/KO-2/193

平成22年度特別展 千代田の幕末 150年前の世相と文化

2010

千代田区立四番町歴史民俗資料館/編 [滝口
正哉/編集・執筆]

宮廷の装い

1991

文化学園服飾博物館/編集

館蔵名品展 日本の服飾 ―小袖・能装束・武家服飾・宮廷衣装

2000

文化学園服飾博物館/編 バーバリン・リッチ
/翻訳

徳川美術館蔵品抄 7 婚礼

1991

徳川美術館/編

M55/TO-4/3-7

徳川美術館名品展図録 姫君の華麗なる日々

2004

徳川美術館,朝日新聞社事業本部名古屋事業
企画チーム/編 徳川義宣/他執筆

M55/TO-4/34

婚礼のいろとかたち 近世工芸の華

1997

京都府京都文化博物館/編

M62/KY-9/19

東京人 第22巻第8号,no.242(2007.7) 江戸城 大奥

2007

都市出版/発行

2004

新人物往来社/発行

2001

講談社/発行

週刊真説歴史の道 35(2010.11.9) 和宮 降嫁の中山道

2010

小学館/発行

楽しく調べる人物図解日本の歴史６ 知っててほしい幕末・
明治維新に活躍した人びと 江戸時代末期・明治時代

2000

佐藤和彦/監修

歴史読本 第49巻第2号,771(2004.2) 江戸300年将軍家の女
たち 江戸城大奥に暮らした女性たちの謎と実像
週刊TIME TRAVEL 再現日本史 第1巻第15号,通巻15号 幕
末・維新 5 1861～1862 将軍・家茂との政略結婚 和宮、江
戸城に入る!

3856/L18/67
7218/365/2

M3634/YO-1/24
M3648/BU-1/6
M3648/BU-1/13

2100/Y

江戸東京博物館 ・ 分館 たてもの園開催展覧会図録
作者等

資料名

発行年

皇女和宮 幕末の朝廷と幕府

1997

東京都江戸東京博物館/編

江戸開府400年記念 徳川将軍家展

2003

NHK,NHKプロモーション/編

江戸城展

2007

東京都江戸東京博物館/編 [齋藤慎一,畑尚子/執筆]

徳川家茂とその時代 若き将軍の生涯

2007

德川記念財団/編 德川恒孝/監修

江戸東京博物館開館15周年記念特別展 珠玉の輿 江戸と乗物

2008

東京都江戸東京博物館/編 [齋藤慎一/編集・解説]

企画展 徳川将軍家ゆかりの女性

2008

德川恒孝/監修 德川記念財団/編 [柳田直美/編集]

企画展 幕末の江戸城大奥

2013

企画展 徳川将軍家の婚礼

2017

企画展 徳川将軍家へようこそ

2017

企画展 春を寿ぐ 徳川将軍家のみやび

2018

德川記念財団,東京都江戸東京博物館/編 [岩立将史/他執筆・編集]

特別展 江戸の街道をゆく 将軍と姫君の旅路

2019

東京都歴史文化財団,東京都江戸東京博物館/編 [杉山哲司/執筆]

特別展 武家屋敷の表と奥

2011

江戸東京たてもの園/編 [畑尚子/執筆]

特別展 大奥女中とゆかりの寺院

2013

江戸東京たてもの園/編 [畑尚子/執筆]

德川記念財団,東京都江戸東京博物館/編
[野本禎司,柳田直美/執筆・編集]
德川記念財団,東京都江戸東京博物館/編
[小池富雄/他解説 柳田直美,野本禎司/編集]
德川記念財団,東京都江戸東京博物館/編
[榊原悟/他解説 柳田直美,林晃之介,柏原亜理沙/編集]

■江戸東京博物館7階図書室 (入室無料)
開室時間

9：30～17：30

閲覧・複写請求受付時間

9：30～11：30 / 13：00～16：30

現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため、座席数の制限や混雑時の利用時間
など一部制限を行っています。

(複写料金:白黒 30円/1枚、カラー100円/１枚）
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