
資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

大江戸復元図鑑 武士編 笹間良彦/著画 遊子館 2004 3821/0290/0002

武家儀礼格式の研究 二木謙一/著 吉川弘文館 2003 2100/0872/0003

徳川将軍家の演出力（新潮新書 198） 安藤優一郎/著 新潮社 2007 2105/1325/0007

鷹と将軍 徳川社会の贈答システム（講談社

選書メチエ 439）
岡崎寛徳/著 講談社 2009 2105/1342/0009

江戸城 将軍家の生活 講談社学術文庫 村井益男/著 講談社 2008 2105/B1529/0008

徳川盛世録（ワイド版東洋文庫 496） 市岡正一/[著] 平凡社 2008 2105/1671/0008

江戸幕府の日記と儀礼史料 小宮木代良/著 吉川弘文館 2006 2105/1275/0006

徳川将軍家の名宝 移転オープン10周年記

念・平成26年秋季特別展

福井市立郷土歴史博物館/編 [印牧

信明/他編集・解説]

福井市立郷土歴史博物

館
2014 M44/FU-009/0047

国宝久能山東照宮展 家康と静岡ゆかりの名

宝
静岡市美術館/編 静岡市美術館 2014 M54/SH-017/0016

徳川家康の服飾 福島雅子/著 中央公論美術出版 2018 3831/0100/0018

武門の絆 徳川将軍家と井伊家 彦根市制75周

年・彦根城博物館開館25周年記念企画展
彦根城博物館/編 [野田浩子/他解説] 彦根城博物館 2011

M61/HI-001/0034    -

S00

徳川四天王 井伊家の至宝展 --関ヶ原から幕

末まで、武と風雅の歴史絵巻--

香川県立ミュージアム/編 [胡光,松

岡明子,御厨義道/編集]
香川県立ミュージアム 2009

M82/KA-006/0049    -

S00

近世大名の美と心 彦根・井伊家 難波田徹/編 芸艸堂 1992 7021/0240/0092

小田原城甲冑展 戦国から近世の甲冑 小田原

城天守閣特別展
小田原城天守閣/編 [諏訪間順/編集] 小田原城天守閣 2011 M37/OD-002/0020

甲冑とその時代 甲冑の様式を中心に 平成27

年度企画展

千葉県立中央博物館大多喜城分館/

編 [地引尚幸/編集・執筆]

千葉県立中央博物館大

多喜城分館
2015

M35/CH-005/0031    -

S00

すぐわかる日本の甲冑・武具 棟方武城/著 東京美術 2004 7567/0019/0004

図録日本の甲冑武具事典 笹間良彦/著 柏書房 1989 7567/0001/0089

日本甲胄の基礎知識 山岸素夫,宮崎眞澄/著 雄山閣出版 1990 7567/0003/0090

江戸時代の甲冑 復古調 彦根城博物館/編 彦根市教育委員会 2001 M61/HI-001/0015

図説戦国の変わり兜 戦場を駆けた傾奇の美

決定版 歴史群像シリーズ 特別編集
笠原采女/編著 藤本巌/監修 学研パブリッシング 2010 7567/0022/0010

越前松平家ゆかりの刀剣 平成17年度秋季特

別展

[福井市立郷土歴史博物館,日刀保福

井支部/執筆・編集]

福井市立郷土歴史博物

館
2005 M44/FU-009/0024

甲冑・鐙・刀装具 加賀藩の技とデザイン 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館 1997 M43/IS-006/0025

徳川美術館蔵品抄 3 刀剣刀装具 新版 徳川美術館/編 徳川美術館 1998 M55/TO-004/0040-0003

関連図書コーナー

７階図書室

●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

(複写料金:白黒 30円/1枚、カラー100円/1枚)



資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

刀剣と格付け 徳川将軍家と名工たち 深井雅海/著 吉川弘文館 2018 7566/0094/0018

日本刀 神が宿る武器 服部夏生,仲森智博/著 日経BP社 2015 7566/0060/0015

日本刀ファイル 事典・図鑑・年表・格付 得能一男,光芸出版編集部/編著 光芸出版 2015 7566/0061/0015

日本刀図鑑 保存版 得能一男/著 光芸出版 2007 7566/0045/0007

三井越後屋奉公人の研究 西坂靖/著 東京大学出版会 2006 6721/0104/0006

新しい近世史 3 市場と民間社会 斎藤善之/編 新人物往来社 1996 2105/0811/0003

地域史・江戸東京 江戸東京近郊地域史研究会/編 岩田書院 2008 2136/0878/0008

志ん生で味わう江戸情緒 5 落語カルチャー

ブックス 江戸の繁盛「商い」がわかる
凡平/著 技術評論社 2006 3821/0291/0005-S00

江戸の札差（江戸選書 10） 北原進/著 吉川弘文館 1985 3382/0001/0085

河鍋暁斎研究会会誌 暁斎 第52号 河鍋暁斎記念美術館/編 河鍋暁斎記念美術館 1995 M34/KA-006/0004-0052

河鍋暁斎研究会会誌 暁斎 第124号 河鍋暁斎記念美術館/編 河鍋暁斎記念美術館 2018 M34/KA-006/0004-0124

河鍋暁斎研究会会誌 暁斎 第125号 河鍋暁斎記念美術館/編 河鍋暁斎記念美術館 2018 M34/KA-006/0004-0125

浮世絵で読む、江戸の四季とならわし

（NHK出版新書 424）
赤坂治績/著 NHK出版 2014 3861/0205/0014

隠居大名の江戸暮らし 年中行事と食生活

（歴史文化ライブラリー 74）
江後迪子/著 吉川弘文館 1999 2105/1050/0099

事典神社の歴史と祭り 岡田莊司,笹生衛/編 吉川弘文館 2013 1750/0010/0013

日本史小百科 1 神社 岡田米夫/著 近藤出版社 1991 2100/0059/0001

神仏信仰事典シリーズ 3 稲荷信仰事典 山折哲雄/編 戎光祥出版 1999 3870/0142/0003

お稲荷様って、神様?仏様? 稲荷・地蔵・観

音・不動/江戸東京の信心と神仏
支倉清,伊藤時彦/著 杉野仁孝/写真 築地書館 2010 3870/0171/0010

府中市郷土の森博物館ブックレット 13 お稲

荷さんの世界

府中文化振興財団,府中市郷土の森

博物館/[編]

府中文化振興財団,府中

市郷土の森博物館
2010

M3667/FU-001/0041-

0013

獅子頭 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館 1998 M43/IS-006/0037

かながわの三匹獅子舞 獅子頭の世界 特別展
神奈川県立歴史博物館/編 [鈴木通

大/解説 鳥居和郎,古川元也/編]
神奈川県立歴史博物館 2005 M37/KA-006/0109

獅子頭 西日本を中心に（町田市立博物館図

録 第105集）
町田市立博物館/編 町田市立博物館 1997

M3672/MA-003/0035-

0002

獅子頭 東日本を中心に（町田市立博物館図

録 第98集）
町田市立博物館/編集 町田市立博物館 1996

M3672/MA-003/0035-

0001

ひいな 歴史の中の人形 [特別展]
龍野市歴史文化資料館/[編] [市村高

規/執筆・編 小林すみ江/寄稿]
龍野市歴史文化資料館 2004 M64/TA-007/0022

渋沢家の雛祭り 企画展
渋沢栄一記念財団,渋沢史料館/[編]

[川上恵/編集]

渋沢栄一記念財団,渋沢

史料館
2009 M3642/SH-001/0017

和宮ゆかりの雛かざり 第3展示室特集展示

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]

人間文化研究機構国立

歴史民俗博物館
2011 M35/KO-002/0172

雛 井伊家伝来雛道具と人形
彦根城博物館/編 [小井川理/執筆・

編集]
彦根城博物館 2009 M61/HI-001/0031

虎屋のお雛様 虎屋,虎屋文庫/編 虎屋 2006
M3635/TO-007/0024    -

S00

おひなさま
愛媛県歴史文化博物館/編 [井上淳,

宇都宮美紀/解説]
愛媛県歴史文化博物館 2008 M83/EH-009/0031

人形師「原舟月」三代の記 絵守すみよし/著 青蛙房 2003 7590/0100/0003

江戸の人形文化と名工原舟月 人形師・雛祭

り・山車人形
是澤博昭/監修 とちぎ蔵の美術館 2005 M32/TO-011/0002



資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

図説日本の人形史 再版 山田徳兵衛/編 東京堂出版 2001 7590/0078/0001

日本人形の姿と形 節句飾りを絵解きする 特

別展

東京家政学院生活文化博物館,大磯

町郷土資料館/編

東京家政学院生活文化

博物館,大磯町郷土資料

館

2004 M3672/TO-001/0014

五節供の楽しみ 七草・雛祭・端午・七夕・

重陽
冷泉為人/他著 淡交社 1996 3861/0098/0096

季節を祝う 京の五節句 新春・雛祭・端午・

七夕・重陽 平成12年度京都文化博物館特別

展・文化財保護法50年記念

京都府京都文化博物館/編 京都府京都文化博物館 2000 M62/KY-009/0029

別冊太陽 no.10(1975.SPRING) 日本のこ

ころ 10 婚礼
平凡社 1979

お江戸の結婚 菊地ひと美/画・文 三省堂 2011 3854/0014/0011

歴博 第183号 結婚のすがた 国立歴史民俗博物館/編 国立歴史民俗博物館 2014 M35/KO-002/0034-0183

婚礼道具圖集 上巻（日本古典全集） 正宗敦夫/編纂・校訂 日本古典全集刊行會 1937 3854/0007/0001

婚礼道具圖集 下卷（日本古典全集） 正宗敦夫/編纂・校訂 日本古典全集刊行會 1937 3854/0007/0002

武家の調度 北九州市制50周年記念・北九州

市立小倉城庭園会館5周年記念

北九州市立小倉城庭園/編 [立畠敦

子/編集・解説]
北九州市立小倉城庭園 2013 M91/KI-012/0002

武家に嫁いだ女性の手紙 貧乏旗本の江戸暮

らし
妻鹿淳子/著 吉川弘文館 2011 3672/0131/0011

武家の婚礼 八代・松井家のお嫁入り 秋季特

別展覧会 八代の歴史と文化14

八代市立博物館未来の森ミュージア

ム/編 [山崎摂/執筆・編集]

八代市立博物館未来の

森ミュージアム
2004 M94/YA-002/0013

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
学研パブリッシング/[編] 学研パブリッシング 2011 2105/1542/0011

近世武家社会の奥向構造 江戸城・大名武家

屋敷の女性と職制
福田千鶴/著 吉川弘文館 2018 2105/1937/0018

姫君の華麗なる日々 徳川美術館名品展 図録

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

朝日新聞社 2004 M55/TO-004/0034

徳川家姫君の華麗なる世界 徳川美術館の名

品 特別展
徳川美術館/編 [吉川美穂/執筆]

徳川美術館名品展実行

委員会(広島県立歴史博

物館ほか)

2008 M76/HI-006/0053

徳川美術館蔵品抄 3 初音の調度 徳川美術館/編 徳川美術館 1985 M55/TO-004/0003-0003

徳川将軍家の結婚（文春新書 480） 山本博文/著 文藝春秋 2005 2883/0048/0005

江戸300年の女性美 化粧と髪型 大江戸カル

チャーブックス
村田孝子/著 青幻舎 2007 3835/0041/0007

婦人たしなみ草 江戸時代の化粧道具 村田孝子/編著 駒田牧子/翻訳 ポーラ文化研究所 2002 3835/0033/0002

日本の美術 第275号(1989.4) 化粧道具 小松大秀/編 文化庁/他監修 至文堂 1989

化粧道具と髪飾り 田村コレクション
吉村元雄/他文 永野一晃/写真 紫紅

社/編
田村伎都子 1982 3835/L0003/0082

KOSODE 百華繚乱 丸紅所蔵衣装名品展 兼

六園周辺文化の森活性化企画展

石川県立歴史博物館/編 [前田武輝,

大井理恵/解説]
石川県立歴史博物館 2009 M43/IS-006/0060

Kimono Beauty --シックでモダンな装い

の美 江戸から昭和--
長崎巖/監修 東京美術 2013 M35/CH-018/0057

別冊太陽 (2005.9) 骨董をたのしむ 55 美

を極めた染めと織り 小袖からきものへ
平凡社 2005

江戸小紋柄図鑑 染の里二葉苑
スタジオタッククリエイティブ

/[編]

スタジオタッククリエ

イティブ
2009 7538/0049/0009

型紙の美 --武蔵大学蔵朝田家型紙コレクショ

ン-- 幕末から明治の染の世界 特別展

練馬区立石神井公園ふるさと文化館

/編 山城千惠子/編集

練馬区立石神井公園ふ

るさと文化館
2014 M3645/NE-003/0015

日本の美術 第343号(1994.12) 染の型紙 大滝幹夫/編 文化庁/他監修 至文堂 1994



資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

江戸小紋と型紙 極小の美の世界 特別展 渋谷区立松涛美術館/編 渋谷区立松涛美術館 1999 M3648/SH-001/0097

日本の染織 6 江戸小紋 吉村貞司/他著 泰流社 1976 7530/0016/0006

特別展 きもの KIMONO 東京国立博物館,朝日新聞社/編 朝日新聞,テレビ朝日 2020
M3631/TO-002/0541

S00

華麗なる装いの美 元禄300年甦る江戸のロ

マン
切畑健,吉岡幸雄/監修

朝日新聞東京本社企画

第1部
1987 3831/L0029/0087

図説着物の歴史 ふくろうの本 橋本澄子/編 河出書房新社 2005 3831/0078/0005

きものと裂のことば案内 長崎巌/著 小学館 2005 3831/0075/0005

日本の美術 第7号(1966.11) 染
山辺知行/編 東京国立博物館/他監

修
至文堂 1966

江戸衣装図鑑 菊地ひと美/著画 東京堂出版 2011 3831/0087/0011

江戸服飾史 金沢康隆/著 青蛙房 1982 3831/0034/0082

江戸時代の流行と美意識 装いの文化史 谷田有史,村田孝子/監修 三樹書房 2015 3831/0095/0015

資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

大江戸図鑑 武家編 東京都江戸東京博物館/監修 朝倉書店 2007 2105/L1290/0001

江戸城展
東京都江戸東京博物館/編 [齋藤慎

一,畑尚子/執筆]

東京都江戸東京博物館,

読売新聞東京本社
2007

M3624/TO-003/0292    -

S00

季刊銀花 第129号(2002.春) こどもの世界

大人たちの原風景を歩く
文化出版局 2002

こどもの世界 --ひな・きもの・おもちゃ--展 江戸東京博物館/編 江戸東京博物館 2002
M3624/TO-003/0252-

0001

徳川将軍家の婚礼 企画展

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 2017
M3624/TO-003/0463    -

S00

徳川将軍家ゆかりの女性 企画展
德川恒孝/監修 德川記念財団/編 [柳

田直美/編集]
德川記念財団 2008 M3624/TO-003/0319

春を寿ぐ 徳川将軍家のみやび 企画展
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]
德川記念財団 2019

M3624/TO-003/0478    -

S00

江戸の街道をゆく 将軍と姫君の旅路 特別展
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]

東京都歴史文化財団,東

京都江戸東京博物館
2019

M3624/TO-003/0530    -

S00

珠玉の輿 江戸と乗物 特別展 江戸東京博物館

開館15周年記念

東京都江戸東京博物館/編  [齋藤慎

一/編集・解説]

東京都江戸東京博物館,

読売新聞東京本社
2008 M3624/TO-003/0318

大江戸と洛中  アジアの中の都市景観 江戸東

京博物館開館20周年記念特別展

東京都江戸東京博物館/編 齋藤慎一

/執筆
東京都江戸東京博物館 2014

M3624/TO-003/0376    -

S00

江戸東京歴史探検 1 年中行事を体験する
東京都江戸東京博物館/監修 鈴木章

生/責任編集
中央公論新社 2002

M3624/TO-003/0115-

0001

東京都江戸東京博物館研究報告 第6号
東京都江戸東京博物館都市歴史研究

室/編
東京都江戸東京博物館 2001

M3624/TO-003/0151-

0006

東京都江戸東京博物館紀要 第10号
東京都江戸東京博物館都市歴史研究

室/編
東京都江戸東京博物館 2020

M3624/TO-003/0152-

0010

東京都江戸東京博物館紀要 第11号
東京都江戸東京博物館都市歴史研究

室/編
東京都江戸東京博物館 2021

M3624/TO-003/0152-

0011

江戸博関連刊行物

【 江戸東京博物館 7階 図書室 (入室無料) 】

〒130-0015 東京都墨田区横網1-4-1 電話:03-3626-9974(代表) 

※貸出しは行っていません。 貴重品・筆記用具以外は持ち込みできません。

入り口付近のロッカーにお預けください。

※資料の状態によってはご覧いただけない場合もあります。

※現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、閲覧席の縮小、共有機器類の削減等の 取り組みを行っております。

利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力を お願いいたします。

感染症対策に

ご協力お願い

いたします。


