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資料名 作者等 発行所 西暦 請求記号

江戸城大奥100話 安西篤子/監修 立風書房 1991 2105/3/91

天璋院篤姫の生涯 篤姫をめぐる160人の群像 新人物往来社 2007 2105/1297/007

篤姫と大奥 幕末騒擾を生き抜いた御台所 歴史群像シリーズ 学習研究社 2007 2105/1299/007

将軍と大奥 江戸城の「事件と暮らし」 山本博文/著 小学館 2007 2105/1322/007

図説大奥の世界 ふくろうの本 山本博文/編 河出書房新社 2012 2105/1347/012

図解大奥のすべてがわかる本 日本博学倶楽部/著 PHP研究所 2007 2105/1415/007

図説大奥のすべて 衣装・御殿・全職制 学研パブリッシング 2011 2105/1542/011

知識ゼロからの大奥入門 山本博文/著 幻冬舎 2011 2105/1543/0011

徳川将軍列伝 新装版 北島正元/編 秋田書店 1989 2105/1625/89

知らなかった!?大奥の秘密 徳川300年の封印を解く 畑尚子/編著 PHP研究所 2009 2105/1628/0009

江戸城大奥の生活 高柳金芳/著 雄山閣出版 1981 2105/554/81

大奥の秘事 高柳金芳/著 光文社 2006 2105/B1246/006

徳川将軍家人物系譜総覧 別冊歴史読本 34 新人物往来社 2003 2883/44/003

総図解よくわかる徳川将軍家 新人物往来社 2009 2883/52/009

徳川・松平一族の事典 工藤寛正/編 東京堂出版 2009 2883/53/009

徳川将軍15代 264年の血脈と抗争 山本博文/著 小学館 2011 2883/58/011

徳川将軍家・御三家・御三卿のすべて 新人物往来社 2012 2883/B63/012

和宮御事蹟 桑原隨旭/著 大東出版社 1927 2884/7/27

和宮 武部敏夫/著 吉川弘文館 1987 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 辻ミチ子/著 ミネルヴァ書房 2008 2884/169/8

和宮 物語と史蹟をたずねて 遠藤幸威/著 成美堂出版 1981 2884/65/81

「皇女和宮」展図録 松平乗昌/監修 読売新聞社 1986 2884/69/86

徳川家康事典 藤野保/他編 新人物往来社 1990 2890/2/90

徳川綱吉 犬を愛護した江戸幕府五代将軍 日本史リブレット 福田千鶴/著 山川出版社 2010 2891/1005/010

徳川慶喜 人物叢書 新装版 家近良樹/著 吉川弘文館 2014 2891/1041/014

徳川家光 我等は固よりの将軍に候 野村玄/著 ミネルヴァ書房 2013 2891/1046/013

徳川吉宗 日本社会の文明化を進めた将軍 日本史リブレット 大石学/著 山川出版社 2012 2891/1100/012

徳川吉宗 新装版 辻達也/著 吉川弘文館 1986 2891/246/86

徳川吉宗 笠谷和比古/著 筑摩書房 1995 2891/43/95

徳川慶喜 将軍家の明治維新 松浦玲/著 中央公論社 1975 2891/551/75

徳川家光 藤井譲治/著 吉川弘文館 1997 2891/703/97

図説徳川慶喜 河出書房新社 1998 2891/765/98

徳川家康 二木謙一/著 筑摩書房 1998 2891/792/98

徳川綱吉 塚本学/著 吉川弘文館 1998 2891/793/98

徳川吉宗 八代将軍の豪胆と治政 歴史群像シリーズ 41 学習研究社 1995 2891/809/95-S0

図説徳川家康 河出書房新社 1999 2891/850/99

徳川秀忠 「凡庸な二代目」の功績 小和田哲男/著 PHP研究所 1999 2891/851/99

その後の慶喜 大正まで生きた将軍 家近良樹/著 講談社 2005 2891/913/005

篤姫 わたくしこと一命にかけ 徳川の「家」を守り抜いた女の生涯 原口泉/著 グラフ社 2008 2891/918/008

天璋院篤姫のすべて 芳即正/編 新人物往来社 2007 2891/919/007

みんなの篤姫 寺尾美保/著 南方新社 2008 2891/920/008
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 江戸名所花暦
岡山鳥/著 長
谷川雪旦/画

八坂書房 1981 2913/15/79

東都歳事記 1～3 斎藤月岑/著 平凡社 1970 3861/29/1～3

大奥と江戸の女たち CGと浮世絵で甦る江戸城大奥とさまざまな女たちの人生 双葉社 2008 3846/22/0009

特別展 中山道と皇女和宮 大垣市教育委員会 1999 C53/2884/1

皇女和宮 幕末の朝廷と幕府 1997 M3624/TO-3/223-S0

葵 徳川三代展 2000 M3624/TO-3/244

徳川将軍家展 江戸開府400年記念 2003 M3624/TO-3/261

徳川将軍家と鷹狩り 德川記念財団 2005 M3624/TO-3/271-S0

江戸城展 2007 M3624/TO-3/292-S0

徳川家茂とその時代 若き将軍の生涯 德川記念財団 2007 M3624/TO-3/295

家康・吉宗・家達 転換期の徳川家 德川記念財団 2008 M3624/TO-3/302

天璋院篤姫 2008
M3624/TO-3/305-
S0

徳川将軍家ゆかりの女性 企画展 德川記念財団 2008 M3624/TO-3/319

将軍綱吉と元禄の世 泰平のなかの転換 企画展 德川記念財団 2009
M3624/TO-3/328-
S0

徳川家康の肖像(すがた) 江戸時代の人々の家康観展 企画展 德川記念財団 2012
M3624/TO-3/364-
S0

幕末の江戸城大奥 企画展 德川記念財団 2013
M3624/TO-3/373-
S0

幕末の江戸城大奥 企画展 德川記念財団 2013 M3624/TO-3/373-S0

歴史をつなぐ 天璋院の用箪笥 企画展 德川記念財団 2016
M3624/TO-3/454-
S0

徳川将軍家の婚礼 企画展 德川記念財団 2017
M3624/TO-3/463-
S0

大徳川展 [再版] 2007
M3631/TO-2/417-
S0

将軍吉宗とその時代展 1995 M3635/SA-1/135

「大奥」図録 平成21年度春季特別展 移転開館5周年記念 2009 M44/FU-9/37

徳川将軍家の名宝 2014 M44/FU-9/47

徳川将軍家の遺宝 特別展 小林明/監修 德川記念財団 2004 M54/HA-7/4

天璋院 薩摩の篤姫から御台所 黎明館企画特別展 1995 M97/KA-2/4

東京人 第22巻第8号,no.242(2007.7) 江戸城 大奥 都市出版 2007

歴史読本 第49巻第2号,771(2004.2) 江戸300年将軍家の女たち 新人物往来社 2004

2019/1/5

「大徳川展」主催事務局

鹿児島県歴史資料センター黎明館

東京都江戸東京博物館

NHK,NHKプロモーション
NHK,NHKプロモーション

東京都江戸東京博物館

＊図書室開室時間9:30～17:30（休室日は毎週月曜、月曜が祝日の場合はその翌日）
閲覧・複写(コピー)請求受付時間9:30～11:30、13:00～16:30　複写料金30円/1枚白黒、100円/１枚カラー

(当館蔵書を著作権法の範囲内で可能。資料の状態によってはお断りする場合もあります。)
◆入室料無料◆座席約40席◆収蔵図書約20万冊

※江戸東京の歴史文化についての専門図書室です。
※どなたでもご利用になれます。貸出は行っていません。

※貴重品・筆記用具以外のお荷物はロッカーにお預けください。
※資料の状態によっては閲覧できない場合がありますので、ご了承ください。

NHK,NHKプロモーション

NHK,NHKプロモーション

福井市立郷土歴史博物館

福井市立郷土歴史博物館
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