
＜東京文化財ウィーク 2011 参加事業＞ 

江戸城 天下人の城 
会期：平成 23 年 11 月 3 日（木）～11 月 17 日（木） 午前 10 時～午後 5時 30 分 

 ＊11 月 10 日（木）は休館日 

会場：東京都立中央図書館 4 階 企画展示室・多目的ホール 

 

展示資料一覧 （★：国指定重要文化財） 

 資料名 著者 年代[造営年度] 出版者等 請求記号 

 

   

企画展示室   

Ⅰ ようこそ 江戸城へ 

 

★1 御本丸方位絵図                         東京誌料616-D1 

 2 江戸御見附略図 嘉永 4年（1851）               東京誌料 6176-C3-2 

★3 江戸御城之絵図 御作事方大棟梁甲良若狭控            東京誌料 6151-2 

★4 江戸城御本丸御表御中奥御大奥総絵図  [万治度]            東 6151-4  

 

  

Ⅱ 本丸「表」 ～ 幕府の政庁 

  

5 正月元日諸侯登城桔梗下馬(千代田之御表)  

    橋本周延画 明治 30年（1897） 福田初次郎           東京誌料614-C1-6 

6 正月元日諸侯登城御玄関前之図(千代田之御表)  

    橋本周延画 明治 30 年（1897）福田初次郎           東京誌料 614-C1-5 

7 本丸御殿大広間 ［弘化度］  〔東京工業大学所蔵立体模型〕 

 

★8 御本丸大広間南御入側より御上段後御入側二十分ノ一総建地割 

 大棟梁甲良若狭控 [万延度]                 東京誌料 6162-5 

★9 御本丸大広間地絵図 大棟梁甲良若狭控 [万延度]           東京誌料 6162-9 
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10 将軍宣下(千代田之御表)  

     橋本周延画 明治 30 年（1897） 福田初次郎         東京誌料 614-C1-15 

11 [幕府年中行事之図]  文化 13 年（1816）             東京誌料 6143-9 

12  御披露留 享保十三年、明和二年、文化十年            東京誌料 6143-14 

13 徳川盛世録 市岡正一著 明治 22 年（1889）            東京誌料 614-29 

14 武家秘冊青標紙 完[前編]、後編 天保 11-12 年（1840-41）     東京誌料 614-27 

15 家格便覧                           東京誌料 6145-1 

16 御殿中衣服定書                 渡辺刀水旧蔵諸家書簡文庫 1481 

17 殿中御法度書                         東京誌料 614-58 

18 懐中便要                            東京誌料612-3 

★19 御本丸松之御廊下御三家部屋桜溜御数寄屋地絵図   

     大棟梁甲良若狭控 [万延度]                 東京誌料 6165-20 

20 [仮名手本忠臣蔵]  

    一陽斎豊国画 嘉永 7年(1854) 辻屋安兵衛           東京誌料M142-5-9 

★21 御本丸御白書院正面二十分一建地割絵図   

     大棟梁甲良若狭控 [万延度]                 東京誌料 6164-2  

★22 御本丸御白書院地絵図 大棟梁甲良若狭控  [万延度]        東京誌料6164-7 

★23 御本丸御黒書院御正面二十分ノ一建地割絵図   

     大棟梁甲良若狭控 [万延度]                  東京誌料6163-5 

★24 御本丸御黒書院松溜共地絵図   

     大棟控 [万延度]                      東京誌料 6163-21 

Ⅲ 本丸「中奥」 ～ 将軍の日常の場 

25 御本丸中奥絵図（幕府大奥明細図） 万延元年(1860)        東京誌料 6163-22 

★26 御本丸御休息御小座敷上御納戸御駕籠台地絵図   

    大棟梁甲良若狭控 [万延度]                  東京誌料 6166-1 

★27  御御休息御棚唐戸大地割                                       東京誌料6166-78 

★28 御本丸御殿向銅葺御屋根水取絵図  大棟梁甲良若狭控  [弘化度]   東京誌料 616-12 

 

Ⅳ 本丸「大奥」 ～ 将軍の家族の生活の場 

  

★29 御本丸上御鈴廊下矩計 大棟梁甲良若狭控 [万延度]              東京誌料 6168-2 

30  大江戸御本丸大奥向惣絵図面                  東京誌料 6181-3 
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31 お召かへ(千代田之大奥) 橋本周延画 明治 28 年（1895） 福田初次郎  

東京誌料 618-C1-3 

32  新御殿御休息御棚（江戸城本丸大奥ほか銅物絵図表紙）     木子文庫 12-4-23 

33 奥奉公出世双六 歌川豊国画 [弘化元年（1844）] 上州屋重蔵  東京誌料 377-S10 

34 田安女中分限帳 天保写                   特別買上文庫 4706 

 

Ⅴ 天守閣 ～ わずか 50 年余の存在 

 

★35 江戸城御本丸御天守閣建方之図   [寛永度]                東京誌料 6191-D1 

★36 江戸城御本丸御天守閣外面之図   [寛永度]                 東京誌料 6191-D2 

★37 江戸城御本丸御天守閣百分之一建地割  大棟梁甲良豊前控 [寛永度]  

                                  東京誌料 6191-D5 

★38 江戸御城御殿守正面之絵図    [(正徳度)] 東京誌料 6191-D3 

  ★39 江戸御城御殿守横面之絵図  [(正徳度)]                 東京誌料 6191-D4 

★40 江戸城御本丸御天守台絵図   大棟梁甲良若狭控 [万延度]       東京誌料 6191-2 

 

Ⅵ 増上寺と徳川家 ～ ゆかりの菩提寺 

 

41 芝増上寺初御成ノ図（千代田之御表）  

   橋本周延画 明治 30 年（1897） 福田初次郎         東京誌料 614-C1-7 

42  秀忠公御台所(葵艸松の裏苑 第二帙)  

    豊原國周筆 〔明治 12（1879）〕 沢村屋清吉          東京誌料 247-C3-2 

43  秀忠公女使を送り給ふ図（徳川十五代記略）  

    明治 8（1875）万屋孫兵衛                東京誌料 2407-1-2 

44 三緑山増上寺（江戸名所百人美女）  

   歌川豊国（三代）他画  安政 4年（1857）上州屋金蔵      東京誌料 025-C1-28 

45 三縁山広度院増上寺絵図                   東京誌料3566-10 

46  徳川家霊廟（芝）崇源院宝塔図                木子文庫 10-1-8 

47 芝増上寺台徳院殿御宮殿下絵図  甲良豊後守宗広著      東京誌料 346-D1 
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多目的ホール 

 ★1 江戸御城之絵図 【複製】 御作事方大棟梁甲良若狭控       東京誌料 6151-2 

2 皇居地図  

3 武州豊島郡江戸庄図 【複製】                  東京誌料 A13-2 

4 新板江戸大絵図【複製】遠近道印作 経師屋加兵衛 寛文 10 年(1670) 東京誌料 A19-1 

5 [延宝五年]江戸図 【複製】 延宝 5年（1677）           東京誌料 A20-5 

6 [大江戸鳥瞰図] 【複製】 蕙林画 文政期             東京誌料 025-D1 

 7 江戸名所一覧双六 【複製】  

     歌川広重（二代）画 安政 6年（1859）上州屋吉蔵      東京誌料 025-S01 

 8 江戸城御吹上総絵図【複製】 大棟梁甲良筑前棟村控 文化2年（1805） 東京誌料6153-1      

 9 神田明神御祭礼図【複製】歌川国郷画  安政 4年（1857）辻岡屋文助 東京誌料 332-C32 

10 神田御祭礼番付  【複製】                  東京誌料 332-C26 

11  山王御祭礼図 【複製】 歌川貞重画 古賀屋勝五郎 天保      東京誌料 331-C6 

12 糀町一丁目山王祭ねり込（名所江戸百景）【複製】 

      歌川広重（初代）画  安政 3年（1856）魚屋栄吉              東京誌料 331-C14 

13 江戸城御本丸表中奥御殿向並御櫓御多門共惣地絵図【重要文化財の複製】 

    御作事方大棟梁甲良若狭控                 東京誌料 616-3 
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