
図録番号 指定 資料名称 展示期間員数 法量 時代 所蔵　　歴博資料番号
1 『延喜式』左京図　（複製） 一巻 三三・九×五七三・六 一二世紀中期 本館蔵　H-314（原品：東京国立博物館蔵）
2 重文 相模国浄光明寺境内絵図 前期 一幅 九五・七×六三・七 元弘三～建武二年（一三三三～三五） 浄光明寺蔵
3 重文 相模国円覚寺境内絵図 後期 一幅 九七・〇×九一・二 元弘三～建武二年（一三三三～三五） 円覚寺蔵
4 尾張国富田庄絵図　（複製） 一幅 一〇〇・五×八九・七 一四世紀 本館蔵　H-316-1（原品：円覚寺蔵）
5 南蛮寺図扇面　（複製） 一面 一九・七×五〇・六 一六世紀後期 本館蔵　H-1512（原品：神戸市立博物館蔵）
6 重文 洛中洛外図屏風（歴博甲本） 前期 六曲一双 各一三八・二×三四二・八 一六世紀前期 本館蔵　H-3
7 重文 洛中洛外図屏風（歴博乙本） 後期 六曲一双 各一五八・三×三六〇・四 一六世紀後期 本館蔵　H-722
8 寛永行幸記（二組） 三巻の内 江戸初期 国文学研究資料館蔵
9 修学院御行御道筋図巻 一巻 四二・八×一三九一・六 一九世紀 本館蔵　H-1612
10 洛中洛外図屏風（歴博Ｃ本、寛永行幸図屏風） 前期 六曲一隻 一四八・五×三二九・〇 江戸初期 本館蔵　H-613
11 洛中洛外図屏風（歴博Ｄ本） 前期 六曲一双 各一二四・〇×二七二・〇 江戸前期 本館蔵　H-4
12 洛中洛外図屏風（歴博Ｆ本） 後期 六曲一双 各一二四・〇×二八三・八 江戸前期 本館蔵　H-619
13 諸国名所図手鑑 一帖 二〇・八×二六・五 江戸前～中期 本館蔵　H-732
14 『都名所図会』（初・再版各一組）　 六冊 各二六・五×一八・七 安永九年（一七八〇）初版　天明六年（一七八六）再版 国文学研究資料館蔵
15 『拾遺都名所図会』 六冊 各二五・五×一八・〇 天明七年（一七八七） 本館蔵　H-1242-6-219
16 洛中洛外図屏風（歴博Ｅ本） 後期 六曲一双 各一一三・八×二八〇・六 江戸中期 本館蔵　H-684
17 京都名所図屏風 六曲一双 各一五五・二×三五〇・六 江戸末期 本館蔵　H-1536
18 花洛一覧図 前期 一鋪 四二・五×六五・〇 一九世紀初 本館蔵　H-110-1-361
18 花洛一覧図 後期 一鋪 四二・五×六五・〇 一九世紀初 本館蔵　H-110-1-362
19 京都一覧図画 六枚続 三六・五×一四八・〇 元治元年（一八六四） 本館蔵　H-110-1-364
20 平安城本立売ヨリ九条迄町并之図 後期 一鋪 五九・二×一一七・〇 江戸初期 本館蔵　H-110-5-6
21 平安城東西南北町并之図 前期 一鋪 五七・五×一〇五・〇 江戸初期 本館蔵　H-110-5-5
22 萬代京都絵図 前期 一鋪 三五・〇×四七・八 天保一四年（一八四三） 本館蔵　H-110-1-310
23 嘉永改正京都全図 後期 一鋪 三四・五×四六・〇 嘉永（一八四八～五四） 本館蔵　H-110-1-333
24 文久新精京都御絵図 前期 一鋪 四八・〇×六九・五 文久二年（一八六二） 本館蔵　H-110-1-329
25 文久改刻繁栄京都御絵図 後期 一鋪 五二・〇×七三・〇 文久三年（一八六三） 本館蔵　H-110-1-328
26 江戸図屏風 後期 六曲一双 各一六二・五×三六五・五 江戸前期 本館蔵　H-5
26 江戸図屏風(複製) 前期 六曲一双 本館蔵　H-886
27 武州豊島郡江戸庄図 一鋪 九二・〇×一三六・〇 文化八年（一八一一） 本館蔵　H-110-1-100
28 大江戸一覧 後期 一鋪 三七・二×七三・六 安政二年（一八五五） 本館蔵　H-110-1-102
29 再刻江戸名所之絵 前期 一枚 四一・二×五八・〇 江戸末期 本館蔵　H-110-1-103
30 江戸一目図 後期 一枚 三八・三×五三・四 天保一四～弘化四年（一八四三～四七） 本館蔵　H-1605
31 増補江戸名所古跡神社仏閣独案内記 前期 一枚 四六・七×六五・九 江戸後期 本館蔵　H-677-10
32 江戸景観図 一面 五五・三×一一五・〇 江戸末期 本館蔵　H-6
33 江戸名所旧跡繁花の地取組番附 一枚 四七・二×三五・七 江戸末期 本館蔵　H-1558-12
34 『再考江戸砂子温故名跡志』 八冊 二二・六×一五・四 明和九年（一七七二） 本館蔵　H-1663
35 『江戸名所図会』 二〇冊 二六・〇×一八・四 天保五、七年（一八三四、六） 本館蔵　図書室和装本
36 『江都近郊名勝一覧』 一冊 一一・二×一五・七 弘化四年（一八四七） 本館蔵　H-907
37 『江戸名所方角杖』 二冊 各一八・二×一一・七 慶応二年（一八六六） 本館蔵　H-1703
38 『絵本江戸土産』　初編～九編 九冊 各一八・〇×一二・二 嘉永三～元治元年（一八五〇～六四） 本館蔵　H-1698
39 新版御府内流行名物案内双六 後期 一枚 六八・九×四九・五 江戸末期 本館蔵　H-715-2
40 江戸土産・江戸買物覚 一冊 一四・〇×三九・〇 江戸後期 本館蔵　H-657-3-463
41 新版狂歌江戸花見双六 前期 一枚 五二・三×七五・一 文政八年（一八二五） 本館蔵　H-1559-20
42 江戸名所はんじもの 二枚 各三七・二×二五・四 安政五年（一八五八） 本館蔵　H-1370
43 東都名所　日本橋真景并に魚市全図 前期 三枚続 三六・九×七四・八 天保（一八三〇～四四）末頃 本館蔵　H-22-9-4
44 東都名所　八つ見之橋真景 後期 三枚続 三六・五×七三・六 天保（一八三〇～四四）末頃 本館蔵　H-22-9-3
45 両国夕涼花火ノ光景 前期 三枚続 三七・七×七七・〇 嘉永七年（一八五四） 本館蔵　H-1678
46 東都名所両国繁栄河開之図 後期 三枚続 三六・二×七五・〇 嘉永六年（一八五三） 本館蔵　Ｆ-303-606
47 浮絵駿河町富士之図 前期 一枚 二五・二×三八・四 文化～文政（一八〇四～三〇）頃 本館蔵　H-1664
48 初春の駿河町 後期 三枚続 三七・六×七八・五 天保（一八三〇～四四）頃 本館蔵　H-22-31
49 東都繁栄之図 前期 三枚続 三五・八×七二・二 安政二年（一八五五） 本館蔵　H-22-33
50 岩城舛屋呉服店前の賑わい 後期 三枚続 三六・七×七四・五 弘化四～嘉永五年（一八四七～五二） 本館蔵　H-1645
51 江戸名所　新吉原俄之図 前期 一枚 二四・九×三七・三 天保（一八三〇～四四）末頃 本館蔵　H-22-3-53
52 江戸大芝居顔見世の図 後期 一枚 二四・二×三四・四 文化～文政（一八〇四～三〇）頃 本館蔵　H-1677
53 『狂歌東都花日千両』 三冊 各二三・四×一七・四 嘉永六年（一八五三） 本館蔵　H-1648
54 『隅田川両岸一覧』 三冊 各二六・二×一八・〇 享和（一八〇一～〇四）頃 本館蔵　H-615
55 『四季遊観江戸名物図絵』 一冊 一六・七×七・五 天保六年（一八三五） 本館蔵　H-520
56 江戸及び諸国名所泥絵集 五〇枚の内 三一・六×四六・五 江戸末期 本館蔵　H-1746
57 浅草風俗図巻 一巻 二八・一×四六四・七 宝永（一七〇四～一一） 本館蔵　H-600-1150
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58 浮絵大祭礼唐人行列之図 前期 一枚 二四・七×三七・七 明和（一七六四～七二）末頃 本館蔵　H-1628
59 江戸名所　山王まつり 後期 一枚 二五・〇×三六・九 安政五年（一八五八） 本館蔵　F-281-112
60 『東都歳事記』 五冊の内 各二三・〇×一六・〇 天保九年（一八三八） 本館蔵　H-1348
61 開帳参詣群衆之図 前期 三枚続 三五・七×七五・〇 安政五年（一八五八） 本館蔵　H-28-4
62 開帳加田淡島大明神 後期 三枚続 三六・二×七二・八 天保九年（一八三八） 本館蔵　H-28-2
63 辻ビラ　大蔵生人形 一枚 三六・五×四八・三 安政元年（一八五四） 本館蔵　F-303-86
64 江戸城登城風景図屏風 八曲一隻 一一一・〇×三六五・六 弘化四年（一八四七） 本館蔵　H-1589

65-1 江都勝景　よろゐの渡し 前期 一枚 二五・九×三七・六 天保（一八三〇～四四）中期 本館蔵　H-22-30-1
65-2 江都勝景　芝新銭座之図 前期 一枚 二四・六×三七・〇 天保（一八三〇～四四）中期 本館蔵　H-22-30-2
65-3 江都勝景　虎之門外之図 後期 一枚 二三・二×三六・二 天保（一八三〇～四四）中期 本館蔵　H-22-30-3
66 江戸名所　本郷の景 後期 一枚 二六・〇×三七・〇 安政元年（一八五四） 本館蔵　H-22-39
67 江戸城堀端図 一幅 四一・三×五八・三 元治元年（一八六四）以前 本館蔵　H-1644-1
68 東都名所之内　霞か関之図 後期 一枚 三四・五×一一・四 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-22-46
69 東都名所　霞か関之図 後期 一枚 二二・七×三四・四 天保（一八三〇～四四）末頃 本館蔵　H-22-40
70 東都名所　霞かせき真景 前期 三枚続 三七・〇×七五・五 安政元年（一八五四） 本館蔵　H-22-34
71 八百善御料理献立（江戸料理茶屋番付） 一枚 四七・九×三四・一 江戸末期 本館蔵　H-1424-2
72 『江戸買物独案内』 三冊の内 各一一・四×一九・〇 文政七年（一八二四） 本館蔵　H-1607

73-1 江戸高名会亭尽　両国柳橋　大のし 前期 一枚 二二・八×三六・七 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-9
73-2 江戸高名会亭尽　山谷　八百善 後期 一枚 二四・〇×三六・三 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-5
73-3 江戸高名会亭尽　湯島　松金屋 後期 一枚 二五・六×三七・六 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-14
73-4 江戸高名会亭尽　両国柳橋　河内屋 前期 一枚 二五・八×三八・四 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-4
73-5 江戸高名会亭尽　両国　青柳 後期 一枚 二四・〇×三六・二 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-16
73-6 江戸高名会亭尽　万町柏木 後期 一枚 二四・二×三七・六 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-13
73-7 江戸高名会亭尽　白山傾城か窪　万金 前期 一枚 二五・九×三七・八 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-12
73-8 江戸高名会亭尽　深川八幡前　平清 前期 一枚 二五・六×三七・二 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-7
73-9 江戸高名会亭尽　亀戸裏門　玉屋 前期 一枚 二三・九×三七・〇 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-6
73-10 江戸高名会亭尽　本所小梅　小倉庵 後期 一枚 二五・九×三七・六 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-11
73-11 江戸高名会亭尽　池之端　蓬莱屋 前期 一枚 二五・〇×三七・五 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-15
73-12 江戸高名会亭尽　木母寺雪見　植木屋 後期 一枚 二四・八×三七・二 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-1368-10
74 東都名所　浅草観世音 前期 一枚 二五・〇×三七・四 嘉永六年（一八五三） 本館蔵　H-22-19
75 浅草寺境内之図 前期 一鋪 四三・一×六六・五 嘉永五年（一八五二） 本館蔵　H-22-7
76 東都名所　浅草金龍山 後期 三枚続 三七・八×七六・四 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-22-9-1
77 『狂歌江都名所図会』 一四冊の内 二五・八×一七・八 安政三年（一八五六）序 本館蔵　H-626
78 新撰江戸名所　八ツ見橋の図 後期 一枚 二五・一×三六・九 安政二年（一八五五） 本館蔵　H-1669
79 東都名所　芝神明増上寺全図 前期 三枚続 三七・〇×七六・五 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　H-22-9-2
80 東都旧跡尽　浅草金龍山 後期 一枚 三七・一×二四・三 天保一四～弘化四年（一八四三～四七） 本館蔵　H-22-1-3-33
81 日記 一冊 一二・五×一七・三 文政一三～天保二年（一八三〇～三二） 八戸市立図書館蔵
82 日記 一冊 一二・〇×一七・〇 安政六～七年（一八五九～六〇） 八戸市立図書館蔵
83 小払帳 一冊 一二・五×一七・〇 安政六～七年（一八五九～六〇） 八戸市立図書館蔵
85 菊名集 一冊 二四・二×一七・四 江戸後期 八戸市立図書館蔵
86 『江戸砂子温故名跡誌』 四冊 各二二・六×一五・八 享保一七年（一七三二） 八戸市立図書館蔵
87 日記 一冊 一二・五×一七・三 文政一一年（一八二八） 八戸市立図書館蔵
88 江戸名所道化尽　廿七　芝飯倉通り 後期 一枚 三六・五×二三・七 安政六年（一八五九） 本館蔵　H-22-41-1
89 東京名所三十六戯撰　芝飯倉 後期 一枚 三五・六×二四・五 明治五年（一八七二） 本館蔵　H-22-37
90 江戸名所道戯尽　四十五　赤坂の景 前期 一枚 三五・五×二三・七 安政六年（一八五九） 本館蔵　H-22-41-3
91 新板浮絵芝神明宮之図 前期 一枚 二五・五×三六・七 寛政（一七八九～一八〇一） 本館蔵　Ｆ-281-196
92 東都名所　芝神明境内 後期 一枚 二七・二×三八・五 天保（一八三〇～四四）前期 本館蔵　H-22-44-3
93 東都名所尽　芝神明宮祭礼生姜市之景 前期 一枚 二三・八×三五・五 江戸後期 本館蔵　H-1670
94 江戸自慢三十六興　赤はね火之見 前期 一枚 三六・二×二四・五 元治元年（一八六四） 本館蔵　H-22-43
95 赤羽根有馬屋敷前の三美人 後期 三枚続 三六・二×七三・九 弘化四～嘉永五年（一八四七～五二） 本館蔵　H-22-36
96 江戸名勝図会　虎の門 後期 一枚 三七・〇×二五・〇 文久二年（一八六二） 本館蔵　H-22-42
97 新版浮絵江戸浅草金龍山仁王門図 前期 一枚 二四・七×三六・四 文化～文政（一八〇四～三〇） 本館蔵　H-22-38
98 江戸名所　金龍山之図 後期 一枚 二五・一×三八・二 天保（一八三〇～四四）後期 本館蔵　F-303-379
99 東都高輪泉岳寺開帳群衆之図 前期 三枚続 三六・八×七六・四 嘉永元年（一八四八） 本館蔵　H-22-20
100 江戸名所　猿若町繁昌の図 前期 一枚 二二・七×三五・〇 弘化四～嘉永五年（一八四七～五二） 本館蔵　H-1327
101 江戸名所　猿若町三座 後期 一枚 二四・一×三六・五 安政五年（一八五八） 本館蔵　H-1675
102 寛文長崎図屏風（複製） 六曲一双 各一四三・〇×三二一・〇 一七世紀 本館蔵　H-259（原品：長崎歴史文化博物館蔵）
103 長崎唐人屋敷絵巻 一巻 三二・四×二二二・〇 江戸 本館蔵　H-1728
104 改正長崎図 一枚 五七・八×一一四・五 延享二年（一七四五） 本館蔵　H-1242-9-250-2
105 『長崎虫眼鏡』 二冊 各一〇・八×一六・〇 元禄一七年（一七〇四） 本館蔵　H-565-1
106 『長崎土産』 一冊 二二・八×一五・四 弘化四年（一八四七） 本館蔵　H-565-2
107 唐人屋敷景 一鋪 四三・三×六〇・七 江戸後期 本館蔵　H-25



108 出島阿蘭陀屋敷景 一枚 四五・七×五九・二 安永九年（一七八〇） 本館蔵　H-1710
109 長崎諏訪神社祭礼図屏風 六曲一隻 一二三・三×二九一・〇 江戸中期 本館蔵　H-8

110 元禄二年堺大絵図 一〇枚の内二枚
一九六・〇×二六五・〇、
一九九・〇×二五二・〇

元禄二年（一六八九） 本館蔵 H-115

111 東海道神奈川御貿易場 一鋪 二二・五×五九・六 安政六年（一八五九） 本館蔵　H-953-3　
112 御開港横浜之全図 前期 一鋪 六九・〇×一九一・〇 万延元年（一八六〇） 本館蔵　H-22-5-23
113 再改横浜風景 後期 六枚続 三七・〇×一五〇・七 文久元年（一八六一） 本館蔵　H-22-4-11
114 横浜本町并ニ港崎町細見全図 前期 三枚続 三六・五×七六・〇 万延元年（一八六〇） 本館蔵　H-22-4-10
115 横浜港崎町大門橋真景 前期 三枚続 三六・〇×七六・二 万延元年（一八六〇） 本館蔵　H-22-2-6
116 『横浜開港見聞誌』 六冊 各二四・六×一七・五 文久二、慶応元年（一八六二、五） 本館蔵　H-976-20
117 横浜弌覧之真景 後期 一鋪 七〇・六×二一一・二 明治四年（一八七一） 本館蔵　H-22-5-24
参考 風流新板東山道八戸より江戸まで凡百駅百六十九里道中雙六 八戸市立図書館蔵
参考 尾張屋版切絵図　芝口南西久保愛宕下之図 本館蔵　H-113-1-29
参考 上屋敷絵図 八戸市立図書館蔵

前期：３月２７日～４月１５日　　後期：４月１７日～５月６日


