
№ 作品名 作者・所用者等 時代・世紀

1 徳川慶勝肖像写真複写(額入) 　　　昭和8年<1933> 徳川美術館

2 石首魚石入蠟色塗刀拵 徳川慶勝所用 江戸　安政4年<1857> 徳川美術館

3 石首魚石入蠟色塗脇指拵 徳川慶勝所用 江戸　安政元<1854> 徳川美術館

4 徳川家御系譜　坤 二冊の内 平野秀貞写 江戸　安政3年<1856> 徳川美術館

5 徳川茂徳肖像写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所 Ａ

6 徳川茂徳肖像写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所 Ｂ

7 松平容保肖像写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所 Ｂ

8 松平容保肖像写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所 Ａ

9 松平定敬肖像写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所 Ａ

10 松平定敬肖像写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所 Ｂ

徳川家慶(12代将軍)下賜

･徳川慶勝拝領

徳川家慶(12代将軍)下賜

･徳川慶勝拝領

徳川慶恕(慶勝)筆

遠藤胤昌(高須家9代義和3男)拝領

14 徳川慶恕手翰(禄制改革に関する指針)　三巻の内 徳川慶恕(慶勝)筆 江戸　安政元年<1854> 徳川林政史研究所

15 徳川慶恕手翰(士風刷新に関する指針)　三巻の内 徳川慶恕(慶勝)筆 江戸　安政元年<1854> 徳川林政史研究所

16 諫争録(嘉永四年竹腰兵部少輔上書)　徳川慶勝宛 竹腰正諟筆 江戸　嘉永4年<1851> 徳川林政史研究所

17 徳川斉昭書状　徳川慶勝宛 永坂知久氏寄贈 江戸　19世紀 徳川美術館

18 花色地葵紋付熨斗目 徳川慶勝着用 江戸　19世紀 徳川美術館 Ａ

19 花色地葵紋付熨斗目 徳川慶勝着用 江戸　19世紀 徳川美術館 Ｂ

新刊輿地全図貼屏風(旧名古屋城二之丸御殿梅之間襖絵)

　二曲一双の内 

21 江戸　19世紀 徳川美術館

22 米利幹船神奈川入津之図 江戸　19世紀 徳川美術館

23 アメリカ人衣冠其外図 徳川慶勝所用 江戸　嘉永6年<1853> 名古屋市蓬左文庫

24 阿蘭陀機密風説書 徳川慶勝写 江戸　嘉永5年<1852> 徳川林政史研究所

25 諸品新聞書　四冊の内 　 徳川慶勝収集･編 江戸　19世紀 徳川林政史研究所

26 御側御書物目録　二冊の内　 徳川慶勝所用 江戸　19世紀 徳川林政史研究所

27 遠望鏡(天体望遠鏡)　ギルバート社製 徳川慶勝所用 イギリス　19世紀 徳川美術館

28 ペリー肖像 (「竹熊手」の内) 江戸　安政7年<1860> 徳川林政史研究所

阿片条約図屏風(旧名古屋城二之丸御殿梅之間襖絵)　二曲一双の内

二 幕末の動乱

20 佐藤政養編 江戸　文久元年<1861> 徳川美術館

蠟色塗刀拵 江戸　18-19世紀 徳川美術館

13 二大字｢慎忍｣ 江戸　安政2年<1855> 徳川美術館

12

蓬左文庫展示室1・2 徳川美術館・名古屋市蓬左文庫　平成30年度企画展

Tokugawa Yoshikatsu at the Edo to Meiji Transition

徳川慶勝の幕末維新
2018年11月3日 (土) ～ 12月16日 (日)

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫

　尾張徳川家の分家・高須松平家に生まれた慶勝(1824～83)は、尾張徳川家14代当主となり、同家の事実上最後のお殿様として激動の

幕末・維新を生き抜きました。尾張藩政の舵取りを担い日本を新たな時代へと導いた生涯を通じ、その知られざる決断と転換の時代を探

ります。

　また慶勝は、書画・博物学・文芸にも造詣が深く、特に西洋から渡来したばかりの写真術に着目し、数多くの写真を遺し、写真家大名

とも呼ばれました。その内には名古屋城の貴重な内外の写真や尾張徳川家の家族の肖像写真も含まれています。本展では、名古屋城本丸

御殿全体公開を記念し、名古屋城の写真を中心に徳川林政史研究所所蔵の慶勝の写真も併せて公開いたします。

[凡例]・A:11/3(土)～25(日)　B：11/27(火)～12/16(日)

　　   ・都合により出品作品が変更となる場合がございます。

　　   ・展示リストの順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

一 高須松平家から尾張徳川家へ

11 太刀　銘 直綱 南北朝　14世紀 徳川美術館

所蔵先　　　　　　　期間



№ 作品名 作者・所用者等 時代・世紀

29 合衆国願書之儀ニ付御存慮之趣公辺江御進達相成候御草案 徳川慶勝筆 江戸　嘉永6年<1853>

30 戊午の密勅写 江戸　安政5年<1858>頃 徳川林政史研究所

31 刀　銘 兼元 井伊直弼進上･徳川慶勝所持 室町　16世紀 徳川美術館

32 戸山三十一景歌 徳川慶勝筆 江戸　安政5年<1858> 徳川美術館

33 群芳帖(植物標本帖) 徳川慶勝収集･編 江戸　19世紀 徳川林政史研究所

34 群蟲真景図(昆虫標本･図画帖) 徳川慶勝収集･編 江戸　19世紀 徳川林政史研究所

35 文公(徳川慶勝)御所南門前御拝の図 石川信守(不成)筆･成瀬正肥賛 江戸-明治　19世紀 徳川美術館

36 孝明天皇御内勅　文久三年六月十七日 徳川慶勝拝受 江戸　文久3年<1863> 徳川美術館 Ａ

37 孝明天皇御内勅　文久三年十月八日 徳川慶勝拝受 江戸　文久3年<1863> 徳川美術館 Ｂ

38 新聞紙　第三冊 江戸　文久3年<1863> 徳川林政史研究所

和宮(14代将軍家茂正室)所用

平成27年寄贈

40 徳川家茂書状  徳川慶勝宛　元治元年七月廿四日 徳川家茂(14代将軍)筆 江戸　元治元年<1864> 徳川美術館

41 長防追討状　元治元年十月四日 徳川家茂(14代将軍)筆 江戸　元治元年<1864> 徳川美術館

42 督府枢密之印章 徳川慶勝所用 江戸　元治元年<1864> 徳川美術館

43 黒塗紺糸威具足　明珍宗貞作 徳川慶勝着用 江戸　嘉永2年<1849> 徳川美術館

44 登城行列並征長首実検図 間宮伴左衛門筆 　　　明治18年<1885> 徳川美術館

45 長州陣中之和歌　 徳川慶勝筆　五味家寄贈 江戸　元治2年<1865> 徳川美術館

徳川家茂(14代将軍)遺品･

徳川慶勝拝領

広島城三之丸南西土塁･南門付近写真

　(アンブロタイプステレオ写真)

48 広島城三之丸南西土塁･南門付近写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　元治元年<1864> 徳川林政史研究所 Ｂ

49 広島城三之丸南西土塁･南門付近写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　元治元年<1864> 徳川林政史研究所 Ａ

50 広島城三之丸櫓･天守遠望写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　元治元年<1864> 徳川林政史研究所 Ａ

51 広島藩家老浅野右近邸(芸国楼)写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　元治元年<1864> 徳川林政史研究所 Ｂ

52 広島藩家老浅野右近邸(芸国楼)写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　元治元年<1864> 徳川林政史研究所 Ｂ

53 諒闇太刀拵　 徳川慶勝所用 江戸　慶応3年<1867> 徳川美術館

54 太刀　銘 備前国住長船祐定作 天正元年十月日 徳川綱誠(尾張家3代)･徳川慶勝所持 室町　天正元年<1573> 徳川美術館

55 幕臣帰順に関する参与制札 田宮如雲筆　安藤家寄贈 江戸　慶応4年<1868> 徳川美術館

56 椋園時事録三十四抜萃　附 見聞雑剳 明治　19世紀 名古屋市蓬左文庫

勤王誘引書類　七五〇通の内

　岡崎藩本多家証書　　　　  慶応四年二月 岡崎藩家老都筑惣右衛門筆

　旗本･松平数馬家証書　　　慶応四年二月 深津藤蔵筆

　旗本･山本大膳家証書　　　慶応四年二月 足立延蔵筆

　福島藩板倉家証書　　　　  慶応四年二月 紺野権兵衛ほか筆

　旗本･稲垣藤九郎家証書　　慶応四年二月 石川斎筆

　旗本･小笠原兵庫介家証書　慶応四年二月　 小笠原兵庫介筆

　西大平藩大岡家証書　　　  慶応四年二月 篠田勇三郎筆

　旗本･本多左内家証書　　　慶応四年二月 和田龍助筆

　旗本･林玄養家証書　　　　慶応四年二月 林玄養筆

　旗本･本多日向守家証書　　慶応四年二月　 三橋源之進ほか筆

　三河国源照寺証書　　　　  慶応四年三月 源照寺専修筆

　三河国岩松寺証書　　　　  慶応四年三月

58 江戸　慶応4年<1868> 徳川林政史研究所

59 会津若松城天守複写写真(ガラス原板)  徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

60 ヘンリー十四連発騎銃　1860年式　二挺 アメリカ　19世紀 徳川美術館

61 徳川慶勝書状　岩倉具視宛　慶応四年八月二日 江戸　慶応4年<1868> 徳川美術館 Ａ

47 徳川慶勝撮影 江戸　元治元年<1864> 徳川林政史研究所 Ａ

慶応四年戊辰五月十日八半時ヨリ同十九日迠戦争図　十一舗の内

 ② 勤王誘引

57 江戸　慶応4年<1868> 徳川林政史研究所

46 蠟色塗脇指拵 江戸　19世紀 徳川美術館

徳川林政史研究所

所蔵先　　　　　　　期間

三 慶勝の決断

 ① 将軍輔翼と長州征伐

39 黒塗葵紋葉菊紋散蒔絵眉作箱　 江戸　19世紀 徳川美術館



№ 作品名 作者・所用者等 時代・世紀

62 徳川慶勝画像　 野崎兼清筆 明治　19世紀 徳川美術館

63 徳川慶勝画像 渡邊貞世(愛知県士族)筆 　　　明治16年<1883> 徳川美術館

64 フロックコート･ベスト 徳川慶勝着用 明治　19世紀 徳川美術館

65 懐中時計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徳川慶勝所用 明治　19世紀 徳川美術館

66 徳川徳成(義宜)版籍奉還御聴許状　明治二年六月 　　　明治2年<1869> 徳川美術館

67 徳川慶勝任藩知事宣下　明治三年十二月三日 　　　明治3年<1870> 徳川美術館

68 廃藩置県ニ付勅書写 　　　明治4年<1871> 徳川林政史研究所

69 徳川慶勝再御相続被仰出候御書付　明治八年十二月五日 　　　明治8年<1875> 徳川美術館

70 族長委任ニ付書状　徳川慶勝宛　明治九年十月 徳川家達(徳川宗家16代)筆 　　　明治9年<1876> 徳川林政史研究所

71 高須四兄弟(徳川慶勝･徳川茂栄･松平容保･松平定敬)肖像写真 二見朝隈撮影 　　　明治11年<1878> 徳川林政史研究所 Ａ

72 高須四兄弟(徳川慶勝･徳川茂栄･松平容保･松平定敬)肖像写真 二見朝隈撮影 　　　明治11年<1878> 徳川林政史研究所 Ｂ

73 スライディングボックスカメラ ヨーロッパ　19世紀 名古屋市博物館

74 旧習一新記 徳川慶勝筆 江戸　文久2年<1862> 徳川林政史研究所

75 真写影鏡秘伝(諸品新聞留) 徳川慶勝筆 江戸　19世紀 徳川林政史研究所

76 真写影鏡秘説 徳川慶勝筆 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫

77 諸品見出帳 徳川慶勝筆 江戸　安政2年<1855> 徳川林政史研究所

78 御手許小遣帳 徳川慶勝筆 　　　明治5年<1872> 徳川林政史研究所

80 思氏映画鏡論 スノース著　柳河春三訳 江戸　元治元年<1864> 名古屋市蓬左文庫

81 中野隆甫･上野幸馬より伝候伝授書記 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫

82 辻礼輔之法写真伝法 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫

83 映画式英人クレイン口伝書 辻礼輔訳　徳川慶勝所用 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫

84 鈴木真一伝法葯灋書 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫

85 ヒュールバーケンス図説 伊藤圭介訳 江戸　慶応2年<1866> 名古屋市蓬左文庫

86 徳川慶勝肖像写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　文久元年<1861> 徳川林政史研究所 Ａ

87 徳川慶勝肖像写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　文久元年<1861> 徳川林政史研究所 Ｂ

88 徳川慶勝肖像写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　慶応2年<1866> 徳川林政史研究所 Ａ

89 徳川慶勝肖像写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　慶応2年<1866> 徳川林政史研究所 Ｂ

90 名古屋城天守写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ａ

91 名古屋城天守･本丸南馬出多聞櫓写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

92 名古屋城本丸東南隅櫓･天守写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ａ

93 名古屋城二之丸御殿･天守写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

94 名古屋城二之丸逐凉閣写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ａ

95 名古屋城二之丸東北隅櫓･逐凉閣写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

96 名古屋城二之丸黒門写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ａ

97 名古屋城二之丸黒門写真(アンブロタイプ写真) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

98 幕末人物・殿舎・風景写真帳二 徳川慶勝撮影 江戸-明治　19世紀 徳川林政史研究所 Ａ

99 幕末人物・殿舎・風景写真帳一 徳川慶勝撮影 江戸-明治　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

100 名古屋若宮祭礼山車行列写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ａ

101 名古屋若宮祭礼山車行列写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 江戸　19世紀 徳川林政史研究所 Ｂ

102 名古屋城金鯱･蘇鉄の庭(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 　　　明治4年<1871> 徳川林政史研究所 Ａ

103 名古屋城金鯱写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影 　　　明治4年<1871> 徳川林政史研究所 Ｂ

104 新古御道具･器具･金鯱写真 徳川慶勝撮影 江戸-明治　19世紀 徳川林政史研究所

105 名古屋新御殿・名古屋城写真帳 徳川慶勝撮影 江戸-明治　19世紀 徳川林政史研究所

106 名古屋城・名古屋邸写真帳 徳川慶勝撮影 江戸-明治　19世紀 徳川林政史研究所

107 御道具・屋敷等写真帳 徳川慶勝撮影 江戸-明治　19世紀 徳川林政史研究所

四 明治維新後

所蔵先　　　　　　　期間

五 写真家大名慶勝

  ① 写真術の研究

79 内密御買上物御用文通留　 名古屋市蓬左文庫

  ② 慶勝の撮った写真

茶屋長與(尾張茶屋家8代)編　江戸 元治元-慶応4年<1864-68>


