
分類 名称 刊行年 価格 備考
名宝図録 近世大名の美と心　井伊家伝来の名宝 1987 完売

井伊家伝来の名宝1　井伊家と彦根藩 2009 ¥700
井伊家伝来の名宝2　武器と武具 2009 ¥700
井伊家伝来の名宝3　彦根屏風と書画 2009 ¥700
井伊家伝来の名宝4　茶道具と調度 2007 ¥700
井伊家伝来の名宝5　能と雅楽 2007 ¥700

テーマ別図録 歴史展示ガイドブック 1987 完売
彦根の歴史ガイドブック 1991 完売
近代日本の書聖　日下部鳴鶴 2012 ¥800
井伊直弼のこころ―百五十年目の真実― 2014

展覧会図録 井伊家伝来の能面・能装束 1987 完売
井伊家伝来　刀剣と刀装の美 1988 完売
大名茶　その世界 1988 完売
湖東焼 1988 完売
日下部鳴確―その人と書― 1988 完売
彦根龍潭寺方丈　森川許六の襖絵 1989 完売
彦根更紗 1989 完売
龍潭寺の美術 1990 完売
井伊直弼―その人と生涯― 1990 完売
彦根屏風と遊楽の世界 1990 完売
祈りの造形 1991 完売
城下町絵図 1991 完売
彦根・清凉寺の美術 1991 完売
佐和山城とその時代 1992 完売
法蔵寺の歴史と美術 1992 完売
琉球王朝の美 1993 ¥1,300
龍草盧 1993 完売
極楽寺の歴史と美術 1993 完売
お多賀さまへは月まいり 1994 ¥1,500
延寿寺の歴史と美術 1994 ¥200
宗安寺の歴史と美術 1995 完売
彦根城の修築とその歴史 1995 完売
来迎寺の美術 1995 完売
徳川四天王 1995 完売
新指定重要文化財　彦根藩井伊家文書の世界 1996 完売
彦根藩士の甲冑―赤備えの家臣たち― 1996 完売
湖東焼―民業湖東の華― 1996 完売
日本の楽器―織りなす音・雅びの世界― 1996 完売
宴 1997 ¥1,600
深草元政―彦根ゆかりの詩僧― 1997 完売
仙琳寺の歴史と美術 1997 ¥300
馬―鞍・鐙から描かれた姿まで― 1997 ¥1,500
湖東焼―鳴鳳と幸斎― 1998 完売
彦根屏風への誘い 1998 完売
高宮寺と時宗の美術 1999 ¥500
湖上水運の盛衰と彦根三湊 1999 完売
日本の藩窯―東日本編― 1999 完売
彦根藩御用絵師　佐竹永海 2000 ¥500
美術のなかの童子 2000 完売
江戸時代の甲冑―復古調― 2001 完売
江戸時代の高宮―在郷町の歴史― 2001 ¥300
日本の藩窯―西日本編― 2001 完売
長浜・大通寺の精華 2002 ¥1,500
近江中山道ガイドブック 2002 完売
伝統と革新―京都画壇の華　狩野永岳― 2002 ¥1,500
荒神山と周辺地域の暮らし 2003 完売
井伊家歴代の肖像 2003 完売
井伊の赤備え―彦根藩の甲冑― 2003 完売



彦根の黄檗寺院 2004 ¥500
近江八景から琵琶湖八景へ 2005 ¥500
彦根の食文化 2005 完売
彦根ゆかりの画人 2006 ¥500
元禄の大老　井伊直興 2006 完売
決断！開国と大老井伊直弼 2007 完売
よみがえった国宝・彦根屏風 2007 完売
戦国の世から泰平の世へ―井伊直政から直孝の時代― 2007 完売
江戸時代の医療 2008 ¥300
雛―井伊家伝来の雛道具と人形― 2009 完売
政治の時代―井伊直弼と幕末の群像― 2009 ¥1,500
激動の佐和山城 2010 完売
五百羅漢のお寺―天寧寺の歴史と美術― 2010 ¥500
よみがえる関ヶ原合戦―関ヶ原合戦図を読む― 2010 完売
肥田の古墳・城・村―大地に刻まれた記憶― 2011 ¥600
武門の絆―徳川将軍家と井伊家― 2011 ¥1,000
茶人井伊直弼と幕末のやきもの 2012 ¥500

新収蔵記念　彦根藩筆頭家老・木俣清左衛門家資料 2013 ¥600

近江と能―霊場・名所・物語― 2013 ¥500
天下普請の城　彦根城 2013 ¥900
彦根藩士の甲冑―赤備えの家臣団― 2014 完売
忠義の人　遠城謙道―主君直弼への思いと禅画― 2015 ¥500
一期一会の世界　大名茶人　井伊直弼のすべて 2015 ¥1,000
参勤交代と彦根藩領―大名行列を迎えた人々― 2016 ¥600
コレクター大名 井伊直亮―知られざる大コレクション
の全貌―

2016 ¥1,200

能面再興の立役者　近代の名工・中村直彦 2017 ¥500
商家のうつわ　―湖東の商家伝来のやきもの― 2018 ¥500
彦根製糸場―近代化の先駆け― 2018 ¥600
長曽祢虎徹―新刀随一の匠― 2018 ¥1,000
雛と雛道具 2020 ¥700
拵―井伊家伝来刀装― 2020 ¥1,200
彦根藩井伊家と能楽 2020 ¥500
幻の名窯  湖東焼―彦根藩窯の盛衰― 2020 ¥1,800

子ども向け解説書 たんけん!!彦根城表御殿 2007 ¥200
井伊直弼ってどんな人？ 2007 ¥200
直政・直孝物語 2009 ¥200
江戸時代の彦根を知ろう！ 2019 ¥700

研究紀要 くわしくは　目次　をご覧ください

彦根藩史料叢書 くわしくは　所収家名一覧　をご覧ください

古文書調査報告書 法蔵寺文書目録 1995 ¥1,000
四十九町代官家文書・村崎家文書 1997 ¥1,200
重要文化財「彦根藩井伊家文書」老中奉書等修理報告書 2016 ¥1,800

その他 国宝　彦根屏風 2008 ¥27,300


