絵本と挿絵の世界

展示リスト

2018/7/19～9/17

いわさきちひろ
種別

書名

著者名

出版者

図書 いわさきちひろ展

いわさきちひろ［画］

福島県立美術館

図書 いわさきちひろ展

いわさきちひろ［画］

図書 いわさきちひろ展
図書 いわさきちひろ展

出版年

請求記号

資料番号

1986 T726.5/I96F/1986

9110162905

いわさきちひろ絵本美術館

[1987] T726.5/I96I/1987

9110118522

いわさきちひろ［画］

いわさきちひろ絵本美術館

c1990 T726.5/I96I/1990

9110090252

いわさきちひろ［画］

ちひろ美術館・東京

2003 T726.5/I96C/2003

9110416112

録画 いわさきちひろ ビデオ絵本 ４ ちひろの世界 Ｐａｒｔ Ｉ

Ｖｉｃｔｏｒ

7A2//

9410020523

録画 いわさきちひろ ビデオ絵本 ５ ちひろの世界 Ｐａｒｔ Ⅱ

Ｖｉｃｔｏｒ

7A2//

9410020532

安野光雅
種別

書名

図書 繪本平家物語
図書

著者名
安野光雅著

安野光雅
キャンバスが絵になるとき

出版者

出版年

請求記号

資料番号

講談社

2006.3 721.2/A49E/

9110452182

山川出版社

2011.8 723N/A49A/

9110492295

図書 安野光雅「旅の世界」展

安野光雅［画］

朝日新聞社文化企画局大阪企画部

c1991 T723N/A49D/1991

9110136001

図書 安野光雅ヨーロッパ周遊旅行

安野光雅［画］

アートキッチン

[2014] T723N/A49H/2014

9110537468

安野光雅［画］

アートキッチン

[2015] T723N/A49H/2015

9110549048

安野光雅［画］

アートキッチン

2016 T723N/A49H/2016

9110570220

安野光雅［画］

茨城県つくば美術館

安野光雅のふしぎな絵本展
広がる空想の世界
安野光雅のものがたり絵本展
図書
平家物語から桃太郎まで
図書

図書 安野光雅の世界展

2004.9 T723N/A49I/2004

9110419796

日本の画家
種別

書名

図書 佐藤忠良 2
図書

ある造形家の足跡：佐藤忠良展
彫刻から素描・絵本原画まで：１９４０－２００９

著者名

出版者

佐藤忠良著

講談社

出版年

請求記号

資料番号

1989.7 712N/SA85S/2

9110023071

佐藤忠良［作］

世田谷美術館

c2010 T712N/SA85S/2010

9110496777

図書 熊田千佳慕クマチカ先生の図鑑画集

熊田千佳慕著

求龍堂

2012.3 723N/KU32K/

9110519693

熊田千佳慕の世界
図書
はな・むし・とり・ゆめ

熊田千佳慕〔画〕

福島県立美術館

2002.4 T723N/KU32F/2002

9110422002

図書 高畠華宵大正ロマン館

高畠華宵［画］

高畠華宵大正ロマン館

松本品子編

図書 夢二デザイン
図書 夢二美術館 3

図書

図書
図書
図書
図書
図書

高畠華宵
大正・昭和☆レトロビューティー

武井武雄の本
童画とグラフィックの王様
武井武雄作品集
童画
小林かいちの世界
まぼろしの京都アール・デコ
小林かいちの魅力
京都アール・デコの発見
瀬川康男展
いのち・ものがたる絵たち

図書 おしゃべりな絵長新太展
蕗谷虹児展
少女達の夢と憧れ
ごんぎつねと黒井健の世界
図書
絵本原画で見る、透き通るようなイマジネーションの世界。
図書

図書 茂田井武『ｔｏｎ ｐａｒｉｓ』展

1990 723N/TA28T/

9110130661

河出書房新社

2004.1 723N/TA28T/

9110364366

［竹久夢二画］

ピエ・ブックス

2005.4 723N/TA61Y/

9110442426

［竹久夢二著］

学研

1985.9 723N/TA61Y/3

9110135185

イルフ童画館監修

平凡社

2014.3 723N/TA62T/

9110507404

武井武雄［画］

日本童画美術館

c1998 G726.5/TA62T/

9110374550

小林かいち［画］

国書刊行会

山田俊幸監修
瀬川康男［画］
長新太［画］
蕗谷虹児［画］
黒井健［画］
茂田井武［画］

2009.12 733/KO12K/

9110482833

清流出版

2009.7 733/KO12K/

9110480614

朝日新聞社名古屋企画部

c1997 T723N/SE16C/1997

9110355269

長新太展実行委員会

c2004 T726.5/C52M/2004

9110420151

新潟県立近代美術館

2004.1 T726.5/F73N/2004

9110419731

茨城県天心記念五浦美術館

c2008 T726.5/KU73I/2008

9110480801

大川美術館

2010.4 T726.5/MO82O/2010

9110506980

文化出版局

2001.3 //

9510326929

山脇百合子［画］

ＮＨＫ東北プランニング

2007.4 T726.5/Y47M/2007

9110493238

梁川剛一［画］

札幌芸術の森

1991 T726.5/Y51G/1991

9110166000

雑誌 季刊銀花 （125） 2001年春の号
ぐりとぐらとなかまたち
図書
山脇百合子絵本原画展
梁川剛一さし絵展
図書
図録

日本の絵本と挿絵
種別
図書
図書
図書
図書
図書

書名
日本における子ども絵本成立史
「こどものとも」がはたした役割
絵本原画の世界
「こどものとも」の絵画表現１９５６－１９９７
絵本原画の世界展 2013
はじめての美術
コドモノクニと童画家たち
手のひらのモダン
くじらぐもからチックタックまで
小学校国語教科書にのった思い出のお話原画展

図書 宮沢賢治・童話の世界展

著者名

出版者

出版年

請求記号

資料番号

三宅興子編著

ミネルヴァ書房

1997.3 726.5/MI76N/

9110240153

宮城県美術館編集

「絵本原画の世界」展全国実行委員会

1998.4 T726.5/E35M/1998

9110308269

宮城県美術館［ほか］編集

ＮＨＫプラネット東北

2013 T726.5/E35M/2013

9110503728

横須賀美術館編集

横須賀美術館

c2009 T726.5/KO21Y/2009

9110517330

山梨県立美術館編集

山梨県立美術館

c2010 T726.5/KU25Y/2010

9110541059

茨城県近代美術館編集

茨城県近代美術館

1991 T726.5/MI89I/1991

9110165649

海外の画家
種別
図書

書名
ジョルジュ・バルビエ
優美と幻想のイラストレーター

著者名

出版者

出版年

請求記号

資料番号

ジョルジュ・バルビエ［画］

パイインターナショナル

図書 ジョルジュ・バルビエ画集：永遠のエレガンスを求めて

ジョルジュ・バルビエ［画］

図書 画集ビアズレー

ビアズレー［画］

ビアズリー
図書
生涯と作品

サイモン・ウィルソン著

図書 ビアズリー展

ビアズリー［画］

図書

ウォルター・クレイン著

国文社
青幻舎

2017.2 T726.5/C91S/2017

9110554010

図書 あおくんときいろちゃん

レオ・レオーニ作

至光社

c1967 726.5/L55A/

9110395120

ジュディ・テイラー著

福音館書店

2001.1 726.5/P85T/

9110483527

河野芳英監修

東映

2016.8 T726.5/P85B/2016

9110570328

海野弘解説・監修

パイインターナショナル

2017.1 723.05/F14P/

9110561580

アーサー・ラッカム［画］

エディシオン・トレヴィル

ディック・ブルーナ〔画〕

朝日新聞社

c2005 T726.5/B78M/2005

9110475230

美術出版社

2010.4 //

9510297237

朝日新聞社

c1997 T726.5/MU31F/1997

9110307575

書物と装飾
挿絵の歴史
ウォルター・クレインの本の仕事
図書
絵本はここから始まった
ビアトリクス・ポター
図書
描き、語り、田園をいつくしんだ人
ピーターラビット展
図書
ビアトリクス・ポター生誕１５０周年
ファンタジーとＳＦ・スチームパンクの世界
図書
ＴＨＥ ＡＲＴ ＯＦ ＦＡＮＴＡＳＹ，ＳＣＩ－ＦＩ ＡＮＤ ＳＴＥＡＭＰＵ
図書 アーサー・ラッカム
図書

ミッフィー展
５０ ｙｅａｒｓ ｗｉｔｈ ｍｉｆｆｙ

雑誌 美術手帖 （935） 2010年4月号
図書

ムーミンと白夜の国の子どもたち
北欧の絵本

トーベ・ヤンソン［ほか画］

雑誌 美術手帖 （1015） 2014年11月増刊号

2011.1 723F/B21J/

9110517957

六耀社

2008.3 723F/B21K/

9110473360

講談社

1978.12 723F/B31K/

9110191504

岩崎美術社

1985.9 723F/B31W/

9110098410

東京新聞

c1983 T723F/B31I/1983

9110094609

1990.11 726.5/C91S/

美術出版社

2005.11 726.5/R11A/

2014.11 //

9110104320

9110448770

9510335300

海外の絵本と挿絵
種別

書名
絵のある本の歴史
Ｂｏｏｋｓ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ
こんな絵本があった
図書
子どもの本のさし絵の歴史
イギリス挿絵史
図書
活版印刷の導入から現在まで
図書

著者名

出版者

9110022806

ウィリアム・フィーヴァー著

晶文社

1979 726.5/F17K/

9110022397

平田家就著

研究社出版

1995.12 726.5/H68I/

9110354762

光琳社出版

1998.4 726.5/I24K/

9110275963

2015.5 726.5/KA76A/

9110535703

鹿島茂著

東京美術

図書 イギリスの絵本の歴史

三宅興子著

岩崎美術社

ちひろ美術館編

講談社

ペン編集部編

阪急コミュニケーションズ

図書 美しい絵本。
ブラティスラヴァ世界絵本原画展
絵本をめぐる世界の旅
絵本をひらくと
図書
ちひろ美術館世界の絵本原画コレクション展
図書

図書 現代のしかけ絵本

図書

挿絵本の世界
本と挿絵のステキな関係

1995.12 726.5/MI76I/
2009.7 726.5/SE22C/
2009.12 726.5/U96H/

9110227750
9110473137
9110473182

読売新聞社

c2014 T726.5/B91H/2014

9110557489

静岡市美術館

2015.1 T726.5/E35S/2015

9110550817

2007.6 T726.5/G34M/2007

9110477136

日本国際児童図書評議会

2004.7 T726.5/I88I/2004

9110557415

芦屋市立美術博物館企画・監修

淡交社

2004.3 T726.5/MA11A/2004

9110445428

町田市立国際版画美術館編集

町田市立国際版画美術館

2010.4 T726.5/SA81M/2010

9110550826

静岡市美術館編集

武蔵野美術大学美術資料図書館編武蔵野美術大学美術資料図書館

図書 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 2004
図書 幻のロシア絵本１９２０－３０年代

資料番号

1987.3 726.5/A64E/

アール・デコの挿絵本
図書
ブックデザインの誕生
世界の絵本画家たち
ちひろＢＯＸ ２

請求記号

平凡社

図書 イギリス絵本の世界

図書

出版年

荒俣宏著

