
種別 書名 著者/出演者/特集 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出

図書 アンリ・リヴィエール展 アンリ・リヴィエール［作］ ＮＨＫサービスセンター ｃ２００９ 9110490441 T732F/R49I/2009 禁

図書 いつだって猫展 名古屋市博物館編集 「いつだって猫展」実行委員会 2015 9110536513 T702.9/I91N/2015 禁

図書 浮世絵 菊地貞夫著 保育社 １９７８ 9110041848 S721.8/KI24U/ 可

図書☆ 浮世絵歌川派３巨匠展 ［歌川国貞ほか画］ ＴＹＳテレビ山口 １９９１ 9110149378 T721.8/U59Y/1991 禁

図書 浮世絵から写真へ 東京都江戸東京博物館編著 青幻舎 2015 9110538456 T702.15/U59T/2015 禁

図書 浮世絵鑑賞事典 高橋克彦〔著〕 講談社 1987 9110337986 S721.8/TA33U/ 可

図書☆ 浮世絵師歌川列伝 飯島虚心著 中央公論社 1993 9110193788 S721.8/I27U/ 可

図書 浮世絵出版論 大久保純一著 吉川弘文館 2013 9110528549 721.8/O54U/ 可

図書 浮世絵師列伝 小林忠監修 平凡社 2006 9110449973 721.8/U59H/ 可

図書 浮世絵図鑑 安村敏信監修 平凡社 2014 9110566067 721.8/U59H/ 可

図書 浮世絵世界をめぐる 瀬木慎一著 里文出版 1997 9110242846 721.8/SE16U/ 可

図書 浮世絵魑魅魍魎の世界　改訂版 中右瑛著 里文出版 1994 9110178772 721.8/N43U/ 可

図書 浮世絵忠臣蔵の世界 中右瑛著 里文出版 1998 9110351170 721.8/U59R/ 可

図書 浮世絵と印象派の画家たち展
東京国立近代美術館工芸課
編

２００１年日本委員会 ｃ１９７９ 9110563969 T721.8/U59S/1979 禁

図書 浮世絵に描かれた子どもたち マンゴスティン 千葉市美術館 ｃ２０１４ 9110555920 T721.8/U59C/2014 禁

図書 浮世絵の歴史 美術出版社 1998 9110515630 721.8/U59B/ 可

図書 お化けの浮世絵展 大阪城天守閣編集 大阪城天守閣特別事業委員会 ［１９７８］ 9110381429 T721.8/O11O/1978 禁

図書 ゴッホと日本展 テレビ朝日 ｃ１９９２ 9110140470 T723F/G571K/1992 禁

図書 死絵 人間文化研究機構国立歴史民俗博
物館 2010 9110548597 721.8/SH62K/ 禁

図書☆ 新編名宝日本の美術 小学館 1991 9110361874 702.1/SH69S/30 可

図書 千社札 青幻舎 2004 9110367920 S721.8/SE66S/ 可

図書 鳥獣略画式 鍬形蕙斎筆 芸艸堂 2011 9110496946 S721.8/KI71C/ 可

図書 美人画 国際アート １９９４ 9110309050 T721.8/B41K/1994 禁

図書 ファン・ゴッホ展 巡りゆく日本の夢
ファン・ゴッホ［画］，圀府寺　司　
編，コルネリア・ホンブルク　編

青幻舎 2017 9110577679 T723F/G571S/2017 禁

図書☆ フランスが夢見た日本
東京国立博物館、日本経済新
聞社編

日本経済新聞社 2008 9110476700 Ｔ751.3/Ｆ92Ｔ/2008 禁

図書☆ 北斎と広重 ［葛飾北斎画］ 講談社 １９７１ 9110271211 721.8/KA88H/1 可

図書 ボストン美術館肉筆浮世絵 辻惟雄監修 講談社 2000 9110565622 G721.8/B66K/3 可

図書 武者絵でたどる木曽街道 中山道広重美術館企画・編集 中山道広重美術館 2002 9110423494 T721.8/MU84N/2002 禁

図書 明治の売薬版画 富山市教育委員会編集 ［富山市教育委員会］ 1997 9110377210 T721.8/ME25T/1997 禁

図書 ＬＥＴ’Ｓ　ＧＯ　浮世絵 三鷹市美術ギャラリー編集 三鷹市美術ギャラリー 1997 9110288774 T723.1/R28M/1997 禁

図書☆ 六大浮世絵師名品展 平木浮世絵美術館監修 茨城県天心記念五浦美術館 １９９９ 9110342574 T721.8/R63I/1999 禁

図書 笑いの奇才耳鳥斎！ 耳鳥斎［ほか画］ 伊丹市立美術館 ｃ２００５ 9110515353 T721.8/N71I/2005 禁

雑誌 美術フォーラム21　vol.34 「浮世絵研究の現在と未来」 醍醐書房 2016 9510353855 // 禁
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＊浮世絵＊



種別 書名 著者/出演者/特集 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出

図書 新訳・北斎伝 荒井勉著 信濃毎日新聞社 1998 9110354575 721.8/KA88A/ 可

図書 千変万化に描く 北斎の冨嶽三十六景 大久保純一 小学館 2005 9110446327 721.8/KA88O 可

図書 富岳百景 葛飾北斎［著］ 岩崎美術社 1986 9110023714 721.8/KA88F/ 可

図書 北斎 ［葛飾北斎画］ 東京新聞 ｃ２００７ 9110563922 T721.8/KA88T/2007 禁

図書 北斎 ［葛飾北斎画］ 日本経済新聞社 ｃ２０１３ 9110508288 T721.8/KA88N/2013 禁

図書 北斎 ［葛飾北斎画］ ［あべのハルカス美術館］ 2017 9110572734 T721.8/KA88A/2017 禁

図書 北斎決定版 浅野秀剛監修 平凡社 2010 9110566049 721.8/KA88H/ 可

図書 北斎の絵手本 ［葛飾北斎画］ 岩崎美術社 1986 9110023661 721.8/KA88H/1 可

図書 北斎の絵本挿絵 ［葛飾北斎画］ 岩崎美術社 1987 9110023634 721.8/KA88H/1 可

図書 北斎百人一首 ［葛飾北斎画］ 岩波書店 1996 9110235968 721.8/KA88H/ 可

図書 北斎漫画 ［葛飾北斎画］ 岩崎美術社 1986 9110023607 721.8/KA88H/1 可

図書 ボストンで見つかった北斎展 東京放送 ｃ１９８７ 9110208011 T721.8/KA88T/1987 禁

雑誌
美術手帖　２０１６年１２月号増刊　葛飾
北斎

美術出版社 2016 9510350728 // 禁

ビデオ 浮世絵の見方　下巻 「春信・歌麿・北斎の魅力」 新潮社 1991 9420008317 7Ａ2// 館内

ＤＶＤ 新日曜美術館　日本の美術　９

「北斎と広重　同時代を生きた
天才たち」　出演：田中優子，
赤瀬川原平，はな，石沢典夫　
語り：石沢典夫

ＮＨＫ 2006 9430004447 7Ａ2// 館内

DVD
北斎ミステリー 幕末美術秘話　もう一
人の北斎を追え！

ナビゲーター：内田恭子/ 監
修・解説：安村敏信ほか

2017 9430006648 7Ａ2// 館内

種別 書名 著者/出演者/特集 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出

図書 世界の歌麿展 大塚巧芸社（製作） １９７０ 9110340598 T721.8/KI63H/1970 禁

図書 喜多川歌麿 喜多川歌麿［画］ 新潮社 1997 9110241820 721.8/KI63K/ 可

図書 歌麿 菊地貞夫著 保育社 １９７９ 9110041534 S721.8/KI63K/ 可

図書 歌麿　抵抗の美人画 近藤史人著 朝日新聞出版 2009 9110476522 721.8/KI63K/ 可

図書 歌麿決定版 浅野秀剛監修 平凡社 2016 9110552366 721.8/KI63U/ 可

図書 新編名宝日本の美術 小学館 1991 9110362020 702.1/SH69S/28 可

図書 浮世絵を読む 浅野秀剛編 朝日新聞社 1998 9110271884 721.8/U59A/2 可

ビデオ 浮世絵の見方　下巻 「春信・歌麿・北斎の魅力」 新潮社 1991 9420008317 7Ａ2// 館内

種別 書名 著者/出演者/特集 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出

図書 原色　浮世絵大百科事典　第８巻 日本浮世絵協会編 大修館書店 1981 9110100840 R721.8/G34T/8 禁

図書 写楽 ［東洲斎写楽画］ 保育社 1999 9110333762 S721.8/TO72S/ 可

図書 写楽 浅野秀剛編 平凡社 2011 9110489781 721.8/TO72S/ 可

図書 写楽　その隠れた真相 田中穣 芸術新聞社 1995 9110185561 721.8/TO72T/ 可

図書 写楽が現れた ＴＢＳ文化情報部編 二見書房 1989 9110026912 721.8/TO72S/ 可

図書 写楽失踪事件 内田千鶴子著 ベストセラーズ 1995 9110183398 721.8/TO72U/ 可

図書 写楽の意気 ［東洲斎写楽画］，浅野秀剛著 小学館 2006 9110450230 721.8/U59S/4 可

図書 写楽を追え 内田千鶴子著 イースト・プレス 2007 9110461575 721.8/TO72U/ 可

図書 新編名宝日本の美術 小学館 1991 9110362030 702.1/SH69S/29 可

＊北斎＊

＊歌麿＊

＊写楽＊



図書
プロジェクト写楽　新説江戸のキャラク
ター・ビジネス

富田芳和 武田ランダムハウスジャパン 2011 9110490764 721.8/TO72T/ 可

ＬＤ ＮＨＫ特集　名作１００選
「謎の絵師　写楽～池田満寿
夫・推理ドキュメント～」

ＮＨＫ 1978 9410005741 7Ａ2// 館内

ビデオ
「写楽は誰だ！」：池田満寿夫　ｖｓ　高
橋克彦・推理対決！！

池田満寿夫，　高橋克彦，　井
沢元彦ほか

アスミック 1995 9420002734 7Ａ2// 館内

種別 書名 著者/出演者/特集 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出

図書 浮世絵美人画の魅力 ［歌川国貞画］ 北海道立近代美術館 ｃ２００６ 9110466455 T721.8/U59H/2006 禁

図書 歌川国芳 歌川国芳［画］ 青幻舎 2014 9110508214 T721.8/U96K/2014 禁

図書 歌川国芳展 歌川国芳〔画〕 日本経済新聞社 １９９６ 9110246667 T721.8/U96N/1996 禁

図書
歌川国芳の描いた「忠臣蔵」の義士た
ち

歌川国芳［画］ ひろしま美術館 2015 9110554487 721.8/U96H/ 可

図書 国芳イズム 歌川国芳［ほか画］ 青幻舎 2016 9110547320 T721.8/U96N/2016 禁

図書 国芳漫画 ［歌川国芳画］ 岩崎美術社 １９８２ 9110216443 721.8/U96K/ 可

図書 武者絵でたどる木曽街道 中山道広重美術館企画・編集 中山道広重美術館 2002 9110423494 T721.8/MU84N/2002 禁

種別 書名 著者/出演者/特集 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号 貸出

図書 赤瀬川原平が選ぶ広重ベスト百景 ［歌川広重作］ 講談社 2014 9110566020 721.8/A47A/ 可

図書 広重 ［安藤広重画］ 平凡社 1975 9110494431 721.8/U59H/ 可

図書 広重 ［安藤広重画］ トーエイ企画 ｃ１９９１ 9110149752 T721.8/A47N/1991 禁

図書 広重江戸風景版画大聚成 ［安藤広重画］ 小学館 1996 9110262590 G721.8/A47H/ 可

図書 広重と歩く東海道五十三次展 歌川広重〔画〕 ＮＨＫ名古屋放送局 2001 9110482172 T721.8/A47T/2001 禁

図書 広重の諸国六十余州旅景色 森山悦乃作品解説 人文社 2005 9110445722 721.8/A47H/ 禁

ＬＤ
浮世絵百花繚乱・広重の東海道を歩く
１

「日本橋～三島」（５９分） ボルテックス 9410021638 7Ａ2// 館内

ＬＤ
浮世絵百花繚乱・広重の東海道を歩く
２

「沼津～見附」（５８分） ボルテックス 9410021647 7Ａ2// 館内

ＬＤ
浮世絵百花繚乱・広重の東海道を歩く
３

「浜松～庄野」（５８分） ボルテックス 9410021656 7Ａ2// 館内

ＬＤ
浮世絵百花繚乱・広重の東海道を歩く
４

「亀山～京師」（２９分） ボルテックス 9410021665 7Ａ2// 館内

ＤＶＤ 新日曜美術館　日本の美術　９

「北斎と広重　同時代を生きた
天才たち」　出演：田中優子，
赤瀬川原平，はな，石沢典夫　
語り：石沢典夫

ＮＨＫ 2006 9430004447 7Ａ2// 館内

＊国芳＊

＊広重＊


