
開室時間　9:30～17:30

閉架資料・複写請求受付　9:30～11:30/13:00～16:30

書名 著者名 発行所 発行年 請求記号

浮世絵の鑑賞基礎知識 小林忠,大久保純一/著 至文堂 1994 7218 / 285  /094         

図説浮世絵に見る色と模様 近世文化研究会/編 河出書房新社 1995 7218 / 306  /095         

図説浮世絵に見る江戸の一日
藤原千恵子/編 佐藤要

人,高橋雅夫/監修
河出書房新社 1996 7218 / 317  /096         

浮世絵の歴史 カラー版 小林忠/監修・執筆 美術出版社 1998 7218 / 352  /0011        

図説浮世絵に見る江戸吉原
藤原千恵子/著 佐藤要

人/監修 銀河社/編
河出書房新社 1999 7218 / 373  /099         

高橋克彦の浮世絵ワンダーランド 高橋克彦/著 平凡社 2000 7218 / 391  /000         

浮世絵のことば案内 田辺昌子/著 小学館 2005 7218 / 403  /005         

江戸浮世絵を読む 小林忠/著 筑摩書房 2002 7218 / 409  /002         

図説江戸っ子と行く浮世絵散歩道 ふくろうの本 藤原千恵子/編 河出書房新社 2003 7218 / 417  /003         

知識ゼロからの浮世絵入門 稲垣進一/監修 幻冬舎 2011 7218 / 486  /0011        

浮世絵 カラー版徹底図解 田辺昌子/監修 新星出版社 2011 7218 / 507  /0011        

浮世絵のすべて 喜怒哀楽で見方が変わる! 双葉社スーパー

ムック 歴史ビジュアルシリーズ

エディキューブ/他編

集・執筆
双葉社 2014 7218 / 546  /0014        

ようこそ浮世絵の世界へ 英訳付

日野原健司/解説 太田

記念美術館/監修 ルー

ス・マクレリー/翻訳

東京美術 2015 7218 / 550  /0015        

出版文化のなかの浮世絵 鈴木俊幸/編 勉誠出版 2017 7218 / 618  /0017        

新編名宝日本の美術 小学館ギャラリー 28 歌麿

太田博太郎/他監修

〔喜多川歌麿/画〕 狩

野博幸/執筆

小学館 1991 7087 /L002  /028         

新編名宝日本の美術 小学館ギャラリー 29 写楽・豊国

太田博太郎/他監修

〔東洲斎写楽,歌川豊国

/画〕 林京平/執筆

小学館 1991 7087 /L002  /029         

新編名宝日本の美術 小学館ギャラリー 30 北斎・広重

太田博太郎/他監修

〔葛飾北斎,安藤広重/

画〕 松木寛/執筆

小学館 1991 7087 /L002  /030         

江戸名作画帖全集 9 北斎・歌麿・国貞
小林忠,河野元昭/監修

永田生慈/責任編
駸々堂出版 1991 7210 /L082  /009         

浮世絵を読む 2 歌麿
浅野秀剛,吉田伸之/共

編 [喜多川歌麿/画]
朝日新聞社 1998 7218 / 351  /002         

浮世絵を読む 3 写楽
浅野秀剛,吉田伸之/共

編
朝日新聞社 1998 7218 / 351  /003         

浮世絵を読む 4 北斎
浅野秀剛,吉田伸之/共

編 [葛飾北斎/画]
朝日新聞社 1998 7218 / 351  /004         

浮世絵を読む 5 広重
浅野秀剛,吉田伸之/共

編
朝日新聞社 1998 7218 / 351  /005         

歌麿・写楽・北斎・広重・国芳

特別展　関連図書
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浮世絵全般



浮世絵を読む 6 国芳
浅野秀剛,吉田伸之/共

編
朝日新聞社 1997 7218 / 351  /006         

歌麿の世界 Utamaro Portraits 小林忠/著
講談社インターナ

ショナル
2000 7218 / 516  /0093-E      

浮世絵ギャラリー 4 写楽の意気
[東洲斎写楽/画] 浅野秀

剛/著
小学館 2006 7218 / 400  /0004        

浮世絵ギャラリー 1 北斎の花
[葛飾北斎/画] 河野元昭

/著
小学館 2005 7218 / 400  /001         

浮世絵ギャラリー 2 北斎の美人
[葛飾北斎/画] 小林忠/

著
小学館 2005 7218 / 400  /002         

浮世絵ギャラリー 3 北斎の奇想
[葛飾北斎/画] 辻惟雄/

著
小学館 2005 7218 / 400  /003         

もっと知りたい 葛飾北斎 生涯と作品
[葛飾北斎/画] 永田生慈

/監修
東京美術 2005 7218 / 401  /005         

千変万化に描く北斎の富岳三十六景
[葛飾北斎/画] 大久保純

一/著
小学館 2005 7218 / 402  /005         

謎解き広重「江戸百」 原信田実/著 集英社 2007 7218 / 429  /007         

浮世絵「名所江戸百景」復刻物語
東京伝統木版画工芸協

会/編
芸艸堂 2005 7218 / 430  /005         

写楽 江戸人としての実像 中野三敏/著 中央公論新社 2007 7218 / 442  /007         

もっと知りたい歌川広重 生涯と作品 アート・ビギナーズ・

コレクション
内藤正人/著 東京美術 2007 7218 / 446  /007         

広重名所江戸百景 望月義也コレクション 望月義也/編 合同出版 2010 7218 / 474  /0010        

歌川広重保永堂版東海道五拾三次 謎解き浮世絵叢書

歌川広重/[画] 佐々木守

俊/解説 町田市立国際

版画美術館/監修

二玄社 2010 7218 / 475  /0010        

もっと知りたい歌川国芳 生涯と作品 アート・ビギナーズ・

コレクション
悳俊彦/著 東京美術 2008 7218 / 511  /0008        

国芳の武者絵
歌川国芳/[画] 稲垣進

一,悳俊彦著
東京書籍 2013 7218 / 517  /0013        

浮世絵出版論 大量生産・消費される〈美術〉 大久保純一/著 吉川弘文館 2013 7218 / 521  /0013        

歌麿とその時代 黄金期の浮世絵 美人画と役者絵
竹内恵美,小松久人/編

中右瑛/監修
青月社 2013 7218 / 522  /0013        

歌川広重冨士三十六景 謎解き浮世絵叢書
歌川広重/[画] 井澤英理

子/他解説
二玄社 2013 7218 / 525  /0013        

浮世絵美人解体新書 安村敏信/著 世界文化社 2013 7218 / 526  /0013        

北斎 世界を魅了する浮世絵師と弟子たち
葛飾北斎/他画 中右瑛/

監修
芸艸堂 2013 7218 / 527  /0013        

歌川国芳 奇想天外 江戸の劇画家国芳の世界
歌川国芳/[画] 中右瑛,

稲垣進一,悳俊彦/監修
青幻舎 2014 7218 / 535  /0014        

歌川国芳 遊戯と反骨の奇才絵師 傑作浮世絵コレクション [歌川国芳/画] 河出書房新社 2014 7218 / 539  /0014        

赤瀬川原平が選ぶ広重ベスト百景
[歌川広重/作] 赤瀬川原

平/著
講談社 2014 7218 / 543  /0014        

歌川国芳 奇と笑いの木版画
歌川国芳/[画] 府中市美

術館/編集・執筆
東京美術 2015 7218 / 552  /0015        

葛飾北斎 世界を魅了した鬼才絵師 傑作浮世絵コレクション 葛飾北斎/[画] 河出書房新社 2016 7218 / 569  /0016        

広重--雨、雪、夜 風景版画の魅力をひもとく
神谷浩,前田詩織/編

集・執筆

青幻舎プロモー

ション
2017 7218 / 575  /0017        

葛飾北斎 江戸から世界を魅了した画狂 美術手帖/編 美術出版社 2017 7218 / 585  /0017        

歌麿『画本虫撰』『百千鳥狂歌合』『潮干のつと』 菊池庸介/編 講談社 2018 7218 / 620  /0018        

広重TOKYO 名所江戸百景
小池満紀子,池田芙美/

著
講談社 2017 7218 / 622  /0017        



東海道五拾三次 保永堂版
歌川広重/画 吉田漱/解

説
集英社 1994 7218 /L280  /094         

浮世絵ギャラリー 6 歌麿の風流 歌麿/[画] 浅野秀剛/著 小学館 2006 7218 /L400  /0006        

広重名所江戸百景 秘蔵岩崎コレクション 浅野秀剛/監修 小学館 2007 7218 /L444  /007         

書名 著者名 発行所 発行年 請求記号

大浮世絵展 国際浮世絵学会創立50周年記念

「大浮世絵展」企画委

員会/編

浅野秀剛/他執筆 

読売新聞社 2014 M3624/TO-003/ 374 -S00

広重 二大街道浮世絵展 【東海道・木曾街道】

[安藤広重/画] 小池満紀

子,NHKプロモーション

/編集

NHKプロモーショ

ン
2006 M35  /CH-018/ 047    -S00

ボストン美術館浮世絵名品展 錦絵の黄金時代--清長、歌

麿、写楽

セーラ・トンプソン,永

田生慈/監修 岩切友里

子,日本経済新聞社文化

事業部/編集

日本経済新聞社 2010 M35  /CH-018/ 048    -S00

浮世絵展 タテモノとマチナミ 絵師たちの挑んだ時代と空間
足立区立郷土博物館/編

[小林優/執筆・編集]
足立区 2014 M3621/AD-001/ 054        

浮世絵展 歌川派と歌舞伎 勇壮なる役者絵の世界

足立区立郷土博物館/編

[小林優,畑江麻里/執

筆・編集]

足立区 2015 M3621/AD-001/ 056        

江戸の誘惑 ボストン美術館所蔵肉筆浮世絵展 図録

辻惟雄/他監修 朝日新

聞社事業本部大阪企画

事業部/編集

朝日新聞社 2006 M3624/TO-003/ 291        

ボストン美術館浮世絵名品展 図録

セーラ・トンプソン,永

田生慈/監修 岩切友里

子,日本経済新聞社文化

事業部/編集

日本経済新聞社 2008 M3624/TO-003/ 316    -S00

ベルギー王立美術歴史博物館所蔵浮世絵とタピスリー 特別

展観
東京国立博物館/編集 東京国立博物館 1995 M3631/TO-002/ 286        

シカゴ美術館浮世絵名品展 日本経済新聞社/編 日本経済新聞社 1973 M3633/RI-001/L004        

ロンドンから帰って来た大浮世絵展 〔第1回〕 西武美術館/編 西武百貨店 1975 M3643/SE-001/L003-01     

ロンドンから帰って来た大浮世絵展 第2回 西武美術館/編 西武百貨店商品部 1976 M3643/SE-001/L003-02     

ロンドンから帰って来た大浮世絵展 〔第3回〕 西武美術館/編 西武百貨店商品部 1976 M3643/SE-001/L003-03-S00 

遊べや遊べ!子ども浮世絵展 [歌麿や広重も描いた江戸の子

宝]

くもん子ども研究

所,NHKプロモーション

/編

NHKプロモーショ

ン
2003 M3648/OT-001/ 008        

浮世絵 ベルギーロイヤルコレクション展 ベルギー王立美術

歴史博物館・ベルギー王立図書館所蔵

読売新聞東京本社文化

事業部/編
読売新聞社 2008 M3648/OT-001/ 021        

江戸の華 浮世絵展 錦絵版画の成立過程
佐藤光信/監修 町田市

立国際版画美術館/編

町田市立国際版画

美術館
1999 M3672/MA-001/ 013        

海を渡った浮世絵展 アムステルダム国立博物館館蔵品を中

心に
成田睦子/編

シーボルト・カウ

ンシル
1994 M63  /SA-001/ 062        

Katsushika Hokusai: An international artist born in

Sumida : [葛飾北斎 すみだが生んだ世界の画人]

edited by/Sumida

Hokusai Museum

Sumida Hokusai

Museum
2017 M3624/SU-005/ 009    -E  

Hokusai v. 1 by/Ann Yonemura

Freer Gallery of Art

and Arthur M.

Sackler Gallery,

Smithsonian

Institution

2006 MG802/FR-001/ 003-001-E  

展覧会図録・雑誌



Hokusai Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 1er

octobre 2014-20 novembre 2014, 1er decembre 2014-18

janvier 2015

by/[Katsushika

Hokusai] edited

by/Henri Bovet

Reunion des

musees nationaux-

Grand Palais

2014 MG909/GR-001/L001    -F  

Hokusai 1760-1849 l'affole de son art : d'Edmond de

Goncourt a Norbert Lagane

[Katsushika Hokusai]

edited by/Helene

Bayou [葛飾北斎/画]

Reunion des

musees nationaux,

Musee national

des arts asiatiques

Guimet

2008 MG909/GU-001/ 001-F      

Hokusai l'affole de son art Connaissance des Arts no. 361
[Katsushika Hokusai]

[葛飾北斎/画]

Guimet Musee

national des arts

asiatiques

2008 MG909/GU-001/ 002-F      

Musee national des arts asiatiques - Guimet Beaux-arts.

Hors serie
[non data]

Reunion des

musees nationaux
1993 MG909/GU-001/ 004    -F  

Catalogue of the collection of Japanese prints part 2 the

age of Utamaro Ja

compiled by/C. van

Rappard－Boon edited

by/J.P. Filedt Kok

Rijksprentenkabin

et/Rijksmuseum
1979 MG921/RI-001/ 006-02-E   

Catalogue of the collection of Japanese prints part 3

Hokusai and his schoo

by/Charlotte van

Rappard－Boon edited

by/J.P. Filedt Kok

Rijksprentenkabin

et/Rijksmuseum
1982 MG921/RI-001/ 006-03-E   

Drawings by Utagawa Kuniyoshi from the collection of

the National Museum of
by/Matthi Forrer SDU Publishers 1988 MG921/RI-001/L004-E      

Ukiyoe images of unknown Japan
edited by/Lawrence

Smith

British Museum

Publications
1988 MG931/BR-001/L020-E      

浮世絵芸術 168 国際浮世絵学会 2014 14608571

浮世絵芸術 169 国際浮世絵学会 2015 15603598

浮世絵芸術 170 国際浮世絵学会 2015 15603599

Hokusai Hg./Negata Seiji

Nicolaische

Verlagsbuchhandlu

ng

2011 7218 / 493  /0011-DS0    

Hiroshige Japan's great landscape artist : 広重の世界 普及

版

by/Isaburo Oka(岡畏三

郎)

Kodansha

International
1997 7218 / 494  /0097-E      

Ukiyo-e an introduction to Japanese woodblock prints :

浮世絵の世界 普及版

by/Tadashi

Kobayashi(小林忠)

Kodansha

International
1997 7218 / 495  /0097-E      

Hokusai genius of the Japanese ukiyo-e : 北斎の世界 普及

版

by/Seiji Nagata(永田生

慈)

Kodansha

International
1999 7218 / 496  /0099-E      

Ukiyo-e the art of the Japanese print by/Frederick Harris Tuttle Pub. 2010 7218 / 573  /0010-E      

※上記のほかにも、各絵師・浮世絵関連の書籍、展覧会カタログ、浮世絵の事典、全集等もございます。

※図書の状態によって閲覧できない場合がありますので、ご了承ください。

東京都江戸東京博物館　図書室（7階・入室無料）

・開室時間　9:30～17:30

・閉架資料・コピー請求受付　9:30～11:30/13:00～16:30

・コピー料金　白黒30円/1枚　カラー100円/1枚

・本の貸出はしていません。

・手荷物はロッカーに預けてご利用ください。 2019年11月

洋書


