
■図書室では特別展に関連した図書を揃えています

　浮世絵の歴史や北斎・広重について、気になったことを調べてみてはいかがでしょうか？

　最適な本をご紹介します！

７階図書室

特別展関連

コーナー

Q1：浮世絵はひとつの絵柄につき何枚ずつ摺られたの？

A：摺師が1日に摺る分量を“一杯”と呼び、普通200枚前後とされています。

売れ行きがよく、追加注文を受ければ二杯、三杯･･･と版を重ねました。

『浮世絵鑑賞事典』（高橋克彦/著,講談社/発行）には「十杯(2,000枚）も売れれば評判の良

かった部類」で「歌川広重の東海道の連作（「東海道五十三次」）は、爆発的な好評により、

作によっては五十杯（10,000枚）以上も摺ったと伝えられる」とあります。

Q2：歌川広重の「名所江戸百景」と現代の地図や写真を比較している本が見たい！

Q3：北斎は墨田区のどこに住んでいたの？

A：『今とむかし広重名所江戸百景帖 江戸と東京』（暮しの手帖社/発行）では、大正時代と

1990年頃の写真と簡単な地図を対比しています。大正の写真は『今昔対照江戸百景』（国会図

書館古典席資料室蔵 広重会/編 風俗絵巻図画刊行会版/発行）、現代の写真は1990~1993年

頃の暮らしの手帖編集部によるものです。他にも多数所蔵しています。

A：北斎は本所割下水付近で生まれ、その後生涯にわたり数十回転居しました。

『葛飾北斎 すみだが生んだ世界の画人』（墨田区文化振興財団北斎担当/発行）には、墨田区内

で北斎が住んだ主な場所の地図が掲載されています。



資料名 作者・発行 請求記号

歌川広重 徹底大研究 日本の歴史人物シリーズ 13 榎本紀子/監修 2891/883/13

歌川広重 名所絵で名をはせた浮世絵師 西本鶏介/文 野村たかあき/絵 大石学/監修 2891/1115/012

広重の大江戸名所百景散歩 江戸切絵図で歩く

嘉永・安政江戸の風景百十九 古地図ライブラリー3
人文社第一編集部/編 2910/211/3

広重の東海道五拾三次旅景色 天保懐宝道中図で辿る 『東海道五

拾三次』保永堂版・行書版・隷書版全百六十五景『東海道張交

図会』全五十五景 古地図ライブラリー 5　★Q2参考図書

堀晃明/著 2910/211/5

江戸切絵図・冨士見十三州輿地全図で辿る北斎・広重の冨嶽三

十六景筆くらべ 古地図ライブラリー 11
人文社編集部/企画・編集 2910/211/11

今とむかし広重名所江戸百景帖 江戸と東京　★Q2参考図書 暮しの手帖社/発行 2913/654/93

江戸百景今昔 江戸を楽しみ、大正を知り、現代を歩く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★Q2参考図書
大野光政/著 2913/L1114/009

再現江戸の景観

　広重・北斎に描かれた江戸、描かれなかった江戸
清水英範,布施孝志/共著 2913/1135/009

江戸・東京百景広重と歩く　★Q2参考図書 平成広重ラボラトリー,安田就視/著 2913/1161/009

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
7087/L2/30

図説浮世絵入門　★Q1参考図書 稲垣進一/編 7218/8/90

北斎漫画 1～3 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修・解説 7218/10/1～3

浮世絵大系 8 北斎,北寿,北渓,辰斎,重信ほか 座右宝刊行会/編 高橋誠一郎/監修 7218/L12/8-S0

浮世絵大系 11 広重.二代広重 座右宝刊行会/編 高橋誠一郎/監修 7218/L12/11-S0

浮世絵大系 13 富岳三十六景葛飾北斎画 座右宝刊行会/編 高橋誠一郎/監修 7218/L12/13-S0

浮世絵大系 14 東海道五拾三次広重画 座右宝刊行会/編 高橋誠一郎/監修 7218/L12/14-S0

浮世絵大系 16 名所江戸百景 1広重画 座右宝刊行会/編 高橋誠一郎/監修 7218/L12/16-S0

浮世絵大系 17 名所江戸百景 2広重画 座右宝刊行会/編 高橋誠一郎/監修 7218/L12/17-S0

名品揃物浮世絵 8 北斎 1 楢崎宗重,永田生慈/責任編集 楢崎宗重/監修 7218/L21/8

名品揃物浮世絵 9 北斎 2 永田生慈/責任編集 楢崎宗重/監修 7218/L21/9

名品揃物浮世絵 10 広重 1 鈴木重三/責任編集 楢崎宗重/監修 7218/L21/10

名品揃物浮世絵 11 広重 2 山口桂三郎/責任編集 楢崎宗重/監修 7218/L21/11

名品揃物浮世絵 12 広重 3 諸国名所物 楢崎宗重/監修 山口桂三郎/責任編集 7218/L21/12

広重名所江戸百景 ヘンリー・スミス/著 生活史研究所/監訳 7218/L22/92

北斎美術館 1 花鳥画 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修 7218/L62/1

北斎美術館 2 風景画 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修 7218/L62/2

北斎美術館 3 美人画 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修 7218/L62/3

北斎美術館 4 名所絵 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修 7218/L62/4

北斎美術館 5 物語絵 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修 7218/L62/5

北斎と広重 1 富獄三十六景 楢崎宗重/著 7218/248/1-S0

北斎と広重 2 東海道五十三次 楢崎宗重/著 7218/248/2-S0

北斎と広重 3 木曽街道六十九次 楢崎宗重/著 7218/248/3-S0

北斎と広重 4 隅田川 楢崎宗重/著 7218/248/4-S0

北斎と広重 5 江戸百景 楢崎宗重/著 7218/248/5-S0

北斎と広重 6 諸国名所 楢崎宗重/著 7218/248/6-S0



資料名 作者・発行 請求記号

北斎と広重 7 花鳥風月 楢崎宗重/著 7218/248/7-S0

東海道五拾三次 保永堂版 歌川広重/[画] 吉田漱/解説 7218/L280/94

東海道五十三次 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修・解説 7218/283/94

浮世絵の鑑賞基礎知識　★Q1参考図書 小林忠,大久保純一/著 7218/285/94

浮世絵鑑賞事典　★Q1参考図書 高橋克彦/[著] 7218/B332/87

浮世絵を読む 4 北斎 浅野秀剛,吉田伸之/共編 葛飾北斎/[画] 7218/0351/4

浮世絵を読む 5 広重 浅野秀剛,吉田伸之/共編 7218/0351/5

北斎漫画 図録 山田豊/編 葛飾北斎/[画] 7218/L362/1

北斎漫画 続 葛飾北斎/[画] 7218/L362/2

葛飾北斎 永田生慈/著 7218/389/000

浮世絵ギャラリー 1 北斎の花 葛飾北斎/[画] 河野元昭/著 7218/400/1

浮世絵ギャラリー 2 北斎の美人 葛飾北斎/[画] 小林忠/著 7218/400/2

浮世絵ギャラリー 3 北斎の奇想 葛飾北斎/[画] 辻惟雄/著 7218/400/3

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 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 7218/402/005

葛飾北斎 おはなし名画シリーズ 19 葛飾北斎/[画] 西村和子/構成・文 小澤弘/監修 7218/L428/006

謎解き広重「江戸百」 原信田実/著 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 7218/430/005

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

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 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 7218/474/010

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
7218/475/010

広重の団扇絵 知られざる浮世絵 歌川広重/画 奥田敦子/監修・解説 7218/476/010

北斎漫画を読む 江戸の庶民が熱狂した笑い 有泉豊明/著 7218/477/010

知識ゼロからの浮世絵入門　★Q1参考図書 稲垣進一/監修 7218/486/011

広重の富士 完全版 赤坂治績/著 7218/488/011

浮世絵 カラー版徹底図解　★Q1参考図書 田辺昌子/監修 7218/507/011

広重と浮世絵風景画 大久保純一/著 7218/513/007

富嶽百景 葛飾北斎/[画] 芸艸堂編集部/編 7218/L518/013

北斎絵本 葛飾北斎/[画] 芸艸堂編集部/編 7218/L519/013

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 7218/525/013

対訳北斎の富士 絵本画集 新・おはなし名画シリーズ 24

葛飾北斎/[画] 西村和子/文 辻惟雄/監修

山内久明,山内玲子,島優/英訳 パトリック・ケア

リー/英訳監修

7218/L528/013

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 7218/527/013

ザ・富士山 対決!北斎vs.広重 赤坂治績/著 7218/537/014

赤瀬川原平が選ぶ広重ベスト百景 歌川広重/[画] 赤瀬川原平/著 7218/543/014

北斎漫画 日本マンガの原点 清水勲/著 7218/544/014

北斎クローズアップ 1 伝説と古典を描く 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修・著 7218/547/1

北斎クローズアップ 2 生きるものへのまなざし 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修・著 7218/547/2



資料名 作者・発行 請求記号

北斎クローズアップ 3 江戸の美人と市井の営み 葛飾北斎/[画] 永田生慈/監修・著 7218/547/3

北斎クローズアップ 4 風景画 名所絵からの昇華 永田生慈/監修・著 7218/547/4

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 7218/575/017

広重『名所江戸百景』展

江戸切絵図と現代絵地図で辿る119名所 江戸開府400年記念
堀晃明/著 人文社編集部/編 7218/576/004

葛飾北斎 江戸から世界を魅了した画狂 美術手帖/編 7218/585/017

広重TOKYO 名所江戸百景 小池満紀子,池田芙美/著 7218/622/017

葛飾北斎 すみだが生んだ世界の画人　★Q3参考図書 すみだ北斎美術館/編 M3624/SU-5/8

新・北斎展 HOKUSAI UPDATED 永田生慈/監修 岩切友里子,根岸美佳他/編集 M3635/MO-2/9

名所江戸百景 新・今昔対照　★Q2参考図書
歌川広重/[画] 太田記念美術館/編

中川喜代治/撮影
M3648/OT-1/6

北斎とその時代 生誕250年記念
葛飾北斎/[画] 太田記念美術館/編

日野原健司/編集・執筆
M3648/OT-1/28

葛飾北斎 冨嶽三十六景 奇想のカラクリ
葛飾北斎/[画] 太田記念美術館/編

日野原健司/執筆・編集
M3648/OT-1/L46

歌川広重 没後一六〇年記念
歌川広重/[画] 太田記念美術館/編

日野原健司/解説・編集
M3648/OT-1/51

北斎と広重 きそいあう江戸の風景 開館25周年記念
町田市立国際版画美術館/編

河野結美,佐々木守俊/編集 大久保純一/他執筆
M3672/MA-1/16

北斎と広重 ふたりの富嶽三十六景
葛飾北斎,歌川広重/[画] 山梨県立博物館/編

井澤英理子,高橋修,西川広平/編集・解説
M51/YA-11/16

資料名 作者・発行 展覧会開催年

葛飾北斎展 江戸のメディア 絵本・版画・肉筆画
東京都江戸東京博物館/編

我妻直美,市川寛明,岩城紀子/編集
1995年特別展

北斎展 風景画の世界 : Hokusai 東京都江戸東京博物館/編 小山周子/解説・編集 2007年企画展

北斎 Siebold & Hokusai and his tradition
東京都江戸東京博物館/他編

マティ・フォラー/他執筆
2007年特別展

東海道五拾三次 あの浮世絵がやってきた
[歌川広重/画] 東京都江戸東京博物館/編

我妻直美/解説
2009年企画展

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 2014年特別展

大浮世絵展 歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の共演

国際浮世絵学会,江戸東京博物館,福岡市美術館,愛

知県美術館,読売新聞社/編

浅野秀剛,岩切友里子/他執筆

2019年特別展

2021年4月　東京都江戸東京博物館図書室

■江戸東京博物館7階図書室 (入室無料)

開室時間　

　9：30～17：30

閲覧・複写請求受付時間　

　9：30～11：30 / 13：00～16：30 

　(複写料金:白黒 30円/1枚、カラー100円/１枚）

江戸東京博物館開催 展覧会図録

新型コロナウィルス感染症

拡大防止のため、座席数の

制限や混雑時の利用時間な

ど一部制限を行っています。


