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浮世絵について
調べるには
2015.8 作成
「浮世絵」という言葉から，何をイメージされます
か？芸術性が高く，世界からも評価されている浮世
絵 も ，本 来 は 今 で い う 新 聞・雑 誌・絵 本・ポ ス タ ー ・
チラシ・ブロマイド等で，日常生活の中で使い捨て
にされていたのだとか。
浮世絵の世界をひも解くために便利な資料と，調べ
方の一例をご紹介します。

この「調べ方案内」では，
毎回ひとつのテーマを
とりあげて，調べ方の
コツやヒントをお伝え
していきます。

葛飾北斎「凱風快晴」
（
『富嶽三十六景』より）

宮城県図書館
〒981-3205 宮城県仙台市泉区紫山 1-1-1
電話：022-377-8441
FAX：022-377-8484
URL http://www.library.pref.miyagi.jp/

１ キーワードは何でしょう？
資料を検索する時に，手がかりとなるキーワードです。
「浮世絵」以外の言葉
もイメージしておくと，効果的な検索ができます。
検索用のパソコンで資

錦絵 墨摺絵 美人画 役者絵 花鳥画
江戸絵 北斎 歌麿 広重 写楽 師宣
北斎漫画 名所絵 相撲絵 絵師
摺師 彫師
など

料をさがすと効率的で
す。キーワードなどを手
がかりに検索してみまし
ょう！

２ まずは事典で
浮世絵に関する全般，人名，作品名，用語，事項を調べることができます。

資料ＩＤ

タイトル

1009702695

請求記号

浮世絵大事典

721.8/ウキ 086/R
721.8/ヨ 2/1R

1001987310

他

浮世絵事典

1002084471

他

原色 浮世絵大百科事典(全 11 巻)

(全 3 巻)

他

721.8/ウ 6/1 タ他

3 参考図書（調べものの本）で
作品名・作者名から浮世絵（図版）を探す
お探しの作品（図版）が，どの本に収録されているかを調べることができます。

資料ＩＤ
1002828919
1006491011

1009803378

タイトル
浮世絵 美術全集作品ガイド
日本美術作品レファレンス事典
絵画篇 浮世絵
日本美術作品レファレンス事典
第 2 期絵画篇

請求記号
721.8/ウ 12/R
702.1/ニホ/928/R

702.1/ニホ 06Z/R

浮世絵の画集・作品集を探す
浮世絵の画集や作品集にはどのようなものがあるかを調べることができます。

資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1002655791

画集・画文集全情報

720.31/カ 1/R

1004162028

画集写真集全情報 91/96

720.31/カ 1/2R

1007588047

画集写真集全情報 1997-2001

720.31/カ 1/3R

1009877588

画集写真集全情報 2002-2006

720.31/カ 1/4R

４ 図書を探しにいきましょう
ポイント

本棚に行くと，同じ分野の図書がまとまって並んでいます。
図書の背ラベル（上段）は，その分野を数字で表しています。

＜背ラベルの例＞
721.02 日本絵画史
724.15 美人画・役者絵

721.8 浮世絵
724.18 漆絵

5 こんな図書が並んでいます
当館が所蔵している資料の一部を，ご紹介します。

浮世絵 入門編

＊入門的な資料で全体像を捉えましょう。

資料ＩＤ

タイトル

請求記号

1011137526

図説 浮世絵入門

721.8/スセ 112

1009713445

浮世絵

721.8/オシ 08Y

1002886750

浮世絵の鑑賞基礎知識

721.8/コタ 945

浮世絵について知る
資料ＩＤ

＊様々な視点から浮世絵を見つめてみましょう。

タイトル

請求記号

1004606644

浮世絵に見る江戸の暮らし

721.8/ウキ 887

1004212013

浮世絵の歴史

721.8/ウキ 985

1007372723

江戸浮世絵を読む

721.8/コタ 024

1002084984

いま、北斎が甦る

721.8/サ 2/タ

浮世絵版画が摺りあがるまで

1003043427

図説浮世絵に見る色と模様

721.8/スセ 957

1002224606

江戸のニューメディア

721.8/タ 7/X

1002167193

ゴッホが愛した浮世絵

721.8/ニ 4/X

画集・全集
資料ＩＤ

＊浮世絵の主要な作品をまとまった形で鑑賞できます。

1002084588 他 浮世絵大系

タイトル
(全 17 巻)

1002955134 他 秘蔵浮世絵大観
1004740245 他 浮世絵聚花

（全 12 巻・別巻）

（全 16 巻・補巻 2）

請求記号
721.8/ウ 7/1 タ

他

721.8/ヒソ 876/1 タ他
721.8/ウキ 792/1 タ他

雑誌

＊雑誌の特集記事も見逃せません！

特集タイトル

収録雑誌

巻号

浮世絵師列伝

別冊 太陽

浮世絵図鑑

別冊太陽 日本のこころ 214

江戸文化の万華鏡

2006(1)

幕末のはみ出し浮世絵師 歌川国芳

芸術新潮

43（5）

江戸・絵草紙

芸術新潮

32（12）

6 関連機関のデータベースも便利です
浮世絵等の画像を公開しているウェブサイト。インターネットで見ることができます。

「国立国会図書館デジタルコレクション」

http://dl.ndl.go.jp

「東京都立図書館 TOKYO アーカイブ」

http://archive.library.metro.tokyo.jp/da/top

「文化デジタルライブラリー錦絵検索」（日本芸術文化振興会）
http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib
「文化遺産オンライン」

http://bunka.nii.ac.jp/Index.do

（文化庁）

「東京国立博物館 画像検索」

http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/index

「国立歴史民俗博物館 錦絵データベース」
https://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/nisikie/db_param
「早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 米国議会図書館浮世絵データベース」
http://www.enpaku.waseda.ac.jp/db/enpakunishik

7 当館に所蔵がない場合は
当館に所蔵がない図書でも，次のデータベースで検索することができます。利用につい
ては，３階調査相談カウンターへご相談ください。

「宮城県内図書館総合目録」

※県内公共図書館の蔵書検索

http://www.library.pref.miyagi.jp/dog/crs/

「国立国会図書館サーチ」

※国立国会図書館および全国の主な公共図書館の蔵書検索

http://iss.ndl.go.jp/

8 困ったときは
資料が見つからない，使い方がわからないなど，困ったときは
各フロアのカウンターへどうぞ。いつでもお手伝いします。

＜みやぎ資料室＞ 宮城県・旧仙台領に関すること
＜新聞・雑誌室＞ 新聞・雑誌・行政資料に関すること
＜調査相談カウンター＞ その他，調べものに関すること

