
網掛けの資料は、当博物館に所蔵の無い資料です。
「所蔵している場所」の欄では、当館で所蔵している資料は排架場所・請求記号・資料コードを記載し、当館以外の所蔵館は紹介していません。
当館に所蔵の無い資料は、所蔵している館を県内（多数の場合は近隣）を優先的に記載しました。館名の末尾に「＊」が付いている館では貸出が可能です。
頭に「★」が付いているものは、インターネットでアクセスすることにより本文が無料で閲覧できます。
館名の末尾に「●」が付いている館は、リンク先の検索画面で自分でタイトルを入力して検索してください。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開館時間等が変更されている場合があります。ご利用の際は事前にご確認ください。

【展覧会図録等】

排架場所 請求記号 資料コード

3 近代版画にみる東京―うつりゆく風景― 東京都江戸東京博物館／編 東京都江戸東京博物館 1996 図録書庫 図録/36-ｴ/1996 200142776

4 日本の版画Ⅰ　1900-1910　版のかたち百相 千葉市美術館／企画・編集 千葉市美術館 1997 図録書庫 図録/51-ｸ/1997 200164176

第１書庫 721.9/ｱ 100056894

6 風光礼讃　土屋光逸展 茅ヶ崎市美術館／編 茅ヶ崎市美術館 1999 ライブラリ 図録/37-ﾁ/1999a 600068183

8
生誕一〇〇年記念
鳥居言人展―八代目鳥居清忠の画業―

浮世絵太田記念美術館／編 浮世絵太田記念美術館 2000 図録書庫 図録/36-ｵ/2000 200134062

10 土と炎の世紀　ノリタケチャイナと製陶王国の100年史 愛知県陶磁資料館学芸課／編　 愛知県陶磁資料館 2003

11 鏑木清方　挿絵図録　―文藝倶樂部編（一）―
鎌倉市鏑木清方記念美術館／編
鎌倉市芸術文化振興財団／編

鎌倉市鏑木清方記念美術館 2003 第１書庫 721.9/ｶ/4 100038397

12 鏑木清方　挿絵図録　―文藝倶樂部編（二）―
鎌倉市鏑木清方記念美術館／編
鎌倉市芸術文化振興財団／編

鎌倉市鏑木清方記念美術館 2004 第１書庫 721.9/ｶ/5 100038405

16 横浜・東京―明治の輸出陶磁器 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2008 ライブラリ 160/2008/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 600069140

18 よみがえる浮世絵―うるわしき大正新版画展 東京都江戸東京博物館 東京都江戸東京博物館 2009 図録書庫 図録/36-ｴ/2009 600028211

20 明治・大正時代の日本陶磁―産業と工芸美術―
明治・大正時代の日本陶磁展実
行委員会／編集

明治・大正時代の日本陶磁展
実行委員会

2012 図録書庫 図録/31-ｲ/2012 600044853

21 川瀬巴水　生誕130年記念 大田区立郷土博物館／編 大田区立郷土博物館 2013 図録書庫 図録/36-ｵ/2013 600043574

22 繭と鋼　神奈川とフランスの交流史
神奈川県立歴史博物館／編集
明治大学図書館／編集

明治大学 2014 ライブラリ 194/2014/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 600069363

26 ノリタケミュージアム収蔵品公式図録 ノリタケミュージアム／構成・編集 ノリタケの森 2019

【単行本】

排架場所 請求記号 資料コード

県立図書館＊ 県立川崎図書館＊

県立図書館＊ 県立川崎図書館＊

25 華めく洋食器　大倉陶園100年の歴史と文化
岐阜県現代陶芸美術館、渋谷区
立松濤美術館, 細見美術館／編

岐阜県現代陶芸美術館 2019

出版者 出版年

横浜市（中央・港南・港北）図書館＊
川崎市立多摩図書館＊

2 製陶王国をきずいた父と子　大倉孫兵衛と和親 砂川幸雄／著 晶文社 2000

24 浮世絵モダーン　深水の美人！巴水の風景！そして…
滝沢恭司, 村瀬可奈、東京新聞事
業局文化事業部／編

東京新聞 2018

23 セラミックス・ジャパン　陶磁器でたどる日本のモダン 岐阜県現代陶芸美術館
岐阜県現代陶芸美術館／編
森仁史／監修

2016

19 生誕130年　橋口五葉展 橋口五葉 [画] 東京新聞 2011 横浜美術館美術情報センター

県立近代美術館美術図書室

17 日本の版画Ⅴ　1941-1950　「日本の版画」とは何か 千葉市美術館／編 千葉市美術館 2008

県立図書館＊

15 ノリタケデザイン100年の歴史
朝日新聞社事業本部名古屋企画事
業チーム, そごう美術館／企画・構成
ノリタケカンパニーリミテド／ 監修

朝日新聞社 2007 横浜美術館美術情報センター

県立近代美術館美術図書室

14
浮世絵モダーン　深水・五葉・巴水･･･伝統木版画の隆
盛

町田市立国際版画美術館／編 町田市立国際版画美術館 2005

13 日本の版画Ⅳ　1931-1940　棟方志功登場 千葉市美術館／編 千葉市美術館 2004 横浜美術館美術情報センター

県立近代美術館美術図書室

9 日本の版画Ⅲ　1921-1930　都市と女と光と影と 千葉市美術館／編 東京新聞 2001

7 日本の版画Ⅱ　1911-1920　刻まれた〈個〉の饗宴 千葉市美術館／編 東京新聞 1999

2 日本の木口木版画 [板橋区立美術館／編] 板橋区立美術館 1993

1 大正抒情―新版画の美展 町田市立国際版画美術館／編 町田市立国際版画美術館 1989

5
明治瓦斯燈錦絵づくし　GASMUSEUM　がす資料館収
蔵目録

Gas Museum がす資料館／編 アーバン・コミュニケーションズ 1996

所蔵している場所

横浜市中央図書館＊

横浜市金沢図書館

No. タイトル 執筆者

1 大倉紙パルプ商事株式会社100年史
大倉紙パルプ商事100年史編纂
委員会／編

大倉紙パルプ商事株式会社 1989

その他多数の公共図書館

県立近代美術館美術図書室

大和市立図書館
横浜美術館美術情報センター
県立近代美術館美術図書室

横浜美術館美術情報センター

東京都立中央図書館

横浜市戸塚図書館＊

国立国会図書館

県立近代美術館美術図書室館

国立国会図書館
東京国立近代美術館

東京文化財研究所資料閲覧室

横浜美術館美術情報センター

県立近代美術館美術図書室

横浜美術館美術情報センター

県立近代美術館美術図書室

県立近代美術館美術図書室

町田市立図書館(相模原市・川崎市・大和市在住の
方は貸出可)

横浜美術館美術情報センター

県立近代美術館美術図書室

2020年度 特別展　【明治錦絵×大正新版画】　関連文献リスト
2020年8月25日

No. タイトル 執筆者 出版者 出版年
所蔵している場所

横浜美術館美術情報センター

横浜美術館美術情報センター

座間市北地区文化センター図書室＊●

県立図書館＊

県立川崎図書館＊

県立図書館＊

横浜美術館美術情報センター

座間市立図書館本館＊●

県立図書館＊

当館所蔵の図録は1995年版（出版：東京ガスCI推進部）

町田市立図書館(相模原市・川崎市・大和市在住の
方は貸出可)

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000403687&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000403687&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001323016&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001323016&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0200043611&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000032717&CTG=1&RTN=01
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300042022
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/60715
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004208699&MENUNO=4
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300038787
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/57734
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300032119
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/26883
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206040338&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0206040338&MENUNO=4
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/42795
https://library.city.yamato.kanagawa.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009810181458
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300026184
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/46273
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300046915
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1153241375
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500712043&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/029971672
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/78262
https://id.ndl.go.jp/bib/029108821
http://kinbiopac.momat.go.jp/opac/volume/413369?locale=ja&target=l
http://www.tobunken.go.jp/archives/page/exhibition-catalogues.php?id=2500000006
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300050697
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/87886
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300028035
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/42739
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/40613
https://www.library.city.machida.tokyo.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?returnid=tiles.WTifSchCmpd&gamenid=tiles.WTifTilList&tilcod=1000001013844
https://www.library.city.machida.tokyo.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?returnid=tiles.WTifSchCmpd&gamenid=tiles.WTifTilList&tilcod=1000001013844
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300036605
https://ilisod001.apsel.jp/moma_kanagawa_lib/disp/id/30591
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300008423
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300006204
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCH2.CSP?DB=LIB&MODE=1
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001677090&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002280105&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002473745&MENUNO=4
https://yma.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=300033110
https://www.library.zama.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCH2.CSP?DB=LIB&MODE=1
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003412168&MENUNO=4
https://www.library.city.machida.tokyo.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?returnid=tiles.WTifSchCmpd&gamenid=tiles.WTifTilList&tilcod=1000000716335
https://www.library.city.machida.tokyo.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?returnid=tiles.WTifSchCmpd&gamenid=tiles.WTifTilList&tilcod=1000000716335


排架場所 請求記号 資料コード
No. タイトル 執筆者 出版者 出版年

所蔵している場所

3 筆と刀　日本の中のもうひとつのフランス
クリスチャン・ポラック／著
在日フランス商工会議所／企画・
編集

在日フランス商工会議所 2005 第２書庫 319.1/ﾎﾟ 100072081

4 ノリタケ100年史 ノリタケ100年史編纂委員会／著 ノリタケカンパニーリミテド 2005 県立図書館＊ 県立川崎図書館＊

6 浮世絵版画の十九世紀　風景の時間、歴史の空間 菅原真弓／著 ブリュッケ 2009 ライブラリ 721.8/ｽ 100053586

県立図書館＊ 本文 図版

 巻のみ貸出可) 本文 図版

13 幻の横浜焼・東京焼　神業ニッポン　明治のやきもの 荒川正明／監修 求龍堂 2019 図録書庫 図録/37-ﾀ/2019 600076236

【定期刊行物】
論文掲載誌

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

1
大倉書店の形成―大倉孫兵衛の明治期出　版動向―
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

岩切信一郎
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

2
大倉孫兵衛の奇跡―錦絵出版元ならびに輸出陶磁器
メーカーの経営者として―
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

井谷善惠
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

3
萬屋孫兵衛版錦絵作品目録
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

佐藤美子
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

4
大倉孫兵衛・和親の経営行動と近代陶磁器産業の展開
―森村組・日本陶器との関わりにおいて―
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

前田裕子
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

5
大倉イズム：製陶王国の礎―父・孫兵衛の志と子・和親
らが継いだ功労―
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

田村哲
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

6 晩年の大倉孫兵衛―社会貢献の志とその継承― 平井誠二
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

7
大倉洋紙店二代目店主大倉文二―その生涯と事業―
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

打越孝明
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

8
「大倉孫兵衛関係文献目録」
(特集　大倉孫兵衛の事跡と思想の研究)

平井誠二
『大倉山論集』54
大倉精神文化研究所

2008 第２書庫 博物館刊行物 －

9 近代日本出版史上の大倉孫兵衛 鈴木惠子
『大倉山論集』59
大倉精神文化研究所

2013 第２書庫 博物館刊行物 －

10 大倉孫兵衛出版錦絵目録 林宏美
『大倉山論集』60
大倉精神文化研究所

2014 第２書庫 博物館刊行物 －

第２書庫 博物館刊行物 －

12

特集　「新版画」のすべて
　・「新版画」傑作選
　・笠松紫浪（知られざる新版画家）
　・土屋光逸（知られざる新版画家）
　・大野麥風（知られざる新版画家）
　・外国人画家による新版画

－
版画芸術 48（2）（通巻185）
（2019年秋号）
阿部出版

2019

【欧文文献】

排架場所 請求記号 資料コード

★大倉精神文化研究所ウェブサイト

1
The catalogue raisonné of Tsuchiya Koitsu : Meiji to
shin-hanga, watercolours to woodblocks
（土屋光逸作品集）

Tsuchiya Koitsu ／[作]
Ross Walker, Toshikazu Doi／[著]

Ohmi Gallery Publishing, Otsu 2008 東京都立中央図書館

国立新美術館アートライブラリー

11
世の為に田を耕す―大倉家三代の生き方―第三十八
回研究所資料展の報告を兼ねて―」

星原大輔
『大倉山論集』65
大倉精神文化研究所

2019

国立国会図書館

14 はたらく浮世絵　大日本物産図会
[歌川広重／画]
橋爪節也・曽田めぐみ／監修
中村真菜美[ほか]／執筆

青幻舎 2019

藤沢市辻堂市民図書館＊

寒川総合図書館＊
相模原市相模大野図書館＊
綾瀬市立図書館本館＊
横浜市（南・磯子）図書館＊

川崎市立川崎図書館＊
藤沢市(総合市民・辻堂市民＊・湘南大庭＊)図書館
その他多数の公共図書館

川崎市立中原図書館 (本文の巻は貸出不可　図版の

11 近代横浜の輸出陶磁器 近藤裕美／著 里文出版 2018

横浜市中央図書館＊

10 新版画作品集　なつかしい風景への旅 西山純子／著 東京美術 2018
横浜市（中央・緑・都筑）図書館＊
川崎市立中原図書館＊
その他多数の公共図書館

9
木口木版のメディア史　近代日本のヴィジュアルコミュ
ニケーション

人間文化研究機構国文学研究資
料館／編

勉誠出版 2018

横浜市中央図書館＊
川崎市立（中原・幸）図書館＊
その他多数の公共図書館

8 江戸・明治の視覚　銅版・石版万華鏡 森登／著 日本古書通信社 2017
県立近代美術館美術図書室

7 最後の版元　浮世絵再興を夢見た男・渡邊庄三郎 高木凛／著 講談社 2013

相模原市（相模大野・橋本）図書館＊
逗子市立図書館＊
横須賀市立中央図書館＊
茅ヶ崎市立図書館本館＊

5 明治版画史 岩切信一郎／著 吉川弘文館 2009

横浜美術館美術情報センター

横浜市中央図書館＊

No. タイトル 執筆者 出版者 出版年
所蔵している場所

2
Un artiste voyageur en Micronésie: l'univers flottant de
Paul Jacoulet

Christian Polak, Kiyoko Sawatari
（sous la direction de）

Somogy éditions d'art, Paris 2013 国立国会図書館

東京都立中央図書館

No. 論文タイトル 論文執筆者 出版年
所蔵している場所

県立図書館＊

県立図書館＊

横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

横浜美術館美術情報センター

県立図書館

横浜市中央図書館＊

12
彫摺工系譜
（日本書誌学大系　109-1=本文、109-2=図版）

土井利一・後藤憲二／編 青裳堂書店 2019
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