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浮世絵全般について知りたいとき、作品が載っている本を探したいとき、作者について知りたいと
きなど、浮世絵に関することあれこれを調べたい場合にご活用ください。
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入門書を読む。
◆事典を使って概略を知る。

百科事典を使って調べる。

広く浅く短時間で浮世絵のことを知りたい時は、百科事典や美術事典で概略を調べましょう。
・百科事典は、本館 2 階参考資料室〔分類 R031 百科事典〕の棚にあります。
〔分類〕とは、図書館の資料をテーマごとに分け、それぞれに番号を付したものです。この番号は資料の背
表紙に貼られたラベルに記してあります。棚の資料はおおむね分類番号順に並んでいますので資料を探
す際の目安にしてください。

例えば戸田市立図書館には、以下の百科事典があります（一例）。
書 名

出版社

出版年

分類

『世界大百科事典』 3

平凡社

2007

R031

『日本美術館』

小学館

1997

R702.1

掲載ページ
p.209-213、カラーページ p.38-56
p.762-781

『日本絵画史図典』

福武書店
1987
R721.0 p.318-323、p.352-365、p.400-406
◎上記の資料は、本館 2 階参考資料室にあります。貸出しできません。

◆入門書を読む。
事典よりももう少しじっくり入門的な本を読みたい場合は、まるまる１冊浮世絵について述べた入
門書を読みましょう。
1

・浮世絵の入門書は、〔分類 721.8 浮世絵〕の棚にあります。
〔分類〕とは、図書館の資料をテーマごとに分け、それぞれに番号を付したものです。この番号は資料の背
表紙に貼られたラベルに記してあります。棚の資料はおおむね分類番号順に並んでいますので資料を探
す際の目安にしてください。

例えば戸田市立図書館には、以下のような本があります（一例）。
『浮世絵 カラー版』 岩波書店 2008 年 分類 721.8/ウ 本館 1 階
浮世絵の歴史、ジャンル、彫り、摺りの制作技法、隠された主題の読み解き方など、鑑賞のため
の基礎知識を紹介したもの。巻末に美術館リスト、参考文献あり。

『図説浮世絵入門』 河出書房新社 1990 年 分類 721.8/ズ 本館 1 階
絵師 62 人の代表作を紹介しながら浮世絵の歴史をたどったもの。カラーの図版が豊富。巻末に
年表、系譜あり。

浮世絵に関する本を探す方法
入門書よりも詳しい本が見たい場合は…

百科事典を使って調べる。
◆戸田市立図書館で所蔵する資料を探す。
テーマの棚に行って本を探す。
・「浮世絵」に関する資料を探す際、参考になる分類記号は以下のとおりです。
721.8

浮世絵

720

絵画

721

日本画

702

美術史

700

美術

OPAC で調べる。
・当館所蔵の資料は、オンライン目録（OPAC）で探すことができます。
・検索する際のキーワードは、「浮世絵」といった大きな概念ではなく、例えば「歌麿」「北斎」とい
ったキーワードで検索した方が、より候補をしぼりこむことができます。
⇒例えば「北斎」で検索すると、以下の資料が候補として出てきます（一例）。
『北斎の美人』 小学館 2005 年 分類 721.8/カ 本館 1 階
華麗な色彩と意匠、視覚の魔術師北斎が描き出す美人画を最高水準の印刷技術で再現し、掲載し
たもの。
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▲このページのトップへ戻る。

◆戸田市立図書館で所蔵していない資料を探す。
戸田市立図書館に所蔵がなくても、埼玉県内の図書館に所蔵があれば本を借り受けて利用する
ことができます。県内の図書館にどのような資料があるかを検索する場合は、「埼玉県内図書館
横断検索」を使います。

埼玉県内図書館横断検索
アドレス

http://www.lib.pref.saitama.jp/calil/index.html

調べられること

埼玉県内の公共図書館、大学図書館、県の施設等で所蔵している資料を一度に検
索できます。

検索キーワード

検索する際のキーワードは、2 ページの「OPAC で調べる。」を参考にしてくだ
さい。

◆図書館にない資料も含め刊行されている本を探す。
国内で刊行された資料を検索する場合は、国立国会図書館サーチを活用しましょう。

国立国会図書館サーチ
アドレス

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

調べられること

国立国会図書館サーチでは、国立国会図書館、都道府県立図書館、政令指定都市
の市立図書館等の蔵書をまとめて検索することができます。また、国立国会図書
館及び他機関が収録している各種のデジタル情報も探すことができます。

検索キーワード

検索する際のキーワードは、2 ページの「OPAC で調べる。」を参考にしてくだ
さい。

当館で所蔵していない資料を利用したい場合は、リクエストカードを記入しカ
ウンターへお出しください。なお、資料の取寄せには時間がかかります。また、
国立国会図書館の資料、県内図書館の参考資料及び郷土資料については、館内で
の閲覧のみ、貸出不可等利用制限があります。詳しくはカウンターまでお問合せ
ください。

▲このページのトップへ戻る。
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浮世絵師や作品について調べる方法
◆事典を使って調べる。

百科事典を使って調べる。

著名な浮世絵師やその作品について調べる場合、「棚に行って本を探す」方法や「OPAC で蔵
書検索をする」方法のほか、参考資料室にある事典を使って調べることもできます。
例えば戸田市立図書館には、以下のような本があります（一例）。
『浮世絵大事典』 東京堂出版 ２００８年 分類７２１．８/ウ 本館２階参考資料室
浮世絵の専門事典。絵師名、作品、画題、風習、風俗など浮世絵に関する事柄を広く収録してい
る。調べたいことを５０音で引けるので使い方は簡単。絵師の「姓」「名」「号」から項目名を
探せる「絵師人名索引」や寛政２年から明治８年までの「改印一覧」も掲載している。

『美術家人名辞典』 日外アソシエーツ ２００９年 分類７２１．０－ビ 本館２階参考資料室
飛鳥時代から現代まで、日本の絵画史上に大きな足跡を残した画家・版画家３５００人を収録し
た人名辞典。生没年、経歴、受賞歴、代表作など人物像がわかるプロフィールを掲載。巻末に「分
野別索引」「人名索引」付き。
◎美術事典、人名辞典等を使って調べることもできます。

◆雑誌記事や研究論文を探す。
１冊の本になっていなくても、雑誌で特集を組んでいたり、研究論文が発表されていたりした場
合、以下の方法でその情報がいつ、どの雑誌に掲載されたかを調べることができます。
オンラインデータベース「MAGAZINEPLUS」を使う。
「MAGAZINEPLUS」は雑誌・論文を検索するためのデータベースです。
本館２階カウンターで利用することができます。
利用に関する詳細は、「当館で利用できるオンラインデータベース」のページを参照してください。
⇒例えば、「MAGAZINEPLUS」で「歌麿」をキーワードに検索すると、以下のような記事を探す
ことができます。
「雑誌名」号数／出版社／版年／記事タイトル

「日本の美術」1996 年 10 月号 ぎょうせい/1996 年/特集「歌麿と写楽」
「芸術新潮」1990 年 4 月号 新潮社/1990 年/特集「歌麿の生涯」
※「MAGAZINEPLUS」では掲載記事の内容を閲覧することはできません。記事の内容は該
当の雑誌をご覧ください。戸田市立図書館に所蔵がない雑誌は、埼玉県内の図書館で所蔵があ
れば取寄せることは可能です。
※なお、県内にも所蔵がない雑誌については取寄せができません。所蔵機関を調査することは
できますが、その場合は直接、該当機関へご来館ください。
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記事論文を探すための検索サイトを使う。
雑誌記事を検索するための主なウェブサイトは以下のとおりです。

NDL ONLINE（国立国会図書館オンライン）
アドレス

https://ndlonline.ndl.go.jp/

調べられること

国内最大級の学術雑誌記事データベースです。1948 年以降（1948 年～
1964 年は人文・社会系のみ）の雑誌記事が検索できます。登録すれば複
写申し込みも可能です。※当館への取り寄せはできません。

学術研究データベース・リポジトリ
アドレス

https://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/G9200001CROSS

調べられること

国立情報学研究所が公開するデータベース・サービスです。国内の学会、
研究者、図書館等が作成している各種専門分野のデータベースを横断検索
できます。

※この他、当館が作成したリンク集「記事・論文を探す」のページでも記事論文を探すた
めのウェブサイトを紹介しています。参考にしてください。

◆新聞記事を探す。
・新しい情報は新聞記事から得るのが一番です。本館２階カウンターでは、データベースを使って、
朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞等の記事を、探しているテーマ、キーワード、日付等から検索
することができます。
・利用に関する詳細は、「当館で利用できるオンラインデータベース」のページを参照してください。
オンラインデータベース「聞蔵ビジュアルⅡ」を使う。
「聞蔵ビジュアルⅡ」は朝日新聞の記事検索ができるデータベースです。
⇒例えば、「歌麿」をキーワードに検索すると、以下のような記事を探すことがで きます。
記事名／紙名／出版年月日／掲載面

「歌麿肉筆 2 作 栃木の旧家 35 年ぶり発見」 朝日新聞/2010 年 7 月 28 日朝刊 39 面
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▲このページのトップへ戻る。

浮世絵作品を探す方法
◆浮世絵の全集で作品を探す。

百科事典を使って調べる。

図版は、著名な作品であれば浮世絵又は美術の全集に収録されています。
⇒例えば、戸田市立図書館にはこんな美術全集があります。
書名

出版社

版年

請求記号

『浮世絵聚花』全 16 巻＋補巻 2

小学館

1978-1985

721.8-ｳ

『浮世絵体系』全 17 巻

集英社

1973-1976

721.8-ｳ

学習研究社

1981-1983

721.08-ｶ

集英社

1976-1980

721.08-ﾆ

『花鳥画の世界』全 11 巻
『日本美術絵画全集』全 25 巻

◎美術全集は、本館 2 階一般書の棚にあります。

◆レファレンス事典を使って調べる。
作品が掲載されている本がわからない場合は、レファレンス事典を使うと便利です。
⇒浮世絵作品を調べることができるレファレンス事典には以下の 3 点があります。

『日本美術作品レファレンス事典』絵画篇 浮世絵
日外アソシエーツ 1993 年 分類 R702.1-ﾆ 本館２階参考資料室
作品名から図版の収載全集が引ける事典です。1990 年までに国内で刊行された全集が対象で
す。巻末には「作家名索引」もあります。
『日本美術作品レファレンス事典』第Ⅱ期 絵画篇 近世以前・浮世絵・近現代
日外アソシエーツ 2006 年 分類 R702.1-ﾆ 本館２階参考資料室
『日本美術作品レファレンス事典』絵画編 浮世絵の続編です。1991～2006 年に国内で刊行
された全集が対象です。

『浮世絵レファレンス事典』
日外アソシエーツ 2010 年 分類 R721.8-ｳ 本館２階参考資料室
主要な美術全集に掲載された浮世絵の図版を作者ごとに調べることができます。作者名の号や別
名から引ける「号・別名索引」も付いています。
《レファレンス事典の使い方》
・例えば、
「渓斎英泉」の「木曽街道 蕨之駅・戸田川渡場」が掲載されている本を探してみ
ましょう。この場合、作者も作品名もわかっているので、どちらの事典を使っても調べるこ
とができます。
『浮世絵レファレンス事典』で探す場合
巻頭の目次から 50 音順に並んだ絵師の名前を探し、該当のページを見れば目的の作品
を探すことができます。渓斎英泉の作品は p.523 から紹介されています。
「木曽街道 蕨
之駅・戸田川渡場」は、以下の 2 冊に収録されていることがわかりました。
『書名』出版社／版年／図版番号／所蔵場所

『名品揃物浮世絵 11』 ぎょうせい／1991 年／図 58／当館所蔵なし
『浮世絵体系 別巻 3』 集英社／1975 年／図 3／本館 2 階一般書の棚
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◆画像が公開されているウェブサイトで探す。
・浮世絵を収集している図書館や博物館などでは、所蔵する浮世絵をデータベース化し、公開してい
ます。作品名や絵師の名前から手軽に検索できるので便利です。
⇒例えば、代表的なサイトとして下記のものがあります。

国立国会図書館デジタルコレクション
アドレス

http://dl.ndl.go.jp/

調べられること

国立国会図書館が運営するウェブサイトです。国立国会図書館で所蔵している作
品の検索及び閲覧ができます。

検索方法

作品名又は絵師の名前を入力して検索します。

TOKYO アーカイブ［東京都立図書館デジタルアーカイブ］
アドレス

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

調べられること

東京都立図書館が運営するウェブサイトです。東京都立図書館で所蔵している作
品の検索及び閲覧ができます。

検索方法

目次より「浮世絵」のページを選択し、空欄に検索キーワードを入力して検索し
ます。

TOKYO DIGITAL MUSEUM
アドレス

http://digitalmuseum.rekibun.or.jp/index.html

調べられること

江戸東京博物館が運営するウェブサイトです。江戸東京博物館で所蔵している作
品の検索及び閲覧ができます。

検索方法

上部目次より「収蔵品検索」のページを選択し、空欄に検索キーワードを入力し
て検索します。

国立歴史民俗博物館 錦絵データベース
アドレス

http://www.rekihaku.ac.jp/up-cgi/login.pl?p=param/nisikie/db_param

調べられること

国立歴史民俗博物館が運営するウェブサイトです。国立歴史民俗博物館で所蔵し
ている作品の検索及び閲覧ができます。

検索方法

空欄に検索キーワードを入力して検索します。

▲このページのトップへ戻る。
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