
展示期間　平成30年5月1日(火)～5月31日(木)
ﾀｲﾄﾙ 著者名 出版社 出版年月 分類

1 大江戸の色彩 城/一夫‖著 青幻舎 2017.1 382.1

2 絵でみる江戸の女子図鑑
善養寺/ススム‖文・絵 江戸人文研究
会‖編

廣済堂出版 2015.2 384.6

3 「琳派」最速入門 永遠に新しい、日本のデザイン 小学館 2015.2 702.15

4 江戸絵画入門 驚くべき奇才たちの時代 河野 元昭/監修 平凡社 2007.12 721.025

5 江戸かわいい動物 金子/信久‖著 講談社 2015.3 721.025

6 若冲 名宝プライスコレクションと花鳥風月 [伊藤/若冲‖画] 狩野/博幸‖監修 宝島社 2015.10 721.4

7 知られざる日本に眠る若冲 狩野/博幸‖監修 エクスナレッジ 2017.11 721.4

8 若冲の描いた生き物たち [伊藤/若冲‖画] 小林/忠‖[ほか著] 学研プラス 2016.2 721.4

9 若冲の花 85年の人生、画家は何処に辿り着いたか 朝日新聞出版‖編 辻/惟雄‖編 朝日新聞出版 2016.9 721.4

10 江戸琳派の美 抱一・其一とその系脈 岡野/智子‖監修 平凡社 2016.11 721.5

11 尾形光琳 「琳派」の立役者 河野/元昭‖監修 平凡社 2015.10 721.5

12 光琳デザイン MOA美術館/企画・監修 淡交社 2005.2 721.5

13 酒井抱一 江戸琳派の粋人 仲町 啓子/監修 平凡社 2011.1 721.5

14 俵屋宗達 俵屋 宗達/[画] 新潮社 1997.6 721.5

15 池大雅 池 大雅/[画] 新潮社 1997.2 721.7

16 与謝蕪村 与謝 蕪村/[画] 新潮社 1996.10 721.7

17 歌川広重冨士三十六景
歌川/広重‖[画] 町田市立国際版画美術
館‖監修 井澤/英理子‖解説

二玄社 2013.9 721.8
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18 歌麿決定版 浅野/秀剛‖監修 平凡社 2016.12 721.8

19 歌麿の美人 [喜多川 歌麿/画] 小林 忠/著 小学館 2006.2 721.8

20 葛飾北斎冨嶽三十六景を読む 有泉/豊明‖正真解説 目の眼 2014.11 721.8

21 こんなに楽しい江戸の浮世絵 江戸の人はどう使ったか
辻 惟雄/監修 浅野 秀剛/執筆 田辺 昌子
/執筆

東京美術 1999.11 721.8

22 三代豊国・初代広重双筆五十三次
[歌川 国貞/画] [安藤 広重/画] 町田市
立国際版画美術館/監修

二玄社 2011.10 721.8

23 広重TOKYO 名所江戸百景
[歌川/広重‖画] 小池/満紀子‖著 池田/
芙美‖著

講談社 2017.5 721.8

24 北斎への招待 朝日新聞出版‖編 内藤/正人‖監修 朝日新聞出版 2017.10 721.8

25 北斎漫画、動きの驚異
藤/ひさし‖著 田中/聡‖著 小林/忠
‖監修

河出書房新社 2017.2 721.8

26 浮世絵大系 3 座右宝刊行会/編集制作 集英社 1976 721.8

27 歌川国芳 遊戯と反骨の奇才絵師 歌川/国芳‖[画] 河出書房新社 2014.7 721.8

28 北斎原寸美術館 100% Hokusai! [葛飾/北斎‖画] 小学館 2016.11 721.8

29 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 2014.5 721.8

30 歌川広重 日本の原風景を描いた俊才絵師 歌川/広重‖[画] 河出書房新社 2017.1 721.8

31 喜多川歌麿 喜多川 歌麿/[画] 新潮社 1997.8 721.8

32 北斎の衝撃 天才絵師が世界に与えた絶大なる影響とは 小学館 2016.10 721.8

33 北斎の花 [葛飾 北斎/画] 河野 元昭/著 小学館 2005.10 721.8

34 河鍋暁斎 戯画と笑いの天才絵師 河鍋/暁斎‖[画] 河出書房新社 2014.6 721.9
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35 もっと知りたい河鍋暁斎 生涯と作品 狩野/博幸‖著 東京美術 2013.4 721.9

36 絵で読む歌舞伎の歴史 服部 幸雄/著 平凡社 2008.10 774.2

37 画狂其一 梓澤/要‖著 NHK出版 2017.10 913.6

38 眩(くらら) 朝井/まかて‖著 新潮社 2016.3 913.6

39 若冲 澤田/瞳子‖著 文藝春秋 2015.4 913.6

40 北斎まんだら 梶/よう子‖著 講談社 2017.2 913.6

41 歌川国芳猫づくし 風野/真知雄‖著 文藝春秋 2014.3 913.6

42 光琳ひと紋様 高任 和夫/著 潮出版社 2012.11 913.6

43 寂しい写楽 宇江佐 真理/著 小学館 2009.7 913.6

44 写楽・考 北森 鴻/著 新潮社 2005.8 913.6

45 風神雷神 風の章　雷の章 柳/広司‖著 講談社 2017.8 913.6

46 稀代の本屋 蔦屋重三郎 増田/晶文‖著 草思社 2016.12 913.6

47 ぎやまん物語 北原/亞以子‖著 文藝春秋 2014.2 913.6

48 ごんたくれ 西條/奈加‖著 光文社 2015.4 913.6

49 蔦屋 谷津/矢車‖著 学研パブリッシング 2014.4 913.6

50 北斎と応為　上　下 キャサリン・ゴヴィエ‖著 彩流社 2014.6 933.7
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