
 

 

 

北斎漫画  

『北斎漫画』パイインターナショナル 2011（E/721.8/Ka88,110879084） 

『北斎漫画 第 1～３巻』 東京美術 2002～2003 (721.8/Ka88/1～3) 

『北斎美術館 1～5』 集英社 1990～1994 (E/721.8/Ka88/1～5) 

『北斎の絵手本 1～5』 岩崎美術社 1986 (721.8/Ka88/1～5) 

『葛飾北斎百人一首姥がゑとき』 二玄社 2011 (721.8/Ka88,1108686344) 

『北斎絵事典』 東京美術 2011 (721.8/Ka88,1108696210) 

『北斎絵事典 動植物編』 東京美術 2007 (721.8/Ka88,1101885570) 

『北斎絵事典 人物編』 東京美術 1999 (721.8/Ka88,1101921003) 

北斎の浮世絵 

『北斎決定版』 浅野秀剛/監修 平凡社 2010 (721.8/Ka88,1108924117) 

『富岳百景』 芸艸堂 2004 (721.8/Ka88,1108049055) 

『富岳百景』 岩崎美術社 1986 (721/H,1100726437) 

『浮世絵八華 5 北斎』 平凡社 1988 (721/U/5,1100024361) 

『北斎工芸図案帖』 岩崎美術社 1983 (708/So/58,1100254661) 

『葛飾北斎小説集』 北星出版社 1978 (913.5/Ka,1100592755) 

『富岳三十六景』 共同通信社開発局 1970 （E/721/Ka,1101226866） 

『浮世絵名作選集 13 北斎Ⅰ』 日本浮世絵協会/編 山田書院 1967  

(自動化,1107937276) 

『浮世絵名作選集 14 北斎Ⅱ』 日本浮世絵協会/編 山田書院 1967 

(自動化,1107937284) 

北斎の挿絵 

『北斎妖怪百景』 国書刊行会 2004 (721.8/Ka88,1108230259) 

『椿説弓張月 上・下』 滝沢馬琴/原著 教育社 1986 (S/913.56/Ta73/1～2) 

『弓張月 1～3』 馬琴/編 吉川弘文館 1910 (ﾖ/841/59/1～3) 

『絵本西游記  上・下]』呉承恩/作 岳亭丘山/訳 吉川弘文館 1910～1911 

 (ﾖ/844/12/1,3） 

北斎人物伝 

『北斎七つのナゾ』 中右瑛/著 里文出版 2002 (721.8/Ka88,1108148675) 

『北斎の謎を解く』 諏訪春雄/著 吉川弘文館 2001 (721.8/Ka88,1105595928) 

『葛飾北斎』 永田生慈/著 吉川弘文館 2000 (721.8/Ka88,1106252156) 

『葛飾北斎伝』 飯島虚心/著 岩波書店 1999 (I/721.57/Ka88-I,1105448037) 

『北斎の隠し絵』 荒井勉/著 AA 出版 1989 (721/A,1100726163) 

『画狂人北斎』 瀬木慎一/著 講談社 1982 (721/Se,1100727849) 

『おれの絵はこれからだ まんがの巨人・北斎』 桜井正信/著 さ・え・ら書房 1973 

(B1/ｶ,1200146783） 

『北斎』 尾崎周道/著 日本経済新聞社 1968 (S/721.8/Ka88,1106698762) 

『葛飾北斎』 那須辰造/著 金子書房 1963 (B1/ｶ,1200145791） 

『北斎』 織田 一磨/著 東京創元社 1957 (721/O,1100727682) 

『北斎』 織田一磨/著 アルス 1928 (自動化,1107392126) 

北斎画解説 

『北斎展 ホノルル美術館所蔵』アートシステム 2011（721.8/Ka88､1107959031） 

『北斎漫画を読む』 有泉豊明/著 里文出版 2010 (721.8/Ka88,1108657600) 

『北斎宇宙をデザインす』 西澤裕子/著 農山漁村文化協会 2006 

(721.8/Ka88,1108107002) 

『北斎の冨岳三十六景』 大久保純一/著 小学館 2005 

(721.8/Ka88,1108335363) 

『伝記画集 北斎』 リチャード・レイン/著 河出書房新社 1995 

(E/721.8/Ka88,1100270154) 

『北斎 世界を魅了した絵本』 永田生慈/著 三彩社 1991 (721/N,1100024148) 

『北斎富岳 36 景』 菊地貞夫/著 保育社 1969 (S/721.57/Ki24,1102654207) 

『Catalogue of the exhibition of paintings of Hokusai』Bunshichi Kobayashi 1901 

（外/990/57,1107752774） 

背景の絵は当館所蔵『富岳三十六景』（共同通信社開発局 1970）に所収の「凱風快晴」 

＊（）内は請求記号,資料コード 

京都府立図書館所蔵 
平成 23 年 12 月 23 日 

京都市左京区岡崎成勝寺町 9 

国立国会図書館の近代デジタルライブラリー（http://kindai.ndl.go.jp/index.html）から、『北斎漫画』や北斎が描いた浮世絵、挿絵を見ることができます。 

http://kindai.ndl.go.jp/index.html


 

 

北斎とライバル 

『日本をすり抜けた西洋 北斎の知恵、そして写楽』 横地清/著  

東海大学出版会 2008 (721.8/Ka88,1108565738) 

『浮世絵師列伝』 小林忠/監修 平凡社 2006 (721.8/U59,1108326164) 

『広重と北斎の東海道五十三次と浮世絵名品展』 歌川広重ほか/画 

茨城県天心記念五浦美術館 2006 (721.8/A47,1107658989) 

『北斎・広重の富岳三十六景筆くらべ』 人文社 2005 (721.8/E24,1108306489) 

『美の巨人歌麿と北斎』  河出書房新社 2003 (721.8/Ki63,1108146075) 

『六大浮世絵師名品展』 平木浮世絵財団平木浮世絵美術館/監修  

茨城県天心記念五浦美術館 1999 (721.8/I11,1106260050) 

『北斎と葛飾派の下絵』 永田生慈/編著 岩崎美術社 1987 

(708/So/70,1100254786) 

『浮世絵ものがたり歌麿・北斎』 藤枝秀峰/著 寿満書店新社 1972 

(721/F,1101753992) 

『画聖北斎と広重』 長崎謙二郎/著 学習社 1947  

(ﾖ/842/4117,1101486726) 

『歌麿・写楽・北斎』  高見沢木版社 1940 (ﾖ/722/412,1103165369) 

『歌麿北斎広重論』 野口米次郎/著 第一書房 1926 (ﾖ/10/114/7,1103028609) 

『北斎と広重 1～7』 講談社 1964～1971 (自動化) 

 

日本の紹介に北斎画を使った外国人の著書 

『日本 第１～5 巻、図録第 1～3 巻』 シーボルト/著 中井晶夫ほか/訳  

雄松堂書店 1979 (291.09/Si2/1～3) 1897 年刊の原著も所蔵しています。 

『大君の都 上・中・下』 オールコック/著 山口光朔/訳 岩波書店 1978 

(I/215.8/A41/1～3) 

『幕末日本図絵 上・下』 アンベール/著 高橋邦太郎/訳 雄松堂書店 1979 

(291.09/H98/1～2) 

『東京日光散策』 ギメ/著 青木啓輔/訳 雄松堂出版 1983 

(291.06/G92,1108809789) 

浮世絵入門 

『知識ゼロからの浮世絵入門』 稲垣進一/監修 幻冬舎 2011 

(721.8/C48,1108720549) 

『浮世絵史概説』 アーネスト F.フェノロサ/著 新生出版 2008 

(721.8/F19,1108536234) 

『瀬木慎一の浮世絵談義』 瀬木慎一/著 毎日新聞社 2008 

(721.8/Se16,1108536242) 

『すぐわかる楽しい江戸の浮世絵』 辻惟雄/監修 東京美術 2008 

(721.8/Ta83,1108562057) 

『浮世絵師列伝』 小林忠/監修 平凡社 2006 (721.8/U59,1108326164) 

『浮世絵のことば案内』 田辺昌子/著 小学館 2005 

(721.8/Ta83,1108347087) 

『江戸浮世絵を読む』 小林忠/著 筑摩書房 2002 

(S/721.8/Ko12,1106962515) 

『高橋克彦の浮世絵ワンダーランド』 高橋克彦/著 平凡社 2000 

(721.8/Ta33,1107043125) 

『図説浮世絵入門』 稲垣進一/編 河出書房新社 1990 

(721.8/I52,1100024031) 

『江戸の絵を読む』 小林忠/著 ぺりかん社 1989 (721/Ko,1100024072) 

『浮世絵の基礎知識』 吉田漱/著 雄山閣 1987 (721/Y,1100757168) 

『浮世絵の魅力』 小林忠/著 ビジネス教育出版社 1984 

(721/Ko,1100726833) 

『絵本と浮世絵』 鈴木重三/著 美術出版社 1979 (721/SU,1100727963) 

『リッカー美術館所蔵浮世絵名品展』 リッカー美術館/編 神戸新聞社 1978 

(721.8/R41,1107202747) 

『浮世絵鑑賞事典』 高橋克彦/著 日本出版センター 1977 

(721.8/Ta33,1100353695) 

『浮世絵概説』 田中喜作/著 岩波書店 1971 (721/Ta,1100728060) 

北斎以外の作家や、風景図、役者絵など、分野別にまとめた浮世絵の本もあります。 

背景の絵は当館所蔵『富岳三十六景』（共同通信社開発局 1970）に所収の「神奈川沖浪裏」 

 

＊（）内は請求記号,資料コード 京都府立図書館では平成 23 年 12 月 23 日から平成 24 年 3 月 21 日まで「西洋と北斎漫画」と題した小展示をしています。 


