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東京都立中央図書館／監修 日本図書館協会 1999年 

 東京都立中央図書館所蔵の西洋美術全集 51 種に掲載されている、3,100 人の画家の

絵画作品約 46,000 件を対象とした索引である。画家名はカナと欧文の 2 種類で引くこ

とができ、さらに巻末には作品名から画家名を調べられる索引がついている。 

本編は、画家ごとに掲載されている全集名等の情報と共に、図版がカラーかモノクロ

かどうかもわかる。1 冊で完結しているので、作品名だけで画家がわからない場合や、

目当ての画家がどの全集に載っているかなど、気軽に調べることができる。 

 

『画集・写真集全情報 2002-2006』 

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2007年 

2002年から 2006年までの５年間に日本国内で出版された画集、画文集、写真集、展

覧会目録、絵巻、図絵などの総目録であり、地方出版社のものも収録されている。本書

は、画集名や画家名のみではなく、その画集のテーマやモチーフから調べることができ

るのが特徴である。 

 

＊2001年以前、もっと古い時期の出版物を調べたいときは…。 

『画集・画文集全情報 45/90』 

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 1991年 

1945年から 1990年までに日本で出版された画集等。写真集については『写真集全情

報 45/90』を別途調べる必要がある。 

 

『画集写真集全情報 91/96』 

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 1998年 

 1991年から 1996年までに日本で出版された画集等。 

 この版から写真集も一緒に取り上げられることになった。 

 

『画集写真集全情報 1997-2001』 

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2002年 

1997年から 2001年までに日本で出版された画集等。 

 

 



『西洋美術作品レファレンス事典』  絵画篇 １９世紀中葉以前   

日外アソシエーツ株式会社／編  日外アソシエーツ  2005年 

1953～2003 年に国内で出版された、主要な西洋美術全集 276 冊に掲載されている、

19世紀中頃（印象派の台頭以前）の絵画作品 14,376点を収録した索引。素材・技法・

寸法・制作年・所蔵先・図版（カラーかモノクロか）等を記載。画家名見出し（カタカ

ナ・原綴）・邦題名索引・原題名索引付き。 

 

『西洋美術作品レファレンス事典』  絵画篇 １９世紀印象派以降   

日外アソシエーツ株式会社／編  日外アソシエーツ  2005年 

1951～2001 年に国内で出版された、西洋美術全集 403 冊に掲載されている、19 世紀

印象派以降の絵画作品 23,363点を収録した索引。素材・技法・寸法・制作年・所蔵先・

図版（カラーかモノクロか）等を記載。画家名見出し（カタカナ・原綴）・邦題名索引・

原題名索引付き。 

  

『西洋美術作品レファレンス事典』  個人美術全集 絵画篇 １（１９世紀以前）     

日外アソシエーツ株式会社／編  日外アソシエーツ  2015年 

1945～2014年に国内で刊行された、個人美術全集・作品集 142冊に掲載されている、

19世紀以前の西洋絵画 15,906点を収録した索引。作品名から、作者・掲載全集名・所

蔵先等が調べられる。作者名索引・原題名索引付き。 

    

『西洋美術作品レファレンス事典』  個人美術全集 絵画篇 ２（２０世紀以降）     

日外アソシエーツ株式会社／編  日外アソシエーツ  2016年 

個人美術全集・作品集 124 種 145 冊に掲載されている、20 世紀以降に活躍した西洋

人画家の絵画作品 22,095点の図版総索引。 

 

『世界美術大事典（GRANDE ENCICLOPEDIA dell’ARTE）』（全６巻） 

小学館 1988-1990年 

イタリアの出版社が刊行した「GRANDE ENCICLOPEDIA dell’ARTE」の翻訳版。作者、

作品、美術館、古代都市、あるいは主題、技法など多様な分野の項目を掲載。発掘され

た遺跡や出土品類も解説されている。図版は、絵画、彫刻等の美術品だけでなく、地図、

建築物などをカラーで多数掲載。「絵画・彫刻・工芸」、「建築・遺跡・都市」の分野か

ら調べることができる和文の図版索引と欧文索引がある。全６巻、総項目数 7,300、総

図版数 3,200。 

 

 

 



『西洋絵画作品名辞典』 三省堂 1994年 

13世紀から 20世紀までの画家 630名が 50音順に配列され、その作品がジャンル別、

制作年代順、テーマ別に分類されている。3万余収録されている作品説明では、原題や

所蔵地が掲載されているほか、主要な作品では「ヤンの様式を判定する基準作品の一つ」

（p84、「室内の聖母子」の項）のように見識をさらに厚くできるような記述が興味深い。

画家の詳細なプロフィールでは、活躍した時代背景や思想、風潮などを知ることができ

る。巻頭には作品の典拠となった著作リスト、巻末には、主題解説、画家欧文索引、日

本の美術館の所蔵作品、未邦訳の美術に関する資料などが収録されている。 

 

『美術家人名事典』  

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2009年 

 日本美術史上、大きな足跡を残した物故画家 3,515人に関する情報を検索するための

資料。古代から、現代までの洋画家・日本画家・版画家が収録されている。巻末には、

琳派・近代日本画などの分野別索引、別名・別号からも引ける人名索引が付いている。 

 

『美術家人名事典 工芸篇』 

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2010年 

古代から現代までの工芸家 2,065人のプロフィールを収録。陶芸・染織などの分野別

索引付き。 

 

『美術家人名事典 建築・彫刻篇』 

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2011年 

建築・彫刻にまつわる物故作家 1,613人のプロフィールと代表作を収録。作品名索引

付き。 

 

『日本美術作品レファレンス事典』 個人美術全集 絵画篇 １ 日本画（明治～昭和

中期） 日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2011 年 

個人美術全集・作品集 156種 197冊に掲載されている日本画の図版総索引。明治から

昭和 30年代までに制作された日本画 21,744点の図版が掲載されている。制作年・素材・

技法・寸法・指定（国宝・重要文化財）・所蔵先・烙印・印章・図版（カラーかモノク

ロ）等を記載。「作者名索引」付き。 

 

『日本美術作品レファレンス事典』 個人美術全集・絵画篇 ２ 日本画（昭和後期～

平成） 日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2011 年 

個人美術全集・作品集 212種 241冊に掲載されている日本画の図版総索引。昭和 40

年代以降に制作された日本画 27,218点の図版情報を収録。制作年・素材・技法・寸法・

https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=4
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=4
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=2
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=3
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=4
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=4
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=2
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=3


指定（国宝・重要文化財）・所蔵先・烙印・印章・図版（カラーかモノクロ）等を記載。

「作者名索引」付き。 

 

『日本美術作品レファレンス事典』  個人美術全集・絵画篇 ３ 洋画（明治～昭和

中期） 日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2012 年 

個人美術全集・作品集 187種 196冊に掲載されている洋画作品の図版総索引。昭和

30年代までに制作された洋画 29,780点の図版情報を収録。制作年・素材・技法・寸法・

指定（国宝・重要文化財）・所蔵先・烙印・印章・図版（カラーかモノクロ）等を記載。

「作者名索引」付き。 

 

『日本美術作品レファレンス事典』  個人美術全集・絵画篇 ４ 洋画（昭和後期～

平成） 日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2012 年 

個人美術全集・作品集 231種 250冊に掲載されている洋画作品の図版総索引。昭和

40年代以降に制作された洋画 31,876点の図版情報を収録。制作年・素材・技法・寸法・

指定（国宝・重要文化財）・所蔵先・烙印・印章・図版（カラーかモノクロ）等を記載。

「作者名索引」付き。 

 

その他、絵画に関する『日本美術作品レファレンス事典』シリーズ 

『日本美術作品レファレンス事典』 絵画篇 近現代  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 1992 年 

 

『日本美術作品レファレンス事典』 絵画篇 浮世絵  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 1993 年 

 

『日本美術作品レファレンス事典』 絵画篇 近世以前  

日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 1998 年 

 

『日本美術作品レファレンス事典』 第２期 絵画篇（近世以前・浮世絵・近現代）  

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2006年 

 

『美術作品レファレンス事典 人物・肖像篇』  

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2007年 

国内で刊行された美術全集 190 種 501 冊に掲載の図版 24,174 点を収録。描かれた人

名 4,533人から検索できる。描かれた人物の生没年月日、肩書き、作者、作品タイトル、

制作年、大きさ、技法、国宝指定等「作者名索引」付き。 
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https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=3
https://opac.city.urayasu.chiba.jp/opw/OPW/OPWSRCHLIST.CSP?SID=Ss4NuxINh7_nV6CWyOriU_zGDOzPQQSoeBFs8ClCnEhV&DB=LIB&PID2=OPWSRCH1&FLG=SEARCH&MODE=1&LIB=&anchor=1
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『美術作品レファレンス事典人物・肖像篇 Ⅱ神話・宗教』  

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2007年 

国内で刊行された美術全集 134 種 787 冊に掲載の図版 13,486 点を収録。神話・宗教

上の神々や、架空・伝説上の登場人物の名前から検索できる。描かれた人物名・出典、

作者・作品タイトル、制作年、大きさ、技法、収蔵先等を記載。「作者名索引」付き。 

 

『美術作品レファレンス事典 先史・古代美術』 日外アソシエーツ株式会社／編 日

外アソシエーツ 2007 年 

国内で刊行された美術全集 45種 260冊に掲載の図版 15,000点を収録。日本および世

界各地の先史・古代美術作品の図版を対象に検索できる。出土地・制作年代・大きさ・

素材等を記載。「作品名索引」付き。 

 

『美術作品レファレンス事典 国宝・重文篇 Ⅰ 絵画・工芸・陶芸・書跡』  

日外アソシエーツ株式会社／編 日外アソシエーツ 2009年 

国内で刊行された美術全集 178種 1270冊に掲載の図版 35,050点を収録。国宝・重要

文化財（国指定）の美術作品を分野・指定区分、作品名から検索できる。作者・制作年、

大きさ、技法、収蔵先等を掲載。「作者名索引」付き。 

 

『美術家索引 西洋篇』 恵光院白／編 日外アソシエーツ 1992 年 

西洋の近現代の美術家 18,500 人に関する本を調べるための資料。1975 年から 1990

年に日本国内で刊行された主な美術家事典、美術事典、資料目録計 20 点と欧米で刊行

された近現代の美術家事典 14点を対象に、それぞれの資料の人名の掲載ページがある。

また、展覧会の図録についても調べることができる。 

 美術家の氏名はすべて姓のアルファベット順に掲載。外国人で氏名の原綴りがわから

ない場合は、カタカナでもひけるように索引がついている。 

 

『美術家索引 日本・東洋篇』 恵光院白／編 日外アソシエーツ 1991 年 


