企画展示

カタログで楽しむ美術展
展示資料目録
開催期間：平成 29 年９月 20 日（水）～10 月９日（月・祝）
会

場：中央図書館５階 エレベーター前

展覧会で作成される、作品の図版や解説をおさめた「カタログ」は、一般の書店には流通
しないものが多いですが、横浜市中央図書館では、主に寄贈により、約 1400 点の展覧会カ
タログを所蔵しています。
カタログの所蔵範囲は、1943 年ごろから現在までと多岐に渡りますが、蔵書の中には、
同じ画家を取り上げたものが複数あります。同じ画家であっても、美術展によって切り口は
様々であり、そこには、美術館の個性、企画者である学芸員の手腕が光ります。
本展示では、横浜美術館コレクション(※)の画家を中心に、同じ画家を扱ったカタログを
複数並べています。美術展ごとの違いに注目し、彼らの新たな魅力を発見していただくとと
もに、美術展の楽しさをお伝えします。
※横浜美術館は、ダリ、セザンヌ、ピカソなどの作家や幕末明治以降の横浜にゆかりの深い作家の作品など
12,000点を越える19世紀後半から現代にかけての国内外の美術作品を、幅広く所蔵しています。
凡例： 各項は、書名、会場（カタログ以外は著編者名、出版社名）、出版年、図書館書誌番号の順で記載しました。
横浜美術館コレクションの画家には＊を付しました。
画家名の横に生没年を記載しました。

日本人画家

展示期間：９月20日（水）～９月29日（金）

【葛飾北斎】1760～1849
北斎展

日本橋高島屋

1967

3-0195064802

北斎 肉筆画

日本橋三越

1972

3-0195063031

葛飾北斎とその世界展

さっぽろ東急百貨店

1984

3-0197043316

ボストンで見つかった北斎展

たばこと塩の博物館ほか

1987

3-0196009456

大北斎展 図版編

東武美術館ほか

1993

3-0500451593

大北斎展 解説編

東武美術館ほか

1993

3-0500482370

北斎展

国立博物館

2005

3-0500371668

藤島武二遺作展覧会

東京都美術館ほか

1943

3-0197011593

藤島武二展 生誕百年記念

ブリヂストン美術館

1967

3-0203014667

藤島武二展 没後四十周年記念

神奈川県立近代美術館ほか

1983

3-0203101316

横山大観名作展

三越本店

1973

3-0190595131

横山大観展 新発見作品を中心とする

横浜松坂屋ほか

1981

3-0211050763

横山大観「海山十題」展 生誕１２０年記念

日本橋三越本店

1989

3-0196053233

没後５０年 横山大観 新たなる伝説へ

国立新美術館

2008

3-0500117133

横山大観展 良き師、良き友

横浜美術館

2013

3-0500151948

【藤島武二】1867～1943

【横山大観】1868～1958

＊

【下村観山】1873～1930

＊

下村観山展 生誕１２０年記念

小田急美術館ほか

1993

3-0201046606

下村観山展 観山と三溪

三溪記念館（三溪園）

2006

3-0206084415

第三の男 下村観山 生誕一四〇年記念

駿府博物館

2014

3-0500227940

山種美術館

1972

3-0200001695

今村紫紅展

有隣堂

1965

3-0190480996

今村紫紅展 横浜のいろ

三溪記念館（三溪園）

2013

3-0500141136

安田靫彦 その人と芸術 特別展

山種美術館

1982

3-0197065005

安田靫彦展 生誕百年記念

横浜高島屋

1984

3-0190573917

安田靫彦展 歴史画の魅力展

平塚市美術館

2002

3-0202023843

前田青邨展 米寿記念

日本橋高島屋ほか

1971

3-0197007111

前田青邨展

東京国立近代美術館

1975

3-0203092185

前田青邨遺作展

横浜高島屋

1979

3-0204080939

前田青邨 写生帖・下図から本画へ

東京国立博物館ほか

1991

3-0203086487

東山魁夷展

東急百貨店本店

1977

3-0200060366

東山魁夷第二期唐招提寺障壁画展

三越美術館ほか

1980

3-0197029728

東山魁夷唐招提寺全障壁画展

日本橋高島屋

1982

3-0197029729

日本橋高島屋

1989

3-0197030060

東山魁夷展 米寿記念

長野県信濃美術館ほか

1995

3-0209087576

東山魁夷展 パリ展帰国記念

日本橋三越本店

2000

3-0500437330

長野県信濃美術館

2000

3-0211041636

横浜美術館ほか

2004

3-0204025297

春草・紫紅・御舟名品展

日本橋三越

1958

3-0197007152

「大観と観山」展

横浜美術館

1990

3-0190371339

松屋銀座ほか

1991

3-0500027387

横浜美術館

1995

3-0196018275

【菱田春草】1874～1911

＊

春草 特別展

【今村紫紅】1880～1916

【安田靫彦】1884～1978

【前田青邨】1885～1977

【東山魁夷】1908～1999

＊

＊

＊

＊

東山魁夷展
ベルリン・ハンブルク・ウィーン巡回展帰国記念

東山魁夷の世界
東山魁夷館開館１０周年記念展
東山魁夷展 ひとすじの道

【複数画家】

近代日本画の１０人展
大観・栖鳳・春草・松園・清方・
古径・靫彦・青邨・麦僊・平八郎

紫紅と靫彦展

外国人画家
【ポール・セザンヌ】1839～1906

展示期間：９月30日（土）～10月９日（月・祝）

＊

セザンヌ展

横浜美術館ほか

1999 3-0199067298

セザンヌ主義 父と呼ばれる画家への礼賛

横浜美術館ほか

2008 3-0209021198

セザンヌ 近代絵画の父になるまで

ポーラ美術館

2015 3-0500376292

【フィンセント・ファン・ゴッホ】1853～1890
フィンセント・ファン・ゴッホ展

東京国立博物館ほか

1958 3-0201059001

ゴッホ「ひまわり」特別展観

安田火災東郷青児美術館

1987 3-0196050574

ゴッホと日本展

京都国立近代美術館ほか

1992 3-0201046204

横浜美術館ほか

1995 3-0196018274

ゴッホとその時代展 ５（最終篇） ゴッホと四季

安田火災東郷青児美術館

1997 3-0204042221

ゴッホ展 クレラー＝ミュラー美術館所蔵

Ｂｕｎｋａｍｕｒａザミュージアムほか

1999 3-0201072237

三鷹市美術ギャラリーほか

2000 3-0212050950

ゴッホ展
オランダ クレラー＝ミュラー美術館所蔵

オマージュ ファン・ゴッホ
ファン・ゴッホに捧げられた現代美術
ゴッホと花 ゴッホと同時代の画家たち

損保ジャパン東郷青児美術館 2003 3-0500462412

ゴッホ展 孤高の画家の原風景

東京国立近代美術館ほか

【ヴァシリィ・カンディンスキー】1866～1944
カンディンスキー展

2005 3-0500307778

＊

東京国立近代美術館ほか

2002 3-0500221735

三菱一号館美術館ほか

2010 3-0500294399

パウル・クレー展

神奈川県立近代美術館

1969 3-0196050567

パウル・クレーとその友だち展

新宿・小田急百貨店ほか

1976 3-0197011600

パウル・クレーの芸術

愛知県美術館ほか

1993 3-0204054951

ピカソ展

国立近代美術館ほか

1964 3-0200045175

ピカソ展 巨匠９０歳記念

高島屋

1971 3-0190192640

ピカソ展

東京都美術館ほか

1977 3-0190205538

横浜高島屋

1982 3-0196050591

ピカソ展 その芸術の軌跡

東京国立近代美術館ほか

1983 3-0190129784

キュビスムのピカソ展

東京ステーションギャラリー

1988 3-0196050569

ピカソと日本 徳島県立近代美術館開館記念展

徳島県立近代美術館

1990 3-0203102650

ピカソ展

Ｂｕｎｋａｍｕｒａザ・ミュージアムほか

1998 3-0204040186

ピカソ展 パリ・国立ピカソ美術館所蔵

上野の森美術館

1999 3-0204040205

ヴァロリスのピカソ

福井市美術館ほか

1999 3-0500240095

ピカソ子供の世界 Ｃａｔａｌｏｇｕｅ

国立西洋美術館

2000 3-0201072934

ピカソ子供の世界 Ｅｓｓａｙｓ 別冊研究論文篇

国立西洋美術館

2000 3-0201072935

カンディンスキーと青騎士
レンバッハハウス美術館所蔵

【パウル・クレー】1879～1940 ＊

【パブロ・ピカソ】1881～1973 ＊

ピカソ展

長女マヤ，その母マリー＝テレーズとの愛の

日々生誕１００年記念マヤ・ルイス＝ピカソ・コレクション

【マックス・エルンスト】1891～1976

＊

エルンスト展

東京・西武美術館ほか

1977 3-0500452045

東京ステーションギャラリー

2000 3-0204040175

ダリ展

伊勢丹美術館

1982 3-0190521340

奇蹟のダリ宝石展

大丸東京店

1984 3-0190521280

ダリ展

三越美術館ほか

1999 3-0204061448

マックス・エルンスト
彫刻・絵画・写真‐シュルレアリスムの宇宙

【サルバドール・ダリ】1904～1989

＊

～もっと知りたい方のために～
展覧会カタログに関する図書
『展覧会カタログ総覧』１、２
日外アソシエーツ株式会社／編 東京国立近代美術館、横浜美術館、国立西洋美術館、東京都写真
美術館、東京国立博物館、東京都江戸東京博物館／監修
2009

日外アソシエーツ、紀伊国屋書店

3-0209004238 3-0209004239

『展覧会カタログの愉しみ』
『展覧会カタログ案内』

今橋映子／編著

中嶋大介／著

『展覧会図録の書誌と感想』

東京大学出版会

2003

ブルース・インターアクションズ

大屋幸世／著

日本古書通信社

2015

3-0203042907
2010

3-0210083443

3-0500300142

美術図書館横断検索
http://alc.opac.jp/
東京国立近代美術館、国立新美術館、東京都現代美術館美術図書室、横浜美術館美術情報センタ
ー、国立西洋美術館研究資料センター、東京都写真美術館図書室、東京国立博物館資料館、江戸
東京博物館図書室、神奈川県立近代美術館美術図書室の蔵書を検索できます。

横浜美術館 美術情報センター
http://yokohama.art.museum/research/center/
国内屈指の規模を誇る無料一般公開の美術専門図書室です。

横浜美術館コレクション
『横浜市美術館収集作品展』

横浜市市民局市民文化室

『横浜美術館コレクション選１９８９』
『横浜美術館コレクション選』

横浜美術館／編

横浜美術館／監修・編集

1984

3-0190471833

横浜美術館
横浜美術館

1989
2014

3-0190370511
3-0500229366

横浜美術館コレクション検索
http://collection.yokohama.art.museum/
横浜美術館が所蔵する作品の情報をさまざまな方法で検索できます。

中央図書館では、みなさまの調査研究・問題解決のお手伝いをしています。
お気軽に各階カウンター・電話・Ｅメールにてお問い合わせください。
代表電話 045(262)0050
Ｅメールレファレンス（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chosa/referance.html）
横浜市中央図書館調査資料課

