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美術作品レファレンス事典
人物・肖像篇

古今東西の人物画・肖像画の図版を
描かれた人物名から探せる

●主要な美術全集・画集（190種501冊）に収録されている人物の
肖像画・人物画24,174点を、描かれた人物名から探せる図
版総索引です。

国宝の源頼朝像、モナリザから
アンディ・ウォーホールのモンローまで

●国王・武将・役者などの人名見出しのもと、収載先の全集名・
頁・図版番号と作品データ（画家名・サイズ・技法など）を
記載。描かれた人物の生没年・肩書などもわかります。

●「作者名索引」付き。

【収録対象美術全集例】

ART BOX IN JAPAN（ARTBOXインターナショナル）　アート・ライブラリー（西村書店）　岩波
世界の巨匠（岩波書店）　印象派の巨匠シリーズ（日本経済新聞社）　浮世絵ギャラリー（小学
館）　エクラン　世界の美術（主婦の友社）　グランド世界美術（講談社）　現代世界の美術（集
英社）　現代世界美術全集（集英社）　現代日本絵巻全集（小学館）　現代日本美人画全集（集
英社）　現代の絵画（平凡社）　現代美術の巨匠（美術出版社）　国宝・重要文化財大全（毎日
新聞社）　世界の巨匠シリーズ（美術出版社）　世界の美術（河出書房新社）　世界の美術（ぎょ
うせい）　世界の名画（中央公論社）　世界美術全集（角川書店）　大系世界の美術（学習研究
社）　20世紀の美　日本の絵画100選（日本経済新聞社）　25人の画家　現代世界美術全集（講
談社）　日本水墨名品図譜（毎日新聞社）　日本の浮世絵美術館（角川書店）　日本美術全集（講
談社）　人間の美術（学習研究社）　ボストン美術館　肉筆浮世絵（講談社）  …など190種501冊

日外アソシエーツ編　B5・670頁　定価39,900円（本体38,000円）　ISBN978-4-8169-2024-0　2007年2月刊行

● 肖像画を探すための図版総索引 ●

【肖像作品（作家名とタイトル）の例】

在原 業平� 尾形光琳「業平東下り図」
� 葛飾北斎「小野小町・在原業平」
エリザベッタ・デル・ジョコンダ（推定）
� レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」
大谷鬼次（三世）� 東洲斎写楽「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」
小野小町� 中川一政「小野小町」
� 円山応挙「小野小町図」
柿本人麻呂� 酒井抱一「柿本人麻呂図」
イレーヌ・カーン・ダンヴェール
� ルノワール「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」
空海� 富岡鉄斎「弘法大師在唐遊歴図」
光明皇后� 青木繁「光明皇后」
フィンセント・ファン・ゴッホ
� ゴッホ「耳を切った自画像」
三条実美� キヨソーネ「三条実美公」
朱元璋� 作者不詳「太祖洪武帝肖像」
フレデリック・ショパン�ドラクロワ「ショパンの肖像」
高尾太夫� 歌川広重（初代）「高尾太夫図」
鷹見泉石� 渡辺崋山「鷹見泉石像」
ナポレオン1世� トゥールーズ・ロートレック「馬上のナポレオン1世」
� ドラローシュ「譲位後のナポレオン1世」
武陵春� 呉偉「武陵春図巻（部分）」
ヴァランティーヌ（ヴァヴァ）・ブロツキー
� シャガール「ヴァヴァの肖像」
細川ガラシャ� 前田青邨「細川ガラシア夫人像」
松尾芭蕉� 川端龍子「芭蕉翁」
� 与謝蕪村「芭蕉翁像」
マルガリータ� ベラスケス「女官たち（ラス・メニーナス）」
明治天皇� 高橋由一「明治天皇御肖像」
ジェイン・モリス� ロセッティ「プロセルピナ」
モーリス・ユトリロ�ヴァラドン「モーリス・ユトリロと祖母と犬」
� ユトリロ「画家モーリス・ユトリロの肖像」
楊貴妃� 上村松園「楊貴妃」
� 梅原龍三郎「楊貴妃」

…など24,174点を収録



源 義経 〔1159～1189　平安後期の武将〕
【歌川広重（初代）】義経一代記之内 鵯越の登攀

浮世絵 横大判錦絵　天保 5‐6（1834‐35）　25.0 × 36.6
「秘蔵浮世絵大観 3」講談社　1988
◇図 94

【小川破笠】義経 静 弁慶図
浮世絵 絹本着色　寛保期　竪三幅対
「肉筆浮世絵集成 2」毎日新聞社　1977
◇図 98（モノクロ）

【勝川春章】五条橋上の牛若丸と弁慶
浮世絵 間判錦絵　安永前期（1772‐81）　32.0 × 22.4
「秘蔵浮世絵大観 2」講談社　1987
◇図 80

【川端龍子】源義経
紙本彩色　昭和 13(1938)　六面 242.4 × 727.8
「昭和の美術 2」毎日新聞社　1990
◇ p22

「現代日本の美術 13」集英社　1976
◇図 23

「日本の名画 16」中央公論社　1976
◇図 38-39

【喜多川歌麿（初代）】見立義経浄瑠璃姫
浮世絵 大判
「浮世絵聚花 13」小学館　1981
◇図〔版〕60

【鈴木春信】牛若丸と弁慶
浮世絵 中判錦絵　明和 2‐7（1765‐70）　27.1 × 19.2
「秘蔵浮世絵大観 2」講談社　1987
◇図 23

【月岡芳年】牛若と弁慶五条橋図
板着色　額（絵馬）　109.0 × 148.7
「肉筆浮世絵 8」集英社　1981
◇図 58（部分）

【鳥居清長】牛若丸と弁慶
浮世絵 大判錦絵　38.4 × 26.5
「浮世絵聚花 2」小学館　1985
◇図 127

「浮世絵八華 2」平凡社　1985
◇図 52

【蕪村】牛若・弁慶（自画賛）
紙本墨画淡彩　48.7 × 27.5
「俳人の書画美術 11（別巻 1）江戸の画人」集英社　
1980
◇図 5

「俳人の書画美術 5 蕪村」集英社　1978
◇図 34

【松岡映丘】屋島の義経
絹本彩色　昭和 4(1929)　188.0 × 99.5
「アート・ギャラリー・ジャパン 3」集英社　1987
◇図 012

【安田靫彦】平泉の義経
紙本彩色　昭和 40（1965）　額装 104.5 × 76.5
「巨匠の日本画 7 安田靫彦」学習研究社　1994
◇図 33（カラー）

「アート・ギャラリー・ジャパン 4」集英社　1987

◇図 026
「日本現代美術 絵画 1」形象社　1986
◇ p26

「日本の名画 14」中央公論社　1976
◇図 42

「現代日本美術全集 14」集英社　1974
◇図 45

源 頼朝 〔1147～1199　鎌倉幕府初代将軍〕
【鈴木春信】頼朝の前で舞う静御前

浮世絵　中判横絵錦絵　23.3×32.6　明和3年（1766）
用の絵暦
「浮世絵聚花 補巻 1」小学館　1982
◇図23

【伝　藤原隆信】源頼朝像
絹本著色　鎌倉時代（12世紀）　一幅 143.0×112.8　
国宝
「日本絵画名作 101 選」小学館　2005
◇図51（カラー）「伝源頼朝 （足利直義）像」

「国宝・重要文化財大全 1 絵画（上巻）」毎日新聞社　
1997
◇図166（カラー/モノクロ）「源頼朝像・平重盛像・藤
原光能像」

「私の選んだ国宝絵画 2 大和絵・絵巻物・水墨画他」毎
日新聞社　1997
◇図p25「伝源頼朝像」

「日本美術全集 9 縁起絵と似絵 鎌倉の絵画・工芸」講談
社　1993
◇図23（部分）「伝源頼朝像」

「秘蔵日本美術大観 1 大英博物館 1」講談社　1992
◇図54

「国宝百撰」毎日新聞社　1992
◇図19

「新編名宝日本の美術 8」小学館　1992
◇図15-16「伝源頼朝像」

「人間の美術 6 末世の絵模様」学習研究社　1990
◇図1「伝源頼朝像」

「国宝大事典 1 絵画」講談社　1985
◇図74「伝源頼朝像・伝平重盛像・伝藤原光能像」

「国宝 2 絵画 2」毎日新聞社 増補改訂版　1984
◇図39（1）「伝源頼朝像・伝平重盛像・伝藤原光能像」

「日本古寺美術全集 9 神護寺と洛西・洛北の古寺」集英
社　1981
◇図10「伝源頼朝像」

「日本美術全集 10 鎌倉の絵画 絵画と肖像画」学習研究
社　1979
◇図66,69

「美の美百選」日本経済新聞社　1977
◇図66

「日本の美術 1」旺文社　1976
◇図171

「原色版国宝 7 鎌倉 1」毎日新聞社　1976
◇図21（部分）「伝源頼朝像・伝平重盛像・伝藤原光能
像」

「重要文化財 9 絵画 3」毎日新聞社　1974
◇図251（モノクロ）「源頼朝像・平重盛像・藤原光能
像」

「日本美術館 5 鎌倉時代」筑摩書房　1972

［内容見本］『美術作品レファレンス事典　人物・肖像篇』

みなもと

●描かれた人物
生没年月日・肩書など

●作品情報
作 者・作 品タイトル
技法・制作年代・サイ
ズ・国宝指定など

●掲載美術全集名
●図版注記

図版番号・カラーなど

【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�●仏画、絵巻から浮世絵、西洋画まで18,000件� 定価79,800円（税込）　ISBN4-8169-2017-X　2006.12刊

【日本美術作品レファレンス事典　第Ⅰ期】

絵画篇� 近世以前� ●絵巻・曼陀羅・屏風絵など25,000件� 定価89,250円（税込）　ISBN4-8169-1486-2　1998.5刊
絵画篇� 浮世絵� ●浮世絵版画・肉筆浮世絵など22,000件� 定価99,903円（税込）　ISBN4-8169-1163-4　1993.4刊
絵画篇� 近現代� ●明治以降に制作された絵画作品25,000件� 定価80,534円（税込）　ISBN4-8169-1139-1　1992.8刊
彫刻篇� � ●仏像、近代彫刻など19,000件� 定価75,600円（税込）　ISBN4-8169-1587-7　2000.2刊
工芸篇� � ●漆芸、染織、金工、装飾品など21,800件� 定価82,950円（税込）　ISBN4-8169-1707-1　2002.3刊
書跡篇� Ⅰ日本の書� ●飛鳥から現代までの書跡23,800件� 定価81,900円（税込）　ISBN4-8169-1676-8　2001.7刊
書跡篇� Ⅱ中国の書� ●殷時代から現代までの書跡12,200件� 定価69,300円（税込）　ISBN4-8169-1686-5　2001.10刊
建造物篇�� ●寺院、城郭、民家、現代建築など21,600件� 定価89,250円（税込）　ISBN4-8169-1755-1　2003.1刊
陶磁器篇�Ⅰ日本の陶磁� ●縄文、常滑、志野、伊万里など21,900件� 定価75,600円（税込）　ISBN4-8169-1635-0　2001.1刊
陶磁器篇�Ⅱ中国・朝鮮の陶磁� ●中国の三彩、天目、朝鮮の高麗茶碗など12,500件� 定価49,350円（税込）　ISBN4-8169-1656-3　2001.4刊
陶磁器篇�Ⅲ現代日本陶芸� ●明治から昭和の名品10,500件� 定価39,900円（税込）　ISBN4-8169-1657-1　2001.6刊

【西洋美術作品レファレンス事典】

絵画篇� 19世紀中葉以前� ●ロマン主義まで950人の画家の絵画作品14,000件� 定価79,800円（税込）　ISBN4-8169-1925-2　2005.6刊
絵画篇� 19世紀印象派以降� ●現代作品まで825人の画家の絵画作品23,000件� 定価89,250円（税込）　ISBN4-8169-1945-7　2005.10刊
版画・彫刻・工芸・建造物篇� ●絵画を除く西洋美術作品18,000件� 定価89,250円（税込）　ISBN4-8169-1979-1　2006.5刊

好評既刊


