
2016.12

日外アソシエーツ 編
B5・1,050頁　定価（本体90,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2395-1　2013年1月刊行

●近代日本の版画図版を探せる総索引●
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個人美術全集に収載された2.3万件
●個人美術全集・全作品目録（レゾネ）、主要個人画集などに収
載された版画作品の図版を探せるレファレンス事典です。戦
後刊行された260種290冊を対象に、近現代の版画作品を制作
年代別に分冊、全2巻構成の新シリーズです。

●本巻では、168種198冊の全集より明治から昭和40年代前半
に制作された日本の版画作品23,037点の図版情報を収録しま
した。

作品小事典としても役立つ！
●本文は作品名の五十音順に排列。各作品名のもと、作者、収
載全集名、図版番号などを記載。また、制作年代・素材・技
法・所蔵機関もわかるので、作品小事典としても役立ちます。

●画家ごとに作品を一覧できる「作者名索引」付き。



花（梅）
【前田藤四郎】
「版画集　前田藤四郎」　京都書院　1978

◇図単色45（白黒）　昭和40　30.0×43.3
花を抱ける少女
【山口進】
「山口進版画集」　形象社　1979

◇p80（カラー）　昭和26　多色　58.6×43.6
花籠
【川上澄生】
「川上澄生全集 11」　中央公論社　1979

◇p191（白黒）　昭和2　木版　27.5×18.4
【棟方志功】
「棟方志功全集 4巻」　講談社　1978

◇図29（カラー）　昭和12　7.0×8.2
花籠と牧神
【萩原英雄】
「萩原英雄木版画作品総目録（カタログ・レゾネ）　
　Vol.（II）」　ギャラリー壱山　1986

◇図354（白黒）　1965　2版　2色　鳥の子紙　
　53.5×37　限定50部

華狩頌
【棟方志功】
「棟方志功全集　9巻」　講談社　1980

◇図194（カラー）　昭和29　132.0×158.0
【棟方志功】
「棟方志功板画大柵」　講談社　1970

◇p106～107（白黒）
話
【城所祥】
「静影の版画家　城所　祥　版画集」　阿部出版　　
　2008

◇図125（カラー）　昭和43　紙　木口木版　93×
　134　［八王子市夢美術館］

花束
【駒井哲郎】
「駒井哲郎 銅版画作品集」　美術出版社　1973
◇図160（白黒）　1968　エッチング　9.2×8.4　E.A.5部
【長谷川潔】
「長谷川潔の全版画」　玲風書房 2000
◇図185-I（白黒）　1926 ポアント・セッシュ 64.0×
46.5 限定15部 ステート版あり
「長谷川潔版画作品集 普及版」 美術出版社 1979
◇図219〔カタログ〕（白黒）　1926 ポアント・セッシュ 
64.0×46.5 限定15部
【南桂子】
「南桂子の世界 空・鳥・水…」 美術出版社 1973
◇図12（白黒） 1955 エッチング 39.0×28.2 限定50
部，Ep.
花と荷車
【北岡文雄】
「北岡文雄木版画60年 版と造形の探究」 美術出版社 
2003
◇p16～17（カラー） 1969 23.0×54.3
花とニューヨーク（アメリカ）
【関野準一郎】
「関野準一郎版画作品集」 阿部出版 1997
◇p131（白黒） 1960 木版 57×85
「関野準一郎版画作品集」 阿部出版 1994
◇図260（白黒） 1960 木版 57×85

花と四つの顔
【小磯良平】
「小磯良平銅版画作品集」　ウメダアート　1977

◇図20（白黒）　1966　エッチング　velin cuve 　
　bfk rives　版面19.8×24.7，紙38.1×46.1　　
　ed.10部

花の人
【荒木哲夫】
「荒木哲夫作品集」　バンティアン　1996

◇図1（カラー）　1966　銅版　エッチング　アク
　アチント　23×16.8

花の風土
【田川憲】
「長崎・東山手十二番館」　コガ形象社　1973

◇p88（白黒）　昭和30　墨刷　［個人蔵］
◇p90（カラー）　昭和30　多色刷

花火
【畦地梅太郎】

「畦地梅太郎全版画集」　町田市立国際版画美術館
　1991

◇図233（白黒）　1956（昭和31）　木版多色　16.0
　×8.0　画面右下:う（マーク）　［畦地梅太郎記
　念美術館］
◇図293（白黒）　1961（昭和36）　木版多色　
　16.6×12.1　画面左下:う（マーク）

【織田一磨】
「織田一磨」　三彩社　1974

◇図104（白黒）　大正9　色刷　限定5枚
◇図105（白黒）　大正9　色刷　限定5枚

【川西英】
「川西英版画集　2」　形象社　1980

◇p82（白黒）　昭和28　多色　48×33
華やかなる孤独
【清宮質文】
「清宮質文作品集」　南天子画廊　1986

◇p72（白黒）　1967　木版　29.5×24.0　EA
花嫁
【池田満寿夫】
「池田満寿夫全版画」　美術出版社 1991
◇図34（白黒） 1957 エッチング アクアチント 15.0×
11.5 限定20部
◇図74（カラー） 1958 レリーフ エッチング 20.0×
20.5 限定15部

「池田満寿夫全版画作品集」 美術出版社 1972
◇図34（白黒） 1957 Etching，Aquatint 15.0×11.5 
Edition20
◇図74（白黒） 1958 Relief Etching 20.0×20.5 
Edition15
【北川民次】
「北川民次版画全集1928―1977」 名古屋日動画廊 
1977
◇図78（白黒） 1958 リトグラフ 5版 32.5×25 限定50
【古川龍生】
「田園抒情―古川龍生木版全集」 叢文社 1980
◇図114（カラー） 1935 32.7×23.5 ［栃木県立美術
館］
◇図116（カラー） 1936 41.0×31.0 ［栃木県立美術
館］

秋扇の柵
【棟方志功】
「棟方志功全集　5巻」　講談社　1980

◇図360（カラー）　昭和28　33.5×24.0
空鑵（浮浪者たち）
【小野忠重】
「小野忠重全版画」　求龍堂　2005

◇p26，図196（カラー/白黒）　昭和10　木版多
　色　48.8×60.7　［小野忠重版画館］

秋立つ頃
【山口進】
「山口進版画集」　形象社　1979

◇p104（カラー）　昭和38　多色　39.0×54.7
秋田にて
【滝平二郎】
「滝平二郎作品集　2」　岩崎書店　1984

◇p63（白黒）　1951　木版　30×22.8
【滝平二郎】
「滝平二郎版画集」　河出書房新社　1977

◇図37（白黒）　昭和26　墨一色摺り　30×22.8
あきた蕗
【勝平得之】
「勝平得之作品集　1」　秋田文化出版　2001

◇p17（カラー）　昭和37　14.2×46.0
「勝平得之全作品集」　博進堂　1992

◇図138（白黒）　昭和37　墨刷　14.2×46.0
秋の浅間山
【平塚運一】
「平塚運一版画集」　講談社　1978

◇図152（白黒）　1956　21×19.5
秋の川
【萩原英雄】
「萩原英雄木版画作品目録（カタログ・レゾネ） Vol.
（I）」 1988
◇図128（カラー） 1959 3版 6色 鳥のこ 27×38 限定
30部
秋の庭
【川瀬巴水】
「川瀬巴水木版画集」 毎日新聞社 1979
◇図47（カラー） 大正9 23.7×36.0
秋の庭（てなしなんきんをもぐ）
【飯野農夫也】
「飯野農夫也作品集」 家の光協会 1976
◇図58（白黒） 1960 37×22
秋の山路
【笹島喜平】
「笹島喜平版画集」　講談社　1980
◇図67（白黒）　1946　38×50

秋晴
【伊東深水】
「伊東深水全木版画　図録」　渡邊木版美術画舗　　
　1996

◇図49（カラー）　昭和5　特大判　48.3×30.4　
　画面左上:昭和五年秋、深水画　角印（深水）画
　面左下:丸印（ワタナベ）［東京国立近代美術館］

「伊東深水全集 第六巻」　集英社　1982
◇図42（カラー）　昭和5　特大判

【東山魁夷】
「東山魁夷全版画集」　日本経済新聞社　1995

◇図4（カラー）　1960　木版画（オリジナル）
　手漉和紙　24.8×37.2　画中右下に「魁」の朱
　文方印　限定200部

秋・弘前城
【橋本興家】
「橋本興家日本の城全版画集」　講談社　1978

◇図59（カラー）　1951　39.5×54.5
アキュミュレーション
【草間彌生】
「草間彌生版画集」　阿部出版 1992

◇図59（白黒）　1953～84　Etching　［1plate，
　1color］　Velin　d'Arches　27.3×45.3　　　
　Edition30/Proofs　3AP，1PP
◇図63（白黒）　1953～84　Etching　［1plate，
　1color］　Velin　d'Arches　27.7×45.3　　　
　Edition20/Proofs　2AP，1PP
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あきお

版画家だけでなく
日本画家・洋画家の
版画作品も探せる

戦後刊行された
美術全集・主要作家の
図版目録として全集を
多面的に活用できる

好評
既刊


