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展覧会・展覧会カタログ
展覧会や、展覧会カタログについて調べるための資料をご紹介します。
展覧会を調べる
開催中の展覧会を調べる
● アートコモンズ (国立新美術館)
● ミュージアムカフェ (廣斉堂)
● インターネットミュージアム (丹青社)
● アートスケープ (大日本印刷)
過去の展覧会を調べる
上記 web サイトで調べられない過去の展覧会を調べるには
● 美術展覧会開催情報 (東京文化財研究所)
東京文化財研究所が 2013 年 8 月末までに収集した、1935(昭和 10)年以降主に日本国内で開催され
た美術関係の展覧会情報のデータベース。会場、展覧会名、開催年から検索できる。2014 年 4 月
更新 192,010 件。
● 日本の美術展覧会記録 1945-2005+art commons : 横断検索[試行版] (国立新美術館)
『日本の美術展覧会記録 1945-2005』を元に作成したデータベースとアートコモンズを統合したも
の。
■『日本美術年鑑』美術研究所著 美術研究所, 1936- 【103-22閲覧室】
わが国の美術界の一年間の動向を、基本となる資料を収集整理してまとめたもので、美術展覧会
の情報を掲載している。1936(昭和11)年より現在の東京文化財研究所の前身の美術研究所から刊
行されている。
年度毎の内容
■『日本の美術展覧会開催実績 : 1945-2005』中島理壽監修 国立新美術館, 2010.12 【106-1008
閲覧室】
1945 年から 2005 年までの日本国内の、国公立、私立美術館で行われた展覧会の展覧会情報と、展
覧会カタログの有無、カタログの所蔵先の情報が掲載されている。
■「国立国会図書館所蔵戦前期美術展覧会関係資料目録」石渡裕子編 『参考書誌研究』第 50 号,
1999 本文 PDF (18.4MB)
国立国会図書館が所蔵する 1872 (明治 5)年～1944 (昭和 19)年に国内で開催された美術展覧会 (博
覧会等も含む)の出品目録類を採録対象とし、展覧会情報と関連資料 (出品目録・図録)の書誌情報
を開催年順に配列している。
■『市井展の全貌』東京美術倶楽部編 八木書店, 2012-2015 2 冊 【106-1148 閲覧室】
百貨店美術部や日本画商が開催した展覧会 (市井展)について調査しまとめたもの。開催情報や出
品作品、それらの典拠や文献等を記載している。
■『国際交流基金展覧会記録 1972-2012』国際交流基金文化事業部編 国際交流基金, 2013.3
【006-524 閲覧室】
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● 海外で開催された日本古美術展データベース 1936-2016 (東京国立博物館)
1936 年～2016 年に日本国外で開催された日本の古美術品を主体とする企画展を検索することがで
きる。
● 東京国立博物館 過去の特別展 (東京国立博物館)
2004 年度以降の東京国立博物館の特別展の WEB サイトがまとめられている。2003 年度以前は、
2003 年度以前の展覧会一覧に国立移管後の主要な展覧会リストが表示される。
● 国立西洋美術館 過去の展覧会 (国立西洋美術館)
1960 年以降の国立西洋美術館の過去の展覧会の一覧。個々の展覧会のページでは展覧会の趣旨、
出品点数、入場者数などの展覧会情報が表示される。
■『東京国立近代美術館 60 年史』東京国立近代美術館 2012.12 【106-1124 閲覧室】
展覧会カタログを探す
● 東京国立博物館資料館図書検索 (東京国立博物館) 詳細検索 – 図書・雑誌検索
資料館で所蔵する約 34,000 冊の展覧会カタログを検索できる。詳細検索の画面で、請求番号に、
｢T*｣と入力した上で、検索条件を入力する。右側の絞込み条件の図書/雑誌は図書を選択。
● 国会図書館サーチ (国立国会図書館)
国立国会図書館が所蔵する資料をはじめ、都道府県立図書館、政令指定都市の市立図書館の蔵
書、国立国会図書館や他の機関が収録している各種のデジタル情報などを検索できる。
● CiNii Books (国立情報学研究所)
全国の大学図書館等が所蔵する図書・雑誌の総合目録データベース。フリーワードに｢展覧会カタ
ログ｣と入力すると、約 81,602 件がヒットする。(2017.5.11 確認)タイトル等のキーワードと組み
合わせて検索する。
● 美術図書館横断検索 (ALC)
東京、横浜の国公立の 9 機関 11 室の美術館・博物館図書室の展覧会カタログを含む図書が横断検
索できる。展覧会カタログのみを対象に選べない機関は図書を選択して検索。
神奈川県立近代美術館美術図書室、国立新美術館アートライブラリ、国立西洋美術館研究資料センター、東京国立
近代美術館アートライブラリ、同工芸館図書閲覧室、同フィルムセンター図書室、東京国立博物館資料館、東京都
江戸東京博物館図書室、東京都現代美術館美術図書室、東京都写真美術館図書室、横浜美術館美術情報センター

● 展覧会カタログ検索 (東京文化財研究所)
東京文化財研究所が所蔵する展覧会カタログ 36,806 件を展覧会名・会場名・開催年(単年度のみ)
から検索できる。 (2015 年 8 月更新)
■『展覧会カタログ総覧』日外アソシエーツ株式会社編 日外アソシエーツ, 2009.1 2 冊 【103110 閲覧室】
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・国立新美術館・東京国
立博物館・東京都江戸東京博物館の７館の展覧会カタログの総合目録。
1880-2007 年に開催された国内の展覧会カタログ 61,300 点を分類別に配列し、開催年や会場会
期、主催者およびカタログの所蔵館を掲載。巻末に人名・事項名索引と主催者名索引を付す。
■『東京都現代美術館所蔵展覧会カタログ目録 日本語編』東京都現代美術館普及部図書情報係 (美
術図書室)編 東京都現代美術館, 2000-2001 2 冊 【002-A49 閲覧室】
東京都現代美術館が 1993 年 3 月までに整理した日本語の展覧会カタログ 15,005 点を分類順に配列
し、書誌情報を掲載している。索引編は、美術作家索引(グループ展の出品作家も 20 名まで採録)
と、美術館索引(美術館を主題としたもの 1,261 件を収録)からなる。
■『東京文化財研究所蔵書目録 6 展覧会カタログ』東京文化財研究所情報調整室資料閲覧室編 東
京文化財研究所, 2006 2 冊 【002-808 閲覧室】
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東京文化財研究所が所蔵する 1888 年から 2004 年までの約 24,000 冊の展覧会カタログを収録。
複製を探す
■『農商務省圖案及應用作品展覽會圖録 第 1 回～第 5 回』農商務省編 フジミ書房, 1998.9 5 冊
【106-592 閲覧室】
■『農商務省工藝展覽會圖録 第 6 回～第 11 回』農商務省編 フジミ書房, 1999.5 6 冊【106-592
閲覧室】
■『商工省工藝展覽會圖録 第 12 回』商工省編 フジミ書房, 1999.12 【106-592 閲覧室】
■『商工省工藝展覽會受賞品圖録 第 13 回～第 20 回』商工省編 フジミ書房, 1999.12 8 冊【106592 閲覧室】
■『近代日本アート・カタログ・コレクション』東京文化財研究所編纂 ゆまに書房, 2001-2008
89 冊【106-853 閲覧室】
明治初期から第二次世界大戦前までに開催された美術団体展の展覧会カタログを復刻したシリー
ズ。
海外の展覧会カタログを探す
● Worldwide Books: Exhibition Catalogues and Other Books on Art (Worldwide Books)
過去 50 年にわたって刊行されたヨーロッパ、北米ほか世界の展覧会カタログ約 65,000 冊を含む
データベース
● Artbook (Distributed Art Publishers)
● Art Discovery Group Catalogue
2014 年 OLCL によって world cat の中で公開され、世界各国の 44(2017.5 現在)の美術図書館の所
蔵資料を World cat のデータとともに横断検索することができる。
● World Cat (OCLC Online Union Catalog)
アメリカの OCLC (Online Computer Library Center)が提供する世界最大の書誌データベース
で、北米を中心とした世界各国の OCLC 加盟館の所蔵情報を調べることができる。
● KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
ドイツ語圏各地の総合目録と欧米主要国の図書館の蔵書検索を横断検索する。
■ The Worldwide bibliography of art exhibition catalogues,1963-1987. vol.1-3. Kraus
International, 1992 3v.
1963 年から 1987 年までに世界各国で開催された展覧会のカタログ 17,500 冊を収録。
展覧会カタログの中の記事・目次を探す
● 東京国立博物館資料館図書検索 (東京国立博物館) 詳細検索 - 論文検索
戦後当館で開催された特別展のカタログに収載された論文を、タイトル、著者名から検索するこ
とができる。
● 文化財関係文献の検索 (東京文化財研究所)
東京文化財研究所が運営する 6 つのデータベースを統合したもの。美術全集や展覧会カタログの
論文を検索できる。
● ALC 参加館の OPAC
目次入力を行っている館がある。
展覧会の出品情報を調べる
● 東京国立博物館資料館図書検索 (東京国立博物館) 詳細検索 - 論文検索
戦後東京国立博物館で開催された特別展(一部)および、2007 年以降の他館開催の展覧会で、東博
の所蔵品が掲載されている場合、列品番号で検索すると、資料が掲載されているカタログを検索
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できる。詳細検索－論文検索のページで、本文・抄録の入力欄に列品番号を入力する。
● 東京国立近代美術館 本館・工芸館企画展出品作家総索引(和・欧)検索 (東京国立近代美術館)
東京国立近代美術館(工芸館含む)で 1952 年 12 月から現在までに開催された企画展の出品作家名
(団体名含む)を検索することができる。
■『国立西洋美術館展覧会総覧 1960-2009』国立西洋美術館編 国立西洋美術館, 2009.6【106-549
閲覧室】
国立西洋美術館で 1960 年から 2009 年の間に開催された展覧会の総覧。作家名の判明する出品作
品については、作家別索引から展覧会を検索することができる。
● 図録ドット JP (東京藝術大学大学美術館内ミュージアムショップ)
東京藝術大学大学美術館内ミュージアムショップが運営する展覧会カタログの販売サイト。目
次、出品作品を検索することができる。
● 国立国会図書館デジタルコレクション (国立国会図書館)
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料を検索・閲覧できるサービス。展覧会カタロ
グに限らず、目次情報から収録されている作品や作家名を検索できる場合がある。
■『内国勧業博覧会美術品出品目録』東京国立文化財研究所美術部編 東京国立文化財研究所,
1996.2 【103-80 閲覧室】明治 10 年 (1877)の第 1 回内国勧業博覧会～明治 36 年 (1903)第 5 回内国勧業博覧会
■『明治期万国博覧会美術品出品目録』東京国立文化財研究所美術部編 東京国立文化財研究所,
1997.5 【103-82 閲覧室】1867 年のパリ万博～1910 年の日英博覧会
■『明治期美術展覧会出品目録』東京文化財研究所美術部編 東京国立文化財研究所, 1994 【103-91
閲覧室】明治期の美術団体、鑑画会、明治美術会、日本青年絵画協会、日本絵画協会、白馬会の展覧会出品データ
■『明治期府県博覧会出品目録 明治 4 年～9 年』東京文化財研究所美術部編 東京文化財研究所,
2004.3 【600-28 閲覧室】
明治 4 (1871)年の大学南校物産会～明治 9 (1876)年の富山展覧会
■『大正期美術展覧会出品目録』東京文化財研究所美術部編 東京文化財研究所, 2002.3 【103-93
閲覧室】大正期 (1912-1926)を中心に日本国内で開催された展覧会(博覧会も含む)
■『昭和期美術展覧会出品目録 戦前篇』東京文化財研究所美術部編 東京文化財研究所, 2006
【103-105 閲覧室】昭和戦前期 (1926〜1945 年)を中心に国内で開催された美術展覧会のうち、主要なもの 32 件
■『日展史』日展史編纂委員会企画・編集 日展, 1980−2002 41 冊【106-76 閲覧室】
1(第 1 回文展：明治 40 年)～41(改組第 10 回日展：昭和 53 年)
■『文展・帝展・新文展・日展全出品目録 : 明治 40 年-昭和 32 年』日展史編纂委員会企画・編集
日展, 1990.3 (日展史資料 1)【106-A88 閲覧室】
■『文展・帝展・新文展・日展出品歴索引 : 明治 40 年-昭和 32 年』日展史編纂委員会企画・編集
日展, 1990.3 (日展史資料 2)【106-A88 閲覧室】
■『日本美術院百年史 第 1～15 巻・索引』日本美術院百年史編集室編 日本美術院, 1989～2004 19
冊【106-A86 閲覧室】
■『美術家索引』恵光院白編 日外アソシエーツ, 1991-1992 2 冊【103-69 閲覧室】
● Pre-1877 Art exhibition Catalogue Index (americanart.si.edu/research/programs/1877/)
1877 年以前のアメリカとカナダで開催された展覧会の索引。展示された美術品や展覧会の情報
を調べることができる。
2017.5.19
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