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「パスファインダー」（Pathfinder)とは、疑問や問題を解決するために図書館の資料や情報を探す際

に参考となる基本資料や情報源、調べ方を紹介する「テーマ別の手引き」のことです。 

 皆様の調べものや本探しにお役立てください。 

 

世界的に著名な前衛芸術家 草間彌生氏。美術作品の他にも小説、詩など幅広く創作活動をおこなって 

います。新宿区名誉区民であり、新宿区弁天町に「草間彌生美術館」があります。さまざまな角度から 

草間彌生氏の魅力を調べてみませんか。 

 

わからないことがありましたら、お気軽に図書館職員におたずねください。 

調べるためのキーワード 

新宿区立図書館の検索機、もしくは、新宿区立図書館ホームページ「簡単検索」で「キーワード」を 

入力すると、関連資料がどこの館にあるのか確認できます。 

 

前衛芸術／現代美術／現代アート／版画／詩人／小説家／ポップアート／60‘ｓ 

水玉／反復／かぼちゃ／インスタレーション／ハプニング／パフォーマンス  

無限の網／新宿区名誉区民／名誉都民／香川県・直島／長野県・松本市  

松本市美術館／アメリカ・ニューヨーク／野性時代新人文学賞  

（論文やデータベース、検索エンジンなどで調べるためのキーワード） 

ソフトスカルプチュア（soft sculpture）／オブセッショナル・モノクローム 

オブリタレーションルーム／アート・スチューデンツ・リーグ／ 

高松宮殿下記念世界文化賞／安吾賞／フランス芸術文化勲章オフィシエ／ 

「ＴＩＭＥ」世界で最も影響力のある 100人／ジョージア・オキーフ／ 

ジョゼフ・コーネル／ドナルド・ジャッド／アンディ・ウォーホル／ 

クレス・オルデンバーグ など、調べていくうちに新たなキーワードが見つかるかもしれません。 

 

前衛芸術家 草間彌生氏について調べるには 

https://yayoikusamamuseum.jp/
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=0&histnum=1
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直接図書館の棚に行って探す 

図書館の資料は、テーマ（分類）ごとに番号順で並んでいます。本の背表紙には右の図の 

ようなラベルが貼ってあります。上段は別置記号、分類番号、下段は図書記号です。 

図書記号は、原則著者名のよみの頭文字です。 分類番号等について詳しくはこちら 

このパスファインダーでは、（資料番号 別置記号 分類番号 図書記号） 

の順で表記しています。   例（0060123450 R336.8-シ）       

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 資料の例 

資料名 著者・編者・監修 出版者 発行年月 
ISBN  

資料番号 

請求記号 

草間彌生を知りたい 
 

枻出版社 2012年 10月 
978-4-7779-2515-5 

0050788090 

702.1-ｸ 

草間彌生物語 永遠
と わ

へ 
サラ・スズキ文 

エレン・ワインス

タイン絵 

グラフィック社 2019 年 9月 
978-4-7661-3268-7 

0360132191 

702-ｽ 

芸術の女王 草間彌生 

（別冊太陽） 

建畠晢／監修 平凡社 2015年 01月 
978-4-582-92225-7 

0051181861 

702.1-ｸ 

無限の網 草間彌生自伝 

（文庫） 

草間彌生 新潮社 2012年 04月 978-4-10-136541-1 

0360131177 

BB-702-ｸ 

草間彌生 わたしの芸術 
草間彌生 グラフィック社 2019年 08月 978-4-7661-3288-5 

0360132231 

708-ｸ 

草間彌生全版画 
草間彌生 阿部出版 2017年 04月 978-4-87242-446-1 

0360132215 

730-ｸ 
 

 

702 美術―歴史 

 704 美術―評論 

707 芸術教育 

708 日本美術―図集 

723 絵画 

730 版画 

BB クサ※ 280 

  人名辞典 

※「BB」は文庫、 

背ラベルに分類番号がな

く、図書記号が著者姓の 

よみ二文字が入っているも

のは日本の近代小説です。 

他に 

「新宿区ゆかりの人物」として、 

「地域資料のコーナー」に 

配架している館もございます。 

詳しくは各図書館カウンターに

お尋ねください。 

 
R336.8 

シ 

分類番号 

草間彌生氏についての資料は主に以下の分類番号のところにあります。 

図書記号 

別置記号 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1641422764.pdf
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0050788090
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0360132191
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0051181861
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0360131177
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0360132231
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0360132215
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専門事典・辞典で調べる 

資料名 著者・編者・監修 出版者 発行年月 ISBN 

資料番号 請求記号 資料内容 

現代アート事典 美術手帖／編 美術出版社 2009 年 3月 978-4-568-43068-4 

0201829990 702-ｹﾞ 現代アートを 40のテーマに分類・解説。 

コラム「美術家の思想 04」で草間氏を取り上げています。 

日本近現代 

美術史事典 

多木浩二／監修 東京書籍 2007 年 9月 978-4-487-73335-4 

0201717392 702 -ﾆ 江戸後期から現在に至るまでの日本美術事典。 

「パフォーマンス」「彫刻」の項などに解説があります。 

＜現代日本＞ 

朝日人物事典 

朝日新聞社／編 朝日新聞社 1990年 12月 4-02-340051-3 

0700341161 281-ｹﾞ 1926年以降、日本人および日本で活躍した外国人を含む人物事典。 

現代用語の基礎知識 

2019 

自由国民社 自由国民社

／編集 

2019年 01月 978-4-426-10137-4 

0360084417 R031 ｹﾞ '19 ジャンル別に、現代用語を解説。「文化」＞「美術」＞ 

美術トピックにて解説。 
 

 

 

雑誌・新聞・視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）で調べる 

新宿区立図書館のホームページ、「簡単検索」もしくは「詳しくさがす」の画面で、「キーワード」を入力し、「資

「資料種別」の「雑誌」「CD」「DVD」などを選ぶと 資料の種類を絞って調べることができます。 

 

～キーワード「草間彌生」資料区分「雑誌」または「ＤＶＤ」で検索した例 

資料名 監督など 出版者 発行年月 資料番号 

資料種類 請求記号 資料内容 

芸術新潮 2017年 4月号  新潮社 2017 年 04 月 0031132536 

雑誌  特集 草間彌生が凄すぎる! 

草間彌生 ∞ ヘザー・レンズ ポニーキャニオン 2020 年 0044056387 

ＤＶＤ ＤＶ６４ ドキュメンタリー。 

≒草間彌生 わたし大好き 松本貴子 ＢＢＢ 2017 年 0044050329 

ＤＶＤ ＤＶ６４ ドキュメンタリー。 

●各新聞の原紙の所蔵館はこちら【新聞などの目録】でご確認ください。 

●新聞縮刷版が各図書館にあります。所蔵している新聞縮刷版が異なりますのでお問い合わせください。 

 

 

 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0201829990
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0201717392
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0201717392
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700341161
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0700341161
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0360084417
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0360084417
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=0&histnum=1
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/selectsearch.do?searchkbn=2&histnum=1
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0031132536
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0044056387
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/WebOpac/webopac/searchdetail.do?docnum=0044050329
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/newspaper/
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商用データベースで調べる 

新宿区立図書館にご来館いただきますと各種商用データベースを無料でお使いいただけます。 

通常のインターネットでは出てこない情報を得ることができます。 

新宿区立図書館でお使いいただける商用データベース名は 

こちら【利用可能な商用データベースなど】で確認ができます。 

◆例えば・・新聞記事検索ができるデータベース 

●「聞蔵Ⅱ」（朝日新聞）●「毎索」（毎日新聞）●「ヨミダス」（読売新聞） 

●「日経テレコン 21」（日本経済新聞）●「産経新聞データベース」 

●「中日新聞・東京新聞記事データベース」があります。 

「記事がいつ掲載されたか不明」や「地方版がみたい」場合に便利です。 

商用データベースはプリントアウトが可能です（印刷は有料です。） 

ご利用の際は、図書館カウンターまでお声かけ下さい。 

 

インターネットで調べる 

 

草間彌生 

Yayoi Kusama Official Site 

前衛芸術家、草間彌生の公式ホームページ。 

 バイオグラフィー、展覧会情報、グッズ紹介等の情報。 

どのような論文が書かれているか調べるには・・・ 

CiNii Articles 日本の論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報が検索できます。 

国立国会図書館サーチ 詳細検索画面でデータベース「国立国会図書館オンライン 

（雑誌記事索引）」資料種別「記事・論文」にチェック。 

Google Scholar グーグルが提供する論文検索サービス。海外の論文も検索できます。 

どこに作品があるのか、インターネット上で公開されているデジタル資料を調べるには・・・ 

ジャパンサーチ 日本の幅広い分野のデジタルアーカイブと連携し、多様なコン

テンツをまとめて検索・閲覧・活用できるプラットフォーム。 

デジタルアーカイブジャパン推進委員会及び実務者検討委員会 

（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）の方針のもと国立国会図書館がシステムを運用。 

美術手帖 HP 

 

「いくつ行ったことある？草間彌生の作品にいつでも会える国

内の美術館まとめ」  

雑誌『美術手帖』が運営するアートのポータルサイト。 

独立行政法人国立美術館 

所蔵作品総合目録検索システム 

独立行政法人国立美術館の４つの美術館が、2020年 3月末まで

に収蔵した所蔵作品の総合目録を検索することができます。 

東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館の 4館。   

Digital Public Library of America 

（英語） 

米国の図書館・博物館・文書館等のデジタルアーカイブを横断

検索できるポータルサイト。「Search the collection」 

内に「yayoi kusama」と入力。  

ボストンに本社を置く非営利団体「Digital Public Library of America」が運営。 
 

https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/guide/db.html
http://yayoi-kusama.jp/
http://yayoi-kusama.jp/
https://ci.nii.ac.jp/
https://iss.ndl.go.jp/
https://scholar.google.co.jp/
https://jpsearch.go.jp/
https://bijutsutecho.com/
https://bijutsutecho.com/magazine/insight/16088
https://bijutsutecho.com/magazine/insight/16088
https://search.artmuseums.go.jp/
https://search.artmuseums.go.jp/
https://dp.la/
https://dp.la/
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他の図書館、類縁機関等で調べる 

美術館にあるライブラリーをご紹介いたします。 

必ず利用方法等ご確認の上、ご来館願います。 
 

東京都現代美術館 

美術図書室 

〒135-0022 東京都江東区三好 4-1-1(木場公園内) 

TEL：03-5245-4111（代表） 

またはハローダイヤル（9:00-20:00 年中無休） 

050-5541-8600 

【要事前予約】 

東京国立近代美術館 

アートライブラリ 

〒102-8322 

千代田区北の丸公園 3-1 

050-5541-8600（ハローダイヤル 9:00～20:00） 

【要事前予約】 

国立新美術館 

アートライブラリー 

〒106-8558 

東京都港区六本木 7-22-2 

03-5777-8600 

 

東京都内で作品に出会う。 
 

YAYOI KUSAMA MUSEUM 

草間彌生美術館 

 

〒162-0851 東京都新宿区弁天町 107 

入場は日時指定の完全予約・定員制。 

チケットは美術館ウェブサイトのみで販売。 

丸の内ストリートギャラリー 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3丁目 3 

屋外のギャラリー。 

「われは南瓜」2013 年制作（黒御影石）を展示。 

東京都庁展望室 

「おもいでピアノ」 

誰でも自由に弾ける「おもいでピアノ」は 

草間彌生氏がデザイン監修。 

 

※掲載情報は 2021 年 10月 31 日現在のものです。 

※新宿区立図書館では、このパスファインダー掲載資料の他にも関連図書を所蔵しています。 

※新宿区立図書館ホームページの所蔵検索結果の見方はこちら 

 ご覧になりたい方は、図書館職員までお問い合わせください。 

担当；新宿区立鶴巻図書館 

指定管理者 ナカバヤシ株式会社 

 

https://www.mot-art-museum.jp/library/
https://www.mot-art-museum.jp/library/
https://www.momat.go.jp/am/library/
https://www.momat.go.jp/am/library/
https://www.nact.jp/art-library/
https://www.nact.jp/art-library/
https://yayoikusamamuseum.jp/
https://yayoikusamamuseum.jp/
https://www.marunouchi.com/lp/street_gallery/index.html
https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/diary/report/2019/04/08/01.html
https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/diary/report/2019/04/08/01.html
https://www.library.shinjuku.tokyo.jp/lib/files/libimg1640217858.pdf

