
展覧会図録 ゴッホの絵については何度も⽇本で展覧会が開催されています。

著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

ゴッホ展 ゴッホ／画  MBS 2013 723.35/G57 1110200183

ゴッホ展 没後120年 ゴッホ／画 東京新聞 2010 723.35/G57 1107935684

ゴッホ展 孤⾼の画家の原⾵景 ゴッホ／画 NHK 2005 723.35/G57 1107571349

ゴッホと⽇本展 テレビ朝⽇ 1992 723.35/G57 1100419041

ヴァン・ゴッホ展 ゴッホ／画 東京新聞 1976 723.35/G57 1107084517

フィンセント・ファン・ゴッホ展 ゴッホ／画 美術出版社 1958 ⾃動化 1107345355
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書  名 著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

⻄洋絵画の巨匠 2 ゴッホ ゴッホ／画 ⼩学館 2006 E/723.00/Se19/
2

1108337468

ゴッホ全油彩画 ゴッホ／画 タッシェン・ジャパン 2002 723.35/G57 1107011197

フィンセント・ファン・ゴッホ 1853-1890 インゴ・F.ヴァルター／著 タッシェン・ジャパン 2000 723.35/G57 1106010885

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ  マルク・エド・トラルボー／著 河出書房新社 1992 E/723.35/G57 1101911608

ゴッホ  ウィリアム・フィーヴァー／著 岩波書店 1993 E/723.35/G57 1100281292

現代世界の美術 ５ ゴッホ  中⼭ 公男／ほか編集委員 集英社 1985 72/ケ3/5 1106819889

書簡・回想録  弟テオと交わした膨⼤な量の⼿紙はゴッホを知る上で重要な資料です。

書  名 著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

ゴッホの⼿紙 絵と魂の⽇記 ゴッホ／著 ⻄村書店 2012 723.35/G57 1110037957

ファン・ゴッホの⼿紙 ゴッホ／著 みすず書房 2001 723.35/G57 1106013541

ファン・ゴッホ書簡全集 1〜6 ゴッホ／著 みすず書房 1984 723/G/１〜6 1100758372他

ゴッホの⼿紙 上〜下 ゴッホ／著 岩波書店 1983他 723.35/G57 1108712272他

回想のゴツホ エリザベツト・ デユ ケスヌ・フアン・ ゴツホ／著 叢⽂閣 1921 ﾖ/711/58 1103157267
※テオの妻ヨーの回想は「ファン・ゴッホ書簡全集」第1巻に、友⼈ベルナールの回想は「ゴッホの⼿紙 上巻」に収められています。

⼊⾨編  児童書などもあります。
書  名 著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

もっと知りたいゴッホ ⽣涯と作品 圀府寺 司／著 東京美術 2007 723.35/G57 1110123609

⼆時間のゴッホ ⻄岡 ⽂彦／著 河出書房新社 1995 723.35/G57 1100414752

ゴッホ 燃え上がる⾊彩 パスカル・ボナフー／著 創元社 1990 S/723.35/G57 1100024494ゴッホ 燃え上がる⾊彩 パスカル ボナフ ／著 創元社 1990 S/723.35/G57 1100024494

ゴッホの⽣涯 上 ・ 下（新潮コミッ 芝⽥ 英⾏／著 新潮社 1994 723/Sh/1・2 1100789930他

ゴッホ 画家になった男の⼦の話 ⽊下 ⻑宏／著 ブロンズ新社 1988 B3/コツ 1200167151



評伝・⼩説・エッセーなど  さまざまな視点からのゴッホ像

書  名 著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

ファン・ゴッホ詳伝 ⼆⾒ 史郎／著 みすず書房 2010 723.35/G57 1108660224

⼩林秀雄全集 第10巻 ゴッホの⼿紙 ⼩林 秀雄／著 新潮社 2002 918.68/Ko12/10 1107012484

蕭条の旅⼈ 画家ゴッホの記録  野村 篤／著 ⽇本図書刊⾏ 2002 723.35/G57 1107048488

⽿を切り取った男  ⼩林 英樹／著 ⽇本放送出版 2002 723.35/G57 1107036764

ゴッホ 闘う画家  ⽊下 ⻑宏／著 六耀社 2002 723.35/G57 1108195346

ゴッホ パスカル・ボナフ／著 中央公論社 1991 E/723.35/G57 1100419017

ゴッホ 星への旅 上 ・下  藤村 信／著 岩波書店 1989 723/F/1・2 1100758059他

ゴッホ神話の解体へ  ⽊下 ⻑宏／著 五柳書院 1989 723.35/G57 1100024775

ヴァン・ゴッホ アントナン・アルトー／著 筑摩書房 1986 723/A 1100757549

ファン・ゴッホ 1853-1890 ロバート・ウオレス／著 タイムライフブックス 1979 723.35/G57 1106010885

ゴッホの⽣涯  アンリ・ペリュショ／著 紀伊国屋書店 1958 723/P 1101963088

ゴッホ  ウィリアム・フィーヴァー／著 岩波書店 1993 E/723.35/G57 1100281292

炎の⽣涯 ファン・ゴッホ物語  アーヴィング・ストーン／著 フジ出版社 1975 F3/ST7 1100848181

焔と⾊ ⼩説ヴァン・ゴッホの⽣涯  ステファン・ポラチェック／作 牧野書店 1941 ﾖ/843/1104 1101479689

紀⾏  いくつかの国を移り暮らしたゴッホの⾜跡

書  名 著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

ゴッホ 旅とレシピ 林 綾野／著 講談社 2010 723.35/G57 1110119821

⻘空の憂鬱  ゴッホの全⾜跡を辿る旅 吉屋 敬／著 評論社 2005 723.35/G57 1108083468

ゴッホを旅する カルチャー紀⾏ 南川 三治郎／写真・⽂ 世界⽂化社 2003 723.35/G57 1108208727

ゴッホのフランス⾵景紀⾏ 佐々⽊ 三雄／⽂ 求⻯堂 1999 723.35/G57 1106039108

ゴッホ紀⾏ van gogh 粟津 則雄／著 平凡社 1984 72 1106312497

ヴァン・ゴッホの蜃気楼  絵筆の旅 おおば ⽐呂司／著 講談社 1984 72 1106313842

研究等
書  名 著 者 名 出 版 者 出版年 請求記号 資料コード

「ゴッホの夢」美術館 圀府寺 司／監修・著 ⼩学館 2013 E/723.35/G57 1110119342

ゴッホ  契約の兄弟 新関 公⼦／著 ブリュッケ 2011 723.35/G57 1108782721

ゴッホの宇宙(そら) ⼩林 英樹／著 中央公論新社 2010 723.35/G57 1108905488

ファン・ゴッホ アルフレート・ネメチェク／解説 岩波書店 2010 723.35/G57 1108887629

ファン・ゴッホ  ⾃然と宗教の闘争 圀府寺 司／著 ⼩学館 2009 723.35/G57 1108829316

ゴッホ  千⽇の光芒 ⼩⼭⽥ 義⽂／著 三元社 2006 723.35/G57 1108107598

ゴッホの復活 ⼩林 英樹／著 情報センター出版局 2007 723.35/G57 1108528363

ゴッホはなぜゴッホになったか ナタリー・エニック／著 藤原書店 2005 723.35/G57 1108273788

ゴッホの眼 ⾼階 秀爾／著 ⻘⼟社 1984 723/TA 1100790441

ストリンドベルクとファン・ゴッホ カール・ヤスパース／著 みすず書房 1959 949/J 1100680303

ファン・ホッホの⽣涯と精神病 上・ 式場 隆三郎／著 聚楽社 1932 ﾖ/711/126/１・2 1103158000他

ファン・ホッホ論 ⾚松 義麿／著 岩波書店 1925 ﾖ/711/93 1103157689

〒606 8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9 TEL (075)762 4655 http://www library pref kyoto jp/

 

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9 TEL (075)762-4655 http://www.library.pref.kyoto.jp/
開館時間 ⽕〜⾦曜⽇：9時30分〜19時、⼟・⽇・祝⽇：9時30分〜17時

休館⽇ ⽉曜⽇(祝⽇及び振替休⽇は開館、翌⽇が休館)・毎⽉第4⽊曜⽇・年末年始・特別整理期間

※地下1階閲覧室の美術館特設コーナーでは京都国立近代美術館と京都市立美術館の主催展覧会図録を過去10年分ご覧いただけます。
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