
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者名   出版者    出版年 請求記号 資料コード 

もっと知りたい竹内栖鳳 生涯と作品 吉中 充代ほか／著 東京美術 2013 721.9/Ta67 1110329313 
 

海を渡り世紀を超えた竹内栖鳳と

その弟子たち 
田中 日佐夫ほか／著 ロータスプラン 2002 721.9/Ta84 1106960147   

竹内栖鳳近代日本画の源流 広田 孝／著 思文閣出版 2000 721.9/Ta67 1108257385   

栖鳳芸談 「日出新聞」切抜帳 平野 重光／編著 京都新聞社 1994 721.9/Ta67 1100391489 他 

京都画壇散策 神崎 憲一／著 京都新聞社 1994 K/721.9/Ka59 1100391513 他 

竹内栖鳳 田中 日佐夫／著 岩波書店 1988 721.9/Ta67 1100024288   

竹内栖鳳芸苑余話 平野 重光／著 京都新聞社 1986 K/721.9/TA67 1106118464 他 

栖鳳閑話 竹内 逸／著 改造社 1936 ﾖ/722/388 1103165195   

 

書名 著者名   出版者    出版年 請求記号 資料コード 

竹内栖鳳展 京都市美術館ほか／編 日本経済新聞社 2013 721.9/Ta67 1110218011 他 

竹内栖鳳 平野 重光／責任編集 光村推古書院 2013 E/721.9/Ta67 1110141387 
 

竹内栖鳳（別冊太陽日本のこころ 211） 平凡社 2013 K/721.9/Ta67 1110141353 
 

巨匠の日本画 1 竹内栖鳳 
 

学研 2004 721.9/Ky5/1 1108251685 
 

京都日本画の流れ 文麟・楳嶺・栖鳳  京都市美術館／編 京都市 1995 K/721/KY 1101511770 他 

没後五〇年竹内栖鳳展 竹内栖鳳記念館学芸部／編 霞中庵竹内栖鳳記念館 1993 E/721/Ta 1100728003 
 

筆あとの誘惑 モネ、栖鳳から現代まで   京都市美術館／編 京都市 1992 720.87/Ky6 1107150979 他 

竹内栖鳳の資料と解題（叢書 京都の美術 4） 京都市美術館 1990 K/708/Ky6/4 1107439448 他 

竹内栖鳳（アサヒグラフ別冊 第 14 巻第 8号） 朝日新聞社 1988 E/721.9/Ta64 1100138278 
 

20世紀日本の美術 1 横山大観.竹内栖鳳 富岡秀男ほか／編 集英社 1987 E/720.87/N73/1 1100269198 
 

竹内栖鳳の素描 （叢書 京都の美術 3） 京都市美術館 1981 K/708/Ky6/3 1100364155 
 

京都画壇の巨峰竹内栖鳳展 
 

京都新聞社企画部 1978 自動化 1107345413 
 

現代日本美術全集 13 竹内栖鳳 上村松園 座右宝石刊行会／編 集英社 1977 E/720/G/13 1100724978 
 

幸野楳嶺とその高弟展  
菊池芳文 竹内栖鳳 都路華香 谷口香嶠 上村松園 

京都府立総合資料館友の会 1975 自動化 1107341867 
 

日本近代絵画全集 17 竹内栖鳳 上村松園 講談社 1963 721/17/6981 1107901702 
 

平成 25 年 10 月 25日作成 

竹内栖鳳の作品をみる 

 京都に生まれた竹内栖鳳（たけうちせいほう 1864－1942）は、京都画壇の大家として日本

画の近代化に大きな役割を果たし、多くの後進に影響を与えました。京都市美術館が開催する

「竹内栖鳳展」（平成 25 年 10 月 22 日～12 月 1 日）にちなみ、竹内栖鳳や、京都画壇に関す

る当館所蔵資料をご紹介します。展覧会とあわせて、竹内栖鳳の世界をお楽しみください。 

 

竹内栖鳳の生涯を知る 



 

 

＜展覧会図録・画集＞ 

書名 著者名   出版者    出版年 請求記号 資料コード 

京都日本画の誕生  巨匠たちの挑戦 京都市立芸術大学 2010 K/721.9/Ky6 1107918482 他 

京都と近代日本画  文展・帝展・新文展 100 年の流れのなかで  京都市美術館 2007 K/721.9/Ky6 1107983841 他 

文化勲章に輝く「京都画壇 11人の巨匠たち」展  京都新聞社 2001 K/721.9/Ky6 1107130260   

京都画壇の俊英たち  京都市立芸術大学芸術資料館／監修 茨城県天心記念五浦美術館 1999 K/721.9/I11 1106262874   

近代京都画壇と『西洋』 京都国立近代美術館ほか／編 京都新聞社 1999 K/721.9/KY6 1106055740 他 

京の絵師は百花繚乱 『平安人物志』にみる江戸時代の京都画壇 京都文化博物館 1998 KE/721/KY 1101894796 
 

京の絵手本 円山四条派の画法 上 松尾 芳樹／著 日貿出版社 1995 K/721.6/Ma85/1 1105962235   

京の絵手本 円山四条派の画法 下 松尾 芳樹／著 日貿出版社 1995 K/721.6/Ma85/2 1105962284 
 

京都画壇二五〇年の系譜展 円山・四条派から現代まで-京都の日本画 京都新聞社 1994 K/721.08/Ky6 1100391547   

京都の日本画 1910-1930 大正のこころ・革新と創造 京都国立近代美術館 1986 K/721/KY 1101511788 他 

原色現代日本の美術 3 京都画壇 内山 武夫／編 小学館 1978 E/702.1/G34/3 1100136744 
 

＜評伝・研究等＞ 

近世京都画壇のネットワーク 五十嵐 公一／著 吉川弘文館 2010 K/721.02/I23 1108653427   

日本画の「値段」 京都画壇の見方、買い方 川崎 正継／著 淡交社 2010 K/721.9/Ka97 1108878164   

京都日本画の回想 加藤 類子／著 京都新聞社 1997 K/721.9/KA86 1106235334 他 

日本の近代美術 5 京都の日本画 平野 重光／責任編集 大月書店  1993 K/721.9/N71/5 1108690536   

雪月花の近代 京都日本画の 100年 加藤 一雄／著 京都新聞社 1992 K/721.9/Ka86 1100391497 他 

近世の京都画壇 画家と作品（京都市文化財ブックス 第 7集） 京都市 1992 K/721.02/Ky6 1100391570 
 

京都の日本画 近代の揺籃 島田 康寛／著 京都新聞社 1991 K/721.9/Sh36 1107059626   

幕末明治京洛の画人たち 原田 平作／著 京都新聞社 1985 K/721.02/H32 1100391471 他 

 

 

京都市美術館 開館 70周年記念 京都市美術館／編 京都市美術館 2003 K/706.9/Ky6 1107439927 
 

うるわしの京都 いとしの美術館 （開館 70 年記念展） 京都市美術館 2003 K/708.7/Ky6 1107151241 他 

名品百選 京都市美術館／編 京都市美術館 2000 K/708.7/Ky6 1107439414 他 

珠玉のコレクション（開館 60周年記念特別展） 京都市美術館／編 京都市 1993 K/708.7/Ky6 1107151175 他 

京都市美術館四十年史 京都市美術館／編 京都市美術館 1974 自動化 1101503561 他 

昭和期における京都の日本画と洋画（開館 40年記念特別展） 京都市美術館 1973 自動化 1107345637 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都の日本画－京都画壇の画家たち 

当館地下１階の美術館特設コーナーでは、京都市美術館及び京都国立近代美術館で開催された

過去およそ 10 年分の展覧会図録をご覧いただけます。 

  
京都府立図書館では、京都府内に在住・在勤・在学の方
だけでなく、京都府に隣接している府県にお住まいの方
へも本を貸出しています。 

 

●開館時間  火曜日～金曜日       午前９時 30分～午後７時 
土曜日・日曜日  祝日    午前９時 30 分～午後５時 
 

●休 館 日 月曜日（祝日および振替休日は開館、翌日が休館） 

毎月第４木曜日（祝日は開館） 年末年始  整理期間 
 

●交通機関 京都市営地下鉄 東西線「東山」駅下車 徒歩 10 分 

京都市バス「京都会館・美術館前」下車すぐ 
京都市バス「東山二条」下車 徒歩５分 

京都市美術館 京都市美術館は 2013 年に開館 80 周年を迎えました。 

 


