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◆榊原紫峰
著　者 書　名 出版者 出版年 バーコード

花鳥画を描く人へ 榊原 紫峰／著 中央美術社 1924 1107348581
紫峰素描集 榊原紫峰／著 全国書房 1948 1103165856
榊原紫峰展 榊原 紫峰／画 毎日新聞社 1969 1107346197
榊原紫峰展 榊原 紫峰／[著] 京都新聞社 1983 1107345249
榊原紫峰 富士 正晴／著 朝日新聞社 1985.9 1100726270
足立美術館所蔵榊原峰展 榊原 紫峰／著 足立美術館 1986 1100727740
榊原紫峰展 榊原紫峰／[画] 笠岡市立竹喬美術館 2016 1110631767

◆中村大三郎
現代日本美人画全集 第3巻 座右宝刊行会／編集制作 集英社 1978.8 1107937375

◆福田 平八郎
福田平八郎 横川 毅一郎／著 美術出版社 1949 1100757101
福田平八郎近作展 福田 平八郎／画 朝日新聞社 1966 1107345629
現代日本美術全集 6 福田 平八郎 座右宝刊行会／編集制作 集英社 1974 1100724903
福田平八郎遺作展 福田 平八郎／[画] 日本経済新聞社 1975 1107345447
ソ連寄贈福田平八郎作品展 福田 平八郎／[画] 大分合同新聞社 [1976] 1107073510
アサヒグラフ別冊 1981 秋 朝日新聞社 1981 1100724424
現代日本画の花・鳥・いのち 奈良県立美術館／編 奈良県立美術館 1985 1107345652
20世紀日本の美術 8 富山 秀男／編集 集英社 1986.5 1100269263
福田平八郎( Suiko arts) 福田 平八郎／著 光村推古書院 2001.12 1106917071

KYOTOきぬがさ絵描き村
京都府立堂本印象美術
館／編集

京都府立堂本印象
美術館

2007.1 1110280649

福田平八郎展 福田 平八郎／[画] 京都新聞社 2007.4 1107958025
日本画家研究の実験室 吉田 俊英／著 中日新聞社 2015.12 1110560255

◆菊池契月
日本風俗画大成 第5　徳川 [菊池 契月／編纂 中央美術社 1929 1103101786
菊池契月展 [菊池 契月／画] 京都新聞社 1982 1107084707
菊池契月とその系譜 菊池 契月／[ほか画] 京都新聞社 1999 1107439141

◆小磯 良平
薬用植物画譜 刈米 達夫／解説 武田薬品工業 1971 1100828266
アサヒグラフ別冊 1976 秋　美術特集;小磯良平 朝日新聞社 1976 1100724242
小磯良平展 小磯 良平／[画] 梅田近代美術館 1981.7 1110218508
薬用植物画譜 刈米 達夫／解説 日本臨牀社 1985.4 1105107328
20世紀日本の美術 17 富山 秀男／編集 集英社 1986.7 1100269347
小磯良平油彩作品全集 小磯 良平／著 求竜堂 1988 1101226825
小磯良平版画集 小磯 良平／著 ウメダアート 1989 1102654603
小磯良平遺作展 小磯 良平／[画] 読売新聞大阪本社 1991 1100414026
変容する美意識 島田 康寛／著 京都新聞社 1994.4 1100025004
日本の近代美術と文学 匠 秀夫／著 沖積舎 2004.8 1108066075
絵になる姿 小磯 良平／著 求龍堂 2006.3 1108106087
美術批評家著作選集 第2巻 五十殿 利治／監修 ゆまに書房 2010.6 1108752831
小磯良平全作品集 東京美術倶楽部カタログ・レ
ゾネシリーズ)

小磯 良平／[画] 東京美術倶楽部 2014.4 1110544465

美術批評家著作選集 第21巻 五十殿利治／監修 ゆまに書房 2017.2 1110846407
美術批評家著作選集 第20巻 五十殿利治／監修 ゆまに書房 2017.2 1110846399
聖書の風景 岩井健作／著 新教出版社 2018.3 1110890553

京都市京セラ美術館展覧会

「最初の一歩：コレクションの原点」

関連図書リスト
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◆近藤浩一路
漫画巡礼記 近藤 浩一路／著 磯部甲陽堂 1918 1103394019
漫画漫文極楽めぐり 近藤 浩一路／著 磯部甲陽堂 1919.4 1103162366
柿腸 近藤 浩一路／著 近藤浩一路 1934 1103226948
異色の水墨画家 西 晴雲／画 京都国立近代美術館 1979 1107084616
漫画坊っちゃん 近藤浩一路／著 岩波書店 2017.1 1110585609
漫画吾輩は猫である 近藤浩一路／著 岩波書店 2017.2 1110586490

◆西山英雄
女性と漢方 漢方双書 3 西山 英雄／著 創元社 1974 1100475829
漢方医学の基礎と診療 西山 英雄／著 創元社 1978 1101529954

西山英雄画業五十年展 西山 英雄／[画]
朝日新聞大阪本社
企画部

1981 1107439703

漢方薬と民間薬 西山 英雄／著 創元社 1986 1103486088
日本画入門 西山 英雄／著 保育社 1986.3 1100025277

司馬遼太郎著・西山英雄装画「播磨灘物語」展 西山 英雄／[画] 姫路文学館 2014 1110240270

◆金島桂華
画業六十年金島桂華展 金島 桂華／[画] 便利堂 1971 1107345827
金島桂華素描画集 金島 桂華／画 金島桂華 1973 1107346411

◆野添平米

岩本周煕と野添平米 岩本 周煕／[画]
滋賀県立安曇川文
化芸術会館

1997.8 1106925389

◆岡田三郎助
学校家庭略画の描き方 岡田 三郎助／共著 中文館書店 1920.11 1103162465

書画骨董叢書 第10巻 工芸美術及室内装飾 岡田 三郎助／著
書画骨董叢書刊行
会

1922 1103152839

学校家庭クレヨン画集と其描き方 岡田 三郎助／共著 中文館書店 1923.6 1103162762
学校家庭図画描き方の基本と其の画集 岡田 三郎助／共著 中文館書店 1928.6 1103163554
学校家庭応用略画集と其の描き方 岡田 三郎助／共著 中文館書店 1928.9 1103163562
近代の洋画人 中央公論美術出版 1959 1100758950
現代日本の美術 7 現代日本美術全集 第2期 )
岡田三郎助 小糸源太郎

座右宝刊行会／編集制作 集英社 1975 1100724770

アサヒグラフ別冊 第17巻第8号 岡田三郎助 朝日新聞社 1991 1100138518

佐賀県立博物館・美術館調査研究書 第19集 佐賀県立博物館／編集 佐賀県立博物館 1994 1105852402

反町茂雄収集古書蒐集品展覧会・貴重蔵書目
録集成 第4巻( 岡田三郎助遺作展覧会)

反町 茂雄／収集 ゆまに書房 2001.12 1106011958

岡田三郎助 佐賀偉人伝 03) 松本 誠一／著
佐賀県立佐賀城本
丸歴史館

2011.3 1107936211

岡田三郎助 岡田 三郎助／[画] 佐賀県立美術館 2014.9 1110272042
女性像が映す日本 児島薫／著 ブリュッケ 2019.4 1110959804

◆伊谷賢蔵
伊谷賢蔵自選展 伊谷 賢蔵／著 梅田画廊 1967 1107203091

◆原田久之助
絵の学習 からたち文庫 3 原田 久之助／著 推古書院 1948.1 1107631622

◆鈴木信太郎
美術の足音今は昔 鈴木 信太郎／著 博文館新社 1987.7 1100673563
緑の画家鈴木信太郎 安藤 京子／著 慶應義塾大学出版会 2014.1 1110401021

◆DVD「京都市美術館 」(京都市美術館友の会 /2007年/20分)は、2階マルチメディア閲覧室でご覧ください
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