
No 資料名 著者名 頁数 発行年月 発行者

1 躍動する魂のきらめき 森仁史 編 図録 454頁 2009年 栃木県立美術館
2 大正期新興美術資料集成 五十殿 利治 著 580頁 2006年12月 国書刊行会
3 コレクション・モダン都市文化

第27巻：未来主義と立体主義
和田 博文 監修 820頁 2007年6月 ゆまに書房

4 コレクション・モダン都市文化
第28巻：ダダイズム

和田 博文 監修 731頁 2007年6月 ゆまに書房

5 コレクション・モダン都市文化
第29巻：構成主義とマヴォ

和田 博文 監修 797頁 2008年6月 ゆまに書房

6 コレクション・モダン都市文化
第30巻：表現主義

和田 博文 監修 721頁 2007年6月 ゆまに書房

7 ドイツ表現主義の世界 神林恒道 編 332頁 1995年1月 法律文化社
8 ドイツ表現派1920年代の旅 北井 一夫 著 写真集 2008年7月 冬青社
9 ドイツ表現主義と日本 酒井府 著 323頁 2003年1月 早稲田大学出版部
10 ドイツ表現派展 神奈川県立近代美術館 〔ほか〕編 図録 200頁 1984年 東京新聞
11 表現主義彫刻 寺門臨太郎 〔ほか〕編 図録 237頁 1995年 愛知県美術館

12 大正抒情―新版画の美展
渡辺庄三郎と新版画運動

町田市立国際版画美術館 編 図録 156頁 1989年10月 町田市立国際版画美術館

13 楽しい版画展 笠岡市立竹喬美術館 編 図録 127頁 2005年 笠岡市立竹喬美術館
14 近代版画の革命 ドイツ表現主義の版画展 佐藤幸宏 〔ほか〕編 図録 149頁 1994年 北海道立帯広美術館

15 日本〈工芸〉の近代
美術とデザインの母胎として

森 仁史 著 252頁 2009年1月 吉川弘文館

16 近代日本デザイン史 美学叢書 長田 謙一 編 526頁 2006年11月 美学出版
17 デザインの揺藍時代 松戸市教育委員会 編 図録 171頁 1997年3月 松戸市教育委員会

18 田中恭吉作品集 田中恭吉 著 135頁 1997年3月 玲風書房

19 萬鉄五郎鉄人アヴァンギャルド 萬 鉄五郎 著 119頁 1997年 二玄社

20 淵上白陽と満洲写真作家協会
(日本の写真家 ６)

淵上白陽 〔撮影〕 71頁 1998年10月 岩波書店

21 河井寛次郎作品集 生誕100年記念 河井寛次郎 〔作〕 1990年 河井寛次郎記念館
22 藤井達吉のいた大正 大正の息吹を体現したフュウザン会

と前衛の芸術家たち
碧南市藤井達吉現代美術館 〔編〕 図録 167頁 2008年4月 碧南市藤井達吉現代美術館

23 土方久功展 南太平洋の光と夢 世田谷美術館 編 図録 192頁 1991年 世田谷美術館
24 土方久功 日本+南洋の表現 高知県立美術館, 梶光伸 編 図録 151頁 2001年 高知県立美術館
25 平櫛田中の全貌展 近代日本木彫界の最高峰 平櫛田中 〔作〕 図録 207頁 2003年4月 井原市立田中美術館
26 平櫛田中展 生誕一二五年 パリ展帰国記念 朝日新聞社 編 図録 160頁 1997年 朝日新聞社
27 伊東深水展 60年の画業をふりかえる 朝日新聞社文化企画局大阪企画部 編 図録 1993年 朝日新聞社
28 伊東深水展 没後30年 朝日新聞社文化企画局大阪企画部 編 図録 155頁 2001年 朝日新聞社
29 「素顔の伊東深水」展 Y氏コレクションから 目黒区立美術館 〔編〕 図録 181頁 2006年4月 目黒区立美術館
30 小川芋銭展 生誕120年 茨城県立美術博物館 編 図録 112頁 1988年 朝日新聞社
31 小川芋銭 茨城県近代美術館所蔵作品選 茨城県近代美術館 編 図録 109頁 1998年3月 茨城県近代美術館
32 異端画家秦テルヲの軌跡 デカダンから光明へ

そして竹久夢二・野長瀬晩花・戸張孤雁・・・
笠岡市立竹喬美術館 編 図録 234頁 2003年 日本経済新聞社

33 藤井達吉の芸術 生活空間に美を求めて 木本文平 編 図録 145頁 1991年9月 藤井達吉展実行委員会
34 甲斐庄楠音展 大正日本画の異才～いきづく情念 京都国立近代美術館 ［ほか］ 編 図録 167頁 1997年2月 日本経済新聞社
35 岸田劉生展 生誕110年 愛知県美術館 編 図録 189頁 2001年 東京新聞
36 岸田劉生展 没後50年記念 岸田劉生 〔画〕 東京国立近代美術館 編 図録 309頁 1979年 朝日新聞社
37 黒田清輝展 近代日本洋画の巨匠 東京文化財研究所美術部 編 図録 181頁 2003年 東京文化財研究所
38 黒田清輝、岸田劉生の時代 コレクションにみる明治・大正

の画家たち
ポーラ美術振興財団ポーラ美術館 編 図録 207頁 2005年 ポーラ美術振興財団ポーラ美術

館
39 東郷青児回顧展図録

東郷青児美術館開館10周年記念 女性讃歌60年の画業
安田火災美術財団 編 図録 96頁 1986年7月 東郷青児美術館

40 東郷青児展 大正・昭和のモダニスト ふくやま美術館 編 図録 167頁 2002年2月 ふくやま美術館
41 村山槐多展 生誕100年 福島県立美術館 〔編〕 図録 198頁 1997年 福島県立美術館
42 神原泰 戦後作品自選展 生誕100年 南天子画廊 編 図録 35頁 1986年2月 南天子画廊
43 萬鉄五郎展 自分の自然を求めた画家 町立久万美術館 編 図録 115頁 1996年2月 町立久万美術館
44 生誕１００周年記念 萬鐵五郎展 岩手県立博物館 編 図録 59頁 1985年10月 岩手県文化振興事業団
45 村山槐多のすべて 横浜が生んだ夭折の天才画家 神奈川県立近代美術館 編 図録 113頁 1992年8月 神奈川県立近代美術館
46 長谷川潔展 パリに生きた銅版画の巨匠

(東京都庭園美術館資料 第23輯)
東京都庭園美術館 編 図録 185頁 1993年 東京都庭園美術館

47 銅版画の巨匠 長谷川潔展 京都国立近代美術館 編 図録 156頁 1984年 京都国立近代美術館
48 恩地孝四郎 色と形の詩人 横浜美術館 編 図録 333頁 1994年 読売新聞社
49 田中恭吉展 和歌山県立近代美術館 編 図録 381頁 2000年4月 NHKきんきメディアプラン
50 銅版画家長谷川潔作品のひみつ 横浜美術館 企画 図録 223頁 2006年1月 玲風書房
51 藤井達吉展 近代工芸の前衛 東京国立近代美術館 編 図録 62頁 1996年 東京国立近代美術館
52 河井寛次郎の世界 熱情の陶匠 河井寛次郎 〔作〕 図録 141頁 2002年 茨城県陶芸美術館
53 人間国宝の日常のうつわ

もう一つの富本憲吉
東京国立近代美術館 編 図録 113頁 2004年 東京国立近代美術館

54 生誕120年富本憲吉展 京都国立近代美術館 編 図録 310頁 2006年 朝日新聞社
55 イギリス工芸運動と濱田庄司 萬木康博 監修 図録 185頁 1997年 イギリス工芸運動と濱田庄司展

実行委員会
56 濱田庄司 手仕事の軌跡 堀尾幹雄コレクション 大阪市立東洋陶磁美術館 編 図録 179頁 2000年10月 大阪市美術振興協会
57 河井寛次郎の世界 近代陶芸の巨匠 京都国立近代美術館 編 図録 171頁 1999年4月 日本経済新聞社
58 生誕百年記念 富本憲吉展 陶器する心・その軌跡 西宮市大谷記念美術館 編 図録 119頁 1986年8月 西宮市大谷記念美術館
59 森谷延雄展 : 没後80年 佐倉市立美術館 編 図録 103頁 2007年 佐倉市立美術館


