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■
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

 堂本印象 京都府立堂本印象美術館編 京都府 1992 ||721.7||D85||

堂本印象の系譜 : 栖鳳 翠嶂 印象 : 堂本印
象美術館開館30周年記念展

京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 1997 K1||721.9||D85||

福田平八郎と堂本印象 : 京都画壇黄金期の
双璧 : 特別企画展

京都府立堂本印象美術館編 京都文化財団 1998 ||721.9||D85||

翠嶂・印象・大三郎 : 特別企画展 京都府立堂本印象美術館編 京都文化財団 1999 ||721.9||D85||

KYOTOきぬがさ絵描き村 : 印象・平八郎・神
泉・竹喬・華楊

京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2007  K1||721.9||Ky6||

印象とアンフォルメル・具体・墨象 : 戦後の
前衛 : 企画展

京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2011 S||723.1||D85||

マルチアーティスト・堂本印象 : 日本画・洋
画・工芸・建築・デザイン : 生誕120年記念・
第26回国民文化祭協賛特別企画展

京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2011 S||708.7||D85||

 女性が描いた昭和のエレガンス : 梶原緋佐
子・広田多津・三谷十糸子・北沢映月 : 特別
企画展

京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2013 ||721.087||D85||

京都画壇の巨星たち : 文化勲章受章者によ
る日本画, 1, 2

京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2013-2014 K1||721.9||Ky6||

三輪晁勢 : 色彩の歓喜 : 特別企画展 京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2015 ||721.9||Mi68||

 琳派のエッセンス : 京都画壇にみる : ユー
モアとウィット

京都画壇にみる琳派のエッセ
ンス--ユーモアとウィット--運
営委員会編

京都画壇にみる琳派のエッ
センス--ユーモアとウィット
--運営委員会

2015 K1||721.9||R45||

堂本元次展 : こころに映ゆ 京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 2016 ||721.9||D85||

■ 堂本印象美術館の蔵品目録
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

京都府立堂本印象美術館蔵品目録<追録> 京都府文化環境部文化芸術室編 京都府文化環境部文化芸術室 2009 K1||706.9||Ky6||

京都府立堂本印象美術館蔵品目録 京都府立堂本印象美術館編 京都府立堂本印象美術館 1997 K1||706.9||Ky6||

堂本印象美術館の展覧会図録

　

京都府立京都学・歴彩館へは京都市営地下鉄が便利です。　【烏丸線】　北山駅 [K03]　（１番出口） 南へ徒歩約4分
※車椅子でお越しの方は、北山駅３番出口のエレベーターをご利用ください。住所： 京都市左京区下鴨半木町1-29

京都府立京都学・歴彩館　〒606-0823京都市左京区下鴨半木町1-29　℡:075-723-4833　web:http://www.pref.kyoto.jp/rekiasikan/

   京都府立堂本印象美術館リニューアルオープン記念  関連資料紹介リスト 
 

堂本印象美術館は昭和41(1966)年に開館し、平成4(1992)年に府立の施設となりました。 

このたび半世紀ぶりにリニューアルオープンするのを記念して、京都府立京都学・歴彩館所蔵の図書資料の中から、これまで美術館で

開催された展覧会図録や堂本印象関連の資料を紹介します。  コーナー設置期間：平成30(2018）年3月15日(木)～6月12日(火) 

 
 



■
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

堂本印象と東丘社 丹波市立植野記念美術館編 丹波市立植野記念美術館 2013 ||721.9||D85||

堂本印象と東丘社展 : 印象生誕120年記念 奈良県立万葉文化館編 東丘社 2011 ||721.9||D85||

堂本印象展 田辺市立美術館編 田辺市立美術館 2003 ||721.9||D85||

堂本印象の世界 : 華麗なる変貌 京都府立堂本印象美術館監
京都府立堂本印象美術館
茨城県天心記念五浦美術館

2003 ||721.9||D85||

芸術の旅人堂本印象の世界展
NHK大阪放送局 、 NHK近畿
メディアプラン編

NHK大阪放送局 2000 ||721.9||D85||

堂本印象展 : 華麗なる美の遍歴 秋田県総合生活文化会館編  秋田県総合生活文化会館 1998 ||721.9||D85||

堂本印象展 : 華麗なる美の巡礼 林美術財団名都美術館編 林美術財団名都美術館 1997 ||721.9||D85||

堂本印象展 : 具象から抽象へ 日本画家の
華麗な変貌

鹿児島市立美術館編 鹿児島市立美術館 1997 ||721.9||D85||

堂本印象展 : 没後20年 : 京都府立堂本印象
美術館所蔵

京都府立堂本印象美術館編 アートワン 1995 ||721.9||D85||

堂本印象 : 美の求道・具象から抽象へ : 春
季特別企画展

京都府京都文化博物館編 京都文化財団 1989 ||721.7||D85||

堂本印象展 : 美の遍歴 朝日新聞大阪本社企画部編 朝日新聞大阪本社企画部 1981 ||721.9||D85||

堂本印象展 : 美の巡礼 日本文化財団 日本文化財団 1977 ||721.7||D85||

堂本印象展 京都市美術館編 京都市美術館 1973 ||721.9||D85||

■ 堂本印象の作品集
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

堂本印象画集 : 伝統と創造 : 生誕120年記
念

京都府立堂本印象美術館編 青幻舎 2011 ||721.9||D85||

堂本印象造型芸術 堂本印象 形象社 1975 E||721.7||D85|

画室随想 堂本印象 光琳社出版 1971 ||720.4||D85||

印象の作品 堂本印象 明治書房 1963 E||721.7||D85||

Le jardin de nuit. 堂本印象 便利堂 1960 ||721.9||D85||

現代作家デッサン : 堂本印象
堂本印象画
中村渓男監修

芸艸堂 1960 ||725||G34||21

新造型 : 堂本印象作品 堂本印象 京都書院 1960 ||721.9||D85||

画室の窓 : 堂本印象随筆集 堂本印象 朝日新聞社 1954 ||721.7||D85||　

木彫風俗人形図録 : 堂本印象先生余技自
刻

堂本印象 マリア画房 1942 和||759||D85||

京洛八景 堂本印象 京都市大礼奉祝会 1928 K||721.9||D85||

■ 堂本印象に関する図書
タイトル 編著者 発行所等 出版年 請求記号

堂本美術館 堂本四郎編 堂本美術館 1966 ||706.9||D85||

堂本印象 堂本四郎編 京都書院 1965 ||721.9||D85||

美の跫音 : ヨーロッパ美術紀行 堂本印象著 人文書院 1955 ||702.3||D85||

堂本印象 (現代日本画家評伝:3) 川路 柳虹 、 芳川 赳著 美術春秋社 1940 ||721.7||D85K||

他美術館で開催された堂本印象展図録

京都府立京都学・歴彩館は平成29年4月28日にグランドオープンし、京都関係資料の収集・保存・公開拠点として図書資料や
行政文書、古文書等の閲覧に加え、西日本初（国内2カ所目）となる「陽明文庫」のデジタル資料約5万コマが閲覧できます。


