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村田陶苑展　関連資料紹介リスト　

～ 陶苑さんと歩む　明治、大正、昭和、平成 ～

タイトル
編著
発行等

出版年
請求記号
資料ID

　　　　　作品集

八塔亭二寧 作品集
八塔亭二寧 作 , 北川靖記 編
貴多川 発行

1982
特||751.3||H44||
資料ID：110534301

村田陶苑 都びとの美意識が生んだ匠の技
村田陶苑 [作]
NHKサービスセンター 発行

2004
||751.1||Mu59||
資料ID：118009215

　　　　　祖父、父に陶芸を学ぶ

木米と永翁
宮崎市定 著
中央公論社 発行

1988
Y||049.1||060114
資料ID：110652043

　　　　　山元春挙塾で日本画を学ぶ

山元春挙 特別展 湖国が生んだ京都画壇の巨匠 滋賀県立近代美術館 編/発行 1985
||721.6||Y31||
資料ID：110431753

　　　　　戦後、人形研究会を立ち上げる　

京焼百年の歩み
藤岡幸二 編
京都陶磁器協会 発行

1962
K1||751.1||F65||1
資料ID：110528826

辻晋堂展 現代彫刻の異才
京都国立近代美術館 , 鳥取県立博物館 編
日本経済新聞社 発行 1983

K||712.1||TS41|
資料ID：110248362

辻晋堂陶彫作品集
辻晋堂 著
講談社 発行

1978
E||710.87||TS41||
資料ID：110368822

　　　　　陶人形、茶陶・・・陶苑さんの様々な顔を見つける

京の名工展 京都府伝統産業優秀技術者作品展
平成25年度

京都府匠会 編/発行 2013
K0||750.87||Ky6||
資料ID：110985807

お茶人のための茶碗百科大図鑑 世界文化社 発行 1997
||751.1||O15||
資料ID：110498762

京陶人形 京陶人形工芸協同組合二十周年誌 京陶人形工芸協同組合 [編]/発行 1994
K1||759.06||Ky6||
資料ID：110528887

京焼・清水焼京陶人形雅号名鑑
京都陶磁器意匠保護協会 編/発行
「雅号名鑑」出版委員会 編

1992
K1||751.1||Ky6||
資料ID：110527447

京都の工芸 伝統と現代
吉田光邦 [ほか]編
平凡社 発行

1984
K1E||750.216||Ky6||
資料ID：110538447

京焼・清水焼京陶人形雅号名鑑
京都陶磁器意匠保護協会 編/発行
「雅号名鑑」出版委員会 編

1981
K||751.3||KY6||
資料ID：110248836

作家名鑑現代陶芸の旅 光芸出版 編/発行 1971
||751.31||KO25||
資料ID：110435635

現代陶芸図鑑 第4集
黒田領治 著
光芸出版 発行

1969
||751.1||KU72||4
資料ID：110530851

京都在住現代陶芸家展 第10回 大丸京都店 編/発行 1996
K1||751.1||Ky6||
資料ID：110579045

最新現代陶芸作家事典 作陶歴 技法と作風 光芸出版 編/発行 1987
||751.1||G34||
資料ID：110530814

現代陶芸家名鑑 (現代日本の陶芸 別巻) 講談社 発行 1985
E||751.1||G34||16
資料ID：110533493

村田陶苑（八塔亭二寧）は明治38（1905）年に五条坂で生まれ、平成14（2002）年にその生涯を閉じるまで陶芸作品を
創り続けました。八坂の塔を望む二寧坂の工房で生み出された陶器、磁器など多彩な作品はすべて一点ものです。
展示室で作品を愛でたあとは、閲覧室で図書をご覧いただき、陶苑さんのことをもっと知ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊雅号：陶「　　」は「苑」と表記しました。
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タイトル
編著
発行等

出版年
請求記号
資料ID

　　　　　やきものの世界をのぞいてみる　＊陶芸関係の資料は閲覧室の書架⑭番も併せてご覧ください。

京焼 伝統と革新
中ノ堂一信 著
淡交社 発行

2018
K1||751.1||N39||
資料ID：118007860

陶磁 発想と手法
小松誠監修 , 小松誠 [ほか] 著
武蔵野美術大学出版局 発行

2009
||751||Mu82||
資料ID：110968322

京焼と登り窯 伝統工芸を支えてきたもの
立命館大学COEアート・エンタテインメント創成研
究近世京都手工業生産プロジェクト 編/発行 2006

K1||751.1||R48||
資料ID：110945073

初心者のためのやきもの鑑賞入門 見かたが分かる
やきものの基本

谷晃 監修
淡交社 発行

2000
||751||Sh96||
資料ID：110590184

伝統産業シリーズ No.11 京焼・清水焼
京都府商工部染織工芸課 企画編集
京都府 発行

1990
MK0||580.9||KY6||11
資料ID：110489649

伝統産業シリーズ No.7 京陶人形
京都府商工部染織工芸課 企画編集
京都府 発行

1986
MK0||580.9||KY6||7
資料ID：110489645

　　　　　二寧坂界隈を訪ねる

京都お散歩 歩いて見つける楽しみがある東山の秘密 リーフ・パブリケーションズ 編/発行 2010
K141||291.62||R38||
資料ID：110968164

週刊古社名刹巡拝の旅 （東山ふもと道） 集英社 発行 2009
K1||175.9||Sh99||
資料ID：110965165

京・東山 産寧坂・二年坂・八坂通・ねねの道・石塀小
路 (学研グラフィック百科/週刊日本の町並み)

平井聖 指導・監修
学習研究社 発行

2004
K141||291.62||N71||
資料ID：110935869

五条坂陶芸のまち今昔
田村喜子 著
新潮社 発行

1988
K141||751.1||Ta82||
資料ID：110528824

五条坂陶工物語
藤平長一 , 北沢恒彦 著
晶文社 発行

1982
K141||751.1||F56||
資料ID：110527425

　　　　　陶苑さんも見たかもしれない風景を古写真で巡る

写真名
資料群名
撮影時期

撮影年
データベース
データID

市電　東山四条
石井行昌撮影写真資料　写真番号:184
明治27年頃から大正12年頃

不明
京の記憶アーカイブ
データID：963946

八坂塔
黒川翠山撮影写真資料　写真番号：504
明治末期～昭和初期

不明
京の記憶アーカイブ
データID：962235

八坂神社 西大門
黒川翠山撮影写真資料　写真番号：818
明治末期～昭和初期

不明
京の記憶アーカイブ
データID：962549

京都市五条坂陶器店之光景
旧一号書庫写真資料  写真番号：453
明治末期～大正初期

不明
京の記憶アーカイブ
データID：965461

京都陶磁器合資会社工場
旧一号写真資料　写真番号：501
明治末期～大正初期

不明
京の記憶アーカイブ
データID：965509

蔵書検索システムで図書の書誌情報を、京の記憶アーカイブでは写真の画像を見ることができます。

リストのタイトル、請求記号、資料ID等で検索してください。
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