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　◇ 麻田浩 ◇　◇◇　◇◇

麻田浩展 : 小さな絵の世界 : 平成29年度秋季特別
展・没後20年

南丹市立文化博物館 編/発行 2017
||723.1||A81||
資料ID：118004383

麻田浩銅版画コレクション 南丹市立文化博物館 編/発行 2016
K34-1||735||N48||
資料ID：110999965

麻田浩展 : 第13回宮本三郎記念賞受賞記念
麻田 浩画
朝日新聞社

1995
||723.1||A81||
資料ID：110529949

ふれあい : 麻田浩・牛島義弘二人展
麻田 浩画, 牛島 義弘画
ふくやま画廊

1994
||723.1||A81||
資料ID：110958961

麻田浩展 : 光の在り処
麻田 浩画
高島屋

1993
||723.1||A81||
資料ID：110432357

麻田浩作品展
麻田 浩画
[大丸京都店美術部]

1987
||723.1||A81||
資料ID：110432356

麻田浩作品集 : 1973-1986
麻田 浩画 ; ギャラリー岡崎編集
ギャラリー岡崎

1986
E||723.1||A81||
資料ID：110369515

 ◇ 麻田辨自 ◇　◇◇　◇◇

麻田家の三人 : 辨自・鷹司・浩 : 麻田辨自没後30年・
平成26年度春季特別展

南丹市立文化博物館, 南丹市日吉町郷
土資料館 編/発行

2014
K34-1||721.9||A81||
資料ID：110992313

麻田辨自 : スケッチブックの中から 南丹市立文化博物館 編/発行 2012
K34-1||721.9||N48||1
資料ID：110978530

ふるさとの画家麻田辨自 : 平成19年度春季企画展 南丹市立文化博物館 編/発行 2007
K34-1||721.9||A81||
資料ID：110953831

麻田弁自作品集
麻田 弁自画
麻田浩

1992
||721.9||A81||
資料ID：110506929

京都の美術 : 昨日・きょう・明日
麻田 弁自画
京都市美術館

1992
K1||721.9||A81||
資料ID：110500681

 ◇ 井田照一 ◇　◇◇　◇◇

井田照一の版画
井田 照一 [作]
京都国立近代美術館

2012
||730.87||I18||
資料ID：110982939

井田照一 : Shoichi Ida documents 1941-2006
イダショウイチスタジオ企画・編集
阿部出版

2012
||702.16||I18||
資料ID：118006097

井田照一 : 版画の思考
井田 照一 [作]
豊田市美術館

2004
||730.87||I18||
資料ID：110943052

 ◇ 伊藤久三郎 ◇　◇◇　◇◇

伊藤久三郎展 : 没後40年 : 幻想と詩情
伊藤 久三郎
横須賀美術館

2017
||723.1||I89||
資料ID：118010697

伊藤久三郎画集
伊藤 久三郎
成安女子短期大学綜合芸術研究所

1980
||723.1||I89||
資料ID：110433161

 ◇ 伊庭靖子 ◇　◇◇　◇◇

伊庭靖子 : 1995-2008
伊庭 靖子 画
grambooks

2008
||723.1||I11||
資料ID：118010656

 ◇ 郭徳俊 ◇　◇◇　◇◇

郭徳俊展
郭 徳俊
フェイズ・テン実行委員会

1992
||723.1||KA28||
資料ID：110432448

現代美術家郭徳俊
郭 徳俊著
美術公論社

1989
||723.1||KA28||
資料ID：110432775

郭徳俊 郭 徳俊画 /発行 [1986]
||723.1||KA28||
資料ID：110432447

郭徳俊展 郭 徳俊 [画]/発行 1980
||723.1||Ka28||
資料ID：110916712

京都府が所蔵する作品の中から「対」というテーマで選んだ展覧会「対展」開催 （会期 2019年4月13日～6月9日　1階展示室）

に併せ、当館の蔵書の中から京都にゆかりのある出品作家15名の作品が掲載された図書を紹介します。
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 ◇ 木村秀樹 ◇　◇◇　◇◇

Charcoal : 2014
木村 秀樹 [作]
京都市立芸術大学

2014
||737.087||Ki39||
資料ID：110999322

宮崎豊治・北山善夫・木村秀樹・野田裕示展 : 美術の
現在・4つの試み

宮崎 豊治 [ほか作]
和歌山県立近代美術館 編/発行

[1990]
||702.196||W28||
資料ID：110577106

 ◇ 黒崎彰 ◇　◇◇　◇◇

Akira Kurosaki : woodcut and paperwork 2012
[黒崎 彰作]
青泥[ケイ]文庫

2012
||733.087||Ku76||
資料ID：118005231

黒崎彰展 : 赤と緑、そして風見
黒崎 彰作
大雅堂

1991
Y||757.3||041690
資料ID：110663902

版画の4人展 : 井田照一 木村光佑 黒崎彰 船井裕
井田 照一 [ほか作]
和歌山県立近代美術館 編/発行

1988
||730.8||W28||
資料ID：110577105

Washi : Japanese handmade paper.
[general editor, Akira Kurosaki]
[s. n. ]

1987
Y||585.6||040189
資料ID：110962587

黒崎彰の木版画
黒崎 彰 [著]
河出書房新社

1980
||733||KU76||
資料ID：110530402

 ◇ 幸田暁冶 ◇　◇◇　◇◇

幸田暁冶遺作展 : 清浄なる詩情を描く不遇の画家
幸田 暁冶 [画]
星野画廊

[2002]
||721.9||Ko16||
資料ID：110914571

 ◇ 幸田春耕 ◇　◇◇　◇◇

京都画壇に咲いた夢 : 幸田春耕、暁冶父子と京都・
徳島の日本画家たち : 特別展

幸田 春耕 [ほか画]
徳島県立近代美術館 編/発行

2008
K1||721.9||Ko16||
資料ID：110967616

 ◇ 児玉靖枝 ◇　◇◇　◇◇

プレイバック・アーティスト・トーク 東京国立近代美術館 編/発行 2013
S||723.1||To46||
資料ID：110990535

ゆらめきとけゆく-児玉靖枝×中西哲治展
児玉 靖枝 [画], 中西 哲治 [画]
京都芸術センター

2012
K1||723.1||Ko18||
資料ID：110986503

 ◇ 小牧源太郎 ◇　◇◇　◇◇

丹後の前衛 : 小牧源太郎・上前智祐展 京丹後市教育委員会 編/発行 2014
K46||723.1||Ky6||
資料ID：110990655

小牧源太郎ふるさと遺作展 : 胎内幻想の回帰
小牧 源太郎画 ; 小牧源太郎ふるさと遺作展開催
実行委員会編　大宮町教育委員会発行 1997

K1||723.1||Ko58||
資料ID：110580881

小牧源太郎遺作展 : 増殖するイメージ
京都国立近代美術館編
京都新聞社

1996
S||723.1||Ko58||
資料ID：110909639

小牧源太郎・シュルレアリスムの実証《貌》
小牧 源太郎著
講談社

1987
E||723.1||KO58||
資料ID：110533198

小牧源太郎 : その軌跡と展望展 : シュールレアリズム
の巨匠

小牧 源太郎画
いわき近代美術館

1985
E||723.1||KO58|
資料ID：110529986

小牧源太郎展
小牧 源太郎画
元町画廊

1973
Y||721.9||041777
資料ID：110663989

 ◇ 小山由寿 ◇　◇◇　◇◇

京都彫刻家協会 : 創立40周年記念誌 京都彫刻家協会 [編] /発行 2010
K0||710.87||Ky6||
資料ID：110968177

 ◇ 中原史雄 ◇　◇◇　◇◇

中原史雄画集 : 緑彩 中原 史雄 [著]/発行 2001
||723.1||N33||
資料ID：110912938

 ◇ 西真 ◇　◇◇　◇◇

西真展 : 京都嵯峨芸術大学附属博物館企画展示
西 真 [作] ; 京都嵯峨芸術大学 [編]
京都嵯峨芸術大学 発行

[2013]
K1||733.087||N81||
資料ID：118000157
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