
No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

1 アイ 靉嘔 靉嘔AY-O1950s-2010展　茨城県つくば美術館　2010.4　30cm　143p 一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2010-4 001053925127

2 アイ 靉嘔 虹・虹　靉嘔(1931ー)／著　阿部出版　2000.4　30cm　119p 一般○茨 貸出郷土 ｲ730/ｱｲ/ 001053960421

3 アイ 靉嘔 虹のかなたに　靉嘔(1931ー)／著　美術出版社　2006.10　27cm　174,24p 一般○茨 閉架積層 ｲ708.7/ｱｲ/ 001053960447

4 イイ 飯野農夫也
飯野農夫也版画集　飯野 農夫也／著　風書房　1974.10　36cm　図版33
枚

一般○茨 閉架積層 ｲ733/ｲｲ/ 001053609507

5 イイ 飯野農夫也
飯野農夫也画業展　飯野 農夫也／〔画〕　しもだて美術館　2004.10　29cm
83p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.95/ｼﾋﾞ-3/2004-
10

001054146897

6 イイ 飯野農夫也
野に叫ぶ 飯野農夫也と奥久慈版画会　飯野 道郎／編　飯野農夫也画業
保存会　2012.5　30cm　233p

一般○茨 貸出郷土 ｲ732/2/ 001054167349

7 イオ 五百城文哉
五百城文哉展　五百城 文哉(1863ー1906)／〔画〕　水戸市立博物館
c2000　27cm　189p

一般○茨 閉架積層 ｲ069.62/ﾐﾊ-3/2000-2 001053070700

8 イオ 五百城文哉
晃嶺の百花譜　五百城 文哉(1863ー1906)／画　水戸市立博物館　c2004
29cm　143p

一般○茨 閉架積層 ｲ069.62/ﾐﾊ-3/2004-2 001053204416

9 イタ
岡倉天心/
板谷波山

岡倉天心 板谷波山　天心・波山記念事業実行委員会／〔編〕　天心・波山
記念事業実行委員会　2014.1　26cm　10p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/70/ 001054212541

10 イタ 板谷波山
板谷波山展　板谷 波山(1872ー1963)／〔作〕　茨城県近代美術館　1994
28cm　181p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1994-4 001051365045

11 イタ 板谷波山 陶芸界の巨匠　深谷 照子(1926ー)／著　フィリア　1999.7　19cm　95p 一般○茨 貸出郷土 ｲ751.011/4/ 001052779525

12 イタ 板谷波山
板谷波山の神々しき陶磁世界　　（アートセレクション）　板谷 波山(1872ー
1963)／作　小学館　2001.3　25cm　127p

一般○茨 貸出郷土 ｲ751.01/5/ 001052982855

13 イタ 板谷波山
板谷波山　板谷 波山(1872ー1963)／〔作〕　出光美術館　1988.2　34cm
236p(図版共)

一般○茨 貸出郷土 ｲ751.01/13/ 001053026231

      茨 城 ゆ か り の 美 術 家 た ち 平成３０年２月テーマ展示
茨城県立図書館



No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

14 イタ 板谷波山 板谷波山の生涯　荒川 正明／著　河出書房新社　2001.2　22cm　234,7p 一般○茨 貸出郷土 ｲ751.011/5/ 001053028963

15 イタ 板谷波山
板谷波山と近代の陶芸　板谷 波山(1872ー1963)／ほか作　茨城県陶芸美
術館　c2001　30cm　213p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2001-10 001053038566

16 イタ 板谷波山
板谷波山の意匠　板谷 波山(1872ー1963)／〔著〕　出光美術館　2003.3
29cm　147p

一般○茨 貸出郷土 ｲ751.01/4/ 001053096051

17 イタ 板谷波山
白磁・青磁の世界　板谷 波山(1872ー1963)／ほか作　茨城県陶芸美術館
c2003　29cm　143p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2003-4 001053137475

18 イタ 板谷波山
板谷波山展　板谷 波山(1872ー1963)／作　毎日新聞社　2013.10　28cm
303p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2013-10 001054308307

19 イタ 板谷波山
板谷波山をめぐる近代陶磁　板谷 波山(1872ー1963)／ほか作　泉屋博古
館分館　c2009　30cm　77p

一般○茨 閉架積層 ｲ751.01/14/ 001054310089

20 イタ 板谷波山 波山をたどる旅　プロジェクト茨城／製作　2013年　12cm 団視可郷Ｄ 視聴覚 09.3/28/ 001740038078

21 イチ 市村緑郎 市村緑郎彫刻作品集　市村 緑郎／著　求龍堂　2016.4　26cm　109p 一般○茨 貸出郷土 ｲ710/ｲﾁ/ 001054351620

22 イツ 一色邦彦
21世紀のモニュメント一色邦彦　一色 邦彦(1935ー)／作　茨城県つくば美
術館　2001ごあいさつ　30cm　111p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2001-7 001053576698

23 イト 伊藤公象
伊藤公象 1974-2009　伊藤 公象(1932ー)／作　美術館連絡協議会
c2009　16×23cm　146p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2009-4 001053761829

24 イト 伊藤東彦 茨城の陶芸伊藤東彦展　茨城県陶芸美術館　2001　30cm　11p 一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-4/2001 001052889621

25 イナ 稲村退三 稲村退三画集　稲村 退三／著　めいせい出版　1978.12　25×26cm　1冊 一般○茨 閉架積層 ｲ723/ｲﾅ/ 001053609531

26 イノ 猪瀬東寧
猪瀬東寧　　（ふるさと文庫）　富村 登／著　筑波書林　1980.12　18cm
104p

一般○茨 貸出郷土 ｲ080/1/64 001052030051

27 イノ 猪瀬東寧
猪瀬東寧展　　（郷土画家・文人シリーズ 4）　猪瀬 東寧／〔画〕　常陸太田
市郷土資料館　1989.3　26cm　32p(図版共)

一般○茨 閉架積層
ｲ069.61/ﾋｷ-3/1989-
3

001053609549
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28 エノ 榎戸庄衛
榎戸庄衛展　　（再考-茨城の近現代美術 1）　榎戸 庄衛(1908ー1994)／
画　茨城県つくば美術館　c2011　29cm　175p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾂ-3/2011-
10

001054066335

29 オカ 岡倉天心
岡倉天心『茶の本』　　（NHKテレビテキスト 100分de名著）　大久保 喬樹／
著　NHK出版　2015.1　21cm　92p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/79/ 001054380314

30 オカ 岡倉天心
岡倉天心「茶の本」をよむ　　（講談社学術文庫 2427）　田中 仙堂／[著]
講談社　2017.5　15cm　371p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/82/ 001054423528

31 オカ 岡倉天心 天心　監督：松村 克弥　東映ビデオ　2013　12cm　01枚 ＤＶＤ 視聴覚 77.8/5198/ 001740050057

32 オカ 岡倉天心
祖父岡倉天心　　（五浦美術叢書）　岡倉 古志郎／著　中央公論美術出版
1999.9　20cm　246p

一般○茨 閉架積層 ｲ721.011/26/ 001052771316

33 オカ 岡倉天心
〈日本美術〉の発見　　（歴史文化ライブラリー 317）　吉田 千鶴子(1944ー)
／著　吉川弘文館　2011.4　19cm　209p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/54/ 001053974174

34 オカ 岡倉天心
岡倉天心　　（別冊太陽）　古田 亮(1964ー)／監修　平凡社　2013.7　29cm
183p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/64/ 001054166986

35 オカ 岡倉天心
岡倉天心アルバム　　（五浦美術叢書）　茨城大学五浦美術文化研究所／
監修　中央公論美術出版　2013.11　22cm　235p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/31/(2) 001054197189

36 オカ 岡倉天心
岡倉天心と文化財　茨城県天心記念五浦美術館／編集　茨城県天心記
念五浦美術館　c2013　28cm　151p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.9/ｲﾃ-3/2013-
10

001054198823

37 オカ 岡倉天心
五浦と岡倉天心の遺産　池田 幸雄(1943ー)／執筆　「五浦六角堂再建記
念五浦と岡倉天心の遺産展」実行委員会　2012.4　19×24cm　158p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.011/60/ 001054204738

38 オガ 小川芋銭 芋銭随考　増田 信／著　崙書房　1994.6　20cm　293p 一般○茨 閉架積層 ｲ721.021/17/ 001051803060

39 オガ 小川芋銭
小川芋銭画集　小川 芋銭／画　日本経済新聞社　1988.6　35cm　265p(図
版共)

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.02/17/ 001051803474

40 オガ 小川芋銭
小川芋銭　牛久町立図書館小川芋銭逸話集刊行委員会／編　牛久町立
図書館　1983.6　19cm　231p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.021/4/ 001053282180

41 オガ 小川芋銭
小川芋銭スケッチ抄　1　小川 芋銭／画　牛久市立図書館　1986.6　27cm
87p(主に図版)

一般○茨 閉架積層 ｲ721.02/19/1 001053342414
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42 オガ 小川芋銭
小川芋銭スケッチ抄　2　小川 芋銭／画　牛久市立図書館　1987.3　27cm
97p(主に図版)

一般○茨 閉架積層 ｲ721.02/19/2 001053348106

43 オガ 小川芋銭
小川芋銭スケッチ抄　3　小川 芋銭／画　牛久市立図書館　1988.1　27cm
110p(主に図版)

一般○茨 閉架積層 ｲ721.02/19/3 001053348114

44 オガ 小川芋銭 河童百図　小川 芋銭／画　茨城県立歴史館　2007.10　23×30cm　233p 一般○茨 閉架積層 ｲ069.6/ｲﾚ-3/2007-10 001053612733

45 オガ 小川芋銭 河童芋銭　正津 勉(1945ー)／著　河出書房新社　2008.12　20cm　227p 一般○茨 貸出郷土 ｲ913/ｼﾖ/ 001053722698

46 オガ 小川芋銭
小川芋銭展　小川 芋銭／画　茨城県近代美術館　2012.3　28cm×23cm
167p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2012-3 001054085905

47 オガ 小川芋銭
小川芋銭全作品集　本絵編　小川 芋銭／画　牛久市教育委員会　2013.3
28cm　437p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.02/33/2 001054154982

48 オガ 小川芋銭
小川芋銭全作品集　挿絵編　小川 芋銭／画　牛久市教育委員会　2013.3
28cm　503p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.02/33/1 001054155005

49 オガ 小川芋銭
丹波と芋銭　小川 芋銭／〔画〕　丹波市立植野記念美術館　2015.9　30cm
89p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.02/34/ 001054325541

50 オガ 小川芋銭
小川芋銭　　（牛久むかしばなし 8）　牛久市立図書館刊行物編集委員会
／編集　牛久市立中央図書館　2000.3　31cm　35p

児童○茨 こども ｲ721.021/6/ 001140183730

51 オク 奥原晴湖 画賛から見る奥原晴湖　川島 恂二／著　りん書房　1991.6　22cm　1035p 一般○茨 閉架積層 ｲ721.031/5/ 001051803045

52 オク 奥原晴湖
奥原晴湖　　（ふるさと文庫）　川島 恂二／著　筑波書林　1985.2　18cm
93p

一般○茨 閉架積層 ｲ721.031/4/ 001052077516

53 オク 奥原晴湖
奥原晴湖展　奥原 晴湖(1837ー1913)／画　茨城県立歴史館　2001.2
30cm　104p

一般○茨 閉架積層 ｲ069.6/ｲﾚ-3/2001-2 001052896162

54 オク 奥原晴湖
奥原晴湖展　奥原 晴湖(1837ー1913)／画　古河歴史博物館　2013.10
30cm　96p

一般○茨 貸出郷土
ｲ069.65/ｺﾚ-3/2013-
10

001054230725

55 オク 奥原晴湖
奥原晴湖　　（伝記叢書 166）　稲村 量平／編　大空社　1995.3　22cm
186,20,5p

一般○茨 貸出郷土 ｲ274.2/ｵｸ/ 001054283401
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56 カワ 河鍋暁斎
河鍋暁斎展　河鍋 暁斎／〔画〕　茨城県近代美術館　1989.11　29cm
143p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲｷ-3/1989-
11

001051364733

57 カワ 河鍋暁斎 暁斎妖怪百景　河鍋 暁斎／〔画〕　国書刊行会　1998.7　26cm　147p 一般○茨 閉架積層 ｲ721.04/8/ 001052717988

58 カワ 河鍋暁斎
河鍋暁斎　　（別冊太陽）　安村 敏信(1953ー)／監修　平凡社　2008.5
29cm　171p

一般○茨 閉架積層 ｲ721.04/13/ 001053662092

59 カワ 河鍋暁斎
反骨の画家河鍋暁斎　　（とんぼの本）　狩野 博幸(1947ー)／著　新潮社
2010.7　21cm　126p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.041/13/ 001053927701

60 カワ 河鍋暁斎
もっと知りたい河鍋暁斎　　（アート・ビギナーズ・コレクション）　狩野 博幸
(1947ー)／著　東京美術　2013.4　26cm　95p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.04/16/ 001054159726

61 カワ 河鍋暁斎
河鍋暁斎絵日記　　（コロナ・ブックス 182）　河鍋暁斎記念美術館／編　平
凡社　2013.7　22cm　126p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.04/18/ 001054167612

62 カワ 河鍋暁斎
河鍋暁斎翁伝　飯島 半十郎(1841ー1901)／著　河鍋暁斎記念美術館
2012.4　15cm　303p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.041/14/ 001054169550

63 カワ 河鍋暁斎
河鍋暁斎　　（傑作浮世絵コレクション）　河鍋 暁斎／画　河出書房新社
2014.6　26cm　127p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.04/27/ 001054232796

64 カワ 河鍋暁斎
画鬼暁斎読本　　（河鍋暁斎記念美術館ブックレット）　河鍋 楠美／編　翠
企画　2014.3　21cm　63p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.041/15/ 001054245517

65 カワ 河鍋暁斎
画鬼暁斎読本　2　　（河鍋暁斎記念美術館ブックレット）　河鍋 楠美／監
修・編　翠企画　2015.6　21cm　63p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.041/15/2 001054344609

66 カワ 河鍋暁斎
近世戯画集「狂齋百圖」を読む　河鍋 狂齋／画　東京堂出版　2016.12
27cm　290,10p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.04/52/ 001054404387

67 カワ 河鍋暁斎
「画鬼」河鍋暁斎　　（TJ MOOK）　河鍋 楠美／監修　宝島社　2017.4
30cm　111p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.041/17/ 001054413560

68 キウ 木内克
木内克のすべて　木内 克／〔作〕　木内克展実行委員会　1992.4　28cm
144p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1992-6 001051364865

69 キウ 木内克
定本木内克　木内 克／〔著〕　現代彫刻センター　1974.3　37cm　235p(図
版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ712/ｷﾉ/ 001053026371



No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

70 キウ 木内克 木内克彫刻展　木内 克／作　笠間日動美術館　〔1974〕　24×26cm　1冊 一般○茨 閉架積層
ｲ706.92/ｶﾆ-3/1974-
9

001053398382

71 キウ 木内克 わたしのどろ箱　木内 克／著　求竜堂　1971　23cm　432p 一般○茨 閉架積層 ｲ712/4/ 001053448500

72 キウ 木内克
木内克の全貌展　木内 克／〔作〕　茨城県立美術博物館　1970.9　25×
26cm　1冊

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1970-9 001053609911

73 キク 菊池五郎
ようこそ,白牙会展へ　　（再考-茨城の近現代美術 2）　茨城県つくば美術
館／編　茨城県つくば美術館　c2013　26cm　201p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾂ-3/2013-
10

001054204811

74 キム
下村観山/
木村武山

下村観山・木村武山展　下村 観山(1873ー1930)／画　茨城県天心記念五
浦美術館　c2003　28cm　131p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾃ-3/2003-
10

001053265193

75 キム 木村武山
木村武山展　　（郷土の巨匠 第5回）　木村 武山(1876ー1942)／画　茨城
県立美術博物館　1974.9　26cm　1冊(主に図版)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1974-9 001053000731

76 キム 木村武山
木村武山展　木村 武山(1876ー1942)／〔画〕　笠間日動美術館　c1998
28cm　75p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.92/ｶﾆ-3/1998-
4

001053178636

77 キム 木村武山
木村武山の芸術　木村 武山(1876ー1942)／画　茨城県天心記念五浦美
術館　c2011　29cm　175p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾃ-3/2011-
11

001054073646

78 クナ
ゲルト・ク
ナッパー

ゲルト・クナッパー　ゲルト・クナッパー／著　講談社　1989.9　31cm
215p(主に図)

一般○茨 閉架積層 ｲ751/ｸﾅ/ 001053621510

79 クマ 熊岡美彦
熊岡美彦回顧展　熊岡 美彦(1889ー1944)／画　茨城県立美術博物館
1976.5　25×25cm　1冊(主に図版)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1976-5 001053282297

80 クリ 栗原信
栗原信遺作展　栗原 信／〔著〕　茨城県立美術博物館　1968.9　21×19cm
12p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1968-9 001053965040

81 クワ 桑原弘明
スコープ少年の不思議な旅　桑原 弘明(1957ー)／作品　風涛社　2013.12
15×15cm　111p

一般○茨 貸出郷土 ｲ719/3/ 001054188428

82 ゴト 後藤清一
隠者の片影　後藤 清一(1893ー1984)／著　後藤清一　1963.8　22cm
108p 図版17枚

一般○茨 閉架積層 ｲ712/1/ 001051365599

83 ゴト 後藤清一 後藤清一　高橋 洋一(1948ー)／著　蘇芳堂　1990.8　22cm　278p 図版8枚 一般○茨 閉架積層 ｲ712/3/+2 001052701412



No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

84 ゴト 後藤末吉 ヒンズーの踊　後藤 末吉(1931ー)／作　後藤末吉　2010.2　27cm　101p 一般○茨 貸出郷土 ｲ715/ｺﾞﾄ/ 001053842082

85 コバ 小林巣居人
田園画人小林巣居人の世界　小林 巣居人(1897ー1978)／画　茨城県天
心記念五浦美術館　c2010　28cm　149p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾃ-3/2010-1 001053881833

86 コボ 小堀進 日本の水彩画　7　第一法規出版　1989.4　33cm　42p 一般書 地下書庫 723/353/7 001051558318

87 コボ 小堀進
小堀進と昭和の水彩画家　茨城県近代美術館／編　茨城県近代美術館
1989　28×23cm　120p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1989-4 001051802260

88 シバ 柴田宋休
あるがままに　柴田 宋休(1949ー)／著　オフィス21　2000.5　22×31cm
92p

一般○茨 閉架積層 ｲ728/ｼﾊﾞ/ 001053324461

89 シバ 柴田宋休
すべてがチャンス　柴田 宋休(1949ー)／著　下野新聞社　2006.7　15×
21cm　78p

一般○茨 閉架積層 ｲ728/ｼﾊﾞ/ 001053515258

90 シバ 柴田宋休
できることからやればいい　柴田 宋休(1949ー)／著　仁パブリッシング
2013.7　15×21cm　103p

一般○茨 貸出郷土 ｲ728/ｼﾊﾞ/ 001054249873

91 シモ
横山大観/
下村観山

「大観と観山」展　横山 大観／画　日本経済新聞社　c1990　28cm　230p 一般○茨 閉架積層 ｲ721.05/30/ 001052958673

92 シモ 下村観山
下村観山展　下村 観山／画　朝日新聞社文化企画局大阪企画部　c1993
28cm　109p

一般○茨 閉架積層 ｲ721/ｼﾓ/ 001052958640

93 スズ 鈴木清一
孤高の画家・鈴木清一の作品と生涯　鈴木 耕三(1937ー)／著　神戸新聞
総合出版センター　2006.6　27cm　215p 図版64p

一般○茨 閉架積層 ｲ723/15/ 001053574859

94 スズ 鈴木良三
鈴木良三・佐竹徳展　茨城県近代美術館／編　茨城県近代美術館　c1991
28cm　131p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1991-4 001051364840

95 スズ 鈴木良三
鈴木良三遺作展　鈴木 良三／画　常陽芸文センター　2003.10　24×25cm
49p

一般○茨 閉架積層 ｲ723/ｽｽﾞ/ 001054027428

96 セキ 関南沖 嚼梅　茨朋会／共編　嚼梅刊行会　1988.11　22cm　183p 一般○茨 閉架積層 ｲ728/4/ 001053263537

97 セキ 関南沖 南沖　関 南沖／〔書〕　茨朋会出版局　1997　31cm　240p 一般○茨 閉架積層 ｲ728/ｾｷ/ 001053398838



No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

98 セツ 雪村
雪村周継　　（ミネルヴァ日本評伝選）　赤澤 英二／著　ミネルヴァ書房
2008.12　20cm　18,223,6p

一般○茨 閉架積層 ｲ721/39/ 001001209541

99 セツ 雪村
特別展雪村　雪村／画　笠間稲荷神社　1985.4　24×25cm　1冊(主に図
版)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.92/ｶｲ-3/1985-4 001052958772

100 セツ 雪村 雪村研究　赤澤 英二／著　中央公論美術出版　2003.1　27cm　292p 一般○茨 閉架積層 ｲ721/26/ 001053065031

101 セツ 雪村
常陸時代の雪村　小川 知二(1943ー)／著　中央公論美術出版　2004.9
26cm　259p 図版36p

一般○茨 閉架積層 ｲ721/4/ 001053244545

102 セツ 雪村
もっと知りたい雪村　　（アート・ビギナーズ・コレクション）　小川 知二
(1943ー)／著　東京美術　2007.8　26cm　79p

一般○茨 閉架積層 ｲ721/35/ 001053598429

103 セツ 雪村 雪村　雪村／画　東京国立博物館　1974.7　26cm　85p(図版共) 一般○茨 閉架積層 ｲ721/ｾﾂ/ 001054245103

104 セツ 雪村
雪村　東京藝術大学大学美術館／編　東京芸術大学大学美術館　2017.3
30cm　247,16p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/ｾﾂ/ 001054413685

105 セツ 雪村
雪村 謎の生涯を追う　　（いばらきBOOKS 15）　冨山 章一／著　茨城新聞
社　2017.3　19cm　151p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/49/ 001054418742

106 タキ 滝平二郎
滝平二郎作品集　1　滝平 二郎／著　岩崎書店　1984.4　27cm　111p(主に
図版)

一般○茨 貸出郷土 ｲ730.01/3/1 001052976352

107 タキ 滝平二郎
滝平二郎作品集　3　滝平 二郎／著　岩崎書店　1984.6　27cm　111p(主に
図版)

一般○茨 貸出郷土 ｲ730.01/3/3 001052976378

108 タキ 滝平二郎
滝平二郎作品集　5　滝平 二郎／著　岩崎書店　1984.2　27cm　111p(主に
図版)

一般○茨 貸出郷土 ｲ730.01/3/5 001052976394

109 タキ 滝平二郎
滝平二郎作品集　15　滝平 二郎／著　岩崎書店　1985.3　27cm　113p(主
に図版)

一般○茨 貸出郷土 ｲ730.01/3/15 001052976493

110 タキ 滝平二郎
きりえの世界　滝平 二郎／著　河出書房新社　1972.5　25×27cm
149p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ730.01/4/ 001053596084

111 タキ 滝平二郎
滝平二郎の仕事　滝平 二郎／著　滝平二郎事務所　2010.11　28cm
132p

一般○茨 閉架積層 ｲ730.01/7/ 001053943518



No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

112 タキ 滝平二郎
滝平二郎きりえ名作集　冬-春篇　滝平 二郎／著　朝日新聞出版　2013.2
29cm　79p

一般○茨 閉架積層 ｲ730.01/9/1 001054147150

113 タキ 滝平二郎
滝平二郎きりえ名作集　夏-秋篇　滝平 二郎／著　朝日新聞出版　2013.7
29cm　79p

一般○茨 閉架積層 ｲ730.01/9/2 001054167661

114 タキ 滝平二郎 滝平二郎の世界　滝平 二郎／[作]　キュレイターズ　c2015　29cm　160p 一般○茨 貸出郷土 ｲ730.01/12/ 001054287410

115 タキ 滝平二郎
ベロ出しチョンマ　　（新・名作の愛蔵版）　斎藤 隆介／作　理論社
2000.11　22cm　197p

児童書 こども推 913/ｻｲ/ 001100072584

116 タキ 滝平二郎
モチモチの木　　（新・名作の愛蔵版）　斎藤 隆介／作　理論社　2001.2
22cm　183p

児童書 こども 913/ｻｲ/ 001100080454

117 タキ 滝平二郎
たなばたさま　　（住井すゑとの絵本集 4）　住井 すゑ／作　復刊ドットコム
2012.6　22×28cm　1冊(ページ付なし)

児童○茨 こども ｲｴ/ｽ/ 001100460318

118 タチ 立原杏所
立原杏所とその師友　立原 杏所(1785ー1840)／ほか画　茨城県立歴史館
2010.10　30cm　143p

一般○茨 貸出郷土 ｲ069.6/ｲﾚ-3/2010-10 001053924633

119 タチ
林十江/立
原杏所

水戸の南画　茨城県歴史館／編　茨城県歴史館　1978.10　26cm　100p 一般○茨 閉架積層 ｲ069.6/ｲﾚ-3/1978-10 001052767645

120 タナ 田中嘉三 田中嘉三展　田中 嘉三／画　田中嘉三記念館　1983　25×26cm　1冊 一般○茨 閉架積層 ｲ721/ﾀﾅ/ 001053287296

121 ツジ 辻永 辻永展　辻 永／〔画〕　水戸市立博物館　1986.10　26cm　113p 一般○茨 閉架積層
ｲ069.62/ﾐﾊ-3/1986-
10

001051459947

122 ツジ 辻永 辻永の植物画展　辻 永／〔画〕　水戸市立博物館　c1995　26cm　68p 一般○茨 閉架積層 ｲ069.62/ﾐﾊ-3/1995-2 001051686762

123 ツル 鶴岡義雄
鶴岡義雄の世界展　鶴岡 義雄／画　茨城県つくば美術館　c1996　29cm
99p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾂ-3/1996-
10

001052808084

124 ツル 鶴岡義雄 鶴岡義雄展　鶴岡 義雄／〔画〕　しもだて美術館　c2007　30cm　64p 一般○茨 閉架積層
ｲ706.95/ｼﾋﾞ-3/2007-
4

001054280654

125 トウ 東皐心越 東皐心越　茨城県立歴史館／〔編〕　茨城県立歴史館　1982.2　26cm　1冊 一般○茨 閉架積層 ｲ069.6/ｲﾚ-3/1982-2 001053000970



No ヨミ 項目 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

126 トビ 飛田周山 飛田周山展　飛田 周山／画　茨城県立美術博物館　1984.2　25cm　1冊 一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1984-2 001053001036

127 トビ 飛田周山
飛田周山展　飛田 周山／〔画〕　茨城県天心記念五浦美術館　c2015
29cm　103p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.9/ｲﾃ-3/2015-
10

001054337611

128 ナカ 中村彝 中村彝　鈴木 秀枝／著　木耳社　1989.2　22cm　214p 図版26枚 一般○茨 閉架積層 ｲ723.011/5/(2) 001051803086

129 ナカ 中村彝
中村彝の芸術　上　　（ふるさと文庫）　舟木 力英(1948ー)／著　筑波書林
1991.2　18cm　85p

一般○茨 閉架積層 ｲ723.011/2/1 001052079090

130 ナカ 中村彝
中村彝の芸術　下　　（ふるさと文庫）　舟木 力英(1948ー)／著　筑波書林
1991.4　18cm　p87ー171

一般○茨 閉架積層 ｲ723.011/2/2 001052079108

131 ナカ 中村彝
中村彝　　（新潮日本美術文庫 37）　中村 彝／〔画〕　新潮社　1997.7
20cm　93p

一般○茨 閉架積層 ｲ723.01/10/ 001052820063

132 ナカ 中村彝 中村彝の全貌　中村 彝／画　茨城県近代美術館　2003.9　29cm　185p 一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2003-9 001052953906

133 ナカ 中村彝 中村彝展　中村 彝／〔画〕　三重県立美術館　1984.10　25×22cm　1冊 一般○茨 閉架積層 ｲ723.01/8/ 001052958806

134 ナカ 中村彝 中村彝展　中村 彝／〔画〕　毎日新聞社　c1995　28cm　93p 一般○茨 閉架積層 ｲ723.01/12/ 001052958814

135 ナカ 中村彝
芸術の無限感　中村 彝／著　中央公論美術出版　1977　21cm　457p 図
版15p

一般○茨 貸出郷土 ｲ723.01/3/(2) 001053264949

136 ナカ 中村彝 中村彝　中村 彝／〔画〕　新宿区立新宿歴史博物館　2013.3　30cm　79p 一般○茨 貸出郷土 ｲ723.01/16/ 001054177231

137 ナガ 永瀬義郎
日本近代版画の歩み展　茨城県つくば美術館／〔ほか編〕　練馬区立美術
館　c1993　26cm　137p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/1994-4 001053282503

138 ナガ 永瀬義郎
日本版画史と共に永瀬義郎版画展　永瀬 義郎(1891ー1978)／作　茨城県
立美術博物館　〔1977.5〕　24×25cm　1冊

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1977-5 001053282511

139 ナバ
那波多目功
一

新現代日本画家素描集　11　日本放送出版協会　1993.11　25×26cm　1
冊

一般書 地下書庫 725/30/11 001052004049
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140 ナバ
那波多目功
一

那波多目功一　那波多目 功一(1933ー)／画　茨城県天心記念五浦美術
館　c2008　30cm　129p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾃ-3/2008-
11

001053751275

141 ニセ
二世五姓田
芳柳

二世五姓田芳柳の世界　五姓田 芳柳(2代目)／〔画〕　古河歴史博物館
2012.3　29cm　96p

一般○茨 閉架積層 ｲ069.65/ｺﾚ-3/2012-3 001054230758

142 ニセ
二世五姓田
芳柳

二世五姓田芳柳　　（特別展）　五姓田 芳柳(2代目)／〔画〕　さしま郷土館
ミューズ（坂東市立猿島資料館）　2014.10　30cm　183p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.95/ｻｼ-3/2014-
10

001054327901

143 ノウ 能島征二
能島征二の軌跡展　　（水戸芸術館現代美術センター資料 第88号）　能島
征二／〔作〕　水戸芸術館現代美術センター　2010.4　26cm　45p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2010-
5

001053876767

144 ハシ 橋本雅邦
橋本雅邦と幻の四天王　橋本 雅邦／[ほか画]　松本市美術館　2015.10
25cm　191p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/52/ 001054444052

145 ハヤ 林十江 林十江　林 十江／〔画〕　新いばらきタイムス社　1978.11　32cm　89p 一般○茨 閉架積層 ｲ721/ﾊﾔ/(2) 001053041552

146 ハヤ 林十江
林十江　　（NHK日曜美術館）　林 十江(1777ー1813)／画　日本放送出版
協会　1993.5　28cm　61p

一般○茨 閉架積層 ｲ721/ﾊﾔ/ 001053249460

147 ハヤ 林十江 林十江の生涯　小林 富雄(1948ー)／著　小林富雄　2009.3　20cm　232p 一般○茨 貸出郷土 ｲ721/40/ 001053748875

148 ハヤ 林十江
近世水戸の画人　林 十江／〔ほか画〕　茨城県立歴史館　2014.10　30cm
159p

一般○茨 貸出郷土 ｲ069.6/ｲﾚ-3/2014-10 001054264054

149 ヒシ 菱田春草
菱田春草　　（新潮日本美術文庫 29）　菱田 春草／〔画〕　新潮社　1997.5
20cm　93p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/ﾋｼ/ 001053046171

150 ヒシ 菱田春草
菱田春草展　菱田 春草／画　菱田春草展実行委員会　c2003　31cm
150,11p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/ﾋｼ/ 001053562706

151 ヒシ 菱田春草
もっと知りたい菱田春草　　（アート・ビギナーズ・コレクション）　鶴見 香織
(1969ー)／著　東京美術　2013.6　26cm　79p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/44/ 001054184575

152 ヒシ 菱田春草
菱田春草鑑賞ガイド　菱田 春草／[画]　飯田市美術博物館　2011.9
30cm　61p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/ﾋｼ/ 001054441892

153 ヒシ 菱田春草
菱田春草　　（別冊太陽）　鶴見 香織／監修　平凡社　2014.10　29cm
159p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721/51/ 001054441983
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154 ヒシ
横山大観/
菱田春草

大観・春草展　横山 大観／画　茨城県天心記念五浦美術館　c2001
28cm　146p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾃ-3/2001-
10

001053021505

155 ホリ
堀江優/柳
田昭

堀江優と柳田昭の世界　堀江 優(1933ー)／〔画〕　茨城県つくば美術館
c1998　28cm　91p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾂ-3/1998-
12

001052741376

156 マツ 松本楓湖 半古と楓湖　添田 達嶺／著　睦月社　1955.10　22cm　159p 図版23枚 一般○茨 閉架積層 ｲ721/2/ 001053218986

157 マツ 松井康成
松井康成の世界　松井 康成(1927ー2003)／〔作〕　茨城県近代美術館
c1996　28cm　202p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1996-2 001051802344

158 マツ 松井康成
御須麻流之珠　　（松井康成作陶展 第8回）　松井 康成(1927ー2003)／作
東京アド・バンク　1979.3　21cm　1冊

一般○茨 閉架積層 ｲ751.02/2/ 001052958830

159 マツ 松井康成 宇宙性　松井 康成(1927ー2003)／著　講談社　1994.4　20cm　185p 一般○茨 閉架積層 ｲ183/ﾏﾂ/ 001052958970

160 マツ 松井康成 無のかたち　松井 康成(1927ー2003)／著　講談社　1980　22cm　223p 一般○茨 閉架積層 ｲ751.02/5/ 001052976816

161 マツ 松井康成 涅槃　松井 康成(1927ー2003)／著　講談社　2002.9　20cm　153p 一般○茨 閉架積層 ｲ181/ﾏﾂ/ 001053049340

162 マツ 松井康成 練上玻璃光　松井 康成(1927ー2003)／著　講談社　2005.9　31cm　207p 一般○茨 貸出郷土 ｲ751.02/9/ 001053410088

163 マツ 松井康成
人間国宝松井康成の全貌　松井 康成(1927ー2003)／作　朝日新聞社
2005.9　30cm　195p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2005-9 001053434070

164 マツ 松井康成
人間国宝松井康成　松井 康成(1927ー2003)／作　笠間稲荷美術館　1995
ごあいさつ　25×26cm　87p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.92/ｶｲ-3/1995 001053610422

165 ムツ 六崎敏光
六崎敏光彫刻作品集　六崎 敏光(1938ー)／〔作〕　六崎敏光　1999.5
31cm　100p(図版45枚)

一般○茨 閉架積層 ｲ715/ﾑﾂ/ 001052808068

166 ムラ 村山密
セーヌの岸辺から　村山 密(1918ー2013)／著　興英社　1990.5　22cm
270p

一般○茨 閉架積層 ｲ723/5/ 001051803094

167 ムラ 村山密 村山密展　村山 密(1918ー2013)／画　朝日新聞社　c2000　30cm　142p 一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾃ-3/2001-4 001053021927
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168 ムラ 村山密
村山密展　村山 密(1918ー2013)／画　NHKプロモーション　c2006　29cm
132p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲｷ-3/2006-
12

001053548747

169 モリ 森田茂
森田茂展　森田 茂(1907ー)／画　茨城県立美術博物館　〔1986.9〕　25×
25cm　1冊(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1986-9 001053610794

170 モリ 森田茂
100歳記念森田茂作品集　森田 茂／〔画〕　「100歳記念森田茂作品集」刊
行会　c2007　28cm　149p

一般○茨 閉架積層 ｲ723/ﾓﾘ/ 001054452097

171 ヤマ 山下りん
魂のイコン・山下りん　高橋 文彦(1955ー)／著　原書房　1995.9　20cm
235p

一般○茨 閉架積層 ｲ913/ﾀｶ/ 001051805552

172 ヤマ 山下りん
山下りん　　（ふるさと文庫）　小田 秀夫／著　筑波書林　1980.4　18cm
92p

一般○茨 貸出郷土 ｲ080/1/62 001052029624

173 ヤマ 山下りん
山下りん　　（ミュージアム新書 24）　大下 智一(1967ー)／著　北海道新聞
社　2004.3　18cm　242p

一般○茨 閉架積層 ｲ723/1/ 001053197818

174 ヤマ 山下りん
山下りんとその時代展　山下 りん／〔ほか画〕　読売新聞社　c1998　30cm
168p

一般○茨 貸出郷土 ｲ723/ﾔﾏ/ 001053538003

175 ヤマ 山崎猛
山崎猛作品集　山崎 猛(1930ー)／〔作〕　筑波書林　1995.2　31cm
226p(図版共)

一般○茨 貸出郷土 ｲ712/ﾔﾏ/ 001053282669

176 ヤマ 山崎猛
没後10年山崎猛展　山崎 猛(1930ー)／〔作〕　東海村文化・スポーツ振興
財団　2008.1　30cm　27p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.91/ﾄｽ-3/2008-1 001053704217

177 ヨコ 横山大観
横山大観と近代日本画の巨匠たち　横山 大観／ほか画　茨城県天心記
念五浦美術館　c2005　29cm　126p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾃ-3/2005-1 001053410278

178 ヨコ 横山大観 気魄の人横山大観　　（別冊太陽）　平凡社　2006.8　29cm　167p 一般○茨 閉架積層 ｲ721.051/17/ 001053459788

179 ヨコ 横山大観 画聖横山大観の系譜　坂田 暁風／著　〔坂田暁風〕　2015.1　20cm　169p 一般○茨 貸出郷土 ｲ721.051/25/ 001054269699

180 ヨコ 横山大観
教科書に出てくる日本の画家　2　工藤 美也子／著　汐文社　2013.2
27cm　47p

児童書 こども 720/ｸ/2 001100472305

181 ヨコ 横山大観
日本の美術 10／横山大観-流転の名画海山十題　　（新日曜美術館／
THE ART OF JAPAN）　NHKエデュケーショナル／企画・制作　NHK EP
2007　12cm　01枚

ＤＶＤ 視聴覚 70/20/10 001740026313
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182 ヨコ 横山大観
横山大観　　（人間の記録 103）　横山 大観／著　日本図書センター
1999.12　20cm　195p

一般○茨 閉架積層 ｲ721.05/22/ 001052775630

183 ヨコ 横山大観
横山大観　横山 大観／画　茨城県天心記念五浦美術館　1999.10　28cm
147p(図版40枚)

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾃ-3/1999-
10

001052806740

184 ヨコ 横山大観 横山大観　横山 大観／画　朝日新聞社　2002.2　37cm　113,13p 一般○茨 貸出郷土 ｲ721.05/32/ 001052958863

185 ヨコ 横山大観
横山大観　　（現代日本美術全集 第2巻）　横山 大観／〔画〕　集英社
1972.8　28cm　143p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ721.05/9/ 001052993787

186 ヨコ 横山大観
横山大観展　横山 大観／ほか画　朝日新聞社　2013ごあいさつ　29cm
296,19p

一般○茨 貸出郷土 ｲ721.05/56/ 001054221005

187 ヨコ 横山大観 横山大観展　横山 大観／[画]　富山県水墨美術館　c2015　30cm　111p 一般○茨 貸出郷土 ｲ721.05/96/ 001054444599

188 ヨサ 与謝蕪村 蕪村　与謝 蕪村／画　思文閣出版　2003.9　30cm　196p 一般書 人文７(72) 721.7/ﾖｻ/ 001000683902

189 ヨサ 与謝蕪村
蕪村展　与謝 蕪村／〔画〕　茨城県立歴史館　1997.10　30cm　131p(図版
40枚)

一般○茨 閉架積層 ｲ069.6/ｲﾚ-3/1997-10 001054367998

190 その他 現代陶芸家列伝　井上 隆生(1942ー)／著　風媒社　2006.1　22cm　246p 一般書 地下書庫 751.1/ｲﾉ/ 001000956878

191 その他 日本近現代陶芸史　外舘 和子／著　阿部出版　2016.5　21cm　671p 一般書 人文７(75) 751.1/ﾄﾀﾞ/ 001001685286

192 その他 茨城の顔　室伏 勇(1934ー)／〔著〕　茨城新聞社　1969.5　22cm　592p 一般○茨 貸出郷土 ｲ273/ﾑﾛ/ 001051666525

193 その他
茨城の美術史　茨城県立美術博物館／編　茨城県立美術博物館　1972.3
22cm　669p 図版40p

一般○茨 閉架積層 ｲ702/1/+2 001051802153

194 その他
北関東の文人画　茨城県近代美術館／共編　茨城県近代美術館　1995
29cm　153p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1995-4 001051802302

195 その他
茨城の美と心　講談社／企画・制作　茨城新聞社　1982.10　38cm
208p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ720/7/ 001051803466
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196 その他 茨城のこころ　〔2〕　室伏 勇(1934ー)／著　昭和書院　1973.8　19cm　271p 一般○茨 貸出郷土 ｲ273/ﾑﾛ/2 001052928684

197 その他 五浦の五人展　朝日新聞東京本社企画第一部　c1986　24×25cm　1冊 一般○茨 閉架積層 ｲ721/32/ 001052958574

198 その他 水戸の先人たち　水戸市教育委員会　2010.3　20cm　495p 一般○茨 貸出郷土 ｲ273/ﾐﾄ/ 001053897904

199 その他
アーティスト・ファイル　2011-032　国立新美術館／編集　国立新美術館
〔2011〕　21×28cm　31p

一般書 地下書庫 708.7/ｱﾃ/2011-32 001054093388

200 その他
現代茨城美術家名鑑　現代茨城美術家名鑑編集委員会／編集　茨城新
聞社　2003.10　27cm　367,4p

一般○茨 閉架積層 ｲ703/2/ 001054168446

201 その他 かがやく笠間の先人たち　笠間市教育委員会　2014.3　30cm　127p 一般○茨 貸出郷土 ｲ273/ｶｻ/ 001054227705


