
人名・テーマ 種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

地球・爆 図書 あいちトリエンナーレ２０１３
あいちトリエンナーレ実

行委員会
ｃ2013 9110503817 T702.07/A23A/2013

図書 笑う雪月花
岡本信治郎，池田20世紀美術館
編集

池田２０世紀美術館 2001 9110330662 T723N/O42I/2001

雑誌 三彩　1965年1-6月 181号 三彩社 1965 9510009369 //

雑誌 美術手帖　1963年4-6月 220号 美術出版社 1963 9510006859 //

雑誌 美術手帖　1964年8-10月 240号、241号、242号 美術出版社 1964 9510007060 //

雑誌 美術手帖　1988年9月
特集1ヴェネツィア・ビエンナーレ、
特集2ジャン・デルヴィル

美術出版社 1988 9510050285 //

雑誌 みづゑ　1964年1-4月 707号 美術出版社 1964 9510014289 //

雑誌 みづゑ　1971年1-3月 794号 美術出版社 1971 9510010056 //

図書 アーティスト・ファイル 国立新美術館編集 国立新美術館 2008 9110482000
Ｔ702.07/Ａ94Ｋ/2008-

6

図書 白井美穂 白井美穂 ヒルサイド・ギャラリー 1991 9110137869 Ｔ712Ｎ/ＳＨ81Ｈ/1991

図書 白井美穂 白井美穂 ＳＯＫＯ東京画廊 1992 9110137878 Ｔ712Ｎ/ＳＨ81Ｈ/1992

図書 Ｍｉｏ　Ｓｈｉｒａｉ Ｍｉｏ　Ｓｈｉｒａｉ ヒルサイドギャラリー 1990 9110384538 Ｔ712Ｎ/ＳＨ81Ｈ/1990

雑誌 国立新美術館ニュース
独立行政法人国立美術館　国立
新美術館

独立行政法人国立美
術館　国立新美術館

2008 年報 //

雑誌 美術手帖　1992年7月 バルセロナとスペイン美術 美術出版社 1992 9510034933 //

雑誌 美術手帖　1995年4月 芸術家になりたい！ 美術出版社 1995 9510096201 //

雑誌 美術手帖　1996年6月 最新海外注目アーティスト 美術出版社 1996 9510114696 //

大坪美穂 雑誌 芸術新潮　1987年3月 悪役ゴーギャンの魅力 新潮社 1987 9510010806 //

小堀令子 雑誌 芸術新潮　1994年4月 平安建都千二百年記念 新潮社 1994 9510095026 //

図書 現代作家シリーズ 楠本正明／橋本正司／松本旻
神奈川県立県民ホー

ル
1991 9110384073 Ｔ702.16/ＫＵ92Ｋ/1991

雑誌 版画藝術　1997年6月 21世紀人間像 阿部出版 1997 9510134840 //

雑誌 美術手帖　1977年6月 絵画の原風景 美術出版社 1977 9510031360 //

雑誌 美術手帖　1978年3月 誰が最も影響を与えたか 美術出版社 1978 9510031421 //

図書 Ｋｅｉｓｕｋｅ　Ｙａｍａｇｕｃｈｉ 山口啓介 ヒルサイドギャラリー 1990 9110127002 Ｔ732Ｎ/Ｙ24Ｈ/1990

図書 Ｋｅｉｓｕｋｅ　Ｙａｍａｇｕｃｈｉ 山口啓介 ヒルサイドギャラリー 1990 9110140452 Ｔ732Ｎ/Ｙ24Ｈ/1991

図書 植物の心臓、宇宙の花
山口啓介、西宮市大谷記念美術
館

西宮市大谷記念美術
館

2002 9110411125 Ｔ732Ｎ/Ｙ24Ｎ/2002

雑誌 版画藝術　1991年4月 中山忠彦・有元利夫 阿部出版 1991 9510023920 //

雑誌 版画藝術　1995年6月 「版画」の現在地点 阿部出版 1995 9510099704 //

雑誌 美術手帖　1994年11月 東京おもしろ博物館探訪 美術出版社 1994 9510086617 //

雑誌 季刊銀花　1994年夏 本工房の主人たち 文化出版局 1994 9510091439 //

雑誌 季刊銀花　1995年春 百の手　百の輝き 文化出版局 1995 9510093540 //

雑誌 版画藝術　1986年9月 ヘンリー・ムーア 阿部出版 1986 9510097719 //

『地球・爆ー10人の画家による大共作展』関連資料展示
展示期間：2019年9月19日～11月17日

岡本信治郎

白井美穂

松本旻

山口啓介

清水洋子



種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

図書 ＡＲＴ　ＢＯＸ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ
ＡＲＴＢＯＸインターナショ

ナル
2008 9110428973 709/A94A/

図書 アフターマン
ドゥーガル・ディクソン著，今泉吉典監
訳

ダイヤモンド社 2004 9110367448 480/D79A/

図書 エコ＆アート 群馬県立館林美術館 ｃ2009 9110506864 T702.07/E44G/2009

図書 ＮＨＫ地球大紀行展 日本放送協会 c1987 9110057230 T450.9/E64K/1987

図書 絵本・動物・地球展 群馬県立館林美術館 2016 9110570640 Ｔ726.5/Ｅ35Ｇ/2016

図書 かけがえのない日本風景 星野画廊 2011 9110573043 723.1/KA24H/

図書 芸術がいま地球にできること 平山郁夫，阿川佐和子　ほか 芸術新聞社 2007 9110467130 7219/Ｈ69Ｇ/

図書 ＪＡＧＤＡ平和と環境のポスター展
日本グラフィックデザイ

ナー協会
c1992 9110376581 T727.6/J14N/1992

図書 ＪＡＧＤＡ平和と環境のポスター展
日本グラフィックデザイ

ナー協会
ｃ1993 9110376590 T727.6/J14N/1993

図書 ＪＡＧＤＡ平和と環境のポスター展
日本グラフィックデザイ

ナー協会
ｃ1995 9110377720 T727.6/J14N/1995

図書 世界遺産入門 古田陽久著
シンクタンクせとうち総合

研究機構
1998 9110273270 709/F94S/

図書 地球どうぶつ写真展 岩合徳光、岩合光昭 北海道立釧路芸術館 2012 9110526956 Ｔ748/Ｉ92Ｈ/2012

図書 地球と人間：ＹＥＳ．ＮＯ． 日本広告写真家協会 2000 9110407089 748/Ｃ44Ｎ/

図書 地球の詩 飛鳥童〔画〕 エム・エ・エム c1999 9110355492 T723N/A93M/1999

図書 地球の音を聴く スーパー・ドーム・スタジアム編 ＴＢＳブリタニカ 1992 9110143866 762/C44T/

図書 地球の音楽誌 西岡信雄 大修館書店 1992 9110114766 760.4/N86C/

図書 ネイチャー・ワールド 東京都写真美術館編集
東京都歴史文化財団東

京都写真美術館
c1997 9110405727 T748/N62T/1997

図書 博物館の災害・事件史 椎名仙卓著 雄山閣 2010 9110518883 069/SH32H/

図書 東日本大震災の記録と津波の災害史 リアス・アーク美術館 2014 9110511274 369.3/H55R/

図書 東日本大震災美術館・博物館総合調査報告
全国美術館会議東日本大震災美術
館・博物館総合調査分科会編集

全国美術館会議 2014 9110558780 706.9/H55Z/

図書 復する。創る。伝える。震災から５年
阪神間ミュージアムネットワーク推進実
行委員会［ほか］編

阪神間ミュージアムネット
ワーク推進実行委員会

2000 9110341737 706.9/H29H/

テーマ展示『地球』



種別 書名 著者/出演者 出版者/レーベル名 出版年 資料番号 請求記号

図書 愛と孤独、そして笑い 東京都現代美術館 c2005 9110456744 T702.16/A25T/2005

図書 ウェルカム・ニッポン 松尾スズキ 白水社 2012 9110520068 912.6/ＭＡ85Ｗ/

図書 え～泣き笑いを一席… 足立秀夫語り 郷土出版社 1993 9110204003 779.1/A16E/

図書 大阪の笑い 井上宏著 関西大学出版部 1992 9110141656 779/I57O/

図書 岡本太郎爆発大全 岡本太郎著 河出書房新社 2011 9110489647 723N/O42O/

図書 音楽は自由にする 坂本龍一著 新潮社 2009 9110476774 764.7/SA32O/

図書 画家たちと戦争 名古屋市美術館 c2015 9110539874 T702.16/G16N/2015

図書 画家と戦争 河田明久監修 平凡社 2014 9110510150 702.16/G16H/

図書 上方の笑い 木津川計著 講談社 1984 9110000765 779.1/KI99K/

図書 カリカチュアの近代 石子順著 柏書房 1993 9110173168 723.3/I76K/

図書 君たちの知らないむかし広島は 安水稔和著 編集工房ノア 1995 9110226673 912.7/Y65K/

図書 草間彌生展 草間弥生 草間 ｃ1992 9110184869 Ｔ723Ｎ/ＫＵ83Ｓ/1992

図書 芸術は爆発だ！ 岡本敏子編著 小学館 1999 9110336245 S723N/O42G/

図書 原爆の図 丸木位里共同制作
小峰書店（発売） 丸木

美術館
1983 9110216532 721.9/MA54G/

図書 原爆の図 小沢節子著 岩波書店 2002 9110359885 721.9/MA54O/

図書 国際笑ポスターＳＨＯＷ 福田繁雄総合監修・デザイン
サントリーミュージアム天

保山
c1999 9110376124 T727.6/KO51S/1999

図書 爆発する芸術岡本太郎展 岡本太郎［作］
福島テレビ 福島県立美

術館
2005 9110477038 T723N/O42F/2005

図書 ヒロシマ以後 広島市現代美術館編集 広島市現代美術館 c1995 9110245703 T702.1/H73H/1

図書 ヒロシマ以後 広島市現代美術館編集 広島市現代美術館 c1995 9110248204 T702.1/H73H/2

図書 ふたりの画家 本橋成一著 ポレポレタイムス社 2005 9110440842 721.9/MA54M/

図書 丸木位里・俊の時空 ヨシダヨシエ著 青木書店 1996 9110233140 721.9/MA54Y/

図書 遺言 菅原憲義著 青木書店 1996 9110228918 721.9/MA54S/

テーマ展示『爆』


