
種別 資料番号 請求記号 タイトル 著者 出版社 出版年

雑誌 9510169630 国華　1250号　平成11年12月 国華社 1999年

雑誌 9510210440 国華　1310号　平成16年12月 国華社 2004年

雑誌 9510263121 国華　1321号　平成17年11月 国華社 2005年

雑誌 9510196118 芸術新潮　2003年11月号 新潮社 2003年

雑誌 9510009180

雑誌 //K1409

雑誌 9510009135 古美術　70号　1984年4月 三彩社 1984年

雑誌 9510172644 三彩　67号　1955年7月 三彩社 1955年

雑誌 9510033041 三彩　124号　1960年5月 三彩社 1960年

雑誌 9510125742 日本の美学　24号　1996年 ぺりかん社 1996年

雑誌 9510033210 日本の美術　162号　昭和54年11月 至文堂 1979年

雑誌 9510025040 美術手帖　1972年3月号 美術出版社 1972年

雑誌 9510164393 悲劇喜劇　428号　1986年6月 早川書房 1986年

雑誌 9510095400 悲劇喜劇　530号　1994年12月 早川書房 1994年

雑誌 9510046504 週刊アーティスト・ジャパン　56号 同朋舎出版 1993年

図書 9110098804 721.7/W46I/ 一掃百態 渡辺華山著 岩崎美術社 1981年

図書 9110395273 721.7/W46I/ 崋山 井上昇三著 アトリエ社 1938年

図書 9110216701 721.7/W46S/ 崋山 [渡辺崋山画] 東京中日新聞出版局 1962年

図書 9110256055 721.7/W46W/ 崋山書簡集 ［渡辺崋山著］ 国書刊行会 1982年

図書 9110256064 721.7/W46W/ 崋山全集 ［渡辺崋山著］ 崋山叢書出版会 1941年

図書 9110274465 721.7/W46S/ 崋山探索 杉浦明平著 岩波書店 1998年

図書 9110453662 //K448 華山と為恭 藤森成吉著 高見沢木版社 1939年

図書 9110293907 T721.7/KA99H/1976 崋山と弟子たち　特別展 [渡辺崋山ほか画] [浜松市美術館] 1981年

図書 9110217191 721.7/W46S/ 崋山の研究 菅沼貞三著 座右宝刊行会 １９４７年

図書 9110098850 721.7/W46S/ スケッチとデッサン 渡辺華山[画] 岩崎美術社 1983年

図書 9110381616 T721.7/KI46T/1993
近世から近代へ
崋山系の花鳥・風俗画

田原町博物館編集 田原町博物館 1993年

図書 9110181787 721.02/TA74N/ 日本の近代美術と幕末 匠秀夫著 沖積舎 1994年

図書 9110248385 T210.5/N71T/1995 日本の夜明け展　崋山とその同志 田原町博物館編集 田原町博物館 1995年

図書 9110359099 721.7/W46K/
幕末から明治へのめまぐるしい美術
渡辺崋山を中心に

金原宏行著 沖積舎 2002年

図書 9110255684 721.7/W46S/ 渡辺崋山　増補再版 太田［ぜん］太郎著 崋山叢書出版会 1940年

図書 9110217217 721.7/W46M/ 渡辺崋山 森銑三著 創元社 1941年

図書 9110062795 T721.7/W46M/1961 渡辺崋山 渡辺崋山[画] [日本経済新聞社] 1961年

図書 9110000148 721.7/W46Y/ 渡辺崋山 吉沢忠著 東京大学出版会 1972年

図書 9110022593 721.7/W46I/ 渡辺崋山 石川淳著 筑摩書房 1985年

図書 9110086901 721.7/W46H/ 渡辺崋山　優しい旅びと 芳賀徹著 朝日新聞社 1986年

図書 9110183039 721.7/W46H/ 渡辺崋山　秘められた海防思想 日比野秀男著 ぺりかん社 1994年

図書 9110230970 721.7/W46K/ 渡辺崋山 加藤文三著 大月書店 1996年

図書 9110366431 721.7/W46B/ 渡辺崋山　郷国と世界へのまなざし 別所興一著 あるむ 2004年

図書 9110275927 721.7/W46O/
渡邉崋山研究
三河田原藩の周辺と画論を中心に

小沢耕一著 日本図書センター 1998年

図書 9110474045 T721.7/W46T/2005
渡辺崋山・椿椿山が描く人物画
19世紀の迫真に出会う

渡辺崋山[画] 田原市博物館 2005年

図書 9110313581 T721.7/W46K/1975 渡辺崋山展 渡辺崋山[画] 京都新聞社 1975年

図書 9110338517 T721.7/W46T/1993 渡辺崋山とその師友展　生誕200年 田原町博物館編集 田原町博物館 1993年

図書 9110423529 T721.7/W46T/2004
渡辺崋山と弟子たち
静岡・常葉美術館コレクションによる

渡辺崋山[ほか画] 田原市博物館 2004年

図書 9110228426 721.7/W46T/ 渡邉崋山の逆贋作考 月山照基著 河出書房新社 1996年

図書 9110346054 T721.7/W46T/1999 渡辺崋山の書 田原町博物館編 田原町博物館 1999年

図書 9110412768 702.1/TA19T/1 田原市博物館館蔵名品選　第1集 田原市博物館編集 田原市博物館 2003年

図書 9110465574 702.1/TA19T/2 田原市博物館館蔵名品選　第2集 田原市博物館編集 田原市博物館 2005年

図書 9110414280 T721.7/B89T/2003 文人画名品展　出光美術館所蔵 田原町博物館編集 田原町博物館 2003年

図書 9110065198 T702.15/E24T/1989
江戸美術の祝祭
江戸東京400年記念展覧会

東京都庭園美術館
学芸課編集

東京都文化振興会 1989年

図書 9110250810 T721.7/TS14T/1994 椿椿山展 椿椿山[画] 田原町博物館 1994年

図書 //K447 日本の文人画
日本経済新聞社
文化事業部

日本経済新聞社 1971年

図書 9110443316 //K293 崋山及系統 吉岡班嶺編著 帝国絵画協会 1926年

図書 9110189168 702.1/I95I/6 岩波日本美術の流れ　6　東と西の出会い 高階秀爾著 岩波書店 1993年

図書 9110280785 721.7/SA75B/ 文人画の鑑賞基礎知識 佐々木丞平著 至文堂 1998年

図書 9110311863 721.7/O89B/ 文人画家の譜　王維から鉄斎まで 大槻幹郎著 ぺりかん社 2001年

図書 9110273539 9126/H63H/ 非業の人　渡辺崋山 平林卓郎著 文化書房博文社 1998年

映像 9420007730 7A1//
続・美術のみかた．10：
洋画と日本画：日本近代美術の出発

日経映像 1990年

古美術　48号　1975年6月 三彩社 1975年


