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雑誌 9510173801 // みづゑ　　1980-04-03 美術出版社 1980

雑誌 9510033050 // 三彩　　1960-07-01 三彩社 1960

雑誌 9510009547 // 三彩　　1972-01-01 三彩社 1972

雑誌 9510033079 // 三彩　　1973-01-01 三彩社 1973

雑誌 9510039591 // 三彩　　1986-07-01 三彩社 1986

雑誌 9510103600 // 中央美術　　1917-06-01 日本美術学院 1917

雑誌 9510103683 // 中央美術　　1924-09-01 日本美術学院 1924

和書 なし //K489 芋銭子文翰全集　上巻 小川茂吉 中央公論社 1939

和書 なし //K490 芋銭子文翰全集　下巻 小川茂吉 中央公論社 1940

和書 なし //K495 生誕120年小川芋銭展 朝日新聞東京本社企画第一部 1988

和書 9110455460 //K496 河童百図 小川芋銭 綜合美術社 1978

和書 9110030826 720.4/KO89H/ 放庵画論 小杉未醒 アトリエ社 1930

和書 9110212275 721.9/KA91G/ 画人生涯筆一管 川端竜子 東出版 1972

和書 9110030675 721.9/KA91K/ 画室の解放 川端竜子 中央美術社 1924

和書 9110030666 721.9/KA91Y/ 画家竜子 横川毅一郎 三彩社 1963

和書 9110110159 721.9/KO89H/ 放庵画集 小杉放庵〔画〕 三彩社 1960

和書 9110218072 721.9/MO66T/ 恒友画談 森田恒友 古今書院 1934

和書 9110110041 721.9/O24K/ 河童百図 小川芋銭 竜星閣 1956

和書 9110264404 721.9/O24N/ 禅機悠遊 西躰巍禅 西躰巍禅 1995

和書 9110150305 721.9/O24O/ 小川芋銭画集 小川芋 日本経済新聞社 1988

和書 9110193859 721.9/O24S/ 芋銭の幼少年時代 鈴木光夫著 筑波書林 1984

和書 9110133396 721.9/O24T/ 画聖芋銭 津川公治著 宮越太陽堂書房 1943

和書 9110208835 721.9/O24T/1 小川芋銭　上巻 津川公治著 筑波書林 1979

和書 9110208844 721.9/O24T/2 小川芋銭　下巻 津川公治著 筑波書林 1979

和書 9110069740 721.9/O24U/ 芋銭 小川芋銭 日本経済新聞社 1963

和書 9110188984 721.9/O24U/ 芋銭子作品撰集 小川芋銭 青梧堂 1942

和書 9110187314 721.9/O24U/ 芋銭子名作集 小川芋銭 単独舎 1982

和書 9110188993 721.9/O24U/ 芋銭子名作集 小川芋銭 精華房 1944

和書 9110189005 721.9/O24U/ 芋銭書簡拾遺 小川芋銭 山雅房 1942

和書 9110217469 723N/H84M/ 洋画先覚本多錦吉郎 村居銕次郎編輯 本多錦吉郎翁建碑会 1934

和書 9110110032 911.3/O24U/ 芋銭子俳句と画跡 小川芋銭著 芸艸堂出版部 1946

和書 9110188957 G721.9/O24U/ 芋銭子遺作画冊 小川芋銭 大塚巧芸社 1939

和書 9110046639 T702.16/KI42T/1965 近代作家の回顧　〔１９６５〕 〔東京国立近代美術館〕 1965

和書 9110046129 T702.16/Y84T/1958 四人の作家　〔１９５８〕 〔東京国立近代美術館〕 1958

和書 9110049541 T702.193/MU82S/1983 武蔵野に生きる埼玉の美術家たち 埼玉県立近代美術館編 埼玉県立近代美術館 1983

和書 9110321476 T721.9/H63G/2001 平福百穂作品集 平福百穂〔画〕 ギャラリーぐんじ 2001

和書 9110245490 T721.9/H63M/1984 平福百穂展 平福百穂〔画〕 宮城県美術館 1984

和書 9110388930 T721.9/I84K/1979 異色の水墨画家　〔１９７９〕 京都国立近代美術館編 京都国立近代美術館 1979

和書 9110299651 T721.9/KA91M/1972 川端竜子展 川端竜子［画］ 日本橋三越 1972

和書 9110253572 T721.9/KI46N/1995 金鈴社の五人展 新潟県立近代美術館 新潟県立近代美術館 1995

和書 9110051423 T721.9/KO73K/1978 近藤浩一路展 近藤浩一路画 日本美術館企画協議会 1978

和書 9110332353 T721.9/KO89K/1997 小杉放菴展 小杉放庵〔画〕 小杉放菴記念日光美術館 1997

和書 9110164267 T721.9/MO67S/1991 森田恒友とその時代 森田恒友〔画〕 埼玉県立近代美術館 1991

和書 9110332433 T721.9/O24I/1998 小川芋銭 小川芋銭〔画〕 茨城県近代美術館 1998

和書 9110211044 T721.9/O24T/1993 小川芋銭展 小川芋銭〔画〕 日本経済新聞社 1993

和書 9110163840 T721.9/SA29F/1990 酒井三良展 酒井三良〔画〕 福島県立美術館 1990

和書 9110299642 T721.9/SA65M/1958 松竹梅展覧会 横山大観ほか［画］ 兼素洞 1958

和書 9110138276 T721.9/TA24T/1991 大正の新しき波 栃木県立美術館編集 徳島県立近代美術館 1991

和書 9110423369 T723.1/Y96T/2002 油画の卒業制作と自画像 東京芸術大学大学美術館編集 東京芸術大学大学美術館協力会 2002

T721.9/KA91M/19979110299624和書
朝日新聞社文化企画局名古屋
企画部

小杉放庵記念日光美術館 1997

牛久町立図書館小川芋銭
逸話集編集委員会編

小川芋銭 牛久町立図書館721.9/O24O/9110190113和書

和書 9110304027 721.9/KO89K/

茨城県立美術博物館所蔵による
小川芋銭展

1983

東京国立文化財研究所美術部・
美術研究所

便利堂 2003

1997川端竜子［画］川端竜子展

小杉放庵記念日光美術館所蔵
作品目録

小杉放庵〔画〕

〔小川芋銭画〕 神奈川県立近代美術館 1981

雑誌 9510259192 // 美術研究　　2003-02-28

和書 9110053820 T721.9/O24K/1981

鹿島美術財団年報　昭和５７・５８年度   合併号
鹿島美術研究　2001-11-15

鹿島美術財団 2001

雑誌 9510294208 //
美術研究　(1) (1932年1月1日)　(00398)
2009-08-31

東京国立文化財研究所美術部・
美術研究所

便利堂 2009

//9510205431雑誌

雑誌 9510182112 //

1960

山梨県立美術館研究紀要
南画の言説と現実［上］　2003-06-10

山梨県立美術館 2003

芸術新潮　この発言はどう生かされたか
－戦後芸術界１０の発言　1960-10-01

//9510038923雑誌 新潮社


