
- 書籍名 記事名（図版のみ掲載の場合は作品名を記載） 発行元 発行年 所蔵形式

1 太陽  第23巻第7号 図版《馬の山登》 博文館 1917年6月 原本

2 美術新論  第2巻第7号 青木と僕（著・熊谷守一） 美術新論者 1927年7月 原本

3 美術手帳  第1巻第1号 美術座談  -  熊谷守一氏との半時間 美術手帳社 1935年1月 複写

4 中央美術  第19号
畸人か熊谷守一君…（著・山下新太郎）
熊谷守一身邊雑記（著・石川確治）
熊谷さんの話（著・東郷靑兒）

日本美術学院 1935年2月 原本

5 南画鑑賞  第5巻第8号 山の中の生活（著・熊谷守一） 南画鑑賞会 1936年8月 原本

6 画観  第4年10月号 熊谷守一藝術談（著・小熊秀雄） 書観社 1937年10月 複写

7 みづゑ  №411 図版《烏》《渓流》《裸婦》《裸婦デッサン》 美術出版社 1939年4月 原本

8 みづゑ  №433

熊谷守一の作品（著・今泉篤男）
熊谷さんのこと（著・信時潔）
熊谷さんの人と畫（著・黒田重太郎）
熊谷守一先生（著・野間仁根）

美術出版社 1940年12月 原本

9 第28回  二科美術展覧会  目録 1941年9月 原本

10 熊谷守一画集

熊谷君の藝術的本質（著・有島生馬）
お祝ひ（著・山下新太郎）
熊谷守一雑抄（著・石川確治）
熊谷先生の人と絵（著・中川紀元）
熊谷守一先生（著・野間仁根）

熊谷守一画集刊行会 1942年7月 原本

11 曳尾庵随筆 熊谷守一画伯（著・辰野隆） 要書房 1949年1月 複写

12 美術手帖  №14 熊谷守一画伯（著・辰野隆） 美術出版社 1949年2月 複写

13 閑人獨語 熊谷守一画伯（著・辰野隆） 洛陽書院 1949年10月 複写

14 財政と専売  第18号 煙草対談（聞く人・野田卯一、語る人・熊谷守一） 日本専売公社 1950年1月 複写

15 心  第3巻第7号 虹の歌（著・熊谷守一） 日本評論社 1950年7月 複写

16 短歌研究  第7巻第8号 表紙画に熊谷作品（作品名不明）（蟻と朝顔の画） 日本短歌社 1950年9月 原本

17 旅  第25巻第25号 冬の木曾山中（著・熊谷守一） 日本交通公社 1951年12月 複写

18 美術手帖  №56 自画像（著・熊谷守一） 美術出版社 1952年5月 複写

19 短歌研究  第9巻第5号 表紙画に熊谷作品（作品名不明）（鳥の画） 日本短歌社 1952年5月 原本

20 心  第5巻第12号 ピカソは一番分りいい（著・熊谷守一） 酣燈社 1952年12月 複写

21 アサヒカメラ  通巻239号 熊谷守一画伯像（写真・安井仲治） 朝日新聞社 1953年6月 複写

22 閑中忙人 熊谷守一さん（著・鍋井克之） 朝日新聞社 1953年9月 複写

23 現代代表作家展（図録） 図版《伊那谷》 フジカワ画廊 1953年12月 原本

24 藝術新潮  第5巻第3号 対談  熊谷守一（志賀直哉、山下新太郎） 新潮社 1954年3月 複写

25 婦人之友  第48巻第9号 事故の発見 － 画室小談 － （著・熊谷守一） 婦人之友社 1954年9月 複写

26 現代日本美術全集
（編集・座右宝刊行会  後藤茂樹）
熊谷守一  陽（著・水澤澄夫）

角川書店 1954年11月 複写

27 天井を蹴る 熊谷守一描くローソクの画（著・湯沢三千男） 日本週報社 1955年1月 複写

28 婦人之友  第49巻第4号 図版《からす》（解説・熊谷守一） 婦人之友社 1955年4月 複写

29 心  第8巻第6号 私の生ひ立と絵の話（著・熊谷守一） 平凡社 1955年6月 複写

30 経済往来  第7巻第10号 忘れ得ぬ人々（著・熊谷守一） 経済往来社 1955年10月 複写

31 心  第8巻第11号
座談会  虫と鳥の話（志賀直哉、熊谷守一、大原総一
郎、中川一政）

平凡社 1955年11月 複写

32 臨時増刊  文藝  志賀直哉讀本 挿画・熊谷守一 河出書房 1955年12月 原本

33 週刊読売  臨時増刊  第15巻第21号 ホコリだらけの芸術家 － 熊谷守一 － （著・辰野隆） 読売新聞社 1956年5月 複写

34 婦人之友  第50巻第8号 おにゆり（著・熊谷守一） 婦人之友社 1956年8月 複写

35 心  第10巻第1号 初冬閑話（著・熊谷守一） 婦人之友社 1957年1月 複写

36 現代の洋画 美術出版社 1957年6月 複写

37 富柿集 （著・佐藤一） 新小説社 1957年11月 複写

38 現代画家論 熊谷守一の作品（著・今泉篤男） 美術出版社 1958年2月 複写

39 婦人之友  第52巻第9号 表紙画《かまきりとひがん花》 婦人之友社 1958年9月 複写

40 藝術新潮  第9巻第12号 隠棲派画家  熊谷守一 新潮社 1958年12月 複写

41 週刊明星 裸婦（著・熊谷守一） 集英社 1959年2月 複写（奥付欠）

42 出入無事 熊谷守一画伯を讃える歌（著・湯沢三千男） 俳句研究社 1959年4月 複写

43 美術手帖  №156 もうひとつの顔  いかけ（著・熊谷守一） 美術出版社 1959年4月 複写

44 婦人之友  第53巻第6号 表紙画《つつじ》 婦人之友社 1959年6月 複写

45 藝術新潮  第10巻第9号 熊谷守一  中川一政  二人展（著・針生一郎） 新潮社 1959年9月 複写

46 みづゑ  №665 熊谷守一個展（日本橋画廊）（展評・三宅正太郎） 美術出版社 1960年9月 複写

47 文藝春秋愛讀者大會 表紙画に熊谷作品（作品名不明）（裸婦の画） 文藝春秋社 1960年11月 原本

48 令月 第1集 図版13点掲載 粟津画廊 1960年9月 原本

49 1960年展（図録） 図版《黄菊》および画家近影経歴 日本洋画商協同組合 1960年1月 原本

50 藝術新潮  第11巻第9号 ぴ・い・ぷ・る《一晩でかいた百号》（著・熊谷守一） 新潮社 1960年9月 複写

51 熊谷守一（画集） 図版58図（原色貼込） 美術出版社  熊谷守一刊行会 1961年2月 原本

52 文藝春秋 目次絵（作品名不明）（白猫と椿） 1962年1月 複写

53 熊谷守一展（図録） 日本経済新聞社 1962年4月 原本

54 芸術新潮  第13巻第6号 熊谷守一の回顧展（著・庄野潤三） 新潮社 1962年6月 複写

55 心の群像
初冬閑話（著・熊谷守一）
私の生立と絵の話（著・熊谷守一）

河出書房新社 1962年6月 原本

56 吉川富三撮影  郁文集 熊谷守一（写真・吉川富三） 全日本写真新聞社 1962年9月 複写

57 美術論集  すずめ  第4
熊谷守一作品展（一哉堂画廊）（展評・高橋新吉）
国際形象展（三越）（展評・高橋新吉）

竹葉屋書店 1962年12月 複写

58 週刊新潮 新潮ギャラリー  熊谷守一の近作から 新潮社 1963年2月 複写

59 谺 表紙画に熊谷作品（作品名不明）（富士の図） 松本稔 1963年3月 原本
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60 藝術新潮  第14巻第7号 わが贅沢貧乏  金物と壷（著・熊谷守一） 1963年7月 複写

61 平櫛田中  熊谷守一  小杉放菴  三合會展（図録） 高島屋 1964年1月 原本

62 三彩  第170号
特集  熊谷守一
熊谷守一の人と作品（著・谷川徹三）
熊谷守一さんの芸術（著・木村定三）

三彩社 1964年2月 原本

63 週刊新潮 新潮ギャラリー  熊谷守一の近作から 新潮社 1964年4月 複写

64 MORIKAZU KUMAGAÏ（図録） GALERIE DAVID ET GARNIER 1964年5月 原本

65 繪  №3 回想の華  =  熊谷先生のこと  =  （著・野間仁根） 日動画廊 1964年5月 複写

66 芸術の運命 熊谷守一の人と芸術（著・谷川徹三） 岩波書店 1964年9月 複写

67 芸術新潮  第15巻第10号
日本的な画家・ブラック（著・熊谷守一）
ぴ・い・ぷ・る《画家と彫刻》押しつぶされて変形した旧作
（著・熊谷守一）

新潮社 1964年10月 複写

68 心  第17巻第11号 図版《疊の上に横たわる裸婦》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1964年11月 複写

69 美術手帖  №247 インタビュー”明治”熊谷守一（ききて・東野芳明） 美術出版社 1965年1月 複写

70 心  第18巻第7号
座談会  絵と音楽（熊谷守一、信時潔、田中耕太郎、嘉
治隆一）

平凡社 1965年7月 複写

71 心  第18巻第10号

図版《折鶴》（解説・武者小路実篤）
信時潔君追悼（著・颯田琴次）
残された大きな孔（著・嘉治隆一）
恩師信時先生を偲ぶ（著・長谷川良夫）

平凡社 1965年10月 複写

72 昭和41年度読書週間記念  岐阜県郷土文化展  熊谷守一展（写真帖） 岐阜県立図書館 1966年 複写

73 日本の自画像 日本の自画像・その系譜（著・桑原住雄） 南北社 1966年5月 複写

74 心  第19巻第6号 山下新太郎を想ふ（著・熊谷守一） 平凡社 1966年6月 複写

75 アサヒカメラ  通巻400号 熊谷守一（写真・中島八重子） 朝日新聞出版 1966年8月 複写

76 心  第19巻第11号 図版《椿に黒鶫》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1966年11月 複写

77 週刊新潮 新潮ギャラリー  熊谷守一の近作から 新潮社 1966年12月 複写

78 日本の名画  10  洋画100選 熊谷守一（著・針生一郎） 三一書房 1966年12月 複写

79 米寿を祝って  熊谷守一近作展（図録） 熊谷さんの言葉について（著・谷川徹三） ギャレリー・ポワン 1967年2月 原本

80 週刊新潮 画家・米寿の顔（著・鈴木忠雄） 新潮社 1967年2月 複写

81 近くの顔 熊谷守一（著・中川一政） 中央公論美術出版 1967年3月 複写

82 熊谷先生  米寿のお祝ひ 石川鴻児、鈴木十五朗など23名によることばを掲載 くまのこかい 1967年4月 原本

83 みづゑ  №747 作家登場  熊谷守一（著・桑原住雄） 美術出版社 1967年4月 複写

84 文藝春秋 美術散歩  熊谷守一近作展（展評・河北倫明） 文藝春秋社 1967年4月 複写

85 日本の文学  27  有島武郎  長与善郎 挿画《陸奥直次郎》 1967年4月 複写

86 繪  №404 番衆技塾の諸先生（著・高田誠） 日動画廊 1967年6月 複写

87 折り折りの人 熊谷守一《モンペが商標になる》（著・鍋井克之） 朝日新聞社 1967年8月 複写

88 人生万華鏡 熊谷守一（著・嘉治隆一） 朝日新聞社 1967年10月 複写

89 八翁展（図録） 丸栄 1967年11月 原本

90 美術論集  すずめ  第8 熊谷守一近作展（ギャレリー・ポワン5）（展評・高橋新吉） 竹葉屋書店 1967年11月 複写

91 美術年鑑 美術年鑑社 1968年 複写

92 熊谷守一書展（図録） 熊谷守一君（著・武者小路実篤） 吉井画廊 1968年1月 原本

93 週刊新潮 新潮ギャラリー  熊谷守一の近作から 新潮社 1968年1月 複写

94 ギャルリー  ムカイ改称記念  熊谷守一展（図録） ギャルリー  ムカイ 1968年6月 原本

95 熊谷守一近作洋画展（出品リスト） 大丸東京店 1968年7月 複写

96 美術論集  すずめ  第9 熊谷守一展（ギャルリームカイ）（展評・高橋新吉） 竹葉屋書店 1968年11月 複写

97 画家  第4号 寿福対談  熊谷守一・津田青楓（司会・桑原実） 美術手帳社 1968年9月 複写

98 生誕九十年記念  熊谷守一展（図録）
熊谷さんの画は何故  見ていると楽しくなって来るか（著・岡
潔）
生誕九十年記念「熊谷守一展」を祝して（著・木村定三）

毎日新聞社
（会場  大阪心斎橋・大丸）

1969年5月 原本

99 九十歳記念  クマガイモリカズ展（図録） ギャルリー  ムカイ 1969年5月 原本

100 熊谷守一作品撰集 （編者/著・木村定三、制作・日本経済新聞社） 株式会社大阪フォルム画廊 1969年5月 原本

101 週刊新潮 新潮ギャラリー  熊谷守一の近作から 新潮社 1969年6月 複写

102 美術手帖  №315 熊谷守一回顧展（展評・S） 美術出版社 1969年7月 複写

103 みづゑ  №780 ディアローグ1  熊谷守一（聞き手・安東次男） 美術出版社 1970年1月 原本

104 心  第23巻第1号 図版《朝のはぢまり》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1970年1月 複写

105 日本巨匠二十人展（図録） 毎日新聞社（会場  大阪心斎橋・大丸） 1970年4月 原本

106 昭和四十五年  熊谷守一展（図録） ギャルリー  ムカイ 1970年6月 原本

107 藝術新潮 第21巻第9号 夫を語る（著・熊谷秀子） 新潮社 1970年9月 複写

108 熊谷守一展（図録） 熊谷守一のこと（著・弦田平八郎） 神奈川県立近代美術館  鎌倉 1970年10月 原本

109 心  第23巻第12号 図版《夕映》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1970年12月 複写

110 熊谷守一展（図録） 熊谷さんの人間像（著・木村定三） 祇園画廊 1971年2月 原本

111 熊谷守一新作水墨展（図録） ギャルリー  ムカイ 1971年4月 原本

112 名コレクションによる  熊谷守一展 自然心をもつ画家（著・三木多聞） 日動画廊 1971年6月 原本

113 求美  №7 画廊が推す  第3回誌上展  熊谷守一《夕立雨水》 求美 1971年7月 原本

114 週刊ポスト ポストコレクション《座裸婦》（著・小川正隆） 小学館 1971年7月 複写

115 繪  №90 熊谷守一展での追憶（著・久保貞次郎） 日動画廊 1971年8月 複写

116 超俗の巨匠・画業80年  熊谷守一展（図録）
毎日新聞社
（会場  梅田近代美術館、丸栄スカイル）

1971年9月 原本

117 心  第24巻第10号 図版《新神楽》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1971年10月 複写

118 へたも絵のうち 日本経済新聞社 1971年11月 原本

119 《へたも絵のうち》  －  画業70年  熊谷守一展（図録） 熊谷守一の人と作品（著・今泉篤男） 日本経済新聞社（会場  西武美術館） 1972年1月 原本

120 藝術新潮  第23巻第2号 志賀直哉をめぐる美  熊谷守一画帖 新潮社 1972年2月 複写

121 週刊文春 天下の大もの  熊谷守一（著・中山千夏） 文芸春秋 1972年3月 複写



122 日本美術工芸  通巻第405号 扁額の書42〈熊谷守一の無碍〉（著・榊莫山） 日本美術工芸社 1972年6月 複写

123 ＡＲＴＴＯＰ  第10号
仙術  熊谷守一小感（著・宗左近）
熊谷守一先生と私（著・村山祐太郎）

芸術新聞社 1972年7月 原本

124 藝術新潮  №278
広告「48年をひらく  熊谷守一近作展」（ギャルリー  ムカ
イ）

新潮社 1973年2月 原本

125 書画小品 熊谷守一（図録） 無理をせぬこと（著・熊谷守一） 彌生画廊  小川貞夫 1973年4月 原本

126 心  第26巻第8号 図版《猫》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1973年8月 複写

127 月刊  噂  第3巻第8号 茫々記（著・熊谷守一）  新連載 噂発行所 1973年8月 原本

128 月刊  噂  第3巻第10号 茫々記（著・熊谷守一）  第2回 噂発行所 1973年10月 複写

129 熊谷守一の書　 求龍堂 1973年12月 原本

130 現代日本美術全集  愛蔵普及版18  萬鉄五郎/熊谷守一 集英社 1974年 原本

131 藝術新潮  №289 画家のことば（著・熊谷守一）  新連載第1回 新潮社 1974年1月 複写

132 月刊  噂  第4巻第1号 茫々記（著・熊谷守一）  第3回 噂発行所 1974年1月 複写

133 藝術新潮  №290 画家のことば（著・熊谷守一）  第2回 新潮社 1974年2月 原本

134 藝術新潮  №291 画家のことば（著・熊谷守一）  第3回 新潮社 1974年3月 複写

135 月刊  噂  第4巻第3号 茫々記（著・熊谷守一）  第4回 噂発行所 1974年3月 複写

136 藝術新潮  №292 画家のことば（著・熊谷守一）  第4回 新潮社 1974年4月 複写

137 熊谷守一書 茂吉秀歌（図録） ギャラリーなかつみ 1974年5月 復刻版

138 藝術新潮  №293 画家のことば（著・熊谷守一）  第5回 新潮社 1974年5月 原本

139 藝術新潮  №293 画家のことば（著・熊谷守一）  最終かい第6回 新潮社 1974年6月 複写

140 太陽  画家  青木繁  愛と放浪の生涯 絵の友達青木繁（著・熊谷守一） 平凡社 1974年10月 複写

141 新築開廊記念  熊谷守一近作展（図録） ギャルリー  ムカイ 1974年11月 原本

142 心  第27巻第11号 図版《牡丹》（解説・武者小路実篤） 平凡社 1974年11月 複写

143 財界展望
忘れがたきアウトサイダー  文化勲章をあっさり断る＝熊谷
守一（著・浜川博）

財界展望新社 1974年11月 複写

144 開廊2周年記念  熊谷守一展  絵・陶芸（絵付）・書（図録） 熊谷守一の人と芸術（著・木村重信） ギャラリー芦屋 1974年12月 原本

145 熊谷守一画集（特別限定版）
原色貼込82図379図
熊谷守一  －  その人と絵  －  （著・今泉篤男）
自伝（著・熊谷守一）

日本経済新聞社 1974年12月 原本

146 日本の心 熊谷守一（図録）

（編集・武者小路侃三郎）
独語（著・熊谷守一）
パリ展のこと（著・向井加寿枝）
初めて先生にお会いした頃（著・小川敏夫）
熊谷先生のこと（著・松井平次）
清光会のころ（著・後藤茂樹）

生活社 1975年 原本

147 文藝春秋 日本の顔  熊谷守一 文藝春秋 1975年1月 複写

148 みづゑ  №839 浄土の音色  熊谷守一の近作（著・森敦） 美術出版社 1975年2月 複写

149 熊谷守一  人と作品 発行所/生活社、発行人/武者小路侃三郎 1975年4月 原本

150 短歌雑誌  覇王樹  第55巻第6号 熊谷守一の書（著・松井如流） 覇王樹社 1975年6月 複写

151 中央公論  第90年第6号 日本人のアルバム36  熊谷守一 中央公論新社 1975年6月 複写

152 宝石
新連載／聞き書き・ひとすじ人生  日本の心を生きる  画
家 熊谷守一（著・武田繁太郎）

光文社 1975年8月 複写

153 心  第28巻第9号
熊谷守一氏を訪ねて（対談・熊谷守一、熊谷秀子、白洲
正子）

平凡社 1975年9月 複写

154 週刊文春
イーデス・ハンソン対談94  仙人画家の住民運動「勲章よ
りもお天道さまがほしい」（ゲスト・熊谷守一）

文芸春秋 1975年10月 複写

155 日本カメラ 日本の画家46  熊谷守一（写真・林忠彦） 1975年10月 複写

156 熊谷守一クロッキー集「鳥獣虫魚」

（監修・谷川徹三）
「絵」のこと（著・熊谷守一）
ほとけさま（著・白洲正子）
対談（熊谷守一、熊谷秀子）
解説（谷川徹三）

神無書房 1975年11月 原本

157 藤森武・写真展  独り楽しむ  熊谷守一の世界（図録） わたしと藤森武君（著・熊谷守一） 文藝春秋画廊 1976年か？ 原本（カケ有）

158 藝術新潮  第27巻第1号 熊谷守一の近況 新潮社 1976年1月 複写

159 蒼蝿 求龍堂 1976年2月 原本

160 世界 画仙  熊谷守一 岩波書店 1976年6月 複写

161 心  第29巻第7号 武者さんのこと（著・熊谷守一） 平凡社 1976年7月 原本

162 三彩  第348号 ふるさと・付知にできた  熊谷守一記念館（著・瀧澤寛） 三彩社 1976年8月 複写

163 独楽  熊谷守一の世界（写真集） （著・藤森武） 講談社 1976年10月 原本

164 特別展  熊谷守一展  岐阜県が生んだ洋画界の巨匠  熊谷守一画伯の芸術（図録） 岐阜県博物館 1976年11月 複写

165 熊谷守一・黒田辰秋  二人展（図録） 吉井画廊 1977年2月 原本

166 三彩  №356
屹立する芸境  熊谷守一<書と絵>・黒田辰秋<木工と漆
>二人展（著・高尾亮一）

三彩社 1977年4月 複写

167 週刊サンケイ ”画価日本一”熊谷守一氏、遺産の「行方」 扶桑社 1977年8月 複写

168 追悼  熊谷守一展（図録）
葬儀にあたっての弔辞の再録（今泉篤男）
追悼展にあたって（著・向井加寿枝）

ギャルリー  ムカイ 1977年9月 原本

169 藝術新潮  №333
追悼・熊谷守一  人間本来無一物（著・白洲正子）
追悼・熊谷守一  「あげ羽蝶」（著・向井加寿枝」

新潮社 1977年9月 複写

170 心  第30巻第10号 図版《富士山》（扇面）（解説・今泉篤男） 平凡社 1977年10月 原本

171 三彩  №362 熊谷守一氏逝く（著・藤本韻三） 三彩社 1977年10月 複写

172 美術手帖  №425
追悼  <自然>に生きた一世紀  －  熊谷守一の死（著・
弦田平八郎）

美術出版社 1977年10月 複写

173 心  第30巻第11号
座談会「美術よもやま話」内「熊谷守一の人間像」（梅原
龍三郎、谷川徹三、今泉篤男、白洲正子）

平凡社 1977年11月 複写



174 繪  №165
美術エッセイ・日本洋画壇の五十年  『ろうそく』  －  湯沢
三千男、長谷川仁、熊谷守一  －  （著・太田正文）

日動画廊 1977年11月 複写

175 心  第30巻第12号
熊谷さん追憶（著・谷川徹三）
熊谷守一先生追悼（著・今泉篤男）
熊谷守一、最後の十日間（著・熊谷榧）

平凡社 1977年12月 複写

176 熊谷守一自撰水墨画集

（企画/制作・ギャルリー  ムカイ）
日本画のこと（著・熊谷秀子）
熊谷守一の水墨淡彩作品（著・今泉篤男）
熊谷守一の自然体（著・安東次男）
生命のままに（著・瀬戸内晴美）

神無書房 1978年2月 原本

177 一枚の繪  №78 特集 熊谷守一「書と絵」（図版掲載） 一枚の繪株式会社 1978年4月 原本

178 月刊美術 小説  熊谷守一  贖罪の絵筆（著・石井代蔵）第一回 サン・アート 1978年7月 原本

179 藝術新潮  №344 熊谷さんの一周忌（著・向井加寿枝） 新潮社 1978年8月 原本

180 月刊美術 小説  熊谷守一  贖罪の絵筆（著・石井代蔵）第二回 サン・アート 1978年8月 原本

181 月刊美術 小説  熊谷守一  贖罪の絵筆（著・石井代蔵）第三回 サン・アート 1978年9月 原本

182 月刊美術 小説  熊谷守一  贖罪の絵筆（著・石井代蔵）最終回 サン・アート 1978年10月 原本

183 熊谷守一展（図録）
熊谷守一の作品（著・今泉篤男）
思い出すことあれこれ（著・熊谷秀子）

日本経済新聞社（会場  西武美術館） 1978年10月

184 熊谷守一遺作展  無欲恬淡の世界（図録）
熊谷守一の作品（著・今泉篤男）
思い出すことあれこれ（著・熊谷秀子）

岐阜日日新聞社（会場  岐阜髙島屋） 1978年10月 原本

185 別冊アサヒグラフ  第4巻第1号  通巻第11号  熊谷守一 朝日新聞社 1978年12月 原本

186 生誕100年記念熊谷守一展（図録）
熊谷守一の書画（著・河北倫明）
思い出すことあれこれ（著・熊谷秀子）

サンケイ新聞社（会場  阪急百貨店） 1979年5月 原本

187 書  熊谷守一（限定本）

（監修・木村定三）
熊谷守一の書（著・木村定三）
書の顔  熊谷守一の書について（著・加藤楸村）
「雨滴」について（著・安岡章太郎）

神無書房 1980年2月 原本

188 生誕百年  熊谷守一展（図録） ギャルリー  ムカイ 1980年8月 原本

189 かみなりさま －わが半世紀 － 画家と私  熊谷守一と山下新太郎（著・中西悟堂） 永田書房 1980年12月 複写

190 熊谷守一論 （著・川西淳子） ギャルリー  ムカイ 1981年8月 原本

191 へたも絵のうち  熊谷守一のアトリエとくらし（図録） 豊島区立郷土資料館 1985年7月 原本

192 熊谷守一鑑賞  プロムナード（図録） 激しく厳しい熊谷芸術（著・藤井一雄） フジヰ画廊 1985年9月 原本

193 日輪  熊谷守一先生を偲んで （著・長瀬宝） （私家版） 1986年2月 原本

194
世界の有名画家  10代の作品展  picasso was once a child
（図録）

展覧会をどうみるか  －  とくに父母と先生に  －  （著・瀬
木慎一）

北海道新聞社
（会場  札幌芸術の森アートロビー、おかざき世
界こども美術博物館、大阪ナビオ美術館）

1987年 原本

195 没後10年特別企画  熊谷守一  ひとと芸術展（図録）
常人か、畸人か  －  熊谷守一の人と絵（著・匠秀夫）
心の師・熊谷守一画伯（著・村上祐太郎）

東京新聞（会場  東武百貨店） 1987年 原本

196 天真のふたり  熊谷守一と村山祐太郎の世界 （著・田口栄一） 株式会社星雲社 1990年7月 原本

197 古文化財の科学  №35
日本にある油彩画に発生した結晶について（著・小谷野匡
子/門倉武夫）

古文化財科学研究会 1990年12月 複写

198 宇宙に遊ぶ童心 熊谷守一展（図録） 極小と極大の世界の共振（著・古川秀昭）
読売新聞社、美術館連絡協議会（会場  岐阜
県美術館、天童市美術館、石川県立美術館、
愛媛県立美術館）

1991年 原本

199 岐阜の美術家たち 熊谷守一  とも白髪碁九六さん（著・玉木幸人） 岐阜県美術館振興会 1991年3月 原本

200 美術の窓　第10巻第11号通巻108号

特集  へたも絵のうち  熊谷守一のすべて
熊谷守一について  自然に生きる哲学（著・瀧悌三）
熊谷守一と作品の不思議（著・古川秀昭）
万事承知の仙人、クマガイ・モリカズ老のこと（著・安井収
蔵）
熊谷守一をパリで自慢したかった（インタビュー・向井加寿
枝）
熊谷守一と二科会、そして原勝四郎（著・山尾薫明）
父・熊谷守一のこと（インタビュー・熊谷榧）
心を洗いに千早町詣で（著・藤森武）

生活の友社 1991年11月 原本

201 熊谷守一展（図録） ギャルリー  ムカイ 1992年4月 原本

202 熊谷守一  書・墨画展（図録） 万葉洞 1993年5月 原本

203 開廊一周年記念 熊谷守一展（図録） ギャラリー小澤 1993年9月 原本

204 資生堂ギャラリー七十五年史 求龍堂 1995年3月 原本

205 日経アート  第87号 図版《椿》《百日草》 日経BP社 1995年12月 原本

206 信州高遠美術館所蔵目録 高遠の文化の流れと信州高遠美術館（著・松澤昭史） 高遠町教育委員会、信州高遠美術館 1996年 原本

207 赤い線  それは空間  思い出の熊谷守一 （著・向井加寿枝） 岐阜新聞社 1996年5月 原本

208 没後20年「熊谷守一｣展（図録）
熊谷守一の絵画（著・陰里鐵郎）
熊谷守一研究の問題点（著・池田良平）

天童市美術館、足利市立美術館、浜松市美
術館、飯田市美術博物館、読売新聞社、美術
館連絡協議会

1997年 原本

209 付知百年  町制施行100周年記念/写真集
付知百年編集委員（付知町文化財保護審議
委員会内）

1997年4月 原本

210 特別展  実篤と画家たちとの交友  沈黙の世界（図録） 調布市武者小路実篤記念館 1997年4月 原本

211 繪  №404 表紙絵《折鶴》 日動画廊 1997年10月 原本

212 無一物  熊谷守一の書

でこぼこの名月（著・安岡章太郎）
熊谷さんのこと（著・信時潔）
無欲の味（著・角川源義）
自然を生きる（著・田中穣）
晩年のモリ（著・熊谷榧）

世界文化社 1997年10月 原本



213 虫時雨  熊谷守一の素描・水墨画

等身大の”眼と心”（著・白洲正子）
お会いした日（著・庄野潤三）
熊谷守一君の画（著・武者小路実篤）
ものを見つめる（著・辰濃和男）

世界文化社 1997年10月 原本

214 洋画全国公募  第1回  熊谷守一大賞展 図版《夕映》 岐阜県付知町 1997年11月 原本

215 天童市美術館  研究紀要  第1号 天童市美術館 1998年9月 原本

216 熊谷守一画文集  ひとりたのしむ 求龍堂 1998年9月 原本

217 洋画全国公募  第2回  熊谷守一大賞展 図版《朝日》 岐阜県付知町 1998年11月 原本

218 書  熊谷守一  普及版
熊谷守一の書（著・木村定三）
書の顔（著・加藤楸邨）
「雨滴」について（著・安岡章太郎）

神無書房 2000年1月 原本

219 へたも絵のうち（文庫版） 追加解説  見ることの距離を楽しむ（著・赤瀬川原平） 平凡社 2000年2月 原本

220 個人美術館散歩  7人の洋画家（図録） 凝視  熊谷守一の見つめたもの（著・池田良平）

個人美術館散歩実行委員会
（会場  神戸市立小磯記念美術館、稲沢市荻
須記念美術館、天童市美術館、北海道立三
岸好太郎美術館、萬鉄五郎記念美術館）

2001年4月 原本

221 へたも絵のうち  展覧会  熊谷守一ものがたり（図録） 3つの死（著・小泉淳一） 茨城県近代美術館 2002年

222 もう一人の熊谷守一  水墨・書・篆刻  他
熊谷守一の書と墨絵（著・熊谷榧）
熊谷守一と僕（著・藤森武）
熊谷守一懐古（著・中津海茂）

株式会社里文出版 2002年2月 原本

223 墨 第158号
随想  故郷にある守一画伯の字（著・伊藤英治）
コラム  雨が好きだったモリ（著・熊谷榧）
評論  九十歳のヤンチャ坊主（著・真鍋井蛙）

芸術新聞社 2002年10月 原本

224 木村定三コレクション選（図録）

木村定三コレクション覚書（著・牧野研一郎）
熊谷さんの芸術（著・木村定三）
長谷川利行の芸術（著・木村定三）
木村定三著作目録

愛知県立美術館 2003年3月 原本

225 茨城県近代美術館  研究紀要  10
象徴主義のつむじ風吹く  －  青木繁と熊谷守一の青春
時代  －（著・小泉淳一）

茨城県近代美術館 2003年3月 原本

226 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第1集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2003年8月 原本

227 熊谷守一展  －  超俗の画人、いのちのかたち  －（図録）

（監修・陰里鐵郎）
画家・熊谷守一（著・陰里鐵郎）
熊谷守一の境遇と眼（著・島田康寛）
ヤキバノカエリをめぐって（著・古川秀昭）
熊谷守一  日本画の背景（著・金原宏行）
無形の描線（著・廣瀬泰孝）

HHK名古屋放送局、NHK中部ブレーンズ
（会場  ジェイアール名古屋髙島屋、京都髙島
屋、なんば髙島屋、静岡アートギャラリー）

2004年 原本

228 熊谷守一油彩画全作品集
（監修  熊谷榧、陰里鐵郎、古川秀昭、島田康寛、池田
良平、福井淳子）
熊谷守一油彩画全作品集によせて（著・陰里鐵郎）

求龍堂 2004年3月 原本

229 岐阜県所在史料目録  第53集  熊谷黄氏寄贈  熊谷守一文書目録 岐阜県歴史資料館 2004年3月 原本

230 生活から生まれた豊かな美術  松本望・千代コレクション特選展 図版《白ばら》《蟻》《河童と馬》 玉川近代美術館（徳生記念館） 2004年7月 原本

231 熊谷守一  守一ののこしたもの（記録資料集） 熊谷守一の特質  日記より（著・古川秀昭） 岐阜新聞社 2004年9月 原本

232 熊谷守一  木村定三コレクション（展覧会図録兼書籍） 愛知県美術館 2004年10月 原本

233 熊谷守一の猫 父と猫と家族と（著・熊谷黄） 求龍堂 2004年10月 原本

234 美術の窓  第23巻第3号通巻251号
展覧会ダイジェスト（熊谷守一展  －  超俗の画人、いの
ちのかたち  －）

生活の友社 2004年2月 原本

235 第41回 太陽展（図録） 図版《茅野の渋柿》《百合》 日動画廊 2004年5月 原本

236 無形 青山知架夫 2004年10月 原本

237 くうきのかお（絵本） （著・アーサー・ビナード） 福音館書店 2004年10月 原本

238 月刊絵手紙  №107 特集  熊谷守一の墨彩世界 日本絵手紙協会 2004年11月 原本

239 素描集  第164集 （著・市川博一） 岐阜新聞社 2005年1月 原本

240 岐阜県歴史資料館報  第28号 熊谷守一の『夏旅行記』の考察（著・下林博孝） 財団法人岐阜県教育文化財団  歴史資料館 2005年2月 原本

241 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第2集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2005年6月 原本

242 別冊太陽  気ままに絵のみち  熊谷守一
人は死んでも絵は残る（著・熊谷榧）
熊谷仙人（著・宗左近）
画家と写真家（著・藤森武）

平凡社 2005年7月 原本

243 岐阜県美術館  名作50選 図版《蠟燭》掲載 岐阜県美術振興会 2006年 原本

244 岐阜県歴史資料館報  第29号 熊谷守一『日記Ⅲ～Ⅳ』の考察（著・下林博孝） 財団法人岐阜県教育文化財団  歴史資料館 2006年2月 原本

245 日本書法  朱夏蒼峰号  vol.7
熊谷榧さんに聞く  人と作品
素の書・熊谷守一讃（著・荒川玄二郎）
生命力宿す品位の墨彩（著・小木太法）

株式会社書道芸術社 2006年6月 原本

246 絵のこころ  仏のこころ （著・臂美恵） 本願寺出版 2006年8月 原本

247 没後30年  熊谷守一展  天与の色彩  究極のかたち（図録）

（企画/監修・池田良平）
熊谷守一をめぐるシンクロニシティ（著・山下裕二）
熊谷守一を見つめて（著・池田良平）
熊谷守一の生命力（著・平澤広）
熊谷守一と『心』（著・伊豆井秀一）
初めてのパトロネージュ（著・大越久子）

求龍堂
（会場  天童市美術館、埼玉県立近代美術
館、萬鉄五郎記念美術館、成羽町美術館）

2007年 原本

248 池田諒  遺稿「原勝四郎のフランス放浪日記」 田辺市立美術館 2007年 原本

249 私の履歴書  孤高の画人  熊谷守一・中川一政・東郷青児・棟方志功 日本経済新聞社 2007年2月 原本

250 熊谷守一 生前 全版画集 岐阜新聞社 2007年7月

251 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第3集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2007年7月 原本

252 月刊MOKU  vol.187
あるがままに抱かれて  画家・熊谷守一の世界（著者不
明）

MOKU出版 2007年10月 原本

253 豊島区立熊谷守一美術館  所蔵作品集 熊谷守一美術館 2007年11月 原本



254 いのちのかたち  熊谷守一展（図録）
いのちのかたち（著・廣江康孝）
熊谷守一の「ほとけさま」（著・堀川亜由美）

いのちのかたち  熊谷守一展  実行委員会
（会場  岐阜県美術館）

2008年 原本

255 木村定三コレクション名作選

価値判断の物指（著・木村定三）（再録）
木村定三コレクションの熊谷守一（著・牧野研一郎）
「木村定三  私の書画遍歴  価値判断の物指」解題（著・
鯨井秀伸）

愛知県美術館 2008年2月 原本

256 木村定三コレクション研究報告書2 愛知県美術館 2008年3月 原本

257 熱風  第6巻第5号  通巻65号 第60回「一枚の絵」から  熊谷守一〈宵月〉（著・高畑勲） 株式会社スタジオジブリ 2008年5月 原本

258 群像  第63巻第5号 「日本近代絵画」と熊谷守一（著・古谷利裕） 講談社 2008年5月 複写

259 サライ  第20巻第5号通巻462号
展覧会紹介（没後30年  熊谷守一展  天与の色彩  究
極のかたち）

小学館 2008年6月 原本

260 清春  39号 連載  仙人と呼ばれた男（著・田村祥蔵）第1回 清春芸術村『清春』出版部 2009年4月 原本

261 藝術新潮  第60巻第10号
小山登美夫  見た、訊いた、買った  lesson7  熊谷守一を
柳ケ瀬画廊で

2009年10月 原本

262 アートコレクター  №16 山下裕二のこれが欲しい！  Vol.16  熊谷守一 生活の友社 2009年10月 原本

263 無欲越え  熊谷守一評伝 （著・大川公一） 求龍堂 2009年11月 原本

264 一枚の絵から  日本編 （著・高畑勲） 岩波書店 2009年11月 原本

265 こどものとも0.1.2  通巻176号  「はじまるよ」 図版11点掲載 福音館書店 2009年11月 原本

266 熊谷守一水墨淡彩画登録会 墨蹟第1集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2009年12月 原本

267 木村定三コレクション広報誌『rapport（ラポール）』 熊谷守一《雨滴》に寄せる（著・松岡温彦） 愛知県美術館 2010年3月 原本

268 清春  40号 連載  仙人と呼ばれた男（著・田村祥蔵）第2回 清春芸術村『清春』出版部 2010年4月 原本

269 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第4集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2010年4月 原本

270 見た、訊いた、買った  古美術 （著・小山登美夫） 新潮社 2010年6月 原本

271 小さな世界に無限の世界  熊谷守一展（図録） 熊谷守一（著・池田良平）、監修・池田良平
神戸新聞社（会場  福井市美術館、北九州市
立美術館分館、瀬戸内市立美術館、伊丹市
立美術館）

2011年 原本

272 池袋モンパルナスそぞろ歩き  熊谷守一篇 （監修/編集・尾﨑眞人） 株式会社オクターブ 2011年3月 原本

273 清春  41号 連載  仙人と呼ばれた男（著・田村祥蔵）第3回 清春芸術村『清春』出版部 2011年4月 原本

274 MKM32  メイキング・オブ・クマガイモリカズ 愛知県美術館 2011年9月 原本

275 ぬぐ絵画  日本のヌード  1880-1945（図録） （企画/構成・蔵屋美香） 東京国立近代美術館 2011年11月 原本

276
20世紀検証シリーズ  No.3  池袋モンパルナス展  ようこそ、アトリ
エ村へ！（図録）

（付属品・1941年と2011年の池袋地図） 板橋区立美術館、美術館連絡協議会 2011年11月 原本

277 ちいさな美術館  熊谷守一（ポストカードブック） 青幻舎 2011年12月 原本

278 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第5集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2012年3月 原本

279 清春  42号 連載  仙人と呼ばれた男（著・田村祥蔵）第4回 清春芸術村『清春』出版部 2012年4月 原本

280 美術手帖  vol.64  NO.967 図版《あかんぼを》（解説・岡崎乾二郎） 2012年6月 原本

281 花美術館  vol.26  熊谷守一

インタビュー  いい絵を描こうと思わない － 父、守一の人物
像（熊谷榧）
視覚の不思議（著・古川秀昭）
繰り返し描かれるモティーフ（著・池田良平）
夜の画家（著・小泉淳一）
裸婦をめぐる実験（著・蔵屋美香）
木村定三と熊谷守一（著・村田眞宏）
資料から読み解く（著・廣江康孝）

花美術館 2012年6月 原本

282 信時潔  音楽随想集  バッハに非ず （著・信時裕子）アルテスパブリッシング 2012年12月 原本

283 木村定三コレクション広報誌『拝啓  木村定三さま』 愛知県美術館 2013年3月 原本

284 総合演劇雑誌  テアトロ  通巻873号 戯曲  無欲の人～熊谷守一物語～（著・相良敦子） カモミール社 2013年3月 原本

285 今治市玉川近代美術館所蔵品名作展（図録） 「玉川近代美術館」設計に携わって（著・松本莞） 今治市近代美術館 2013年3月 原本

286 鮮やかに生きた昭和の100人 画壇の仙人（著・菊地武顕） 株式会社文藝春秋 2013年5月 原本

287 民藝の仲間380号  無欲の人  熊谷守一物語（演劇パンフレット） 劇団民藝 2013年6月 原本

288 清春  清春白樺美術館30周年記念号 連載  仙人と呼ばれた男（著・田村祥蔵）第5回 清春芸術村『清春』出版部 2013年7月 原本

289 最新精神医学 第19巻第6号 特集 画家の病跡 熊谷守一（著・野嵜理） 世論時報社 2014年1月 原本

290 特別展  Ｋａｗａｉｉ日本美術－若冲・栖鳳・松園から熊谷守一まで－（図録） 山種美術館 2014年1月 原本

291 熊谷守一展  画家がみつめた小さないのち  豊かなこころ（図録） 「熊谷守一展」によせて（著・水木祥子）
晴耕雨読（会場  ひろしま美術館、ミウラートヴィ
レッジ（三浦美術館））

2014年3月 原本

292 巨匠の目  川端康成と東山魁夷 川端康成旧蔵品として《蟻》《地蔵尊》掲載 求龍堂 2014年4月 原本

293 サライ  第26巻第6号通巻585号 日本の色がたり  熊谷守一の「茶」（著・押鐘祐子） 小学館 2014年6月 原本

294 蒼蠅  増補改訂版 求龍堂 2014年8月 原本

295 守一のいる場所  熊谷守一（図録）
《轢死》と《蠟燭》の暗色化について（著・松岡未紗）
木村定三と熊谷守一（著・石崎尚）
守一のいる場所（著・廣瀬泰孝）

求龍堂（会場  岐阜県美術館） 2014年9月 原本

296 梅壇 守一展を見て（著・藤田佑美子） 俳句結社  梅壇 2015年2月 複写

297 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第6集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2015年3月 原本

298 ほっこり美術館（図録） 熊谷作品10点展示 横須賀美術館 2015年4月 原本

299 熊谷守一美術館30周年記念  熊谷守一作品集 （監修・熊谷榧） 株式会社榧 2015年5月 原本

300 熊谷守一つけち記念館  所蔵作品画集

熊谷守一つけち記念館  開館に寄せて（著・古田肇）
8文字の絵（著・日比野克彦）
熊谷守一の絵画と故郷付知（著・村田眞宏）
熊谷守一コレクションの歴史（著・池田良平）

求龍堂 2015年9月 原本

301 季刊学海 没後40年の熊谷守一（著・園部利彦） 岐阜高等学校 2016年 複写

302 d design travel  18  GIFU 表紙絵《ざくろ》 d&department PROJECT 2016年3月 原本

303 熊谷守一  生きるよろこび（図録）
いろいろな熊谷守一（著・蔵屋美香）
野間仁根からみた熊谷守一（著・喜安嶺）

日本経済新聞社
（会場  東京国立近代美術館、愛媛県美術
館）

2017年 原本



304 豊島区所蔵美術作品目録１  2008-2015 豊島区 2017年1月 原本

305 折にふれて （著・宇野八千代） （私家版） 2017年1月 原本

306 メディアコスモス新春美術館  没後40年  熊谷守一展（図録）
五風十雨（著・土屋禮一）
自然との共生・熊谷守一（著・藤森武）
熊谷守一  生涯と芸術（著・市川瑛子）

新春美術館実行委員会（会場  みんなの森 ぎ
ふメディアコスモス）

2017年1月 原本

307 熊谷守一水墨淡彩画登録会 墨蹟第2集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2017年3月 原本

308 没後40年  熊谷守一  お前百まで  わしゃいつまでも（図録） 香雪美術館 2017年3月 原本

309 愛知県美術館  研究紀要  第23号  木村定三コレクション編

木村定三コレクションと熊谷先生に想う（著・福井淳子）
愛知における木村定三と熊谷守一のネットワーク（著・石
崎尚）
木村定三と熊谷守一をめぐる往復書簡（翻刻）（編・石崎
尚、福井淳子）

愛知県美術館 2017年3月 原本

310 熊谷守一  書と絵と肖像（図録）
熊谷守一  書と絵と肖像（著・三谷渉）
熊谷さんのこと（著・イーデス・ハンソン）
自然との共生・熊谷守一（著・藤森武）

田辺市立美術館 2017年4月 原本

311 アサヒカメラ  通巻1088号
弟子・藤森武が語る  土門拳の人物写真（熊谷守一と土
門拳についての記述あり）

朝日新聞出版 2017年7月 原本

312 茶のあるくらし  なごみ  通巻453
小特集  自然の筆線  画家・熊谷守一、書の画境（著・
石崎尚）

淡交社 2017年9月 原本

313 月刊美術  №504
熊谷守一  没後40年を経てさらに輝く  日々の刹那の普
遍の美（著・市川瑛子）

実業之日本社 2017年9月 原本

314 もっと知りたい  熊谷守一  生涯と作品 （監修/著・池田良平、著・蔵屋美香） 東京美術 2017年12月 原本

315 モリのいる場所（台本） 『みんなのモリ』（仮）制作委員会 2018年 原本

316 愛知県美術館  研究紀要  第25号  木村定三コレクション編
手帳等を手掛かりに見る熊谷作品群形成の軌跡（著・足
立好弘）

愛知県美術館 2018年 複写

317 アトリエのときへ  －  10の小宇宙（図録） 豊島区 2018年2月 原本

318 月刊「目の眼」  №497
特集  画家・熊谷守一の書と墨絵
父・熊谷守一の思い出（著・熊谷榧）

目の眼 2018年2月 原本

319 いのちへのまなざし  熊谷守一評伝 （著・福井淳子） 求龍堂 2018年2月 原本

320 婦人之友  第112巻第3号
対談  小さな絵に広がる宇宙  画家・熊谷守一の世界
（熊谷榧、池田良平）
映画「モリのいる場所」（沖田修一、山﨑努）

婦人之友社 2018年3月 原本

321 モリカズさんと私 （著・沖田修一、田村祥蔵、藤森武、山﨑努） 株式会社文芸春秋 2018年3月 原本

322 一枚の繪  №559 観の眼  美の散歩道  第42回  反俗の人（著・入江観） 一枚の繪株式会社 2018年3月 原本

323 愉しきかな！人生  老当益壮の画人たち（図録）

美術力  －  葡萄酒のごとく  －  （著・柳原正樹）
この世での一人ボッチ（著・野見山暁治）
愉しきかな！人生  －  老当益壮の画人たち  －（著・木
本文平）
画家として生きること  －  4人の女性画家を見る（著・中
川美彩緒）

碧南市藤井達吉現代美術館、富山県水墨美
術館、中日新聞社

2018年10月 原本

324 抽象の力 (近代芸術の解析) （著・岡崎乾二郎） 亜紀書房 2018年11月 原本

325 熊谷守一水墨淡彩画登録会 登録作品集 第7集 熊谷守一水墨淡彩画登録会 2019年3月 原本

326 藝術新潮  第70巻第4号 対談  熊谷守一の普遍性を探る（森山秀子、市川瑛子） 新潮社 2019年3月 原本

327 熊谷守一  いのちを見つめて（図録）
はじめに（著・森山秀子）
画家が見つめたもの（著・市川瑛子）

青幻舎 2019年4月 原本

328 アイチアートクロニクル1919-2019（図録） 愛知県美術館 2019年4月 原本


