資料展示

群馬の美術家たち
期間：平成１５年１１月１１日（火）～１２月２７日（土）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

群馬県立図書館は、蔵書の中から特色ある地域資料を選び、利用に供することを目的に
テーマを変えながら資料展示を行っております。
今回は、２階・調査相談室の郷土資料コーナーから本県の美術家たちに関する資料を紹介
いたします。湯浅一郎、山口薫、福沢一郎など、本県の近現代の美術家による画集、図録、
著書など、約１００点を展示いたします。
－
１

目録

－

新井洞厳 南画家。(1866～1948) 吾妻郡原町（現吾妻町）出身
＋洞巌風雅集 新井洞巌／著 金井好道／編 壱誠社 １９６０
南画の描き方 新井洞巌／著 中央美術社 １９２５
２ 湯浅一郎 洋画家 （1868～1931） 安中市出身
＋湯浅一郎展 没後６０年 甦える明治・大正の光 群馬県立近代美術館／編・発行 １９９１
＋湯浅一郎を中心とした近代日本洋画展 群馬県立近代美術館／編・発行 １９７７
３ 小室翠雲 南画家。(1874～1945) 館林町（現館林市）出身
＋翠雲随筆 小室翠雲／著 於保博／編 丹青書房 １９４３
田崎草雲先生の生涯 小室翠雲／著 日本南画院 １９３０
＋南画新論 小室翠雲／著 実業之日本社 １９２１
南船北馬冊 小室翠雲／著 東村日出男／編 帝国美術協会 １９２２
４ 竹久夢二 (1884～1934) 岡山県出身。'29年頃来県。
夢二 竹久夢二名作全集 竹久夢二／著 栗田勇／編著 限定版 山陽新聞社 １９８３
５ 礒部草丘 日本画家。(1897～1967) 佐波郡宮郷村(現伊勢崎市)出身
＋翠雲炉辺画談 小室翠雲／著 図書刊行会 １９３５
＋礒部草丘・大沢雅休展 群馬県立近代美術館 １９８２
６ 森村酉三 鋳金工芸家。(1897～1949) 佐波郡宮郷村(現伊勢崎市)出身
さゝ舟 田中寿々／著 田中寿々 １９９３
７ 横堀角次郎 洋画家。(1897～1978) 勢多郡大胡町出身
＋横堀角次郎作品展 上州の画家 群馬県立近代美術館／編・発行 １９８４
８ 福沢一郎 洋画家。(1898～1992) 富岡町（現富岡市）出身
福沢一郎画集 福沢一郎／編 美術工芸会 １９３４
＋福沢一郎展 群馬県立近代美術館／編・発行 １９９２
＋福沢一郎展 生誕１００年記念 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館／編・発行 １９９８
福沢一郎作品集 １ 福沢一郎／著 小学館 １９８７
＋美しき幻想はいたるところにあり 素描とエッセイ 福沢一郎／著 福沢一郎記念美術財団／編 上毛
新聞社１９９８
＋福沢一郎全版画集 福沢一郎／著 正木基／監修 玲風書房 ２００２
９ 南城一夫 洋画家。(1900～1986) 前橋市出身
＋南城一夫展 色彩と詩情の世界 群馬県立近代美術館／編・発行 群馬県立近代美術館 １９８１
南城一夫の世界 詩情の画家 開館記念特別企画展「南城一夫展」図録 前橋文学館／編・発行 １９９３
１０藤野天光 彫刻家。(1903～1974) 館林市出身
１１塚本 茂 洋画家。（1903～1983）多野郡美土里村（現藤岡市）出身
＋塚本茂画集 塚本茂／著 上毛新聞社 １９８１
１２福田貂太郎 洋画家。（1903～1991）前橋市出身
福田貂太郎 画と書と文と 福田貂太郎／画 萩原朔太郎記念水と緑と詩のまち前橋文学館／編・発行
１９９７
＋いくさのにはの人通り 福田貂太郎／著・発行 １９７９
＋前橋今昔 福田貂太郎／著 前橋市観光協会 １９７６
１３清水刀根 洋画家。(1905～1984)前橋市出身
静謐の画家清水刀根の世界 前橋文学館 １９９４
１４中村節也 洋画家。(1905～1991)邑楽郡邑楽町出身
＋中村節也展 群馬県立近代美術館，高崎市美術館／編・発行 １９９２
中村節也スケッチ展 平成１３年度前橋美術展 前橋市教育委員会／編・発行 ２００２
絵は愛なり 中村節也／著 あさを社 １９８０
１５山口 薫 洋画家。(1907～1968)箕輪町（現箕郷町）出身
＋山口薫展 群馬県立近代美術館／編・発行 １９８５
＋山口薫素描集 山口薫／著 用美社 １９８３
＋山口薫中学時代絵日記 大正１１年－１９年 山口薫／著 煥乎堂 １９６９

＋歳月の記録 山口薫／著 用美社 １９８３
＋独りの時間 山口薫詩画集 山口薫／著 求竜堂 １９９９
＋山口薫 山口薫／画 勝田寛一，川辺敏哉／編 求竜堂 １９６８
＋山口薫 第２集 山口薫／著 求竜堂 １９７５
１６鶴岡政男 洋画家(1907～1979)高崎市出身
＋鶴岡政男の全貌 戦後洋画の異才 群馬県立近代美術館／編／発行 １９７９
＋芸術とは無慚なもの 評伝・鶴岡政男 三田英彬／著 山手書房新社 １９９１
＋ボタン落し 画家鶴岡政男の生涯 鶴岡美直子／著 美術出版社 ２００１
１７松本忠義 洋画家。(1909～ )高崎市出身
松本忠義展 画業８０年の軌跡 〔松本忠義／画〕 高崎市美術館／編・発行 ２００２
１８豊田一男 洋画家、詩人。(1909～1989) 札幌出身。１歳の時高崎市に転居
＋豊田一男蝋画集 豊田一男／著 群馬ルネサンスフォーラム豊田一男蝋画集刊行委員会／編 あさを社
１９８６
詩と絵 豊田一男／著 三彩社 １９６８
＋絵のある風景 豊田一男／著 煥乎堂 １９７３
＋砂の毛布 詩画集 豊田一男／著 日本蝋画協会 １９８３
＋豊田一男詩集 豊田一男／著 煥乎堂 １９７５
＋豊田一男回顧展 豊田一男／画 高崎市美術館／編・発行 １９９１
黒と青 豊田一男詩画集 豊田一男／著 北関東造形美術学院出版部 １９７４
＋季節の手帳 デッサンと文 豊田一男／著 あさを社 １９８４
＋鏡の中の他人 詩画集 豊田一男／著 蝋画社 １９８０
１９小林良曹 洋画家。(1910～1999) 安中市出身
＋小林良曹画集 小林良曹／編 上毛新聞社 １９８８
２０塚田とほる 洋画家。(1910～1998) 茨城県出身 ３２歳の時高崎中学校に転任。
塚田とほる薔薇画集 塚田とほる実行委員会／編 塚田とほる薔薇画集・美術展実行委員会 １９９５
＋裸婦デッサン集 １９８０－１９８４ 塚田とほる／画 ＨＯＲＩ－ＡＲＴ １９８４
２１分部順次 彫刻家。(1911～1995)高崎市出身
＋分部順治作品集 分部順治／作 １９８０
２２久保繁造 洋画家。（1911～ ）群馬町出身
＋セラヴィ Ｃｅｓｔ ｌａ Ｖｉｅ！ 久保繁造／著 上毛新聞社出版局 １９９７
２３藤牧義夫 版画家。(1911～1935)館林町（現館林市)出身
＋藤牧義夫 その芸術の全貌 生誕８５周年記念特別展 館林市教育委員会文化振興課／編・発行１９９
５
＋藤牧義夫伝 版画のいしぶみ 庄田雪二／著 斉藤書店 １９８０
２４オノサト・トシノブ 洋画家。(1912～1986)長野県出身。１０歳の時桐生市に転居。
オノサト・トシノブ伝 生きること・そして生きることの記録 オノサト・トモコ／著 アート・スペ
ース１９９１
＋抽象のパイオニア オノサト・トシノブ 群馬県立近代美術館編・発行 ２０００
２５高橋光輝 日本画家。(1913～1985)邑楽郡板倉町出身
花鳥燐歌 高橋光輝画集 高橋光輝／著 京都書院 １９９０
２６深谷 徹 洋画家。(1913～1992)前橋市出身
+回想・深谷徹画伯 「回想・深谷徹画伯」昭八会刊行係／編 煥乎堂 １９９６
２７高沢圭一 洋画家。(1914～1984)沼田市出身
高沢圭一自撰作品集 高沢圭一／著 あすか書房 １９８４
２８塚越 岳 日本画家。（1914～1978）太田市出身
＋塚越岳遺作集 塚越岳遺作集出版実行委員会／編 塚越徳子 １９８０
２９近藤嘉男 洋画家。（1915～1979）前橋市出身
近藤嘉男画集 近藤嘉男／著 近藤嘉男画集編集委員会／編 上毛新聞社出版局 １９８９
３０田村清男 水彩画家。（1915～1990）前橋市出身
＋田村清男画集 田村清男／著 〔田村清男〕画集刊行委員会／編 上毛新聞社 １９８５
３１塩原友子 日本画家。（1921～ )前橋市出身
塩原友子画集２ 塩原友子／画 塩原友子画集２編集委員会／編 上毛新聞社 １９９９
３２根立国夫 水彩画家。(1922～1997）勢多郡富士見村出身
根立国夫水彩画集 根立国夫／著 三山出版 １９９５
３３桑原巨守 彫刻家(1927～1993)沼田市出身
＋桑原巨守作品集 桑原巨守／作品 桑原巨守作品集刊行委員会 １９９７
３４高橋常雄 日本画家(1927～1988）前橋市出身
＋高橋常雄 特別展 高崎市タワー美術館編・発行 ２００３
３５正田 壌 洋画家。(1928～ )新田郡綿打村出身
正田壤画文集 画業５０周年 正田壤／著 アップ １９９５
＋正田壌画集 正田壌／著 日動出版 １９９０
３６狩野 守 洋画家。(1929～ )渋川市出身
＋狩野守画集 狩野守／著 求竜堂 ２００１
３７石澤久夫 洋画家。(1932～ )高崎市出身

蘇と今絵 画集 石沢久夫／著・発行 １９９０
３８田中栄作 彫刻家。(1933～ )前橋市出身
＋田中栄作彫刻展 万象万物の記憶 高崎市美術館／編 高崎市美術館 １９９４
３９島崎庸夫 洋画家。(1933～ )高崎市出身
＋粗忽者の記 島崎庸夫エッセイ集 島崎庸夫／著 あさお社 １９９６
４０司 修 洋画家、ブックデザイナー。(1936～ )前橋市出身
エレナ！ 萩原朔太郎〈郷土望景詩〉幻想 司修／著 小沢書店 １９９３
＋近代化遺産への旅 司修／画 伊藤幸雄／写真 上毛新聞社 １９９８
＋版画 司修／著 新潮社 ２０００
＋ぼうさまになったからす 松谷みよ子／文 司修／絵 偕成社 １９８３
４１関口コオ きり絵画家(1937～ )安中市出身
こころの譜 関口コオきり絵画集 上毛新聞社出版局／編 関口コオきり絵画集「こころの譜」刊行委
員会 １９９５
４２井田淳一 洋画家。（1940～1998） 甘楽郡甘楽町出身
＋民家を描く 上州茅葺き民家紀行 井田淳一／著 群馬出版センター １９９２
４３吉田光正 彫刻家。（1941～ ） 高崎市出身
＋石と語る 吉田光正作品集 吉田光正／作 吉田美術研究所 煥乎堂企画室（発売） １９９２
４４茂木紘一 洋画家（1942～ ） 前橋市出身
＋まえばし かぜごよみ 茂木紘一 「商工まえばし」表紙絵原画集 前橋商工会議所 ２００１
４５稲川庫太郎 洋画家(1943～ )高崎市出身
稲川庫太郎作品集 稲川庫太郎／画 サンスタジオ／企画・製作 １９８９
４６塩沢宗馬 水彩画家。（1944～ ） 東京都出身、前橋市在住
途中下車の風景 ローカル鉄道スケッチ紀行 塩沢宗馬／画 日貿出版社 １９９９
＋広報たかさき表紙絵の世界 水彩の風景・塩沢宗馬原画集 高崎市市長公室広報公聴課／編 高崎市
１９９４
４７星野富弘 画家、詩人。(1946～ )勢多郡東村出身
＋愛、深き淵より。 星野富弘／著 新版 立風書房 ２０００
＋速さのちがう時計 花の詩画集 星野富弘／著 偕成社 １９９２
４８野村たかあき 木彫家、版画家。(1949～ )前橋市出身
＋やんちゃももたろう 野村たかあき／作・絵 でくの房 ２００３（でくの房の創作絵本）
＋元鬼がなにより 野村たかあき木版画集 野村たかあき／著 朱鷺美術 １９９０
４９深井 隆 彫刻家。(1951～ )高崎市出身
＋深井隆展 逃れゆく思念 深井隆／作 現代彫刻センター／編 現代彫刻センター ２００２
５０山田かまち 画家(1960～1977)高崎市出身
＋悩みはイバラのようにふりそそぐ 山田かまち詩画集 なだいなだ／編 筑摩書房 １９９２
＋青い炎 山田かまち作品集 学研 １９９３
１７歳 かまちザ・ベストぼくは１２色 山田かまち／画 角川書店 ２０００
＋山田かまち水彩デッサン集 十七歳のレクイエム 山田かまち水彩デッサン美術館 １９９２
(参考資料) 展示外
＋群馬の近代美術 中村節也／〔ほか〕執筆 みやま文庫 １９８１ （みやま文庫 ８１）
群馬の日本画展 群馬県立近代美術館／編 群馬県立近代美術館 １９７６
＋群馬秀作美術展 明治生まれの洋画家・彫刻家１５人による 群馬県立近代美術館／ 編・発行１９７
７
＋群馬の作家たち 群馬アート・ナウ １ 群馬県立近代美術館／編・発行 １９９５
＋群馬県人名大事典 上毛新聞社／編・発行 上毛新聞社 １９８２
＋群馬県人物・人材情報リスト 日外アソシエーツ／編／発行 （＊2002年版は閲覧用のみ）
○本目録では美術家の出生年の順に紹介しております。
○今回ご紹介した資料の大部分は、普段、２階調査相談室で閲覧いただいている資料です。
書名の前に‘＋’印がある図書は、１階・中央読書室で貸出も行っております。
○本展示は、紹介する各美術家について蔵書を網羅的に紹介するものではありません。
ここに掲載外の 資料をお探しの場合は、あらためて検索してご確認ください。
詳細な調査、文献検索等のご相談は、 ２階・調査相談室で受け付けております。

