
１　キュビスムとは

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

キュビスム
フィリップ・クーパー／

著
西村書店 1999.1 D723.07/ｷﾕ

色彩からみる近代美術 前田富士男／編 三元社 2013.6 702.06/ｼｷ

零の形態 マレーヴィチ／著 水声社 2000.11 701/ﾚｲ

■リストは書名順で掲載しています。掲載資料は所蔵資料の一部です。

■「請求記号」欄の表示は次のとおりです。（ 〔熊〕の表記がない資料はすべて久喜図書館所蔵です）

　〔熊〕・・・熊谷図書館

　「D」・「ＤＤ」・・・大型本　　「S」・・・埼玉資料

■掲載している資料はすべて貸出ができます。

日本におけるキュビスム
～埼玉県立近代美術館連携展示～

携帯用QRコード

埼玉県のマスコット「コバトン」

1907年頃パリに発生し、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって主導されたキュビスムは多く

の追随者を生み出し、日本では1910年代から20年代にかけて初めて伝えられました。

埼玉県立近代美術館では、平成28年11月23日～平成29年1月29日まで企画展『日本における

キュビスム－ピカソ・インパクト』を開催しています。展覧会は、キュビスムが二度にわたって別々

の文脈で日本の作家たちに受容された、という仮説に基づいて組み立てられています。

本展示はこれに連動して、ピカソやブラックの作品集、キュビスムの影響がみられると思われる

日本の画家たちの作品集や展覧会図録等を展示します。
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期間：平成２８年1２月２３日（金）～平成２９年1月２9日（日）
場所：県立久喜図書館 ２階公開図書室

埼玉県立久喜図書館 芸術・文学資料担当
久喜市下早見85-5 Tel：0480-21-2659
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２　ピカソとブラック

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

現代絵画の四巨匠 読売新聞社／編 読売新聞社 1955 D723/Y81

ジョルジュ・ブラック
ベルナール・ジュル

シェ／著
未知谷 2009.5 723.35/ｼﾖ

ジョルジュ・ブラック
ジョルジュ・ブラック

／〔画〕
美術出版社 1990.1 D723.3/ﾌ

世界美術全集　３３　ブラック
座右宝刊行会／

編
小学館 1978.7 723/ｾ

ピカソ ２　キュビストの叛乱
ジョン・リチャードソン

／著
白水社 2016.5 723.36/ﾋｶ

ピカソ展　その芸術の軌跡 ピカソ／〔画〕 読売新聞社 1983 723.36/ﾋｶ

ピカソと日本 ピカソ／〔画〕
徳島県立近代

美術館
1990.11 723.36/ﾋｶ

ピカソの世紀
ピエール・カバンヌ／

著
西村書店 2008.11 723.36/ﾋｶ

ピカソ秘蔵のピカソ展 ピカソ／〔画〕
東京新聞出版

局
1981 723.36/ﾋｶ

昼と夜
ジョルジュ・ブラック

／著
青土社 1993.5 723.3/ﾌﾞ

ファブリ　研秀世界美術全集 19　ピカソ　ブラッ

ク　レジェ　クレー
研秀出版 1977 D723/ﾌ

ファブリ世界名画集　５４　ブラック 平凡社 1970 D723/ﾌ

ブラック　世界の巨匠シリーズ
ジョルジュ・ブラック

／〔著〕
美術出版社 1980.2 D708/ｾ

ブラック　新潮美術文庫 ４３ ブラック／〔画〕 新潮社 1986.10 723.3/ﾌﾞ

ブラック　様式と独創
ジャン・ポーラン／

著
美術公論社 1980.3 723.3/ﾎﾟ

ＢＲＡＱＵＥ作品集
ＢＲＡＱＵＥ

／〔作〕
中央美術社 1926 723.5/B71

フランス絵画の巨匠たち 日本テレビ放送網 1979 723.5/ﾌ

３　日本の美術家とキュビスム

書名 著（編）者 出版社 出版年月 請求記号

アール・デコと東洋
東京都庭園美

術館／編

東京都歴史文

化財団
2000 702.07/ｱﾙ

アジアのキュビスム
東京国立近代

美術館／編

東京国立近代

美術館
2005 D723.07/ｱｼ
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阿部展也展 阿部展也／〔画〕
阿部展也展実行

委員会
2000.9 D723.1/ｱﾍ

池田龍雄　アヴァンギャルドの軌跡 池田龍雄／〔画〕
池田龍雄展実行

委員会
2010.6 D723.1/ｲｹ

小野木学の世界展図録 小野木学／〔画〕 練馬区立美術館 1986 723.1/ｵ

恩地孝四郎研究 桑原規子／著 せりか書房 2012.10 732.1/ｵﾝ

画家がいる「場所」 田中淳／著 ブリュッケ 2005.6 723.1/ｶｶ

北に澄む　村上善男展
村上善男／

〔作〕

村上善男展実

行委員会
2005.4 D702.16/ｷﾀ

清川泰次画集
清川泰次／

画・著

タイジ・キヨカ

ワ・アーツ
1985.1 723.1/ｷﾖ

黒田重太郎展
黒田重太郎／

〔画〕
京都新聞社 2005 D723.1/ｸﾛ

激動期のアヴァンギャルド 大谷省吾／著 国書刊行会 2016.5 723.1/ｹｷ

現代日本美術全集　１８　万鉄五郎／熊谷

守一
集英社 1974.8 D720/G34

古賀春江　前衛画家の歩み 古賀春江／〔著〕 石橋美術館 1986 723.1/ｺ

古賀春江創作の原点
古賀春江／

〔画〕

石橋財団ブリヂ

ストン美術館
2001 723.1/ｺｶ

心淋しき巨人東郷青児 田中穣／著 新潮社 1983.4 723.1/ﾀ

坂田一男とＡ・Ｇ・Ｏ展図録
坂田一男／

〔画〕

倉敷市立美術

館
1992.2 723.1/ｻｶ

１９２０年代・日本展
東京都美術館

／〔ほか〕編
朝日新聞社 1988

　〔熊〕

210.69/ｾﾝ

大正期新興美術運動の研究
五十殿利治／

著
スカイドア 1998.6 702.16/ﾀｲ

太陽と「仁丹」 田中淳／著 ブリュッケ 2012.12 723.1/ﾀｲ

高山辰雄展　画業７０年記念
日本経済新聞

社／編

日本経済新聞

社
2000 D721.9/ﾀｶ

鶴岡政男展
鶴岡政男／

〔画〕
東京新聞 2007 D723.1/ﾂﾙ

「田園シンフォニー山口薫の芸術」展図録 山口薫／〔画〕
茨城県近代美

術館
2001 723.1/ﾃﾝ

東郷青児　美術特集　アサヒグラフ別冊 朝日新聞社 1983 D723.1/ﾄ
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難波田龍起展
難波田龍起／

〔画〕

東京国立近代

美術館
1987 723.1/ﾅﾝ

日本におけるキュビスム　ピカソ・インパクト

鳥取県立博物館，

埼玉県立近代美術

館，　高知県立美

術館／編集・構成

読売新聞社 2016 723.1/ﾆﾎ

日本のアヴァンギャルド芸術
五十殿利治／

著
青土社 2001.8 702.16/ﾆﾎ

日本のシュールレアリスム
名古屋市美術

館／編

日本のシュールレ

アリスム展実行委

員会

1990 D708/ﾆ

日本のルポルタージュ・アート
板橋区立美術

館／編
板橋区立美術館 1988 720/To46

日本美術全集　第１７巻（明治時代後

期～大正時代）　前衛とモダン
辻惟雄／編 小学館 2014.6 DD708.7/ﾆﾎ

日本プロレタリア美術史
岡本唐貴，

松山文雄／編著
造形社 1967 702.1/ｵ

美術批評と戦後美術
美術評論家連

盟／編
ブリュッケ 2007.11 702.16/ﾋｼ

福沢一郎絵画研究所展
東京都板橋区立

美術館／〔編〕
板橋区立美術館 2010.11 723.1/ﾌｸ

松本竣介展　没後５０年
松本竣介／

〔画〕
共同通信社 1998 D723.1/ﾏﾂ

村山知義グラフィックの仕事
村山知義／

〔著〕
本の泉社 2001.1 727/ﾑﾗ

モダニズムの工芸家たち
東京国立近代

美術館／編

東京国立近代

美術館
1983 756/ﾓﾀ

森田恒友とその時代 長谷川てい／編
埼玉県立近代

美術館
1991 S721/ﾓ

柳瀬正夢デッサン集 柳瀬正夢／画 岩崎美術社 1977.5 725/ﾔ

矢部友衛素描集　２　農漁民百態 矢部友衛／画 光陽出版社 1991.5 D723.1/ﾔ

山田光展図録 山田光／〔作〕 岐阜県美術館 1999 D751.1/ﾔﾏ

吉仲太造画集 吉仲太造／著 新潮社 1992.9 D723.1/ﾖ

萬鉄五郎　アサヒグラフ別冊　日本編６７ 萬鉄五郎／著 朝日新聞社 1991.5 D723.1/ﾖ

万鉄五郎・傑作への道程 万鉄五郎／著
岩手県文化振

興事業団
1992 723.1/Y84

万鉄五郎展　生誕１００年記念
神奈川県立近

代美術館／編

神奈川県立近

代美術館
1985.6 723.1/ﾖﾛ

萬鐵五郎展　絵画の大地を揺り動かした画家 萬鐵五郎／〔画〕 朝日新聞社 1997 D723.1/ﾖﾛ

4 ページ


