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　　　戦前期美術展覧会関係資料目録

はじめに

凡　例

戦前期美術展覧会関係資料目録
付録：

　（1）売立目録　　　（2）その他

典拠文献一覧

展覧会名索引

石　渡　裕子

開催年月不明展覧会関係資料目録

は　じ．め　に

　展覧会カタログ，ポスター，チラシ，

絵1ハガキ，更には画家の日記，新聞や雑

誌の記事，作品そのもの等，「美術展覧会

関係資料」という語からイメージする資

料群は多岐にわたるであろう。当目録は

下記に述べる定義に沿って国会図書館所

蔵資料を選別し，逐一現資料を確認した

後，三三の是非を検討，「編纂し左もので

ある。

医＝団ある特定の諜が意味する

ものは時代によって変化する。，「美術」と

いう語も例外ではない。日本で美術とい

う語が初めて使用されたのは明治6年

（1873）ウィーン：万国博覧会に際してで

ある，「といわれている。翻訳語である「美

術」が示すものは，「西洋ニテ音楽，画学，

像ヲ作ル術，詩学等ヲ美術ト云フ」と記

されたように，現在「芸術」という語が

あてられるような広範囲のものであっ

た。幕末から維新にかけての転換期にお

いて，いわゆる「美術」も社会の動きと

無縁であるはずもなく，先のウィーン万

博に出品した日本の美術工芸品が高く評

価されたことにより，殖産興業の一環と

して「美術品」が扱われることになる。

明治10年開催の第一回内国勧業博覧会や

それに並行して全国各地で行われた共進

会でも工芸品が多数出品された。一方，

明治9年開設の工部美術学校では画学・彫

刻学の二科が設けられ，以後「美術」の

主軸は絵画と彫刻が担い，その周辺に位

置する建築，工芸，写真，三等によって，

日本における「美術」の内容が規定され
てい‘ ｭようになる。例えば，明治40年10

月，初の官展である文部省美術展覧会が

開かれた時に公募されたのは絵画と彫刻

のみであり，美術ユ；華が加わるのは昭和

2年（第8回帝展），書については戦後の昭

和23年である。一方，’同時期（明治40年

3月）開催の東京勧業博覧会の美術工芸部

門の出品品目は，日本画，西洋画，彫塑，
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漆器蒔絵，陶磁器七宝，金工，刺繍染織

彫版・写真・木竹製品・笈刻，図案であ

った。また，帝室技芸員制度によるジャ

ンルは広ぐ，明治23年に日本画，彫刻，

彫金；染織の技芸員が選点れて以後陶

磁建築図案，・七宝，鋳金，漆工，刀剣，

夕刻，美術工芸図案，洋画，写真の諸家

が選出されていく。明治22年開校の東京

美術学校も絵画科，彫刻科，美術工芸科，

F建築科が設けられて後，鋳金科，鍛金科，，

図案科，西洋画科の設置がなされた。

　今回作成した目録は，上記のような「美

術」の多義i生をふまえ，’ G画，彫刻，工

芸，図案，書，建築，写真の展覧会を中

心に，出品の一部にこれらを含む展覧会

の場合も適宜これを採用した。

　なお，工芸については，日常用いる物

と美術品とのちがいが質の高下にホるも

のであり，明確な線引きが困難であるが，

明治期の輸出の主要な品目であった陶磁

器，染織品，金工，漆工品の質は高く，

いわゆるジャポニスムとして海外の美術

にも影響を与えるほどであった。よって，

漆工，陶磁・器，蒔絵，金工，七宝，染織，

図案等をその出品に含む展覧会関係資料

は広く採録することとした。

　　展覧会　　日本における展覧会の起源

は，江戸時代の博通会，物産会，書画会

及び出開帳にあるといわれるが，維新後

もこれらの物産会や書画会というものは

『存続した。また，茶会に際しての書画の

展観も日本的な意味で展覧会の原型をな

すも．のと考えられる。しかし，これらが

私的な性格であったのに比し，明治にな

って国策として開催された内国博覧会及

び万国’博覧会への出品，各地で開催され

た共進会などは1かなり現在の展覧会に

近い形式といえる。中山公男は美術展覧

会を．「美術作品を展示し，不特定も．しく

は特定の鑑賞者に，作品の鑑賞や評価を

求める展覧会」と規定し，「わが国では

1872年（明治5）文部省博物館主催により，

古美術，工芸品，新しい油絵などの展示

が，、東京・湯島の聖堂で行われたのが展

覧会の最初」と述べている（『日本大百科

全書』「美術展覧会」の項）。また古田亮

が「明治10年に第一回内国勧業博覧会が

開催されたことは，．「展覧会」にひとつの

明快な解答を与えた。それは「美術館」

という建物がはじめて建てられ，ここに

陳列されるものが美術品である，という

確固たる指標をつくりあげたことであ

る。（中略）この時はじめて「観者注意」

として物品の比較を重視した作品の見方

’を一般に説いた」とし，「陳べる側と観る

側ともに西洋流儀の展覧会作法を急速に

身につけていく結果となった。」
　（『Museum』545号「日本の美術展覧会そ

の起源と発達」）と述べているように，博

覧会が美術展覧会の骨組みを作ったとい

えるであろう。更にはその審査・褒賞制tt

度が出品作の質の向上に著しく貢献した

ことも指摘しておかなければならない。

　次に，美術展覧会を目的別に分類する

ど次の三種類に分けられる。

①美術品t商品としての売買及び宣伝

　を目的とした展覧会

　・画廊や百貨店での展覧会（個展，グ

　　ループ展など）

　・売立会・入札会での展観

②　技術の向上を目的として日々の研鎭

　の結果を発表する場としての展覧会

　　〔褒賞制度があることが多い。一部の

　作品が売品扱いとなるごともある。〕

　・一般の公募展として文部省美術展覧
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　　会を嗜矢とする官展や各種の民間団

　　体主催による展覧会，各地域で開催

　　される県展，市展

　・所属団体が決まっているものとして

　　美術団体会員作品による団体展や競

　　技会

　・美術教育を主眼とする画塾・研究会

　　の催す展覧会

　・美術学校による卒業制作展

　・個人または後援：会主催の個人展

③　所蔵家や所蔵機関が決まっている美

　術品を陳列・公開する展覧会

　〔宴席で客人をもてなすための小規模

　なものから，公衆の教養に資するため

　の大規模な展覧会まで〕

　・美術館，博物館，図書館，学校，百

　、貨店，寺院等が開催する企画展や常

　　設展（ここにはコレクション展や海

　　外からの将来品展，一出開帳に端を発

　　する寺宝展，故人の業績を顕彰する

　　遺作展なども含まれる。）

　・個人または数人が主催する書画会や

　　茶会での書画の展観．

　　（なお，内国勧業博覧会，共進会，万

　　国博覧会等は上記①～③の目的を全

　　て兼ね備えた展覧会形式と考えられ

　　る。）

　以上をふまえ，当目録では美術展覧会

．の定義を「会期を限？て，特定の場所で，

個人または団体が，美術作品を，複数の、

人々に展観する目的で開催した会」とし’

た。

　展覧会関係資料　展覧会に際して，

出晶目録を掲載した小冊子が発行される

ことが多い。近年，この展覧会カタログ

類は，図版を多く掲載し，関係論文・作

品解説・年譜・参考文献等を付して，大
　　　　　　　　　　　　　　　　　2
型化，充実化の一途をたどり，美術研究

には欠かせない資料となってきている。

一方，会場で会期中に販売されるため，

書店等での入手が難しく，図書館として

は収集が大変困難な資料群でもある。国

立国会図書館においては国公立の美術

館，’博物館及び新聞社等からの寄贈分に

よるものが多く，デパニトや画廊主催の

展覧会カタログの所蔵は少ない。（ただ

し，1988年に当館に寄贈された「加藤ま

こと展覧会図録コレクション」約2，800冊

により，戦後開催分についての補充が一

部なされている。）また，70年代以降，国

内の公立美術館の設立が相次ぎ，美術図

書室を併設して関係資料の充実が図られ

つつあるが，総合的な所蔵資料目録の発

行は困難な状況である。現在，年間一万

件は下らない数の美術展覧会炉催され，

並行される展覧会カタログ類も多様化し

てきているが，これ・らの源流をなすのが，

戦前期の展覧会出品目録類である。当目

録では展覧会関係資料を「美術作品を陳

列，展観したという事実を示す記述のあ
　　　　　　　　　　　　　　　はコ
る資料及び傍証によって展観の事実が判

明した資料のうち出品の内容の一部ある

いは全部が記載されているもの」と定義

した。具体的には出品目録出品図録な

どである。

　さて，大村西崖が明治33年刊行の『東

京彫工会第十五回競技会受賞品図録』の

序で，

　「カタログ」といふものの，近きころ我

が国に行はれ初めたる，、いと喜ぶべきこ

となり。さるは展覧会などの出品は，そ

の度ごとに散りゆくものにて，またとは

これを集むべからず。そがなかのでっ二

つだに，後に至りていざ見むとは難かる
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べし。他年記憶もうすれはてては，いう

いつの芸術のありさま，たれだれの製作

のおもむきなど，「カタログ」なくては知

るに由なし。さては，変遷の跡も尋ぬべ

からず1参考の料にも資りがたきを如何

にせむ。

と述べてカタログの記録性を看破してい

るように，展覧会を開催した記念であり，

事実の記録がその第一義であることは論

を待たない。

　更には，何を作りジ何を集め，どう評

価したか，はその時代の美術を語る上で

重要な視点であり，個々の美術作品から

だけでは得られないものを提供するめ

が，その作品が出品された展覧会の記録

である。それはまた，美術が社会にどの

よっに受け入れられてきたかという美術

の受容史の史料でもある。

　次いで，・関東大震災，第二次世界大戦

などの災禍を経て，失われた美術作品が

少なくない。それらが存在したことを裏

付ける資料となりうる。

　また，「北斎幻の肉筆画」が発見された

場’合（『朝日新聞』平成10年3月16日付朝

刊）には，約100年前に開催された展覧会

の図録に収載された解説文が手掛かりに

なるなど，作品を同定するための基礎資

料ともなる。

　しかしながら，展覧会関係資料は，通

常の流通経路にのらないヒとによって収

集が困難である上，標題紙や奥付などが

欠けている場合が多く，書誌データを取

る際にも非常に問題の多い資料群であ
る。

　また，展覧会開催という事実と一体で

あるはずなのに，関係資料には会期や会

場を示す記述がないものが少なくなく，

書名と展覧会名が一致しないものもある、

ため，ある展覧会の関係資料であること

を同定するには他の文献類を渉猟しなけ

ればならないことになる。よって，展覧

会関係資料の書名が明らかでない場合，

それを図書館の蔵書目録から検索するの

が大変難しい資料群でもある。

　当目録では，検索の利便性を考慮して，

展覧会の開催順に排列した。その際に他

の文献類から会期，会場などを補記した

場合には該当部分を〔〕でくくり，典

拠文献を明示しfe　6しかしながら，文献

によってその記載に異同がある他，調査

の不備等から開催年月が判明しなかった

ものも数多い。今回は付録として，開催

年月不明展覧会関係資料目録を掲載した

が，今後諸賢のご教示を切に望むもので

ある。’

．最後に目録編纂の目的であるが，載前

期の展覧会出品目録に掲載された作品

は，震災，，戦災等のために失われたもの

も多く，’文献情報によらねばならないも

のが数多い。また，欧米諸国の美術館等

に収蔵されている日本の美術品に関する

調査の上でもこれらの目録が注目を浴び

つつある。更に，日本における美術の受

容史を考える上でも出品目録は主要な基

礎となる。当目録は，研究者の検索の便

宜を図り，これらの美術研究における当

館資料の利用推進を目的として編集した

ものである。，

　当目録に採録するのは，明治初年から

第二次世界大戦終結までに開催された

「美術展覧会」の出品目録類である。こ

れらの書誌データに会期・会場，図版の

有無などを補記し，美術の変心を読み取

ることができるよう年代順に排列し，巻

末に展覧会名索引を付した。
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g・

凡 例

1．採録範囲

国立国会図書館漸蔵する，明治初年から第二次世界大戦終結までに国内で離さ

れた美術展覧会の出品目録類である炉，「美術」を広義にとらえ，博覧会・共進会等。）・

うち三三に関する出品目録の部分をも抽出して採録した。また，，「展覧会」も広ぐとら

え，’その原型をなす書画会，茶会での展観目録や入札，売立目録も採録した。図案関

係資料については，展観を示す記述及び回次を示す記述が表紙，標題紙，序・蹟など

にあるもののみ採録しtg。なお，国外開催美術展覧会関係資料のうち和書として刊行

されたものは収録した。（万国博覧会の出品目録等）また，以下の展覧会につめては，美，

術関係の出品がある一部を除き採録対象とはしなp・つた。

　（1）図書，稀書の展覧会，．古書売立会　　（2）天産，自然柳の展覧会

　（3）衛生品，発明品の農覧会　　　　　　（4）教育品の展覧会，　　　　　　　　，

　（5）農産物，水産物，園芸の展覧会　　　（6）工業製品の回覧会

　採録した展覧会総数は2，069件，展覧会関係資料総数は2，279件である6

2．記載事項

（例）

O－91811
②一→国画創作協会展覧会（第1回）

③一一一→〔ll月1白～11月15日　自木屋／11月27日

　　　　　～12月11日　岡崎第1勧業館〕20－4

④一一→i　　　　・　　．　　　ぐ109－247＞i

　　　　ir国画創作協会展覧会図録』・「第1回　国　i

　　　　l画創作協会編画報社大7．ユ1　1冊l

　　　　i（図版）・27cm　和装．　　　　．　　　i

　　　　I　’　・　〈420－48＞　1
　　　　’i『国画創作協会展覧会画集』　第1何』中　i

　　　　i井宗木三編、京都制作社大7　旧版i

　　　　l　20枚　29×38cm　国画創作協会蔵版　　　l

　　　　l　・，奥付なし　　　　　　　　　　　　　　　；
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①展覧会コードナンバー

　　数字の上三桁は展覧会開催年の西暦下三桁を表し数字の下二桁は展覧会の

　開催月を表す。同年同月開催の展覧会がある場合　2番目以降は末尾にアルフ

　ァベットを付した。開催月不明の場合は，開催月の数字のかわりに＊を付した。

　　例：91403D＝1914（大正3）年3月開催の展覧会の5番目の展覧会

　　　　930＊iB＝1930（昭和5）年開催で開催月不明の3番目の展覧会

②展覧会名

　「主に犀覧会関係資料に記載された名称を採用し奉が記韓がないものについ

　ては各種の文献等で補った。また，連続開催の展覧会は名称の統一を図り，並

　記した別称及び資料に記載の略称等は展覧会名索引に採録した6

③会期・会場

　　資料に記載があるものはそれを採用した。他の文献類から補記した場合は

　〔．〕でくくり，末尾に典拠文献番号を記載した。典拠文献番号の枝番は多巻

　物の巻あるいは逐次刊行物の巻号を意味する。

　　内覧日，招待日が判明しているものはこれを会期の初日どした6ただし，入

　札会に限っては，入札日前2日ほどがあてられる下見の日付は慣行上採用せず，

　入札日当日のみ記載し，排列した。

　　会場名は，旧字を新字に改めた他は資料あるいは典拠文献の記載通りとし，

　統一は図らなかった。なお，会場が不明の場合は無記入とした。

④関係資料の書誌事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈国立国会図書館請込記号〉

　　『書　名』　編著者名（出版者と同じ場合は省略）

　　出版地（東京及び出版者から明らかな場合は省略）　　出版者

　　出版年月　　頁数　　版型　　和装の別

　　・・注記

　　注記部分には図版の有無，収載論文（論文筆者），分冊刊行の場合各回の回数，

　展覧会内容，主催者等を記した。

　　資料に刊記の記載がないものは一律「奥付なし」と注記しk6なお，入札会

　の場合に「奥付なし33」と記したものは「開催年の特定は典拠文献33による」こ

　とを示している。

　　なお，書名あるいは著者と，各巻の書名あるいは著者が異なる場合は「内容：」

　とし，書名，著者，出版者，出版年月，比感，版型等を別記した。

　　同一展覧会に関係資料が複数存する場合はこれを列記した。また，複本があ

　るものは請求記号を併記した。なお，比恵，刊行年月日が異なるものは複本と

　はせずに列記した。’
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3．排列

①展覧会の開催年月順に排列した。「巡回展の場合はその初回年月を採用した。

②同月開催の展覧会は開催初日の日付順に排列し，2番目以降はコードナンバーの末

　尾にアルファベットを付して区別した。

③開催年月のみ判明し，初日が明らかでないもの・はその月の冒頭に配置した。

④開催年のみ判明している場合は，コードナンバーの月に当たる部分に＊を付し，2

　番目以降は＊の次にアルファベットを付してその年あ末尾に排列した。

⑤開催年不明の展覧会は巻末に付録として（1）売立目録②その他の2種に分け，（1）は

　年にあたる部分を000と表示し，入札会の開催月を付したものをコードナンバーとし

　て開催月日順，（2）は展覧会関係資料の刊行年月をコードナンバーとして刊行年月順

　に排列した。ただし，刊記の記載がなく，刊行年のみ判明するものについては刊行

　月の数字のかわり．に＊を付し，その年の末尾に排列した。なお，コードナンバーを

　（）でくくって開催年が不明であることを明示した。
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サ軸

戦前期美術展覧会関係資料目録

　　観　　嗣　　竃　　醐　　嗣　　観　　竃　　棄　　竃　　竃　　圏阿　観　　竃　　）eE

　　　　　1872（明治5）年

　　竃　竃　観　潮　棄　観　竃　竃　畿　竃　嗣　）e；　嗣　竃

87204

京都博覧会（第1回）

　〔4月17日～6月3日　西本願寺，知恩院，

　建仁寺〕22

　注：文献22には「3月10日（陽暦4月17日

　に相当す）より5月30日（陽暦6月3日）

　まで80日間」と記載があるが」陰暦3月10

　日は陽暦の4月17日，5月30日は7月5
　日にあたる。

　　　　　　　　　　　　〈YDM69352＞

　『博覧会品物目録』京都　文明閣，友古

　堂明5．44冊19cm和装

『博覧新報』

cm
・1～2号，

　　　　〈WB43－151－2＞

1号～5号　博覧会社　20

各9丁，』 R～5号各8丁

　　嗣　竃　竃　竃　Y）E　漸　　蹴　竃　竃　　tE　観　　嗣　竃　竃

　　　　　1873（明治6）年

　　観　　竃　　優　　嗣　　観　　竃　　醐　　竃　　観　　剛　　繭　　IE　　竃　　）E

87304

博覧会
　〔4月15日～7月31日　内山下町〕2。一1』

　　　　　　　　　　　　＜YDM69353＞
　『〔博覧会出品目録〕』　1帖　37cm　和

　装・はり込み図（図版33枚）・

　内容：「博覧会色品目録」　人造物部1・

　2　動物之部1　哺乳生物博覧会事務局

　明6．4

87305　iウィーン万国博覧会
　〔5月1日～11月2日　オーストリア　プラ

　ーデル公園〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42151＞
　『三国博覧会参同三三』　田中芳男，．平山

　成信編　森山春雍　明30．8　1冊　図版

　22cm

　　iei　竃　竃　竃　嗣　観　ieE　iG　嗣　iti　観　毫　3ei　観

　　　　　18ブ4（明治7）年

　　観　geE　観　観　竃　観　竃　潮　観　竃　畿　IeE　剛　嗣

87405・

聖堂書画大展観　　一・　・　，
　5月1日～〔5月30日〕i4昌平坂「博物館

　　　　　　　　　　　　〈YDM69353＞
　『〔博覧会出品目録〕』　1帖　37cm　和

　装　はり込み図（図版33枚）

　内容：「聖堂書画大展観目録」　第1～3

　号

　・第1号明7．5

87411

青湾茗謙書画展餌
　11月

　　　　　　　　　　　　〈YDM70140＞
　『三三茗三図誌』　山中吉郎兵衛編　大阪

　暮重扇　明9．1　4冊　18cm　和装

　付：青魚茗購書画展慰撫

　・32，　41，　42，　19丁

　　　　　　　　　　　〈YDM70141＞
『青湾三三三三』　山中吉郎兵衛編　長尾

銀次郎　明14．2　、2冊（合本）18cm

和装付：、青湾茗議書画展観録．

　　剛　棄　鰯　団　棄　観　竃　竃　羅　嗣　竃　iE　と噺　竃

　　　　　1875（明治8）年
　　全　3ei　yeE　iti嗣　竃　観　●∈竃　竃　竃　醐　嗣　竃

87502

書画展観
　2月1日

　　　　　　　　　　　　〈YDM70005＞　・

　『書画展観目録』久々田村（千葉県）三

　橋承卿　明8．412丁　14cm　和装

87503

三漏壷寿調書画展観

　3月22日
　　　　　　　　　　　　〈YDM69894＞
　『三聖三寿議書画展観小録』　山田勝次編

9
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京都　志水茂助　明13．5　2冊（上　25，

下Cb］：一）19cm和装

87504

奈良博覧会（第1回）

　〔4月～（80日間）東大寺大仏殿〕23

　　　　　　　　　　　＜YDM69353＞
　『〔博：覧会出品目録〕』　1帖37cm和

　装　はり込み図（図版33枚）

　内容：「奈良博覧会物品目録」　第ユ～14

　号

　・第1号　（明8．5．31文部省官許）の印

　あり。西京換文堂印行。第1区1ん7号，

　第2号第1区7～10号，第3号第1
　区11～14号，第4号第1区14～16号，

　第5号　第1区16～20号及び第2区1

　号，第6号第2区・1～5号，第7号
　第2区5～8号，第8号第2区8～10
　号，第9号　第2区10～15号，第10号
　第2区15～17号，第11号　第2区17～25

　号，第12号・第4区1～7号，第13号
　第4区8～11号，第14号　第4区12～13
　号

　　　　　　　　　　〈YDM69353＞
『〔博覧会出品目録〕』　1帖　37cni和

装　はり込み図（図版33枚）一

内容：「会揚第三区大仏殿内正：倉院宝庫

御物陳列目録」　第1～7号

・第1号（明8．5131文部省官許）の印あ
り。’　eg　3区1号，第2号　第3区i～4

号，第3号　第3区4号，第4号　第3

区4号，第5号　第3区4～6号，第6
号　第3区6～7号，第7号　第3区7
～8号

87511

円山勝会　　　　　　’一

　11月6日～11月7日

　　　　　　　　　　　くYDM6939］》
　『円山勝会図録』　熊谷久兵衛編京都

　熊谷鳩居堂　明9．2　3冊（上、39，下

　48，余巻　44丁）15cm　和装　　，

　　棄　　嗣　　竃　　観　　観　　竃　　竃　　隔　　棄　　醐　　奄　　礪　　剛　　観

　　　　　1876（明治9）年

　　竃　　潮　　嗣　　竃　　観　　醐　　竃　　竃　　潮　　潮　　竃　　嗣　　剛　　嗣

87603

京都博覧会（第5回）
　〔3月15日L6月22日　御所，仙洞御三院，

　大宮御所〕22

　　　　　　　　　　　〈YDM69353＞
　『〔博覧’会出品目録〕』　1コ組37cm　和

　装　はり込み図（図版33枚）

層内容：「明治九年京都博覧会出品目録」

　初～3編
　・西尾吉兵衛著

　・初篇　明9。3，2篇　明9．3，3篇　明9．

　4

，　87609

フィラデルフィア万国博覧会（1876
年）L

　5月10日～11月10日　アメリカ　フェア．

　モ7ト公園．

　　　　　　　　　　　　〈YDM42212＞
　『米国博覧会報告書』米国博覧会事務局

　〔明9〕　5冊20cm
　第1冊　日本出品解説　第2冊　日本出

　品目録第3冊日本出品部第4・5
　冊　日本三品部

　　竃　　潮　　鷹　　竃　　竃　　竃　　羅　　剛　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　剛

　　　　　1877（明治10）年

　　竃　　観　　竃　　観　　観　　観　　嗣　　観　　嗣　　竃　　竃　　観　　観　　嗣

87703

京都博覧会（第6回）

　〔3月10日～6月22日　大宮御所〕22

　　　　　　　　　　　〈YDM42157＞
　『京都博覧会出品目録』　京都　西尾吉兵

，衛　明10．3　1帖　29cm　和装

87703A

直入翁寿莚展観
　3月11日’浪華幸町南陽園

　　　　　　　　　　　〈YDM70239＞
　『直入金金錘図録』　田能村小斎（順之助）

　編大阪赤志忠雅堂、、明14．5　3冊
　（天32，地　39，人　35丁）．16◇m、和

一10一
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迄

87705

福井博覧会
　5月　　　　　　　－　　一　　　、
　　　　　　　　　　　　　〈牛寺…17－980＞

　『明治十年福井博覧会道しるべ』　山本晋

　著　福井　博覧会社　明10．5　8丁　18

　cm　和装

87708

内国勧業博覧会（第1何）

　〔8月21日～11月30日　上野公園〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42224＞
　『明治十年内国勧業博覧会出品目録』1内

　国勧業博覧会事務局　5冊23cm
　・奥付なし

　　　　　　　　　　　〈YDM42222＞
『明治十年内国勧業博覧会出品解説』　内

国勧業博覧会事務局　明11．6序　15冊

（合本）・21cm．

第1巻第一区鉱業冶金，第2～8巻
第二区製品，第9巻第三区美術，
第10，11巻　第四区機械，第12～16巻
第五区　農業，第17巻　第六区　園芸

　　　　　　　　　　　＜YDM69353＞
『〔博覧会出品目録〕』　1帖　37cm　和

装　はり込み図（図版33枚）

内容：「勧業博覧会見物心得」　岸田吟香

編　大蔵孫兵衛出版人．明10．8

　　　　　　　　　　　〈YDM69353＞
『〔’博覧会出品目録〕』　1帖　37cm　和

装はり込み図（図版33枚）

内容：「内国勧業博覧会出品物評判記」

箆助　編輯・出版銅版舎錦雪堂　明
10．11．12　出版御亭

3月2日

　　　　　　　　　　　〈YDM69405＞
『絶唱雅治略誌』牧野静修，前田真卿編

鳥取・万寿堂明11．310丁16cm
和装

87805

パリ万国博覧会（1878年）

　〔5月1日～11月10日　フランス　シャン・

　ド・マルス庭園〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42206＞
　『明治十一年仏国博覧会出品目録』　仏国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x博覧会事務局　明13．290p　21cm

　　　　　　　　　　　〈YDM42209＞
『仏蘭西巴里府万国大博覧会報告書』仏

国博覧会事務局明13．22冊（161，附

録114，35p）図版　21cm

附録：博覧会三図三三一覧表等

　　観　tei竃　嗣　geE　St　剛　嗣　ieE　観　剛　観　ieE　観

　　　　　1879（明治12）年

　　観　　keE　3ei　it　嗣　3ee　嗣　；N　竃　kei　竃　）e’　IeE　襯

87903

深志茗議
　3月　松蔭茶寮

　　　　　　　　　　　　くYDM69293＞
　『深志茗謙図録』』竹田禎十郎編　須原鉄

　二tt明13．9　40，21丁（上・下合本）　・lt　16

　cm　和装

87903A

琴平山博覧会
　〔3月1日～6月30日　金刀比羅宮社務
　所〕25

　　　　　　　　　　　　〈YDM42163＞
　『明治十二年琴平山’博覧会出品目録』琴

　平村（香川県）博覧会社　明12序　204

　p　23cm

　　嗣　竃　葦　k　竃　奄　id）E　嗣　ieE　竃　爾　竃　嗣　潮

　　　　　1878（明治11）年

　　ieE　観　ieE　竃　竃　嗣　嗣　竃　観　geE　竃　）ti　圏et　き●≡

87803

栗渓三会

87903B

京都博覧会（第8回）

　〔3月15日～6月22日　大宮御所，仙洞御

　苑〕22

　　　　　　　　　　　　＜YDM42158＞

一11r
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　　　『京都博覧会出品「目録』上巻　京都　博

　　　覧会社　明12序　255p　23cm

　　　　　　　　　　　　　　〈YDM42159＞
　　　『京都博覧会陳列区分表』　京都　博覧会

　　　社〔明12〕19p　20cm

　　87904
一・’t@大聖寺博覧会
　　　4月20日～

　　　　　　　　　一　’　〈YDM42170＞
　　　『大聖寺回覧会記事』　山中静　明12．5

　　　18丁（前・後編合本）19cm　和装

　　87905
　　古書画鑑賞会
　　　5月’

　　　　　　　　　　　　　　＜YDM69861＞
　　　『古書画鑑賞会図録』　下条正雄編　須原

　　　鉄二　明15．4　2冊（4巻合本）23cm

　　　和装　畏三堂蔵版

　　　・巻1『明治12年5月出品

　　87905A
　　雲姻供養書画展観
　　　5月18日

　　　　　　　　　　　　　　〈YDM69227＞，
　　　『三三供養図録』　京都．杉田三郎助’明

　　　13．11，4冊（首・上・、中・下巻）20cm和

　　　装

　　87906
　　古書画鑑賞会

　　　6月
　　　　　　　　　　　　　　〈YDM69861＞
　　　『古書面鑑賞会図録』　下条正雄編　須原

　　　鉄二明15．4　2冊（4巻合本）23cm
　　　和平畏三堂蔵版
　　　・巻2．明治12年6月出品

　　87907
　　古書画鑑賞会・

　　　7月
　　　　　　　　　　　　　　くYDM698ゆ

　　　『古書画鑑賞会図録』下条正雄編　須原

　鉄二明15．4　2冊（4巻合本）23cm
　和装　畏三堂蔵版

　・巻3　明治12年7月出品　　・

87909

古書画鑑賞会

　9月

　　　　　　　　　　　　〈YDM69861＞
　『古書画鑑賞会図録』　下条正雄編須原

　鉄二　明15．4　2舟（4巻合本）23cm

　和装　畏三堂蔵版　、

　・巻4　明治12年9月出品

87909A

シドニー万国博覧会
　〔9月17日～1880年4月27日　オーストラ

　リア　シドニー〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42161＞
　『明治十土内濠洲年徳尼府万国博覧会報

　告書』　明14序　84，174p（上・下合本）

　20cm復命者：坂田春雄

　　竃IE観5－f）E竃●∈）eE竃剛竃竃観ieE

　　　　　1880（明治13）年

　　ieE観嗣竃観Yh嗣竃sqE潮ieE専竃ieE
88004

観古美術会（第1回）
　〔4月1日～5月30日　上野公園〕2。．、’

　　　　　　　　　　　　〈YDM69242＞

　『観古美術会出品目録』　第1～9号　博

　物局　〔明13〕　1冊（合本）18cm　和

　装

　・1号序　明治13年3月，　2～6号の序

照年4月・7τ9号の序明治13

　　　　　　　　　　　　〈YDM69241＞
　『観古美術三三英』　第1～5部　博物局

　1冊（・合本）　22cm　和装i

　・1部の序　明治13年3月，2～3，5部の

　序　明治13年4月，4部の序　明治13年7

　月

88008

宮城県博覧会

一12一



　〔8月10日～10月8日　仙台西公園〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42215＞
　『明治十三年宮城県博覧会出品目録』　宮

　城県勧業課　明13．8序　156，21p　23cm

’88010

メルボルン万国博覧会
　〔10月～1881年4月　オーストラリア　メ

　ルボルン〕23

　　　　　　　　　　　　　〈YDM42216＞
　『明治十三年メルボルン万国博覧会報告』

　農商i務判明15序103p図版表
　20cm

SSOioA

画図展覧会
　10月1日～10月31日　東京京橋四竹川町

　16番地
　　　　　　　　　　　　　〈YDM69635＞

　『画図展覧会盗品目録』狩野守節編有

　隣i堂　明13．9　22p　19cm

　’・第1部探幽遺蹟，第2部　本朝古
　画，　第3部　宋元明画

　　　竃　　醐　　観　　竃　　豊　　観　　竃　　剛　　観　　竃　　竃　　嗣　　竃　　嗣

　　　　　　⑱81（明治14）年

　　　　　鷹鉾．マ　　　
　88103　　　　　　　　　、

内国勧業博覧会（第2回）層

　　〔3月・日一6月30日＼キ三園〕23

　　　　　　　　　　　　　〈YDM42241＞
　　『第二回内国勧業博覧会出品目録』　内国，

　．勧業博覧会事務局明1410冊（合本）

　　23cm

　88105
観古美術会（第2画）

　　〔5月1日～6月30日　浅草海禅寺〕2。一、

　　　　　　　　　　　　　＜YDM69243＞

　　『観古美術会出品目録』第2回　第1

　　～4号竜池会編有隣面明14．518
　　　　

　　・第1号16p，’第2号18p，第3号18
　　Pi　第4号　　16p

　　・編纂兼出版人　三池会会員　穴山篤太’

　　　　　　三三縣灘霧灘鐸灘

　郎

　・図版なし

　　竃　竃　観　竃　竃　圏曖　観　竃　醐　竃　嗣　竃　観　観

　　　　　1882（明治15）年

　　ゑ竃剛専嗣奄竃竃観観醐観竃竃

88204

観古美術会（第3回）
　〔4月1日～5月31日　浅草本願寺〕2。一1．

　　　　　　　　　　　　＜YDM69243＞
、『観古美術会出品目録』　第3回　第1

　～5号　竜池会綿　有隣堂　明15．4　18

　CM　E　・第1号19p，第2号・19p，第』3号18

P’　；F　．4号20P・第5号7P

88204A　x

伊藤圭介翁八十賀錘
　4月16日　不忍三池院
　　　　　　　　　　　　〈YDM5’6986＞，

　『錦彙翁…垂二二』　1～3編伊藤篤太
　郎，田中芳男　2冊（合本）22crri

　・1編「品物之部」　明15．44，24丁，2編’

　「本日寄贈の書並出品解説」　明23．9　73

　p，3編「書籍之部」明23．10205p，「第

　3編書名索引」　明23．9　26p

88210

内国絵画共進会（第1回）
　〔10月1日～11月20日　上野公園〕2。．、・

　　　　　　　　　　　　〈YDM300607＞
　『古画出品目録』　内国絵画共進会　〔農

　商務省〕明15．1086p　19cm　発売：

　「国文社第一支店

　・図版なし

　　　　　　　　　　　　〈YDM70291＞
　『内国絵画共進会古画出品目録』農商務

　三明15．1085p　19cm

　　　　　　　　　　　　〈YDM69572＞
　『絵画出品目録』　農商務省編　国文社第

　一支店　明15．10　2冊（317，320p）19

　cm
　・改正　絵画出品目録
　　　　　　　　f’
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　　　　　　　　　　　　〈YDM70295＞　’

　『内国絵画共進会出品目録表』　明治15年

　小栗秀全編　名古屋　佐藤与介　明15．

　12　11丁　20cm　和装

　　　　　　　　　　　〈YDM204393＞
．『絵画共進会出品画家人名一覧』”大阪

　大槻三寿　明16．4、1冊　13cm折り
　たたみ

　　　　　　　　　　　　〈YDM70297＞
　『内国絵画共進会審査報告三三』　明治15

　年　農商務省博覧会暗唱　国文社　明

　16．12　6p　19cm

　　　　　　　f

　　　　　　　　　　　　〈YDM70296＞

　『内国絵画共進会審査報告』明治15年

　農商務省　明16．9　2冊（33p，22丁）
19　一一　2，6cm

　　竃　　鰯　　観　　嗣　　竃　　竃　　竃　　嗣　　竃　　竃　　嗣　　醐　　団暁　　棄

　　　　　1883（明治16）年、

　　竃　　竃　　竃　　竃　　観　　観　　観　　竃　　観　　観　　竃　　観　　竃　　観

88311

観古美術会（第4回）層

　〔11月1日～11月30日　日比谷大神宮
’内〕2。一、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69243＞
　『観古美術会出品自録』第4回　第1

　～2号竜池三編有隣三明16．10
　18cm
　・第1号P．1～24，第2号p．25～42’

　　観　　観　　観　　竃　　観　　団　　竃　　竃　　観　　竃　　竃　　竃　　竃　　嗣

　　　　　1884（明治17）年

88404

内国絵画共進会（第2回）
　〔4月11日～5月30日　上野公園〕2。一1

　　　　　　　　　　　　〈YDM5543＞
　『第二回内国絵画共進会褒賞授与人名表』「

　農務省博覧会掛　明17．5　20p　18cm

　　　　　　　　　　　　＜YDMブ0298＞

　『内国絵画共進会褒賞授与人名表』　第2

　回　農商務省　明17．5　20p・18cm

　　　　　　　　　　　　〈YDM70294＞
　『内国絵画共進会出品人略譜』　第2回

　農商務省博覧会三編国文社　明17．5

　272P　18cm農商務省蔵版

　　　　　　　　　　　　〈YDM69818＞
　『第二回絵画共進会古画出品目録』蒲江

　務省博覧会掛　明17．431p　19cm

　　　　　　　　　　　　＜YDM70293＞

　『内国絵画共進会事務報告』第2回　農

酵窓掛三三三明17’9

　　　　　　　　　　　　〈YDM70290＞　，

　『内国絵画共進会会場独案内』　第2回
　1，2　村上奉一　明17．4　2冊（17，8

　丁）19cm　和装

88410

細谷風三三三三回書画会　　　　・、

　10月5日
　　　　　　　　　　　　くYDM69388＞
　『細谷風翁遺墨展観録』鈴木暁斎編　荒

　井源四郎　明18．7　2冊（21，12丁）20

　cm　和装　上冊　追回三寿書画会　付e’

　追慕録　下冊　遺墨

88411

観古美術会（第5回）
　〔11月1日～11月21日　日比谷門内神宮教

　院〕2。一1

　　　　　　　　　　・．　〈YDM69243＞

　『観古美術会出品目録』第5回　第1
　～2号竜池三編有隣i堂明i7．10

　18cm
　・eg　1号、12p，第2号19p’『

　　　竃ieE竃3eE　keE繊k）E窒嗣竃iG　IG観観

　　　　　　1885（明治18）年

　　　竃竃’eEミ『竃’t’竃’e‘嗣嬉嗣’eE優竃

8sso4　一．一　．．
「繭糸織柳陶漆器共進会
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4月1日～6月20日越上野公園

　　　　　　　　　　　〈YDM65821＞

『繭糸織物陶漆器共進会報告』事務顛末

之部　農商務省農霧局，農商務省工務局

編，有隣堂　明18．11194p　図版表
20cm

　　　　　　　　　　　〈YDM65819＞
『繭糸織物陶漆器共進会審査報告』農商

務省農務局，農商務省工務三編　有隣三

明18～19　7冊21cm
〔第1巻〕第一L区　繭審査報告　〔第2

巻〕　第二区一類　生糸審査報告．〔第3

巻〕第二三二類　綿糸審査報告　〔第4

巻〕第三区織物審査報告〔第5巻〕
第四区一類　陶器審査報告　〔第6巻〕

第四延応類　漆器審査報告　〔第8巻〕

附録　講話会筆記

　　　　　　　　　　　＜YDM65819＞
『繭糸織物陶漆器共進会審査報告』農商

務省農務局，農商務省工務局編　有隣三

明19．6　図版（合本）　21cni

第四区第一類陶器出品図，第四区第二類

漆器出品図

　　　　　　　　　　　　〈YDM5401＞

『繭糸織物陶漆器共進会褒賞授与人名録』．

繭糸織物陶漆器共進会’明18．6　134，8

p　2Qcm．

88506

万国金工博覧会
　〔6月～’9月　ドイツ　ニ3L一ルンペル
　グ〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM72167＞
　『金工万国博覧会報告』山本五郎編　農

　商務省　明20．12　199p　図版　21cm
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　　竃　　竃　　潮　　嗣　　竃　　観　　IE　　竃　　竃　　Ω　　竃　　登　　醐　　観

　　　　　1886（明治19）年

　　剛　　竃　　熾　　醐　　観　　竃　　竃　　竃　　奄　　嗣　　竃　　観　　竃　　観

88604

東洋絵画共進会
　〔4月1日～5月20日　上野竹の台〕2。一、

　　　　　　　　　　　　＜YDM70274＞

　『東洋絵画三三会出品目録』滝川守朗綿

　今古堂　明19．4、82p　19cm

　・図版なし

88605

観古美術会（第7回）
　〔5月1日～5月31日　築地本願寺〕2。一1

　　　　　　　　　　　　〈YDM69243＞

　『観古美術会出品目録』第7回　第1

　～3号，参照室目録　明19。4　18cm

　・第1号16p，第2号21p，第3号
　20p，参照室出品目録　28p，参照室出品

　目録追加　6pt

88610

関西府県聯合共進会（第2回）

　10月10日～11月18月　広島県二葉公園

　　　　　　　　　　　　〈YDM65799＞
　『関西聯合府県繭・生糸・綿・織物・紙・三共、

　進会報告書』第2回広島県　明20．1

　302p　22cm

886　＊

有所寿議書画展観

　　　　　　　　　　　　〈YDM70588＞
　『有所寿議図録』　原市町（群馬県）　山本

　秋渇（祝三）、明22．・10　2冊　16cm　和

　装『

88510　層　　　　　　　　　　　　　　　1

観古美術会（第6回）　．　　　　　一　　　　一一一竃醐一轡　観
　〔10月1日～10月23日　築地本願寺〕、。一、　　　　　　　　　1887（明治20）年

　　　　　　　　　　　　くYDM69243＞1　　　　・一x“x一・St観×一×一×“〉〈“x“x一〉〈“x－x一・

　『観古美術会出品目録』第6回　第1　　　88702

　～3号竜池三編有隣堂　明18．918　　京都新古美術会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一15一’

幽
身



〔2月9日～2月23日　京都博覧会会
場〕2。一、

　　　　　　　　　　　〈YDM69249＞
『京都新古美術会品目』　阿形精一編　池

田八郎兵衛　明20．3　1冊（上巻，下巻，

附録合本）20cm和装

88703

東京府工芸品共進会
　3月25日～5月25日　上野公園内

　　　　　　　　　　　　〈YDM72225＞
　『東京府工芸品共進会出品目録』東京府

　工芸品共進会編　有隣堂　明20．3　2冊

　（第1～16類合本）20cm

　上・下2冊

　　　　　　　　　　　〈YDM72226＞
『東京府工芸品共進会参考室出品目録』

〔東京府工芸品共進会〕明20．739p
19cm

　　竃　　画　　竃　　竃　　剛　　竃　　観　　観　　醐　　観　　竃　　隔　　潮　　竃

　　　　　1888（明治21）年

　　竃　　醐　　観　　竃　　観　　竃　　嗣　　織　　嗣　　竃　　醐　　Ω　　潮　　竃

88804

バルセロナ万国博覧会
　〔4月～12月　スペイツ　バルセロナ〕23

　　　　　　　　　　　　＜YDM42166＞
　　　　　し　『西国バルスローヌ府万国博覧会報告書』

　農商務省総務局　明23　180p　23cm

88804A

日本美術協会美術展覧会（明治21年頃

　〔4月10日～5月31日　上野公園列島
　館〕、。．、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69377＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治21年美術展覧会出品目録」

　第1～5号　松井忠兵衛　18cm
　・第1号　古製品　明21．4　18p，第2号

　古製品明21．426p，第3号古製品
　明21．5　29p，第4号古製品　明21．6

　15p，第5号新製品明21．659p
　・図版なし

・
齢

　　　　撫
月

　
　
　
　
7

蹴
鴻

　　　　　　　　　　　〈YDM49948＞
『江沼郡教育品展覧会報告』　明治21年7

月　〔大聖寺町（石川県）〕石川県江沼郡

明21．11　117p　19cm

88811

境町美術展覧会
　11月25日～11月26日　愛染精舎

　　　　　　　　　　　　〈YDM69274＞
　『境町美術展覧会出品目録』境町（群馬

．県）　田口専之助　明21．12　18p　21cm

　　竃　　羅　　竃　　観　　竃　　竃　　観　　竃　　竃　　観　　竃　　竃　　竃　　奄

　　　　　1889（明治22）年

　　観　　剛　　竃　　潮　　醐　　醐　　観　　竃　　観　　観　　観　　嗣　　観　　観

88901

拝山先生別莚展観
　1月22日　富山

　　　　　　　　　　　　〈YDM69351＞
　『拝山先生三三展観録』　矢田部姦直編

　富山　武庫川光三明22．415丁21
　cm　和装

　表紙の書名：三三展観録

88902

第一鑑賞会
　2月3日　山梨県公園地内三三閣

　　　　　　　　　　　　〈YDM70170＞　，

　『第一鑑賞会書画出品表』　甲府　今井久

　兵衛　明22．2　8丁　17ごm　和装

88904

日本美術協会美術展覧会（明治22年）

　〔4月1日～5月15日　上野公園桜ヶ
　岡〕2。一1

　　　　　　　　　　　　＜YDM69377＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治22年美術展覧会出品目録」

　第1号～6号，追加；松井忠兵衛　18cm

　・第1号古製品　明22．418P，第2

　号古製三明22．417p，・第3号古
　製品明22．422p，第4号．新製品

一16一



　明22．435p，第5号新製品明22．5
　43p，’第6号’古製品明22．519p，追

　加　明22．5－10p

88904A

各宗協同宝物縦覧会（第2回）

　4月6日～5月5日　i建仁寺，南禅寺，金地

　院

　　　　　　　　　　　　〈YDM69271＞
　『古代美術鑑∬　第二回各回協同宝物縦覧

　会森脇喜平編京都塩田恵孝明
　22．5　20丁　18cm　和装

88905

パリ万国博覧会（1889年）

　〔5月6日～11月6日　フランス　パリ〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42207＞
　『仏国巴里万国大博覧会報告書』・〔農商

　務省〕明23序　245p　図版　22cm

　報告者：柳谷謙太郎

88905A

応挙画展覧会
　〔5月25日〕20＿、

　　　　　　　　　　　　＜YDM69545＞
　『応挙画展覧会出品目録』松井忠兵衛
　明22．5　i5p　19cm

　・伊勢国小津三所蔵幅　（小津氏は小津与

　右衛門）

88909

下国彫刻展覧会
　〔9月16日～　上野桜ヶ岡　日本美術協
　会〕2。一、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69406＞
　『三国彫刻展覧会三品略解』明治22年

　松井忠兵衛編　日本美術協会　明22：9

　11p　18cm
　・出品人　伊太利国人　グェリ午リ氏

88911

日本美術協会美術展覧会（明治22’ N
臨時）

　〔11月3目～　日本美術協会〕2。．1

　　　　　　　　　　　　〈YDM69377＞

　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治22年臨蒔美術展覧会出品目

　録」第1～2号松井忠兵衛18cm
　・第1号明22．1124p，第2号明22．

　11　18p

889　＊

関西府県聯合共進会（第3回）

　京都府

　　　　　　　　　　　　〈YDM65796＞
　『関西聯合府県繭・生糸・茶・麻・綿・紙・織

　物・陶漆器・繍共進会報告書』第3回

　京都府明22．4　2冊図版表21
　・cm
　「審査官報告之部」「事務顛末之部」に分冊

　刊行

　　　奄　　潮　　竃　　竃　　竃　　嗣　　竃　　竃　　観　　竃　　観　　嗣　　棄　　縞

　　　　　　1890（明治23）年

　　　嗣　　竃　　竃　　竃　　観　　観　　鷹　　潮　　潮　　竃　　観　　嗣　　竃　　観

89003

米篭翁三十三回忌辰追福書画物品陳
列

　3月1日～3月3日　上野公園桜岡　日本美

　術協会

　　　　　　　　　　　　SYDM70458＞
　『米誌翁三十三回忌辰追福書画物品陳列

　目録』岬三兼明？3・2ゆ19・m

，　89003A

古書画展観

　3月9日

　　　　　　　　　　　　〈YDM69862＞
　『古書画出品目録』名古屋　石川猪太郎

　明23．3　8丁19c皿和装

’　89003B

日本美術協会美術展覧会（明治23年）
　〔3月25日～5月31日　日本美術協会〕2。一、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69377＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治23年美術展覧会出品目録」

　第3～5号　松井忠兵衛　18cm

　・第3号明23．423p，第4号明23．5
　29p，第5号明23．6’9p
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89004　’

内国勧業博豊会（第3回）

　〔4月1日～7月31日』上野公園〕23・

　　　　　　　　　　　　＜YDM42276＞
r第三回内醐業博覧会麟授与人鰯』

　内国勧業博覧会事務局明23．7与66p

　　　　　　　　　　　　〈YDM42264＞
　『庫主回内国勧業博覧会出品目録』　内国

鰭騨務局明13．38凧（合本）・

　　　　　　　　　　　　〈YDM42260＞

　『第三回内国勧業博覧会参考品目録』第

　三回内国勧業博覧会事務局　明23．7　1

　冊　23cm
　附：出品取消目録

　　　　　　　　　　　　〈ybM69330＞

　『第三回内国勧業博覧会第；部美術出品

　明細目録』鈴木三次郎．明23。445p

　19cm

89004A

京都美術博覧会
　〔4月3日～6耳1日　御苑内博覧会館〕22

　　　　　　　　　　　　　〈YDM69253＞　，

　『京都美術博覧会品目』　細辻昌雄編　京

　都　池田入郎兵衛　明23．6．113丁　18

　cm　和装

89004B

日光美術展覧会
　4月i5日～

　　　　　　　　　　　　　〈YDM69336＞

　『日光美術展覧会出品目録』林三編　日

翻光美術展覧今明23’5r8P20

　・図版なし

89010

伊藤圭介翁米寿賀会
　10月5日　上野公園　美術協会

　　　　　　　　　　　　　〈YDM56987＞

　　　　　　　　　　　　・『紀　　　　　　　　＼　．

　『錦案正米賀会誌』　田中芳男，宍声昌”

　明24．9．184，99p　23cm　tt

辮書籍解題之三図書画並出品

89010A
日本美術協会絵画展覧会（明治23年）

〔10月21日～11月30日上野公騨ケ
　岡〕2。一、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69576＞
　『絵画展覧会出品目轟』　明治23年　松井

　忠兵衛編　〔明23〕36p　18cm
　・図版なし

　　sE観、。、　da観一se、，竃竃、E観as

　　　　　　1891（明治24）年

　　竃　　竃　　竃　　竃　　奄　　観　　竃　　矯　　竃　　竃　　画　　棄　　竃　　嗣

89104

京都市工業物産会
〔4月’r～se20日御苑内三巴、・

　『京都市工業物産会出品目録』　細辻昌雄

　編　京都　池田入郎兵衛　明24．6　64p　一

19〟CM

89105　・

南町監欝！第咽）、

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70302＞

　『南越絵画共進会出品目録』杉元平六著

　福井南越勧美三明24。612丁19
　cm　和装

89105A

山武書画展観　　　　　　　　’
　5月16日～5月17日』千葉　東金街小学校・

　　　　　　　　　　　　　〈YDM69896＞

　『山武書画展観出品目録』東金町（千葉

県）宍倉敬太郎．明24・616丁19cm
　和装

89107　・i　．．

糠難問鎌倉轟爵
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　『鎌倉懐古展覧会目録』’筥三三サ編　明

　24．6序　32丁　23cm　和装

　根岸橿園手記あり

89107A

絵画品評会
　7月15日～ケ月24日　秋田県羽後国秋田市

　　　　　　　　　　　　＜YDM69580＞
　『絵画品評会記事』　秋田　秋田四神画会

　明25．3　64p　19cm

　　　の　　ぼ　　の　　そ　　ぼ　　ぼ　　ぼ　　ぼ　　ぼ　　そ　　ぼ　　そ　　そ　　ぼ

　　　　　　1892（明治25）年

　　　竃竃金羅全棄竃鷹嗣醐竃嗣嗣∋●
・　89203

明治美術会展覧会（第4回）

　3月25日～4月30日　芝公園弥生館

　’　　　　　　　　　　　＜YDM69396＞

野美術二二騨品目録』男治美術．

　内容：「明治美術三三4回春季展覧会」

　明25　20p　20cm

　奥付険し　告

89204

囎織縞舞舞練縞⑳
　　　　　　　　　　　　＜YDM65795＞
　『関西聯合府県繭・生糸・米・実綿・水産・織

　物・陶磁器・麻・葉姻草・漆器・紙共進会報

　告書』第4回　奈良　関西聯合府県共
　進会事務所　明25．10　1冊（合本）図

　版　27cm
　「審査官報告之部」「事務顛末之部」に分冊

　刊行

89204A

京都市美術工芸品展覧会
　〔4月1日～5月20日　御苑内博覧会館〕22

　　　　　　　　　　　　＜YDM69247＞
　『京都市美術工芸品展覧会審査報告』明

　一治25年斎藤志朗編　京都博覧協会
　明25．8　85p　19cm

　・図版なし

89206

田崎草雲翁画幅展覧会
6月12『足利町織物講習所

　　　　　　　　　　　　’　〈YDM70203＞
　『田崎草雲翁二幅展覧会出品目録』「足利

　町（栃木県）三四堂　明25．8　8丁　19

　cm　和装

89207

伊藤圭介翁九十賀寿博物会

　7月．5日～7月6日　名古屋市門前町
　愛知博物館

　　　　　　　　　　　　くYDM56985＞
　『錦彙翁九十賀寿博物会誌』伊藤篤太郎『

編名古屋愛知博物館明26・122
　冊（上　102，下　92丁）24cm和装

89208

北海道物産共進会
　8月1日～8月31日　札幌区字中島遊園地

　内

　　　　　　　　　　　　’　〈YDM65947＞

　『北海道物産共進会報告』　〔札幌〕北海

道明25・122P5P騨23cm
89210

彫刻品着色花鳥絵画展覧会

器21日～11月30湯立大阪三三

　　　　　　　　　　　　・〈YDM69447＞
’r彫刻品絵醒覧会出舶録』明治25年

　大阪府立博物場　明26．155p　19cm

　　竃合嗣，ti、eE至竃竃竃竃、eE，．，，e、e、

　　　　　1893（明治26）年

　　竃　　竃　　剛　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　3E　　棄　　竃　　潮　　竃　　嗣

89304

・日本美術二会美術展覧会（明治26年
春季）

〔4月・日rS月28日上野公甲桜’・・
　岡〕2・一・、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69230＞
　『美術展覧会出品目録』

轟楼騨年四三傘出品目

r19　一



　・第1　梯重行編　明26．421p，第2

　梯重行編　明26．542p，第3　長嶋景

　平編　明26．542p，第4　長嶋景福編

　明26．5　22p

　・図版なし

89305
シカゴ万国博覧会（1893年）’

　〔5月1日～10月30日　アメリカ　シカゴ

　ジャクソン公園〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42219＞

　『臨時博覧会事務局報告』臨時博覧会事

務局HE28L5832P　2

　　　　　　　　　　　　〈YDM69872＞

　『閣竜世界博覧会美術品画譜』　第1～4

　集　久保田血腫画　大倉書店　4冊（頁

　底なし）　26cm　和装

　・第1集明26。10，第2三明26．11，第

　3集　明27．1，第4集　明27．7

89308

私立三三回外八種共進会
　8月26日～9月9日　会見郡米子町角盤高

　等小学校内
　　　　　　　　　　　　〈YDM619’99＞

　『私立因伯米外八種共進会報告』　米子町

　（鳥取県）長谷川美喜、明28．9223p

　23cm
　・新古器物展覧室　p．182～200

89310

一府六県聯合共進会
　10月1日～11月9日　栃木県下宇都宮町

　　　　　　　　　　　　〈YDM65760＞

　『一泊六県聯合共進会報告』栃木県　明

　27．9185p・図版　23cm

89310A
日本美術’協会美術展覧会（明治26年
秋季）

　〔10月1日～10月31日　上野公園桜ヶ
　岡〕2Ctr　1

　　　　　　　　　　　　〈YDM69377＞

　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治26年秋季美術展覧会出品目

　録」　志村政則　明26．10　2冊（上　45，

　下52p）18cm

’89310B　一

府立大阪博物場展覧会（明治26年秋

駄月、5的2月3日府立大騰勢

　術館
　　　　　　　　　　　　くYDM69230＞1

　『〔大阪博物場〕美術展覧会出品目録』府

　立大阪博物場
　内容：「明治26年秋季展覧会出品目録」

　明27．2　36p　19こ口

89311

下高井郡重要物産品評会（第1回）

　11月11日～11月15日

　　　　　　　　　　　　〈YDM65873＞
　r稿井郡重要物産品評会報告』〔中野

　町（長野県）〕　長野県下高井郡　明27．2

　107，32p　19cm

89311A
、中w濃灘藷卑建鱒会
　　　　　　　　　　　　〈YDM69332＞
　『中林竹洞雨渓翁墓碑建立薦事会展観録』

　村上和光編・京都　藤井五車楼　明27．5

　22丁　20cm　和装
　題簸の書名：望事余録

　　　竃　観　竃　geE　観　嗣　竃　peE　竃　圏ti　YeE　keE　竃　9E

　　　　　　1894（明治27）年
　　　、eE、e、観竃、N、。、竃嗣6Slk3，Ω、。t竃、。

89402
応挙画幅農観

　2月11日～3月12日　神苑別区　二見浦宝

　　定心

　　　　　　　　　　　　〈YDM69547＞
　『応挙画幅展観目録』宇治山田町（三重

　県）上田幸吉　明27．330p　20cm
　・伊勢国小津与右衛門氏所蔵

一20一



89404

日本漆工三三工競技会（第2次）

　〔4月1日M月30日　上野公園内　旧5号
　館〕27

　　　　　　　　　　　　〈YDM72191＞
　『漆工競技会出品目録』　第2次　日本漆

　工会編　荒木真弓　明27．526P　20cm

　・図版なし

89404A

日本美術協会美術展覧会（明治27年
春季）

蹴去日～5月20日上野輝桜ケ．

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞
　『美術宿恨会出品目録』

　内容：「明治27年春季美術展覧会出品目

　録」上・下志村政則　19cm

　・上酒27．440p，溶明27．570p

89405

馬島杏雨古稀雅莚書画展観
　5月5日～5月6日　上野鞍雲台

　　　　　　一　〈YDM70508＞
　『馬島杏雨三種三三書画展観目録』　馬嶋

　瑞園　明27．7　24p　21cm

89407

関西府県聯合共進会（第5回）
　7月10日～8月28日　石川県勧業博物館

　　　　　　　　　　　　〈YDM65798＞
　『関西聯合府県繭・生糸・茶・米・麦・菜種・

　実綿・麻・葉煙草・織物・陶磁器・漆器・紙共

　進会報告』第5回　金沢　関西聯合府

　県共進会事務所明28．4　2冊　図版

　22cm
　「事務顛末之部」「審査官報告之部」に分冊

、刊行

89408　；
太湖勝会展観
　8月3日1－8月4日　長浜町大谷派別院

　　　　　　　　　　　　〈YDM70180＞
　『太湖三会展観書画録』　杉本吉士編　長

　浜町（滋賀県）逸見平三　明27．1022

　　　　　　　　　＿七．蹴℃　tt＿n．許．繕e，A．s．N－nS守献

　丁・21・m和装

89410

聯術協会美術展覧会（明治274

　〔10月1日～11月5日’上野公園桜ヶ

　岡〕2。一1

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治27年秋季美術展覧会出品目

　録」　志村政則　2冊！19cm

　・〔上〕明27．1041p，下　明27．1133

　p

89410A

府立大阪博物場展覧会（明治27年秋
季）

　10月10日£12月8日’府立大阪博物場美

　術館
　　　　　　　　　　　　〈YDM69230＞
　『〔大阪博物場〕美術展覧会出品目録』府

　立犬阪博物場

　内容：「明治27年秋季展覧会出品目録」
明27・i237・・9・m、

　’図涌し．

89411

’下高井郡重要物産品評会（第2回）

　11月11日～11月15日．長野県中野町

　　　　　　　　　　　　〈YDM65873＞
　『下高井郡重要物産品評会報告』　〔中野

　町（長野県）〕　長野県下高井郡　明28．2、．

　164p　19cm

　　　竃　　嗣　　識　　葦　　YeE　竃　　棄　　竃　　竃　　f一：　潮　　調　　竃　　剛　　、

　　　　　　1895（明治28）年層

　　　竃　　竃　　竃　　嗣　　竃　　9E　　竃　　iE　　観　　竃　　）E　　竃　　竃　　竃

89502

天覧古画陳列’
2脚日一2月26日』府立大三物場

　　　　　　　　　　　　〈YDM70259＞
　『天覧古画陳列品目録』府立大三物易

　明28．6　18p　19cm

＿21二



89sO3

時代品展覧会
　〔3月25日～7月17日　御苑内博章会館〕22

　　　　　　　　　　　　〈YDM69278＞

　『時代品展覧会出品目録』．大沢敬之編

　京都村上勘兵衛　1冊（第1㌣6掛合
　本）　図版　20cm

　・第1編　明28．6　49p，第2編　明28．7

　25p，第3編明28．825p，第4三明
　28・935P・第5三明28・76gP・・第6

　編　明28．9　53p

89504

府立大阪博物場美術品展覧会（明治
28年春季）

　4月1日～5月31日　府立大阪博物場美術

　館

　　　　　　　　　　　　〈YDM69230＞
　『〔大阪博物場〕美術展覧会出品目録』府

　立大阪博物場，

　内容二「明治28年　自4月1日至5月31

　日　美術品展覧会出品目録」明28．7

　44p　19cm

89504A

日本美術協会美術展覧会（明治28年
春季）

h．（4月1日’一5月30日　日本美術協会〕？8

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞

　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治28年春季美術展覧会出品目

　録」上・一Sk志村政則　19cm

　・上明28．431p，下『明28．561p

89504B

内国勧業博覧会（第4回）’

　4月1日～7月31日　京都　岡崎公園

　　　　　　　　　　　　〈YDM42300＞

　『第四回内国勧業博覧会出品部類目録』

　第四回内国勧業博覧会事務局’明28　7

　冊　24cm．

　第一部工業上・下　第二部　美術之
　部　第三部　農業，森林及園芸　上・下

　第四部水産第五～七部教育及学
　術，三業冶金三三機械，官庁之部

　　　　　　　　　　　〈YDM42301＞
『第四回内国勧業博覧会出品目録補正』

第1，3～7蔀　第四回内国勧業博覧会

事務局　明28．7　3冊（合本）23cm

第一部　工業　第三部　農業，森林及園

芸，第四部．水産　第五部　教育及学術

第六部．鉱業冶金術　第七部　機械

　　　　　　　　　　　＜YDM42306＞
『第四回（明治廿八年）内国勧業博覧会審

査報告』第1～7部　第四回内国勧業
博覧会事務局　明29　8冊（付録共）23

cm

　　　　　　　　　　　〈YDM42295．〉．

『集四回内国勧業博覧会授賞人名録』　第

四回内国勧業博覧会事務局　明28．11

1冊　24cm

　　　　　　　　　　　　＜YDM42308＞
　『第四回内国勧業博覧会美術館出品目録』

　中島鯉之助編　京都　村上勘兵衛’田中

　治兵衛　明28．6　100p　19cm

89504C

彦根物産古器物展覧会
　4月20日目6月8日、金亀城山　　　　1

　　　　　　　　　　　　〈YDM42202＞一
　『彦根物産古器物展覧会案内記1松浦果

　著　彦根町（滋賀県）　小川九平　明28．4

　14p　，21cm

89510

日本美術協会美術展覧会（明治28年
秋季）

　〔10月1日～11月5日上野公園桜ヶ岡・
　日本美術協会〕20－1

　　　　　　　　　　　　〈YDM69377＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治28年秋純美循展覧会出品目

　録」’下　志村政則　明28．11　’36p　18

　cm

89510A

明治美術会展覧会（第7回）

一22一



　10月10日～11月18日・上野公園5号館　　　　　23cm
　　　　　　　　　　　　〈YDM69396＞　・出嗣録pl・32－252・’

野美術三三出品脚明聯　896。4B一一

監：賑蕪識潔・1016P霧術協会難展覧鯛治29年

895、。B　　　　　泉呈懸山上騨桜ケ脚
新古美術品展覧会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈YDM69377＞
　〔10月15日～11月25日　元勧業博覧会場　　　　『美術展覧会出品自録』

　内美術館〕26　　　　　　　　　　　　　　　　内容：．「明治29年春季美術展覧会出品目

　　　　　　　　　　　　＜YDM69291＞　　　録」一上・下志村政則　18cm
　『新古美術展覧会出品目録』藤井孫兵衛＝　　　　・上　明29，539p，下　明29．6＄3p

　編　京都　合資商法会社

　・1冊奥付欠40p，2冊明28．10　　89604C
79P　19cm　　　　　　　　　　　　　石三三追福展観

　主催：京郵美術協会　　　　　　　　　　　　　　4月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈YDM69307＞
89510C・　　　　　　　　　　　　　　　　　『石田翁追福展観録』附・印譜長崎

豊公時代品展覧会　　　　　　　　　　　　横瀬満開　明29．735丁　19cm和装
　10月15日～12月5日　府立大阪博物場美

　術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89605

　　　　　　　　　　　　〈YDM2006＞　　岡田恒軒寿莚書画展観
　『豊公時代品展覧会目録』明治廿八年　　　　5月某日　迎三三

　府iil大阪博物場　明29，138p　18cm　　　　　　　　　　　　　　　　　〈YDM98870＞’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『寿莚詩画集』長崎　岡田恒軒　明29．9

　　・・i竃…剛竃・ti竃嗣・・…観観観棄　　　　　　　26丁　20cm　和装

　　　　　1896（明治29）年，

　　竃　　竃　　嗣　　観　　観　　観　　剛　　調　　議　　竃　　圏嗣　　縦　　嗣　　竃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竃　　竃　　竃　　竃　　観　　竃　　竃　　竃　　嗣　　竃　　観　　観　　竃　　竃　　　　、

89604　　　　　　　　tt　一　　　　　．．　　　　　1897（明治30）年

新古美術品展覧会（第2回）　　　　　　　　　一一一一一一一
　〔4月1日～5月30日　京都市工業館〕26　　　　．89704
　　　　　　　　　　　　＜YDM6929＞　　奥羽三明聯合物産共進会（第2回目

　『新古美術展覧会出晶目録』　2回　藤井　　　　4月11日～5月10日　岩手県盛岡市

　孫兵衛編　京都　合資商法会社、明29．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈YDM65950＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r宮城輻論手1龍．山形．秋田六三聯　68，30p’　19cm

　主催：京都美術協会　　　　　　　　　　　合物産共進会報告』岩手県　明31．3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　227p　23cm
89604A
五二会全国品評会　　　　　　　　　　　897b4A

4月1日～5月！0日　馬弓4回内国勧業博　　　関西府県聯合共進会（第6回目

　覧会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月11日～5月30日　兵庫県神戸市・

　　　　　　　　　　　　〈YDM204249＞　一　〈YDM65791＞
　『五二会全国品評会事務報告』　月出皓編　　　　『関西聯合府県垂準会事務報告』第6回

五二会京都本部・明30・6！4S・図版　　〔神戸〕三三六三西船府県共進

　　　　　　　　　　　　　　　　　一L　23　一



会事務所　明31．5420p　23cm

89710

日本美術協会美術展覧会（明治30年
秋季）

　〔10月10日～11月19日　目本美術協会〕28

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治30年秋季美術展覧会出品目、

　録」上・下．志村政則　明30．1119cm

　・上「新画幅部」46P，下　「三三の部」

　25p

　　gE　竃　竃　竃　3E　観　竃　嗣　嗣　棄　観　観　爾　i－E

　　　　　1898（明治31）年

　　竃　竃　観　潮　竃　竃　Si　竃　竃　竃　嗣　iee　観　竃

89803

明治美術会創立十年紀念展覧会
　3月25日～5月30日　上野公園　旧5号館

　　　　　　　　　　　　くYDM69310＞
　『創立十年紀念美術展覧会出品目録』　下

　山太郎編　明治美術会　明31．520p

　図版　23cm

89804

五二会全国品評会（第2回）

　4月1日～5月30日半神戸市

　　　　　　　　　　　　〈YDM204248＞

・『五二会全国品評会事績奄奄』　第2回

　兵庫県五二会本部　明33．4484p　23

　cm

89804A

豊臣時代品展覧会
　4月1日～5月31日　帝国京都博物館

　　　　　　　　　　　　　〈YDM1979＞
　『豊臣時代品陳列目録』　帝国京都博物館

　〔明31〕60p　図版　23cm

89804B

倉田先生寿調展観

　4月10日．岡東館
　　　　　　　　　　　　〈YDM69259＞

　『倉田先生野謙図録』和歌山　三三　明

　35．3　29丁　20cm　和装

　・倉田袖岡

89804C
全国漆器漆生産府県連合共進会　　’

　4月12日～6月10日　京都府京都市

　　　　　　　　　　　　〈YDM72210＞
　『全国漆器漆生産府県連合共進会事務報．

　告』京都　岡井次隆　明32．1176p

　23cm

89804D

浮世絵展覧会
　4月15日～5月15日　上野新旧　伊香保温

　泉
　一■　　　　　　　　　　　　　〈YDM69504＞

　『浮世絵展覧会目録』エルネスト・エフ・

　フ；ノロサ著蓬枢閣　明31　．，451丁

　20cm　和装
　・「浮世絵評釈序」（文学博士　重野安繹

　明31，4）序論，「浮世絵展覧会目録諸論」

　（講小林辛油鼠31・3）1～6丁

　　　　　　　　　　　　くYDMIO8409＞
　Catalogue　of　the　exhibition　ofθ妨ノ0ツ6

　卿％吻gs　and　Prints　held　at　Ikao

　Onsen，　Uyeno　Shinzaka，　from　APril　15

　th　to　Mのy　15　th，1898．　Edited　by　Er－

　nest　Francisco　Feno110sa．　Bunshichi

K・b・y・・hi・1898・4118P・19・岬

　・図版なし

89810

和歌山県物産共進会（第2回）

　10月’1日～IQ月15日　和歌山市一番町「

　　　　　　　　　　　　＜YDM6ら960＞
　　　　　　　　　　　　　　へ
　『和歌山県物産共進会報告』第2回　和

　歌山県内i務部明35．3138，181p図

　版　23cm

89810A
白馬会展覧会（第3回）

　〔10月5日～11月20日　上野公園　元内国

「　勧業博覧’三跡第5号館〕20－2

　　　　　　　　　　　　〈YDM70600＞
　『洋画三彩』・松崎正文編　画報社　明

一24一



31．1224p　図版38枚　23cm
・「序」（吉岡芳陵），「第3回白馬会展覧会

出品目録」，「第3回弓馬会展覧会場之図」

89810B

福井県重要物産共進会（第1回）

　10月25日～11月23日　福井市　福井師範

　学校旧校舎

　　　　　　　　　　　　くYDM65940＞
　r福井県重要物産共進会報告』第1回

　福井県　明32．5　142，16p’　23cm

　　翻　　奄　　観　　観　　観　　竃　　剛　　竃　　竃　　Ω　　竃　　嗣　　嗣　　竃

　　　　　1899（明治32）年

　　竃　　嗣　　観　　竃　　圏曙　剛　　Ω　　嗣　　SG　　嗣　　観　　観　　嗣　　竃

89904

白本美術協会美術展覧会（明治32年
春季）’

　〔4月1日～5月20日　、日本美術協会〕2。一2

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞

　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治32年春季美術展覧会出品目

　録全」志村政則明32．557p　19

　cm

’89904A

奥羽六二聯合物産共進会（第3回）

　4月15日～5月14日　青森県青森市

　　　　　　　　　　　　〈YDM65768＞
　『奥羽六三聯合物産共進会報告』　第3回

　青森県　明33．1　317p　22cm

協会列学館

　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
『当選画集』　日本画会編　画報社

内容：「第2回展覧会当選百画」　明32．

10　8P　図版　24cm　I

・「日本画会第2回展覧会当羅百画序」（末

松謙澄），

89910

一府九二聯合共進会（第9回）

　10月1日～11月20日　東京府南多摩二八

　王子町

　　　　　　　　　　　　〈YDM65753＞

　『一三九三聯合共進会報告』東京府　明

　33．5　546p　23cm

　　ぼぼぜゆぼ　ミぼぼの　ぼぼぼぼ
　　　　　「1900（明治33）年

　　幽竃　竃　●∈嗣　観　竃　観　竃　竃　竃　竃　潮　嗣　竃

90001

北斎画大展覧会
一　（1月13日～1月30日　上野公園　日本美

’術協会列品館〕20－2

　　　　　　　　　　　’〈YDM108416＞
　Catalogzae（of　the　exhibition（of　Paintings

　of　Hokusai，　held　at　theノ’opan　Fine・A　rt

　．4ssociation，　Uyeno　Park，7b勿。，13　th

　to　30　th　January，1900．　Edited　by　Bunsiti

　Kobayashi．　B．Kobayashi，1901．167

　p。50plates．27cm．

　・葛飾北斎五十回忌記念展観　，

89905　一

文明以降大和国名家筆蹟及製作三三，
列

　〔5月13日　帝国奈良博物館〕2g「

　　　　　　　　　　　　〈YDM71503＞

　『文明以降大和国名家筆蹟二三作品陳列

　目録』帝国奈良博：物館　明32．553p

　21cm
　・図版なし

89906

日本画会展覧会（第2回）

　6月5日～6月30日　上野桜岡　日本美術

90003

七声会展覧会（第1回）

　〔3月5日～3月22日　上野公園　旧5号
　館〕、。．、’

　　　　　　　　　　　　〈YDM70530＞

　『無声会かたろく』第1集　福井江亭編

　画報社　明33．10序　1冊　図版　23cm
　・「元声会かたろぐ序」（無記町場西崖）

90004

日本美術協会美術展覧会（明治33年
春季）

　〔4月1日～5月20日　上野公園　日本美術

一25一



　協会皇猷館〕28’　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞
　『美術展覧会出品目録』

　内容：「明治33年春季美術展覧会出品目

録」志村政則明33・5．76P　19cm

gooo14A

滋賀県物産共進会

　4月5日～4月29日　大津市’
　　　　　　　　　　　　＜YDM65860＞’

　『滋賀県物産共進会報告書』大津　滋賀

　県物産共進会　明33．7151p　21cm

．　90004B

パリ万国博覧会（1900年）　　・T

　〔4月15日～11月12日　フランス　トロカ

　デロ公園〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM42201＞
　f千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会事

　務局報告』農商務省　明35．3　2冊（上

　953，下782p）266m
　・古美術出品一覧あり。

　・この万国博覧会において日本ぽ初めて

　美術館への出品を果した。これ以前は工

　芸館に出品。

　　　　　　　　　　　　〈YDM69368＞
　『美術画報』　巴里博覧会出品組合製作品

　星野再編’画報社　明33　・：　1図版89枚

　37cm
　「美術画報　第2臨時増刊」

　　　　”’　．　〈YDM42200＞
　『千九百年巴里万国博覧会出品連合協会

　報告』　巴里万国博覧会出品連合協会残

　務取扱所萌36．3313，429p図版

　23cm
　付：第十部五十八類審査報告（大塚弓造）’

90005

丹青会展覧会（第1回〉

　〔5月7日～　上野公園　旧5号館〕20－2

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70208＞

　『丹青新作』　第1　旧作勝之助編　画報

　三明33．6図版13枚31cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

90005A

日本画会展覧会（第3回）

　5月10日～6月5日　〔上野公園　日本美術

　協会三品館〕20－2

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』噛日本画会編　画報社

　、内容：「第3回展覧会当選百画」　明33．9

　27p　図版　24cm
　　

・・ u第3酷選百画序」（耀謙澄）

90005B

彫塑会展（第1回）

　〔5月10日～5月30日　上野公園、旧5号
卸・・一・

　　　　　　　　　　　　＜YDM69450＞

　『彫塑生面』　第1回　渡辺長男編，画報

　社　明33．7　図版55枚　18cm

　・彫塑展覧今贈品目録あり。

90010

日本絵画協会（第9回）日本美術院
（第4回）連合絵画共進会・

・10月25戸～11月30日　一〔上野公園　旧5

　号館〕2。一2

　　　　　　　　　　　　＜YDM69568＞
　『絵画共進会日本美術院展覧会出品目’録』1

　高木源四郎編　・日本美術院　明33．11

　28p　22cm　　t一，

憲虚工会三会（第1面

　　　　　　　　　　　　＜YDM69458＞
　『東京彫工会第十五回競三会受賞品図録』

1野三三騨棚33’11　’／図版

　・「序」（大村西出）　明33．10

　　　画　　剛　　奄　　嗣　　竃　　剛　　嗣　　観　　竃　　嗣　　奄　　観　　竃　　竃

　　　　　　1901（明治34）年・’

　　　竃竃鯛竃嗣竃・甲ヲ竃観嗣剛竃繭
90103

集古希（第31回）
　3月9日　浜町　日本橋倶楽部

　　　　　　　　　　　　〈YDM69280＞

　『明治三十四年集古会出品目録』林若吉

一26一



　編　抽斗会　明34．5　12丁　24cm　和　　　・90109
装　　　　　　　　　　　　　・　　　全国窯業品共進会（第1回）

・有畑羅三三瓦．　　・9月・日一9月3・P四四躰美術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協会列二二

　『奥羽六県聯合物産共進会報告』　第4回　　　　・褒賞受領者　p．26～35’

　山形県　明35．4　300p　22cm　　　　　　　　　・図版3葉i　12種15点

糠響鱗脳髄黙翻鍛内無明．
　　　　　　　　　　　　〈YDM62199＞　　　　会内

　『東海三三五県聯合共進会事務報告書』　　　　　　　　　　　　　　〈YDM69697＞
　第5回・岐阜県　明34．10330p　22cm　　　　『関西美術会展覧会出品目録』村上勘兵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛編　京都　山田芸艸堂，村上書店　明

90105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．1図版28枚　26cm
日本美術協会美術展覧会（明治34年）　　　・「巻首に寄す」（中沢岩太）．

　〔5月11日～6月30日　日本美術協会〕28

　　　　　　　　　　　　＜YDM69377＞　　　90110A
　r美術展覧会出品目録』　　　　　　　　　日月会展覧会（第2画）

　内容＝「明治34年美術展覧会出品陳列目　　　　〔10月15日～11月13日　上野公園旧5号

　録」新製品ノ部志村政則　明34．7　　　館〕2。．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈YDM6927g＞
　137p　18cm
　「明治34年美術展覧会出品目録」　参考品　　　　　『日月之光』　第2集　古作勝之助編　画

　ノ蔀　明34．727p　18cm　　　　　　　　　　二二　明35．1　1冊（図版）31cm

画展（第2回）・　　罪会融（第4回）
〔5月・5日一6月・目論美術学棚校友　〔11月湘～12月12日上野野兎5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号餌〕・・一・　倶楽部〕30

　　　　　　　　　　　　〈YDM69450＞　’　〈YDM70530＞
r彫塑生面』第2回渡辺観綿画報　r無声会かたろく』第4集翻三編

it三期欄転・滞貸1冊図ilM　23cm　・

90108　　　　　　　　　　　　　　　　日本女子美術協会展覧会（第1．回）

一定十」菓聯合共進会（新潟県主催）’　　11月16日～1明13日』上野公園　旧博覧

躍晃9月30日三三鯛騨　鳥跡5号館　，YD翻39＞
　　　　　　　　　　　　　＜YDM65756＞　　　　『日本女子美術協会かたろく』巻1　島

　r一府県一三聯合難会結』糊県　　田野編r画報燭明35・4騨36枚
　明35．3492p　図版　23cm　　　　　　　　　23cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－27一



90112

東洋農工技術博覧会
　12月1日～1902（明治35）年1月26日　ハノ

　イ

　　　　　　　　　　　〈YDM203095＞
　・『一九〇二年仏領東京河内府東洋農工技

　術博覧会報告書』　日本貿易協会　明37．

　8299p　図版，23cm
　・出品表　p．113～132

　　観　　竃　　嗣　　嗣　　観　　嗣　　竃　　潮　　SE　剛　　竃　　竃　　竃　　竃

　　　　　1902（明治35）年

　　竃　　潮　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　観　　竃　　rE　　竃　　糊　　圏魁

90203

太平洋画会展覧会（第1回）

　3月20日～4月30日　〔上野公園　旧5号
　館〕2。一2

　　　　　　　　　　　　，〈YDM70201＞

　『太平洋画会カタログ』古作勝之助編

　画報社明35．6　1冊　図版　23cm

90204

関西府県聯合共進会（第8回）

　4月11日～5月30日　香川県　高松市

　　　　　　　　　　　　〈YDM65787＞
　『関西府県聯合共進会事務報告書』　第8

　回香川県内務三明36．1298，199p
　図版　22Cm

90205

日本画会展覧会（第5回）

　〔5月2日～5月28日　上野公園　旧5号
　館〕2。一2

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』　日本画三編　画報社

　内容：「第5回展覧会当選百画」　明35．9

　12，12P　図版　24cm

　・「当選百画序」（末松謙澄）

90207

東京美術学校生徒成績品展覧会
　7月2日～7月12日

　　　　　　　　　　　　〈YDM69275＞
　『作品集』　1巻　東京美術学校校友会編

　画報社明35．11　1冊図版23cm

90211

日月会展覧会（第’3回）

　〔11月12日～12月10日　上野公園5号
　食官〕3、＿、＿、6

　　　　　　　　　　　　〈YDM69279＞
　『日月之光』　第3集　面作勝之助編　画

　報社　明36．6　1冊（図版）’31cm

90211A

舟碁会展覧会（第4回）

　〔11月14日～12月9日　上野5号
　食前〕3、＿、＿17

　　　　　　　　　　　　〈YDM70208＞
　『丹青新作』　第4　古作勝之助編　画報

　向丘36．3図版28枚23cm

，902　＊

日本女子美術協会展覧会（第』 Q回）

　春

　　　　　　　　　　　　〈YDM69339＞
　『日本女子美術協会かたろく』巻2　島

、．田友春編　画報社　明35．10　図版31枚

　23面

　　観　　SE　醐　　竃　　竃　　剛　　竃　　竃　　竃　　竃　　嗣　　竃　　竃　　観

　　　　　1903（明治36）年tt

　　竃　SE　leE　it　竃　Ω　竃　竃　竃　竃、竃　竃　竃　竃　　　　　　一

90303

内国勧業博覧会（第5回）

　〔3月1日～7月31日　大阪　天王寺〕23

　　　　　　　　　　　　・　〈YDM42352＞

　『第五回内国勧業博覧会出品目録』　第五

　回内国勧業博算会事務局　明36．2・27冊

　（’合本）23cm

　第一部　農業及園芸，第二部　林業，第

　三部・水産，第四部　採鉱及冶金，第五

　部　化学工業；第六部　染織工業，第七

　部　製作工業，第八部　機械館，通運館，

　第九部　教育，学術，衛生及経済，第十

　部　美術及美術工芸，〔別巻〕参考館，

　同別館，官庁出品，’台湾館，冷蔵庫

　　　　　　　　〈YbM69331＞＜亥ニー17＞

　『第五回内国勧業博覧会美術館出品図録』

　第五回内国勧業博覧会事務局　明36．3
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　1冊（図版333枚）28×40cm

　　　　　　　　　　　　〈YDM69570＞’

　『絵画傑作集』　山田直三郎編　京都　山

　田芸二三　明33．6図版1冊（上・中・下

　合本）25cm
　・第5回内国勧業博覧会　第十部出品

90303A

平安満都以降時代贔展観
　3月1日一f7月31日　京都帝室博物館’

　　　　　　　　　　　　＜YDM69277＞
’『時代陳列目録』　自延暦元年至慶応末年

　京都帝室’博物館　明36．875p　図版7

　枚　27cm

90303B

豊町遺物展覧会
　3月ユ日～7月31日　大阪市川崎御料地泉

　布肝内

　　　　　　　　　　　　〈YDM7116＞
　『豊公遺物展覧会出品目録』　日本美術協

　会大阪支会　明36．857p　図版　23cm

　　　　　　　　　　　　〈YDM69308＞
　『千門田余』大阪　日本美術協会大阪支

　平明36．855，一15p図版23cm和
　装　第5回内国勧業博覧会開期中，豊公

　遺物展覧会に関する品目，詩文

go303c

日本画会展覧会（第6回）

　3月2日～4月5日　上野公園　旧博覧会跡

　5号館

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』H本画会編．画報社

　内容：「第6回展覧会当選百画」　明36．

　1023p　図版24cm
　・「雑感数則」（青蔀脚夫），「京都の画風に

　就て」（荒木十畝君談），「日本画三会員人

　名録」

90303D

鳥合会展覧会（第6回）「

　〔3月5日～3月8日　日本橋常盤木倶

　楽部〕2。一2

　　　　　　　　　　　　〈YDM69515＞
　『烏合会画集』　f旧作勝之助編　画報

　社明36．111冊（図版）22cm

90303E

古美術品展覧会
　3月尋S日～7月12日　京都市岡崎町美術館

　　　　　　　　　　　　＜YDM69273＞
r古美術品二会三二録』藤美繊

　会　明36．795p　図版　27cm

90304

日本美術協会美術展覧会（第33回）

　〔4月1日～5月20日　上野公園　日本美術
　協会　吐品食官〕28

　　　　　　　　　　　　〈YDM69378＞
　『美術展覧会出品目録』一
内容、「明治36年第33回美術臨会出

　品目録」二村政則、明36．598p　19

　crn

90304A

内国勧業博覧会（第5回）紀念写真大
会

　4月3日～6月30日　大阪市西区

　　　　　　　　　　　　くYDM72020＞
　『紀念写真大会誌』桑田庄三郎編　浅沼

　商会大阪支店　明36．i？20p　図版31

　枚17×24cm
　第五回内国勧業博覧会記念

90304B
　　元二会展覧会（第7回）

　〔4月9日～5月5日上野公園、旧5号
　館〕2。一2、

　　　　　　　　　　　　．〈YDM70530＞

　『無声会かたろく』第6集　福井江亭編

　画報社’明36．7　1冊　図版　23cm

　・「元声会かたろく　六の巻の序」　（三々
’三三嶺）

90305
東京写友会展覧会（第1回）・

　5月7日～6月5日　上野公園　5号館．
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　　　　　　　　　　　　＜YDM72124＞

　『東京三友会第一画写真展覧紀念画帖』

　曽根真文編　東京三友会　明36．11図

　版33枚　16×23cm

90305A
太平洋画会展覧会（第2回）

　〔5月13日～6月6日　上野公園　旧5号
　館〕、。．、

　　　　　　　　　　　　＜YDM70201＞』
　『太平洋画会カタログ』　1903　旧作勝之

　助編画報社　明36　1冊　図版23

　cm
　・奥付なし

90305B　，

日本美術院奈良絵画展覧会
　5月17日～6月13日『東大寺大仏殿廻廊

　　　　　　　　　　　　〈YDM70636＞

　『和香草』剣持忠四郎編　日本美術院

　明36．5’15p　図版　23cm

’90306

浪花名家肖像展覧会

　6月
　　　　　　　　　　　　　，　〈YDM4830＞

　『浪花名家肖像展覧会目録』火阪市総薦

課大阪史綿甲明3614P、・9・m．

　・奥付なし・図版なし

90306A
烏合会展覧会（第7回）

　〔6月3日～6月7日　日本橋常盤木倶
　楽音1～〕20＿2　　　　　’　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　くYDM69515＞
　『鳥合会画集』　1ut古作勝之助編、画報

　置生36．111冊（図版）22cm

　90311
関西美術会展覧会（第三）

　　〔11月1日～11月25日〕2。一2岡崎町博覧

　会館
　　　　　　　　　　　　　〈YDM69697＞
　　『関西美術三農覧会出品目録』村上勘兵

　　衛　京都　山田芸二三，村上書店　明．36．

、11　図版61枚　26cm

90311A
東京美術学校創立15周年記念美術祭

　11月3ぼ東京美術学校校友会
　　　　　　　　　　　　〈YDM14815＞

　『河口慧海師将来西蔵品図録』　東京美術

　学校校友会編画報三明37．34p
　図版23×31cm
　・第↓回美術祭遺蹟展覧会と共に陳列

　　3ti　竃　keE　iei嗣　k　竃　嗣　衛　竃　竃　Ω　嗣　IeE

　　　　　　G904（明治37）年

　　　竃，e，観畿棄観、ti、。，一目繭嗣・h黍

90401

京都帝室博物館新年陳列
　1月1日～1月31日　京都帝室博物館

　　　　　　　　　　　　くYDM204417＞・
　『京都帝室’博物館新年陳列目録』　明治37

　年　京都帝室博物館　明37．116p　図

　版7枚　27cm
　・歌会の勅題「島上の松」にちなみ，松図並　、

　びに龍図に因む墨蹟及びその図を施した

　器物等。

90404

二葉会展覧会（第2回）　　t’

　〔4月1日～4月2g日〕2。一3　・

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70441＞

　『二葉会画集』第2回　旧作勝之助編

　画報奄奄37．8　1冊（合本）30cm’

90404A，

セントルイス万国博覧会
　　〔4月30日・～12月1日差アメリカ　セント

　ルイス　フォレスト公園〕23

　　　　　　　　　　　　　〈YDM42169＞

　　『広路易万国博覧脚本鳶頭同事業報告』

　　1；2三農商務省〔明34〕，382冊
　　（400，720p，・図版133，88枚）27gm

　　　　　　　　　　　　　〈YDM42147＞

　　『亜米利加合衆国ミソーリ三聖路易ルー

　　イシヤナ買収博覧会売房二於ケル日本美

　　術出品物』　山下三十郎編神戸　関西
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写真製版印刷出版部　明37．5　図版94枚

28　×　38cm

　　　　　　　　　　　＜YDM42168＞
『聖路易万国博覧会日本出品協会報告』

小倉良編　聖路二二国博覧会日本出品協

会　明39．12499，43p　図版　23cm

90405

太平洋画会展覧会（第3回）
　〔5月1日～6月6日　上野公園　5号館〕3。

　　　　　　　　　　　　〈YDM70201＞

　『太平洋画会カタログ』1904坐作勝之

　助編，画報二三37，10　1冊図版
　23cm

90405A

烏合会展覧会（第9回）

　〔5月5日～5月8日　日本橋常盤木倶
　楽部〕、。一，

　　　　　　　　　　　　〈YDM69515＞
　『烏合会画集』　2　上作勝之助編　画報

　社　明37．9｝1冊（図版）22cm

　　　　　　　　　　　〈YDM69515＞，

『烏合会画集』　3’古畳勝之助編　画報

社　明38．2’1冊（図版）　22cm

『関西美術会洋画展覧会目録』　1“一3　辻

本朔治郎編　京都　石終戦　1冊（合本）

図版　23cm　（関西美術会展覧会目録

第1～3）

表紙の書名：目録

・1～2　明37．10，3．明37．11

　　　　　　　　　　　〈YDM69698＞
『関西美術会洋画近作篠』浅井忠画集の

部辻本朔治郎編　京都石三三　明
37：12　図版10枚　23cm，（関西美術会

展覧会目録　第4）

90410A

日月会展覧会（第5回）

　〔10月16日rr　11月30日　上野公璽5号
　船脚〕3、＿3＿16

　　　　　　　　　　　　〈YDM69279＞
　『日月之光』　第4集　野作勝之助編　画

　断続　明38．4　1冊（図版）　31cm

90411

二葉会展覧会（第3回）
　〔11月1日～11月30日〕20－3

　　　　　　　　　　　　〈YDM70441＞

　『二葉会画集』第3回’古画勝之助編

　画報社　明38．4　1冊（合本）30cm

90405B

日本画会展覧会（第7回）、

　5月11日～6月7日　上野公園　旧博覧会

，跡5号館

　　　　　　　　　　　　くYDM70273＞
　『当選画集』　日本画会編　画報社

　内容：「第7回展覧会当選百画」　明37．

　12　14，3p　図版　24cm

　・「戦争画家う“えれすちゃ一じん略伝」

　（末松青島），「雑i感」（荒木十畝），「現今の

　画家に就て」（戸田玉秀）

90410　r関西美術会展覧会（第3回）

　〔10月10日Lll月9日　岡崎町美術
館〕31．、：、6

　　　　　　　　　　　　＜YDM69244＞

90411A
烏合会展覧会（第10回）

　〔11月3日～11月6日　日本橋常盤木倶楽
　部〕2。一3

　　　　　　　　　　　　＜YDM69515＞
　『烏合会画集』　4　旧作勝之助編　画報

　社明38．51冊（図版）22cm

　　観　竃　keE　棄　竃　3eE　竃　IeE　iti　竃　竃　竃　嗣　iti

　　　　　1905（明治38）年

　　観　keE　南　iti　竃　竃　■et　竃　keE　慨　観　竃　き輌　観

90504

日本画会展覧会（第8回）

　4月、2日～4月28日　上野公園　5号館

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』　日本画会編　画報社

　内容：「第8回展覧会当選百画」　明38．
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　1016，3p　図版　24cm
・「下條正雄君（総会刷⇒演説」・「林忠正

　君（総会席上）演説」

90504A

リエージュ万国博覧会
　4月30日～10月31日　’gベルギー　コイン

　ト公園〕23

　　　　　　　　　　　　＜YDM42217＞

　『千九百五年利栄三三国博覧会報告』利

　栄寿万国博覧会日本出品協会　明40．2　，

　655p　図版　地図　23cm．

90505

二葉会展覧会（第4但）

　5月1日～6月15日過上野公園　第3号館

　　　　　　　　　　　　〈YDM70441＞

　『二葉会画集』第4回，旧作勝之助編

　画報社　明38．104冊（合本）30cm

90511

京都美術工芸学校校友会大会
　11月目．

　　　　　　　　　　　　〈YDM69731＞
　『京都美術工芸学校校友会大会参考三音阯

　本田市次郎編　京都　本田雲錦心、明

　38．12　図版12枚　24cm

　　　　　　　　　　　　　r　　　竃　　嗣　　竃　　）E　　観　　竃　　き廃　　竃　　観　　嗣　　観　　竃　　竃　　竃

　　　　　　1906（明治39）年

　　　竃観、e、、E観観嗣竃観、e．奄黍、e、、“Er

90603

真美会展覧会（第5回）　　・

鶴翼日臥4脚．贋5号
　　　　　　　　　　　　〈YDM70076＞
　『真美会画集』丁第五回展覧会　旧作勝之

　助船，画報社　明39．11　図へ版30枚　31

　cm

90604

太平洋画会展覧会（第5回）

　〔4月1日～4月30日　上野公園　旧5号
　館〕3。’

　　　　　　　　　　　　〈YDM204536＞

　　　　ノ
　『太平洋画会カタログ』　戸田直秀編　左

　久良書店　明39．4　図版34枚　23．cm

90604A

日本画会展覧会（第9回）創立十年紀

念絵画展覧会
4月2日一・4月28日上野園5號

丁当麟』’
坙{画会編耀70273＞

　内容：「第9回展覧会当選百画」　明39．7

　3，13p　図版．24cm
　・「日本画とは何ぞ」（横地清次郎講演），・

　「末松会頭演説の要領」

90605　’@一奥羽五県聯合物産共進会（第5回）

5月1日75月3呪秋田鰍田市
　　　　　　　　　　　　〈YDM65765＞

　『奥羽五三聯合物産共進会報告』第5回

　秋田県　明40。5231p　27cm

90605A
東京帝室博物館聴別展覧会（明治39

年）

　〔5月15日～6月9日　東京帝室博物館〕24

　　　　　　　　　　　＜703，8－To458m＞
　『明治三十九年留別展覧会列品目録』　甲

　之部、東京帝室博物館　明39．5101p

　22cm
　・図版なし

　　　　　　　　　　　　〈YDM44161＞
　『嘉永以前西洋輸入品及参考品目録』　東

　京帝室博物館　明39．10’121p　図版9

　枚　23cm
　．明治39年記帳覧会列品目録甲之蔀の

　再版
奥付なしの躰が〈・？7・8－T・458k＞に

　あり。

　・図版なし

906＊
京都市立美術工芸学校校友大会（第

10回目、
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r京都市蜘鵬学校巖：儲藷1

　第10回　京都　辻本朔治郎　明40．1　図

　版17枚　27cm

　　　，E竃、E竃竃、e、観、e、、e、、．i観竃bO

　　　　　　1907（明治40）年

　　　dwt－E　iE　3eE　iti　IE”E

90703

東京勧業博覧会
　3月2・日，，、7月3旧東京三三博覧会美術

　館
　　　　　　　　　　　　　〈YDM69320＞
　『東京勧業博覧会美術館出品図録』　東京

　府編　審美書院　明40．4　2冊（合本）

　26cm
　・「躰画之部」・・4P図版239枚，『「癬

　画及彫塑之部」6p　図版104枚，「工芸

　品及図案之部」8p　図版90枚

r東麟博覧会実言己槁；灘2器

　秀之助編『重宝新聞社　〔明40〕364p

　図版　地図　29cm

90704

・諜綴音開館＋周年御零

4月1日’～5月31巳聯四三三宮

　　　　　　　　　　　　〈YDM204416＞
　『京都帝室博物館開館十周年紀念陳列和

　漢名画集』京都帝室博物館’明40．9

　48p　’27cm

90704A

関西府県聯合共進会（第9回）・

　4月1日～5月30日　三重県津市

　　　　　　　　　　　　〈YDM65783＞
　『関西府県聯合共進会静岡県事務報告』

　第9洞静岡県内務三明40．8128p
　22cm

90704B

日本美術協会古美術品展覧会
　〔4月11日一L6月20日　日本美術協会〕2、

　　　　　　　　　　　　〈YDM69285＞
　・『秀粋』　日本美術協会三惑古美術晶　日

護美磐編・画無明41・7図版16

・東京勧業博覧舗設に付き，春季展にか

，三面・

90707　’

日本画会展覧会（第10回）
　7月2日～8月10日　上野公園桜ヶ岡』日

　本美術協会三品館

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』　日本画三編　画報三一

　内容：「第10回展覧会当選百画」　〔明40〕

　8，3p　図版　24cm

　・奥付なし

　・「緒言」（三三　末松謙澄）

90710

文部省美術展覧会（第1回）

　〔10月25日～11月30日　上野公園内　元

　東京勧業博覧会美術館〕21－1

　　　　　　　　　　　　〈YDM69401＞
　『文部省美術展覧会図録』　第1回（明治

綿7（文部省編審美書院　〔明40図版），6p　27cm〕

　・奥付なし

　　観　竃　tet　竃　iE　奄　竃　YeE　竃　観　keE　竃　竃　竃

　　　　　1908（明治41）年

　　慨　観　醐　慨　3eE　観　YE　竃　繭　竃　竃　竃　竃　竃

90802

東山茶会

　2月
　　　　　　　　　　　　〈Y’DM75889＞

　『東山茶会図録』、山田嘉兵衛編京都

　岩田秋竹三明41．11　2冊（巻1’・一一　4合

　本）20cm和装

90804

円山派絵画特別展覧会
　41月1日・～5月31日　京都帝室博物館

　　　　　　　　　　　　〈yDM70510＞
　『円山派絵画特別陳動目録』・京都帝室樽

　物館　明41．5　図版50枚　22cm

一　33　一，



90804A，
．奥羽六県聯合共進会（第6回）

　4月11日～5月20日　福島県福島市

　　　　　　　　　　　　〈YDM65767＞
　『奥羽六三聯合共進会事務報告』第6回

　福島県聯合共進会事務所　明42．3685

　P　23cm．

90805

天山喜三寿莚書画展観

　5月1日
　　　　　　　　　　　　〈YDM98999＞

　『天山喜三寿莚録』　日野下竜編関町
　（岐阜県）天山上人喜寿祝賀会事務所’

　明41．6　1「冊　24c卑　和装

90805A

太平洋画会展覧会（第6回）

　〔5月17日～6月14日　上野公園　2号．

　館〕3。

　　　　　　　　　　　　　＜YDM70199＞

　『太平洋画会画集』石井満吉編　方寸社

　明41．6　図版40枚　16cm・
　・「序」（石井三三），「太平洋画会会員名

　簿」，「目録」　　　　‘

90810

．文部省美術展覧会（第2回）

　〔10月15日～11月23日、本館：日本美術

　協会所属桜岡一品館，．別館：竹ノ台陳列

　館〕21＿ユ　　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　　　　　　〈YDM69401＞

　『文部省美術展覧会図録』＼第2回（明治

　41年）文部省編　審美書院　2冊　27

　　　
　　・「日本画之部」明41．104，101（図版），

　3p，「西洋画及彫塑之部」明41．116，

　l16（図版）・4P　・　・．

　　　　　　　　　　　　　＜YDM69400＞

　　『文部省美術展覧会出品集』第2回　京

　都山田芸艸丁寧41．11上・下2冊
　　（図版）27cm

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70573＞

　『文部省第二回美術展覧会画帖』美術工

　芸会　明42．6　128p　20×27cm

90810A
国画玉成会展覧会（第1回），日本彫

刻会展覧会（第1回）

　〔10月15日～11月20日　竹之台陳列
　館〕2。一3

　　　　　　　　　　　　〈YDM69337＞
　『日本絵画展覧会・日本彫刻会展覧会作品

　集』国画玉成会編画報社’明41．11

　図版47枚　27cm

90812

京都図案三三（第2回＞

　12月12日、京都倶楽部

　　　　　　　　　　　　〈YDM72319＞
　『〔京都歯集会〕第二回通常展覧会逸品集』

　下村玉広編　京都図案会雑誌部明41．

　12　図版18枚　25cm

　・第2回研究会

908　＊

東海絵画協会展鮒三鼎M7。263＞

　『東海絵画協会展覧会傑作集』第1回

　村上久太郎編静岡　村上印刷所明
　42．2図版110枚　26cm
　・「獣心（静岡県知事李家隆介）明41．

　12付

　　　竃　9ti　観　醐　観　竃　奄　竃　竃　iE　竃　縞　観　竃

　　　　　　1909（明治42）年

　　　keE　竃　竃　竃　geE　3E　竃　竃　ieE　it）E　竃　嗣　画　十

一　90904

大和絵特別陳列『

　4月1日～5月20日　京都帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　ぐYDM69730＞

　『京都帝室博物館大和絵特別陳列目録』

　明治42年　京都帝室博物館　明42．522

　P図版3gig　22・ni

90905

東京写真研究会（第2回品評会）

　5月14日～5月16日　赤坂溜池三’会堂

一34一



　　　　　　　　　　　　〈YDM72123＞
　『東京写真研究会第二回品評’会画集』　第

　3集・久野轍響町　東京写真研究会　明
　42．8・26P　図版19枚　26cm

，・ o品目録及審査表
　　　．．ど

90906

日本画会展覧会（第12回）

　6月2日～6月30日　上野公園　竹の三三

　堅甲

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』　日本画会編　画報社

　内容：「第12回展覧会当選画集」明42．8

．4，2，12p　図版　24cm

　・「序」、i（青薄　末松謙澄），「日本画野付

　属研究会」「同　規則」

90909

呉竹会回覧三

幅七二塑lo日上騨岡三

　　　　　　　　　　　　くYDM69764＞
　『呉竹会画集』　古作勝之助編　画報社

　明42．12　図版22枚　22cm
　・「第一」・とあり。36作品の図版

90910

文麟翁三十三回忌記念遺墨展覧会・

　〔10月8日～10月10日〕26日本美術協会

　唱導館

　　　　　　　　　　　　〈YDM70456＞
　『文砂洲三十三回忌記念遺墨展覧会画集』

．野村文挙編　画報社　明43．2図版60枚

　27cm
　・「序」（前田香雪），「三川三男翁略伝」（疎

　影閑人）

90910A

文部省美術展覧会（第3回）

　〔10月15日～11月24日竹ノ台陳列
　館〕2、一1

　　　　　　　　　　　　〈YDM6’9401＞　，

　『文部省美術展覧会図録』　第3回（明治

　42年）文部省編審美書院明42．11
　2冊「27cm

　・「日本画之部」5，169（図版），3p，「西洋

　画及彫塑之部」6，99（図版），5p

　　　　　　　　　　　　〈YDM69400＞
　『文部省美術展覧会出品集』　第3’回　京

都　山回芸三三　明42．11上・下2冊
　（合本）　図版　27cm

90911　・

現代名家三幅画会
　〔11月　高島屋（烏丸店）〕32

　　　　　　　　　　　　『＜YDM70412＞

　『百名家画譜』’、井口滝二郎編　京都　山

　田芸艸堂　明43．2図版50枚　286m

　　観　　SE　　竃　　観　　観　　観　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃

　　　　　1910（明治43）年

　　剛　　棄　　剛　　潮　　竃　　竃　　竃　　竃　　剛　　i4E　　畿　　観　　奄　　潮

91003

関西府県聯合共進会（第10回）

　3月16日～6月13日　名古屋市中区鶴舞町

　　　　　　　　　　　　くYDM657865

　『関西府県聯合共進会事務報告』名古屋

関西聯合共進会事務所明4413・・44P

　図版　26cm

91004

名古屋市某旧家及当地某氏所蔵之書
画屏風道具類入札
　4月17日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』第22冊

　内容：「目録」　50p　図版　22cm

　・＝奥付なし33

’9100s　一

日本画会展覧会（第13回）

　5月2日～5月30日、上野公園　竹の三三

　列館

　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　『当選画集』　日本画会編　画報社

　内容：「第13回展覧会当選画集」　明43．

　1214p、図版　24cm
　』・「美術に関する雑感」（青鷺　末松謙澄），

　「魯国婦人の来翰」（末松青蔀）

一35一



91005A

日英博覧会
　〔5月14日～10月31日　イギリス　ロンド

　ン〕23’

　　　　　　　　　　　　＜YDM42183＞

　『日英博覧会事務局画幅報告』農商務省

　明45．3　2冊（上・下1001β8p）25cm

　　　　　　　　　　　　　〈300－156＞

『日英博覧会古美術出品図録』　日英博覧

会事務局　明43．4　1冊　27cm
・絵画　p．1～53，彫刻　p．53ん58，建築模

型　p．58～61，金工　p．61～103，榛飾　p．

103～121，染織　p．121～127

・図版　全264図

10月10日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

『古物売立目録』　第13冊

内容：「目録」．40pぐ図版　22cm

・奥付なし33

91010A

文部省美術展覧会（第4回）　　’

　〔10月14日～11月23日　上野公園　竹之

　台陳列館〕1／〔11月28日～12月5日　岡崎

　公園京都博覧会館〕2レ2

　　　　　　　　　　　　＜YDM69401＞1
』、『文部省美術展覧会図録』第4回（明治

　43年）文部省編　審美書院　明43．11
　13，2，277（図版），7p　27cm

　　　　　　　　　　　　　〈300－156＞

－『日英博覧会新美術出品図録』　日英博覧

会事務局明43。4　1冊27cm
　・日本画　p．1～2，西洋画　p．3～．4，一彫刻

　p．4～6，図案　p．6～7．木版印刷　p．7～8，

　陶磁器　p．8～10，七宝　p．10～11，金工
　p．11～141染糸哉下り繍　　p．14～ユ5，場染飾　　p．

　15～16，象嵌及木工、p．16のみ」．

　・図版（白黒写真）全264図

910esB’　一太平洋画会展覧会（第8回）
　5月22日’一一　6月28日　上野公園　竹ノ台陳

　列館
　　　　　　　　　　　　くyDM70200＞

　『太平洋画会画集』大下藤次郎編　高尚

　堂出版部　明43．5　図版43枚　22cm

91010B
当市（山本定功氏）所蔵書画屏風煎茶

算道具類入札（第2回）』

　10月25日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第14冊

　内容：「目録」41p　図版　22cm

　・奥付なし33

播州見隠家所蔵之書画屏風道具類入

札
　11月14日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88二379＞

　『古物売立目録』　第18冊

　内容：「目録」’44p　図版　22cm

　・奥付なし33　’　　　　　　一　　・

91006　’　一一
南京博覧会
　6月5日～11月29日　南京

　　　　　〈YDM203101＞＜606．7－N629n＞

　『南京博覧会各省出品調査書』　南洋勧業

　会日本出品協会編　東亜同文会調査編纂

　部　明45．6　ユ426p　23c血

91010　］当市（山本定功氏）所蔵書画屏風煎茶
三道具類入札（第1，回）

91012

下村正太郎氏御所蔵品入札（第2回）

　12月5日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第3冊

　内容：「目録」43p　図版　22cm

　・奥付なし33

　　　　　　　／

一36一
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91102

東京語小野善右衛門氏及某氏所蔵之
書画屏風茶器道具類入札
　2月13日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第20冊

　内容：「目録」　56p　図版　22cm

　・奥付なし33

91103

貿易製産品共進会
　3月15日～5月13日　神戸市湊川埋立地

　　　　　　　　　　　〈YDM300436＞
　『貿易製産品共進会事務三三』　神戸　貿

易製産品共進会　明44．12331，76，16p

　図　23cm　　　　一

91103A

東京勧業展覧会（第1回）
1〔3月20日～6月10日　池之端’東京勧業

，’ ｦ会〕2

　　　　　　　　　　　　＜YDM70267＞
　　　　　く
　『東京勧業展覧会秀画帖』小泉徳兵衛編

泰文社　明44．4、図版50枚tt　22cm

　　　　　　　　　　　＜YDM66520＞
『東京勧業展覧会出品建築図案集』　第

〔1〕1建築世界三明44L9図版66枚
27　×　38cm

91103B圏一

元声会展覧会（第11回）　　「　’

　〔3月23日～4月18日　竹之台輪動館〕、

　　　　　　　　　　　　＜YDM70531＞
　『肉声会半折画集』木沢三編　画報社

　明44．4図版14枚　22cm

91103C

．群馬県高崎福田儀兵衛仁所蔵書画屏

風及三三類展観入札
　3月27日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第12冊

　内容：「目録」’29p　図版　22cm

　・奥付なし33

91104

イタリア万国博覧会
　〔4月～10月　ローマ，トリノ〕23

　　　　　　　　　　　　〈YDM69292＞
　『新古茱術品図録』　伊太利万国博覧会出

　陳　農商務省編　審美書院　明44．5　図

　版139枚　27cm

91104A

徳川時代婦人風俗及服飾器具展覧会
　〔4月3日～4月30日　東京帝室博：物館〕24唱

　　　　　　　　　　　〈YDM204559＞
　『特別展覧会三品目録』　明治44年　東京

　帝室博物館　明44．4137p　22cm

　　　　　　　　　　　〈721．8－U592ウ〉

　『浮世絵画集』　田中けい　大8．11　2冊

　23cm　和装
　・明治44年，東京帝室博物館で徳川時代婦

・人風俗に関する特別展覧会を開催。これ
　に出品されたもあを収録。

　　　i
91104B

大師会（害心回）

　4月21日

　　　　　　　　　　　　〈YDM70184＞
　『大師会展観図録』　1　田島志一編　審

　美書院　明44．644p　図版43枚　39cm

　・第1回（明治29年3月21日）～14回（明治

　43年4月21日）の出品目録付。

91105

三三三己三三欧紀念作品展覧会
　5月3日～5月10日　京橋語弊官町吾楽階

　上

　　　　　　　　　　　　〈YDM70520＞
　『三宅克己氏巡回紀念作品展覧会出品目

録』画報社明44．414p図版15
－cm

　・美術新報主催

91105A

日本画会展覧会（第14回）・

　5月21日～6月18日　上野公園　竹之台陳

　列三

一37一



　　　　　　　　　　　＜YDM70273＞
『当選画集』　日本画三編　画報社

内容：「第14回展三会三選画集」明45．1

．1冊（図版）24cm
・「短序」（末松謙澄）

91106　’

日本百名家絵画展覧会
　〔6月1日～6月30日　大阪　箕面公園公会

　堂〕2

　　　　　　　　　　　　〈YDM70349＞
　『日本百家絵画展覧会写真帖』大阪新報

　社主催　油谷達編　大阪油谷博文堂

　明44．7図版100枚・22cm　一

91106A　・L
太子祭記念展覧会
　6月11日　東京美術学稼大講堂

　　　　　　　　　　　　　　く317－59＞

　『太子祭典展観目録』・東京美術学校

　〔大1〕62p　図版　23cm
　　　　　　　　　　　　　　ら

91107
下村正太郎氏御所蔵品入札（第4回）

　7月3日’京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第3冊

　内容：「目録」　36p　図版　22cm
　　　　　　　　］　・，奥付なし33

　　　　　　　　　　1L　　　　　　　　　　　r
91109

万国写真展覧会
　〔9月1日～9月30日

『万国写真展覧会優等印画帖』

会　明44．10　図版80枚

91110

懐戯曲展覧会
　10月1日～10月6日

　館

東京上野〕34

　　　〈YDM72137＞
t一

@　　　日本写真

　　22cm

　　　　“
府立大阪博物場美術

　　　　　　　　　　〈YDMIO1532＞
『三徳堂展覧会目録』　三徳堂紀念会　明

44．IQ　’　89p　’　22cm

91110A
文部省美術展覧会（第5回）1’

　〔10月14日～11月19日　竹ノ台陳列館／

　11月25日～12月4日　旧婚公園勧業

　館〕三レ2

　　　　　　　　　　　　＜YDM69401＞
　『文部省美術展覧会図録』　第5回（明治

　44年）文蔀省編　審美書院明44．11　，
　12，4，266（図版），8p　27cm

91111

横山大観作品展覧会
　〔11月15日～11月19日　大阪市高麗橋、

　三越呉服店〕、

　　　　　　　　　　　　　　　〈411－9＞

　『大観画集』横山大観画　3版、京都
、芸艸堂　大2．7　1冊（図版）　39cm

　・明45．1初版刊

　　竃　観　観　奄　竃　竃　嗣　観　竃　嗣　竃　観　繭　議　　　〆

　　　　　　　　　　　　　　　1912（明治45・大正1）年

　　畿　嗣　窺　毫　鞭　竃　竃　竃　観　観　●…識　∋●　棄

91201

三年飾　勅題及干支二因シモノ
　1月ユ日～2月24日　府立大阪博物場　19

　cm
　　　　　　　　　　　　　＜特67－747＞

　『各展覧会出陳目録』　明治45年・大正1

　年　府立大阪博物場』19cm

　内容：「第1回　新年飾　勅題及干支二

　因シモノ」　p．1～8

91201A　・　．　一当市中孫三郎三所蔵品入札（第1回）

　1月22日　京都美術慎楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　　　　　／
　『古物売立自録』　第15冊

　内容二「目録」　46p　図版22cm．

　・奥付なし3’3

91202

尾野竹披百国画会
一〔2月　高島屋（心斎橋）〕32

　　　　　　　　　　　　〈YDM70222＞
、『竹坂首画集』　尾竹竹三三　大阪　飯田

一38一



呉服店美術部明45．3　1冊31cm
和装

91202A
日月会展覧会（第11回）

　〔2月19日～3月20日　上野公園竹之台
　陳　iJfi官〕9　　N

　　　　　　　　　　　　〈YDM69914＞
　『日月会紀念帖』　第11回　川井景一　明，

　45．7図版50枚　28cm

91203

和漢名家墨跡
　3月1日～3月28日　府立大阪博物場

　　　　　　　　　　　　　〈特67－747＞
t” w各展覧会出sm　．9録』　明治45年・大正1

「年　府立夫阪博物場　19cm

　内容：「第2回’和漢名家墨跡」p．9，
　一一”　30

91203A
生島三所蔵品入札’

　3月19日　大阪興醒組会場

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第25冊

　内容：「目録」35p　図版　22cm

　・奥付なし33

91203B

東京勧業展覧会（第2・回）

　〔3月20日～5月20日　池之端東京勧業

　協会〕3

　　　　　　　　　　　　〈YDM66520＞
　T東京勧業展覧会出品建築図案集』　第2

　回建築世界社　明45．7図版34枚
　23　×　32cm

91204，

春草遣墨展覧会、
　4月2日目4月6日　東京美術学校』

　　　　　　　　　　　　＜YDM69963＞
　『春草画集』菱田春草画　春：草遺墨展覧

　三編画報三明45　．．412p図版104
　枚　26cmノ

　付（12p）：春草年譜1

．、舶ρN　　　　毎、、螺”一　　　脚

91204A

円山四条両派特別展
　4月3日～4月30日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　　く420－3＞

　『円山四条派画集』「三三堂　大1．8　2

　冊’30cm和装

91204B

当市西陣広瀬庄助氏旧蔵品及下京某

旧家所蔵品入札‘
　4月8日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　、『古物売立目録』　第11冊、

　内容：「目録」’60p・図版　22cm

　・奥付なし33

91204C

大師会（第16回）

　4月28日　御殿山碧雲台

　　　　　　　　　　　　　　〈410－15＞

　『大師会図録』第16回　平田久　大1．8

　図版64枚　48cm

91205

島崎柳寺前折回展覧会
　〔5月12日～5月13日　日比谷公園前　平

　野屋〕3

　　　　　　　　　　　　〈YDM70623＞

　『廊下半切画集』木沢孚編　画報社　明

　45i7　図版27枚　20cm

91205A

広陵美術会展覧会（第7回）

　〔5月12日～5月26日　広島市播磨屋町小

　学校〕3

　　　　　　　　　　　　〈YDM70404＞
　『美術展覧会記念画集』．第7回　広陵美

　術内編　広島　高橋兄弟コロタイプ部

　明45．5図版23枚　21cm

91205B

当市藤原忠之助氏（第2回）及下京某

旧家御所蔵品入札
　5月15白　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞　．
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　『古物売立目録』　第12冊

　内容：「目録」59p　図版　22cm
　・奥，付なし33

91205C

下関藤田氏当市井上氏所蔵品入札
　5月19日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第4冊

　内容：「目録」67p　図版　22cm

　・奥付なし33

91205D　・大阪某氏並二静岡県某氏所蔵品入札
　5月20日　京都美術倶楽部

／

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第17冊・

　内容二「目録」27p　図版　22cm

　・奥付なし33

　　　　　　　　　　　　　　　　　一

．91205E　，東都寸言庵主所蔵品入札
　5月27日　京蔀美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第15冊

　内容二．「目録」　40p　図版　22cm

　・奥付なし33

91206　，
当市西陣中岡吉兵衛高所蔵品入札
　6月2日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第23冊、

　・内容：「目録」64p　図版　22cm

　・奥付なし33　　　　　　　　　』　　、

91206A

尾針道市天野小太郎温田蔵之書画屏

風茶器道具類入札
　6月7日　京都美術倶楽部1

　　　　　　　　　　　　　　＜88－379＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　）　『古物売立目録』　第22冊

　内容二「目録」63p図版　22cm、

　・奥付なし33

91206B

尾州小牧町江崎家当市西陣富田半兵
衛氏所蔵品入札
　6月r8日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第11冊

　内容：’「目録」一21p　図版　22cm

　・奥付なし331

91206C

当市下京区田中利七三三某旧家所蔵

品入札
　6月17日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第15冊

　内容：「目録」　Z2p　図版　22cm

　・奥付なし33

91206D

逓信博物館創立十週年紀念特別展覧
、会

　6月21日～7月4日目逓信博物館

　　　　　i　〈339－115＞
　『逓信博物館創立十週年紀念特別展覧会

　陳列品目録』逓信博物館　大1．8　11p

　図版11枚　19cm

91206E

川村雨谷遺墨展覧会
〔6月23日一6月30日上野美術協会聴

　珊瑚〕3

　　　　　　　　　　　　　　＜213－545＞

　『雨谷墨妙』　川村雨谷画　雨谷遺墨展覧

　会編　画報社　大1．8　1冊　肖像　27

　cm　和装

91209

府立闘士博物三三三会（大正1年秋
季）

　9月2日．～10月28日　府立大阪博：弓場

　　　　　　　　　　　　　〈特67－747＞

　『各展覧会出陳目録』　明治45年・大耳1

　年　府立大阪博物場　19cm
　内容：「第3回　秋季展覧会天覧晶陳列」

　p．30－36
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91210

・文部省美術展覧会（第6回）・

　〔10月12日～11月17日　竹ノ台陳列館／

　11月23日～12月2日　京都市立絵画専門
　学校〕21－2

　　　　　　　　　　　　　〈22－461／f＞

　『文部省美術展覧会図録』　第6向　文部

　三編　審美書院　大1．11　2冊　27cm
　・「日本画之部」10，2，204（図版），5p，

　「西洋画及彫刻之部」8，78（図版），35（図

　版），4P　　’

91211

名古屋市服部蔵春宵所蔵書画煎茶三
訂諸道具類入札
　11月12日　大阪三盛組合場

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞
　、『古物売立目録』　第29冊

　内容：「目録」大1．1138p図版22

　cm

91211A

横浜某大家書画道具屏風類展観入札
会

　11月19日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第22冊

　内容：「目録」．42p　図版　22cm

　・，奥付なし33

91211B

当市西材木町丹羽良臣蔵品競売
　11月25日　岐阜市イナバ　誓願寺

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第24冊

　内容：「目録」大1．1120p　図版　22

　cm

91211C

当市下京区烏丸山田旧庵氏及某旧家層

所蔵品入札
　11月25日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第16冊

　内容：「目録」33p．図版』22cM

・奥付なし33

91212

当市市田理八氏所蔵品入札（第1回）

　12月3日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　・　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第9冊

　内容：一F目録」55p　図版　22cm

　・奥付なし33

　　潮　　嗣　　竃　　剛　　竃　　Ω　　醐　　Ω　　竃　　嗣　　隔　　竃　　観　　竃

　　　　　1913（大正2）年’

　　竃　　竃　　Ω　　嗣　　観　　嗣　　竃　　竃　　竃　　竃　　観　　竃　　観　　竃

91301

書画大展覧会
　1月18日目1月20日・富山県会議事堂／1

　月26日　高岡商業会議所／2月23日　下
　新川三会議事堂／3月9日　出町公会堂／

　3月20日～3月23日．西礪波郡福岡町

　　　　　　　　　　　　　〈特100－421＞

　『富山日報社主催書画大展覧会出品書画

　集』　富山　富山日報社　大2．6　6p

　図版48p　15×23cm

91302

上京区某氏及某氏所蔵品入札
　2月24日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第17冊

　内容：「目録」　31p　図版　22cm

　・奥付なし33

91303

和漢書三三道具屏風類入札
　3月17日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　）　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第18冊

　内容：「目録」37p　図版　22cm

　・奥付なし33

91303A

某家所蔵品入札
　3月24日　東京美術倶楽部

『美術倶楽部目録』　第18冊

〈88－380＞
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内容：「目録」33P　図版　22cm
・奥付なし33，

91304

大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札
（第1回）

　4月1日，本派本願寺御殿一

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第1冊

　内：容：「目録」　72p　図版　22crd

　・奥付なし33

　　　　　　　　　　　　　〈344：325＞

『大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札目録』

第1回　〔京都〕　〔本派本願寺〕　〔大2〕

71P　図版　22cm
　　　　　　　　し・奥付なし

91304A　．

東京帝室博物館特別展覧会（大正2
年）

　〔4月3日～4月30日　東京帝室博物館〕24

　　　　　w　〈344－222＞
　『大正二年特別展覧会列聖目録』　東京帝

　室博物館　大2．4）21p・22cm　　　・

・・ }版なし　・t．

　・帝室技芸員の献納品ならびに故帝室技’

　芸員の製作三三馬島三園寄贈に係る画幅

91304B

大谷家（本派本願寺）予断蔵品入札
（第2回）

　4月25日　本派本願寺御殿

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第1冊

　内容：「目録」59p　図版　22cm

　・奥付なし33

　　　　　　　　　　　　　〈344－325＞

『大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札目録』

第2回，〔京都〕　〔本派本願寺〕　〔大2〕

55p　図版　23cm
・・ 恤tなし

91304C．ト

宗達記念会「

　4月25日～4月30日　日本美術協会

　　　　　　　　　　　　　　〈410－19＞

　『宗達画集』　野々村宗達画　日本美術協

　三編　審美書院　大2．6　図版50回忌49

　cm　和装

91305

田中芳男君七六展覧会
　5月4H～5月13日　赤坂区溜池町三会堂
　　　　　　　　〈348－124＞　〈289　．　1－D17t＞

　『田中芳男君七六展覧会記念誌』大日本

1山三会・大2．12、231p図版11枚．23

　cm　肖像

91305A

大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札
（第3回）

　5月6日入札，一月7日売立　本派本願寺御、

、殿

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第1冊

　内容：「目録」44p　図版　22cm
　・奥付なし嘉

　　　　　　　　　　　　　　〈344－325＞

　『大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札目録』

　第3回　1京都〕　〔本派本願寺〕　〔大2〕

～40p　図版　22cm
　・奥付なし

’91306

兵庫柏木氏蔵品入札（第1回）

　6月8日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第25冊

　内容：「目録」大2．6　58p　図版　22

　cm

91306A

長井越作図蔵幅入札（第1回）

　6月9日差東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第21冊
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　内容：「目録」17p　図版　22cm

　・奥付なし33『

91306B

当市市田氏盆栽刀剣類西陣某大家所

蔵品入札
　6月9日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第16冊

　内容：「目録」　83P　図版　22cm

　・奥付なし33

91306C

金沢市男爵本多家及某氏御所蔵品入
札』

　6月23日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第8冊　，

　内容：「月録」大2．6　35，2p　図版

　22cm

91309

馬嶋瑞園先生愛蔵品入札
　〔9月22日〕35東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第9冊

　内容：「目録」大2．9　16p　図版　22

　cm

91310

勧業共進会
　10月1日～11月19日　横浜市　’

　　　　　　　　　　　　〈14．2　／　一344＞

1『神奈川県横浜市聯合勧業協会開催勧業

　共進会審査報告』春日三一郎編　大橋

　徳寿　大3．9284p　23cm　　　・

91310A’

某旧家御所蔵品及支那荷口入札
　10月4日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88＝379＞
　『古物売立目録』　第三冊

　内容＝「目録」　大2．10　41p　図版　22

’　cm

91310B
国民美術協会西部展覧会（第1回）

　10月10日～11月8日’

　　　　　　　　　　　　　〈350－165＞

　『西部展覧会作品集』，第一回　国民美術

　協会編　大阪　佐野浩造　大2．11　1冊

　（図版），19cm

　・第1部　日本画，第2部．西洋画，第3

　部　彫塑，第4部　建築，第5部　美術

　装飾

91310C

遠州会，
　〔10月10日～11月16日　日本美術協会〕28

　　　　　　　　　　　　　　＜418－22＞

　『遠州会展観図録』　日本美術協会編　東

　京　審美書院　大3．3　図版47枚　39cm

　・大正2年10月　日本美術協会第51回美

　術展覧会附設遠州会

91310D
文部省美術展覧会（第7回）

　〔10月15日～11月18日　竹ノ台陳列館／一

　11月25日～12月4日　岡崎公園第2勧業1一

　館〕2、一3

　　　　　　　　　＜22T461＞〈22－4614＞

・『文部省美術展覧会図録』　第7回　文部

　畦編　審美書院　犬2．11　2冊　27日目

　・＜22－461＞「日本画之部」8，2，167（図

　版），5p，〈22－461イ〉「西洋画及彫刻之部」

　71　2，112（図版），34（図版），5p

91310E

今回某御大三三ビ中京某氏御所蔵品

入札
　10月22日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　’『古物売立目録』　第9冊

　内容：「目録」・大2．10　62p　図版　22

　cm

91310F

農商務省図案及応用作品展覧会（第
1回）

　〔10月25日～11月15日　農商務省商品陳
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　列館〕26

　　　　　　　　　　　　　’〈331－86＞

　『農商務省図案三三旧作品展覧会図録』

　第1回　農商務省編　画報社　大2．12

　8p　図版124枚　27cm

91311
　　　　　　
某大家所蔵品入札
　11月3日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　く8薮386！

　『美術倶楽部目録』　第1冊

　内容：「目録」24p　図版　22cm

　・奥付なし35

91311A

西本願寺大谷家御蔵器入札
　ll月7日　西本願寺御殿

ノr古物売立目録』第2冊〈88－379〉

内容：「目録」101P図版22・m
，● ｩなY33．

　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈342－422＞

　『西本願寺大谷家御蔵器』　〔京都〕　〔：大

　谷家〕　〔大2一〕　101p　図版　22cm

91311B

新書画展観入札
　11月10日　東京美術虞楽部’

　　　　　　　　　　　　s　．＜88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第1冊　　　　1

　内容1「展観目録」大2．1118p　三三

　22cm　　　　　一．

91311C

某大家御所蔵品入札、　　t’

　1．1月24日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈S8－3SO＞

　『美術倶楽部目録』　第1冊

内容：「目録」大2・1139・図版・22．

　cm

91312

某大家御蔵品入札
　12月8日　東京美循倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』tt第1冊

藷r：闇」」k2・12　93・図臓

91312A

故大岡力三思下品入札

1卿5日東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第1冊

　内容：「目録」　大2．↓2　34p　図版　22

　cni

91312B

当市御大家御蔵品支那北京某大官愛

玩品入札
　12月23日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第1冊’

謡『：「目録」大2・12　．　34P図版22

913　＊A

和漢法書展覧会

聯府立図書館t〕
　　　　　　　　　　　　　〈404－153＞
　『和漢法書展覧会記念帖』　山本由定編

　大阪油谷博文堂　大3．2　1冊　（図

　版）37cm　和装
　・京都で文展開催時ic開会。

913　＊B

東京写真研究会展覧会（第4向）

　　　　　　　　　　　〈748－To457t＞
　『東京写真研究会画集』　第6輯　東京写

真研究会1大2・740・図版17枚22

　cm

　　，竃竃・E嗣iゑ嗣竃・eE観竃至、．、嗣

　　　　　1914（大正3）年
　　観　　嗣　　竃　　竃　　竃　　剛　　観　　竃　　竃　　竃　　竃　　観　　奄　　竃

91401　，
禦繁資欝傘濫
　　　　　　　　　　　　　〈’33g’一s19＞
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『即位礼大嘗祭資料陳列目録』　〔宇治山

田〕神宮所属徴：古館　大3．594p　図

版3枚20cm

91401A

当市東谷氏及某氏所蔵品入札
　1月14日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第26冊

　内容：「目録」　大3．1　56p　図板『22

　C阻

91401B　〉
当市烏丸西川賢所蔵品入札
　1月19日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第7冊

　内容：：「目録」　38p　図版　22cm

・興野なし，3

91401C

名古屋早春秋園武山勘七三所蔵品入
札

　1月20日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第26冊

　内容：「目録」　大3．145p　図版　22

　cm

91401D

江四八幡市田家及某家所蔵品入札
　1月26日　京都美術倶楽部　‘

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第4冊

　内容：「目録」大3．138p’図版22

　cm　．　．A
91402

当市中区佐藤葦葺某家所蔵品入札
　2月3日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第35冊

　内容：「目録」　大3．2　30p’図版　22

　cm

A＿nttA灘、，　a．漁炉、、

91402A

当市大宮井上氏所蔵品入札
　2月9日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第5冊

　内容：「目録」大3．2　49p　図版・22

　cm　．　　　’
91403一

某家所蔵品入札
　3月2日　東京美術倶楽部’

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第2冊

　内容：「目録」大3．234p図版22

　cm

91403A

当市枳殻馬場伊東氏こんどや勝見三
所蔵品入札
　3月9日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第6冊

　内容：「目録」大3．347p図版22

　cm

91403B

当市日比野漁民蔵品入札

　3月13日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第29冊

　内容：「目録」40p　図版　22cm

　・奥付なし33

91403C

当市三中西栄三郎氏旧蔵品大阪柳原．

喜兵衛氏及某氏所蔵品入札
　3月16日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第6冊

　内容：「目録」大3．346p図版22

　cm

91403D

群馬県高崎市桜井家所蔵品入札
　3月16日　東京美術倶楽部
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　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録1　第2冊’

　内容：「目録」夫3．331p図版22

@cm

91403E

東京大正博覧会
　3月20日～7’月31日半上野公園

　　　　　　　　　　　　　　〈359－11＞

　『東京大正博覧会美術館出品図録』　東京

　府編画報社　3冊’26ρm・、
　・「日本直書」纂刻」．大3．6，’r図案及

養舞楽繰戸1騨彫転

　　　　　　　　　　　　　〈349－356＞

　『東京大正博覧会出品審査概況』附・受

　賞人名簿　東京大E博覧会編　東京大正

’博覧会記念帖刊行会　大3．7　1冊．21

　cm

　　　　　　　　　　　　　〈349－292＞
　『東京大正博町会要覧」　西村義風編　産

業評論社大3・5，490P22・ml産業
　評論」紀念号

　　　　　　　　　　　　　　〈359：57＞

r東京大礁盤融雛』，・一4巻
　東京府　大5．12　4冊　27cm　　－

　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　　　・〈350－377＞

　『東京大正博覧会出品目録』　ジー・シー・

’ピヤマン編　再版．英文日本案内社　大

　3．7　902p　19cm

　　　　　　　　　　　　　”〈331－114＞
　『東京大正博覧会出品三三華』　古林亀治

　郎編　時事通信社　大3．8　1冊　26cmト

　　　　　　　　　　　　　　〈331－11，1’　〉

　『大正博覧会写真出品図録』小林寿二編

　精華社　大3．8　1冊　26cm』

　　　　　　　　’　’　〈359－50＞

　『東京大正博覧会事務報告』上，‘下巻

　東京府　大5．7　2冊　26cm
　・上，下巻で1038p－

91403F
某旧家所蔵品入札
　3月30日　東京美術倶楽部　1

　　　　　　　　　　　　　　＜88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第2冊

　内容：「目録」大3．3　36p　図版　22

　cm

91404

素人書画展覧会（第1回）
　L4丹5日～4月11日　（三三閣）　愛知県

　商品陳列館

　　　　　　　　　　　　　〈特104－121＞

　『素人書画展覧会写真帖』　第1回　〔名

　古屋〕名古屋経済新聞社　大3．5’　29p

　22cm

91404A

某旧家御所蔵品入札

　4月6日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第10冊

内容：「もくろく！．大3・473・図版

　，22cm

91404B

福島市某家所蔵品入札
　4月13日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第3冊

　内容：「目録」　大3．4　30p　図版　22

　cm

91404C　一

‘岐阜県深川氏当市勝見氏書画屏風茶

器道具類入札
　4月13日　京都美術倶楽部・

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　1古物売立目録』　第23冊

　内容』：「目録」　大3．4　57p　図版　22

　cm

L46一



　　　　　　　　（

91404D

当市某家所蔵品入札
　4月27日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　＜88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第3冊「

　内容：「目録」大3．416P図版22

　cm

91404E

当市株式仲買高橋氏旧蔵品下京某旧
家所蔵品入札
．4月27，日　京都美術倶三部．、

　　　　　　　　　　　　　＜88－379＞
r古物売二二』第3冊

　内容：「目録」大3．457p　図版　22

．cm

91405
　　　　　ノ
某家蔵品入札
　5月4日．東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　’『美術倶楽部目録』　第3冊

　内容：「目録」　大3．．5　43p　図版　22

c甲

91405A
当市（万亀）小西嘉一郎三所蔵品入札

　，5月11日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第8冊

　内容：「目録」大3．560p図版22
　crn

91405B
当市内藤嘉右衛門氏所蔵書薗屏風類

入札＼
　5月12日　涼都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－379＞
　『古物売立目録』　第16冊

』内容：「目録」59p　図版　22cm

　・奥付なし33

91405C

京都図案会展（第38回）春季大展覧会tt

　5月15日

　1

　　　　　　　　　　　　，・〈83－369＞　’

　『新作図案』　第22号　京都図案会編　京

　二二艸堂　大3．6　1冊（図版）26cm

　和装

91406　i

群馬県原市町回叶家当市中島三三寧
蔵品入札
　6月1日　東京美術倶楽部tt

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』・第3冊

　内容：「目録」大3．538p図版122

　cm

91406A

当市太由回外某家所蔵品入札

　6月5日　大隣美術倶楽部　　　∫

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第26冊

　内容：「目録」大3．662p図版22

　cm

91406B

当市某家所蔵品入札
　6月15日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞　・

　『美御倶楽部目録』　第4冊

　内容：「目録」’大3．634p図版22國

　cm

91406C

静岡県某家所蔵品入札
　6月22日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』’第4冊

　内容：「目録」；大3．622p図版22

　cm　一

91410

農商務省図案及応用作品展覧会（第
2但）’

　〔10月1日710月25日〕21－3

　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞

　『農商務省図案及応用作品展覧会図録』
、第2回　農商三省編、画報社　大3．10

一47一



n

6p　図版88枚　27cm

91410A

文部省美術展覧会（第8回）

　〔10月15日～11月18日　東京大正’博覧会

　美術館跡／11月25日～12月9日　岡崎公

　園第2勧業館〕2レ3

　　　　　　　　　＜22－461＞＜22－461／f＞

　『文部省美術展覧会図録』　第8何　文部

　省編　審美書院　大3．11　2冊　27cm
　・〈22－461＞「「日本画之部」8，2，176（図

　版），6p，〈22－461イ〉「西洋画友彫刻之

　部」8，2，129（図版），40（図版），6p

　　　　　　　　　　　　〈特110・673＞．

『文部省第入塾美術展覧会・．日本美術院再、

興記念展覧会記念写真帖』大正3年10，

－月　葛西虎次郎大3．11図版34p
12×19cm
・文展出品20作品の写真

91410B

日本美術院展覧会（再興第1回〉

　〔招待日．10月15日，一般公開日　10月16

　日～11月15日　日本橋　三越／11月25日

　～12月9日　大阪心斎橋　高島屋〕20－3

　　　　　　　　　　　　〈708－N772ウ〉

’『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

　1回　日本美術院編精華社　大3．10

　1冊（図版）27cm和装

　　　　　　　　　　　　∫
　　　　　　　　　　　　　〈特110－673＞

　　　　　　　　　　　　ぞ　『文部省第入回美術展覧会日本美術院再

　興記念展覧会記念写真帖』、大正3年10．

　月　葛西虎次郎　大3。11　図版34p
　12×19cm　　　　　　　　『　　　・／／

　・院展出品14作品の写真

91410C

米悦・光琳・乾山記念会（日本美術協
会美術展覧会第52回参考部）

　10月15日～11月15日　日本美術協会

　　　　　　　　　　　　　　〈410－35＞

　『光悦派三名家集』　日本美術協会編　審

　美書院　大4．3　図版50枚　50cm　和装

・日本美術協会美術展（第52回）の参考部

に本阿彌光悦，尾形光琳雷乾山の記念会

を開き，3名家の遺作を陳列

91410D．

当地畑田東北某家所蔵品入札
　10月26日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第4冊

　内容：「目録」　大3．10　24p　図版’　22

　cm

91411

金沢市能久治氏所蔵品入札
　11月16日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第10冊　　　　　　1

　内容：「目録」大3．1148p　図版　22

　cm

91411A

某貴顕某大家御蔵品入札
　11月23日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第4冊

　内容：「目録」大3．1145P－・図版・22

　cm

　　竃　　竃　　醐　　棄　　綱　　潮　　竃　　竃　　圏匪　　剛　　観　　圃匪　観　　観

　　　　　1915（大正4）年

　　竃　　画　　竃　　竃　　剛　　竃　　観　　観　　醐　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃

91502

日本画会展覧会（第17回）

　〔2月20日～3月16日〕2。一4

　　　　　　　　　　　　＜YDM70273＞
　『当選画集』・日本画会編　画報社

　内容1・「第17回展覧会当選画集」大4．6

　7p　図版　24cm
　・「第17回展覧会当選画集序」（末松謙澄）

91502A

劇に関する展覧会
　〔2月20日～3月7日　東京　三越／4
　月3日～4月13日　大阪・三越〕36。5－2．，

　　　　　　　　　〈359－8＞〈774－Y228g＞

一48一



　『劇に関する展覧会図録』京都　山田芸

　艸堂　大4．4　図版69枚　27cm　和装
　久保田米斎解説，流行会主催幽

1’

@91502B

パナマ・太平洋万国博覧会

　　2月20日～斗2月4日　アメリカ　サンフ

　フンシ3コ．

　　　　　　　　　　　　　　〈367－15＞　，

　『三三馬太平洋万国博覧会三三事務報告』

　農商務省　大6．3　2冊（上・下　483p
　図版）26～27cm　．　　　　　　　1’

　　　　　　　　　　　　　　＜326－166＞
　『博覧会協会桑港万国博覧会事務報告』

　中里二郎編　博：覧会協会大5．8395p

　23cm

91503

内外広告資料展覧会’

　3月12日～3月18日　神戸市湊川公園勧

　閉館
　　　　　　　　　　　　　　〈326－7g＞

　『内外広告資料展覧会報告』神戸市　大

　4．324p、図版　2，3cm

91504

日本産業博覧会（第7回）

　4月1日～5月31日　大阪市天王寺公園

　内

r日本産業博覧会報告操7商32職

　編　大阪　日本産業協会　大4．12180

　p図版　23cm
　・絵画部（日本画・西洋画）

91504A

古書画展覧会

　4月13日～4月22日　静岡県会議事堂

　　　　　　　　　　　　　’　〈359－16＞

　『久能山東照宮三百年祭奉斎会主催古書

　画展覧；会図録』　久能山東照宮三百年祭

　奉斎会編　画報社　大4．8　12p　図版

　48枚　26cm

　‘

91505

当地某家所蔵品入札
　5、月24日鯨美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　1『美術倶楽部目録』　第5冊

　内容：「目録」大4．524p図版22
　cm　．

91505A

三家御所蔵品入札
5月31日 A東京美三三

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第5冊

内容・「目録」大4．54・・、「

}版22
　cm

91506

光琳遺品展覧会
　〔6月1日～6月3日〕36－5－6東京　三

　越

　　　　　　　　　　　　　　〈412－8＞　，

　『光琳遺品展覧会陳列品図録』光琳画聖

’二百年忌記念山田直三郎編京都芸
　二三　大4．12　1冊（図版）27×38cm

和栄

91506A

江戸趣味展覧会
〔6即日～6月15日〕36一・一・三越

　　　　　　　　　　　　〈703．8－E22e＞
r江戸麟展覧会出品目録』大4．79、

　p　lgcm　和装

　流行会主催　大和綴　三越呉服店内

　・図版なし

91506B
名古屋市小出庄兵衛三所蔵品入札

　6月15日、大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』第28冊

島『：「目録」’大1・6　47P　一図版22

91506C

某伯爵家御所蔵品入札

．4’@49　T



　6月21日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第5冊

　内容：「目録ゴ大4．656p図版22

　cm

91507

迎田秋悦蒔絵展覧会
　〔7月5日～7月6日　京都美術倶楽
　部〕37一、

　　　　　　　　　　　　　　〈359－20＞

　『秋悦作品集』迎田秋悦編　京都　芸艸

　堂　大4．9　’1冊（図版）　27cm

91507A

江戸記念博覧会
　7月1Q日～10月10日　上野公園不忍池畔

　　　　　　　　　　　　’＜特111－156＞

　『江戸記念博覧会翌週』　江戸記念博覧会

　編寺岡弥三郎大4．9112，図版16p

　15cm
　・「参考品目録」p．24～112

91509

但馬日下安左衛門適適一実二郎画面

州某大家所蔵品入札
　9月26日．t京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第8冊

　内容二「目録」、犬4．951p図版22

　cm　　　　　　　　s

瀦務三図三三舳作品展覧会（第

3回）

　　〔10月1日～10月25日〕2、＝4　〔商務省商．

　品陳列館〕26

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞
　　『震商務省図案三三旧作品展覧会図録』

　　第3回　農商務省編　画報社　大4．．12

　　10p　図版106枚、27cm

　91510A
　大礼記念大阪博覧会
　　10月、1日’r　11月30日、大阪市天王寺公園

　内
　　　　　　　　　　　　　〈326－151＞

　『大礼記念大阪博覧会報告』森匡蔵編

　大阪　大礼記念大阪博覧会　大5．6　126

　p　図版　23cm

91510B
大典紀念京都博覧会　　・
・0月・日一・2月・9日．熱唱崎公園

　　　　　　　　　　　　　く326－156＞
　　　　　　　　　　　　　　　ユ　『大典紀念京都博覧会報告』京都市　大

　5．7　480，76p　23cm

91510C　　　　　　　　　　　　　　　L

大典記念京都博覧会第三会場（古美
術）

　10月1日～12月19日ノ京都帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈224－221＞

　、’『古美術品図録』　京都帝室博物館編　便

　産血コロタイプEP”刷所大5．4　h　5冊

　（図録4柵，目録（106p）1冊）27cm　和

　装

91510D
国産展覧会（第2回）

　10月1日～12月15日　上野公園不乙池畔

　　　　　　　　　　　　　　＜321－175＞

　『国産展覧会報告概要』　第2回　荒川太，

　郎編　国産奨励会　大5．3　106p　図版

　26cm、

　91510E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼某子爵漏壷某大家所蔵品入札，
　　10月4日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　』『美術倶楽部目録』　第5回

忌　内容：「目録」大4．IO　71p図版・22

　　　　　　　　　’
　　cm，　，

　91SloF．

　当市烏丸某大家中京某旧家所蔵吊入

　札

10脚門門雑脚9＞
　　『古物売立目録』　第2i冊

一50一



　内容：「目録」大4．1060p　図版　22

　cm

91510G　．

日本美術院展覧会（再興第2回）

　〔招待日　10月11日，一般公開日　10月12

　日～10月31日　上野公園　精養i軒／招待

　日　111月19日，一般公開日　11月20日

　～12月同日　京都青年会館〕2。一4

　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　＜224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

　2回．日本美術三編　精華社　大4．10

　1冊（図版）27cm，．和装

91510H

文部省華術展覧会（第9回）
　〔10月14日r’　11月14日　竹ノ台陳列館／

　11月21日～12月10日　京都市立絵画専門

学携三者肺立美術工芸学校〕21L・

　　　　　　　　　　　　　〈22－4614　〉
　『文部省美術展覧会図録』’第9回　文部

　省電・審美書院　大4．11　2冊　27cm

　・「日本画之部」14，259（図版），8p，

　「西洋画及彫刻之部」11，143（図版），

　47（図版），7p

915101

御大礼関係品特別展覧会
　10月ユ5日～11月30日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　〈339－591＞
　『御大礼蘭三品特別展覧会目録』　東京帝

　室博物館　大4．10　150，図版18p　19cm

　　　　　　　　　　　　　　〈

91510J

勢州某大家江州某1日家所蔵品入札’

　10月18日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞，’

　『古物売立目録』　第13冊

　内容：「目録」大4．1050p　図版　22

　cm

91510K

当市三三三所蔵品入札
　10月20日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第27冊

　内容：「目録」「大4．1061p図版22

　cm

91510L

京都図案会展（第44回）大典紀念図案

大展覧会
　10月23日

　　　　　　　　　　　　　　〈83＝369＞

　，『新作図案』　第28号　京都図案会誌　京

　都芸北堂大4．11　1冊（図版）26
　cm　和装，

91510M

当市生嶋氏所蔵品入札（第2回）

　10月24日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　’『古物売立目録』．第27冊

　内容：「目録」大4．1052p図版22

　cm

91510N

量定家所蔵品入札
　10月25日　東京美術倶楽部　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞　・

　『美術倶楽部目録』　第5冊

　内容：「目録」大4．1033ppa．版22

　cm
’　91511

某大家所蔵品入札．

　11月1日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第5冊

　内容、：「目録」大4．1018p　隅版22

　cm，

91511A

東京積翠庵所蔵品入札

　11月4日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第28冊

　内脊：「目．録」　大4．1156p　図版，22

　，cm　．　i
一　51　・一



91512

奈良県某男爵家奈良市某旧家所蔵品

入札
　12月3日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第27冊

　内容：「目録」大4．12　46p　図版　22

　cm

91512A
某華族某氏両家t／蔵品入札

　12月6日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第6冊

内容：「目録」大4・1232P騨？2

　cm
91512B’

某家所蔵品展観入札
　12月13日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』・第6冊

　内容二「目録」大4．1229p図版22

　cm

91512C

当市某所蔵品入札
　12月20日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞’

　『美術倶楽部目録』第6冊

　内容：「目録」大4．12　15p　図版　22
　　　　　　　　　　Lrf　t
　cm

’91512D

幣縢三図三三細
　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞’

　『美術倶楽部目録』　第6冊

内容：「目録」大4・1139P騨22

　cm

915＊

東京写真研究会展覧会（第5回）
　　　　　　　　　　　　＜748－To457t＞

　『東京写真研究会画集』　第7輯　東京写

　真研究会　大4．739p　図版20枚22

　cm
　　　　　　　　　f
　　臓　　棄　観　竃　　sE　竃　鰯　　剛　竃　　匿　　観　葦　　観　潮

　　　　　1916（大正5）年
　　竃、e、至観竃嗣潮、ti竃竃、et観織、eE

91602

当市（三半）中村氏旧蔵品入札（第3

回！肺京都美艦部＿
　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

r古物売立目鋤第、7冊

　内容二「福禄寿」大5．291p図版

　22cm　．

91602A　’　・　一，　・r’

ノ某家所蔵品入札

　2月騨東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』’第7冊

　内容：「目録」大5．222p図版22

　crp

91603
現代大家新作展

　3月　美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　〈337－259＞

　『現代大家新作画集』幽安川喜一郎編安

川大成堂大5・3 D1冊（図版）、26cm

91603A
某華族家出所蔵品入札

　3月13日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第7冊

’野：「巨録」’大5●325P図即

欝泉一会展覧会

　　3月19日～4月10日　上野竹之台‘

　　　　　　　　　　　　　　＜339－674＞
　　r三水纐瀞醐閥』石井三編
　　日本水彩画会　夫5L3一．．26p．．図版8枚

　　19cm

一52一



91603C

新古木版絵展覧会・
〔3月23日丁大阪三越〕36一・一・

　　　　　　　　　　　　　　〈224－224＞

　『木版絵』木版絵展覧会三陣呉服店事務

禰版）京鍛m山犠三郎大5・6珊

91604

大阪美術展覧会（第2回）

　〔4月1日～4月10日　大阪三
　越〕36．，．4

　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞

　『大阪美術展覧会図録』三越呉服店編

　京都　芸艸堂

　内容：「大阪美術展覧会作品集」第2回

　大5．4　1冊（図版）27cm

91604A

旧杵築藩主松平家御蔵品み札

　4月3日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第7冊’

　内容：「もく録」　大5．4　33p’図版

　22cm

91604B
当市藤孫氏所蔵品売立

　4月4日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』，第35冊

　内容：「目録」大5．421p　図版　22

　cm

91604C　・　t某大家御所蔵品入札
　4月10日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第7冊

　内容：「目録」　大5．4　19p　図版　22

　cm

91605

埼玉県某家所蔵品入札’

　5月1日1東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第7冊

　内容：「目録」大5．427p　図版　22，

　cm

91605A’

京都図案三三（第46回）春季大展覧会
（創立15週年紀念）

　5月10日

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第30号1京都図案雄編　京

　都　直直堂　大5．6　1冊（図版）　26cm　’

　和装

91605B

某家御所蔵品入札
　5月22日　’東京美術倶楽部　　t’t

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第8冊

　内容：「目録」　大5．5　28P　図版　22

　cm

91605C

一家御所蔵品入札
　5月29日　東京心術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』第8冊

　内容：「目録」tt大5．532p図版22

　cm

91606

今村紫紅遺墨展覧会

　6月2日～6月3日　日本橋倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈411－36＞

r魏醸』今村三三躰美術麟
　西前書房　大5．6・1冊（図版）　32cm

　和装

91606A

ビヂットラ美術学校出身画家展覧会
　〔6月11日　日本美術院研究所階下〕2。一4

　　　　　　　　　　　　　　〈11－179＞

　『ビヂットラ美術学校印度画集』・日本美

　術三編精華社大5．715p図版
　23cm　和装

一53一



91606B

旧高田藩主榊原家御蔵品入札

　6月15日　東京美術倶楽部

　　　　，　・　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第8冊’

　内容：「旧高田藩主榊原家御蔵器御目録」

、大51620・．騨22c「p

91606C

喬灘贈脚二鱒等ノ
　6月19日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第8冊，

　内容：「目録」大5．6　32p　図版　22

　cm

91606D

土方伯爵某子爵家御所蔵品入札
　6月26日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第8冊

　内容：「目録」大5．629p図版22

　cm

91607

某家所蔵品入札巾

　7月11日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第9冊

　内容：「目録」大5：7　15p　図版　22

　cm

91609

日本美術院展覧会（再興第3回）

　〔招待日　9月11日，一般公開目　9月12

　日～9月30日　上野公園竹之台陳列
　館／招待日　10月28日，一般公開日　10・

　月29日～11月i2日　京都　岡崎公園第1

　勧業館〕、。．、

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
　『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

　3回　日本美術院画　精華社　大5．9
　1冊（図版）　27cm　和装

91609A

橋本関雪作画陳列会「

　〔9月2　1、日～9月25日　大阪．三
越1・6一．・一1・、・

　　　　　　　　　　　　　〈337－251＞
　『関門飯民画集』橋本関雪下　三越呉服

　店編京都芸艸堂大5．11　1冊（図『

　版）26crh

91609B

太田中野両家所蔵品入札
　9月％日、東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　．『美術倶楽部目録』　第9冊
　内容：「目録」　大5．9　21p　図版一221

　cm

91610

農商務省図案及応用作品展覧会（第
4回）

　〔10月1日～10月31日〕2、一4

・　’

@〈331－86＞　『農商務省図案丁丁用作品展覧会図録』

　第4回忌農商務省編　画報社i大5．11

　9p’図版86枚　27cm

91610A

子爵三浦家御所蔵品入札
　10月3日　東京美術倶楽部　，

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『惑乱倶楽部目録』　第9冊

　内容：「目録」．大5．9　21p　図版　22

　cm

91610B
図案研三会農（第1回）染織および半

襟図案展
　〔10月5日引六角’会館〕37．、

　　　　　　　　　　　　　　Zh419－76＞
　r研精』第、集図案研精会編京都

　芸出島　大5．10　1冊（図版）　19×26

　cm

91610C
日本美術協会美術展覧会（第55回）一

’一　54　一



〔10月5日～11月10日　日本美術協会〕28

　　　　　　　　　　　　〈109－236＞

『日本美術協会展覧会新古美術出品図録』

第55回　日本美術協会編　審美書院　大

5．11図版26，61p　276m　和装

・古画之部，新旧之部

91610D

上川外四郡旭川区聯合物産共進会
　10月6日～10月15日　旭川区立女子職業

　学校

　　　　　　　　　　　　　〈326－326＞

　『上川外四三旭川区聯合物産共進会報告』

　上川外四部旭川区聯合物産共進会残務取

　扱所、大7．2141p　図豚27枚　22cm

91610E

京都図案会展（第48回）秋季展覧会
（立太子紀念）

，ユ0月7日

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『釈作図案』　第32号　京都図案三編　京

　都　芸艸堂　大5．11　1冊（図版）　26

　cm　和装

91610F

静岡市小林鵜三三当市某家所蔵品遺
愛品入札

　10月9日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第9冊

　内容：「目録」大5．1019p図版22

　cm

91610G

文部省美術展覧会（第10回）

　〔10月14日間11月20日号竹ノ台陳列館／

　11月27日～12月10日　岡崎公園勧業
館〕、、．、　’

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461ノで〉

　・『文部省美術展覧会図録』　第10回　文部

省編審美書院　大5．11　2冊27cm
　・＜22－461＞「日本画之部」　11，220（図版），

　6p，〈22－461イ〉「西洋画及彫刻之部」

　ユ0，125（図版），47（図版），6p

　　　　　　　　　　　　　〈411－37＞
『文展』「大正5年の巻．久保三友編　大

正通信社　大6．4　1冊（図版）　38cm

91610H

坂田，伊東，笠原，三家当市三家御所

蔵品入札
　10月16日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第9冊

　内容：「目録」．大5．1032p　図版　22　’

　cm

916101

’当市某家所蔵品入札

　10月30日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第9冊

　内容：「目録」大5．1027p　図版　22

　cm

91611

旧名族御蔵品展観入札
　11月6日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

、『美術倶楽部目録』　第10冊

　内容：「目録」　大5．1126p　図版　22

　cm

91611A

栃木県大谷家御蔵品入札
　11月13日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第10冊

　内容：「目録」大5．1128p　図版　22

　cm

91611B’

某華族家御所蔵長崎氏遺愛品入札
　11月20日　東京美術倶楽部

　　　　　　i　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第10冊

　内容：「目録」大5．．1126p図版22

　cm

一55一



．9161！C

当市蓬枢閣小林氏所蔵品入札
　11月22日　浜町河岸生稲

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第10冊

　内容＝「もくろく」　大5．11　1冊（頁付

　なし）図版　22cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

91611D

某大家所蔵品展観入札
　11月27日、東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第10冊

　内容：「目録」大5．1143p図版22

　cm

91612

某家所蔵品入札
　12月22日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目金剥　第10冊

　内容：「目録」大5．12　31p　図版22

　cm
　　　葦　竃　嗣　get　ieE　3ti　ieE　竃　：ti　geE　IeE　観　SCt　観

　　　　　　1917（大正6）年

　　　識　観　seE　葦　竃　観　き噺　嗣　観　画　嗣　3eE　竃　竃

91701

俳句に関する展覧会
　〔1月24日～1月29日　大国三越呉服
　店〕36－7∠、

　　　　　　　　　　　　　　＜11－263＞

　　『俳句に関する展覧会集』　北村鈴菜編

　　京都　芸艸堂　大6．6　1冊　図版　24

　　cm　和装

　91702
　国民美術協会展覧会（第5回）

　　（2月3　，H　一2月27日竹山台陳列
　　館〕、。一4

　　　　　　　　　　　　　　＜373－21＞

　　『西洋の影響を受けたる日本版画』附・

　　原氏蒐集西洋名家版画　石井柏三編個

　　民美術協会大6．243p図版10枚
　　19cm

　第5回国民美御協会特別陳列目録

，91702A

当市木下家所蔵品入札（第1回）・．

　2月5日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第11冊

内容・rr録」大6・216・鴎22

91；二B

噸懸二二麟聯入札
　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第11冊

　内容：「目録」大6．225p　図版　22

　cm

91702C

古代風俗画展覧会

　〔2月．IS日～2月25日　大阪三
　越〕36一，．、

　　　　　　　　　　　　　〈147－181＞　，
　『古代風俗画集』北村鈴Si｛編　京都　葺

　艸堂　大6．7　1冊（図版）2ブcm　和装

91702D
静岡県馬場三三三三家所蔵品入札

　2月19日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　く88－380＞’

　『美術倶楽部目録』　第11冊

　内容：「目一錘」大6．2、18p図版22

　cm

　91702E
千葉県滑川家茨城県榊原三三三三原

　家所蔵品入札　　　　　　．

　　2月26日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　　『美術倶楽部目録』　第11冊

　　内容二「1目録」大6．236p図版22

　　cm

　g1703
　駿州笹野氏遠州安間野卑家所蔵品三

一56一



札　　　　　　　　　内容・「もくろく」大6．424P図版
3月5日勅美術倶楽部　　　　22・m

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第12冊　　　　　　　　　91704A

埼i『騨寳霧織錨　　　r大正穂別磁陳列品目三口
　　　　　　　　　　　　　・〈88－380＞1　　　帝室博物館　大6：42gP　19cm　．

　『美術倶楽部目録』　第12冊　　　　　　　　　　　・図版なし　．

　内容：「目録」．大6．324p図版22　　　・本邦，支那に於ける南陽派に属する絵画

　cm　’i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈418－27＞
91703B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『南宗画集』　東京帝室博物館編　’西東回

某家所蔵品展観入札　　　　　　　　　　　房大6．814p図版100枚38cm和
　3月22日　東京美循倶楽部　　　　　　　　　　　装

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第12冊　　　　　　　　　　91704B

　内容：「目録」大6．333P図版22　　紀州岩崎明岳樺遺愛品銚子岩崎家所
　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵品展観入札
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、4月9日　東京美術倶楽部
91703C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜88－380＞

大阪美術展覧会（第3回）　　　　　　　　r美術倶楽部目録』第13冊　　　　　～

〔3月23日～大阪三越〕・6一・一・　　　内脊：「目録」．大6・423・．図版、22

　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞　cm
　『大阪美術展覧会図録1　三越呉服店編

　京都　芸前堂　　　　　　　　　　　　　　91704C
　内容二「第3回大回美術展覧会出品目録」　　日本美術協会美術展覧会（第56回）

　大6．6　1冊（図版）　27cm　　　　　　　　　　　〔4月11日～5月10日　日本美術協会〕28．
　　　　　　c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈・109－236＞

91703D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『日本美術協会展覧会新古美術出品図録』

旧佐伯藩主毛利家御蔵品入札　　　　　　　　第56回　日本美術協会編　審美書院　大
　3月26日’東京美術倶楽部　　　　’一　　　　6．6　図版89，18p　27cm　和装

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞　　　　・新馬之部，古画之部

　『美術倶楽部目録』　第12冊

諮：鵬」大6・334P図版．22　・灘三郎治遺愛品某家所蔵品展観

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入札

91704　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月16日　東京美術倶楽部

新潟県当市某両家所蔵品入札　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈88”380＞
　4月2日　東京美術倶楽部　　　　　　　　　　　『美術倶楽蔀目録』　第13冊

　　　　　　　　　　　　　　＜88－380＞　　　　内容：「目録」大6．438P　図版　22

『美術倶楽蔀目録』第13冊　　　・m

　　　　　　　　　　　　　　　　　－57一



91704E

某家所蔵品展観入札』
　4月30日一東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　r美術倶楽部目録』　第13冊

　内容：「目録」大6．424p．図版　22

　cm

91705

角力展覧会
　5月　白木屋呉服店　　＼

　　　　　　　　　　　　　　〈419－101＞

　『角力展覧会図譜∬　近藤英治編　白木屋

　呉服店　大7．2’図版47枚　19×27cm

　和装

91705A
京都図案会展（第50回）春季大展覧会

　5月10日　京洛祇園八坂倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第50回　京都図案三編　京

　都　芸艸堂　大6．6　1冊（図版）’　26cm

　和装、

　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

『新作図案』　第50回紀念号．京都図案三
編　京都　芸艸堂　大6．12　1冊（図版）

28cm和装’

91706　，　．

故川上大将故香川勝広翁遺愛品及某

家所蔵品入札
　6月4日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

／『美術倶楽部目録』’第14冊

　内容二「目録」　大6．6　20p　1図版　22

　cm

91706A

儒者文人維新前後の英傑名士の書
画，及び抹茶器其他展観入札、
　6月18日　東京美術倶楽部、

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞　，

　『美術倶楽部目録』　第14冊

　内容：「目録」t大6．632p図版22

cm

91707

水田竹圃個人展覧会
　〔7月21日～　犬阪　三越〕36－7－8

　　　　　　　　　　　　　　〈147－188＞

　『竹圃画集』水田竹圃画、大阪三越呉服

　三新美術出訴　京都二二堂　大6．9

　1冊（図版）27cm和装

91709

広重六十回忌追善記愈遺作展覧会

　9月6日～9月8日　高島屋
　　　　　　　　　　　　　　く147－194≧

　『広重六十回忌追善記念遺作展覧会目録』

　渡辺庄三郎編　浮世絵研究会大6．12

　30，22p　図版88枚、26cm　和装、

91709A
二科会展覧会（第4回）

　〔9月9日～9月30日　竹之β陳列
　館〕、。r、

　　，　一　〈373－30＞
　『二科会画集』石井山亭編　日暮里町
　（東京府）石』地廻吉　大6．9　図版32枚

　19cm

91709B
千葉県成田町大塚氏所蔵品入札

・・ X月10日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞　，
　『直言倶楽部目録』　第14冊

　内容：「目録」大6。98p　図版　22cm

91709C
話本美術院展覧会（再興第4回）

　〔招待日　：9月11日，一般公開日　9月12

　、日～9月30日　竹之台陳列盤／招待日

　10月26日，一般公開日　10月27日～11月

　11日　京都　岡崎公園第1勧業館〕2。」4

』・　　　　　　　　　｝、〈R703．8－N77ウ〉

　『日本美術院展覧会図録』’第4回，日本’

　美術三編　精華社　大6．9　1冊（図版）

　26cfri和装

一58一



91709D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　列館〕2も

本荘子爵家並二二家所蔵品入札　　　　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞・
　9月17日　東京美術倶楽部　　　　　　　　　　　『農商務省図案三三用作品展覧会図録』

　　　　　　　　　　　　　　〈88－390＞　　　　第5回　農…商務省編　画報社　大7．1

　『美術倶楽部目録』　第14冊　　　　　　　　　　　10p，図版98枚　27cm

　内容：「目録」大6．9．18p図版22

　cm．　一　，　91710B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊公記念展覧会

91709E　　　　　　　　〔・0月3’　H－10月14日大阪、三『
化学工業博覧会（第1回）　　　　　　　　越〕36．，一U
　9月20日；一一　1　1月18日　上野公薗不忍池畔　　　　　　　　　　　　　　　　　く147－203＞

　　　　　　　　　　　　　〈326－363＞　　　　『豊公記念展覧会図録』大阪三越呉服店

　『化学工業博覧会報告』第1回　化学工　　　　新美術部編、京都　芸艸堂　大7．2　1

業面会大7．8692P23・m　　　冊（図版）．27・m和装・

91709F　・　91710C中山氏所蔵文人新書画器物入札　　　　　京都図案三三（第51回）

　9月24日　東京美術倶楽部　　　　　　　　　　　10月11日　岡崎公園市公会堂「

　　　　　　　　　　　　　　＜88－380＞　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『美術倶楽部目録』　第22冊　　　　　　　　　　　『新作図案』．第51回　京都図案会則　京

　内容＝「「目録」　32p　図版　22cm・　　　　　　都「芸艸堂　大6．11　1冊（図版）　26

　・奥付なし1，、　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm　和装｝

　　　　　　　　　　　　ぎ
91709G　　、　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　91710D

日本美術協会美術展覧会（第57回）ト　　　嗜眠省美術展覧会（第11回）

　〔9月25日～11月4　，H　日本美術協会〕、、　　　　〔10月16日ん11月20日　竹ノ台陳列館／

　　　　　　　　　　　　　　〈109－236＞　　　　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業

　『日本美術協会展覧会美術工芸出品図録』　　　　館〕21．5

　第57回　日本美術協会編　審美書院　大　　　　　　　　　　　　　　く22－461＞〈22－461イ、＞

　6．12　図版33，37p　27cm　和装　　　　　　　　　『文部省美術展覧会図録』　第11回　文部

　・新製品三三三孝品之部　　　　　　　　　　　三編　審美書院　大6．11　2冊　27cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・〈22－461＞「日本画之部」　12，247（図版），

91叫　　’　　　一』　、6P，〈22－46・イ〉「西洋画及彫刻之部」
日本美術学院創立五周年記挿絵画展　　　　9　．，　92（図版），60（図版），5p

覧会
　10月1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈411－37＞

　　　　　　　　　　　　　　〈373－41＞　　　　『文農』大正6年目巻　久保三友編　大

　『日本美術学院記念展覧会図録』　大正6　　　　正通信社　大6．12　！冊（図版）　38cm

　年　田口鏡次三編　日本美術学院　大6．

　10　図版42枚　19cm　　　　　　　　　　　　91710E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧亀山藩主石川家御蔵器展観入札

91710A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月18日　東京美術倶楽部

農商務省図案及応用作品展覧一会（第・　　　　　　　　　　　　　＜88－380＞

5回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『美術倶楽部目録』　第15冊、

　〔10月1日～10月20日　農商務省商品陳　　　　内容：「目金剥　大6．1012p図版22

　　　　　　　　　　　　　　　　　，一　59　一　・



一cm

91710F

富山市広瀬家所蔵品入札
　10月22日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第15冊

　内容：「目録」大6．1050p図版22

　cm

91711

高田博士所蔵書画器物展観入札
　11月1日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第15冊　「

　内容：「目録」大6．10’23p図版22

　cm

91711A

岡澤子隠家御蔵品入札
　11月15日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』・第22冊

　内容：「目録」　19p　図版　22cm

　・奥付なし33’

91711B

甲州渡邊青洲翁遺愛品入札
　11月19日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88L380＞

　『美術倶楽部目録』　第16冊

　内容：「目録」　大6．11　27p　図版　22

　cm

91711C

津軽伯爵家御蔵器入札
　11月22日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第16冊

　内容：「もくろく」大6．1120p　図版

　60p　22cm

91711D

伊藤家所蔵書画錦絵器物入札
　11月29日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　＜88－380＞

『美術倶楽部目録』　第23冊

内容：「目録」　19，8p　図版　22cm

・奥付なし33

91712

吉村家所蔵品故松本幹一君遺愛品展
観入札一

　12月3日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第23冊

　長瀞：「目録」大6．1135，2p図版

　22cm

91712A

栃木県東京市某家所蔵書画器物展観
入札
　12月10日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第16冊’

　内容：「目録」大6．1226p図版22

　cm・

　　　　　　？．
　　潮　　Ω　　観　　観　　竃　　竃　　鞭　　観　　瑚　　嗣　　竃　　覇　　圏匪　　嗣

　　　　　1918（大正ア）年

　　’棄　ieE　DE続　3E　観　竃　剛　竃　IE　嗣　観　剛　嗣

91802　一　b
書画道具展観入札

　2月4日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　，　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第17冊

　内一壷÷「目録」七清会大7．2　8p
　図版　22cm　　．　　　　　　』・

　・七清会：伊藤平山堂，大川泰三三，’吉川

　景春堂・山本漠二三・佐藤広栄堂・木口

　尚友堂，本山幽篁堂

91802A
．堀川家井昌某家所蔵品広瀬菊雄氏子

具及錦絵入札
　2月12日　東京美術倶楽部』

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第17冊

　内容：「もく録」大7．2．．30p図1版

　22cm

一60一



91802B

＃三塁金沢市某総理繍入札

　2月18日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第17冊

　内容：「目録」大7．234p図版22

　cm

91802C

大阪美術展覧会（第4回）

　〔2月21日～2月27日　大阪三
　越〕36．，一、

　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞
　『大阪美術展覧会図録』　第4回　三越呉

　服三編　京都　芸三三　大7．6　1冊（図

　版）．27cm

glso2D
山口県小田三三蔵品入札

　2月25日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　’　〈88－380？

　『美術倶楽部目録』　第17冊

　内容：「目録」大7．2』21p、図版22

　cm

91803

臨時雛及人形陳列会
　3月中旬　西陣織物館

　　　　　　　　　　　　　　〈201－285＞
　『古代雛と人形』　田畑庄三周回　京都

謬‡7・61冊（図版）17×24cm

91803A

神奈川三三家所蔵幅入札
　3月4日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
r美術倶楽部騰』第、8冊

　内容：，「も’くろく」13p　図版　22cm

918’

O3B
下萌会絵画展覧会（第2回）

　3月18日～3月24日　日本橋　三越

　　　　　　　　　　　　　　く367－41＞

　『下三会画集』　第2回　都筑真琴編　画

　報社　大7．5　1冊（図版）28cm

91803C

当市閑雅庵氏蔵品入札
　3月22日　東京美術倶楽寵

　　　　　　　　　　　　　　〈s8－389＞

　『美術倶楽部目録』　第18冊

　内容：「もくろく」14p　図版、22crr｝

　・奥付なし33

’　91803D

当市某子爵家埼玉県渡邊家所蔵品入

札

　3月26U　東京美術倶楽部　　　一

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第i8冊

　内容：「目録」　大7．3　12p　図版’22

　cm’

．91804

京都博覧会（第16回）’

　〔4月1日～5月31日『京都　岡崎公園

　勧業館〕23

　　　　　　　　　　　　　　＜412－43＞

　．『関西図案会・美工会・京都図案会三三出

　品製作』本田金之助編　京都　芸三三

大7・61冊（図版122×29・m襟

91804A

意匠商標品展覧会
　　4月1日～4月30日　愛知稟商品陳列館

　　　　　　　　　　　　　　く372－246＞

　『意匠商標品展覧会報告』名古三三知

三会大7’125�｣12P’2抑

91804B

高橋家御蔵品入札

　　4月『B棘美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第19冊　・

　内容：「もくろく」図版1～172p　目

　録　173～190p　22qm
　l奥付なし33

7r　61　一



91804C　t某子爵家某大家所蔵品入札’

　4月8日・東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第19冊

　内容：「目録」大7．429p’図版．22

　cm

91804D

九州沖縄物産共進会
　4月10日～5月9自　福岡市・

　　　　　　　　　　　　　＜368－48＞

　『九州沖縄物産共進会事務報告書』福岡

　県実業団体聯合会主催　稲益一義編　福

　岡　九州沖縄物産共進会事務所　大7・．12

　224p　図版22枚．27cm

91804E
日本美術協会美術展覧会（第58回）

　〔4月11日～5月10日　日本美術協会〕28

　　　　　　　　　　　　　（109L236＞

　『日本美術協会展覧会新古美術出品図録』

　第58回　日本美術協会編　審美書院　大

　7．6図版82，35p　27cm　和装

　・二二之部，古画之部

91804F
京都図案会展（第53回）、

　4月13日　岡崎公園市公会掌

　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
　『新作図案』　第53回　京都図案会綿　京

　都　伊野堂　大7‘5　1冊（図版）　26cm

　和装

91804G

．松平男爵家御蔵品入札

　4月18日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第19冊

　内容：．「も・くろく4　図版1～83p．目録

　85－104p　22cm
．一奥付なし33

91804H
温感忠正氏遺愛三三家所蔵品入札

4月22日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

『美術倶楽部目録』　第19冊

内容：「目録」大7．431p図版22
・C血　・

918041

子爵堀川家臣某大家御蔵品展観入札

　4月29日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第ig冊

　内容：「目録」大7，422p．図版「22

　cm

91805
日本画会展覧会（第20回）

　5月1日～5月30日　上野公園　竹之台

　陳列館
　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞
　’r当選画集』　日本画会編　画報社

　内容’：，「第20回展覧会当選画集」犬7．

　10　5p　図版　24cm
　・「第20回絵画展覧会当選百画序」（荒木十

　畝）

91805A
大久保子爵家当市内田家i差回某家所

蔵品展観入札・．．

　5月6日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第20冊L

　内容V「もく録」大7．5　26p　図版

　22cm　n　．
．　91805B

某伯爵家佐竹子爵家御蔵品入札’

　5月13日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』、第20冊

　内容：「もくろく1一大7．529p　図版

　22cm　．
91805C

太田原子爵豊熟子爵御蔵品入札
　5月27日　東京美術倶楽部

一62一



　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

『美術倶楽部目録』　第20冊

内容：「目録」　大7．・5　22p　図版　22

CM　・　i
91806　，近衛公爵御蔵器入札（第2回）

　6月10日・東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第21冊

　内容：大7．6　図版1～98p　目録
　99－159p　22cm

　・表紙題なし

9ユ806A　．

紀州田邊藩主安藤家御蔵品入札
　6月13日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第21冊

　内容二「目録」　大7．6・21p　図版　22

　cm　’

91806B

当市秋山友七氏外三家蔵幅入札
　6月17日、東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第21冊

　内容二「書画展観目録」大7．6’12p

　図版　22cm

91806C

某家蔵品入札
　6月24日、、東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第21冊

　内容：・「もくろく」大7．618p　図版

　22cm

91807

空中文明博覧会
　7月10日～8月25日　上野公園
　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　＜31－826＞

　『空中文明博覧会写真帖』渡部一英編

’帝国飛行発行所　大7．1212，8p．図

　版　肖像　15×23cm　和装

　・出品総目録あり・，

91808

開道五十年記念北海道博覧会
　8月1日～9月19日　札幌区・中島公
　園，北一条西4丁目

　　　　　　　　　　　　　　〈368－89＞

　『開道五十年記念北海道博覧会事務報告』

　北海道庁　大9．3738，46，44p　図版32

　枚　26cm

　　　　　　　　　　　　〈384－116＞

『五稜廓内歴史三三列品目録』　開道五十

年紀年北海道博覧会函館協賛会主催
〔函館〕　開道五十年記念北海道博覧会函

館協賛会　大8．g　i89p　図版1乞枚　19

cm

91809

二科会展覧会（第5画）

　〔9丹9日～9月30日竹之台陳列
　館〕、。一、’

　　　　　　　　　　　　　　〈418－45＞

　『二科会画集』　1918年　石井三吉編　二

　科会　大7．9　図版15枚　31cm

91809A

日本美術院展覧会（再興第5回）

　〔招待日　9月10日，一般公開日’9月11

　日～9月30日置竹一台陳列館／招待日

　10月16日，一般公開日　10月17日～10月

　31日　岡崎公園第1勧業館〕20－4

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

　5回　日本美術三編　西東書房　大7．

　9　■冊（図版）．32cm「和装

91810

農商務省工芸展覧会（第6回）

　〔10月10日～11月30日　上野不忍池畔

　日産奨励会陳列館〕26

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞

　『農商務省工芸展覧会図録』第6回　農

　商務省編　画報社　大8．219p　図版
　134枚－27c血－

’一@63　一



拝

91810A
文部省美術展覧会（第12回）

　〔10月14日～11月20日　竹ノ台陳列館／

　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業
　館〕2、一5

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461／f＞

　『文部省美術展覧会図録』　第12回　文部

　省編　審美書院　大7．11　2冊　27cm
　・〈22－461＞「日本画之部」、11，229（図版），

　8p，〈22－4614＞「西洋画及彫刻之部」

　10，117（図版），60（図版），6p

井宗太郎編　京都　制作社　大7　図版

20枚　29×38cm　国画創作協会蔵版

・奥付なし

91811A

稲麻家所蔵品入札
　11月21日　東京美術倶楽部

『美術倶楽部目録』　第22冊

内容．：「もく録」』大7．11

22cm

〈88－380＞

21p　図版

　　　　　　　　　　　　　〈411－37＞

『文展』大正7年の巻　玉当館　大8．1

1冊（図版）36cm’

91810B　．三州史料展覧会（第2回）

　10月19日～10月20日　金沢市蛤坂町三三

　寺

　　　　　　　　　　　　　　〈355－83＞

　『三州史料展覧会出品目録』第2回金

　沢　加越能史談会　大8．2、28p　19cm

　（三州史料　回外）

　附：大樋焼春日山焼陳列目録

91810C

衣服展覧会
　10月30日～11月1日　　　　　　ボ

　　　　　　　　　　　　　＜372－318＞

　『衣服展覧会記事一斑』　岸和田町（大阪

　府）大阪府享泉南高等女学校々友会

　大8．11　28p　図版、23cm

91811

国画創作協会展覧会（第1回）　　　c

　〔11月1日～11月15日，白木屋／11月27

　日～12月11日　岡崎第1勧業館〕2。一4、

　　　　　　　　　　　　　＜109－247＞

　『国画創作協会展覧会図録』　第1回　国

　画創作協会編　画報3±　大7．11．1冊

　（図版）　27cm　和装

　　　　　　　　　　　　　＜420－48＞

『国画創作協会展覧会画集』　第1’回　中

91811B

三越絵画展覧会

　〔11月23日711月29日　大阪三
　越）36．、．，、

　　　　　　　　　　　　　　〈147－223＞

　『三越絵画展覧会集』　大正7年　秋之巻

　夫阪三越呉服店美術部　大8．3　1冊（図

　版）27cm　和装

91811C

伯爵小松三三三三大家御蔵器入札
　11月25日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

　『美術倶楽部目録』　第23冊

　内容：「もくろく」大7．1132p　図版

　22cm

918i2

松平子爵（主殿頭）家御蔵品入札

　12月9日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88T380＞

　『美術倶楽部目録』　第23冊

　内容：「夕原家蔵品」　図版1～95p　目

　録　97～115p　22cm
　・奥付なし33

918＊　・
三越絵画展覧会
　　　　　　　　　　　　　　く147－223＞

　『三越絵画展覧会集』大正7年　春之巻

　大阪三越呉服店美術部　大7．7’1冊（図

　版）27cm　和装

一64一
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京：都図案会展（第56回）通常

　1月9日

　　　　r　・　〈83－369＞
　『新作図案』　第56回忌京都図案会編　京

都　芸訴訟　大8、．2　1冊（図版）26cm

和装

91902

日本画会展覧会（第21回）

　2月1日～2月28日　上野公園陳列館
　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞

　『当選画集』　日本画三編　画報社

　内容：「第21回農覧会当選画集」　大8．7

　6p　図版　24cm
　・「第21回絵画展覧会当選百画序」（桂月山

　人　松林篤）

91902A

京都図案会展　古代更紗図案研究会
（第1回）

　2月15日

　　　　　　　　　　　　　　く83－369＞
　『新作図案』研究号　京都図案会編　京

　都　芸艸堂　大8．4　1冊（図版）22×

　28cm和装

91902B

時代陶磁器展覧会

幽〔2月23日～2月27日　大阪三
　越〕36－9一、

　　　　　　　　　　　　　　〈146－218＞

　『古陶六出』　北村直次郎編　京都　芸艸

　堂　大10．3　1冊、27cm　和装．
　さい　こ　かい

　・彩壷会主催

　央図案協会編　京都　芸三三　大8．5
　1冊（國版）22×28cm

91903A

神戸大和絵協会展観

　3月8日～3月9日　神戸元町3丁目太
　田新次郎氏邸

　　　　　　　　　　　　　〈195r194＞　’

　『大和絵』　武岡豊太編　京都　芸三三

　大8．11　1冊　27cm　和装’

91903B　一
畜産工芸博覧会（第1回）
　3月18日～5月31日　．上野公園不忍池畔

　　　　　　　　　　　　　　く378－118＞

　『畜産工芸博覧会報告』　第1回　中央畜

　産会　大9．8529p　23cm

91903C

古谷紅麟遺作展
　〔3月28日　市公会堂〕26一

　　　　　　　　　　　　　　〈195－186＞

　『紅麟遺墨集』　古谷紅麟画　橋永春波野

　編京都芸二二大8．9　1冊（図版）

　26cm　和装

91903

中央図案協会展覧会（第1回）

　3月　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　＜419二127＞
　『中央図案』，

　内容：「第1回中央図案協会作品集」　中

　　　　　　　　’s　一65　，一

91904

全国染織工業博覧会
　4月1日～5月31日　京都市第2勧；二二
　（本館），京都商品陳列所（参考品館）

　　　　　　　　〈195－187＞＜特116－865＞

　『参考品目録』　附・染織参考図書目録，時

　代風俗人形目録　〔京都〕全国染織工業

　博算会　大8．8　23p　図版15枚　27cm

　和装

91904A

日本美術協会美術展算会（第60回）

　〔4月11日～5月15日　日本美術協会〕28

　　　　　　　　　　　　　　＜109－236＞

　『日本美術協会展覧会新古美術出品図録』

　第6咽　旧本美術協会編　審美書院　大

　8．5図版110，23P　27cm．和装

　・新義訓部，古画之部



91905

谷口香嬌遺墨展覧会
　5月17日～5月18日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く422－4＞
　『遺香画集∫，谷ロ香気〔画〕「谷口香三三

　墨展覧会編　京都　一夕堂　大8．．12　28

　P　図版61枚　肖像37cm和装

日～9月29日　竹之台陳列館／招待日

10月16日，一般公開日　：10月17日～11月

2日　岡崎公園第2勧業館〕2。一4

　　　　　　　　　　　　　＜224－190＞

『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

6回　日本美術三編　西東書房　大8．9

1冊（図版）31cm　和装

91906

大阪美術展覧会（第5回）

　〔6月13日～6月19日　大阪三
　越〕36＋，

　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞’
r大阪美術展覧附図鋤謝5回三越呉

　服店編　京都　芸艸堂　大8．11　1冊

　（図版）　27cm

91909B

浮世絵展覧会

　〔9月1日～9「月7日　大阪三
　越〕36＋，

　　　　　　　　　　　　　　＜195－211＞

　『浮世絵集』北村直次郎編　京都　芸艸

　堂大9　1冊（図版）27cm和装
　・奥付なし

91906A　．

早苗会展覧会（第20回）
　〔6月15日～6月17日　第2勧業館〕26’

　　　　　　　　　　　　　　〈195－189＞

　『早苗会展覧会作品集』　第20回　早苗会

　編　’京都「芸艸堂　大8．9’1冊（図版）

　28cm和装

91906B

鈴木春信遺作展覧会

　6月17日～6月18日　京橋区たかしまや

　呉服店

　　　　　　　　L　〈192－132＞
　『春信図録』　百五十回忌辰展覧　鈴木春

　早撃　笹川臨平編　精華社　大9．1　1

　冊（図版）　31cm　和装　．

91909　，　”　．
大和絵展
　9月　大阪心斎橋　大丸

　　　　　　　　　　　　　　〈333－80＞

　『大和絵画集』　岡本喜兵衛編　京都　山

　田直三郎　大8．9　1冊（図版）　30cm

　和装　　　　F

91909A

日本美術院展覧会（再興第6回）

　〔招待日　9月1日，一般公開日　9月2

91909C　i
関根正二遺作展覧会
　9月3日～9月25日　兜屋職堂（神田）

　　　　　　　　　　　　　＜372－296＞
　『信仰の悲み』』関根正二遺作展覧会・石，

　河司興編　陣屋早帰大8．9「63p　図

　版13枚　22cm
　・「関根正二三遺作展覧会に際して」（斉藤

　与理），「関根君と霊感…『其他』」（三潴末

　松），「関根君の事ども」（村商黒影），「関

　根君」（佐々木猛），「関根正二三の死を悼

　む」（赤司尚道），「思ひ三つるままに」（太

　田鶴三郎），「関根君のこと」（津田青楓），

　田各回，　出品1目録1

919ユ0

京都図案会展（第59回）

　10月6日　美術倶楽部新館，旧館

　　　　　　　　　　　　　　く83－369＞

　『新作図案』　第59回　京都図案三編　京

　三三三三大8．11　1冊（図版）26
　cm　和装

91910A

農商務省工芸展覧会（第7回）
　〔10月6日～11月14日〕2、一6

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞
　『農商務省工芸展覧会図録』』第7回　三
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商務省編　画報社、大9。2　15p　図版

110枚　27cm

91910B

帝国美術院美術展覧会（第1回）

　〔10月14日～11月20日　竹ノ台陳列館／

　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業：

　食官〕2、＿6　　　　　　　　　　　　、　・

　　　　　　　　　〈22－461＞＜22－461／f＞

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第1回

　文部省編　審美書院　大8．11　2冊　27

　cm
　・＜22－461＞「日本画之部」　8，123（図版），

　4p，〈22－461イ〉「西洋画及彫刻之部」

　10，11’4（図版），48（図版），4p

91911

国画創作協会展覧会（第2回）’

　〔11月1日～11月15日　日本橋　白木

　屋／11月27日～12月11日　岡崎第1勧業
　館〕2。一4

　　　　　　　　　　　　　　＜420－48＞

　『国画創作協会展覧会画集』　第2回　中

’井宗太三編　京都　制作社　大8．11　図

　版18枚　29×38cm　国画創作協会蔵版

91911A

角山箸篁翁薦事
’11月・3日　三江網島’

　　　　　　　　　　　　　　〈11－582＞

　『角山答酬翁万事図録』瑞ヅ草，三二

　中答篁堂下大阪　山中吉郎兵衛大
　11．63冊（瑞呂3丁，草33丁，魁32
　丁）・23とm　和装

919＊　t三越絵画展覧会

　　　　　　　　　　　　　く147－223＞
　『三越絵画展覧会集』　〔大正8年〕　大阪

　三越呉服店美術部・大9．8　図版113図

　27cm　和装
　・本体に「春・秋」及び「大正8年」の表記な

　し

　　竃　　竃　　観　　潮　　竃　　竃　　竃　　嗣　　嗣　　竃　　竃　　竃　　鰯　　SG

　　　　　1920（大正9）年

　　潮醐竃bE！eE　b金竃1eE　　醐嗣竃geE　、

92002

大阪美術展覧会（第6回）

　〔2月22日～2月27日　大阪三
　越〕36．1。一、

　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞　一

　『大阪美術展覧会図録』　第6回，三越呉

　服野江　京都；iii等等　大9．7　1冊（図

　版）27cm

92003

新聞博覧会
　3月10日～5月18日．大阪市天王寺公園

　　　　　　　　　　　　　　〈397－47＞

　『新聞博覧会報告』大阪電報通信社　大

　9．11　71p　23cm

92003A

京都図案同展（第61回）創立20週年紀

念図案展覧会

　3月25日～3月26日

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第61回　京都図案会編　京

　都　芸艸堂　大9．5　1冊（図版）　26Cm

　和装

　92004

　日本画会展覧会（第22回）

　　4月1日・」　4月24日　上野公園陳列館

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞　’

　　『当選画集』　日本画三編　画報社

　’内容：「第22回展覧会当選画集」大9．9・

　5p　図版　24cm
ノ　・「第22回絵画展覧会当選百画序」（荒木十

　畝）

92004A

日本美術院丸新作品展覧会
　〔4月18日～4月24日　福岡・’博多呉服町

　大平生命保険会社〕2。一4

　　　　　　　　　　　　　〈109－250＞

　『日本美術一派新作品展覧会図譜』渡辺

　実編　新古画三社　大9．4　1冊（図版）
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29cm　和装

92006

早苗会展覧会（第21回）

　〔6月5日～6丹7日第2勧業館〕26
　　　　　　　　　　　　　〈195－189＞

　『早苗会展覧会作品集』　第21回　早苗三

編　京都　芸三三　大9．12　1冊（図版）

．28cm和装

92009

日本美術院展覧会（再興第7回目

　〔招待日　9月1日，一般公開日　9月2

　日～9月29白　竹之台陳列館／招待臼

　10月16日，一般公開日　10月17日～11月

　7日　岡崎公園第2勧業館〕20－4

　　　　　　　　　　　　　　〈224K・190＞

　『日本美術院展覧会図録』再興記二面

　7回　日本美術院編　西東書房　大9．9

　1冊（図版）31cm和装

92010

農商務省工芸展覧会（第8回）
　〔10月1日～11月9日〕2、一6

　　　　　　　　「　　　・　　　　　　　＜331－86＞

　『農商務省工芸展覧会図録』　第8回　農

　商務省編　画報社大10．2　15p　図版

　110枚　27cm

92010A

友染斉遺品展覧会　　　　ご

　〔10月1日～10月14日　大阪三
　越〕36－1。一1。

　　　　　　　　　　　　　　〈162－151＞

　『友三三図録∫　旧名民憲編　京都　芸艸

　堂　大15．131p　図版81枚　肖像。27

　cm　和装

92010B

京都図案会展（第62回）　・

　10月12日　高島屋楼上

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第62回　京都図案会編　京

　都芸艸堂大9．11　1冊（図版）26
　cm　和装

92010C

帝国美術院美術展覧会（第2回）

　〔10月16日～11月22日　竹ノ台陳列館／

　11月29日一・　12月13日　岡崎公園第2勧業

　館〕2、一6

　　　　　　　　　　　　　〈22－461ノで〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第2回

　文部省編　審美書院　大9．11　2冊　27

　　　

　・「日本画之部」10，203（図・版），6p，

　「西洋画及彫刻之部」12，131（図版），

　59（図版），6p

　　　　　　　　　　　　〈16－259ロ〉

『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第2

回　美術工芸会　大9．12　1冊（図版）

26cm　和装

92010D

日本自由画壇展覧会（第1回）
　〔16月28日～11月3日　東京　三越／11

　月12日～11月21日　京都　岡崎第1勧業：

　館〕2。一4

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』　第1回　日

　本自由画壇編〔京都〕山田直三郎大

　9．10’1冊（図版）27cm和装

92011

三越絵画展覧会
　〔11月　大阪　三越〕36Ll。一、、

　　　　　　　　　　　　　〈147－223＞

　『三越絵画展覧会集』　大正9年　秋三三

’大阪三越呉服店美術部編　京都　芸三三

　大10．7．1冊（図版）　27cm　和装

92011A
国画創作’協会展覧会（第3回）

　〔11月2日～11月15日　白木屋／11月27

　日～12月11日　岡崎第1勧業館〕2。上4

　　　　　　　　　　　　　　〈420－48＞

　『国画創作協会展覧会画集』　第3回　中

　井宗太郎編　京都　制作社　大9．11　図

　版19枚　29×38Clh＼国画創作協会蔵版
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92011B
、金工三三tt会

　，11月13日～11月14日　福島県物産陳列館

　　　　　　　　　　　　　　〈11－402＞

　『金工鐙展覧会出品目録』福島金工虚血

　覧会　大9．117，3丁　24cm　和装

　・図版なし　・謄写版，非売品

92011C　”

美工会作品展観
　11月25日～11月26日　京都　高島屋呉服

　店

i　〈423－42＞　『彫工会作品展観図録』美工会編　京都

　山本鉦太郎　大10．3　図版56枚　21×30

　cm　和装

92011D

コンドル博士遺作品展覧会「

　11月27日～11月28日　東京丸之内　帝国

　鉄道協会2階講演室

　　　　　　　　　　　　　　〈426－18＞
　『コジドル博士遺作集』　コンドル博士記

　念表彰会　昭6．12　図版50枚　27×38

　cm　和装

92012

大村西崖氏作画展覧会

　〔12月6日～12月11日　大阪　三
　越〕36．1。．12

　　　　　　　　　　　　　　〈146－244＞

　『翰墨布施』・〔大村西崖画〕’大阪三越呉

　服三新美術三編　京都　芸艸堂　大10．8

　1冊（図版）26cm和装

920　＊

真葛香山作品展覧会
　春　大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈195－212＞

　『真葛香山作品集』北村直次郎編　：京都

　芸艸堂　大9．10　1冊（図版！　27cm

　和栄　　　　　　　　　　’『

　　　竃　　嗣　　観　　嗣　　竃　　竃　　観　　棄　　竃　　■E　　Ω　　竃　　竃　　竃　　　’

　　　　　　1921（大正10）年

　　　Ω　　sE　　竃　　Ω　　観　　竃　　醐　　竃　　竃　　竃　　嗣　　sE　　竃　　竃

92101
京都図案三三（第63向）通常

　1月8日　六角会館

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第63回　京都図案会編　京

　』三三三三大10．2　1冊（図版）26

　cm　和装

92102

大阪美術展覧会（第7回）

　〔2月20目～2月27日　大阪三
　越〕36－11－2

　　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞．

　『大阪美術展覧会図録』．第7回　三越呉

　服細編京都芸艸堂大10．71冊
　・（図版）　27cm

’　92102A

米国開催日本美術院同人絵画展覧会
出品作品陳列会

　2月26日72月27日　日本橋倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈146－219＞

　『日本美術院米国展覧会図録』　日本美術

塑議京劇翠六1！・3　35枚27

　・北米クリイブランド博物館主催，大正10

　年4月から8ヵ月間開催の巡回展に先立
　つ展観。

92103

九州沖縄八三聯合共進会（第14回）

　3月15日～5月13日　大分市

　　　　　　　　　　　　　　く22－240＞
　『九州沖縄八県聯合共進会事務報告』　第

　14回　九州沖縄八三聯合共進会　大11．9

　442p　図版　23cm大正10年大分県主
　催

92103A

玉三会図案展覧会
　3月28日　八阪倶楽部．

　　　　　　　　　　　　　　〈195－1，95＞
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『玉倦会』　［3］福岡玉筆編　京都　芸

艸堂　大10：4　・1冊（図版）　26cm　和

装

92105

日本自由画三三三三展覧会

　〔5月11日～5月・16日　大阪三
　越〕36．、、．5

　　　　　　　　　　　　　　〈337－308＞

　『日本自由画壇同人小品画集』　日本自由

　画壇編京都芸三三大10．6　1冊
　（図版）L26cm

92106

美二会図案展覧会（第2回）

　6月　三三倶楽部、
　　　　　　　　　　　　　　＜146－243＞

　『美制会』第1回　美制会〔編〕京都

　青谷文聖堂大10。8　1冊（図版）27

　cm　和装

92107

京都図案三三
　〔7月〕38

L『東急糸己念号』・

・艸堂　大10．8

和装

東京出張展覧会　あ

　　　　　　　r’
　　　　　　　＜423－66＞

京都図案会編京都芸
図版45枚　22×28cm

　L

92107A
全国工業博覧会参考宝物館陳列

　〔7月5日～9月5日三都　岡崎公
　園〕23

　　　　　　　　　　　　　　＜192－142＞

　『京都名刹遺宝図録』浜岡光哲編　京都

　青谷文聖堂　大10．12　1冊（図版）30

　cm和装　　　し

92109

日本美術院展覧会（再興第8回〉

　〔招待日　9月1日，r般公開日　9月2

　日～9月28日　竹の台陳列館／招待日

　10月14日，一般公開日　10月15日～11月

　6日　岡崎公園第2勧業館／招待日　11

　月10日目二般公開日　11月11日～11月23

日　大阪府商品陳列所〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
『日本美術院展覧会図録∫再興記念　第

8回　日本美術院編　東京巧芸社　大

．10．9　1・冊（図版）31cm、和装

92109A
日本自由画壇展覧会（第2回）
　〔9月15日～9月24日　東京〕2、．6／〔10

　月29日～11月20日　京都　岡崎第2勧業

、館〕26、

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』第2回　日

　本自由画三編　〔京都〕　山田直三郎大

　10．10　1冊（図版）　27cm　和装、

92109B

印刷文化展覧会
　9月25日～10月25日　東京博物館

　　　　　　　　　　　　　　く317－117＞

　『印制文化展覧会歴史的列品目録』　印刷

　文化展覧会協賛会大10．10与8P　23

　cm・

　・図版なし

　　　　　　　　　　＜026．3－Ty993k＞

『古板図録』印刷局内朝陽会大11・5

図版89枚　28×40em
附録二選択集古版本考（新村出）

92110

農商務省工芸展覧会（第9回）

　〔10月1日～11月9E　農商務省商品陳

　列館〕37．2　1

　　　　　　　　　　　　　　〈331：86＞

．『農商務省工芸展輩会図録』　第9回　農

　商務省編　画報社木il．3・16p　図版1

　120枚　27cm

92110A　一日阿南画院展覧会（第1回）

’〔10月4日～10月10日，京都　岡崎公園

　第1勧業館〕2。．，

　　　　　　　　　　　　　　＜109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』第1回　日本

　　　ei　t一70一



　南画年回、京都　芸艸堂　大10．11　1

　冊（図版）　27cm

92110B

帝国美術院美術展覧会（第3回）

　〔10月14日～11月20日　竹ノ台陳列館／

　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業
　館〕21．61

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461ノで，〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』「第3回

　文部省編　審美書院　大10．11　2冊

　27cm
　・＜22－461＞「日本画之部」　9，182（図版），

　6p，〈22－461イ〉「西洋画及彫刻之部」

　12，133（図版），94（図版），6p

92111

大蔵会（第7回）・

　11月6日　京都高等家政女学校

　　　　　　　　　　　　　〈317－119＞

　『大蔵会展覧目録』　第7回　京都仏教各

　宗学校聯合三編　大10　58p　19cm
　・奥付なし　・図版なし

92112

三友展覧会（第2回）裾模様図案展
夏向
　〔12月〕3g

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『三友』’第2、三友倶楽部編．京都　芸

　艸堂　大11．1図版98p　26cm　和装

好会編　玄文社出版部

（図版）　26cm　和装

大10．11　1冊‘

　　竃　　竃　　竃　　竃　　嗣　　竃　　観　　竃　　國曖　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃

　　　　　1922（大正11）年

　　観　　1E　　竃　　竃　　竃　　3ec　kE　　奄　　竃　　竃　　観　　30t　竃　　嗣

92203

三友偲同盟三三
　3月8日　八三倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く423－90＞

　『巽』「第1集　巽友憺同盟会編　京都

　芸鞘堂　大11．4図版49枚　22×28cm
　和装　　　　’

92203A

大阪美術展覧会（第8回）

　〔3月9’日～3月15日　大阪t，三
　越〕36－12一、’

　　　　　　　　　　　　　＜337－241＞

　『大阪美術展覧会図録』　第8回　三越呉

　服店編京都芸尊堂大11．8　1冊
　（図版）　27cm

92203B

平和記念東京博覧会

　3月10日～7月31日　上野公園

　　　　　　　　　　　　　　〈416－56＞

　『平和記念東京博覧会出品写真帖』　平和

　記念東京博覧会出品写真帖発行所編　赤

　誠堂出版部　大11．9　1冊　26×37cm

　和装

92112A

奉献写真展覧会
　12月6日～12月8日　日本橋　白木屋

　　　　　　　　　　　　　　く423－77＞

　『奉献写真画集』やまと新聞社写真賢才

　やまと新聞社大10．12図版100枚
　19×27cm　和装

921　＊

保坂光山作品展覧会
　初夏　小笠原伯爵邸

　　　　　　　　　　　　　〈146－259＞
　『保坂光山作品展覧会図録』、保坂光山愛

　　　　　　　　　　　　　＜368－193＞

’『平和記念東京博覧会審査報告』上，下

巻平和記念東京博覧会大12．82冊
26cm｛和装

　　　　　　　　　　　　　〈368－208＞

『平和記念東京博覧会事務報告』上，下

巻東京府大13．32冊26cm，

　　　　　　　　　　　　　〈507－44＞

『文化村住宅設計図説』平和記念東京博

覧会出品　高橋単解　鈴木書店　大11．5

81p　図版　22cm
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92203C

近世日本国民三朝三役史料展覧会
　3月18日～3月20日　国民新聞社別館’

　　　　　　　　　　　　　　〈317－133＞

　『近世日本国民史朝鮮役史料展覧会陳列

　書籍解題』　高橋源一郎著　国民新聞社

　大11．35♀p　19cm’

92203D

日本美術院試作展覧会（第8回）

　〔3月20日～4月3日　日本橋　三越／

　4月7日～4月15日　京都　岡崎公園
　京都市公会堂／4月26日～4月30日越新
　潟県商品陳列所〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　　〈109－259＞

　『日本美術院試作展覧会図録』、第8回
　日本美術院編　大塚巧三社’大11．3　1

　冊（図版）26cm和装

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L92204

特別浮世絵展覧会
　4月18日～4月22日　平和記念東京博覧
　会所場内東京自治会館楼上

　　　　　　　　　〈317－125＞〈特102－249＞

　『英国皇太子殿下台覧特別浮世絵展覧会

　陳列出品目録』東京市　〔大11〕　13p

　20cm

92204A

日本美術展覧会
　〔4月20日一一6月15日　’パリ　国民美術

　協会サロン〕20－5

　　　　　　　　　　　　　　〈1’09－270＞

　『サロン出品日本美術品図録』　西暦1922

　年　日仏交換美術展覧一編幽京都　葺艸

　堂　大11．11　2冊（図版）　27cm　和装

　「古美術．工芸品之部」，「日本画．西洋画．

　彫刻之部」

編　三越呉服店　大11．5　10，22p　図

版10枚20cm
・「仏蘭西現代美術展覧会について」（レオ

’ン・ロザンタール）p．2～10

92205A

東海道交通史料特別展覧会
　5月15日～5月28日　逓信博物館　’

　　　　　　　　　　　　　　〈317－128＞

　『東海道交通史料特別展覧会目録』逓信

　博物館　大11序　16p　23cm

92206　t

三佐維新志士記念展覧会

　6月4日～6月10日　国幣中社弥彦神社

　無雑徴古館

　　　　　　　　　　　　　　〈394－250＞

　『三佐維新志士三略』附・志士記念展覧

　葬列晶目録　弥彦村（新潟県）　国幣中社

　．弥彦神社越佐田古館　大11．6118，1i，

　24p　20cm

　・図版なし．

92206A

（）標準図案展覧会（第1回）

　　6月10日．～6月12日　京都　岡崎第1勧

　　学館

　　　　　　　　　　　　　　　〈416－49＞

　　『標準図案展覧会図録』！第1回　中野弥

　　吾編　京都　仏教芸術院出版部　大11．6

　　1冊（図版）　23×31ρm　和装
　　　　　　t

　92206B
早苗会展覧会（第23回）　　一t

　　〔6月17日～6月19日　第2勧業館〕26

　　　　　　　　　　　　　　　＜195－189＞

　　『早苗会展覧会作品集』－第23回　早苗会

　　編　京都’芸艸堂　大11．6　11冊（図版）

　　28cm　和装

92205

仏蘭西現代美術展覧会（第1回）　　　　　92207
　5月1日・・　5月31日　農商務省商品陳列　　　田村社中図案展覧会（第1回）

　館／〔6月　大阪商品陳列所〕4。　　　　　　　　7月20日　八坂倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈393－354＞　一　．　〈109－262＞
　『仏蘭西現代美術展覧会目録』　黒田鵬心　　　　　『田村社中展覧会作品集』．第一1回　田村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一72一



　春暁編　京都　芸三三　大11．8’1冊

　（図版）　26cm　和装

　・田村春暁田圃中第1回図案展覧会

92209

日本美術院展覧会（再興第9回）

　〔招待日　9月5日　一般公開日　9月

　6，日～9月29日　竹の台陳列館／招待日

　　10月13日　一般公開旧　10月14日～11

　月5日　三崎公園第2勧業館／一般公開

　日　11，月9臼～．11月19日　大阪府商品陳

　列所〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
　『日本美術院展旧暦図録』再興記念　第

　9回・日本美術三編　大塚巧芸社　大

　11．9　1冊（図版）31cm和装

92209A

伯国独立百年祭記念博覧会
　9月7日～11月15　H，リオ・デ・ジャネイ

　ロ

　　　　　　　　　　　　　　〈518－96＞

　『日本産業協会伯国博覧会事務報告』　生

　田i義人編　日本産業協会　大13．4　114

　p　23cm

92209B

住宅改造博覧会

　〔9月21日～10月20日　兵庫箕面桜ケ
　丘〕23

　　　　　　　　　　　　　〈419－151＞
　『大正十一年九月住宅改造博覧会出品住

　三図集』’市川喜作編　大阪　日本建築

　協会　大11、10　図版26枚　解説26枚
　23×31cm　’

92210

三友展覧会（第3回）染片側帯図案展・

回向
　〔10月〕3g

　　　　　　　　　　　　　＜146－264＞

、『三友』・第3　三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂　1冊1仔牛）26cm和装
　・奥付なし

92210A

農商務省工芸展覧会（第10回）

　〔10月1日～10月31日．農商務省商品陳
　列館〕37一、

　　　　　　　　　　　　　　＜331－86＞

　『農商務省工芸展覧会図録』　第10回　農

　商務省編　画報社r大11．12　16p　図

　・版120枚　27cm

92210B
．日本自由画壇展覧会（第3回）

　〔10月9日中10月17日　日本橋三
　越〕2。一5／〔’1　O月29日～11月10日京

　都〕21－6

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』第3回E
　本自由画壇編　〔京都〕　山田直三郎大

　11．10　1冊（図版）27cm和装，

92210C
帝国美術院美術展覧会（第4回）

　〔10月14日～11月20日竹ノ台陳列館／

　11月27日頃12月11日　岡崎公園第2勧業
　館〕、、一，，

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461ノで〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第4回

　文部省編審美書院大11．11　2冊
　27cm
　・＜22－461＞「日本画之部」　9，185（図版），

「6p，〈22－461イ〉「西洋画及彫刻之部」

　・12，138（図版），97（図版），8p

　　　　　　　　　　　　　　＜109－254＞
　『帝国美術陛美術展覧会原色画帖』　第4

　回　美術工芸会　大11．12　1冊（図版）

　26cm　和装

92210D

近松時代風俗展覧会
　〔10月25日～10月28日〕53大阪　高島屋

　　　　　　　　　　　　　　〈166－316＞
　『近松蒔代風俗展覧会図録』　風俗，器物，

　小袖，筆蹟・摺物の巻　堀喜二編　大阪

　高島屋呉服店美術部大11．12・4冊
　’23cm　和装
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・’ 磨@…　　胸蝋聡－　曽蹄セ戸「vポ‘駕翫・丁　－＾酋り’く噂＾やi

・「風俗」　図版36枚，「器物」　図版45枚

（捻文あり・），「小袖」　図版51枚，「筆蹟・

摺物」図版47枚（序文あり）

92211

日本日画院展覧会（第2回）
　〔11月6日～11月12日　上野公園自治会

　館／11月18日～11月24日　京都〕4、．

　　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』　第2回　日本

　南画院編　京都　芸三三　大11．11’1

　冊　27cm

92211A

大蔵会（第8回）　　　　　一
　〔11月19目〕、42京都山口仏教会館

　　　　　　　　　　　　　　く160－136＞

　『大蔵会図録』　日下無三編　京都』仏教

　芸術院出版部　大12。730p　図版26枚

　23cm　和装

　　　　　　　　　〈R180．3－Ku82ウ〉

『大蔵会図録』’第8回　日下無倫面革解

説　再版　京都　仏教芸術院出版部　大0
12．11　30p　図版26枚　23cfh　和装

92211B
二百年記念近松史料回覧会、

　〔11月24日～11月27日　東京　三、
　越〕36－1至一、、

　　　　　　　　　　　　　　＜317－135＞

『近松遺品及参考品展覧会目録』

二百年祭記念－

図版　19cm
・大阪朝日新聞主催

・奥付なし

巣林子

朝日新聞社』大11s35p

92211C

十人展
　11月26日～11月28日　京都市公会堂

　　　　　　　　　　　く721．9－Ko12ウ〉

　『十人画集』　小林伊三郎編　車回「仏教

　芸術院　大11　図版32枚　19×29cm
　・福田平八郎，堂本印象，中村大三郎，「山

　本紅雲，山口華楊，登内微笑，三三荘三

音，宇田荻村，伊藤草白，榊原始更の近．

作展観。

・奥付なし

’92212　一田村社中図案展覧会（第2回）

　12月16日　八阪倶楽部　　　．

　　　　　　　　　　　　　　〈109－262＞

　・『宙村社中展覧会作品集』　第2回　田村

　春暁編　京都芸艸堂　大12．1　1冊
　（図版）’26cm　和装、

922　＊

百選会（第19画）

　〔春〕53、

　　　　　　　　　　i　〈422－80＞
　『百選会図録』第19回　百選会編京都

　芸三二　大11．4図版52p　32cm　和装

922　＊A

‘朝鮮美術展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　＜109－266＞

　『朝鮮美術展覧会図録』　第1回　〔京城〕

　朝鮮写真通信社・大11．8　1冊（図版）．

　26cm　和装

　　　観　竃　竃　観　竃　嗣　Ω　ket竃　竃　k　gE　観　縞

　　　　　　1923（大正12）年．

　　　竃　竃　）e，潮　観　；eE　剛　IeE◎≡ieE　IeE●≡ieE竃

92302

蘇山面作品展覧会
　　2月8日～2月9日　建仁寺旧居庵
　　　　　　　　　　　　　　〈109－282＞　．

　『蘇山之陶器』幽諏訪蘇山〔作〕蘇山遺作

　品展覧会編　京都　芸艸堂　大12．5　1

　冊（図版）　肖像26cm、和装

92302A　’

血忌会図案展覧会（第3回）

　2月19日　六角会館
　　　　　　　　　　　　　　く146－243＞

　『官制会』第3回　美三会〔編〕京都
　’芸艸堂　大12．3　1舟（図版）　22×30

　cm　和装、
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92303　・　92305日本美術院試作展覧会（第9回）’「　　　一春陽会展覧会（第1回目

tt k3月15日～3月28日　竹め台陳列館／　　　　5月5日～5月27日・竹之台陳列館／6
4月・日一4月15日京都岡崎姻第　　月・7日’一、6月27日大阪府鏑品陳列所．

　1勧業食官〕20＿5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜524－52＞

　　　　　　　　　　　　　〈109－2S9＞’．　r春陽会パンフレ・ト・』麻陽会編ア・レ

　『日本美術院試作展覧会図録』　第9回　　　　ス　大13．3　42p　22cm

　日本美術三編　大塚巧三社　大12．3　1　　　　・「第1回春陽会美術展覧会出品目録」

　冊（図版）22cm　和装　　　　　　　　　　　p．38～42　一

92304　’　一　，　・　92305A　’　・　一’
泰西工芸品展覧会　　，　　　　　　　　光楳会展（第1回）

　4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月11日　入阪倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈416一’79＞　．　・　〈423－133＞
　『図案家協会主催泰西工芸品展覧会列品　　　　『光楳会作品集』初　村松三富綿　京都

　摘英』図案家協会編京都芸艸堂　　　芸霊堂大12．6図版6S枚22×28cm
　大12．7　1冊（図版）122×30cm和装　　　　和装

92304A　・　9’Q305B

蹴謂画欝会主催r式作贈響認識欝三年紀念図案
　〔4月幽大阪　三越〕2、　　　　　　　　　　　　　5月17日　八阪倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈109－275＞　〈337－214＞
　『日本自由画壇後援会主催試作展覧会画　　　　・『紅白図案会作品集』創立拾週年紀念図

　集』　〔1〕三越呉服店新美術三編　京　　　　案展観号　紅白図案初編　京都　芸三三

　都　芸学堂　大12．4　1冊（図版）　26’　　　1冊（図版）22×28cm

　cm　和華　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　・奥付なし

92304B　・　，　92305C武岡豊太氏所蔵浮世絵展　　　　　　　　　大阪美術展覧会（第9回）、

　〔4月15日～4月29日　京都帝室博物　　　　〔5月20日～5月29日　大阪　三
二〕4、　　　　　　　　　越〕36一・3一・

　　　　　　　　　　　　　　〈414－13＞　，　〈337－241＞
　『浮世絵聚英』京都帝室博物館特別展覧　　　　『大阪美術展覧会図録』第9回　三越呉

　京都帝室博：物館　大12．6　図版72枚　42　　　　服平編　京都　芸三三　大12．、11　1冊．

　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図版）27cm

92304C　，　92306京都図案会展（第7b回）　　　　　　　　　団体聯合図按展覧会（第3、回）ttt

　4月18日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月2日～6月3日　商品陳列所即売館
　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜416－80＞

　『新作図案』第70回　京都図案会編　京　　　　　『団体聯杏図按展覧会図録』　第3回　団

　都　芸艸堂　大12．5　1冊（図版）　22×　　　　体聯合図按展覧会編　京都　．芸艸堂　大「

　28c甲　和装　　　　　　　　　　　　　　　　12．7　1冊（図版）23×31cm　和装

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・参加団体は図案研三会，中央図案協会，

　　　　　　　　　　　　　　　　　一75一’



彩七会，睦美会，名美会，図案白星会，

図案美都里会，自由図案会，三枝会，’表

現図案院，無名図案会（11団体）

92309

日本美術院展覧会（再興第10回）

　〔招待日　9月1日　竹の台陳列館1（9

　月29日まで開催予定だったが，午前11時

　58分，関東大震災により開会3時間あま

　りで閉会）／一般公開日　10月30日～11
　月25日　、大阪府商品陳列所／12月23日

　～1924（大正13）年1月6日　法政大
　学〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

　10回　日本美術三編　大塚巧三社’大

　12．11　1冊（図版）　31cm　和装

92310

二科会展覧会（溶出回）

　〔10月9日～10月27日大阪〕21－7／〔10

　月31日～11月13日・京都　岡崎勧業
　食官〕26　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　、

　　　　　　　　　　　　　　＜420－70＞

　『二科』大正12年二科会大12・10

　図版32p　38cm
　・関東大震災のため東京展は中止

92310A

震災慰安スケッチ展覧会
　10月31日～11月4日　本郷三楽軒

　　　　　　　　　　　　　　く526－40＞
　　　　　　　　　　　　　ち　『震災スケッチ画集』　離騒再編　画報社
　　　　　　　　　　　　　　　　　～　大12．12　1冊（図版）　1Pcm

92311

日本美術展覧会
　11月20日～12月15日　京都　岡崎公園第

　2勧業館
　　　　　　　　　　　　　　〈16－249＞

　『日本美術展覧会図録』　日本美術展覧会

　編　大阪辻謙次大12．12　2冊26
　cm　和装
　・』「日本画之部」　図版175枚，　「西洋画之

　部ゴ図版180枚

　　　　　　　　　　　　　〈420－73＞

『日本美術展覧会陳列目録』　大阪毎日新

聞社，東京日日新聞社　大12図版31p

39cm　和装
乳標題紙は「日展図録」，

・奥付なし

92312

円康応挙遺墨展観
　12月7．日

　　　　　　　　　　　　　　〈418－89＞

　『応挙画集∫百三十年祭　円山応三三

　京都　土橋永昌堂　大13．9　図版32枚

　37cm　和装

923＊　．

朝鮮美術展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266＞

　『朝鮮美術展覧会図録』　第2回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　大12．7　1

　冊（図版）　26cm．和装

　　嗣　竃　IeE　潮　圏et　竃　議　剛　竃　観　竃　嗣　竃　3eE

　　　　　1924（大正13）年

　　竃　嗣　ieE　竃　ieE　奄　iti　keE　観　iei　観　竃　醐　醐

92402

中央図案協会展覧会（第16回）

　2月
　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』第16　中央図案協会編　京

　都　芸旧記　大13．3　1冊tt　26cm和

　装ttt

92402A
京都図案三三（第72回）東宮殿下御成

婚奉祝記念図案展覧会
　2・月14日

　　　　　　　　　　　　　　く83－369＞

　『新作図案』　第72回　京都図案三編　京

　都　芸艸堂　大13．3’1冊（図版）22×

　28cm　和装

92402B　i

春錦芋展覧会（第T回）

　2月15日　美術倶楽部

一76一



　　　　　　　　　　　　〈203－106＞

『春岡』第1　春錦会編　京都　芸艸堂

大13。4　1冊31cm和装
・帯地展観

92403

郷土会展覧会（第9回）

　〔3月15日～3月24日・上野松坂
　屋〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　＜509－105＞

　『郷土会画集』　大正13年郷土会編　画

　報社　大13．4　1冊（図版）26cm

92404

新三会展（第6回）　　　　、　’x

　4月5日　西陣織物館，

　　　　　　　　　　　　　＜109－260＞

　『早筆』新艸会編京都芸艸堂大
　13．5　1冊（図版）26cm’和装

　・秋向広織物応用，新艸会図案展観（第6
，回〉

92404A

子供の博覧会
　4月10日～4月30日’長崎市諏訪公園，

　長崎市商品陳列所，馬町車庫

　　　　　　　　　　　　　〈368－224＞

　『皇太子殿下御成婚奉祝子供の博覧会記

　念号』長崎市大13．836p図版
　肖像　27cm　「長崎市公報」号外

92404B

シーボルト先生渡来百年記念展覧会
　4月26日’長崎

　　　　　　　　　　〈289　．　3－cS57Ss2＞

　『シーボルト先生渡来百年記念展覧会出

　品目録』　〔長崎〕　シーボルト先生渡来

　百年記念会　大13．436p　23cm

　・図版なし

92405

・仏蘭西現代美術展覧会（第3回）

　〔5月　大阪商品陳列所〕4。／〔6月1日

　～6月29日　上野桜ケ丘　日本美術協
　会〕3。

　　　　　　　　　　　　　〈337－330＞

『仏展図録』大正13年　大阪　朝日新聞

社　大13．5図版64p　26cm
・裸体作品問題生じる。コラン，ロダンの

6点を別室特陳。

　　　　　　　　　　　　　〈524－97＞

『仏蘭西現代美術展覧会図録』・国民美術

協会主催　〔第3回〕　黒田鵬心編　国民

美術協会　大13．526，26p　図版　23

cm
・仏蘭西現代美術展覧会　作品写真，作家

小伝，作品目録

　　　　　　　　　　　　〈特…116－276＞

『仏蘭西現代美術展覧会』作品写真・作

家小伝・作品目録　2版　国民美術協会

大13．626，26p　図版48p　23cm・

92405A・

上野公園御下賜記念図画展覧会
　5月2日～5月4日　帝国図書館　本館
　階上

　　　　　　　　　　　　　〈K3－E83＞
　『上野公園御下賜記念図画展覧会陳列品

　目録』．帝国図書館　17p　19cm　付（1

　枚）

　・奥付なしi・図版なし

92405B

大阪市美術協会展覧会（第1回）

　〔5月5日～5月25日　大阪市天王寺公
　園内勧i業間〕37－2

　　　　　　　　　　　　　＜113－161＞

　『大阪市美術協会展覧会図録』　第1回

　大阪市美術協会編．大阪　芸苑社　大

　13．5　4冊27cm和装
　・「洋画之部」88p（図版），．r美術工芸

　之部」5，1，．18，19，23，16，9p（図版），

　「彫塑之部」28，45p（図版），「日本画

．之部」　1冊（図版）

92406

早苗会展覧会（第25回）

　〔6月14日～6月18日　岡崎第2勧業

一77一



館〕26

　　　　　　　　　　　　　＜195－189＞

『早苗会展覧会作品集』　第25回　早苗会

読　京都　凡百堂．大13．9　1冊（図版）

28cm　和装

92406A
・黒百合会展覧会（第t7回）一

　6月27日～6月29日’丸井
　　　　　　　　　　　　　・＜特232－250＞

　『黒百合会回顧録』1931年　北海道帝国

　大学文武会美術部　昭6．9286p　23cm

92407

一立斎広重団扇絵展覧会

　7月5日～7月6日　神田　尚美社

　　　　　　　　　　　　　く203－112＞

　『一偏斎広重団扇絵展覧図録』　京都　芸

　丁丁　大13．11　1冊（図版）　30cm　和

　装

　・中村辰次郎収集，’松本喜八郎編

92407A

外邦古陶器陳列
　7月21日～8月3日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈418－87＞

　『恩賜京都博物館外邦古陶器集成』後藤

　博山回　京都　平安精華社　大13．9　8，

　p　図版58枚　33cm

92408

春錦会展覧会（第2回）

　8月末八阪倶楽部
　　　　　　　　　　　　　〈203－106＞

　『三三』　第2　二三下編　京都　二二堂

　大13．10　1冊　22×30cm　和装

　・秋向鎚帯

92409

日本匠術院展覧会（再興第11回）

　〔招待日　9月『2日，r般公開日　9月3

　日～9月29日　竹の台陳列館／招待日
　10月10日，一般公開日　10月11日；一　10月

　24白　岡崎公園第2勧業館／10月30日

　～11月23日　大阪　白木屋〕20－5

　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

『日本美術院展覧会図録』再興記念　第

11回　日本美術三編一大塚巧芸社　大

13．9　1冊（図版）30cm　和装

　　　　　　　　　　　　＜337－353＞
r院展』　第11回　大阪ゴ朝日新聞社　大

13．9図版64p　26cm

92409A
二科会展覧会（第11回）

　〔9月2日～9月29日　東京／10月8日
　～10月26日　京都／10月30、日～11月9日

　大阪〕2、一7

　　　　　　　　　　　　　　〈420－70＞

　『二科』大正13年　二科会編　大阪　朝

　日新聞社　大13．9図版64p．27cm

92409B

日本南画院展覧会（第3回）・

　〔9月13日～9月24日　日本美術協会／

　10月5日～10月13日　大阪　野村ビルデ

　ング／ll月1日～11月12日　京都　岡崎
公園第2勧業館〕、、’

　　　　　　　　　　　　　　＜109－257＞

　∬日本南画院展覧会図録』、第3回　日本
　　　　　　　ダ　南画院編　京都　芸三三　大13．9　1冊

　31cm

92410

帝国美術院美術展覧会（第5回）

　〔10月15日～11月20日　竹ノ台陳列館／

一ll月27日712月11日　岡崎公園第2勧業
　館〕2、二7

　　　　　　　　　〈．22－461＞，〈22－461／　〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第5回

　文部省編審美書院大13．11　3冊
　27cm
　・「日本画之部」8，164（図版），5p，、「西

　洋画之部」　9，169（図版），5p，　「彫刻之

　部」’6，．106（図版），4p

　　　　　　　　　　　　　〈16－259＞

『帝国美術院柴術展覧会原色画9！占』　第5

回　美術工芸会　大13．12　”1冊（図版）

一78一



26cm　和装

　　　　　　　　　　　　　〈528－188＞

『帝展傑作集』第5回　高梨由太郎編

洪洋社　大13．11　図版50枚　19cm

92410A

京都美術工芸展覧会（第1回）
　’〔10月15日～10月20日　第2勧業館〕2、

　　　　　　　　　　　　　〈203－125＞　，

　『美術工芸展覧会図録』第1回　京都美

術工芸三編　京都　芸三三　大14．1　1
　冊（図版），　”　30cm　和装

92410B

黒百合会展覧会（第18回）圃

　10月25日　丸井ギャラリー

　　　　　　　　　　　　〈特232－250＞

　『黒百合会回顧録』　1931年　北海道帝国

　大学文武会美術部　昭6．9　286p　23c血

92411

農商務省工芸展覧会（第11回）

　〔11月1日～11月30日〕2、一7〔農商務省

商品陳列館〕37．、

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞
　『農商務省工芸展魔会図録』第11回　農

　商務省編　画報社　大14．1　16P　図版

　120枚・27cm

92411A　’

京都図案三三（第75回）秋季大展覧会
　11月10日，

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』’第75回　京都図案三編　京

都　芸艸堂　大13．12　1冊　22×28cm

和朝

　・標題に「京都図案会作品集」

924　＊

百澤会（第23回）

　〔春〕53　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　〈422－804　〉

　「百選会図録』　第23回　百選三編　京都

青谷文聖堂　大13．4　・、図版58枚　31cm

D

和装

・新興花鳥模様

924　＊A

絢開会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『絢染会作品集』　第4回　旧染三編　京

　妙芸艸堂大13．5　1冊31cin和
　装

，924　＊B

朝鮮美術展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266u＞
’r朝鮮美術展覧会図録』　第3回　朝鮮総．

　督府朝鮮美術展覧会編　朝鮮写真通信社

　大13．9　1冊（図版）26cm　和装

924　＊C　．

百選会（第24回）

　〔秋〕53

　　　　　　　　　　　　　〈422－80ロ〉

　『百選会図録』　第24回　百選会編　京都

　青谷文聖堂　大13．10　図版36枚　32cm

　和装

　・第1科・・LE．1楽趣味と宗達趣味，第2科

　新クロマ模様（新色調模様）

　　feE　竃　　竃　　竃　　竃　　剛　　竃　　竃　　羅　　竃　　竃　　調　　嗣　　竃

　　　　　1925（大正14）年

　　竃　　竃　　醐　　竃　　竃　　竃　　観　　奄　　竃　　羅　　竃　　観　　SE　嗣

92502　・　・日本美術院試作展覧会（第11回）

　〔2月1日～2月27日　竹の台陳列館／

　3月25日～3月31日　京都市商業会議
　所〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　〈109－259＞

　『日本美術院試作展覧会図録』第11回

　日本美術院編　大塚巧芸社　大14．2　1

　冊（図版）　22cm　和装

92503

明治以前洋画展覧会
　〔3月8日～3月22日〕43

　館．

一　79一一

恩錫京都博物’

〈524－336＞

B



鰍爪繍、t，．。．。““一瑛、・tX、髄綿．騨

　『明治以前洋画展覧会講演録』　恩賜京都

　博物館・大1437p　22cm
　・「明治以前洋画の源流」（新村出），「洋画

　展覧会を観たる所感」（太田喜二郎）

　附：蒐集品目

　・奥付なし一　　　　／　　　n

器盤芸奏覧会（第2回1

・3月・0日一5月・8日fi上野公園不忍池畔

　　　　　　　　　　　　　　〈378－118＞
　『畜産工芸博覧会報告』　第2回　中央畜

　産会　大15．9234p　23cm
　・第7部　芸術『

92503B

大大阪記念博覧会
　3月15日～4月30日　大阪市’天王寺公

　園，大阪城
　　　　　　　《518－185S〈606．7－073ウ＞

r大大三訂博覧会誌』大阪蜘三社’

　大14．9　862p　図版　地図　22crp、

’　92503C

篠山刀剣大会　’　　　　，

　3月21日　篠山町立町・尊宝寺
　　　　　　　　　　　＿　　　・＜特…112－663＞

　『日本刀の研究』附・篠山刀剣大会出品．

　刀目録樋・三編篠山町（薙県）簿
　山新聞社、大14．932，19p　23cm

　・大黒刀剣保存会主催篠山新聞社後

　援
　　・図版なし

　92504　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

赤玉盃獲得写真競技会（第1回）・

　　〔4月〕37－2

　　　　　　　　　　　　　　〈333－102＞
　　r赤玉盃獲三三三三入選画集』第・

　　回大阪三三大弓1冊（醐
　　31cm

　92504A
　日本画会展覧会（第3回）

　　〔4月4日～4、月26日竹の台陳列

館〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　＜162－102＞

　『日r本画会絵画展覧会図録』第3回．日

本画会編鮒堂大14・4冊（図版）

　27cm
第3回革新日本画会展覧会

92504B　・　，万国現代装飾美術工芸博覧会’

　4月28日～11月8日　フランス　デ・サ
　シヴァリード・セーヌ河畔，ブランパレ

　　　　　　　　　　　　　　〈518－232＞
r巴里万国鍬美術工芸博覧頚本産業

　協会事務報告』　日本産業協会　大15．7
　．287，216p　図版幽23cm

　　　　　　　　　　　　　　　〈343－7＞

　『巴里万国装飾美術工芸博覧会政府参同

心締搬轡騨3gz、

　　　　　　　　　　　　　　＜337－425＞

　．『近世建築』、no．88洪町道大15．10

　図版20枚　26cm　近世建築巴里万国工

　芸美術博覧会　一九二五年　巻6

　　　　　　　　　　　　　　〈337－378＞

　『巴里万国工芸美術博覧会室内装飾図録』

　装飾研究会　大14．12　1冊（頁平なし）

　22cm

92505

日本丁由画壇試作展覧会（第3回）

　〔5月　大阪／京都〕26

　　　　　　　　　　　　　＜109－2754＞

　『日本自由画壇試作展覧会図録』　第3回

蔽鞭壇大14●6珊（図．．

82505A
茨城美術展覧会（第2回）

　　5月1一日～5月7日　水戸市公会堂’

　　　　　　　　　　　　　　＜160－129＞
　　『茨城美術回覧会図録』．一三2回　水戸

　　いは酵新聞社大・4・51冊（図版）

r80一



23cm　和装

92505B

向島史蹟名勝図画展覧会
　5月16日～5月18日　帝国図書館　本館

　階上

　　　　　　　　　　　　　〈K3－E84＞
　『向島史蹟名勝図画展覧会目録』　帝国図

　書館　〔大14〕　29p　19ρm　折り三図1

　枚

　・奥付なし

92505C　・

前田候爵家御蔵器入札
　5月25日　東京　前田候爵邸

　　　　　　　　　　　　　　．t＜K3－83＞

　『前田家蔵器売享成果目録』　棚木一三編

　輯筆録　〔金沢〕　昭56．3　14p　26cm

　前田育徳会設立基金調達のための入札目

　録（大正14年5月置

92507

後添協会三十年記念遺墨展観
　7月　建仁寺方丈，両足院

　　　　　　　　　　　　　　〈421－56＞

　『後出協会三十年記念遺墨展観図録』　後

　素協会編　京都　芸艸堂　大14．8　図版

　46枚　38cm　和装’

92509

画面移入に関する古書展覧会
　9月　大阪毎日新聞社

　　　　　　　〈162－126＞〈027．8－A714b＞．

　「文化移入に関する古書展覧会目録』　荒

　木幸太郎編大阪蟹行三社大14．9
　210p　24cm　和装

　表紙の書名：文明移入に関する古書展覧

　会目録

　・「西洋あ影響を受けだ日本画」P．
　201　一一　210

92509A

日本美術院展覧会（再興第12回）

　〔招待日　9月2日，一般公開日　9月3

　日～9月29日　竹の台陳列館／10月8日

～10月25日　天王寺勧業館〕2。一5

　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
『日本美術院展覧会図録』’ ﾄ興記念　第

12回　日本美術畦編　大塚巧芸社　大

14。9　1冊（図版）30cm和装

　　　　　　　　　　　　　　〈337－353＞

　『院展』第12回夫阪朝日新聞社大

　14．9図版64p　26cm

92509差

脚科会展覧会（第12回）

　〔9月2日～9月29日　竹の台陳列
館〕、。一5　　　ご

　　　　　　　　　　　　　　〈420－70＞

　『二科』大正14年　二科会編　大阪　朝

　日新聞社　大14．．9　図版64p　27cm

92509C

仏蘭西現代美術展覧会（第4回）

　〔9月2日～9月23日　上野　日本美術
　協会〕37－2／〔10月目名古屋松坂屋／11

　月　大阪　天王寺市勧業館〕4。

　　　　　　　　　　　　　　〈524－97＞
　『仏蘭西現代美術展覧会図録』　国民美術

　協会主催　第4回　黒田鵬心編　日仏芸

　三社　大14．9　1冊（図版）26cm

　　　　　　　　　　　　　〈337－330＞

　『三三図録』大正14年　大阪　朝日新聞

　社　大14，9図版64p　26cm

92509D

日本南画院展覧会（第4回）

　〔9月25日～10月4日　日本美術協会／

　10月10月～10月25日中京都　岡崎公園第

　2勧業館／10月29日～11月15日大阪

　天王寺公園勧業館〕4、

　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』第4回　日本

　南画三編京都芸勤評大14．10，1
　冊　31cm　　　　　　　　　　・

92510

三友展覧会（第6回）染丸帯片側帯三

一81一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜333－103＞　　・

案騨．＿＜、46，264＞羅美騨幣転回舗
r桂友』第6畏友倶楽舗京都芸、　大14・11．珊（図版）31cm

旧辞大・5・2・冊（図版）26・m・禾ロ　　　　　　　＜、6．259＞

装　　　　　　　　陪国恥繊美術三会馳画帖』第6
繋案会展（第77回）二＋五周年記可罰Ψ会’大14●111冊（図版）

襟購　く83．369＞議画引別展覧会

獣臭術協会＿会（第69回）三論大14’10’26P　18cm

考騨驚日本美術臨＞r彩雲慈光』翻＿繊

r厳寛永鵬画集』静坐欄舗　 大・5・5図版69枚．50・m繊，

　画報社大15．4図版42枚　39cm和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92510F
　装　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　三軒庵記念回議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月16日～10月17日、平野町三三楼上

　　r都塵会回繭』・93・年三幅帝国　・先考囎紀念難三主松本蕪’

　　大学文武会美術部　昭6．9286p　23cm
　　　　　　　　　　　　　　　　一　’　92510G

無糖聯蕪：癖響撒雛鶴　三訂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大14．12’1冊子23cm
　　館〕2、一7

　　　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461イ〉　●主｝こ図版

　　『帝国美術院美術展覧会図録』　第6甲

　　・72（図版），5・，「第2部絵画（群・鞭氏別館　　、2。3．、42＞
　　画）之部」9，158（図版），4p，「第3部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『昌隆社五十周年記念三三図録』大阪
　　彫塑之部」．2，80（図版），3p

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－82一



昌隆社，大15，12冊32・m和装・
・第3席　南宗書画展観（大阪美術倶楽

部），　第6席　明清書画展観（大阪美術

倶楽部），　第9席　銅器陳列（鵜野氏別

館）

925101

日本自由画壇展覧会（第5回）

　〔10月23日～10月29日　日本橋三
　越〕2。一5／〔11月12日目11月22日　京都

　岡崎公会堂〕26

　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』第5回，日

　本自由画：畔編　〔京都〕　山田直三郎大．

　14．11　1冊（図版）27cm　和装

92510J

推古会（第4回）

　10月24日～10月25日　東京美術学校講堂

　　　　　　　　　　　　　〈KB76－5＞

　『推古会図録』　第4回　推古三編　杉本

　栄三郎　大15．11　図版102枚　23cm
　金銅仏

92510K

商工省工芸展覧会（第12回）

　〔10月25日～11月13日　三越本店〕37－2

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞

　『商エ省工芸屡覧会図録』　第12回　商工

　三編，画報社　大14．12　16p　図版120

　枚　27cm
　・終刊を改称

92511

刀剣装飾陳列
　11月　東京帝室博物館’

　　　　　　　　　　　　　〈特273－275＞

　『東京帝室博物館案内』　東京帝室博物館

　内容：「刀剣…装飾陳列目録」　大正14年11

　月　大14．1228p　120cm

　・図版なし

92511A

淡交会展覧会（第2回）

　〔11月20日～11月28日　日本橋三

越〕2。一5／12月　大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　く421－61＞
『淡交会図録∫　第2回　大塚巧芸社　大

14．11図版14枚　39cm和装

925　＊・

百選会（第25回）

　春

『百選会標準図案集』第25回

京都青谷文聖堂大14．1
p　29cm
・第1科新小袖趣味，第2科
ロマ模様

〈422－80ノ、〉

百選会編

図版20，33

春の新ク

925　＊A　．　H．．
県社柳判型神徳記念展覧会
　　　　　　　　　　　　　く393－733＞

　『県社柳廼社神徳記念展覧会出品目録』

　・〔大野町（福井県）〕　〔柳三社々務所〕大

　14　130p　19cm
　・奥付なし　・図版なし

925　＊B

旧染会展（第5回）

　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『絢二会作品集』　第5回　絢小会編　京

　都．芸評堂　大14L6　1冊　31cm　和
　装

925　＊C

朝鮮美術展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』，第4回　朝鮮総

　督府朝鮮美術展覧会〔編〕朝鮮写真通信

　社大14．91冊（図版）26cm和装

　　竃　　竃　　観　　竃　　観　　観　　竃　　観　　竃　　嗣　　竃　　竃　　竃　　竃　　’

　　　　1926（大正15・昭和1）年

　　竃　　糊　　SE　圏岡　　SE　竃　　SE　　剛　　嗣　　奄　　竃　　竃　　嗣　　奄

92603

化学工業博覧会（第2回）

　3月19日一．5．月17日　上野公園不忍池畔

　　　　　　　　　　　　　〈326－363＞

一83一



『化学工業博覧会報告』第2回　化学工

業博覧会　大15．11389p　23cm

92603A一
日本ピグメント協会展覧会（第3回）

　3月25日～3月28日　京都岡崎公園図書

　館／4月20日～4月22日、大阪朝日新聞

　社
　　　　　　　　　　　　　　〈552－84＞

　『日本ピグメント協会展覧会作品集』第

　3回　大阪　白陽画集社J］大15．5　1冊

　22cm
　「白陽」第5巻第4号
　・日本光画芸術協会第3回展覧会作品成

　績

92603B
京都市立絵画専門学校・京都市立美
術工芸学校生徒作品展

　〔3月26日～3月28日〕45’

　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞

　『京都市立絵画専門学校第十六回削回術

　工芸学校第三十三回卒業作品図録』京

　都市立絵画専門学校校友会，京都市立美

　術工芸学校校友会編　京都　芸三三　大

　15．71冊（図版）26cm’表紙の書
　名：絵美両校卒業記念図録

92604・　i全国産業博覧会
　4月1日～5月10日、姫路市
　　　　　　　　　　　　　’＜563一＝185＞

　『全国産業博覧会誌』姫路商業会議所

　昭2．4476p　図版34枚　23cm　s

92604A

服飾特別展覧会
　4月2日～4月25日　東京帝室博物館
　　　　　　　　　　　　　く特115－563＞

　『服飾特別展覧会案内』　東京帝室博物館

　大15．447p　19cm

92604B

絢染会展（第6回）

　〔4月7日～4月8日〕3、京都美術倶楽

　部，

　　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『絢染工作品集』　第6回　絢三会編　京

　都　芸三三　大15．8　1冊　31cm　和

　装

92605

法隆寺伝来御物聖徳太子関係遺物陳

1列

　5月　東京帝室博物館
　　　　　　　　　　’　　　　　＜特273－275＞・

　『東京帝室’博物館案内』東京帝室博物館『

　内容二「法隆寺伝来御物聖徳太子関係遺

　物陳列目録」大正15年5月　大15．5

　10p　’20cm

　・図版なし

92605A
聖徳太子親仁美術展覧会

　　5月1日～6月10日　東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　　’〈147－270＞

　『聖徳太子奉讃美術展覧会図録』　第1回

　巧芸社　大15．8　4冊　27cm　和装

　・「日本画之部」図版284p，「西洋画之

　部」、図版396p，「「彫刻之部」図版157p，

　「工芸之部」図版82p．

　　　　　　　　　　　　　＜42！－75＞

『聖徳太芋奉讃美術展覧会号』　東京朝日

新聞発行所大15．5図版66p　38cm
「アサヒグラフ」臨時増刊．

92605B
日本写真美術展覧会（第1回）

　5月1日～5月16日　大阪　大丸／7月

　3日～7月16日　東京　美術協会

　　　　　　　　　　　　　　く553－76＞

　『日本写真美術年鑑』　昭和3年度　大阪

　毎日新聞社，東京日日新聞社編　大阪毎

　日新聞社昭4．939p図版40枚27
　　　

　・第1回入選者　p．26～28

92605C
三三図案会展（第78回）

一84一
r



　5月5日
　　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第78回　京都図案会編　京

　都　芸艸堂　大15．6　1冊（図版）　26

　cm　和装

92605D

’友偲陳列会（第1回）

　〔5月、7日〕38、八阪倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈423－237＞

　『秋冬向友倦陳列会出品目録』　第1回

　京都染物同業組合絹三友倦区編　京都

　芸艸堂　大15．7　1冊（図版）　22×30

　cm　和装

92605E

北海道帝国六垂訓基50年記念展覧会
　5月14日～5月16日　予科南側教室
　　　　　　　　　　　　　く特232－250＞

　『黒百合会回顧録』1931年　北海道帝国

大学?M繍昭6．・9286P　23cm

92605F

仏蘭西現代美術展覧会（第5回）

　〔5月15日～6月25日　上野公園　日本

　美術協会〕4／〔8月　別府商品陳列所／

　8月　福岡商品陳列所／9月　大阪江商

ドル／10月京都岡崎鰐口〕幅鋤

　『仏蘭西現代美術展覧会図録』　国民美術

　協会主催　第5回　黒田鵬心編　日仏芸

　術社　大15．5』1冊　26cm

　　　　　　　　　　　　　　〈337－330＞

　『仏展図録』　大正15年．大阪　朝日新聞

　社一大15．6　1冊26cm

92605G

朝鮮美術展覧会（第5回）
　〔5’月15日～　京城商品陳列館〕4

　　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』　第5回　朝鮮総

　督府朝鮮美術展覧会〔編〕朝鮮写真通信

　社大15．81冊（図版）26cm和装

92605H

フィラデルフィア万国博覧会（1926
年）

享見翔1鵬諺鋼〃
　　　　　　　　　　　　　　　〈572－81＞

　『米国独立百五十年記念費府万国博覧会

　日本産業協会事務報告』　日本産業協会

昭2・8406P図版、24・m

　　　　　　　　　　　　　　　〈572－2＞

　『米国独立百五十年記念万国博覧会政府

　参向事務報告』　1926年　商工省商務局’

　昭2．388p　図版　23cm

92606

東洋古画特別展覧会
　6月13『日～6月20日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　く特273－275＞

　『東京帝室博物館案内』東京帝室博物館

　内容：「東洋古画特別展三会陳列品解説」

　大正15年　大15．66p　20cm
　・図版なし

92606A
聚三会展覧会（第4画）

6月14r～6月15日京都懲靴7＞

　『聚秀』第4巻聚秀三編芸艸堂大
　15．8　1冊（図版）32cm和装

，tt6一．9－6．P．’［

日華絵画聯合展覧会（第4回）
　6月18日～6月30日　東京府美術館／7．’

月7日～7脚暢中饗欝4＞

　『日華絵画聯合展覧会図録』第4回東
　方絵画協会大15．1248p　図版104p

　23cm　和装

92606C

江戸風俗年中行事展覧会
　6月23日～7月6日　東京自治会館
　　　　　　　　　　　　　　〈550－124＞

　『日比谷図書館所蔵江戸風俗年中行事展

t85一一’



覧会自録』　日比谷図書館　大15　1枚

47　×　63cm

・奥付なし

92607

板碑拓本陳列
　7月　東京帝室博物館
　　　　　　　　　　　　一〈特273－275＞

　『東京帝室博物館案内』東京帝室博物館

　内容：「板碑拓本陳列目録」大正15年7

　年　大15．719p　20cm
　・図版なし

92607A

こども博覧会
　7月1日～8月20日　京都　岡崎公園

　　　　　　　　　　　　　〈518－273＞

　『京都こども博覧会誌』皇孫御誕生記念

　大阪毎日新聞社　昭2．2511p　図版10

　枚123cm

　　　　　　　　　　　　　〈417－52＞

『こども博覧会照宮記念館図録』大阪毎

日新聞社大15．128p図版55枚0
27×37cm　和装

92609
回忌将軍遺墨遺品四三会

　〔9月〕36＝17＿3　三越

　　　　　　　　　　　　　　く175－98＞

　『乃禾将軍余香』乃木将軍遺墨品記念展

『覧会〔編〕三越呉服店　昭2，3　1冊（頁

　付な’し）　27cm　和装

92609A
H本美術院展覧会（再興第13回）

　〔9月4日～10月3日　東京府美術館／

　10月14日～10月25日　京都　岡崎公園第

　2勧業館／11月10日～11月23日　大阪1
　朝日会館〕、。，，

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』　第13回　日本

　美術院編　大塚巧三社　大15．9　1冊

　（図版）　31cm、和装

　　　　　　　　　　　　〈337－353＞

『院展』　第13回　大阪　朝日新聞社　大

15．9図版64P，26cm

旧名09B

二科会展覧会（第13回）

　〔9月4日～10月4日　東京府美術
　館〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　　＜337－422＞
　『二科画集』第13回　石井柏三編　二科

　会　大15。9　1冊（図版）　26cm

92609C
　日本南画院展覧会（第5回）、．

　　〔9月5日ん9月30日　旧盆美術協会／
　　10月15日～10月25日大阪高島屋別’

　館〕4／〔10月29日～11月10日　京都市岡．

　　崎公園第1勧業館〕41

　　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　　『日本南画院展覧会図録』　第5回　日本

　　南画三編京都芸艸堂大15・9珊
　　31cm

　　　　　　　　　　　　〈337－421＞

『南画展』第5回大阪朝日新聞社
大15．9図版64p　26cm

92609D
商工省工芸展覧会（第13回）

　〔9月7日£9月26日　銀座．松屋〕37－2

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞

　『商工省工芸展覧会受賞品図録』　第13回

　商工省編画報社大15．115，13p
　図版112枚　27cm

92609耳

商業美術作品展覧会（第1回）

　9月1．2日～9月18日　丸ビル2階丸菱

　呉服店

　　　　　　　　　　　　く特254－761＞
　『商業美術パンフレット』第1面　〔商

　業美術家協会）1昭2．2　46p　19cm　商

’業美術家協会内容一覧

　・図版なし

86一



92609F

黒百合会展覧会（第20回）

　9月28日～9月30日　丸井呉服店

　　　　　　　　　　　　〈特232－250＞
　『黒百合会回顧録』　1931年　北海道帝国’

　大学文武会美術部　昭6．9286p　23cm

92610

日本自由画壇展覧会（第6回）

　〔10月2日～10月7日　目本橋三
　越〕2。一5／〔10月30日～11月15日　京都〕26．

　　　　　　　　　　　　　　＜337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』第6回　日

　本自由画壇編　京都幽幽堂　大15．12

　i冊（図版）27cm

92610A

凍西古織錦繍展　　　、
　10月15日～10月17日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈VD2262＞

　『東西三三錦繍展観』　山中定次郎編　大

　阪1山中商会　〔大15〕　11p　図版16枚

　19cm
　・奥付なし

92610B

帝国美術院美術展覧会（第7回）
　〔10月16　H　・」　11月20日　東京府美術館／

　11月27日’一　12月11日　岡崎公園第2勧業

　館〕2ii7

　　　　　　　　　　〈22－461＞＜22－461／f＞

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第7回

　文部省編　京都　芸艸堂　3冊　27cm
　・「第1部　絵画（日本画）之部」大15．11

　12，234（図版），6p，』「第’2部　絵画（西

　洋画）之部」大15．1112，220（図版），6

　P，　「第3部　彫塑之部」大15・126・’

　109（図版）’，　3p・

　　　　　　，x　〈333－108＞
　『帝国美術院美術展覧会審査幽幽委員特

　選集』第7回　日本画乏部画報社
　大15．11　1冊（図版）　31cm

　　　　　　　　　　　　　　〈16－259＞

　『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第7

　回　美術工芸会　大15．11’1冊（図版）

　26cm　和装　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　〈421－94＞

　『帝展号』東京朝日新聞社編　東京朝日

　新聞発行所　大15．11図版64p　38cm

　「アサヒグラフ」臨時増刊

92610C

大師会
　10月17日　音羽護国寺

　　　　　　　　　　　　　　〈406－88＞

　『大師会記念帖』大正15年　大師会〔編〕

　大師会事務所昭2．4　1冊（図版）

　51×38cm　秩入

92610D

木村探元遺作展
　〔10月19日　丸ノ内生命保険協会〕4

　　　　　　　　　　　　　　〈414－45＞

　『三元画集』禾三三元〆審美書院大

　15．12　図版55枚　50cm　和装

92610E
在米日本人発展史料農覧会

　10月30日ッ11月8日

　　　　　　　　　　　　〈DC812－160＞

　『展覧会紀念誌』在米日本人発展史料

　〔サンフランシスコ〕〔桑港日本人会〕

　大15　11p　図版2枚　23c卑

　・奥付なし．

92611

桂友展覧会（第8回）染丸帯片側帯図

案展　回向
　〔11月〕3g

　　　　　　　　　　　　　’＜146－264＞

　『富豪』第8（上，下）桂友倶楽部編

京都、芸瞠日召2・11冊2．6cm不ロ

　装

92611A

淡交会展覧会（第3回）

　〔11月2日～11月10日〕、東京三越本
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　15．11図版14枚　39cm　和装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く83－369＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『新作図案』　第79回　京都図案三編　京

92611B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都　芸艸堂　大15．12　1冊（図版）　26

中央亜細亜発見古画模本特別陳列　　　　　cm和装　　　　’
　11月3日～11月14日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　〈特273－275＞　　　92611G

　r東京帝室博物館案内』東京帝室博物館　　　東西古謡金石展

　内容：「中央亜細亜発見古画模本特別陳　　　　11月10自～11月12日　大阪美術倶楽部

　列解説」大正15年　夫15．1120p　20　　　　　　　　　　　　　　　　　＜VD2007＞

　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『東西古萄金石展観』　大阪　山中商会

　・図版なト　　　　　　　　　　　　　　　　〔大15〕61p　図版16枚　27cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・奥付なし
92611C　一　・

麟砦雛饗古板鋤並幅摺曇（第5回）
1・月3日一・・月7日磁高岡図書館　　・・月20日一・！月2・H・東京美術学校文庫

　　　　　　　　　　　　　　〈524－500＞　’．　．　〈572－15＞　’
　『慶長から明治初期までの海外文化移入　　　　『推古三図金剥　第5輯　推古三編　杉本

　関係古板本写本並錦絵類文化資料展覧会　、　　　栄三郎　昭2．5　21p　図版81枚　23cm

　目録』市立高岡図書館　大158p　23　　　　楽浪遺物と金属象嵌器物

　cm
’鮒なし’図版なし @　　翫旧作三会展覧会（第2向）

926・・b　　　　　’　〔・2月IM　、
独逸現代美術展覧会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈417－35＞
　11月7日～11月30日　上野公園桜ケ商　　　　『日本書道三振会展覧会写真帖』第2回

日本美艦列品館 @、524．527＞　縣昭2・4186P　23×31rm　10装

　『独逸現代美術展覧会』　国民美術協会　　　92612A

　大15．1123p図版4b枚23cm作家　　　絹古血仙区陳列会（第2回）
小伝及図入目録 @　　　12月4こ入阪倶楽部　く4、7．29＞

　　　　　　　　　　　　　　〈337－441＞　　　　『絹吊友仙区陳列会出品図録』第2回

　『独逸展』第1回大阪朝日新聞社　　　　京都染物三業組合絹吊友仙三編京都
　大15．11図版64p　27cm　　　　　　　　　　芸艸堂　1召2．1　1冊（図版）26×37cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和装

92611E

輪綿八坂クラ．　・驚慶
　　　　　　　　　　　　　　〈147－265＞　　　　八坂倶楽部

離』大鷺饗編諮鰻美ごr呉金吊』痢購吉編三冠1

　　　　　　　　　　　　　　　　　－88一



堂　大15．11　1冊（図版）26cm　和装

　　　　　1927（昭和2）年

92702

桂友展覧会（第9回）染丸帯片側帯図
案展　歯向』

　〔2月〕39

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『三友』　第9　三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂昭2．4　1冊26cm和装

92702A

日本美術院試作展覧会（第12回）

　〔2月17日～3月4日　東京府美術
　館〕，。．5　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　〈109－259＞

　『日本美術院試作展覧会図録』第12回

　日本美術院編　大塚南頭社　昭2，3　1

　冊（坐商なし）23c歎和装

92703

仏蘭西現代美術展覧会（第6回）

　〔3月1日～4月7日　東京府美術
　館〕・5／〔4月　大阪　商品陳列所〕4。

　　　　　　　　　　　　　　〈524－97＞

　『仏蘭西現代美術展覧会図録』第6回

　荒城季三編　日仏芸術社　昭2．3　図版

　50枚　22cm

　　　　　　　　　　　　　〈337－330＞

『三三』　1927年　大阪　朝日新聞社　昭

2．3　図版64p　27cm

92703A

京都市立絵画専門学校・京都市立美
術工芸学校生徒作品展
　〔3月26日目3月28日〕45

　　　　　　　　　　　　　〈175－113＞

　『絵専美工卒業製作品図録』昭和2年度

　京都市立絵画専門学校・京都市立美術工

　芸学校々友会編　京都　芸艸堂　昭2．6

　1冊（回付なし）27cm　和装

92704

楽器陳列
　4月　東京帝室’博物館

　　　　　　　　　　　　〈特273－275＞

『東京帝室博物館案内』　東京帝室’博物館

内容：「楽器陳列目録」昭和2年4月

昭2．414p　図版4枚　20cm

92704A

紀州徳川家蔵品展観
　4月4日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈203－174＞

　『紀州徳川家蔵品展観目録』　高木文編

　徳川候爵家昭2．3　1冊（図版＞31cm
　和装

92704B

池上秀畝展
　4月12日　華族会館

　　　　　　　　　　　　　く421－105＞

　『秀畝傑作集』池上秀畝〔著〕『秀畝会

　昭2．7　1冊40cm和装

92704C

泰西名画展覧会　　　　　＼
　4月15目～4月30百　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　〈549－263＞

　『泰西名画展観図録』大原孫三郎氏所蔵

，恩賜京都博：物館　昭2．432p　19cm

92704D　，

国画創作協会展覧会（第6回）

　〔4月23日～5月15日　東京府美術
　館〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　〈337－461＞

　『国展』第6回　大阪　朝日新聞社　昭

　2．5　図版64p　26cm

92704E

混沌詩社先賢遺墨展覧会

　4月23日～4月29日　高島屋

　　　　　　　　　　　　〈KC637－76＞
　『混沌詩社先賢遺墨展観誌』　大阪史談会

　昭2．4　1冊23cm和装
　・図版あり
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　92704F　，　京都図案会展（第80回）

　　4月29日
　　　　　　　　　　　　　　　’〈83－369＞

　　『，〔京都図案会〕新作図案』　第80回　京都

　　図案会編　京都芸三三　昭2．6　1冊

　　（図版）26cm　和装

ノ　92705

　XX×会図案市
　　5月
　　　　　　　　　　　　　　’　〈423－282＞t

　　『XXX』XXX会編京都芸艸堂
　　昭2．7　1冊（筆付なし）22×30cm和

　　装

　92705A
　周桑写真サ自ン（第1回）

　　，5月3日～5月16日’東京朝日新聞社陳

　　列室／1928（昭和3）年1月25日～1月31

　　日．睡臥　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　　　〈540－143＞

　　T国際写真サvン』　第1回　東京朝日新

　　聞三編　東京朝日新聞社，大阪朝日新聞

　　社、昭2．6　1冊26cm

　92705B
　　ロシヤ展　（新ロシア美術展覧会）

　　〔5月18日～’5月31日　東京朝日会
　　場〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　　　〈337－462＞

　　『ロシヤ展』　1927　朝日新聞社編　東京

　　朝日新聞莞行所昭2．56p．図版70p

　　26cm
　　・「現代ロシア美術界の主潮と作家」（ニコ

　　　ライ・ブーニン）p．1ん4，「ロシアの農民美

　　術」（デヴ1ッド・アルキン）p．4～6

　92705C
　遊興発展（第7回〉
　　　〔5月22日～5月23’日　京都美術倶楽

　　部〕、8’

　　　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　　　『絢染会作品集』　第7回　絢三会編　京’

　　都　芸艸堂　昭2．7　1冊　31cm　和装

92705D　’

日本写真美術展覧会（第2回）

　5月24日～5．月29日　大阪　大丸／6月

　11日～6月16日　東京　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈553－76＞

　『日本写真美術年鑑』　昭和3年度大阪

　毎日新聞社，東京日日新聞社編　大阪毎

　日新聞社　昭4．939p　図版40枚　27

　cm
　・第2回入選者　p．29～32

92706

三友展覧会（第10回）染丸帯羽二重友

仙　秋冬向
　〔6月〕39

　　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『桂友』　第10・三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂　昭21冊　26cm　和装

　喫能なし

92706A　，　x明治大正名作展覧会
　〔6月3日～6月30日　東京府美術館〕5
　　　　　　　　　　　　　　〈421－106＞

　『明治大正名三三号』　第2輯　朝日新聞

　社編　東京朝日新聞発行所昭2．678

　p　39cm　「アサヒグラフ」臨時増刊　・

92706B

聚三会展覧会（第5回）

　6月6日　商業会議所
　　　　　　　　　　　　　　く203－127＞、

　『聚秀』第5巻聚機会編京都芸艸
　堂昭2．7　1冊31cm和装

92707

幕末以後の大阪市史料展覧会
　7月25日ん7月29日　大阪’朝日会館

　　　　　　　　　　　　く216．3－0774b＞

　『幕末以後の大阪市史料展覧会出品目録』

　大阪朝日新聞社　昭2　95p　19cm．

　・奥イ寸なし　　，　　　　　　・

92709

日本美術院展覧会（再興第↑4回）
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　〔9月3日・・一　10月4日　東京府美術館／

　10月13日～10月30日　京都　岡崎公園第

　2勧業館／11月3日～11月23日　、大阪旧

　府庁舎〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　〈224－lgo＞’

　『日本美術院展覧会砂金剥　第14回　日本

　美術院編　大塚学芸社　昭2．9　2冊

　和装

　・「絵画」　1冊（図版）・31cm，「彫塑」

　1冊（図版）　30cm

　　　　　　　　　　　　　〈337－353＞

『院尉第ユ4回大阪朝日新聞社昭
　2．9図版64p　27cm

92709’

`
日本南画院展覧会（第6回）

　〔9月8日～9月26日　日本美術協会／

　10月5日～10月17日　京都1岡崎公園勧

　業館／10月21日～11月3・日　大阪　朝日，

　会館〕4エ

　　　　　　　2　・．　〈log－2s75
r躰繭院eees会即金剥第6回日本

　南画三編　芸艸堂　昭2．9　1冊31gm

　和装

　　　　　　　　　　　　　　く337－421＞

　『南画展』第6回　大阪朝日新聞社
　昭2．秋図版64p『26cm

92709B’

黒百合会展覧会（第21回）

　9月22日　丸井呉服店

　　　　　　　　　　　　　〈特232－250＞

　『黒百合会回顧録』　193i年，北海道帝国

　大学文武会美術部　昭6．9　286p　23cm

g2709c

商工省工芸展覧会（第14圓）

　〔9月25日～10月14伯　上野産業

　館〕37－2／！11月1日～11月10日大
　阪〕2、一8

　　　　　　　　　　　　　　＜331－86＞
　『商工省工芸展覧会受賞品図録』第14回

商工省編画報社『昭2・10412P図’

　1版112枚　27cm　、

92710　，目本四由画壇展覧会（第．7回）

　〔10月2日～10月6日　日本橋三
　越〕2。一5／〔10月24日～11月7日’京都

　岡崎第1勧業館〕26

　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞
　r日本自由画三三三会三三』第7回　日

　本自由画壇編京都芳艸堂昭2．10
珊（図版）27・m、

92710A

京都染物同業組合楳様子部陳列含
　10月15日

　　　　　　　　　　　　　　〈423－295＞

　『若葉』染物同業組合模様三部編　京都

　芸艸堂昭2．11・1冊（図版）22×．30

　cm　和装

92710B

帝国美術院美術展覧会（第8回）

　〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業
　館〕2、一9

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461ノで〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第8回

　文部省編　京都芸艸堂　4．冊　27cm

　和装
　・「第11部　絵画（日本画）之部」昭2．11

　15，297（図版），8恥幽「第2部　絵画（西

　洋画）之部」昭2．1214，287（図版），8

　p，「第3部彫塑之部」昭2．117，
　142（図版），4p，　「第4部　美術J［1芸之

　部」昭2．126，66（図版），3p

　’・第1部は〈22－461イ〉のみ。

　　　　　　　　　　　　　　〈333－103＞

　『帝国美術隣美術展覧会会員委員特選集』

　第8回　日本画之部画報社昭2．11
　、1冊（図版）31cm

　　　　　　　　　　　　　　＜16－259＞

　㌔「帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第8．

　回　美術工芸会昭2．11　1冊（図版）
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26cm　和装

92711

明治文化資料展
　11月1日～11月14日　上野　東京自治会

　館

　　　　　　　　　　　　　〈524－731＞
　『明治文化資料展観書目』　明治節制定記

　念　東京市立日比谷図書館　昭2．1120

　p　23cm
　・錦絵を多く含む

92711A

淡交会展覧会（第4回）

　〔11月2日～11月10日〕6東京三越本
　店／大阪　三越支店

　　　　　　　　　　　　　　〈421－61＞
　『淡交会図録』　第4回　大塚三脚社　昭

　2．11　図版12枚　40cm　和装

92711B

京都図案三三（第81回）

　11月11日

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
　『〔京都図案会〕新作図案』　第81回　京都

　図案三編　京都　芸艸堂　昭2．12　1冊

　（図版）　22×30cm　和装

92711C　，

練工展（第1回）

　11月18目～11月19日　京都商業会議i所／

・11月22日目11月27日遅東京　三越

　　　　　　　　　　　　　〈183－551＞
　『練三三図録』綜工会編　京都’マリア

　画房　昭2．12　図版47枚　27cm　和装

92711E

三々会展覧会（第1回）
　〔11月20日：・一・1・1月28日〕6東京三越呉

　服店

　　　　　　　　　　　　　〈421－110＞
　『了々会図録』・第1回　大塚巧三社　昭

　2．11　図版20枚　38cm　和装
　・建畠大夢，内藤伸，藤井浩祐，朝倉文夫，

　北村西望の彫刻作品

927　＊

朝鮮美術展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈109砦266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』　第6回　〔京城〕

’朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭2　1冊

　26cm　和装
　・刊記は昭和2年のみ（月，日の欄空白）－

927　＊A

日本写真大サロン（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　＜576－38＞
　『日本写真大サロン』　昭和2年度　三関，

　西写真聯盟編　大阪　朝日新聞社　昭3．

　3　7p　図版209枚　26cm

　　竃　　観　　潮　　竃　　剛　　竃　　竃　　竃　　圏E　　竃　　竃　　嗣　　竃　　SE

　　　　　1928（昭和3）年

　　観　SE　竃　観　Ω　iei　竃　竃　竃　ItE　YN　竃　3tE　調

92801

旅順開城記念展覧会

　1月3日～1月22日　銀座　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　〈249－208＞
　r旅順開城記念展覧会写真帖』　山崎高延

　編　旅順開城記念会　昭3．ユ1　1冊（図

　版）27cm　和装

92711D

不二会展覧会（第1回）

　〔11月2g日～11月28日〕6東京三越呉
　服店

　　　　　　　　　　　　　〈421－111＞．

　『不二会図録』　第1回　大塚巧三社　昭

　2．11図版15枚　38cm　和装・
　・出品画家：、岡田三郎助，和田英作，藤島

　武二，隠谷国四郎

　　　　　　　　　　1

92802

桂亥展覧会（第11回）染丸帯片側帯
夏向
　〔2月〕39

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞
　『桂友』　第11三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂昭3．4　1冊31cm和装
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’　92802A

泰西美術展覧会
　2月21日～3月12日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈170－142＞
　『東京府美術館主催泰西美術展覧会図録』

　大原孫三郎氏蒐集’倉敷　倉敷文化協会

　昭3．2　図版70，23p　20cm　和装

　・欧州近代絵画，埃及古美術品，外邦古陶
　器

92803

南都七大寺展覧会
　3月17日～3耳28日　大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈173－137＞

　『南都七大寺展覧会目録』補再版　三越

　呉服店大阪支店　昭3．340丁　図版18

　枚19cm・和装

　　　　　　　　　　　　　〈特257－918＞

　『南都七大寺展覧会目録』三越呉服店大

　阪支店　昭3．340丁　図版18枚、19cm

　和装

92803A

大日本勧業博覧会
　3月20日～5月18日　岡山市　岡山練兵
　場，’東山公園，鹿田駅前

　　　　　　　　　　　i　〈567－23＞

　『岡山市主催大日本勧業博覧会誌』　岡山

　市勧業課　昭4．3　1冊　27cm
　l美術館あり．

92803B　’

全国産業博覧会

　3月20日～5月10日　香川　高松市

　　　　　　　　　　　　　　〈588－165＞
　『高松市主催全国産業博覧会誌』　高松市

　昭4．3352p　図版53枚　23cm

’新馬四壁覧会あり

92803C

仏蘭西美術回覧会
　3月24日～5月6日　東京府美術館ノ

　〔5月　名古屋　商品陳列所／6月　大

　阪朝日会館，三越〕40

　　　　　　　　　　　　　　〈549－385＞
、『仏蘭西三三展覧会図録』　附・絵画・彫刻

　目録　1928年　日仏芸術社　昭3．4　3，

　21，3p　図版39枚　19cm×19cm

　　　　　　　　　　　N　〈337－330＞

　『仏展』1928年　大阪　朝日新聞社　昭

　3．4　図版64p　27cm

　　　　　　　　　　　　　　〈55g－23＞
　『仏蘭西装飾美術家協会農覧会家具装飾

　作品集』　1928年　木材工芸学会　昭3。5

　50枚（図版36枚）31cm

　・仏蘭西美術展と同時開催

92803D

大礼記念国産振興東京博覧会
　3月24日～5月27日　上野恩賜公園竹の

　台及不忍池畔

　　　　　　　　　　　　　　〈588－146＞

　r国産振興東京博覧会事務報告』東京商

　工会議所主催　大礼記念　大礼記念国産「

　振興東京博覧会　昭4．3551，56p　図
　版16枚　23cm

　　　　　　　　　　　　　　〈588－108＞

　『国産振興東京博覧会審査報告』東京商
工会議所主催　大礼記念　大礼記念薗産

　振興東京博覧会，昭4．2　1冊　22cm

92803E

天平文化綜合展覧会
　3月25日～4月25日　朝日会館展覧場

　　　　　　　　　　　　　　〈249－199＞
　『天平文化綜合農覧会出品目録』天平文

　化記念三編　大阪朔日新聞社　昭3．9
49Hp．．一？igm　N？’ksti

　’・図版なし

92803F

京都市立絵画専門学校・京都市立美
術工芸学校生徒作品展
　〔1月26日～3月28日〕45

　　　　　　　　　　　　　　〈175－113＞

　『絵画専門・美術工芸両校卒業制作角粉

一　93　一’



　録』昭和3年京都市立絵画専門学校・．

　京都市立美術工芸学校々友会編　京都
早引堂，昭3二5・珊（鮒なし）27・m

　和装　　　　　　”

92804

泰西創作版画展覧会
　〔4月1日～4月10日　東京朝日新聞
　社ギャラリー〕6’

　　　　　　　　　　　　　　〈549－384＞

　『泰西創作版画展覧会目録』東京朝日新

　聞社主催小島三水蒐集　小島三水解説一

　朝日新聞社　昭3．4　104p　19cm

　・図版なし

92804A

江戸開城記念展覧会
　4月11日～4月29日　銀座　松坂屋6階
　　　　　　　　＜549－425＞＜210．59－E22e＞

　『江戸開城記念展覧会陳列目録』　〔江戸

　開城記念展覧会〕　昭337P　図版6枚

　19cm
　・奥付なし

92804B　　　　　　　　　層　　っ

御物上代染織特別展覧会
　4月14日～4月22日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　〈特240－148＞

　『御物上代染織特別展覧会目録』東京帝

　室博物館　昭3．453p　19cm

　・図版なし

92804C

文化文政天保美人風俗版画展覧会
　　〔4月14日～4月16日〕，尚美社　楼上

　　　　　　　　　　　　　　　〈576－89＞

　　『文化文政美人風俗浮世絵集』1928年

　藤懸静也編　雄山閣　昭3．10　1冊　26

　cm

　92804D

東北産業博覧会
　’4月15日～6月3日　〔仙台川内’■東西両

　　公園〕23

　　　　　　　　　　　　N　x　．　〈s3－469＞

　『東北産業博覧会誌』仙台商工会議所

　昭4　1冊　27cm　仙台商手会議所主

　催
　・東北産業博覧会美術館出品目e・S　L’p．

　258－264　．

92804E

東北遺物展覧会．

　4月15日～6月3日、第1会場　宮城県
　商品陳列所，第2会場　宮城県図書館

　　　　　　　　　　　　　く特…500－377＞

　『東北遺物展覧会記念帖』仙台　東北邊

　物展覧会昭3．5序図版117枚解説
　320p（以下落丁）　19×26cm

　・奥付なし

92804F

華山名画展覧会
　〔4月15日～4月30日〕43恩賜京都博物

　館
　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜427「37＞

　『華山先生画譜』渡辺華山画・恩賜京都

　博物館編　京都　便利堂コロタイプ印刷

　所昭3．8図版51枚44cm和装

928P，　4G

国画創作協会展覧会（第7回）

　〔4月27．日r5・月14日’東京府美・術

　館〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　　〈337－461＞

　『帝展』第7回　大阪　朝日新聞社　昭

　3．5図版64p　26cm

92805

国際写真サロン（第2回）
　』5月1日’・・i5月16日　東京朝日新聞社5

　階会場／5月23日r5月30日・大阪市中
　之島　朝白会館　　　　　・
　∩　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　〈540－143／f＞

！r二面真サ。ン』魔2回凍三朝噺

　　聞社編，東京朝日新聞3±，大阪朝日新聞

　　三三3．5180，9p　26cm

　92805A　，

　伊太利名作絵画展覧会

一94一



〔5月9日～5月15日　三越〕6、

　　　　　　　　　　　　　〈579－23＞’

『伊太利名作絵画展覧会並現代画家略歴』

画報社　昭3．5　21p　図版12枚　23cm
・「伊太利の芸術とは」（大類伸），「近世伊

太利絵画た就いて」（団伊能），「伊太利近

世絵画の斉来に就いて」（エトレ・ヴィオ

ラ），「フレグレオ美術家協会より」（フエ

レグレオ協会），「伊太利現代絵画の見方」

（寺崎武男）

『那智発掘仏教造物展観目録』　東京帝室

’博物館’「昭3．615p　19cm

92806A

桂友展覧会（第12回）染丸帯片側友三

秋冬向
　〔6月〕39

　　　　　　　　　　　　　＜146－264＞
　『桂友』　第12三友倶楽部編　京都’芸

　艸堂　昭3．8　1冊　31cm　和装

92805B

朝鮮美術展覧会（第7回）

　〔5月10日目5月30日　朝鮮総督府図書
　館〕6一

　　　　　　　　　　　　　く109－266p＞

　『朝鮮美術展覧会図録』　第7回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭3．7　1’

　冊26cm和装

92805C

商工省工芸展覧会（第15回）

　〔5月15日～6月4日　東京府立東京商

　工奨励館〕37．2／〔6月22日～7月5日
　大阪〕2、一8

　　　　　　　　　　　　　　＜331－86＞

　『商工省工芸展覧会受賞品図録』　第15回

　商工省編　画報社　昭3．63，9p　図版

　92枚　27cm

92805D

維新志士遺墨展覧会
　5月27日～5月28日　第1会場　高知県
　立図書館，第2会場　高知県公会堂

　　　　　　　　　　　　　〈549－430＞

　『高知県主催維新志士遺墨展覧会出品目

　録』　高知県編　〔高知県享図書館〕・昭

　3　28p　19cm
　・坂本龍馬先生銅像除幕式記念
　　　　・奥付なし　・図版なし

　　　　　　　　　／92806

那智発掘仏教遺物展観
　6月　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　．＜特247－873＞

92806B

浮世絵展・

　〔6月6日～6月25日〕6・

　　　　　　　　　　　　　〈333－116＞

　『徳川時代各派名作浮世絵画集』報知新

　聞三編　巧三社　昭3．6　64P　30cm

・92807

南蛮史料展覧会
　．7月10日、～7月16日，日本橋　三越・

　　　　　　　　　　　　　　〈553－29＞

　『南蛮美術集』　三越編　芸艸堂　昭3．9

　図版22枚　31cm

　　　　　　　　　　　　〈553－29ノで〉

『南蛮美術集』　南蛮旧著　京都’芸艸堂

昭3．9　図版110枚　31cm

92807A

現代挿画芸術展
　7月12日～7月18日　東京　三越7階東

　館

　　　　　　　　　　　　　く333－117＞

　『現代挿画芸術展図録』　昭和3年　日本

　電輯通信社　昭3　16p　図版23枚　31

　cm
　・奥付なし

92809

日本尊術院展覧会（再興第15回）

　〔9月3日～10月「4日　東京府美術
　館〕2。一5

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』　第15回　日本

一’ X5　一L



美術出汁大塚巧芸社昭3．9　1冊
31cm　和装
・絵画・彫塑合冊（図版）

『稀観図書先賢遺墨展覧目録』静岡県立

葵文庫　昭3　24p　23cm　和装
・奥付なし

92809A　’

戸張孤雁遺作展覧会．
　〔9月3日～9月16日　日本美術院〕，。一5

　　　　　　　　　　　　　〈418－125＞

　『戸張孤雁作品集』　日本美術院　昭3．11

　図版63枚　40ctn

92809B

啓明会創立十年記念展覧会
　9月6日～9月8日　東京美術学校
　　　　　　　　　　　　　〈576－120＞

　『財団法人啓明会創立十年記念展覧会図

　録』啓明会事務所　昭3．12162p　27

　cm’

92809C

日本南画院展覧会（第7回）

　〔9月9日～9月30日　日本美術協
　会／（会期不明）　京都／10月20日～11月

　5日　大阪　朝日会館〕41

　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』第7回　日本

　南画陛編　芸艸堂　昭3，9　1冊　31cm

　和装　　　　　　　　　　．

92810

日本自由画壇展覧会（第8回）

　〔10月2日～10月7日　日本橋三
　越〕，。一5／〔10月14日～10月20日京
　都〕2、一8

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』第8回　日

　本自由画壇編京都芸艸堂昭3ユ0
　1冊（図版）27crri

92810A

帝国美術院美術展覧会（第9回）

　〔10月16日㌣11月20日　東京府美術館／

　11月27日～12月11日　京都市立絵画専門
　学校〕、、一、

　　　　　　　　　〈22－461＞＜22－461／f＞

　『帝国美術院美術展覧会図録』　第9回

　文部省編　巧高社　4栂27cm
　・「第1部　絵画（日本画）之部」昭3．11

　15；309（図版），8p，　「第2部　絵画（西

　洋画）之部」昭3．1221，228（図版），12

　p，「第3部彫塑之部」昭3．117，
　128（図版），4p，　「第4部　美術工芸之

　部」昭3．127，89（図版），4p

　　　　　　　　　　　　〈337－421＞

『南画展』第7回大阪朝・日新聞社
昭3．9　図版64p　26cm

92809D

御大典奉祝名古屋博覧会
　9月15日～11月23日　名古屋市鶴舞公園

　　　　　　　　　　　　　　〈383－171＞

　『御大典奉祝名古屋’博覧会総覧』名古屋

　勧業協会昭4．8459p　図版48枚　23

　cm

92809E

稀親図書先賢遺墨展覧
　9月26日　静岡県立葵文庫

〈249－198＞

　　　　　　　　　　　　〈333・一103＞

『帝国美術院美術展覧会会員委員特選集』

第9回　日本画之部　画報社　昭3．11

1冊（図版）・31cm『

　　　　　　　　　　　　　＜16－259＞

『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第9

回．裳術工芸会昭3，12　1冊（図版）

26cm和装，

92810B

大礼関係特別展覧会
　10月20日～11月20日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　〈特251－773＞

　『大礼関係特別展覧会案内』一．東京帝室博

　物館　昭3。1050p一図版4枚　19cm
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92811　・　，　92811E日本写真美術展覧会（第3回）　　　　　黒百合会展覧会（第22回）
　11月1：日～11月11日　京都　大丸　　　　　　　　11月28日～11月30日．丸井呉服店

　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜553－76＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特232－250＞

　『日本写真美術年鑑』　昭和3年度　大阪　　　　『黒百合会回顧録』1931年　北海道帝国

曾庭回；’翻鷲4藷‡学文武会美術綿．9286P・23cm

　cm　’　92812’第3回聯P33～36 @　謝溝星瀦認成績品展覧会・

1撒前南画展覧会　　　r全国鋭童学論品展薯蛾
　〔11月8日～11．月9日　大阪　朝日会　　　　阿保町（三重県）　阿保町教育会　昭4．7

　館〕7　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊（頁付なし）15×23cm
　　　　　　　　　　　　　〈特243－452＞

　r北宋以前南画展覧会目録』　附・筆者小　　　、928＊

恥蕊王雷文堂’昭3’11　19P・　23cm鯉舞麟絵個人展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈特240－278＞

黙名曲展覧会　　　蟷鑑鮮鱗樵濃難
　11月24日～12月20日　　　　　　　　　　東京府美術館　　　　　　　3　1冊（回付なし）　図版4枚　19cm

　　　　　　　　　　　　　　＜179－224＞　　　　・奥付なし

　『唐宋元明名画大観』　唐宋名画展覧会編．

　大塚巧芸社　昭4．2　2冊（図版）　30cm　　　　　　・・b・竃隔・…e・・一二・…e・・・・…im

　和装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1929（昭和4）年

●ギ1～220・・下2’21－428・　929。1一一一一

92811C－@　　　　　　　　　　　　　　洋風美術回顧展覧会

桂谷翁遺墨展覧会‘　　　　　　　　　　〔1月12日～1月31日〕，東京需美術館

　11月24日～11月26日　豊科小学校内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈553－51＞

　　　　〈〉　　　．　　　　　〈383431＞　　、　『洋圃美術回顧図録』石井柏亭編　巧芸

　r藤森桂谷遺墨遺稿集』豊科町（長野県）　　社昭4．6図版76枚30cm

　藤森桂谷遺墨遺稿集刊行会　昭4．7548

11月25日～11月27日 h欝翫〉』r桂友』第、4『灘楽舗く羅6雲

　r支那古陶金石展観』大阪山中商会　　　艸堂昭4・4　1冊．　31．cm和装

騒鞭32枚解説rlP　2充m　g29。3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即国文化大展覧会　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月10日～4月17日　・朝日会館他

　　　　　　　　　　　　　　　　　一97一



　　　　　　　　　　　　　〈422－117＞

『開国文化大観』　大阪　朝日新聞社　昭

4．4　図版67p　39cm

　　　　　　　　　　　　　　〈553－47＞

．『開国文化史料大観』　大阪　朝日新聞社

昭4〃　111，10p　27cm

92903A

淡交会展覧会（第5回）

　〔3月15日～3月23日〕7東京　三越本

　店／大阪　三越支店

　　　　　　　　　　　　　　〈421－61＞

　『淡交会図録』「第5回　大塚巧芸社　昭

　4．3図版12枚　40cm　和装

92903B

日本名宝展（第1回）

　〔3月19日～4月19日　東京府美術館〕7

　　　　　　　　　　　　　　〈420－98＞

　『日本名宝展画集』　第1回　画報社　昭

　4．3　1冊38cm

92903C

京都市立絵画専門学校・京都市立美
三主芸学校生徒作品展　・　　　”
　　　　　　　　　　　　し　’〔3月26日～3月28日〕45

　　　　　　　　　　　　　　＜562－22＞　L

　『京都市立絵画専門学校第十九回・京都市

　立美術工芸学校第三十六回卒業製作品図

　録』　京都市立絵画専門学校・京都市立美

　術工芸学校校友会編　京都　芸当堂　昭

4．6　1冊（回付なし）26cm和装　　ご一

92904

松方氏蒐集欧洲綴織及絵画展覧会

　4月3日～4月19日　東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　＜579－283＞

『松方氏蒐集欧洲綴織壁掛目録』国民美

術協会　昭4．4　6p　図版8枚　23c－m

表紙の書名：松三三蒐集欧洲綴織及絵画

展覧会綴織目録

　　　　　　　　　　　　　＜579－283＞

『松方氏蒐集欧洲絵画目録』　国民美術協

会　昭4．45，12p　図版12枚　23cm

92904A

冷泉為恭画蹟展観
　〔4月17日～5月5日　恩賜京都博物
　館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈本別8－9＞

　『田米知佳画集』　〔岡田為恭画〕・恩賜京

　都博物館編　京都　便利堂　昭4．7　図

　版58枚　46cm　和装　篠製

92904B

書道展覧会
　4月20日
　　　　　　　　　　　　　〈特236－371＞

　『書道展覧会』栃木県立真岡中学校

　〔昭4〕　1冊18×25crn和装
　・奥付なし　・おもに図版

92904C

京都図案二丁（第84回）

　4月20日　商工会議所

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『〔京都図案会〕新作図案』　第84回　京都

　図案会読　京都芸艸堂　昭4．6　1冊

　22×30cm　和装

92904D

昭和美術展覧会
　4月25日～5月15日　広島県立商品陳列

　所

　　　　　　　　　　　　　　〈608－36＞

　『広島市主催昭和産業博覧会誌』　広島市

　日召5．5　　718p　　23cm　　　　　　文

　　　　　　　　　　　　　1）

92905

国際写真サロンー（第3回）

　5月1日～5月14日　東京朝日新聞社／

　6月14日～6月20日　大阪朝日会館

　　　　　　　　　　　　　く540－143！で〉

　『国際写真サロン』、第3回忌東京朝日新

　聞三編　東京凹目新聞社，’大阪朝日新聞

　社昭4．6216，8p　27cm

92905A
国画会展覧会（第4回）．’

　〔5月3日～5月20日　東京府美術館／
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　6月15日～6月23日　神戸三宮商業会議
　所〕7，

　　　　　　　　　　　　　〈579－330＞

　『国画会美術展覧会図録』　第4回　国画

　三編　石』原求群小出版部　昭4．5　9p

　図版34枚　23chn

　・旧国画創作協会洋画部改称第1回展

92905B

茨城美術展覧会（第4回）
’5月3日～5月12日　〔水声市歪会堂〕7

　　　　　　　　　　　　　＜160－129＞　『

　『茨城美術展覧会図録』第4回　水戸』

　いはらき新聞社　昭4．5図版53枚　22

　cm　和装

g2gosc

商工省工芸展覧会（第16回）

　〔5月15日～6月3日　府立東京商工奨
　励館〕37－2

　　　　　　　　　　　　　　＜331－86＞
　r商工名工芸展覧会受賞三図録』　第16回

　商工省編　画報三三4．64，12p　図

　版102枚　27cm

92905D　’

青郷社展覧会（第6回）

　〔5月18日～5月20日　京都　岡崎第2
蝶館〕・

陣塾青三社鵡図録』〈騙

　青三社編　京都．芸．艸掌　昭4．6　図版

　77枚　31crゴ和装

92906

パリ，日本美術展覧会

臨撫膵5日〕7巴三廻ル
　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　＜216－40＞

　『巴里日本美術展覧会図録』　日仏芸術社

　昭4．11　2冊31cm和装
　・上（絵画）図版127枚・下（工芸》図版

　128　i一　180枚

g2906A

早苗会展覧会（第30回）・

　6月8日～6月10日　京都「岡崎第2勧
業館

　　　　　　　　　　　〈E720－Sa61ウ〉

　『早苗会展覧会図録』　第30回’早苗会編

　京都　葺艸堂　昭4．6．5　1冊（図版）

27cm和装

r早撫覧三図鋤第3。蒔く面繋1

　京都芸艸堂昭4．7．5，1冊（図版）

　26cm　和装

92906B　．

美術の批判社日本画展覧会（第2回）

　6月16日～6月20日　銀座　三共薬局階

　上ギャラリー
　　　　　　　　　　　　　’　〈213－584＞

　『美術の批判社日本画展覧会』　第2回

　美術の批判社昭4．9　1冊（頁付なし）

　26cm　和装

張紙騨：緑新

92906C

醍醐寺名宝展覧会

　〔6月18日～6月30日〕7第1会場三
　越4階西館，第2会場　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈579T349＞

ず『醍醐寺名宝展覧会総目録』・醍醐天皇一

座欝三三事務所昭4●631．

92906D

婦人化粧美展覧会（彰美会第2回展）

　6月22日～6月24日　尚美社

　　　　　　　　　　　　　　〈605－57＞
　『浮世絵版画婦人化粧美傑作図録』彰美

　会編京都芸艸三園5．5．48p図
　版70枚　27cm　和装

92906E

雨の展覧会
　6月22日～7月7日．東京自治会館

　　　　　　　　　　　　　　〈590－184＞

『雨の展覧会』東京噸会館三三肺
　昭4．7　41p　19cm
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92908

上野と不忍池の展覧会
　8月1日～8月11日　上野恩賜公園，摺、

　鉢山側，東京自治会館

　　　　　　　　　　　　　〈590－194＞

　『上野と不忍池の展覧会目録』東京市

　昭4．8　21p　19cm

　・図版なし

92909

二科会展覧会（第16回目

　〔9月2日～10月4日　東京府美術
　館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　〈337－422＞
　『二科画集』　昭和四年　第一六回　二科

　美術展覧会出品　二科会　昭4．9　1冊

　（頁付なし）図版　26cm

92909A層 @　　　　　　　一

日本美術院展tt会（再興第16回）

　〔9月3日～10月4日　東京府美術館／

　10月15日～11月3日　京都　岡崎公園第

　2勧業館〕、。．、

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会騨録』　第16回　日本

美術二丁大塚一芸社昭4．9　2冊
　31cm　和装
　r絵画，．彫塑2分冊（頁付なし）

92909B

日本南画院展覧会（第8回）1

　〔9月7日～9月23日　日本美術協会／
　（会期不明）　京都　岡崎公園勧業館／10

　月17日～10月28日　大阪　朝日会館〕、、

　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』　第8回　日本

　南画院編　芸艸堂　昭4．9　1冊「31cm

　和装

　　　　　　　　　　i　〈337－421＞

『南画展』　第8回　大阪　朝日新聞社

昭4．9図版64p　26cm

92910

日本自由画壇展覧会（第9回）

〔10月1日～10月6日　日本橋三
越〕2。一6／〔10月13日目10月20日　京都商

工会議所〕26

　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

『日本自由画壇展覧会図録』第9回　日

本自由画一編京都芸艸堂昭4．10
1冊（図版）　27cm

92910A

藤田嗣治個展
　〔10月1日～10月13日　東京朝日ギャラ

　り一〕7

　　　　　　　　　　　　　　〈553－107＞

　『藤田嗣治画集』東京朝日新聞社昭4．

　1026p　図版67p　27cm

92910B

英国水彩画展覧会
　10月10日～10月24日　美術研究所

　　　　　　　　　　　　　　く563－213＞

　『ビニョン氏招聰委員会主催英国水彩画

　展覧会目録』昭和四年一〇月開催美

　術研究所編『岩波書店昭4。1022p
　図版54枚　23cm
　・大英博物館部長ロレンス・ビニョン

92910C
帝国美術院美術展覧会（第10回）

　〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業
’館〕、1一，

　　　　　　　　　　＜22－461＞＜22－461／f＞

　『帝国美術院美術展覧会図録』第10回

　文部省編　画報社　4冊27cm
　・「第1部　絵画（日本画）之部」昭4．11

　17，353（図版），9p，「第2部絵画（西

　洋画）之部」　日召4．1216，165（図版），9

　p，「第3部彫塑之部」昭4．118，
　154（図辰），4p，「第4部tt美術工芸之

　部」昭4．12　10，96（図版〉，5p

　　　　　　　　　　i　〈333－103＞
『帝薗美術院美術展覧会審査貝・推薦・特

選集』　第lo回　日本画之部週報社’

昭41冊（図版）30cm
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　・奥付なし

　　　　　　　　　　　　　　く16－259＞
　『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第10

　回　美術工芸会昭4．11’1冊（図版）

　26cm　和装

　　　　　　　　　　　　　　〈553－119＞

『四三』’第10回星三三4・10図
　版64p　30cm

92910D

三二璽特別展覧会
　10月16日～11月3日　東京帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　　く590－216＞
　『鏡剣璽特別回覧会案内』．自昭和4年10

　月16日至昭和4年11月3日　帝室博：物館
　日召4．10、　116p　　20cm　　，　　　　’

92911

京都美術工芸品驚喜会

　11月

r京都美術工芸品贈図録』織燕

工芸品殿町昭5・・珊（図版）27
　cm　和装
　・主催　京都選二会，京都美工院，昭和工

　芸協会

92911A

仏蘭西美術展覧会（第8回〉
　〔11月1日～11月30日　日本美術協会〕8

　　　　　　　　　　　　　．〈337－330＞

　『仏展』1929年　大阪　朝日新聞社　昭

4．11図版64p　27cm

92911B

大阪図案家協会図案展覧会（第6回）

　11月8日　大阪美術倶三部

　　　　　　　　　　　　　〈423－250＞
　『大阪図案家協会図案展覧会作品集』・第

　6回　大阪図案家協会編　京都　芸高堂

　昭4．12－1冊22×30cm和装

92911C

黒百合会展覧会（第23回）

　11月11日～11月13日　丸井呉服店

r籍会同醐193、年〈鷲灘

大学三会美術三三6・9286・23cm

92911D

日本写真美術展覧会（第4回）

、li月15日～11月24日大阪白木屋

　　　　　　　　　　　　　　く553－76＞
　『日本写真美術年鑑』　昭和4年度　大阪

　毎日新聞社，東京日日新聞社編　大阪毎

　日新聞社　昭5．632p　図版48枚　27

　cm

92911E

菊川英山作品展覧会（彰美会第4回
屡）

　11月20日～11月22日　尚美社（東京神田

　区元佐久間町1番地〉

　　　　　　　　　　　　　　〈614－12＞

　『菊川英山傑作集』彰美三編　京都　芸

　艸堂昭6．4　1冊27cm和装

92911F　L京都図案溢血（第85回）創立三十周年

紀念展覧会
・・月2・日三冠工三三概

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『京都図案会三十年紀念展覧会図案集』

　大入木春暁編　京都　芸艸堂　昭4．12

　1冊（頁付なし）22×30cm和装1表
　紙の書名：京都図案会30年大展覧会記念

92911G
　　　　　　　　　　　　　　　　）
紅葉山人二十七年忌記念展覧会

1廻30日～12月、6日東京三鱗ラ

　　　　　　　　　　　　　　〈205－316＞

　『紅葉山人二十七年忌記念展覧会誌』　記

　念講演会講演集・展覧会出品目録三友

灘野〕和嚢越〔昭4〕1’4P肖’

奥付ない図版魁
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92912

奥原晴湖遺墨展覧会
　12月，8日～1朗15日　日本美術協会

　　　　　　　　　　　　　　く422－173＞

　’『奥原晴湖画集』藤懸静也編　巧三社

’昭8．7　1冊39cm和装

929　＊

朝鮮美術展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』第8回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会、昭4．12　1

　冊26cm和装

　　　　　1930（昭和5）年．

93002

閃閃展覧会（第18回）丸帯片側箒　夏

向

　〔2月〕39

　　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

’『桂友』　第18三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂昭5．4　1冊31cm和装

93003

帝国図書館増築記念展覧会

　3月15日　帝国図書館

　　　　　　　　　　　　　　〈K3－E85＞

　『帝国図書館増築記念展覧会目録』　〔帝

　国図書館〕　〔昭5〕63p　19cm
　・展示内容：『1室．近世名家筆蹟，2室

　中山道宿駅，3室　東京名所の今昔

　』・奥付なし　・図版なし

　93003B
　京都市立絵画専門学校・京都市立華

　術工芸学校生徒作品展
　　　〔3月26日、～3月28日〕45．

　　　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞

　　　『京都市立絵画専門学校第二十回・京都市

　　　立美術工芸学校第三十七回卒業製作二二

．　　録』京都市立絵画専門学校・京都市立美

　　　術工芸学校校友会編　京都　芸艸堂昭

　　　5．6　1冊（回付なし）．26cm和装

93004　．

浮世絵特別展覧会

　4月11日～4月29日

『浮世絵展覧会図録』

9　1冊40cm和装

93004A

国際広告写真展
　〔4月15日～4月24日
、社〕34

東京帝室博物館

　　　・〈424－59＞

大塚巧芸社　昭5．

　秩入

『国際広告写真展選集』

語る　東京朝日新聞社

p　26cm　’

東京朝日新聞

　〈605－974　〉

附・広告写真を

日召5．6　　134，37

93004B

日本名宝展（第2回）

　〔4月19日～5月14日　東京府美術館〕8

　　　　　　　　　　　　　　〈420－98＞

　「『日本名宝展画集』　第2回　画報揖　昭

　5．4　1冊39cm
　・読売新聞社主催

93003A
日本美術協会美術展覧会（第82回）、

　3月20日～4月10日　日本美術協会

　　　　　　　　〈218－37＞〈708－N6842s＞

　『神像神器図録』　日本美術協会編　芸苑

　巡礼社，昭5．5　図版33枚　30cm　和装
’・ 坙{美術協会第82回彫刻美術工芸品展

　覧会参考品陳列、神像神器総目録

93004C

酒井抱一名画展覧会
　4月25日～5月8日．恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈424－52＞

　『抱一上人画集』恩賜京都博物館編　京

　都芸七堂昭5．6図版63枚39cm
　和装　　　　　　　　　　　t
　’・特別展観
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93004D

ローマ1ヨ本美術展覧会

　〔4月26日～6月1日　イタリア　ロー
　マ　ヴィーア・ナチョナーレ〕8

　　　　　　　　　　　　　　〈425一．33＞

　『羅馬開催日本美術展覧会記念図録』
　上，下　成徳堂　昭5．3　2冊（上・下　図

　版125枚）55cm’和装

93005

三友展覧会（第19回）友仙図案展　秋

冬向
　〔5月〕39．

　　　　　　　　　　　　　ぐ146－264＞

　『桂台』　第19桂友倶楽部編　京都　芸

　艸堂　昭5．6　1冊　31cm　和装

93005A

国際写真サロン（第4回）

　5月1日～5月14日，東京’朝日新聞社

　展覧会場／6月5日中6月11日　大阪
　朝日会館　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　〈540－143＞　i

　『国際写真サロン』　第4回東京朝日新

　聞社編　東京朝日新聞社，大阪朝日新聞

　社，昭5．6．1冊’27cm

93005B

万国科学工業海洋植民博覧会
　5月3日～11月3日．ベル・ギー　リェー
　ジュ，’アントワープ

　　　　　　　　　　　　　〈259－627＞
　『白耳義独立百年記念リエージ万国博覧

　会文部省出品に関する報告』文部省

　昭6．7　25p　22cm

　・出品目録　p．17～21

　　　　　　　　　　　　〈581－272＞

『リエージ産業科学万国博覧会H本産業

協会事務報告』　白耳義国独立百年記念

日本産業協会昭6．10502p図版・
23cm

93005C

本居宣長先生誕生二百年記念展覧会

5月・9日～5月11日　市立名古屋図書館

　　　　　　　　　　　　く特268－11＞

『本居宣長先生誕生二百年記念展覧会写

真帖』　〔名古屋〕本居宣長先生誕生二

百年記念展覧会、昭5．8　1冊（頁付な

し）　19×27cm

93005D　，

菊池塾展覧会（第6回）

　〔5月17日～5月19日一京都岡崎勧業
　館〕8

　　　　　　　　　　　　　〈213－586＞

　『菊池塾作画展覧会画集』　第6輯　菊池

　塾編　京都芸回忌　昭5．7図版102p
　31cm　和装

93005E

商工省工芸展覧会（第17回）

　〔5、月20日～5凋29日　丸ノ内東京商工

　奨励館〕8

　　　　　　　　　　　　　　＜331－86＞

　『商工省工芸展覧会受賞三図録』第17回

　商工省編画報面諭5．64，15p図
　版112枚　27cm

93005F　’

青沼社展覧会（第7回）

　〔5月24日～5月26B　京都　岡崎勧i業

　館〕8

　　　　　　　　　　　　　　〈216－34＞

　『『西山画塾青甲社展覧会図録』第7図

　青甲三編京都芸艸堂昭5．7図面
　79枚　31cm　和装

93006

桂友展覧会（第20回）染丸帯片側帯
秋冬向　　　一

　〔6月〕B9

　　　　　　　　　　　　　〈146T264＞

　『桂友』、第20三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂昭5．8　1冊31cm和装

93006A
早苗会展覧会（第31回）「

　〔6月1日～6月3日　京都　岡崎勧業

0 一103一
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館〕8．

　　　　　　　　　　〈E720－Sa61ウ〉

『早苗会展覧会図録』第31回　早苗三編

京都　芸艸堂　昭5．7．1　図版98枚　32

cm

　　　　　　　　　　　　〈213－582＞

『早苗会展覧会図録』　山元画塾　第31回

早奇骨編　京都　芸艸堂　昭517．10　図

版98枚目32cm　和装

93006B

青蓮院門跡重宝展．

　6・月7・目～6月8日

　　　　　　　　　　　　く027．87R16S＞

　『青蓮院門跡重宝展観目録』洛陶会　昭

　5　15P　19cm　猪熊信男解説

　・奥付なし　・図版なし

93006C

東西大家新作絵画展覧会，

　〔6月23日～6月29日差8大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　〈576－184＞

　『東西大家新作絵画展覧会図録』大阪三

　越美衛部編　京都　芸艸堂　昭5．9　1

　冊（回付なし）28cm

930U6D

アイヌ風俗品陳列’
　〔6月30日～10月10日　帝室博物館〕46－s5

　　　　　　　　　　　　　〈590－324＞

　『アイヌ風俗品陳列目録』帝室博物館

『昭5．732p　図版11枚　19cm

93009　・

日本美術院展覧会（再興第1．7回）

　〔9月3日～10月4日　東京府美術館／

　10月11日～10月31日　京都　岡崎公園第

　2勧業館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会三三』第17回　日本

　美術院編大塚巧一社昭5．9　2冊
　31cm　和装

　・絵画・彫塑2分冊

93009A
二科会展覧会（第17回）

　〔9月4日～10月4日　東京府美術
　館〕2。一6’

　　　　　　　　　　　　　　〈337－422＞

　『二科画集』　昭和五年秋　第一七回　二

　科美術展覧会出品　二軸会　昭5．9　図

　版64p・26cm

93009B

日本南画院展覧会（第9回）

　〔9月5日～9．月24日　日本美術協会／

　京都，大阪へも巡回〕4、

　　　　　　　　　　　　　　＜109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』　第9回　日本

　南画院編　芸三三　昭5．9　1冊　31cm

　和装

　　　　　　　　　　　　　〈337－421＞

　『南画展』第9回　大阪三白新聞社
　日召5．9　図版64p　26cm

93009C

観艦式記念海港博覧会・
　9月20日～10月31日　神戸市　〔中ノ島，

　湊川公園他〕23

　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜581－301＞

　『海準博覧会誌』観艦式記念　神戸博覧

　会協会昭6．11383，11♀p図版23

　cm

　　　　　　　　　　　　＜特261－301＞

『神戸海港博覧会記念館出品目録』神戸

博覧会協会　昭6．8　110p・図版15枚

20cm　和装

’　93009D

近代草履展覧会
　　9月20日～9月28日　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈214－298＞

　『履物考』近代草履展覧会図録　久保田

　金倦編　芸三三　昭6．1’1母（図版）

　24cm　和装

一104一
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93010

日本四由画壇展覧会（第10回）唱

　〔10月1日～10月『6日　日本橋三
　越〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞
　『日本自由画壇展覧会図録』第10回　日

本自由画壇編京都，芸三図昭5．10
　1冊（図版）27cm

93010A

能楽画面展覧会
　10月15日～10月30日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈424－67＞

　『能楽古面内』　恩賜京都博物館編　京都

　精版印刷社・昭6．1図版57枚39cm
　和装

　・特別展観

93010B

帝国美術院美術展覧会（第11回）　’

　〔10月16日γ11月20日　東京府美術館／

　11月27日～12月11日　岡崎公園第2勧業
　館〕2、一9

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461イ〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』第11回

文部省編　巧減磁　4冊　27cm
　・「第1部　絵画（日本画）之部」　昭5．11

19，436（図版），12p，　「第2部　絵画（西

洋画）之部」昭5．1214，159（図版），8

‘p，「第3部彫塑之部」昭5．128，
175（図版），5p，「第4部美術工芸之

部」昭5。1210，100（図版），6p

　　　　　　　　　　　　　〈333－103＞

『帝国美術院美術展覧会審査員・推薦・特

選集』第ll回　日本画之部画報社
昭5．11　1冊（図版）　30cm

　　　　　　　　　　　　　〈16－259＞
『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第11

回　美術工芸三三5．12　1冊（図版）・

26cm　和装

　　　　　　　　　　　　〈553－119＞
『帝展集』　第11回・巧三社・芸三三　昭

5．11図版64p　30cm

’　93011

日本写真美術展覧会（第5回）

　11月7日～11月13日『大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈553－76＞

　『日本写真美術年鑑』　昭和5年度　大阪

　毎日新聞社，東京日日新聞社編　犬三三

　日新聞社　昭6．539p　図版43枚　27

　cm

93011A　一．．

英国皇族御撮影芸術写真展覧会
　〔11月7日～11月17日　東京朝日新聞
　社〕34

　　　　　　　　　　　　　〈590－4．13＞

　『英国皇族御撮影芸術写真展覧会図録』

　朝日新聞社昭5．11　1冊20cm

　　　　　　　　　　　　　〈424－19＞

『英国皇族御三影芸術写真展覧会記念

日本三宮殿下御三助御出品』　朝日新聞

社　昭5．1141枚　31cm

93011B　．

黒百合会展覧会（第24回）

　11月22日ん11月24日．丸井呉服店

　　　　　　　　　　　　く特232－250＞

　『黒百合会回顧録』　1931年　北海道帝国

大学文武会美術部　昭6．9286p　23cm

93012

桂友展覧会（第22回）染丸帯片側帯．
夏向
　〔12月〕3g

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『桂友』　第22研砂倶楽部編　京舞匠芸

　無能昭6，4　1冊31cm和装

930　＊

朝鮮美術展覧会（第9回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』　第9回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭5．7　1

　冊27cm和装

一105一
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三閉会展（第4回）創作着尺図案展

　　　　　　　　　　　　く特260－199＞

’『三草会』安田百助〔ほか作〕京都　内

　田美術書緯　昭5．8　1冊（図版）　29cm

　和装

930　＊B

京都染織工芸図案競技展覧会（第1

回）　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　〈423－411＞

　『京都染織図案競技展覧会作品集』　第1

　回　図案家協会編　京都　芸三三　昭5．

　12　1冊27×30日半和装

　　　　　1931（昭和6）年

93101

正月風俗展覧会
　1月5日～1月17日　日本橋』三越

　　　　　　　　　　　　く特256－534＞

　『正月風俗展覧会出品目録1㌧三越昭6

　1冊（回付なし）’25cm　和装　謄写版、

　・奥付なし　・図版なし

93101A

フランス絵画工芸展覧会・

　1月15日～1月31日　赤坂溜池　日仏画
・廊

　　　　　　　　　　　　〈特254－655＞

　『フランス絵画工芸犀覧会』　日仏芸術社

　昭6．1　43p　23cm

93103

化学工業博覧会（第3回）　　　　　　、

　3月20日～4月30日　上野公園不忍池畔

　　　　　　　　　　　　，〈326－363＞
　『化学工業博覧会報告』第3回　化学工

　業博覧会編　第三回化学工業博覧会事務

　所昭6．11341p　23cm

〔3月26日～3月28日〕45

　　　　　　　　　　　　〈562－22＞
『京都市立絵画専門学校第二十一回・京都

市立美術工芸学校第三十入団卒業製作三

図録』　京都市立絵画専門学校・京都市立

美術エ芸学校校友会編　京都　芸艸堂

昭6．6　1冊（頁付なし）26cm和装

93104

球脚展覧会（第23回）友仙図案　秋冬

向

　〔4月〕39　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　＜146－264＞

　『三友』　第23三友倶楽部編京都　芸
　七堂　　日召6．6　　1冊　　31c血　　三口装

93104A

日華連合古今絵画展覧会
　〔4月28日～5月20日〕g車京府美術館／’

　5月23日～5月31日　大阪府立貿易館

　　　　　　　　　　　　　〈215－119＞
．・ w宋元明清名画大観』　上，下巻　日華古

　今絵画展覧会編大塚足芸社　昭6．7

　2冊30cm和装
　・上巻図版1～207p，下巻図版
　208一一369，　21p

　　　　　　　　　　　　L　　．
93105

桂友展覧会（第24回）染丸帯片側帯

秋冬向
　〔5月〕39’

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『三友』　第24三友倶楽部編　京都　芸

　艸堂昭6．8　1冊31cm和装

93105A

池上秀畝展
　ノ　5月　華族会館

　　　　　　　　　　　　　く421－105＞

　『秀畝傑作集』池上秀畝〔著〕秀畝会

　昭6．6　1冊40cm和装

93103A

京都市立絵画専門学校・京都市立美
術工芸学校生徒三三展一

93105B

国際写真サロン（第5回）

　5月1日～5月14日　東京　朝日新聞

一106一



社／6月20日～6月24日　大阪　朝日会

館’

　　　　　　　　　　　　　〈540－143＞

『国際写真サロン』第5回　東京朝日新

聞社編　東京朝日新聞社，大阪朝日新聞

社昭6．6　1冊27cm

93105C

フランス美術犀覧会（十週年記念）

　〔5月2日～5月31日　日本美術協会〕g

　　　　　　　　　＜614－57＞〈614－57イ〉

　『フランス美術展覧会図録』　十週年記念

　日仏芸術社昭6，5図版94枚27cm
　付：フランス展十年田各史

93105D　，　，　，　1
菊池塾展覧会（第7回）　　　〕

　〔5月9日～5月11日　京都　第2勧業；
　館〕9

　　　　一　〈213－586＞
　『菊池塾作画展覧会画集』第7輯菊池

　塾編　京都　芸艸堂　昭6．7　図版103p

　31cm　和装
　　　　　　　　　　　　　　’

93105E

商工省工芸展覧会（第18回）

　〔5月13日～5月27日　東京／6月12日

　～6月21日　大阪／7月1日～7月「7日
　京都〕S、一1。

　　　　　　　　　　　　　　〈331－86＞

　『商工省工芸展覧会受賞品図録』第18回

　商工省編画報社昭6．63，10p図
　版89枚　27cm

93105F　．　J青墨社展覧会（第8回）

　〔5月16日～5月18日　京都　第2勧業
　館〕9

　　　　　　　　　　　　　　〈216－34＞

　『西山画塾青草社展覧会図録』、第8回

　青甲平編　京都芸門守　昭6．7図版
　73枚　31cm　和装

93105G

早苗会展覧会（第32回）

　〔5月23日～5・月25日　京都　第2勧業

　館〕9

ノ　　　　　　　　　　　　〈E720－Sa61ウ〉「

　『早苗会展覧会図録』　山元画塾　第32回

　早苗会編、京都　芸艸堂　昭6．6．20　図

　版95枚　31cm　和装

　　　　　　　　　　　　　〈213－582＞

『早苗会展覧会図録』　山元画塾　第32回

早苗会編　京都　芸艸堂　昭6．7．10図

版95枚　31cm　和装

93106　’

仙厘禅師遺墨展覧会
　〔6月10日～6月23日　恩賜京都博：物

館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈306－24＞

　『仙厘禅師三三冊』’恩賜京都博物館編

　京都　便利堂　昭6．9図版63丁　37cm

　和装　複製

93106A

西鶴記念展覧会
　6月15日～6月21日　日本橋三越
　　　　　　　　　　〈913．52－1157s12＞

　『西鶴記念展覧会目録』　〔三越〕旧召6

　16丁　図版g枚　19cm　和装
　・奥付なし

93108

シャム日本美術展覧会
　〔8月25日目8月29日　東京府美術館〕g

　　　　　　　　　　　　　〈419－191＞

　『逞羅日本美術展覧会図録』　三三日本美

　術展覧会編　芸艸堂出版部　昭6．10　58

　p　23×31cm　和装

9310’9

青龍社展覧会（第3回）

　〔9月1．日～9月28日　東京府美術、
　館〕2。．6

　　　　　　　　　　　　　　〈424＝92＞

　『青竜社展覧会図録』　第3回　青竜社編

　大塚三三三三6．911冊（思付なし）

　31cm

一IQ7一
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93109A
日本美術院展覧会（再興第18回）

　〔9月3日～10月4日　東京府美術館／

　10月15日～11月3日　京都　岡崎公園第

　2勧業館／11月7日～U月15日　鶴舞公

　園名古屋市公会堂〕、。一，

　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』第18回　日本

　美術院編　大塚巧芸社昭6．9　2冊
　27cm　和装
　’・絵画，彫塑2分冊

93109B
日本南画院農覧会（第10回）

　〔9月5日～9月24日　日本美術協会／

　（会期不明）京都　岡崎勧業館／10月4

　日～10月11日　大阪　朝日会館／11月15

　日～11月19日　新潟市〕41

　　　　　　　　　　　　　　＜109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』　第10回　日本

　南画院編　芸艸堂　昭6・9　1冊　31cm

　和装

93110

京都染織工芸図案競技展覧会（第2
回）

　10月

　　　　　　　　　　　　　　〈423－411＞

　『京都染織工芸図案競技展覧会図録』第

　2回　京都図案家協会編　京都　面面堂

　昭6．11　1冊　27×30cm　和装

　・図案家協会主催

93110A

大ナポレオン展覧会
　10月1日～10月21日　上野　松坂屋6階

　大催事場

　　　　　　　　　　　　　　〈419－193＞

・『大ナポレオン展覧会記念写真帖』松坂

　屋昭619，15p図版26枚18×26
　cm　和装
　・報知新聞社主催付：大ナポレオン展

　覧会出品目録

93110B
帝国美術院美術展覧会（第12回）

　〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

　11月27日一一　1．2月11日　岡崎公園勧業

　館〕21－16

　　　　　　　　　＜22－461＞〈22－461イ〉

　『帝国美術院美術展覧会図録』．第12回

　文部省編　巧三社　昭6．12’4冊　27cm

　・「第1部絵画（日本画）之部」18，
　421（図版），12p，　「第2部　絵画（西洋

　画）之部」12，13i（図版），8p，　「第3部

　彫塑之部」8，177（図版），5p，「第4部

　美術工芸之部」9，92（図版），5p

　　　　　　　　　　　　　＜333－103＞

『帝国美術院美術展覧会審査員・推薦・特

選集』第12回　日本画之部画報社
昭6．11　1冊（図版）　30cm

93110C
日本自由画壇展覧会（第11回）

　〔10月19日～10月24日　日’本橋　三

　越〕．2。一6，〔10月30日～11月5旧　京都

　商工会議所〕26

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』第li回』日

　　　　　　　　し　本自由画壇編京都芸三三昭6．11
　1冊（図版）27cm

93110D　．

頼山陽遺墨展覧会
　10月25日・一一　11月8日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　〈289　．　lrR15Rr＞

　『頼山陽遺墨展覧会目録』　〔京都〕　〔〕

　昭65，17丁　図版　19cm　和装　巻首

　に頼山陽略年譜及び頼氏署系図を附す

　活版

　　　　　　　　　　　　　〈425－43＞

『山陽先生遺墨集』頼山陽〔著〕恩賜京

都博物館編　京都　小林写真製版所出版

部昭6．12　2冊（回付なし）43cm
・特別展観

一一P08一



93111

桂友展覧会（第25回）染丸帯片側帯

一向

　〔11月〕3g　　　’

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞
　『郷友』　第25桂友倶楽部編　京都　芸

　艸堂　日召6．12　1冊　31cm　和装

93111A

文部省美術展覧会創立二十五周年記
念遺作展覧会
　〔11月1日～11月20日　東京府美術館〕g

　　　　　　　　　　　　　〈215L124＞

　『遺作展覧会図録』文部省美術展覧会創

　立二十五周年記念　文部省編　審美書院

　昭6．11　図版102枚　27cm　和装・

93111B

忠臣蔵展覧会
　11月1日～11月22日　上野　松坂屋6階

　大催事場

　　　　　　　　　　　　　　〈419－198＞

　『中央i義士会主催忠臣蔵展覧会記念写真

　帳』　赤穂義士討入二百三十年記念　松

　坂臨港6　1・冊（回付なし）19×26

　cm　和装

　・付：忠臣蔵展覧会出品目録　34p　16

cmパガキ8葉
　・奥付なし

93111C

豊公特別展観
　11月7’日～12月6日　大阪城天守閣

　　　　　　　　　　　　　　〈426－16＞

　『豊公特別展観図録』大阪市編　京都

　小林写真製版所出版部昭7．2　1冊
　27×37cm’　三口装

93111D

服飾調和展（第1回）「

　11月26日

　　　　　　　　　　　　　　く426－19＞

層『服飾調和展』第1三三寿園編京都

　闘魂堂出版部　昭6．12　1冊24×33
　cm　和装

＿醐飼＿嚇，、、＿a．｝．撫．犠此　、tt■．．n、A憩、A

93111E

プロレタリア美術大展覧会（第4回）

　11月28日～12月13日　上野　東京自治会

　館

　　　　　　　　　　　　く特500－192＞

　『プロレタリア美術大展覧会出品目録』

　第4回　日本プロレタリア美術家同盟

　昭6　15p　15cm　l
　・奥付なし　・図版なし

93112

谷三晃先生建碑記念遺作展覧会
　12月14日～12月20日　東京府美締館

　　　　　　　　　　　　　　く425－48＞

　『三晃遺墨展覧会図録三二評伝』建碑記

　念　乾，坤　谷文旧著　七三会　昭7．2

　2冊　38cm

　　　　　　　　　　　〈W991－143＞
『文晃遺墨展覧会図録並二評伝』建碑記

念鈴木栄之亮編　京都　三文閣出版

昭52．11　2冊39cm和装昭和7年
2月刊の複製　秩入

931　＊

朝鮮美術展覧会（第19回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』第10回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭6．8　1

　冊27cm和装

　　棄　　竃　　竃　　観　　観　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　竃　　ME　　竃

　　　　　1932（昭和7）年

　　奄　　醐　　竃　　嗣　　棄　　観　　竃　　竃　　竃　　嗣　　潮　　Ω　　竃　　竃

93202

三友展覧会（第26回）染丸帯片側帯図

案展　夏向’
　〔2月〕39

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『桂友』　第26桂友倶楽部編　京都　芸

　艸堂　昭7．4　1冊　31cm　和装

93202A

原尚庵氏所蔵品入札・
　2月11日　大阪美術倶楽部

一109一



　　　　　　　　　　　　　〈a706－1＞

『原三指氏所蔵品入札目録』　〔大阪〕

〔〕　昭7　図版268p　27cm　表紙に
は「もくろく」とあり

・奥付なし　　　tt1

93203

上方俳星展覧会
　3月25日～」3月30日　大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　　く232－386＞

　『上方俳星遺芳』三越大阪支店編　京都

　二二堂　昭7．8　1冊（図版）24cm和
　装、

　・宗因250年蕪村150年記念

93203A　g
京都市立絵画専門学校・京都市立美．

術工芸学校生徒作品展
’〔3月26日～3月28日〕45

　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞

　『京都市立絵画専門学校第二十二回・京都

　市立美術工芸学校第三十九回卒業製作砧

　図録』　京都市立絵画専門学校・京都市立

　美術工芸学校霊友会編　京都　芸学堂

　昭7．7　1冊（丁付なし）27cm和装

93204　c京都染織工芸図案競技展覧会（第3
回）

　4月
　　　　　　　　　　　　　　〈423－411＞　i

　『京都染織工芸図案競技展覧会図録』第

　3回　京都図案家協会編　京都　芸艸堂

　昭7．5、1冊27×30cm和装
　・図案家協会創立十周年記念

93204A　’商工省工芸展覧会（第19回）

　〔4月19日～5月3日　東京／5月16日

　～5月25日　大阪／6月『4日～6月10日
　京都〕21－1。

　・　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　＜331－86＞

　『商工省工芸展覧会受賞品図録』第19回

　商工省編画報社昭7。64，12p図
　版98枚　27cm

93204B

日本晴画院展覧会（第11回）

　〔4月21日～5月10日　東京府美術館／

　（会期不明ジ京都／6月11日～6月15日

　名古屋市鶴舞公園公会堂／7月2日～7

　月8日　大阪　朝日会館／7月14日～7
　月20日　岡山市商品陳列所〕4、

　　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』第11回　日本

，南画院編　芸即興　昭7．5　1冊　31cm

　和装

　　　　　　　　　　　　　　　　cノ’
93204C　一

商業美術展覧会‘
　4月26日～4月30日　大阪　大丸／5月

　4日る5月10日　東京　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈628－75＞

　『日本産業美術年鑑』1932年　大阪　大

　阪毎日新聞社，東京日日新聞社　昭7．11

　62p図版131p　27cm

93204D

周漢文化展覧会
　〔4月30日～5月15日　東京帝・室博物
　館〕24．．｝

　　　　　　　　　　　　　　〈425－65＞

　『周琴笛宝』　帝室’博物館編　大塚町芸社

　昭7．8　1冊37cm

　　　　　　　　　　　　〈YPII－131＞

『周回陛下』帝室博物館編　図書刊行会

所56．175枚・図版75枚37cm大塚
巧四三昭和7年刊の複製

93205

桂友展覧会（第27回）帯図案研究会

秋冬向
　〔5月〕39

　　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『桂友』　第27桂友倶楽部編　京都　芸

　艸堂昭7。8　1冊31cm・和装

93205A

菊池塾展覧会（第8回）

　〔5月3日～5月5日　京都御池美術倶．

一110一



楽部〕、。．

　　　　　　　　　　　　　〈213－586＞

『菊池塾作画展覧会画集』　第8輯　菊池

塾編京都芸三三昭7．7図版88p
31cm　和装

93205B

青年図案人聯盟展覧会（第2回転

　5月11日　岡崎公会堂東館

　　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『青年図案！聯盟展覧会図録』第2　青

　年図案人聯盟編　京都　内田美術書騨

　昭7．6　1冊（図版）22×30cm和装

　　　　　　　　　　　　　＜628－75＞

『日本産業美術年鑑』　1932年　大阪毎日

新聞社，東京日日新聞社　昭7．1162p．

図版131p　27cm

93206A

早苗会展覧会（第33回）

　〔6月4日～6月6日　京都　岡崎第2
　勧業館〕1。

　　　　　　　　　　　〈E720－Sa61ウ〉

　『早苗会展覧会図録』　山元画塾　第33回

　早苗会編　京都．芸艸堂　昭7．7．5図

　版104枚　31cm　和装

93205C

新興独逸建築工芸展覧会
　5月14日～5月29日　上野　松坂屋6階

　及び5階
　　　　　　　　　　　　　　＜422－134＞
　　
　『新興独逸建築工芸』’松坂屋昭7．5

　47p　29cm
　付：出品目録

　　　　　　　　　　　　　　　曳
93205D

民芸品展覧会
　5月14日～5月19日　三碧　．白木屋／6

　月5、日～6月10日　東京　白木屋

　　　　　　　　　　　　　　〈628二75＞

　『日本産業美術年鑑』　1932年　大隊毎日

　新聞社，東京日日新聞社　昭7．1162P

　図版131p　27cm

93205E

青甲社展覧会（第9回）

　〔5月21日～5月22日　京都　岡崎公’会
　堂〕、。

　　　　　　　　　　　　　　〈216－34＞

　『西山画塾青甲社展覧会図録』第9回

　青甲三編．京都／・，芸艸三三7．7　図版

　88枚　31cm　和装

93206

染色美術展覧会
　6月1日～6月7日’大阪　三越／6月

　1日～6月10日　，東京』三越

　　　　　　　　　　　　　〈213－582＞

『早苗会展覧会図録』　山元画塾　第33回

早苗一編京都芸艸堂昭和7．7．25
図版104枚　31cm　和装

93206B

友禅　　　　　　　　　　　　一
　6月14日～6月19日　日本橋三越ギャ

　ラりご

　　　　　　　　　　　　　　〈157－125＞

　『友禅』染色界の恩人「画師友禅」　〔三

　越〕　昭7・14丁　肖像’19cm　和装

93207

オリンピック芸術競技（第10回ロサ
ンゼルス大会）

　7月30日～8月31日　アメリカ　ロサン

　ゼルス

　　　　　　　　　　　　　　〈648－69＞

　『オリンピック大会報告』第10回　大日

　本体育協会昭8．10342，35p図版17

　枚’27cm
　・ゆ．2107212芸術競技報告。日本出品目

　憾あり。日本初参加。版画で良永治良の．

　「虫相撲」が入賞したのみ。
，

一111一

　　　　　　　　　　　　　＜705－80＞

『オリンピック芸術競技参加報告』第11

回（昭和11年）大日本体育芸術協会　昭

11．12　100，14p　27cm

・p．2～6第10回オリン・ピックの出品



目録。芸術競技は第8回オリンピック
（1924年パリ）から。日本は第10回から参

加。

93209

日本美術院展覧会（再興第19回）

　〔9月3日～10月4日，東京府美術館／

　10月15日ん11月3日　京都　岡崎公園第

　2勧業館／11月12日～11月20日　鶴舞公

　園　名古屋市公会堂〕20－6

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』　第19回．日本

　美術畦編　大塚巧論議　昭7．9　1冊（図

　版）30cm　和装
　　　　　　　　　　　　　｝

93210

日本自由画壇展覧会（第12回）

　〔10月1日～10月5日　日本橋　三
　越〕2。＿6／〔10月15日～10月22日　京「

　者K〕2、＿10

　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞

　『日本自由画壇展覧会図録』　第12回　日

　本自由画壇編　京都芸回忌昭7．10

　1冊（図版）27cm

93210A

大東画展
　10月1日～10月16日　第1会場　上野

　松坂屋，第2会場　銀座　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　く153－96＞

　『大東京展図録』報知新聞社層〔昭7〕

，図版33枚　27cm　和装

93210B

輸出向工芸品展示会（第1回）
　　　　　　　へ　10月3日～10月7日　横浜市商工奨励
　館／10月20日～10月24日　大阪府立貿易、

　館

　　　　　　　　　　　　　＜650－129＞

　『輸出向工芸品展示会報告書』第1回

　横浜輸出向工芸品展示会昭8．8
　220，93p　図版34枚　23cm

93210C

帝国美術院美術展覧会（第13回）

〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

11月27日～12月11、日’岡崎公園勧業
食官〕2、＿、0

　　　　　　　　　＜22－461＞〈22－461イ〉

『帝国美術院美術展覧会図録』第13回

文部省二三三社昭7．12　4冊27

cm
・「第1部絵画（日本画）之部」12，
273（図版），8p，　「第2部　絵画（西洋

画）之〆部」8，87（図版），5p，　「第3部

、彫塑之部」10，228．（図版），6p，「第4

一部　美術工芸之部」10，100（図版），6p

　　　　　　　　　　　　　〈16－259＞

『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第13

回美術工芸会、昭7ユ2　1冊（図版）

26cm　和装　　　　　　　　　　k、

　　　　　　　　　　　　〈553－119＞，

『帝展集』　第13回　芸三三，巧三社　昭

7．11図版74p　22×30cm

93211

L三友展覧会（第29回）染丸帯片側帯

春向
　〔11月〕39

　　　　　　　　　　　　　　＜146－264＞

　『訟訴』・第29三友倶楽部編　京都　芸

　見回昭7．12　1冊31cm和装

93211A

蕪村遺墨展覧会
　〔11月17日～11月30日・恩賜京都博物
　館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈425－74＞
　　　　　　・『蕪村遺芳』恩賜京都博物館編　京都

　小林写真製版所出版部　昭7　図版88枚

　44cm和装付（1冊　16cm）：蕪村印
　譜

　・特別展観

93211B

陸軍特別大演習記念特別展

　11月17日～11月30日　大阪城天守閣．

　　　　　　　　　　　　　〈153－102＞

一112一



『陸軍特別大演習記念特別展観図録』　陸

軍特別大演習記念　大阪市編　大阪　芸

苑社昭8．11冊32cm和装

93211C

源氏物語に関する展観　　　　　、

　11月19日～11月20日　東京帝国大学

　　　　　〈625－154＞〈913．3603－To458g＞

　『源氏物語に関する展観書目録』　東京帝

　国大学文学部研究室編　岩波書店　昭7．

　1162P　図版5枚　23cm
　・池田亀鑑蒐集品

93211D

世界古美術展覧会
　招待日　11月22日～11月24日，公開日

　11月25日～11月27日　第エ会場　日本美

　術協会，第2会場　常盤華壇

　　　　　　　　　　　　　　〈313－17＞

　『世界古美術展覧会』大阪　山中商会

　昭7　88丁　27cm
　・奥付なし

L，．一．’，es．．．，．一”．．．S一’s．’．：

『桂友』　第30桂友倶楽部編三都　芸

三三昭8。6　1冊31cm和装’

93303

国際広告写真展（第4回）

　3月1日～3月10日　〔東京朝日新聞
　社〕34　一　　　　　　　・　　、

　　　　　　　　　　　　　　〈648－16＞

　r東京朝日新聞社懸賞広告写真展作品集』

　誠文堂「昭8．7　1冊（頁付なし）27cm

　「広告界」臨時増刊

93303A

独立美術協会展覧会（第3回）

　3月10日～3月31日　東京府美術館／4

　月13日～4月19日　鶴舞公園美術館／4

　月26日～5月5日　中の島朝日会館／
　5月16日～5月21層日　京都　大丸呉服店

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞

　『独立展集』　第3回（昭和8年）　朝日新

　聞社編’東京朝日新聞発行所昭8．3

　64，5p　26cm

932　＊

朝鮮美術展覧会（第11回）

　　　　　　　　　　　　　〈109r266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』　第11回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭7．8　1

　冊27cm和装

　　竃　　剛　　竃　　竃　　竃　　潮　　嗣　　潮　　竃　　観　　観　　竃　　竃　　竃

　　　　　1933（昭和8）年tt
　　3E　　竃　　竃　　調　　竃　　竃　　竃　　剛　　竃　　rE　　棄　　sE　　竃　　竃

93301’

綜合美術展覧会
　1月16日～1月27日　上野　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈638－48＞

　『綜合美術展覧会作品集1　昭和8年1月

　松坂屋　昭8・．　1図版28p　25×26cm

93302

三友展覧会（第30回）染丸帯片側帯
回向
　〔2月〕39

〈146：264＞

　　　　　　　　　　　　　〈638－92＞

『独立美術協会展覧会画集』　第3回　美

術工芸会　昭8．520枚　図版20枚　27

cm

93303B

京都市立絵画専門学校・京都市立美

術工芸学校生徒作品展
　〔3月26日～3月28日〕45

　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞
　『京都市立絵画専門学校第二十三回・京都

　市立美術工芸学校第四十回卒業製作三図

　録』　京都市立絵画専門学校・京都市立美

　衛工芸学校校友会編　京都　芸駅戸　昭

　8．5・1冊（回付なし）27cm和装

93304

商工省工芸展覧会（第20回）

　〔4月12日～4月21日　東京／5月5日
『～ T月14日　京都〕21－11

　　　　　　　　　　　　　　ぐ331二86＞

　『商工省工芸展覧会受賞品図録』第20回
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商工省編画報社昭8．54，14p図
版109枚　27cm

93304A

大徳寺名宝展観
　〔4月16日～4月30日　恩賜京都博物
　館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈719－82＞

．、『大徳寺名宝集』恩賜京都博物館編．京

　都　便利堂　昭8．7　図版158枚　32cm

93304B

国画会展覧会（第8回）

　〔4月18日～5月4日　東京府美術
　館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　〈638－120＞
　『国画会美術展覧会画集』　第8回　美術

　工芸三三8．5図版21枚解説21枚
　28cm

93305

三友同三会展（第10回）

　5月
　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『桂友同三会』・第10集　三友三三三編

　京都　芸三三　昭8．6　1冊　31cm　和

　装

93305A

菊池塾展覧会（第9回）

　〔5月、3日～5月5日　京都　第2勧業：
　館〕26

　　　　　　　　　　　　　〈213－586＞

　『菊池塾展覧会画集』　第9回　菊池三編

　京都芸艸堂昭8．6図版83P、31cm
　和装

93305B

青甲社展覧会（第10回）

　〔5月6日～5月8日　岡崎公会堂〕26

　　　　　　　　　　　　　　〈216－34＞

　『西山画塾青甲社展覧会図録』第10回

　青甲三編京都芸三三昭8．8図版
　82枚　31cm　和装

93305C
日本南画院展覧会（第12回）

　〔5』月9日～5月29日　東京府美術館ノ

　6月17日～6月23日．京都　岡崎公園勧

　業館／6月26日～7月2日　大阪　朝日
　会館／8月27日k9：月7日　札幌市中ノ

　島公園農学館〕41

　　　　　　　　　　　　　　〈一109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』　第12回　日本

　南画院編　芸無堂　昭8。5　1冊31cm

　和装

93305D

早苗歌展覧会（第34回）

　〔5月13日～5月15日’京都　第2勧業；

　館〕26

　　　　　　　　　　　〈E720－Sa61ウ〉
　『早苗会展覧会図録』　山元画塾’第34回

　早苗会編　京都　芸艸堂　昭8．6．20図

　版92枚　31cm　和装

　　　　　　　　　　　　　〈213－582＞

『早苗会展覧会図録』　山元画塾、第34回

早苗三編　京都芸艸堂　昭8．8．5図

版92枚　30cm　和装

93305E

建築博覧会
　5月22日

　　　　　　　　　　　　　　〈638－109＞

　『建築博覧会商店設計図案集』建築資料

　協会　昭8．5　11p　図版25枚　27cm

93305F

青年図案人聯盟展覧会（第4回）

　5月25日　京都　岡崎公会堂東館

　　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『青年図案人聯盟展覧会図録』　第4　青

　年図案人聯盟編　京都　内田美術書騨
　昭8．6　1冊（図版）　22×30cm　和装．

93305G
シカゴ万国博覧会（1933年）

　5月27日～1i月12日　アメリ、（7．、シカ

　ゴ，ミシガン湖畔　　　　　・
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　　　　　　　　　　　　　＜650－232＞

『一九三三年市俄古進歩一世紀万国博覧

会出晶’協会事務報告』市俄古進歩一世

紀万国博覧会出品協会昭9．12458p
図版　23cm
・出品人名簿あり

　　　　　　　　　　　　　〈662－78＞

『一九三三年市三三進歩一世紀万国博覧

会政府参同事務報告』商工省商務局
’昭9．3　136p　図版　23cm

・出品人名簿あり

93307

扇面画展観
　〔7月1日・一　7月14日．恩賜京都博物
　館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈430－12＞

　『扇面画譜』鴻池男爵家蔵恩賜京都博

　物三編京都芸三三昭8．8　1帖
　40cm　和装

93307A

聚三会展覧会（第11回）

　7月13日　公会堂

　　　　　　　　　　　　　　〈203－127＞

　『聚秀』　第11巻　聚秀会編　京都　芸艸

　堂・昭8．8　1冊31cm和装・

93308

豊満写真美術展覧会
　8月15日～8月22日　大連市

　　　　　　　　　　　　　　〈685－10＞

　『大連市催満洲大博覧会誌』大連市　昭

　9．3　781p　23cm
　・p．748～750入選作品（図版なし）。

93309

商工省工芸指導所研究試作品展覧会
　9月1日～9月5日　日本橋　三越　新
　館4階

　　　　　　　　　　　　　　〈648－64＞

　『商工省工芸指導所研究試作品展覧会図

　録』商工省工芸指導所編　親政会出版

　部　昭8．9　12，10p・図版16枚　27cm

93309A

日本美術院展覧会（再興第20回）

　〔9月3日～10月4日　東京府美術館／

　10月17日～10月26周　鶴舞公園名古屋市
　公会堂〕、。．6

　　　　　　　　　　　　　・〈224－190＞

　『ゴ本美術院展覧会図録』　第20回　・日本

　美術院編大塚巧芸社　1冊30cm
　和装

93309B

二科会展輩会（第20回）

　〔9月3日～10月4日　東京府美術館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　　＜650－67＞

　『二科展画集』　第二十周年記念　二科展

　画集刊行会「昭8．9図版120p　24cm

93309C

染織名品展覧会（第1回）』

　9月6日～9月7日　美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く300－25＞

　『染織名品展覧会図録』　第1　丸紅商店

　京都支店編京都　筆軸堂　昭8．11　1

　冊（図版）35cm　和装

93309D

青年図案人聯盟展覧会（第5回）

　9月27日　京都市’岡崎公会堂東館．

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『青年図案人聯盟展覧会図録』第5青
　年図案人聯盟編　京都　内田美術書騨

　昭8．10　1冊（図版）22×30cm和装

93310

桂友同三会展（第11回）

　10月

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『桂友同机会』第11集桂友田一会編

　京都芸濃堂昭8．10．1冊31cm
　和装

93310A

郷土文化展覧会
　10月

〈625－150＞
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　『郷土文化展覧会展観目録』　鳥取県立鳥　　　　蝕〕2、一、1

　取図書館中編　訂正版　鳥取県立鳥取図　　　　　　　　　　　　　　＜22－461＞〈22－4614＞

　書館鳥取読書倶楽部昭8．1044p　　　　『帝国美術院美術展覧会図録』第14回

　23cm　（鳥取図書館叢書第4篇）　　　　　　文部省編　画報三三8．12、4冊27

．郷土絵画の細 @　　　1隔部絵画（日本画）之部」　i4，

93310B　　　　　　　！　　　　　　　　　　　335（図版），9p，　「第2部　絵画（西洋
日本自由画壇展覧会（第13回）’ @　　　　　画）之部」13，155（図版），8p，「第3「部

　〔10月1日～10月5日　日本橋　三’　　　彫塑之部」8，186（図版），5p，「第4部
　越〕，。一6／〔10月20日～10月27日　京都商　　　　　美術工芸之部」　12，122（図版），8p

　工会議所〕26

　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞　・　．　’　’〈16－259＞
　『日本自由画壇展覧会図録』　第13回　日　　　　　『三下美術院美術展覧会原色画帖』　第14

　本自由画三編　京都芸三三　昭8．11　　　　回　美術工芸会　昭8．12　1冊（図版）

　1冊（図版）．a7cm　　　　　　　　　　　　　26cm　和装

93310C　・　　〈553－119＞郷土偉人展覧会　　　　　　　　　　　　　r帝展集』第14回　巧三社，芸艸堂　昭

　10月1日～10月3日　市立名古屋図書館　　　　　8．11　図版74p　22×30cm

　　　　　　　　　　　　　　＜632－40＞
　『郷土偉人展覧会図録』』〔名古屋〕’郷土　　　93310G

　偉人展覧会昭9．非図版44枚　ig×27　　観音古典i籍浮世絵版画展

　cm　和装　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月21日～10月22日　名古屋市．伊藤銀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行中支店楼上

新三社展覧会（第11回）　　　　　　　　　　r観音古典籍浮世絵版画旧記三三』尾崎

　10月15日～10月20日　大阪朝日会館　　　　　久弥編名古屋観音謄仰三三8．10
　　　　　　　　　　　　　〈特213－198＞　　　　12丁　19cm和装

　『新灯社美術展作品集』　第11回　新三社

　昭8．10　1冊　21cm　　　　　　　　　　　　　93310H
　・図版46枚，うち8枚はカラー貼り込み図　　　煙草展覧会　　　　　　　　　　　　、

　版10月21日～10月29日日本橋三越　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈653－190＞
93310E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『煙草旧習会図録』　昭和8年10月　専売

大阪築城三百五十年記念特別展観　　　　　局　昭863p図版60p　23cm和装
　10月15日目　大阪城天守閣　　　　　　　　　　・奥付なし‘

　　　　　　　　　　　　　　〈430－25＞
　『大阪築城三百五十年記念特別展観図録』　　　　　　　　　　　　　　　　　（631－344＞、

　大阪市編　大阪　芸苑社　昭9．1　1冊　　　　　『大東京煙草小売人組’合聯合会主催タバ

　（回付なし）24×34cm和装　　　　　　　　コ展覧会出品目録』三越　昭8　89p

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19cm．

93310F　　　　　　　　　　　　　　　　　　・奥付なし
帝国美術院美術展覧会（第14回）　　　　　　　・　　　　　　1、

　〔10月16日～11月20日　東京府美術館／　　・　933101．　　　　c　　　t・t、

　11月27日～12月11E’大礼記念京都美術　　　東西諸大家新作画展（第17回） 　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　一116一



　10月31日～11月2日　心斎橋　大丸

　　　　　　　　　　　　　　　〈65．3－92＞

　『東西諸大家新作画展観画集』第17回「

　大阪大丸美術三三8．10図版30枚
　23cm

93311

日本美術協会美術展覧会（第93回）彫

刻及工芸展
　！1月1日～11月20日　日本美術協会

　　　　　　　　　　　　　　〈428－33＞
　『時代漆器蒔絵集』吉野富雄編　巧芸社

　昭9．118，4p　図版53枚　31cm　和装

　・古代蒔絵陳列　第93回　彫刻及工芸展

　参考品目録

93311A
東洋げてもの展覧会’

　11月4日～11月12日　上野　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈648－95＞
　『東洋げてもの展覧会三三美術品展観』

　松坂屋　昭8　図版24枚　26cm

93311B

鎧直垂及陣羽織
　〔11月10戸～12．月25日　帝室博物館〕46－s8

　　　　　　　　　　　　　　〈631－343＞

　『鎧直垂及陣羽織1　帝室博物館．昭8．11

　7p　図版12枚　19cm

93311C

池大雅遺墨展覧会

　〔11月15日～11月30日　恩賜京都博物
　館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈425－98＞

　『池大雅名画譜』㍉恩賜京都博物館編　京

　都　便利堂　昭8．12　図版90枚　44cm

和装付｝i5丁、22・m）1池大EtkEpge・

93311D

煙草展覧会
　11月21日～11月26日『金沢市　三越金沢
　支店’

　　　　　　　　　　　　　　＜653－339＞

　『煙草犀覧会記念帖』　〔金沢〕’福井県・

　石川県・富山県煙草小売人組合聯合会

　昭9．670p　図版39p　23cm

9331・IE

チュンベリー氏記念展覧会
　11月22日～11月26日　上野公園’彙京科

　学博物館

　　　　　　　　　　　　　〈特240－835＞．

　『Thunberg氏記念展覧会出品目録』　日

　本科学之大恩人瑞典国チュンベリー（ツ

　ンベルグ）　〔東京科学博物館〕昭8
　29p　19cm’

　』・奥付なし　・図版なし

933　＊

朝鮮美術展覧会（第12回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』　第12回　〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭8．8　1

　冊27cm和装

933　＊A

松堂公遺墨展観
　福井県　鯖江町公会堂

　　　　　　　　　　　　　　〈216．一108＞

　『松堂公五十年祭言誤念遺墨集』　間部詮勝

　〔書〕　鯖江町（福井県）　亨部会　昭9．2

　1冊（頁付なし）　27cm　和装、，

　・序は昭和8年9月

　　観　　嗣　　竃　　竃　　嗣　　Ω　　竃　　竃　　嗣　　竃　　竃　　竃　　SE　竃

　　　　　　1934（昭和9）年

　　●eE竃　竃、奄　竃　醐　観　feE観　ieE竃　竃　9ti竃

93401

弘法大師一千百年記念展覧会
　1月10日～1月27日’日本橋三越
　　　　　　　　　　　　　〈特249－187＞

　『弘法大師壱千百年記念展覧会栞』三越

　昭9．155p　図版14枚　19cm　主催：

　高野山金剛峯寺，報知新聞社

　　　　　　　　　　〈188　．　52－Ku7－79Kk＞

　『弘法大師幻化史料と年譜』

　内容：「弘法大師壱千百年記念展覧会栞」

三韓　昭9．1’55p　図版14枚　19cm
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93402

松方氏蒐集欧洲絵画展覧会

2月6日72脚州府美蟹48＞

　『松方氏蒐集欧洲絵画展覧会目録』青樹

　三三堂　昭9．2102p　27cm

　」図版あり

93402A
光風会展覧会（第21回）

　2月11日目2月27日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　〈653－224＞

　『光風会作品集』　第21回　光風会作品集

　刊行会　昭9．3　図版86p　23とm．

　・光風会略史

93402B
三和園展観（第2』回）

　2月20日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　〈R703．8－Ta29ウ〉

　、『静和園展観目録』　第二回　高木文　昭

　9．256p　図版　19cm

93402C

梅原塾図展
　　2月24日　八坂歌舞緯場

　　　　　　　　　　　　　〈216－116＞

　『梅原塾図展』　未成会後援：田中吉之介

　編　京都　内田美術書騨　昭9．3　1冊

　　（頁付なし）　29bm　和装

　’・梅原香鳳　　・　　　τ

　93403

　建武中興六百年記念建武中興史料特

　別展覧会
　　〔3月5日～3月1与日　東京帝室博物

　　館〕24

　　　　　　　　　　　　　　＜300－21＞
　　薩武遺宝』帝室博物館編大獅三社，

　　昭9．8　63，63枚　37cm　和装

　　　　　　　　　　　〈210　．　45－Te143k＞

　　『建武中興更料展覧会案内』帝室博物館

　　昭9．3　43p　19cm

　　・図版なし

・鑑三文イt大展覧会

　3月15日～4月14日　第1会場大阪
　朝日会館／3月「21日～4月7日　第2会

　場大阪℃三越／4月11日～5月13日、

　第3会場大阪騨高島屋／3月19日
　～3月30日　第4会場　京都　丸物
　　　　　　　　　〈188　．　52－Ku779Kk＞

　r融大賊化史靴篇』大阪朝噺
　聞社　昭9．3　2版48，47p　19cm．，

　・図版なし

翻巽錺師＿千百年記念弘法大師関係

資料展覧会
　　〔3月2・日訂3月29・M東締三訂

　館〕24
　　　　　　　　　　＜188．52－Ku779Kk＞

　　『弘法大師文化史料と年譜』
　　内容：「弘法大師関係資料高覧会案内」

　　帝室博物館昭9・322P、19・m．

　　・図版なし、

撫焔難会綿弓／’4

　　月20日～4月27日　鶴舞公園美術館／5

　　月17日～5月26日　大阪　朝・日会館／京

　　都／広島　　L

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞
　　1r独立呼集』麹回（・a＊ll　9年）朝日新

　　聞社編　東京朝日新聞発行所　昭9．3

　　64，　5p’　26cm

　934Q3D
　我等の日本皇国史大展覧会
　　3月20日～4月20．日　日鼻血　高島屋

　　　　　　　　　　　　　　〈631－480＞
　　『我等の日本皇国史大展覧会要覧』　主催

　　文部省　我等の日本皇国二大展覧会編

　　高島屋東京支店　昭9．478，7p・図版、

　　35p’　．19cm

　　　　　　　　　（　　　　　　　　〈特246－16g＞

　　階あ躰皇国史回覧会眼』三
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高島屋東京支店　昭9．556p　図版5

枚　19cm

93404

日本肖像絵画展覧会

　〔4月1日～4月21日〕2g奈良帝室博物

　飽

　　　　　　　　　　　〈E721－Ko49ウ〉

　『日本肖像画図録』奈良帝室博物館編
　京都　便利堂　昭13．’12’2冊　40cm

　・「図録」　図版111枚，「解説」　96p

93404A

日本精神宣揚展覧会

　4月1日～4月30日　岡山城天守閣

　　　　　　　　　　　　　　〈184－88＞

　『輝く日本精神』　日本精神宣揚展覧会記

　念　岡山　山陽新報社事業部昭10．3

　17，3丁　図版37丁　19×26cm　和装

93404B

東寺名宝展覧会

　4月5日～4月30日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　〈709．2－Ky9952t＞

　『東寺名宝展覧会目録』　恩賜京都博物館

　昭9　f51p　19cm
　・奥付なし　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　く425－121＞
　『東寺名宝集』　恩賜京都博物館編　京都

小林写真製版所出版部　昭9．6．図版77

枚41cm和装

93404C　・

香雪斎蔵品展観
　4月5日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く428－38＞

　『香雪斎蔵品展観図録』　内藤尭宝，有尾

「佐治編．大阪　藤田男爵家什三三　昭9．

　3　1冊（頁付なし）31cm和装　漉入

93404D　一

名作屏風画特別展覧会

　〔4月18日目4月29日’東京帝室博物
　館〕24

　　　　　　　　　　　　　〈424－87＞

『帝室博物館図録』帝室博物館・昭9．5

2冊　37cm　．

内容：第4期第3輯　「名作屏風画展覧、

会図録」　其一，第4期第4輯　「名作屏

風画展覧会図録」　其二

93404E

春陽会展覧会（第12回）

　4月21日～5月13日　東京府立美術館／旨

　6月8日～6月14日　大阪　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　〈653－294＞
　『春陽会展図録』　第12回　春陽会図録刊

　行装・昭9．5図版75枚　23cm
　・春陽会一己金乗

93404F　・

ヰリアム・モリス誕生百年祭記念文
献絵画展覧会
　4月24日～，5月3日　日本橋　丸善

　　　　　　　　　　　　　　〈672－23＞

　『モリス書誌』イリアム・モリス誕生百

　年祭記念文献絵画展覧会目録　東京イリ

　ァム・モリス研究会昭9．444p　図版

　8p　肖像　22c血

93404G’　，

開設一周年記念展
　、4月24日　商工省陶磁器試験所瀬戸試験

　場

　　　　　　　　　　　　　〈DL561－3＞
　『開設一周年記念農作品集』　商工省陶磁

　器試験所瀬戸試験場　昭9．1618p図

25枚　23cm付録：商工省陶磁器試験
　所概要

93405

桂友展覧会（第34回）織名古屋研究会

百扇図案　秋冬向
　〔5月〕39

　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞
　r戦友』　第34桂友倶楽部編　京都　芸

　艸堂　昭9．6　1冊31cm和装
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93405A
大礼記念京都美術館美術展覧会

　5－月1日～5月25日　大礼記念京都美術

　館

　　　　　　　　　　　　　　〈428－52＞
　『答礼記念京都美術館展覧会図録』　京都

　芸艸三三9．6　1冊32cm和装

93405B
国宝重要美術品絵画展覧会（第1回）

　，5月5日、～5月24日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈631－518＞
　『国宝重要美術品絵画展覧会目録』’皇太

　子殿下御降誕奉祝記念　再版　報知新聞、

　社昭9．51104p　19cm
　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　　〈425－111＞

　『国宝重要美術品絵画展覧会図録』皇太

　子殿下御降誕奉祝記念　〔第ユ回〕報知

　新聞社　昭9．5　図版64p　39cm　和装

　　　　　　　　　　　　　　く425－143＞

　『国宝重要美術品絵画展覧会図録』仏画

　篇　第1A・2，肖像画篇，水墨画篇，大

　和絵篇，近世画篇　報知新聞社編　大塚

　三三三三9．11　6冊（合本2冊）49

　cm　和装

93405C

三韓醐諮義聯麟館
　　　　　　　　　　　　〈703．8－Ky9950＞

　『恩賜十周年記念展覧会目録』　恩賜京都

　博：物館　昭9　74p　19cm
　・奥付なし　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　　〈425－136＞　一

　『恩賜十周年記念展観図録』　恩賜京都博

　物三編　京都　小林写真製版所出版部

　昭9．8・1冊（回付なし）44cm和装

灘展（第咄）

　　5月15日～5月16日　永観堂方丈

　　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『絢三会展観作品集』　第14回　絢野駆編

　京都早牛堂　昭9．6　1冊（図版）31

　cm　和装

93405E
日本南画院展覧会（第13回）

　〔5月16日～6月5日　東京府美術館／

　6月14日～6月19日　大礼記念京都美術

翫6月22日～6月28日木鐸日会

　　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞
　『日本南画院展覧会図録』第13回　日本「

南画院編芸艸堂昭9・6－t冊31・m

　和装

93405F

松蕪謝騨難㌔轍店
　　　　　　　　　　　　　　く658－108＞

　『松三三蒐集欧洲絵面展覧会目録』石井

　柏亭編．青樹三三堂　昭9．5111p　26

　cm
　・図版あり

93405G
染織標準図案作品展（第6耳）

　5月22日　京都　岡崎公会堂東館

　　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『染織標準図案作品展』　第6回　青年図

　執著聯盟編　京都　内田美術三三　昭9．

　61冊22×30・m不嘩

93406
建武中興六百年記念展tt会

　　6月3日～6月6日　神宮皇学館
　　　　　　　　　　　　　　〈672－272＞

　『建武中興六百年記念展覧会目録』宇治

　山田　神宮皇学館・昭10．337p　23cm

93406A

聚灘三論盟
　　　　　　　L　一　〈2Q3－127＞
　　r聚秀』第・2巻三三三編京都．一概中

＿1を。＿



　堂．昭9・7　1冊31cm和装

93407

朝鮮古陶史料大展覧会・東洋声陶磁
大展覧会

　招待日　7月8日～7月9日，公開日
　7月io日～7月14日　日本橋　白木屋

　　　　　　　　　　　　　〈牛寺274－825＞

　『朝鮮古陶史料大展覧会・東洋古陶磁大展

　覧会』　白木屋　昭9．768p　26cm　主

　催：朝鮮古陶器研究会

93408

日満興産博覧会

　8月1日～8月20日　北海道旭川市

　　　　　　　　　　　　　　〈662－166＞
r日満興産博覧会誌』旭川市〔編〕日、lft

　興塵博覧会昭10．3158p　図版26枚

　23cm

93409

日本美術院展覧会（再興第21回）

　〔9月3日～10月・4日　東京府美術館／

　10月13日～1i月4日　大礼記念京都美術

　館／11月14日～11月23日　名古屋市公会
　堂〕2。．6

　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
　『日本美術院展覧会図録』　第21回　日本’

　美術院編大塚巧三社　昭9．9．1冊
　30cm　和装

93409A

北大路三三蔵回陶磁展覧会
　招待日　9月26日一r　9月27日，公開白

　9月29日目9月30日　上野　松坂屋

　　　　　　　　　　くE751．3－Ki71ウ〉
　『北大跨家嫡蔵古陶磁展観図録』　秦秀雄

　編　深沢村（神奈川県）星岡窯研究所

・昭9・929P図版31甲

93410
染織美術標章図案展覧会（第7回）

　10月2日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞
　『染織美術標準図案展覧会作品図録』　第

　7回、図案人聯盟編　京都　内田美術書
蝉Hl￥9…珊（図版）22×3・・m．

　和装

93410A

朝鮮古陶史料大展覧会・東洋古陶肥

大展覧会
　招待日　10月9日～10月10日，公開日
　10月11日～10月13日　大阪　高島屋

　　　　　　　　　　　　’＜特255－502＞

　『朝鮮古陶史料大展覧会・東洋古陶工大展

　覧会』番町書房　昭9．925p　26cm

93410B

商業美術聯盟展（第2回）
　10月11日～10月16日　大阪府立貿易館

　　　　　　　　　　　　　　〈671－73＞
　『商業美術展ポスター集成』　大阪　商業、

　美術聯盟　昭9．10104p　図版　27cm

93410C

商業美術展覧会
　10月14日～10月21日　上野　松坂屋
　　　　　　　く特242－424＞〈特246－268＞

　『商業美術展覧会図録』実業教育五十周

　年記念’渋木直一昭9．1147p（図版
　p．11’N’38）　23cm

93410D

帝国美術院美術展覧会（第15回）

　．〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

　11月27日～12月16日’大礼記念京都美術
　負官〕2、＿、、

　　　　　　　　　〈22－461＞〈22－461ノで〉
　『帝歯美術院美術展覧会図録』　第15回

　文部省編　美術工芸二二9．12．4冊

　27cm
　・「第1部絵歯（日本画）之部」15，

　367（図版），10p，「第2部絵画（西洋

画）之部」12，148（図版），8p，「第3部

彫塑之部」9，112（図版），6p，「第4部

　美術工芸之部」　10，122（図版），9p

　　　　　　　　　〈16－259＞〈VD2297＞

　『帝国美術院美術展覧会原色画帖』　第15
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　回　美術工芸会昭9．12　1冊（図版）

26cm和装

　　　　　　　　　　　　　〈553－119＞

　『帝展集』第15回　巧三社，芸三三　昭

　9．118p　図版72p　22×30cm

93410E

古楽面特別展覧会
　〔10月16日～11月7日　熱意帝室博物

「館〕24

　　　　　　　　　　〈E773．6－Te28ウ＞
r日本古紬』帝室博物鰍聚二二

昭10．2．S7P重層5枚37・m　l・

　　　　　　　　　　　　　　　〈684－2＞

r躰古緬目録蹄室三三昭10・o
　図版56p　23cm

93410F　　　　　　　　　　　　　　　一

紀九老二二展覧会
　〔10月17日～10月31日　恩賜京都博物

　館〕43

　　　　　　　　　　　　　　〈300－35＞

　『近江蕪村丁丁画譜』　九三画　恩賜京都

　，博物館編　京都　小林写真製作所出版部

　昭9．12図版53p　36cm　和装

93411

全国中等学校商業美術作品競技大会
入選作品展覧会（第1回）
　11月’1日～11月7日　名古屋市　新愛知
　　　　　　　　　　　　　　　ア　講堂／11月15日～11月18日　高岡市

　　　　　　　　　　　　　く特202－194＞
　『全国中等学校商業美術作品競技大会入

　選作品集』第1回（1935）名古屋　新

　愛知新聞社　昭10．482p　27cm
　・p．19「82は図版

93411A

貴金属の展覧会
　11月1日～11月7日　東京　三越
　　　　　　　　　　　　　　　＜686－56＞
　『貴金属の展覧会出品図録』　造幣局東京

　出張所　昭10．9116p　23clm　和装

　・出品目録，図版あり

93411B
朝鮮工芸農覧会

・・月3日一・・月・・日日醸術協会列品

　館

　　　　　　　　　　　　　　く674－10＞
　『朝鮮工芸展覧会図録』　田辺孝次編　国

民美術隙昭9・11　．173・31cm和

　装
　・図版は144p，他にカラー4葉

　　　　　　　　　　　　　くKB16－564＞

　『朝鮮工芸展覧会図録』　第5拳　東洋経

　済日i報社　昭59．10　186p　31cm

　昭和九年十一月一日　田辺孝次編　国民

　美術協会昭和9年刊の塵製

93411c

神宮御神楽資料展覧会1’

　11月9日～11月11日　神宮文庫

　　　　　　　　　　　　　　〈672－162＞
　『神宮御神楽資料展覧会目録』　〔宇治山

　田〕　神宮司庁　昭9．12　15p　23cm

934＊　’

朝鮮美術展覧会（第13回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－266u＞

　『朝鮮美術展覧会図録』　第13回　〔京城〕

朝堺町府囎美術恥曝昭9・．81’

　冊27cm和装

　　　観　ieE　嗣　）e，嗣　観　竃　竃　藷　；OE　yti　kE　竃　竃

　　　　　　1935（昭和10）年

　　　嗣fe：竃嗣3e：嗣IOt・eE竃金…●…嗣竃竃

93501

映画文化展覧会
　　1月7日～1月16B’日本橋’三越

　　　　　　　　　　　　　〈KD652－117＞

　　『映画文化展覧会録』　キネマ旬報社

　　〔昭10〕　24p　26cm　キネマ旬報創刊15

　　周年記念

　93501A
春台美術展（第10回）・
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　1月10日～1月25日　東京府美術館’

　　　　　　　　　　　　　　　〈674－19＞

　『片上徳郎傑作画集』　岡田三郎助大隅
　為三編隊A．堂　昭10．1　1冊（回付な

　し）32cm
　r春台美術三三に併設した片多徳郎遺作
　農出品作のう「ち56点を収載

93501B

名刀展覧会

　〔1月13日～1月27日　日本橋高島
　屋〕1、

　　　　　　　　　　　〈756　．　6－H639m＞
　tt『名刀図譜』．本間順治著大塚巧三社

　昭10．9　図版101枚　解説33p　37cm

　附：諸国著：名鍛冶分布図・刀剣に関する

　各種用語図解（1枚）

　　　　　　　　　　　　　　〈426－84＞
　『名刀図譜』．本間順治編　大塚巧芸社

　昭10．9図版101枚　37cm

93503

独立美術協会展覧会（第5回）

　3月、6日～3月25日　東京府美術館／4

　月2日～4月11日　福岡日々新聞社／鶴

　舞公園美術館／朝日会館／京都／広島

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞
　『独立展集』　第5回（昭和10年）’東京朝

　目新聞社発行所　昭10．364，6p　26cm

93503A　，

生誕百年記念富岡鉄斎翁遺墨展覧会
　3月10日～3月25日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　　〈427－6＞

　『鉄斎先生名画集』　富岡鉄斎画　恩賜京

　都博物館編　京都　便利堂　昭10：5　図

　版89枚　44cm　和装

93503B

表装美術展覧会（第10回）
　〔3月16日一．　3月25日　東京府美術館〕、、

　　　　　　　　　　　　　　〈301－63＞
　『表装美術展覧会図録』・第io回　同人会

　昭10．5　75p　’31cm　和装

93503C

復興記念横浜大博覧会

　3月26日～5月24日　神奈川，山下公園

　　　　　　　　　　　　　　　く721r63＞
　『復興記念横浜大博覧会誌』横浜　復興

　記念横浜大博覧会　昭11．10653p　23

　cm
　・出品者名簿あり

93503D

軍防と産業大博覧会
　3月27日～5月10日　呉市　〔呉二河公
　園，海軍用地〕23

　　　　　　　　　　　　　　〈708－79＞
　『呉市主催国防と産業大博覧会誌』　呉市’

　昭11，6　772p　23cm

93503E

東京府美術館開館十周年記念現代綜
合美術展覧会

　，〔3月31日～4月21日　東京府美術
　館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　　＜674－28＞
’『現代綜合美術展覧会図録』東京府美術

　館開館十周年記念．東京府編　審美書院

　昭10．427p　図版400p　31cm．

　　　　　　　　　　　　　　〈638－155＞
　『東京府美術館開館十周年記三三綜合名

　作集』　昭和十ケ年　朝日新聞社　昭10．

“4　64，9p　26cm

　「アサヒグラフ」臨時増刊

93504

名作屏風絵特別展覧会’

　〔4月1日～4月15日　東京帝室博：物
　館〕24　’

　　　　　　　　　　　　　　〈424L87＞
　『帝室博物蝕図録』帝室博物館　昭10．6

　2冊　37cm
　内容1第4期第5三二「名作屏風絵展覧

会図録」其一，第4期第6輯　「名作屏

　風絵展覧会図録」其二
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93504A

大楠公展覧会
　4月4日～4月18日　大阪

『大楠公展覧会大観』　大阪

昭10．5．64p　39cm

朝日会館

　く426「71＞

朝日新聞社

93504B

妙心寺名宝展覧会
　4月7日～4月25日　恩賜京都博：物館

　　　　　　　　　　　　　　く427－7＞

　『妙心寺名宝図録』恩賜京都博物館編

　京都　小林写真製版所　昭10．6　図版85

　枚44cm和装

93504C

染織美術標準図案展覧会（第8回）

　4月10日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『染織美術標準図案展覧会作品図録』　第

　8回　図案人聯盟編　京都　内田美術書

　騨　昭10．5　1冊（図版）　22×30cm

　和装

　・春季図人展

　　　　　　　　　　　　　　　　　／
93504D

楠公六百年半記念神戸観光博覧会．、

　4月11日～5月30日　兵庫湊川公園
　他
　　　　　　　　　　　　　　〈687－50＞

　『歴史館出品目録』　〔神戸〕　楠公六百年

　祭記念神戸観光博：覧会　昭10．8・107p

　図版16p　19cm　和装

93504E

商工省工芸展覧会（第22回）

　〔4月16日～4月25日　東京／5月8日

　～5月14日　京都／5月30日～6月5日

　長崎／6月21日～6月27日　名古
　屋〕2、一、2

　　　　　　　　　　　　　　＜331－86＞．

　『商工省工芸展覧会受賞品図録』第22回

　商工省編　古今堂　昭10．65，19p　図

　版112枚　27cm

93504F

三皇古代文化展覧会
　4月’19日～4月22日　佐波郡　伊勢崎町

　南小学校講堂

　　　　　　　　　　　　　く特249－74＞

　『奉讃古代文化展覧会目録』　〔前橋〕　東

　日本御経営聖業奉百会昭11．462p
　19cm　共同刊行：敬神崇祖精神高揚事

　業期成会，群馬県

　・図版なし

93504G

シーボルト資料展覧会　　　　　　、

　4月20日～4月29日、東京科学博物館
　　　　　　〈672－321＞　〈289．　3－cS57Ns＞　．

　『シーボルト資料展覧会出品目録』　日独

　文化協会，日本医史学会，東京科学博物

　館編　日誌文化協会昭10122p　23

　cm
　・奥付なし　・図版なし・

93504H
国宝重要美術品展覧会（第2回）

　4月27日～5月23日　東京府美術館
　　　　　　　　　’　　　　　　　　＜631－518＞

　『国宝重要美術品展覧会目録』皇太子殿

　下御降誕奉祝記念　第2回　報知新聞社

　日召10．4　69p　　19cm

　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　〈425－111＞

『国宝重要美術品展覧会図録』皇太子殿

下御降誕奉祝記念　第2回　報知新聞社’

昭10．4　図版64p　39cm　和装

935041

日本匠画院展覧会（第14回）

　〔4月29日～5月14日　東京府美術館／
　6月13日目6月18日　大阪’朝日会館／

　6月20日～6月24日　京都市美術館〕4、

　　　　　　　　　　　　　tt＜109－257＞

　『日本南画院展覧会図録』　第14回　日本

　南画西之芸卿堂昭10．5　1冊31
　cm　和装

一124一



尊’”tA

bt，i，）．

　　　　　　　　　　　　　〈426－72＞

『南画展』　第14回　大阪朝日新聞社

昭10．532p　39cm　週刊朝日臨時増刊

・附録：日本南画院主14回展覧会出品総

目録

93505

大日本織物協会創立50周年記念織物
展覧会
　5月　東京

　　　　　　　　　　　　　〈特243－943＞

　r桐生地方染織歴史的資料出品目録』桐

生高等工業学校色染化学科色染化学会

　〔昭10〕　12p　19cm

　大日本織物協会創立50周年記念織物展覧

　会二於ケル

　・奥付なし

93505A

中興忍激上人二百二十五年遠忌記念
展覧

　5月8日～5月g日　京都獅子谷　法然
　院

　　　　　　　　　　　　　〈特243－536＞

　『中興忍激上人二百二十五年遠忌記念展

　覧目録』京都獅子谷法然院昭10　．．5

　30p　．19cm

　・図版なし

93505B

肉筆浮世絵展覧会
　〔’5月11日～5月26日　恩賜京都博物
　館〕、ぎ

　　　　　　　　　　　　　　〈430－59＞

　『肉筆浮世絵聚』恩賜京都博物館編　京

　右回艸堂昭10．743枚26×37cm
　和装tt

33枚　23cm　和装

・屏風絵巻など

93505D

朝鮮美術展覧会（第14回）・

　〔5月19日～6月8日　朝鮮総督府旧共
　進会場〕11

　　　　　　　　　　　　　〈109－266m＞

　『朝鮮美術展覧会図録』　第14回　〔京城〕

　朝鮮総：督府朝鮮美術展覧会　昭10．7　1

　冊27cm和装

，　93505E

神立面名宝展観
　5月19日～5月31日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈426－78＞

　『神護寺名宝展図録』　恩賜京都博物館編

　京都　芸裏堂　昭10．7　図版52枚　39

　cm　和装

93505F

京都市美術展覧会（第1回三三）

　5月20日～6月13日　大礼記念京都美術

　館

　　　　　　　　　　　　　　〈674－42＞

　『京都市美術展覧会図録』　京都　芸三三

　昭10．8　2冊32cm和装
　・「日本画之部」図版100枚，「洋画・彫

　塑・美術工芸之部」　図版40，3，23枚

93505G

日本画会農覧会（昭和10年度）

　5月22日～6月5日．〔東京府美術
　館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　　〈674－34＞
　『日本画会展覧会図録』　日本画会編　芸

　艸堂　昭エ0．6　図版28枚　31cm

’　93505C

三井家主催展覧会　史学会大会（第
36回）

　5月12日　笄町　集会所

　　　　　　　　　　　　　　〈672－330＞

　『三井家主催展覧会図録』　第三十六回史

　学会大会　史学会　昭10　．・531枚　図版

93505H

時代タペストリー展覧会

　5月22日76月2日　東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　〈426－69／　〉

　『時代タペストリー展覧会図録』第1

　～2輯　国民美術協会編　古今堂　2冊

　39cm
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　　　　　　　く
　第1～2二三方幸次郎氏蒐集ノ部
　・1輯昭10．3図版7枚「序」（岡田三
　郎助），「時代タピスリーの史的概観」（大

隅為三）・．2輯昭…r図版i・枚

935051

ピエール・ラプラ」ド回顧展覧会

　5月22日～6月2日　東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　＜666－314＞．

　『国民美術協会主催ラプラード回顧展覧

　会図録』　田辺孝次編　国民美術協会

，昭10・521P　図版46P　肖像　i8×19

　6m
．「ラプラー．

h」（石井柏亭）P．1－9，「ラ

　プラードの芸術について」（荒城季夫）p．

　10～14

　・Pierre　Laprade

93505J

小糸源太郎近作洋画展
　〔5月25日～5．［月30日．日本橋三越〕’1、　、

　　　　　　　　　　　　　　〈638－175＞

　『小糸源太郎画集』　美術当芸会　昭10．5

　図版21枚　28cm
　・序に「個展のためのものを収載」とあ．り。

93505K

大楠公六百年記念展覧会
　5月25日～5月27日　（名古屋）大須宝

　生院客殿
　　　　　　　　　　　　　　〈616－1212＞

　『大楠公六百年清観図録』－名古屋温故会

　編　名古屋　大楠公六百年祭奉賛会　昭

　10．97，4p　図版　27cm　tlロ装

　・富士浅間神社主催

93506

竹軒蔵品展観
　6月9日　大阪美術倶目撃

　　　　　　　　　　　　　　〈674－32＞

　『竹軒蔵品展観図録』　大阪　竹軒蔵品図・

　録刊行会昭10．5　1冊（頁付なし）31

　cm　和装
　・竹軒（横江萬治郎）

　　　　　　　　　　　　　　　f

93506A　．

絢染臓卜（集15回）

　6月6日～6月7日　御室仁和寺
　　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『四半会展観作品集』　第15回　再三三編

　京都芸艸堂　昭10．7　1冊（図版）31

　cm　和装
　・題’：東海道蓋十三次

93506B

大阪府産業工芸博覧会
　6月8日～6月．28日’大阪府立貿易館

　　　　　　　　　　　　　　〈691－17＞　’
　『大阪府産業工芸博覧会記念誌』大阪府

　工芸協会　昭10．11158p　図版　26crd

　・入選目録あり

93507

服飾美術着尺図案展

　7月25日
　　　　　　　　　　　　　　〈300－60＞

　『服飾美術着尺図案展図録』　染織日出新
　聞新編・京都　内田美術書誌　昭10．’8

　図版69枚　39cm　和装

93508

染織美術展覧会（第18回）

　〔8月20日～8月21日〕4g
　　　　　　　　　　　　　　＜41乞一103＞

　『染織美術尊覧会図録』第18画　丸紅商

　店京都支店編　京都嬉遊堂　昭10．9

　1冊’36cm和装．
　・明快優美模様

93509
豊公以後名家肖像展三会

　9月10日～10月5日　大阪城天守閣
　　　　　　　　　　　〈281　．　038－0776m＞

　『小竹園森繁三三三豊公以後名家肖像展

　覧会目録』．大阪市・昭10．960p　18
　cm　肖像と画像（森繁夫）を貼付

　・図版なし

93509A
，近畿聯合輸出向土芸試作品回覧会
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（第2回）

1畠押～9厚38嚇府立賜

　　　　　　　　　　　　　　〈684－283＞

　『近畿聯合輸出向工芸試作品展覧会報告f

　第2回　大阪　近畿聯合輸出向工芸品展

　覧会事務所昭11．281p図版29枚
　22cm

93509B

染織美術標準図案展覧会（第9回）

　9月？O日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞
　『染織美術標準図案展覧会作品図録』　第

　9回　図案人聯盟編　京都　内田美術書

聖昭104q珊（図版）、22×30・m
　’和装

93509C

近衛家熈公遺墨展覧会

　9月24日～10月4日　恩賜京都博物館，

　　　　　　〈289．1－Ko6464Kk＞〈683－80＞

　『近衛家輝々遺墨展覧会目録』　恩賜京都

　博物館　昭1021，19p　20cm
　附：家熈公小伝（猪熊信男）

　・奥付なし　・図版なし，

　　　　　　　　　　　　　　〈301－116＞
　『子楽院遺墨』　恩賜京都博物館編　京都

　小林写真製版所出版部　昭10．12　図版

　82枚　肖像　28cm　和装

　・近衛家熈遺墨，遺愛品

93slo

桂友展覧会（第37回）織帯図案　削回
　〔10月〕39

　　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞

　『桂友』　第37三友倶楽部編　京都　芸

艸堂．昭10．111冊』 R1・m和装

93510A

橋本左内先生生誕百年紀念展覧会
　10月1日～10月13日．白木屋

　　　　　　　　　　　　　　〈766－89＞
　『橋本左内先生生誕三年紀念展覧会記要』

　　　　　　　　　H

tt i岳会　昭14．7114p，23丁目

93510B
日本自由画壇展覧会（i第14回）

　〔10月3『日～10月7日　名古屋／10月ユ6日

　～10月20日　京都〕21一、2

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞
　『日本智歯画壇展覧会図録』　第14回　日

　本自由画壇編京都芸三晃昭10．10
　1冊（図版）　27cm

93510C

始政四十周年記念台湾博覧会
　〔10月10日～11月28日　台北公堂　他〕23

　　　　　　　　　　　　　　〈779－76＞
　1即題四十周年記念台湾博覧会誌』治北

　国政四十周年記念台湾博覧会　昭14．1

　1118p　27cm
　・出品目録あり

93510D
伊賀文化産業城落成記念全国産業博

覧会

　10月12日～11月10日　三重県　上野白鳳

　公園

　　　　　　　　　　　　　　〈753：25＞
　『伊賀卒化産業城落成記念全国博覧会誌』

　三重県上野町　昭13．5’278p　23cm

　・美術館あり。

　・p．126～130に出品目録ありb

93510E

桃山時代美術工芸展観
　10月15日～11月15日　大阪城天守閣

　　　　　　　　　　　　　　〈427－21＞

　『桃山時代美術工芸展観図録』大阪市

　昭10．12　図版28枚41cm　利装

　付：解説

93510F

田中咄哉洲門人展覧会

　〔10月15日～10月20日　日本橋高島
　屋〕、1

　　　　　　　　　　　　　　〈427－12＞

　『耳茸州個展図録』　田中咄野州画　高島
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屋美術三編　古今堂　昭10．10　図版17

枚　44cm

93510G

現代大家創案支那段通展覧会
　10月22日～10月27日　日本橋　高島屋

　　　　　　　　　　　　　　く719－20＞

　『日華精粋帳』高島屋　昭10ユ0　図版

　45枚　31cm
　・前田三郎助，和田三造，川端龍子，鏑木

　清方，梅原，安井等22作家

　・カラー貼り’こみ

93510H

名作屏風絵巻特別展覧会
　〔10月26日～11月10日　東京帝室博物

　館〕24

　　　　　　　　　　　　　　〈424－87＞

　『帝室博物館図録』帝室博物館　昭10．

　12　3冊37cm
　内容：第4期第7輯二「名作屏風絵巻展

　覧会図録」其一，．第4期第8輯・「名

　作屏風絵巻展覧会図録」其二，　第4期’

　第9輯「名作屏風絵巻展覧会図録」．其

935101

狩谷糠斎先生百年祭記念展覧会

　10月27日　東京　本郷区役所楼上

　　　　　　　　　　　　　〈特255L949＞

　『狩谷液斎先生百年祭記念展覧会目録』

　斯文会　昭10．1015p　24cm
　・図版なし．

93510日

前橋市太田家入札
　10月29日　桐生市桐生館・
　　　　　　　　　　　　　〈特258－962＞

　r前橋市太田家入札品目録』，田部井健次

　編桐生〔桐生館〕昭10．10　1冊
　23cm　和装
　・図版8枚　　　　一

93510K

煙草展覧会

10月29日～11月10日　京都　大丸1

　　　　　　　　　　　　　〈684－310＞

『煙草展覧会記念図録』　京都煙草展覧会

昭11．334p　図版50枚　23cm　和装

93511

ヨーロッパ時代裂展覧会
　〔11月1日～11月7日　＝上野　松坂屋〕、、

　　　　　　　　　　　　　　〈691－10＞

　『ヨーロッパ時代裂農覧会図録』エッ

　チ・ハッサン氏蒐集　座右宝刊行会　昭

　10．1114，6p　図版23枚　26cm
　・「ハッサンを照る」（明石染人）p．2～3，

　「ハッサンの裂」（岡田三郎助）p．4～5，

．「西欧時代裂の縮図」（和田三造）p．6，

　「欧州染織の名品展観に際して」（大隅為

　三）p．7～14

　・H．Hassan

93511A

本阿弥光悦展覧会
・11月1日～11月15日．恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　〈702．8－H617K2h＞

　『本阿弥光悦展覧会目録』恩賜京都博物

　館　昭10　21P、19cm
　・奥付なし　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　〈427－20＞　’

『光悦遺芳』恩賜京都博物館編　京都
イ更禾lj堂　　日召10．12’71丁　　43cm　　禾ロ装

93511B
’白黒美術館秋季展観（第4回）

　11月1日～11月20日　白鶴美術館

　　　　　　　　　　　　　　くVD2261＞

　『白鶴美術館秋季陳列目録』　白髭美術館

　〔日量10〕　6，43p　　19c旧

く・奥付なし　・図版なし，

93511C

上野懐古展覧会
　11月1日～11月9日1東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　　〈683－168＞

　『上野三三展覧会目録』’明治天皇上野公

　園行幸六十年記念　明治天皇上野公園行
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　幸六十年記念協賛会　昭1057p　19cm
　・奥付なし　・図版なし

93511D

こども愛育展覧会

　11月1日目11月10B　日本橋　高島屋／

　〔昭和11年1月7日～1月19日・長堀　高
　島屋〕4・

　　　　　　　　　　　　　　〈56－384＞
　『こども愛育展覧会記念帖』　愛育会　昭

　11．6　40，16p　27cm

93511E

日本写真大サロン
〔11月7日～11月14日’ 綜O越〕34

　　　　　　　　　　　　　　〈674－58＞

　『日本写真大サロン優秀印画集』大阪

　朝日新聞社　昭10．12　図版64枚　31cm

　・全日本写真聯盟主催

93511F
三重県下幕末維新勤王事蹟資rｿ展覧
会
　11月15日～11月17日　神宮文庫

　　　　　　　　　　　　　く特241－14＞

　『三重県下幕末維新勤王事蹟資料展覧会

　目録』　〔宇治山田〕神宮司庁　昭11．3

　20p　23cm
●図帯し

93511G

趣味古陶器大展覧会
　11E　19日～11月22日　大阪　高島屋

　　　　　　　　　　　　　〈特246－336＞

　『趣味古陶器大展覧会』　日本・支那・朝

鮮’西洋古騰趣味同好余昭・o…
　25p　図版8枚　26cm

93511H
朝鮮古美術工芸展覧会（第2回）

　11月30日～12月5日　大阪松坂屋
　　　　　　　　　　　　〈KB16－564＞　’

　『朝鮮工芸展覧会図録』第6巻　東洋経

　済日報社　昭59．10161p　31cm

　昭和十年十一月・二十五日　田辺孝次編

　朝鮮工芸研究会昭和10年刊の複製

93512

泰東書道院展覧会（第6回）
　、12月　〔東京府美術館〕44．

．　〈429－25＞　’『泰東書道院展覧会記念写真帖』　第6回

　泰東書道三編　光明社　昭11．6　図版61

　枚22×30cm和装

935　＊

百選会（第53回）

　〔秋〕53

　　　　　　　　　　　　　　〈422－80’〉

　『百選会図録』　第53回　百選三編　京都

　芸艸堂　昭10．9　1回忌31cm和装
　・新様からくさ調　着尺，流線美色

　　　剛竃窒ieE　glPE竃竃竃竃ieE竃！Ot竃竃

　　　　　　1936（昭和11）年

　　　’“E剛’eE．’‘）E竃’eE竃’eE’t’竃’e”eE竃■eE

93601

桂友展覧会（第38回）野党図案　夏向
　tt〔1月〕39

　　　　　　　　　　　　　　〈146－264＞
　『三友』、染織夏帯展集　第38回　桂友三

三三和三者階三三11・31冊

g3601A

ナポレオン展覧会（大ナポレオン展）

　1月9日～1月20日　大阪　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈674－62＞
　『ナポレオン展記念写真帳』・大阪　松坂

．暴昭111冊（回付なし）3’gm和

　・奥付なし　・写真貼りこみ

93601B

．国防に必要なる白金展覧会

　1月22日～！月29日　日本橋三越
　　　　　　　　　　　　　く特257－517＞
　『国防ど白金農覧会出品目録』　造幣局東

　京出張所　昭11．788p（図版含む）23

　cm．和装
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・宝筋品もあP

9360iC

坪内遣遙博士を偲ぶ展覧会
　1月23日～1月30日　大阪　三越
　　　　　　　　　　　　　く特259－839＞

　『炮遙』坪内三三博士を偲ぶ展覧会記念

　三越大阪支店　昭11．1105p，図版4

　枚19cm和装・

93601D
油絵みにあちゆ■ち展覧会

　〔1月24日～1月30日　日本橋高島
　屋〕12
　　　　　　　　　　　　　’＜647．195＞

　『油絵みにあちゆる展覧会図録』　中野治

三郎編大阪河内洋画材糖昭11・1
　図版S5枚　15×15cm

93602
帝国美術院展二会（改組第1回目

　、〔2月25日～3月25日　東京府美術館／

　4月2日～4月22日「大礼記念京都美術

館／5月・・日～5月20同大阪市靖術
　館〕、、一、2

　　　　　　　　　　　　　　〈426－129＞
r舳美術院一会図録』第・回文部

　三編美術工芸会　2冊　36cm和装
　・「第1．部　絵画（日本画）」昭11．4　1

　冊（頁付なし），　「第3部　彫刻・第4部

　美術工芸」昭11．5　1冊（回付なし）・、

　　　　　　　　　　〈303－29＞＜303－29／r＞

　『帝国美術院展覧会原色画帖』　第1回

　美術工芸会　昭11．5　1冊（頁付なし）

　26，cm

　　　　　　　　　　　　　　＜429－20＞

　『帝展集』　第1回　巧三社，二二堂編

康応社等昭1’・3　・64P、23×32c血和

9ゴ602A

川上涼花遺作展
　〔2月26日～2月28日〕、2東京　資生堂

　　　　　　　　　　　　　　〈674－64＞
　　　　　う
　『川上涼花画集』’大森三二編　酒井帰依

　昭11．2『18p　図版38枚　31cm
・r川上涼花遺作展言1郷」翻・靭

93602B

、長春閣蔵品展観

．3月12日大阪美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　〈674－63＞
　『長春閣蔵品農観図録』大阪　長春閣蔵

　品図録刊行会’昭11．2　図版187枚　30

　cm　和装
　・長春閣は川崎美術館（神戸布引），川崎軍

　蔵のこと。

93603

新世一展覧会（第14回）

　3月13日～3月18日　大阪　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　』〈特223－422＞

　『新三社美術展作品集』第14回　大阪

　新灯社　昭11．3　図版30枚　21cm　’，

93603A層

幸野三三耀覧会
　3月18日～3月29日　恩賜京都博物館．

r三芳』幽幸購〔画〕鰻黙

黙騰髪更利堂昭1毛5騨4

93603B
日本婚礼進化博三会’

　3月20日～5月10日　宝塚新温鼠．宝塚

　図書館，宝塚公会堂
　　　　　　　　　　　　　　〈，　707－165＞

　r躰婚礼進化購会誌』『極防申急

　そテ電鉄　　日召11．61118p　　24cm

　l陳列品目鋤り

93603C
国産振回四日市大博覧会

＆9箒避難3r即四嚇
　　　　　　　　　　　　　　　＜739－39＞

r国産振興中三三会誌』四日肺
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昭12．10413P図版－ Q3・m

　・蒙古陶磁器館あり　・出品目録あり

93603D
姫鱒線全通記念産業振回大博覧会

　3月26日～5月5日　岡山　津山市

　　　　　　　　　　　　　　〈776－29＞
　『津山古民心姫津線全通記念産業振興大

　博覧会並二協賛会誌』』津山市産業振興

大博覧会昭144303・92P図版23
　tm
　；出品第七部が美術工芸品

93604
エミール・ベルナール展覧会

4月・，日一4月17日三四術館

　　　　　　　　　　　　　〈特206－664＞

　．『エミール・ベルナール展覧会図録』・〔国

　民’美術協会〕昭11．45，12p．図．E仮14・

　枚18×18cm
　主催：国民美術協会　　　』　’　1

93604A

飛鳥文化大展覧会．

　4月3日～4月23日　大阪　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　　〈683－261＞

　『飛鳥文化展覧会目録と年譜』大阪　朝

　日新聞社　昭11．462p　19cm
　・聖徳太子三三三四天王寺五重塔：再建奉

　賛

　・図版なし

93604B

欧洲絵画展覧会
　4月10日～4月16日　大阪　阪急百貨店

　　　　　　　　　　　　　　〈674－70＞
’『欧洲絵画展覧会目録ゴ青樹社　昭11．4

　図版46枚　29cm
　・青樹社は銀座の洋画店

93604C

桃山時代障屏画展覧会
　4月15日～4・月29月　恩賜京都博物館

　　　　　　　く427－27＞＜721．5－Ky995m＞

　『桃山時代障屏画集』・恩賜京都博物館編

　　　　　「f毛駅ゴ　　・　・　　　　　　…　5　一・…

　京都　芸艸堂　昭1L6　図版83Pt　42

　cm　和装

　付：解説

93604D　’

三年産業大博覧会
　』4月15日～6月8日　再三市　旧神通三

脚脚　　　〈745．33＞
　『富山古主催日満産業大博覧会誌』　日満

・産業大博覧会編　富山市　日召12．12　802

　p　23cm
　・美術工芸館あり

　・p．451～463　日本画，彫刻，洋画，工芸，．

　写真の5部の出品目録あり

93604E
奈良時代出土遺物選別展覧会

　〔4月16日～4月30日　東京帝室博物
　館〕24

　　　　　　　　　　　　　〈425－150＞

・稲齢璽同郷63
　　　　　　　　　　　　　＜YP11－132＞

　『天平三宝』帝室博物館編　国書刊行会

　昭56．163p図版116枚41cm帝室
’博物館昭和12年刊の複製　　　　　、

93604F

京都図案協会展
　4月21日　京都商工会議所

　　　　　　　　　　　　　　く303－42＞

　『着尺展図録』　高坂三孝助編　京都　内

　田美術無妻　昭・11．6　図版68枚　29cm、

　和装

93604G

光風会展覧会（第23回）

　4月24日～5月10日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈653－22－4＞
　『光風会作品集』　第23回　光風会作品集

誼桧昭11’1　，　11‘13P図版52P　．23
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93604H

独立美術協会展覧会（第6回）

　〔4月25日ッ5月14日．東京府美術
　館〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞・

　『独立展集』　第6回（昭和11年）　朝日新

　聞社　昭11．564，4p　26cm

936041

小室翠雲個人展覧会（第2回）
　〔4月25日～・4月30日　日本橋　三越〕12’

　　　　　　　　　　　　　　〈300－88＞

　『黙契帳』　小室翠雲画　南画鑑賞会　昭

　11・．5図版20枚　38cm　和装

93605

染織美術標準図案展覧会（第10回）

　5月2日一大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『染織美術標準図案展覧会』　第10回　図．

　案人聯盟編　京都　内田美術書騨　昭和

　11．5　1冊（図版）22×30cm和装

93605A

小柴錦侍近作油絵展覧会
　5月7日～5月，9日　丸紐内　日本工業

、倶楽部　　　　　　．」

　　　　　　　　　　　　　　＜707－24＞

　『近作油絵展覧会目録』小柴錦侍　昭

　11．5図版13枚　23cm

93605B

日本画会展覧会（昭和11年度）

　5月14日～5月31日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　く674－34＞

　『日本画会展覧会図録』　第2輯　日本画

　会期芸三三昭11．5図版26枚31
　cm　和装

93605C

山陽美術展覧会
・5月15日～5月31日　岡山城天守閣

　　　　　　　　　　　　　　〈67－489＞
　『山陽美術展監会記念帖』　岡山　山陽新

　報社昭11．11図版39枚18×25cm

和装

93605D
朝鮮美術展覧会（第15回）・

　〔5月17日～6月6日　景福宮後庭会
　場〕12、

　　　　　　　　　　　　　〈109－266p＞
　『朝鮮美術展覧会図録』　第15回㍉1〔京城〕

　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭11．8　1

　冊、一27c血和装

93605E
山内多門盆画展覧会　　　　．t’

　〔5月17日～5月211ヨ〕12東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－29＞

　『山内多門画集』　山内多門画集刊行会

　昭11．71図版118枚　肖像　40cm　和装

　・東京府美術館で遺作展を開催。その陳列

　作品を主とし，34点を新たに加えたもの。

93605F

日本南画院展覧会（第15回）

　〔5月21日～6月5日　東京府美術館／

　6月12日～6月17日．京都華術館〕、2／
　〔大阪〕4、

　　　　　　　　　　　　　　〈109－257＞

　『南画展函録』第15回　日本南画院編．

　芸艸堂　昭11．6　図版18枚　31cm・和
装　　ご

　　　　　　　　　　　　　〈426－72＞

『南画展』第15回大阪朝日新聞社
昭11．6　32p　40cm　週刊朝日臨時増刊

附録：日本南画三三15回展覧会出品総泪

録

』93605G

大阪産業工芸博覧会（第2回）

　5月24日～6月13日　大阪府立貿易館．

　　　　　　　　　　　　　　〈707－308＞

　『大阪産業工芸博：覧会報告書』第2回
　　　　　　　　　　ダ
誌欝欝膿轡三三11●1ρ

　・出品目録あり。美術工芸図案tttLl版

　画，包装意匠，産業工芸品等　　　　『『
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93606

某家所蔵品入札
　6月8日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈303－60＞
　『某家所蔵品入札もくろく』　〔東京美術

　倶楽部〕・〔昭11〕　図版97枚　27cm　和

　装

93606A，

三井安尾研究作品展（第1回）

　〔6月15日～6月19日　銀座　青樹社〕12

　　　　　　　　　　　　　　〈705－50＞

　『三井安尾研究作品集』第1回　三井安

　尾　昭11．6　図版28枚　25cm

93606B

三口文庫内野家並某家蔵品入札
　6月22日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　〈709．2－Ka738k＞

　『絞亭文庫内野家並三家蔵品入札目録』

　川部商会等　〔昭11〕　36p　図版46枚

　27cm　和装　　、　　・

　活版　札元　川部商会　他3名

　・奥付なし

r
．

・…N一　一＿…、　　、．建、Mく圃恥・緬蝋

7月15日ん8月16日　ベルリン

　　　　　　　　　　　　　〈705－80＞
．『オリンピック芸術競技参加報告』第11「

回（昭和11年）大日本体育芸術協会・一 ｺ
11．1214p　図版100p　27cm

．・ 謔P1回オリンピック大会芸術競技記録
p．7

・国内展は昭和11年3・月29日目．4月3日’

・絵画部門で藤田隆治，鈴木朱雀が銅メダ

ル。日本初にして最後のメダル獲i得。’

　　　　　　　　　　　　　〈648－69＞
『オリンピック大会報告書』　第11回　大

日本体育協会　昭12．12455p　26cm　　　s

93608

染織美術展覧会（第2e回）

　〔8月20日～8月2」日　第1会場京都美
　術倶楽部，第2会場京都ホテル〕4g

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞
　『染織美術展覧会図録』　第20回　丸紅商

　店京都支店著　京都芸三三　昭11．9

　1冊．36cm
　・乙鳥豊麗模様

93606C

エミール・《ミルナール作品展覧会，仏

蘭西古典作品展覧会

　6月24日～6月29日　大阪　松坂屋

　　　　　　　　　　　　〈特224－994＞
　『エミール・ベルナール作品展覧会，仏蘭

　西古典作昴展覧会図録』　日仏三三　昭’

　11．6・4，5p　図版9，10枚　18×18cm

93607

諸国民窯小耳
　7月1σ日～7月12日

　産陳列館

弘前市鞘師町物「

　　　　　　　　　　　　特243－647＞
『諸国民窯小早録記』竹館村（青森県）・

相馬貞三　昭11，7　17p　23cm　和装

93607A　・

オリンピック芸術競技（第11回ベル
リン大会）

93609

青龍社展覧会（第8回）

　9月1日～9月28日　東京府美術館／10

　月3日～10月13日　大阪　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　〈638－239＞

『青竜社展覧会目録』第8回川端竜子
　編　青竜社　昭11．9　36p　27cm’

　・グラビヤ挿画　P・9～28．

93609A

南蛮文様蒔絵品特別陳列
　〔9月1日～10月9日　東京帝室博：物
　館〕、2

　　　　　　　　　　　　　〈707－204＞

　『南蛮文様蒔絵品写真目録』　帝室博物館

　昭11．9　図版13p　23cm

93699B

米沢市主催米坂線全通記念全国産業
振興共進会
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　9月1日～’9月20．日　米沢市

　　　　　　　　　　　　〈606．7－Z3ウ〉

　『米沢市主催米坂線全通記念全国産業振

　興共進会誌』米沢市昭12．gi38p．

　図版14枚　表　22cm
　・美術館あり

93609C

日本美術院展覧会（再興第23回）

　〔9月2日～10月4日　東京府美術館／
　10月11日～10月25日　大阪市立美術館／

、10月31日～11月8日　名古屋市公会
　堂〕2。一6

　　　　　　　　　　　　　　〈22，4－190＞

　『日本美術院展覧会図録』　第23回　日本

器舗装大脳丁丁．日111’9珊

93609D
二科会展覧会（第23回）二

　〔9月2日～10月4日〕，、一12東京府美術

　館／〔10月15日，～10月19旧　金沢／11月

　1日～11月16日　大阪）2、一、2

　　　　　　　　　　　　　　・＜767「248＞

　’『二科展図録』　第23回　二科展図録刊行

　会　昭11．99p　図版82p　23cmハ

　・二科会小史

93609耳　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　，

．牧雅雄・木村五郎・橋本平八郎二二展

覧会
　〔9月5日～9月14日，日本美術院〕2。一、

　　　　　　　　　　　　　　誓427－45＞

　『木村五郎作品集』　日本美術院　昭12。6

　図版40枚　45crri和子

　　　　　　　　　　　　　　　く427－41＞

　『橋本平八郎作品集』　日本美術院　曜

　12．5図版72枚　44cm　和装

93609F

開館記念名宝展
　　9月11日～9月30日　大阪市享美術館

　　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞’

　『開館記念名宝展観図録』　大阪市立美術

　三編．京都　便利堂　昭11．12　図版84

，枚　43cm　（大阪市立美術館展観記念図

　録　第1『）

93609G

余ストン日本古美術展覧会

　9月11日～10月25日　ボストン美術館

　　　　　　　　　　　　　　く426一・156＞
　『ボストン日本舌美術展覧会報告書』　国

　際文化振興会　昭12．160p　37cm、
　　　　　コ　・出品物目録’p．21～23

93609H
染織美術響胴図案展覧会（第11回）

　9月18日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『染織美術標準図案展覧会』　第11回　図

　案人聯盟編　京都　内田美術三三　昭

　11．10　1冊（図版）22×30cm和装」、

93610

三友展覧会（第39向）織帯図案　春型

　〔10月〕39

　　　　　　　　　　　　　　＜146－264＞

　『四三』染織夏帯展集　第39回　三友倶

　楽部編京都芸艸堂昭12．21冊
　31ctn　和装

93610A．

日本自由画壇展覧会（第15回）

　〔10月，1日置10月5日　名古屋／10月15
　日～1b月20日　京都〕21＿、、

　　　　　　　　　　　　　　〈337－300＞
　『日本自由画壇展覧会図録ゴ第15回　日

　本自由画壇編　京都　芸艸堂　昭11．11

　図版27枚　27cm、和装

，93610B　’

徳富四花十周年記念展覧会
　．10月1日～10月7日　日1本橋　三越

　　　　　　　　　　　　　く特252－709＞

　－『徳富四花十周年記三三三会目録』　三越

　昭11．1052p　図版2枚　19cm
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93610C

江戸時代女衣裳展観
　10月15日～10月25日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　〈426－149＞

　『染織精華』恩賜京都博物館編　京都
　便利堂　昭11．12　図版50枚　40cm　和

　装

93610D

南蛮扉風展観
　〔10月1ら日～11月14日〕12大阪城天守閣

　　　　　　　〈426＝150＞〈758－0776n－O＞

　『南蛮屏風展観図録』大阪市編　京都，

　便利堂　昭11．12　図版30枚　37×49cm

　和装

93610E

文部省美術展覧会（昭和11年）
　〔10月16日～11月3日（鑑査展），11月6日

　～11月23日差招待展）　東京府美術館／11

　月13日～11月27日（鑑査展），、12月．1日

　～12月15日（招待展）大礼記念京都美術

　館〕2、一12

　　　　　　　　　　　　　　〈300－110＞

　『文部省美術展覧会図録』　昭和11年　文

　部省編審美書院　4冊（頁心なし）36

　cm　和装
　・「第∫部絵画（日本面）」・昭12．1，

　「第2部　絵画（西洋画））　昭12．2，　「第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　3部’彫塑」　昭12．2，　「第4部　美術

　主芸」　昭12ユ

　・第2，3部は〈300－1．10イ〉もあり

　　　　　　　　　　　　　　〈301－143＞

　『文部省美術展覧会原色画帖』昭和耳年

　1美術工芸会　昭11。12　図版88枚　26cm

93610F
全国商業美術回覧会（第3回）tt

　〔10月20日～10月25日〕t2　日本橋　白木

　屋、

　　　　　　　　　1　くre2s4－3805

　『全国商業美術展覧会図録』　第3回　安

　藤弘　昭11．1027p　図版9枚　23cm

93611

比叡山開創千百五十年記念伝教大師
三面展
ユ1月1日～11月30日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞

　『伝教大師奉讃展図譜』大阪市立美術館

　編　京都　便利堂　昭12．4　図版57枚
　43cm　（大阪市立美術館展観記念図：録

　第2）

93611A

横井也二面隠棲趾碑建立薙塚修築記
念展覧会
　11月1日　名古屋市中区梅川町　長栄禅

　寺

　　　　　　　　　　　　　　〈715－80＞

　『横井三三翁隠棲趾碑建立三三修築記念

　展覧会目録』名古屋　石原金一　昭11．

　1162p・図版　20cm
　・也有の遺墨の他，俳書。

93611B

京都図案協会展
　11月4日　昭和会館

　　　　　　　　　　　　　　く301－133＞
　i”〔京都図案協会〕図録』’高坂三之助編

　京都　内田美術書騨　昭11．12　図版67

　枚30cm和装

93611C

円山応挙展覧会
　11月10日～11月25日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－32＞

　『応挙名画譜』　円山応挙画　恩賜京都博

　物館編　京都　小林写真製版所由版部

　昭11。12図版114枚　45cm和装

93611D

寒葉面綾足遺墨展覧会
　11月15日．弘前市公会堂

　　　　　　　　　　　　　　〈427－56＞

　『病葉斎綾足遺墨集』建部山足〔著〕洒

　村南岳編、弘前　二葉斎綾足顕彰会昭
　12．．　10　図版93枚　45cm　和装
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93611E

朝鮮古美術工芸展覧会（第3回）

　11月20日～11月26日　大阪長堀　高島屋

　　　　　　　　　　　　　〈KB16－564＞
　r朝鮮工芸展覧会図録』’第7巻　東洋経

　済日報社昭59．10163p　31cm
　昭和十：一一一一年十r月二十日　田辺孝次編

　朝鮮：工芸研究会昭和11年刊の複製

93611F　・　u一神舐並神道史に関する展観
　11月21日訂11月23日　京都帝国大学文学’

　部陳列館

　　　　　　　　　　　く170．31－Ky995s＞

　『神祇並神道史に関する展観目録』　京都
　帝国大学文学部国史研究室　〔昭11）　55

　’p　19cm

　・奥付なし　・図版なし．

93611G

三哲宮本武蔵と武道展覧会

11H・22日～11脚結欝Tm＞

　『剣哲宮本武蔵と武道展覧会記念目録』

　高島屋大阪支店宣伝部昭11．、1127p

　19c血　和装
　大阪朝日新聞，熊本武蔵会後援活版

　・図版なし

93611H
大潮会展覧会（第1回）

　〔11月25日～12月6『日〕、2東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈684－374＞．

　『大潮会展図録』　第1回　大潮会展図録

　刊行会　昭11；12　図版57p　23cm

　・初等及中等学校図画教員の作品展

．　93612

尾竹竹披未発表遺作展覧会
　〔12月10日～12月13日半日本橋高島
　屋〕、2

　　　　　　　　　　　　　　　＜719－17＞

　『児型遺芳』　尾竹竹田画　竹：岐未発表遺

　作子後援：会　昭11．10　図版28棟31cm

936＊’　v百選会（第54回）

　〔春〕53

　　　　　　　　　　　　　　・〈422－80＞

　『百選会図録』　第54呵百選三編　京都

　芸三三．昭11．3　1冊　30cm

936　＊A

全関西写真競技大会
　　　　　　　　　　　　　　〈674－80＞

　『全関西写真競技大会優秀印画集カメラ・「

　コンクール』大阪　朝日新聞杜　昭11．
8図版64P　，　3・’

Em’

936　＊B

百選会（第56回）

　〔秋〕53

　　　　　　　　　　　　　　〈422－80＞

　『野選会図録』　第56回．百選会編　京都

　芸艸堂　昭11．9　1冊・30cm』

936　＊C　一

幕末尊皇秘史展覧会
　東京　白木屋

　　　　　　　　　　　　　　く301－136＞

　『維新朝臣遺墨集』　幕末尊皇秘史展覧会

　編・巧芸社　昭11．12　56p　図版62枚

　30cm　和装

　　　SCE優嗣9ti竃竃竃竃棄竃潮．竃seE　ieE

　　　　　　1937（昭和12）年

　　、IOt竃　観　竃　竃　）eE鷹　嗣　嗣　竃　続　ieE；bE竃

93702

紀州陶磁展
　2月1日置2月28日　大阪市ilZ美術館

　　　　　　　　　　　　　　　〈305－12＞

　『紀州陶甕聚成』小林木三郎編　京都

　便利堂　昭12．6図版66枚　30cm　（大

　阪市立美術館展観記念図録　第3）
　　　ft

93702A
染織美術展覧会（第21回）

　〔2月4日　第1会場　京都ホテル（勧奨

騨2会場京都美術騨三
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　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞

『染織美術展覧会図録』　第21回　丸紅商

店京都支店著京都芸三三昭12．2
1冊　36cm
・明快装春模様

93702B

光風会展覧会（第24回）

　2月10日～2月28日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　〈653－224＞
　『光風会作品集』　第24回　光風会作品集

　刊行会　昭12．4　13，14p　図版58p　23

　cm

93703

か年美術協会展覧会（第7「回）

　〔3月13日～4月4日　東京府美術館〕13

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞

　『独立国集』　第7回（昭和12年）朝日新

　聞社　昭12．3　32p　39crh

93703A

名古屋汎太平洋平和博覧会
　3月15日～5月31日　名古屋市南区臨港

　地帯

　　　　　　　　　　　　　〈748－123＞
　『名古屋汎太平洋平和博覧会会誌』上，

　中，下巻　名古屋汎太平洋平和博覧会

　昭13。6　3冊27cm
　・上巻1～556p，中巻557～1245p，下巻
　1246　一v　1826p

　・洋画，日本画，彫塑工芸　出品目録p．

　1235　一v　1245

3月22日～5月5日　高知市

　　　　　　　　　　〈606．7－N48ウ〉

『南国土佐大博覧会誌』　土三線開通記念

高知、tt南国土佐大博覧会、昭15．5687

p　図版　表・22cm
「土讃線開通記念南国土佐大博覧会協賛

会誌」南国土佐大博覧会協賛畔編ヲ合綴

新田義貞r北畠滞陣・結城宗広三公六

百年記念展観
　4月「～5月　大阪城天守閣『

　　　　　　　　　　　　　　〈430－104＞

　『新田義貞・北畠顕家・結城宗広三公六百

　年記念展観図録』大阪市　昭12．9図

　版40枚　30×39cm　和装1．

93704A

中名家作晶展

　4月1日～4月3日　大阪　三越美術部

　　　　　　　　　　　　　〈304－194＞
　『諸名家作品展図録』　逸三盛照編　三三

　山県粉演眼鯛池坊保存会昭13．10』

　図版42枚　22cm　和装

93704B

宇田荻邨日本画個展

　〔4月5日～4月6日　大阪美術倶楽
　部〕、3

　　　　　　　　　　　　　〈300－118＞
　『宇田荻邨作画集』　土井撰美堂，西原春

　芳堂編　京都　耳蝉堂　昭12．4　図版18

　枚34cm和装

93703B

伊藤圭介先生遺墨遺品展覧会、

　3月20日～3月24日　名古屋市立名古屋

　図書館

　　　　　　　　　　　　　く715－374＞
　『伊藤圭介先生遺墨遺品展覧会記念』　市

　立名古屋図書館昭12。3図版10枚
　19×27cm　和装

93703C

南国土佐大博覧会

93704C

西日本朝鮮げてもの展

　4月9日～4月15日　上野

『西日本朝鮮げてもめ展』

図版10枚　19×27cm
・奥付なし

93704D

藤原美術展覧会
　〔4月10日～5月10日〕2g

　松坂屋

　く715－243＞

松坂屋　昭12

奈良帝室博物
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館
　　　　　　　　　　　　　〈306－26＞

，『藤原美術聚英』帝室博物館編　京都

’便利堂　昭12．11　図版61枚　37crn

三二解説（70p　27cm）

93704E

国画院同人作品展覧会
　4月11．日～4月16日　麹町区大手町　永

　楽倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　〈306－3＞

　『国画院同人作品集』　国画歯並　柏林社

昭12．6図版19枚39・m和装

93704F

香雪斎蔵品展観
　4月13日　大阪美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈3el－163＞

　『香雪斎蔵品展観図録』大阪　平賀精一

　昭12．4図版152枚　31cm　和装

93704G　，
天台宗名宝展覧会・　　・．・

　4月17日75月7日　恩賜京都博物館
　　　　　　　　　　　　　　〈427－42＞

　『天台霊華』恩賜京都博物館編　京都

　小林写真製版所出版部　昭12．6図版

　100枚　45c血　和装

　　　　　　　　〈188　．　52－Ku779Kk＞

『弘法大師文化史料と年譜』

内容：「比叡山開創記念天台宗名宝展覧

会目録」恩賜京都博物館編’29p　19

c血

・奥付なし　・図版なし

93704H
染織美術標準図案展覧会（第12回）

　4月20日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　　く215－123＞

　『染織美術標準図案展覧会』　第12回　図

　案人聯盟編　京都　内田美術書函　昭

　12．5　1冊（図版）．22×30cm　和装

937041

染織美術展覧会（第22回）

　〔4月20日〕4g

　　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞

　『染織美術展覧会図録』　第22回、丸紅商

　店京都支店著一京都、芸艸堂　昭12．5

　1冊　36cm
　・明快燦夏模様，

93704J

明治・大正i昭和三聖代名作美三三三

会
　4月25日～5月27日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈306－23＞tt

　『明治・大正・昭和三聖代名作美術展目録』

　大阪朝日新聞社昭12．5．152p　19

　　　
　・大阪朝日新聞　2万号記念

　・大阪市立美術館での新聞社との共催展

　の嗜矢。

　　　　　　　　　　　　〈特214－91＞

『明治・夫子・昭和三聖代名作美術展目録』

’第2篇大・阪朝日新聞社昭1285
152p　lgcm　大阪朝日新聞二万号記念

・図版なし’

　”‘　’　’　〈306－23＞
『明治・大正・昭和三聖代名作美術展覧会

図録』　日本画，洋画，彫刻，美術工芸　大

阪朝日新聞社昭和12．11　3冊36

cm

93704K
独逸国宝名作素描展・
　4月30日～5月14日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　く715－221＞

　『独逸国宝名作素描展目録』　日独文化協

　会創立十周年記念　日独文化協会　昭

　12．566p　図版20枚　19cm1

93705
訪日宣誓記念美術展覧会（第1回）

　5月2日～5月一9H
　　　　　　　　　　　　　　〈’K’　16：36＞
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　『訪日宣詔呼野美術展覧会図録」　第1回　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈427－48＞

　新京　満州国通信社　昭12．．8　140p　　　　『渓山人遺作集』　富田渓仙画　日本美術

　27cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院編　大塚巧三社　昭12．7、図版103枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肖像55・m禾嘆、
93705A
時代人形・屏風・大津絵展観　　　　　　　93705F

　5月6日～5月12日上野松坂屋　　　　史料展覧会（第14回＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月15日～5月18日　東京帝国大学　　　　　　　　　　　　　　〈429－34＞
　『三浦直介氏愛蔵時代人形・屏風・大津絵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈715－275＞

灘蕎』礎一町麟難黙認纂御門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19cm
　ヨ93705B　　　　　　　　　　　　　　　　　　・奥付なし

三原春芳堂新作画展

lec　7・H，～5月9日棘三思霧術展覧会（第16回）

　　　　　　　　　　　　　　＜306－2＞　　　〔5月16日tr　6月5日　京城景福宮
　『春芳堂展画幅集』伏勢春芳堂編　京都　　　　　内〕13

　芸艸堂　昭12．、6　図版4厳　36cm　和　　　　　　　　　　　　　　　　　〈109－266・〉

　装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『朝鮮美術展覧会図録』　第16回　〔京城）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝鮮総督府朝鮮美術展覧会　昭12，7　1

　　　　　　　　　　　　　　〈305－5＞　　琴在工芸美術展覧会（第2回）

　『〔京都図案〕協会検討図案展』　高坂三之　　　　　5月16日～5月30日　東京府美術館

　助編，京都　内田美術書騨　昭12．6、図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈733－326＞

　版78枚　30cm　和装　　　　　　　　　　　　『実在工芸美術会展覧会報告』第2回

　・日本織物新聞社後援，京都図案協会主催，　　実在工芸美術’会　昭12．1251p　図版

　秋冬向着尺図案i展大会　　　　　　　　　　　　　23枚　23cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・出品目録あり「、

鐸直入翁三＋周忌作展覧・蕪術展覧会（第7回）

滋51：1欝撫騨日一5　E30日｝水∵濫

　物早臥ゴ京・都便利堂　昭12．6図版　　　　『茨城美術展覧会図録』第7回　水戸

121枚45・甲和装　　　　　　いはらき新聞社日召12・5図版64枚23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　crn
93705E

富田渓仙遺作展覧会　　　　　　　　　　93705J
　5月15日～5月22日　大礼記念京都美術　　　絢染斑展（第1ブ回）
　館／5月27日一一　6月4日　上野　日本美　’　　　5月21日～5月22日「醍醐三宝院1

　；術協会三品館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　139　一



　『絢染会展観作品集』「第17回　旧染会

　〔編〕京都芸自証昭12．6　1冊（図

　版）31cm　和装
　・三二豊公に因む

一　93705K
パリ「万国博覧会（1931年）

　5月24日～11月25日　フランス　パリー

トロカデ只広場　　，776．36＞

　『r九三七年「近代生活二三ケル美術ト工

　芸」巴里万国博覧会協会事務報告』　巴里

　万国博覧会協会　昭14．2　408p　図版・

　22cm
　・受賞者一覧あり

93706

通雲尊者遺芳展観・
　　6月5日～7月20日　大阪城天守閣

　　　　　　　　　　　　　　　〈306－31＞
　『慈雲尊者遺芳』上月三三藪本英太郎．

　編　大阪　謡本英太郎　昭13．3　図版81

　枚36cm和装
　．・大阪市主催

　93706A

市輪舞市欝鞭禦
　　　　　　　　　　　　　〈特255－469＞

　　『もくろく』市内三家市外某家所蔵品売

　　立玉島町（岡山県）’牧花零庵』昭12．6

　　39p　図版13枚　23cm

　93706B

幣鞭轡三冠隔．
　　屋〕、3・

　　　　　　　　　　　　　　　〈731品60＞

　’『山風油彩花卉画集』辻永画　美術工芸

　　会昭12・7図版3？枚27Cln

　93706C

　七石翁遺愛品展観
　　6月15日　大阪美術倶楽部
　　　　　　　　　　〈708一＄i575＞〈311－84＞

　『七石翁遺愛品展観図録』・山中吉郎兵衛

　等編　〔昭12〕　図版108枚’29cm　和装

　・奥付なし
　．三石荘主人湯川玄洋痔士

雛展覧会蜘回）

　6月27日～7月5日　大阪　朝日会館
　　　　　　　　　　　　　　く305：31＞

　『墨人展集』　第1回　墨人会倶楽部・昭

　12r．8　1冊（頁付なし）31cm和装

93707

富田渓仙遺作掛軸展覧会

　7月1日～7月3日　日本橋通2丁目
　東美倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈306－16＞

　『渓山人遺作帖』富田渓仙画　京都　芸、

　艸堂　昭12．9　図版22枚　37cm　和装

　・一軒佐藤梅吉主訴

93707A

九州沖縄各県聯合工芸試作品展覧会
（第4回）

　7月20日～7月26日　別府市浜脇海岸・

　大分県殖産館
　　　　　　　　　　　　　’〈14．8－210＞

　『九州沖縄各県聯合工芸試作品展覧会報

　告書』　第4回　別府　第四回九州沖縄

　各県聯合工芸試作品展覧会事務所・昭

　13．2176p　図版　23cm
　一・布畠，窯業，漆工，金工，木三等

　　　　　　　　　　　　　う93708
印刷、と出版文化展覧会

　・8月1日～8月11日頃日本橋　三越

　　　　　　　　　　〈UMI－3＞　〈733－210＞
　『印刷と出版文イピ展覧会目録』世界教育

　会議記念　三越　昭12．961p　図版6

　枚23cm
　・錦絵の他，豪華版，』特殊装槙本

　・主催：東京出版協会，1日本印刷学会，東

　京日日新聞社
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93708A　，i
現代日本画名作展覧会
　8月2日～℃8月11日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈305－53＞
　『現代日本画名作展覧会図録』　東京美術

学校編　第七回世界教育会議日本事務局

　R912．．10　図版171枚　27cm’和装

93708B

染織美術展覧会（第23回）

　〔8月19日〕4g

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞
　『染織美術展覧会図録』　第23回　丸紅巴

布京都支店著　京都芸三国　昭13．9

　1冊　36cm
　・豊秋津洲模様

93708C

日本画会展覧会

　8月21日～8月30日　銀座　松屋呉服店

　　　　　　　　　　　　　　〈305－48＞
　『日本画会展覧会図録』　日本画会　昭

　12．10　図版28枚　26cm　和装’

　・献画報国日本画展覧会

93709

日本美術院展覧会（再興第24回）

〔9月2日～10月3日

10月10日～10月25日

館〕、3／〔10月31日～11月7日
屋〕2、一13

東京府美術館／

大阪市立美術
　　　　　名古

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
『日本美術院展覧会図録』第24回　日本

美術三編　大塚巧三社　昭12．9　1冊

30cm　和装

93709A
二科三農覧会（第24回）

　〔9月2日～ユ0月4日〕2、一11東京府美術

　館／〔10月28日～11月14日　大阪市立美
　術館〕、3，

　　　　　　　　　　　　　〈707－248＞
t・ w二科展図録』　第24回　二科展図録刊行

会　昭12．99p’図版50p　23cm

＞r詩軌曳　tA’画

93709B

登内微笑個展（第1回）　　　　　．／

　〔9月22日～9月27日’日本橋白木
　屋〕、3

　　　　　　　　　　　　　　〈427－52＞
　『微笑個展作画集』登内微笑画・京都

登内微笑　昭12．9　図版21枚　43cm

93710　一

長沢藍雪遺作品展覧会
　10月10日～10月25日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－55＞
　『跳鼠名画選』　長沢盧雪〔画〕恩賜京都

　博物館編　京都　芸脈脈　昭12：11　図

　版81枚　43cm　和装

93710A

文部省美術展覧会（第1回）
　〔10月16日～，11月20日　東京府美術館／

　11月28日～12月12日　大礼記念京都美術
館〕、、．13

　　　　　　　　　〈306－27＞〈306－27イ〉

　『文部省美術展覧会図録』　第1画　文部

省編巧三社　4冊（回付なし）36cm
和装

　・「第1部絵画（日本画）」’昭12．12，

「第2部絵画（西洋画）」』昭13．1，　「第

　3部彫塑」　昭13．2，　「第4部美術工

芸」　昭12．12

　　　　　　　　〈305－62＞〈305－62／f＞

r文部省美術展覧会原色画帖』第1回
美術三三会　昭12．11　1冊（回付なし）

26cm　和装

93710B

古活字本展覧会
　10月21日～10月25日　日本橋高島屋

　　　　　　　　　　　　〈特241－549＞
　『古活字本展覧会目録』古活字版之研究

　出版記念一川瀬一馬昭12．1152p
　図版2p　23cm

93711

日独文化展覧会
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11月10日～11月16日　早稲田大学演劇博

物館
　　　　　　　〈027　．　8－N862n＞　〈733－258＞

　『日独文化展覧会出品目録』　日独文化交

　渉資料　日独文化協会　昭12．12　175p

　図版　23cm

93711A
神道史資料展観（第2回）
　11月20日～11月22日　京都帝国大学文学

　部陳列館
　　　　　　　　　　　　　〈715－421＞

　『神道史資料展観目録』　第2呵　京都帝

　国大学文学部国史研究室　昭12．Il　42，

　6p　19cm
　・図版なし』

93711B　’

仁和寺竜安寺特別展

　11月21日
　　　　　　　　く709－Si286n＞〈715－403＞

　’『仁和寺竜安寺特別展観目録』京都　史

　・学研究会　昭12．1143p・図版4枚

　地図’　19cm

93711C
染織美術標準図案展覧会（第13巨）

　11月24日大ネ圃錦都美術館
　　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『染織美術標準図案展覧会』　第13回　図

　案人聯盟編　京都　内田美術書騨　昭
　12．12　1：冊（図版）　22×30cm　和装

93711D

一一??W覧会（第1回）
　11月26日～12月10日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　く740－76＞

　」『一水会展覧会図録』　第1回　一水会展

　　図録刊行会昭12・・27P騨58b．

　　24cm

　937　＊

　百選会（第57回）’

　　〔春〕53

　　　　　　　　　　　　　　　〈422－80＞

，『百選会図録』　第57回　百選三編　京都

　芸艸堂　昭12．4　1冊　30cm

937　＊A

三無第5卿、

　　　　　　　　　　　　　　＜422－80＞

r百選会図録』細回百選三編京都

　芸艸堂　昭12．10　1冊　30cm

　　竃　調　seE？eE衛　竃　3e　観　観　嗣　3eE　3eE　yOt奄

　　　　〆1938（昭和13）年

　　iei嗣　竃　鰯　3ti　ket　get　gE　竃　竃　！eE　3eE隔　畿

93801

東山魁夷滞欧スケッチ展
　〔1月9日～1月11日　銀座　松坂屋〕、4

　　　　　　　　　　　　　　〈733－284＞

陳山魁夷滞欧スケ・チ展図録』勅新

　吉、昭13．1　図版29枚　23cm

　・日独文化協会後援：

93801A　・

日清巨霊戦役回顧錦絵展覧会

　1月21日　丸井百貨店ホール
　　　　　　　　　　　　　　〈733－328＞

　『日清日露戦役回顧錦絵展覧会陳列三三

　説』古立函館図書館　昭13．2　図版1

　枚29p『23cm「
　・八二浮世絵師略伝

93801B

現代日本画展覧会
　　1有24日～1月29日　日本橋　三越』

　　　　　　　　　　　　　　＜748i23＞

　　『現代日本面展覧会図録』　美術評論社

　、昭13．3　図版34枚　17p　24cm
　　・「展覧会後記」（藤森順三）

　93802
　童宝美術院展覧会（第8回）

　　〔2月1・日～2月7日　日本橋三越〕14

　　　　　　　　　　，，　〈305－70＞
　　『童宝美術院展覧会図録』　第8回　三宝

　　美術院編芸濃昭・3・3ご一側寸
　　なし）』31cm和装
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93802A　’

染織美術展覧会（第24回）

　〔2月4日～2月5日　丸紅陳列揚〕4g

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞
　『染織美術展覧会図録』　第24回「丸紅商

　店京都支店著　京都　芸三三　昭13．2

　1冊　36cm
　・単化春麗模様

93803

肉筆浮世絵屡

　3月12日～3月27日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈755－3＞
　『肉筆浮世絵選集』大阪市立美術館編

　京都L便利堂等幽昭13．6　図版30枚　38

　cm　（大阪市立美術館展観記念図録　第

　6）秩入

93803A

多聞洞展覧会．

　〔3月16日～3月18日　日本橋　東三二
　楽部〕、4

　　　　　　　　　　　　　　〈748－88＞
　『多聞洞展観図録』　多聞洞　昭13　図版．

　32枚　27cm
　・内題』：多聞展

　・奥付なし

93803B

京都市立絵画専門学校・景都市立美

術工芸学校生徒作品展
　〔3月17日～3月20日　大礼記念京都美
　術館〕・、4

　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞
　『京都市立絵画専門学校第二十八回京都

　市立美術工芸学校第四十五回卒業製作品

　図録』　京都市立絵画専門学校京都市立

．美術工芸学校校友会編　京都　芸三三

　昭13．6　1冊（回付なし）27cm’

93803C

郷土勤皇事績展覧会
　3月19日～3月21日1名古屋市立名古屋

　図書館

　　　　　　　　　　　　　〈185－165＞

『郷土勤皇事績展覧会図録』名古屋市立

名古屋図書館編　名古屋　郵土勤皇事績

・展覧会図録刊行会　昭13．11．図版39枚

19×27cm

93804

荒木田守武神主遺墨展覧会．

　4月　神宮文庫

　　　　　　　　　　　　　く752－243＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　『荒木田守武神主遺墨展覧会出品自録』

宇治畑糖司庁昭・3・7　．9PZ3

　cm
　・図版なし

93804A

東洋美術大展覧会
　4月’1日㌣4月20日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈306－59＞’
　『東洋美術大展覧会図録』tt上，下　大阪

　毎日新聞社編　京都・便利堂　昭13．8

　2冊39cm、和装

93804B

支那事変聖戦博覧会
　『4月1日～6月14日　兵庫阪急電鉄西宮

　球場，外園

　　　　　　　　　　　　　　〈755－11＞
　『支那事変聖戦博覧会大観』　大阪　朝日

新聞社　昭14．324p　図版96p　34cm

93804C

染織美術展覧会（第26回）

　〔4月7日～4月8日〕4g

　　　　　　　　　　　　　＜412－103＞
　『染織美術展覧会図録』　第26回　丸紅商

　店京都支店著　京都　芸艸堂　昭13．5、

　1冊　36cm
　・単化涼夏模様

93804D

三文晃遺作展覧会
　4月10日～4月25日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　〈425－151＞
　『二二遺芳』谷忌詞〔画〕　京都博物館編

　京都　便利堂　昭13．6　図版103枚　45
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　　　　　　　｝　ny　　　　“　層量　綜　　「叫

　cm

93804E
染織美術標準図案展覧会（第14回）

　4月12日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞

　『染織美術標準図案展覧会』　第14回　図

　三人聯盟編　京都　内田美術三三：昭

13・5．1冊（図版）22×30rm和装、

93804F

福田翠光作品展覧会（第3回）

　〔4月12日～4月14日　大阪長堀　高島

　屋〕、4

　　　　　　　　　　　　　〈特228－150＞

　『福田翠光作品展覧会図録』　第3回　高

　島屋美術三編　京都、芸三三　昭13．5

　図版23枚　276m

93804G

茨縮縫誰1脚気朧
　　　　　　　　　　　　　　〈749－78＞

・『茨城洋画展覧会図録』第1回　水戸
　いはらき新聞社　昭13．5’図版54枚22

　cpa

獣呈纐会二＋五周年記念外酢

家水彩画特別展
　4月27日一5．R・5日棘三三し
　　　　　　　　　　　　　　〈752－45＞
　『外国作家水彩画特別険列図録』　日本水

　彩画会二十五周年記念’日本水彩画会

　昭13．513P　図版33枚　23cm

　・三百部限定の内no．1

9380s

国威宣揚元鬼展

　　5月目6月　大阪城天守閣

　　　　　　　　　　　　　　〈430－118＞

　　『国威宣揚三冠展図録』大阪市　昭13．

　11図版40枚　29×37cm　和装

93805A

大河内夜江人個展
　5月8日一一　5月10日　大阪美術倶楽鄭／

　5月17日～5月18日、京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈306－36＞・
　『『夜江人作画展観菊　大河内夜江人〔画〕

　京都　芸二三　昭13．5　図版20枚　37

　　エ　

　・主催：青二会

938Q5B

戦争美術展覧会
　5月18日～6月5日　東京府美術館’

　　　　　　　　　　　　　　〈751－21＞

　『戦争美術展覧会目録』東京朝日新聞創．

　刊五十周年記念’東京三百新聞社編　東

　京朝日新聞発行所　昭13．594p　19cm

　・図版なし
　・古画，武将像，書蹟，武具，新旧（洋画）、

　　　　　　　　　　　　　　＜306－65＞
　・噛『戦争美術三豊会図録』　乾，坤　東京朝

　日新聞社編　京都　便利堂　昭13．9　2

　冊39cm和装

93805C

絢染会読（第18回）

　5月20日～5月21日　青蓮院
　　　　　　　　　　　’　　　　　〈203－105＞

　『絢二会展観作品集』第18回　絢染会
　〔編〕京都　芸艸堂　昭13．6　1冊（図

　版）31cm和装、
　・題：神まうで

93805D

土田麦偲遺作展覧会
　　5月21日～5丹26日　大礼記念京都美術

　館／6月1日～，6月5日’東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　＜425－154＞
　　『麦倦遺作集』　土田麦偲面　麦傷遺作展

翻欝都踊日聯図版
　　附録：麦倦追想集・
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　93806
京洛醸図絵展覧会

　　6月　京都．丸物

　　　　　　　　　　　　　　．　〈306－39＞
　　『京洛百景図絵展覧会』　竹内四朗編　京

　　都　丸物美術：部’昭13．6　図版50枚　34

　　cm　和装

　93so6A

　大楠公父子展覧会

　　6垣1日～r月17日躰橋躰屋
　　　　　　　　　　　　　　　〈305－106＞
　　『大楠公父子展覧会記念』軍事史学会

　　昭13図版16枚　26cm　和装

著画学三主雛誌面霜露
　　押付なレ

93806B

朝鮮美術展覧会（第17回）

M，F4日～6脚京城景融

　　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉
　『朝鮮美術展覧会図録』　第17回　〔京城〕’

　朝鮮総：督府朝鮮美術展覧会　昭13．9　1

　冊27cm和装

93806C

荒木十畝個人展
　〔6月4日～6月5日〕、、東京美術倶楽

　部

　　　　　　　　　　　　　　　〈306－46＞
　『十畝作品集』　荒木十畝画　京都　芸艸

　堂　昭13・7、図版30枚　37cm　和装

　・近作30点を展観

93806D

朝鮮古美術工芸展覧会（第4回）

　6月9日76月18日　大阪　高島屋

　　　　　，　・　〈KB16－176＞
　『朝鮮工芸展覧会図録』佃辺孝次編

1査糖鮮謙三三昭13・6・冊

　　　　　　　　　　　一　〈KB16－564＞

瀦無灘糖16，第描・購

　　昭和十三年六月一日　田辺孝次編輯　朝

　　鮮工芸研究会昭租3年刊の複製

　93808

　染織美術展覧会（第27回）

　　〔8月〕49

　　　　　　　　　　　　　　　＜412－103＞
　　1染織美術展覧会図録』　第27回　丸紅商

懸者矯著京都芸山鼠旦召・3・9

　　●商虫空華協調模様

　93809

青龍社展覧会（第10回）

　　9月1日～9月28日　東京府美術館／10

　月9日tr　10月20日　阪急百貨店

　　　　　　　　　　　　　　〈638－239＞
　『青竜社展覧会目録』／第10回　川端竜子

　編　青竜社　昭13．9・40p　27cm

　●グラビヤ願P・9－31，青翻＋年史P．
　33　Av　35

93809A

日本美術院展覧会（再興第25回目

　〔9月3日～10月4日　東京府美術館／

　10月10日～10月25日　大阪市立美術
　館〕14／〔11月1日～ユ1月10日　名古
　屋〕21一、3

　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
r躰美術院展覧会図鋤第25回躰

　美術院編　大塚巧三社　昭13．9　1冊

3Pcm和装

93809B

三科会展覧会（第25回）

　〔9月3日～10月4日・東京／10月10日

　～10月25日　大阪／11月1日～11月10日
　名古屋〕21一、3

　　　　　　　　　　　　　　〈70’7－248＞

　『二科展図録』　第25回転二科展図録刊行

会昭13・9．gP図版78・246m
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93809C
染織美術標準図案展覧会（第15回）

　9月10日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　　く215－123＞，

　『染織美術糠準図案展覧会』　第15回　図

　案人聯盟編　京都　内田美術書騨　昭

　13。10　1冊（図版）22　￥　30cm和装t’

93810

刀剣展
　10．月　侯爵細川家

　　　　　　　　　　　　〈756．6－H639t＞
　『刀剣目録』　本間順治編　細川護立家政

　所昭13．110図版8枚解説8枚31

　cm

93810A

名宝展（第3回）

　10月9日～10月25日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞
　『名宝展覧会図録』　第呂回　大阪市立美

　術館編　京都　便利堂　昭13．12　図版

　73枚　43cm　（大阪市立美術館展観記念

　図録　第8）

93810B
文部省美術展覧会（第2回）
　〔10月16日～11月20’日　東京府美術館／

　11月30日～12月15日　大礼記念京都美術

　食官〕2、＿、3

　　　　　　　　　　　　　　＜306－27＞

　『文部省美術展覧会図録』　第2回忌文部

　三編　巧三社　4冊（回付なし）36cm

　和装
　・「第1部　絵画日本画」　昭13．12，　「第

　2部　絵画西洋画」、昭14．2，　「第3部

　彫塑」昭14ユ，「第4部．美術工芸」

　昭14，1
　・第1～3部は〈306－27イ〉もあり

　　　　　　　　　　〈305－62＞〈305－62　4　〉

　『文部省美術展覧会原色画帖』　第2回
　美術工芸会　昭13．11　1冊（頁付なし）

　26cm　和装

93810C　・
三橋武顕戦跡画展
　10月21日～10月27日　銀座　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈785－83＞

　『武顕戦跡画集』三橋武顕画　塔三社

　昭14．10図版73枚　27cm

93激OD

全国商業美術展覧会（第5回）

　10月29日～10月31日　丸ノ内，東京商工

　奨励館
　　　　　　　　　　　　　く特245－835＞　引

．『全国商業美術展覧会図録』　第5回　小

　林愛雄．昭13．107p　図版15p　22cm

　主催：全国商業美術教育協会

93811

日満華親善書道展覧会
　11月1日～11月5日　満州国新京市新発

　三宝山百貨店／11月8日～11月12日　満

　州琴平天市城客臣天教育会礼堂／12月9

　日・～12月12日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈773－14＞
　『日子華親善書道展覧会図録』　東亜親善

　書道会　昭14．3∫図版79枚，20×27cm

93811A
神道史資料展観（第3回）
　11月19日，．20日，23日『京都帝国大学文

　学部陳列館
　　　　　　　　　　　　　〈特242－311＞

　『神道史資料展観目録』‘第3回　京都帝

　国大学文学部国史研究室　昭13．1142・

　p　19cm
　・図版なし

　　　し一
938　＊

百選会（第60回）

　〔春〕53　　　　　　　　・・

　　　　　　　　　　　　　　〈422－80＞

　『百選会図録』　第60回』百選三編　京都

　芸三三　昭13．4　1・冊　30cm

938　＊A

英雄名蹟三
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　　　　　　　　　　　　　　｛
　三越

　　　　　　　　　　　　　　く306－60＞

　『英雄名蹟展』　H本精神発揚会　昭13．8

　図版25枚　39cm　和装

　　竃　　嗣　　竃　　竃　　剛　　竃　　観　　竃　　繭　　潮　　嗣　　観　　竃　　feE

　　　　　　1939（昭和14）年，

　　潮　　醐鹿　　竃　　嗣　　嗣　　潮　　竃　　嗣　　竃　　棄　　奄　　竃　　竃　　観

93901

佐羽淡斎翁遣績顕彰展覧会

　1月28日～1月29日　桐生市図書館

　　　　　　　　　　　　　　〈781－294＞

　『佐羽淡斎三三績顕彰展覧会彙報』　桐生

　市図書館　昭14．4　32p　23cm

　・「詩人佐羽淡斎」（田村三岳），「佐羽淡斎

　翁油画顕彰展覧会」（桐生市図書館）

93902

三宝美術院展覧会（第9回）

　〔2月1日目2月7日　日本橋　三越〕15一

　　　　　　　　　　　　　　〈305－70＞
　『童宝美術院展覧会図録』　第9回　三宝

　美術院編　芸艸堂’昭14．445p　30cm

93902A

染織美術展覧会（第28回）

　〔2月4日～2月6日〕4g

　　　　　　　　　　　　　　〈4．12－1・03＞

　『染織美術展覧会図録』第28回　丸紅商

　店京都支店著京都芸艸堂昭14．2
　1冊　36cm
　・肇国聚成調、

93902B

サンフランシスコ万国博覧会
　2月18日～10月29日，1940（昭和15）年

　5月25日～9月29日　サンフランシスコ

　　　　　　　　　　　〈606　．　7－Sy957n＞

　『三三金門万国博覧会政府参同事務報告

　書』　商工省監理局　昭16．3　179p　図

　版　地図　22crh

93902C

豊太閤展覧会

　2月25日～3月16日　日本橋　白木屋

　　　　　　　　　　　　　　　〈307－6＞
　『豊前余韻』『豊太閤展覧会編　白木屋計

「画部’ ｺ14．5’図版45枚　31cm’和装

93902D

ベルリン日本古美術展覧会
　2月28日～3月31日　独逸博物館

　　　　　　　　　　　　　くW991－366＞

　『伯林日本古美術展覧会記念図録』伯林

　日本古美術展覧会委員会　昭14．12　2

　冊40cm和装
独語書名・G・d・・ht・i・kat・1・g　d・・Aus－

　stellung　altj　apanischer　Kunst’独文併

，記　候入

　・上　1～181p（図版），下’182～431p

　（図面

93903

産業美術展覧会（第8回）

　3月　大阪　松坂屋／3月11日～3月17

H　上野　松坂屋／九州

　　　　　　　　　　　　　　〈779－50＞

　『日本産業美術作品集』　第8回　大阪毎

　H新聞社　昭14．346p　26cm
　・商業美術として新聞広告図案，染織美術

　として大陸行進曲図案を募集

93903A　’

独立美術協会展覧会（第9回）

　〔3月10日～3月30日　東京府美術館〕15

　　　　　　　　　　　　　N　　＜638－68＞

　『独立展集』　第9回！昭和14年）　朝日新

　聞社　昭14．3　32p　39cm

93903B

国風盆栽展覧会（第10回）

　3月10日～3月12日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　〈特268－166＞

　『国風盆：栽展覧会写真帖』　第10回　国風

　盆栽会編立会昭14．4　1冊（回付な
　し）22cm’

93903C

東海四県聯合輸出工芸試作品展覧会
（第5回）
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3月16日～3月20日　愛知県商工館

　　　　　　　　　　　　’　〈781－211＞

『東海四県聯合輸出工芸試作品展覧三図

録並審査講評集』　第5回（昭和14年）

名古屋、愛知県工芸協会　昭14．711，

50p　図版5枚　22cm

93904

大東亜建設博覧会
　4月1日～6月20日　兵庫：阪急西宮大

　運動場
　　　　　　〉　　　　　・　　　　　　　　　　＜755－56＞

　『大東亜建設博覧会大観』大阪朝日新・

　聞社　昭15．125p　図版80p　34cm

93904A

染織美術展覧会（第29回）

　〔4月7日～4月8日〕4g

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞

　『染織美術展覧会図録』　第29回　丸紅商

　店京都支店著京都芸三三昭14．5
　1冊　36cm
　・肇国聚成調

93904B

染織美術標準図案展覧会（第16回）

　4月12白　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　〈215一，123＞

　『染織美術標準図案展図録』　第16回　図

　婚人聯盟編’京都　芸艸堂　昭14．5　1

　冊（図版）　22×30cm　和装

　「染織美術標準図案展覧会」の改題

93904C

赤松麟作還暦記念絵画展・1

　〔4月22日～4月30日〕15大阪市立美術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　館

　　　　　　　　　　　　　　く755－15＞

　『麟作画集』大阪赤松旧作昭14．4
　図版67枚　32cm

93904D

日本画院展覧会（第1回）

　〔4月22日～5月7日　東京府美術館〕’、，

　　　　　　　　　　　　　　〈779－84＞

『日本画院展覧会図録』　第1回　日本画

院　昭14，514枚⇔ち図版12枚）27

cm

93904E

支那美術大展覧会
　〔4月22日～5月14日　大阪市立美術
　館〕5。

　　　　　　　　　　　　　　＜427－33＞

　『支那古美術聚英』　大阪市立美術館編

　京都　便利三等　昭14．10　1冊（二二な

　し）44cm　（大阪市立美術館展観記念

　図録　第9）

93904F

東西大家新作画展・

　〔4月27日～4月29日　京都美術倶楽
　部〕、5

　　　　　　　　　　　　　　〈306＝113＞

・『梅軒展画集』　佐藤梅軒編　京都　芸艸

　堂　昭14。6図版52枚　36cm　和装

93904G

ニュ「ヨーク万国博覧会
　4月30日～10月31日，1940（昭和15）年5

　月11日．・一　10月27日　ニューヨーク市、、

　　　　　　　　　　　〈606　．　7－Sy957n＞

　『紐育金門万国博覧会政府参旧事予報告

　書』商工省監理局　昭16．3179p図

　版　地図　22cm

93905

大河内夜江人新作画展
　5月2目ん5月4日　東京美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　〈306－100＞

　『夜江人作画集』　第1　大河内夜江人画

　三三三編　京都　芸二丁　昭14．4　1冊

　37cm　和装

93905A
後鳥羽天皇七百年式年御祭言己念特別

展

　5月5日～6月5日　大阪城天守閣
　　　　　　　　　　　　　　〈783－134＞

　『後鳥羽天皇七百年式年御祭記念特別二

一148一



　観目録』大阪市昭14・530P図版
　1枚　19cm

　　　　　　　　　　　　　　〈430－13＞
r鶴羽天皇七言年式年御祭記念展観図

　録』、大阪金丸二郎　昭15．β　図版40

　枚’29×43cm和装

93905B
長崎派写隼・南宗画農覧会

　5月16日～5月31日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－70＞

　『長崎派写生・南宗名画選』恩賜京都博

　物館編　：京都便利堂　昭14．8図版

　150枚幽44cm
　付（20p　23cm）：筆者略伝

93905C

絢県会展（第19回）
5月・S日一5月17日美術三部

　　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『絢三会展観作品集』第19回　絢三会

　〔編〕京都芸艸堂昭14．6　1冊（図

　版）31cm　和装

93905D

書道展覧会

　5月21日～5月23日
　　　　　　　　　　　　　〈特220－876＞

　『書道展覧会出品目録』福井市制五十年

　記念1福井市立図書館，若回書道会〔編〕．

灘野官民14・5　34P　23gm’

93905E

尺貫法存続連盟壁画農

　〔5月27日～5月28日　京都華族会
　館〕15

　　　　　　　　　　　　　　〈307－72＞

　『尺貫法存続聯盟記念展観六十五品』尺

貫法存続聯盟昭14・12図版6礁31
　cm　和装

93906

追悼山元春挙先生早苗会展覧会

　　　　　　　　　v　　学朝　　rn　Nn、，，　　．N．胤騨，　．t、V軸3

融日76脚大礼言置念京都美

　　　　　　　　　　　　　く特252－238＞
　『早苗会』追悼山元春挙先生展覧会図録

　早苗三編　京都　芸三三　昭14．6図版

　11枚　26cm

93906A

朝鮮美術展覧会（第18回）

　〔6月4日～6月24日　京城　総督府美
　術館〕、5

　　　　　　　　　　　　　〈109－266ロ〉

　『朝鮮美術展覧会図録』第18回　京城

　朝鮮写真通信社　昭14．84p　図版159
　、枚　27crn　和装

93906B

三橋武顕中支戦跡画展
　〔6月12日～6月16日〕、5大阪ト三越

　　　　　　　　　　　　　　〈785－83＞

贈畔菅三三欝画三四

93907

森守明近作展
　7月2日～7月3日　佐藤梅軒画廊

　　　　　　　　　　　　　　〈428－71＞

　『警守明個展作品集』　1　佐藤三軒編

　京都芸三三昭14．9図版10枚36－

　cm

93907A

伯林日本古美術展覧会記念展

　7月5日77月11日　帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　〈781－178＞
　『伯林日本古美術展豊会記念展観目録』

　帝室博物館　昭14．7　図版16枚　21cm

　・伯林日本古美術展覧会出品物中の絵画

　を国内で記念展観。

93907B

聖戦美術展覧会（第1回）
　〔7月6日－～’7月23日　・東京府美術館〕5エ

　　　　　　　　　　　　　〈306－120＞
　『聖戦美術展集』朝日新聞社　昭14．7’
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図版34枚　39cm

　　　　　　　　　　　　　　〈428－73＞

　『聖戦美術』陸軍美術協会昭14．11

図版88枚　39cm　和装
　・聖戦美術展は東京，横浜，静岡，名古屋，

　大阪，福岡，満州を巡回

　　　　　　　　　　　　〈W991－353＞

　『聖戦美術』　2版　陸軍美術協会　昭

’15．11　1冊（頁付なし）39cm和装

　はり込図13枚　秩入

93907C

祇園会展
　〔7月23日～7月24日　京都　佐藤三軒

画廊〕、，

　　　　　　　　　　　　　　＜427－69＞

　『平八郎先生・桂華先生画集』福田平八

　郎，金島桂華〔画〕佐藤三軒編　京都

　涌出堂・昭14．9・図版12枚　30×42cm

93908

染織美術展覧会（第30回）

’〔8月〕49

　　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞

　『染織美術展覧会図録』　第30回　丸紅商

　店京都支店著　京都芸三三　昭14．9

　1冊　36cm
　・伝統興隆模様

93908A
新聞広告意匠文案懸賞募集入選作品

発表展観「興亜産業と宣伝戦展面会」

　8月17日～8月30日　上野　松坂屋
　　　　　　　　　・L　．　　　　　　　＜796－10＞

　『新聞広告図案傑作集』　日本電報通信社

　昭14．12　43p　27cm

93909

青龍社展覧会（第11回）

　9月1日～9月28日　東京府美術館／10

　月9日～10月20日　阪急百貨店

　　　　　　　　　　　　　　く638「239＞，

　『青竜社展覧会目録』　第11回　川端竜子

編　青竜社　昭14．940p　27cm『
　・出品全作卑属　p．9～31

939QgA
日本美術院展覧会（再興第26回）

　〔9月2日目10月3日、東京府美術館／
　10月11日L10月28日　．大礼記念京都美術

　館／11月3日～11月．12日　名古屋　市公
　会堂，商工会議所〕、，

　　　　　　　　　　　　　　＜224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』　第26回　日本

　美術院編　大塚巧三社　昭14．9　1冊

　31cm　和装

93909B
二科会展覧会（集26回）

　9月3日～10月4日．東京府美術館／10

　月13日目10月22日　名古屋市公会堂／10

　月29日～11月12日　大阪市美術館

　　　　　　　　　　　　　　（426－188＞

　『二科画集』　第26回　大阪　朝日新聞社

　日召14．9　　32p　　39bエn

　・附録：第26回二科美術展覧会出品総目

　録

93909C

染織美術標準図案展覧会（第17回）

　9月12日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　’　〈215－123＞

　『染織美術標準図案展図録』　第17回　図

　思人聯盟編京都芸三三昭14．10
　1冊（図版）’22×30cm和装

93909D

乾坤社展覧会（第1回）

　9月17日～9月26目　大阪市立美術館／

　10月4日～10月8日　上野　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈785－50＞

　丁乾坤社展』　第1回　大阪　乾坤社　昭

　14．916枚（うち図版14枚）26cm

　・主宰＝矢野橋村

93910

海北友松展覧会
　10月1日ド10月20日　恩賜京都博物館’一
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　　　　　　　　　　　　　　〈427－74＞

　『海北友松名画集』恩賜京都博物館編

　京都　芸艸堂　昭15．3　図版102枚　42

　cm　一

93910A

映画文化展覧会・

　10月1日～10月8日　日本橋　高島屋

　　　　　　　　　　　　〈KD652・一116＞
　『映画文化展覧会記録』　映画法実施記念

　夫日本映画協会　昭15．2　82p　26cm

93910B

特別陳列　茶湯釜

　10月11日～11月15日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞

　『茶湯釜』大阪市立美術館編　京都　便

　利回　昭14．12　図版31p　34cm　（大阪

　市立美術館展観記念図録　第11）

93910C

村上華岳先生作品観賞会
、10月15日～10月17日　霊山画廊（京都霊

　山護国神社前）

　　　　　　　　　　　　　　〈308－37＞

　『村上華岳先生作品観賞会画譜』平塚薫’

　編京都芸三三昭14．12図版20枚
　36cm　和装

93910D

文部省美術展覧会（第3回）
　〔10月16日～11月20日　』東京府美術館／

　12月1日～12月15日　大礼記念京都美術
　館〕、、．、3

　　　　　　　　　　　　　　〈306－27＞

　『文部省美術展覧会図録』　第3回　文部

　省　巧四型　昭14．12　4冊（割付なし）

　36cm　和装
噛・ u第1部絵画　日本画」，「第2部

　絵画、西洋画」，　「第3部tt彫塑」，　「第

　4部　三三工芸」

　　　　　　　　　　　　　　〈305－62＞

　『文部省美術展覧会原色画帖』，第3回

　美術工芸会　昭14、．11・ttl冊（頁付なし）

　26cm　和装

・93910E・

泰西名画展覧会（第2回）

　10月28日目11月30日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞．
　『西洋近代絵画選集』　大阪市立美術館編

　京都便利堂　昭14　図版30枚　31cm
　（大阪市立美術館展観記念図録　第12）

　・「大阪美術館の泰西名画展」（児島喜久

　雄）P．1～5

　・奥付なし

93910F
「皇室と京都」特別展’

　10月31臼～11月3日　大礼記念京都美術

　館
　　　　　　　　　　〈216．2－Ky9955k2＞
　『「皇室と京都］特別展観目録』　京都市史

　編纂創始記念　京都市　昭14　20p　19
r　cM

　・奥付なし　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　　〈428－76＞

　『京華聚英』　京都市史編纂事務局　昭

　15；3旧版18枚　38cm　和装

　・京都市史編纂創始記念

93911

平安書道会展覧会（第20回）

　11月　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈300－135＞

　『平安書道三三二十回展覧記念』平安書

　道会　昭15．9’22丁　40cm　和装

　　　　　　　　　　　　XL’
93911A　・

朝鮮古美術工芸展覧会（第5回＞

　11月1日～11月5日　日本橋　高島屋

　　　　　　　　　　　　　〈KB16－564＞
　『朝鮮土芸展覧会図録』　第2巻　東洋経

　済日報社　昭59．6　138p　31cm

　昭和十四年十一月一日　田辺孝次編輯

　朝鮮工芸研究会昭和14年刊の複製

　　｝
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93911B

富嶽十題展覧会

　11月1日～11月5日　日本橋　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈308－23＞

　『富岳十題展覧会図録』昭和14年11月

　児玉希望画　芸二二　昭14．11図版11’・

　枚37cm和装

93911C

全国商業美術展覧会（第6回）

　〔11月4日～11月6日　東京府商工奨励
　館〕エ5

　　　　　　　　　　　　　〈特241－361＞

　『全国商業美術展覧会図録』　第6回　小

　林愛雄　昭14．117p　図版18p　23cm

93911D

回教圏展覧会
　11月7日～11月19日　上野　松坂屋／11

　月28日～12月9日　大阪　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈796－100＞

　『記録回教圏展覧会』　大日本回教協会

　昭15．4　105p　27cm

　・図版p．28～105

11月12日　大谷大学

　　　　　　　　　　　　　く317－119＞

『大蔵会展観目録』　第25回　京都仏教各

－宗学校聯合会　昭14．1153p　19cm

93911H

朝鮮古美術工芸展覧会（第6回）

　御鑑賞日　11月24日～11月26日，会期

　11月28日～11月30日　大阪難波　高島屋

　　　　　　　　　　　　　〈KB16－564＞

　『朝鮮工芸展覧会図録』第3巻　東洋経

　済日報社　昭59．8138p　31cm

　昭和十四年十一月二十日　田辺孝次編輯

　朝鮮工芸研究会昭和14年刊の複製

93912

小川芋銭遺作展覧会
　12月1日～12月7日　上野　〔日本美術協

会〕、5

　　　　　　　　　　　　　　＜308－41＞

　『芋銭子遺作三三』、小川三三画　日本美

　術謡言　大塚山鼠社　昭15．1　図版54枚

　39cm　和装
　・主催：日本美術院

93911E

能衣裳展覧会
　11月10日～11月20日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈308－40＞

　『能衣裳』　恩賜京都博物館編　京都　中

　島泰成閣出版部　昭14．12　図版80枚

　38cm　和装
　　　　　　　　　　　　　ノ（L．

93911F

植松包美高作展観　　　　1
　11月12日　温温区築地4丁目10番地　花

　月こと平岡権八郎君宅

　　　　　　　　　　　　　　〈429－64＞

　『植松包美遺作帖』　吉田醇一郎　〔昭16〕

　図版42枚　23×31cm

　・昭和14年11月11日に包美の7回忌法i要

　・奥付に刊年の記述なし　　　一．

93911G

大蔵会（第25回）

93912A

桂友展覧会（第50回）

　12月14日、美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈308－43＞

『桂友記念展覧会図録』創立二拾周年

第50回　三友倶楽部編　京都芸艸堂
昭15．1・図版54枚　35cm　和装

93912B

陽明文庫創設記念展観（第1回）

　〔12月16日～12月18個口、5東京府美術館
　　　　」　　　　　　』‘　　　　　　　　　　　＜781－384＞

　『〔財団法人陽明文庫〕展観目録』　第1回

　陽明文庫　昭14，1267p　23cm

939　＊

’百選会（第63回）

　〔春〕41

　　　　　　　　　　　　　　　〈422－80＞
　『百選会図録』　第63回　百選会編・　一一京都

T152．一



　雨漏堂　昭14．3　1冊30cm

　　　観　　■9）t　）E　　醐　　観　　観　　画　　醐　　竃　　観　　竃　　竃　　竃　　竃

　　　　　　1940（昭和15）年

　　　Ω’Eマ竃観Ω竃竃竃観SE竃竃観・
94001

水郷潮来小品展覧会
　（1月23日～1月28日　京都　大丸〕16

　　　　　　　　　　　　　　〈308－45＞

　『水郷潮来小品展三会』竹内四朗編　京

　都尉西堂昭15．2図版19枚35Cm
　和装
　・表紙・奥付には「潮来」のみ．

94002

童宝美術院展覧会（第10回）

　2月1日～2月7日　日本橋　三越
　　　　　　　　　　　　　　〈305－70＞
　r董宝美術膿覧会図録』第、o回忌宝

　美術院編　芸引回　昭15．5　1冊．31

　cm

94002A

三輪晃勢個人展覧会

　2月6日～2月8日　日本橋　三越
　　　　　　　　　　　　　　く306－22＞

　『晃勢作品集』　第3　三輪晃勢画　京都

　芸艸堂　昭15．3　1冊　37cm和装

94002B
紀元二千六百年記：念現代日本画展覧

会

　一般公開2月11日～2月16日，鑑賞日2
　月17．日～2月18日　岡山市柳川筋　合同

　新聞会館

　　　　　　　　　　　　　　〈307－79＞

　『紀元二千六百年記念現代B本画展覧会

　画集』岡山合同新聞社昭15．8図
　版86枚　27cm　和装

・　94002C

名宝日本刀展覧会

9月11日～3月10日二二、311．22＞

『紀元二心六百年奉祝名宝昨刀展覧会

　出陳刀図譜』遊就館　昭15ユ2　図版

　155枚　31cm　和装　歯入

94002D・

岡田三郎助遺作展覧会

　2月14日～2月20日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈755－71＞
　『岡三三郎助作品図録』　岡田三郎助遺作
　展覧会委員会：編　京都　便利堂　昭15．5

　図版118枚　肖像　31’cm

94002E’

国史趣味染織作品展
　2月20日～2月21日　市田商店大阪店

　　　　　　　　　　　　　〈特…245－7＞

　『国史趣味染織作品集・解説』市田商店

　大阪店　昭15．345p　図版4枚　20cm

　皇紀二千六百年記念

　　　事
94QO3

二千六百年史展覧会
　3月1日～4月3日　大阪　朝日会館展

　着場

　　　　　　　　　　　　　〈783－337＞

　『二千六百年史展覧会目録』大阪　朝日

　新聞社　昭15．3　91p　19cm
　・付：1枚ものの目録（62×43cm）’

　　　　　　　　　　　　　　〈428－79＞
　『二千六百年史展覧会大観』　大阪　朝日

　新聞社　昭15．3図版34枚　38cm

　　　　　　　　　　　　　〈300－139＞
　『二言六百年史展覧会図録』　大阪　朝日

　新聞社　昭15。10　1冊（回付なし）38

　cm　和装
　・付（48p　27cm）：解説

94003A
五重塔再建記念四天王寺展

　3月1日～3月25日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞

　『荒陵余薫』大阪市立美術館編　京都

　便利堂　昭15．7図版34枚　34cm　（大

　阪市立美術館展観記念図録　第14）
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94003B　・・　／
－独立美術協会展覧会（第10za）

　〔3月14日～3月24日　東京府美術館〕、6

　　　　　　　　　　　　　　＜638－68＞，

　『独立展集』　第10回（昭和15年）朝日新

　聞社　昭15．3　32p．39cm

94003C

京都市立絵画専門学校・京都市立美

術工芸学校生徒作品展
　〔3月16日～3月18日　大礼記念京都美

　術館〕、6

　　　　　　　　　　　　　　＜562－22＞

　『京都市立絵画専門学校第三十回京都市

　立美術工芸学校第四十七回卒業制作品［刃

　録』　京都市立絵画専門学校京都市立美

　術工芸学校校友会編　京都芸三三　昭

　15．7　1冊（頁付なし）27cm

94003D

国画会展覧会（第15回）

　3月27日～4月5日　東京府美術館／5

　月19日～5月26日　大阪　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　　〈428－82＞

　『国画画会集』第15回　大阪　朝日新聞

　社　昭15．4，図版15枚　39cm

　；付録：国画会展覧会目録

94004・

染織美術標準図案展覧会（第18回）

　4月2日　大礼記念京都美術館

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞
　　　　　　　　　　ノ　『染織美術標準図案展図録』　第18回　図

　案人聯盟編　京都　芸三三．昭15．5　1．

　冊（図版）　22×30cm　和装

94004A

大阪二千六百年史展覧会
　』4月3日～5月12日　大阪城天守閣・

　　　　　　　　　　　　　〈783－248＞

、『大阪二千六百年史展覧会目録』大阪毎

　日新聞社昭1537p　19cm
㌦奥付なし　・図版なし

〈430－138＞

『大阪二千六百年史展観図録』　大阪市編

京都　便利堂　昭15．11　図版53枚　28

’cm　和装

　　　　　　　　　　　　　〈799－91＞

『二千六百年歴史展覧会目録』　大阪毎日

新聞社’ ｺ15．4　132p　23cm
・・ }版なし

　　　　　　　　　　　　　〈428－94＞

『二千六百年前史展覧会図録』大阪毎日

新聞社　昭15．12図版解説共74枚　42．

cm

94004B
春陽会展覧会（第18回）

　4月8－日～4月17日　東京府美i術館／4

　月20日～4月25日　名古屋鶴舞公園

　市美術館／5月7日～5月13日　大阪
　中ノ島朝日会館

　　　　　　　　　　　　　　く428－83＞

　『春陽会画集』第18回　大阪　朝日新聞

　社，昭15．4図版16枚　38cm

94004C

智言登大師遠忌記念園城寺名宝展覧会

　4・月10日～4月25日　恩賜京都博物館tt

　　　　　　　　　　＜709．2－Ky99520＞
　『園城寺名宝展覧会目録』　智猟夫師遠忌

　記念恩賜京都博物館、昭1525P（う

　ち5p分図版）19cm
　・奥付なし

　　　　　　　　　　　　　〈427－75＞

『園城寺余光』恩賜京都博物館編　京都

中島泰成閣出版部　昭15．8　図版116枚・

43cm　和装

94004D

平家納経展
　4月11日～5月／／10日　、奈良帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈303－105＞

　『平家納経図録』　奈良帝室博物館編・’京

　都　便1斎堂　昭15．6　33p　図版25枚

　30cm　和装
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，94004E　，

福田翠光新作画個人展（第4回）

　〔4丹12日～4月14日〕、6大阪　高島屋

　　　　　　　　　　　　　　〈755－81＞

　『翠光個展作品集』　第4次　福田翠光画

　芸艸堂　昭15　図版16枚　31cfn

　・奥付なし

94005C

紀元二千六百年記念日本文化史展覧
会

　5月4日～5月22、日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　〈426－189＞
　『日本文化史展大観』　昭和15年　朝日新

　聞社　昭15．5図版34枚　39cm

94004F

紀元二千六百年奉祝日本画大展覧会
　．4月21日～5月15日．大礼記念京都美術

　館／5月25日～6月16日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　く42＄一81＞

　『紀元二千六百年奉祝日本画展』大阪毎

　日新聞社　昭15．5　図版64p　39cm

94005

．池長華術館紀元二千六百年記念開館
展

　〔5月1日僧5「月31日〕16池長美術館
　　　　　　　　〈703．8－1256k＞＜783－201＞

　『〔池長美術館〕紀元二千六百年記念開館

　陳列品目録』池長孟編神戸．池長美

　術館　昭15．444p　19¢m

　・図版なし

940QsA

九皐会展（第6回）

　〔5月3日～5月15日　日本橋　東美三層

　楽部／5月13日～5月15日　京都市公会

　堂／5月19臼～5月22自大阪そご
　う〕、6

　　　　　　　　　　　　　　〈755－85＞

　『九皐会』　九皐会昭15．8』図版14枚

　31cm

94005B

大河内夜江人作品展
　5月4日～5月6日　銀座　交三社

　　　　　　　　　　　　　〈306－100＞　，

　『夜江人作画集』　第2　大河内夜江人画

　三三三編　京都　芸三三　昭15．5　1冊

　37cm　和装

　　　　　　　　　　　　　〈792－160＞

『紀元二千六百年記念日本文化史展覧会

目録』東京朝日新聞社　昭15．5354p

19cm

　　　　　　　　　．　〈709－To456k一　（t）　〉

　『日本文化史展覧会目録』　紀元二千六百

　年記念　解説　改訂版　東京朝日新聞社

　昭15．5　261P　19cm

　・図版なし

　　　　　　　〈709　．　2－A839n＞　〈428－107＞

　『紀元二千六百年記念日本文化史展覧会

　図録』第1～2輯　朝日新聞東京本社

　編京都便利堂昭16．62冊39
　cm　和装

　・第1輯1～93p図版34枚，第2輯
　111～171p　図版24枚

94005D

旧染側臥（第20回）

　、5月10日～5月11日’南禅寺

　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞

　『絢三会展観作品集』第20回　曙染会

　〔編〕京都芸艸堂昭15．6　1冊（図

版）31cm　和装
　・皇紀二千六百年，創立二十周年記念

94005E

ファシスタ伊太利亜大展覧会
　5月15日目5月22日　函館　四二　森屋

　　　　　　　　　　　　　〈特255－539＞

　．『ファシスタ伊太利亜大展覧会』’〔市立

　函館図書館〕　〔昭15〕19p　27cm

　・奥付なし　・写真貼ワ込み
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94005F

二階明個展

　5月16日～5月19日

『二二明個展作品集』

都　芸艸堂　昭15．12

日本橋　三越

　　　く428－71＞

2　森守明編　京

図版9枚層33cm

〔7月23日～7月24日　京都、佐藤梅軒
宅〕、6

　　　　　　　　　　　　　〈428－118＞

『三人寸観』　入江波光，小野三三，榊原

紫峰画　佐藤三軒編・京都　芸三三、昭

16．9図版12枚　37×27crh

94005G

興亜書道聯盟展覧会（第2回）

　5月22日～5月28日　京都市美術館／6

　月19日～6月25日．東京府美術館／7月

　20日～7月24日　満州国　新京大径路国

　民学校／8月1日～8月5日　満州国
　奉天竺教育会礼堂／9月1日～9月5日

　中華民国　北京水Nt／9月8日～9月10

想　中華民国　天津公会堂／9月14日

　～9月16日　中華民国　済南新民社三教

　育館／9月20日～9月23日　中華民国
　張家口蒙二三拓文化会／10月5日～10月

　9日　中華民国　南北中日文化協会／10
　月17日目一　10月18日　中華民国　上海日本

　人皆楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈773－218＞

　『財団法人興亜書道聯盟展覧会図録』　第

　2回　興亜書道聯盟　昭16．6　1冊　図

　版75枚　19×26cm

94006

朝鮮美術展覧会（第19回）

　〔6月2日～6月23日　総：督府美術館〕、6

　　　　　　　　　　　　　〈109－266m＞

　『朝鮮美術展覧会図録』　第19回、京城

　朝鮮写真通信社　昭15．萱ノ．図版167枚

　26cm　和装

94006A

染匠展（第2回）

　6月13　H一

　　　　　　　　　　　　　　〈300－133＞

　『染薩展図録』第2回戦引引倶楽部編

　京都芸卿堂．昭15。7図版49枚34
　cm　和装

94007

入江波光，小野三三，榊原紫峰新作展

94008

二科会展覧会（第27回）

　8月28日一v　9月20日　東京府美術館／10

　月11日～10月26日　名古屋市公会堂／10

　月26日～11月10日　大阪市美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈707－248＞

　『二科展図録』　第27回　二三三図録刊行

　会　昭15．910p　図版90p　24cm

　　　　　　　　　　　　　〈426－188＞

『二科画集』．第27回　大阪　朝日新聞社

昭15．9　32p　39cm

・附録：第27回二科美術展覧会出品総目

録

94009

日本美術院展覧会（再興第27回）

　〔．g．一月2日～9月18日　東京府美術館／

　9月27日～10月6日　名古屋市公会
　堂〕、ざ

　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

　『日本美術院展覧会図録』　第27回、日本

　美術三編　大塚巧三社　昭15．9　1冊

　30cm　和装

94009A

良寛並雲坪展
　9月14日L10月2日置大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞

　『大阪市立美術館展観図録』　第15’　．大阪

　市立美術館編　京都　便利堂　昭16．2

　1冊44cm和装
　良寛並雲坪展図録

94009B

紀元二千六百年記念皇国文化史犀
　9月23日～10月6日　新潟郷土三三館
　　　　　　　　　　　　　　〈300－154＞’
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『紀元二千六百年記念皇国文化史展図録』

新潟郷土博物館　昭16．5　図版58枚　39

cm　和装

94009C

乾坤社展覧会（第2回）

　9月24日～9月29日　上野

　月22日～10月29日　大阪

『乾坤社展』’第2回　大阪

15．920枚（うち図版16枚）

　松坂屋／10

松坂屋　』

　　〈785－50＞

　乾坤社　昭

　26cm

94009D

．水田硯山個人展

　〔9月25日～9月29日〕16　日本橋　毛木

　屋
　　　　　　　　　　　　　　〈302－319＞

　『硯山画集』水EEI　EA，山畑青木幌昌編、

　芸想望　昭15．9　図版20枚　25cm　和

　装

94009E

明治・大正・昭和物故作家油絵展

　〔9月26日～9月3Q日　大阪朝日会
館〕11

　　　　　　　　　　　　　＜796－124＞
　『物故作家油絵名作展画集』　明治・大正・

　昭和　明治美術研究所昭15．956p
　27cm
　・「序」（石井三三）p．4～5，「作者及作品解

　説」（高崎正男）p．50～53，「明治洋画壇の

　回顧」（二世　五罪田芳柳）p．54～55

　・原色版　4枚，モノクu図版　29枚

京都　丸物／神戸　大丸

　　　　　　　　　　　　〈263．3－478＞

『日本民族小学生作品集』皇紀二千六百

・年記念　日本力行会．昭15．12332P

26cm

94010B

大谷尊由師遺作品展覧会
　〔10月1日～10月7日〕43恩賜京都博物
．館

　　　　　　　　　　　　　〈300－150＞

　『流芳』　大谷尊由画　今井八方三編　京

　都　碧雲荘　昭16．3　図版101枚　38cm

　和装

94010C

紀元二千六百年奉祝美術展覧会
　〔10月1日～10月22日前期，11月3日～11

　月24日後期　東京府美術館／11月3日

　～11月17日前期，12月3日～12月17日後
　期　大礼記念京都美術館〕、、．一、4

　　　　　　　　　〈306－27＞〈306－27／f＞

　『紀元二千六百年奉祝美術展覧会図録』

　第2～4部　文部省編　美術工芸会　昭

　15．2　3冊　36cm

　・「第2部　西洋画」　16p　図版246p，

　「第3部　彫塑」『6p　図版84p，　「第4

・部　美術エ芸」　13p　図版110p

　　　　　　　　　　　　　〈428－96＞

『紀元二千六百年奉祝美術三三』　第1輯

アサヒグラフ編朝日新聞社昭15．10
図版64p　40cm

94010

万葉展
　10月　華族会館

　　　　　　　　　　　　〈723．1－157ウ〉

　『万葉画集』井上三綱著井上通泰選
　造形芸術社　昭19．3100p「図版48枚

　26cm

94010A

日本民族小学生作品展覧会
　夏　銀座　松坂屋／10月1，日．～10月6日

　　　　　　　　〈305－62＞〈305－62　一t　＞t

『紀元二千六百年奉祝美術展覧会原色画

帖』美術工芸会　昭15．12’図版104枚

26cm　和装

　　　　　　　　　　　　　〈307－136＞

『絵画選集図録』　皇紀二千六百年奉祝美

術展覧会　日伊協会　昭16．9　1冊　図

版100枚　37cm　和装

・昭和15年秋の奉祝美術展から100点を選

びイ、タリアへ贈る本として作製したもの
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94010D

名宝展（第5回）

　10月5日～10月2Q日　大阪市享美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞

　『大阪市立美術館展観図録』’第16　大阪

　市立美術館編　京都　便利堂　昭16．3

　1冊44cm和装
　名宝展覧会図録第5回

94010E

肇国興亜博覧会
　10月5日～11月30日　鹿児昂市三池公園

　児童体育場
　　　　　　　　　　　〈606．7－Ka19ウ＞

　r肇国興亜博覧会誌』鹿児島朝日新聞社

　昭17．285p　図版　26cm・

94010F
紀元二千六古年奉祝記念日本近世名

画展覧会・
　10月23日～11月6日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－83＞

　『日本近世名画大観』上，下－恩賜京都

　博物館編　京都　中島泰成閣三栖部　昭

　16．2　2冊．43cm

94010G　一　’　，
紀元二千六百年奉祝神道美術展覧会

　、10月26日～11月8日　大倉集古館

　　　　　　　　　　　　　　〈300－149＞，

　『紀元二千六百年奉祝神道美術展覧会図

　録』大倉集古館昭16．3図版90枚
　39cm　和装

　　　　　　　　　　　し一　　　＼
94011

六大都市新興工芸展覧会（第1回）

　11月1日～11月5日、名古屋市　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　〈特254－577＞

　『六大都市新興工芸展覧会報要録』　第1
　　回　〔名古屋〕　六大都市新興工芸展覧会

　事務所昭15．1231p図版3枚22
　cm’

　94011A　．門門会展覧会’　　　　、　＿

　11月1日十11月6日　神戸　三越
　　　　　　　　　　　　く特267－105＞

　『堂本印象画塾燦三会展図録』第1回

　京都　堂奉画塾東回社tt昭15．11，、1冊

　21×24cm　”
　・主に図

94011B
全国商業美術展覧会（第7回）’

　11月5日～11月7日　東京、京橋2丁目

　明治製菓株式会社

　　　　　　　　　　　　　〈特…252－846＞

　『全国商業美術展覧会図録』　第7回　山

　田邦男　昭15．11　9p　図版6枚　23cm

　附：全国商業美術教育協会会報第21号・

　第7回全国商業美術展覧会陳列作品目録、

94011C

正倉院御物特別展覧会・
　1・i月5日～11月24日　帝室博物館

　　　　　　　　　　　〈709．2－Te28ウ〉

　『正倉院御物特別展観目録』　紀元二千六

　百年記念　帝室博物館　昭15．1154P

　図版16枚　23cm

94011D
旭谷左右遺作古事記画農

　〔11月81日～11月10日　京都朝日’会

　館〕、6

　　　　　　　　　　　　’．＜特252－488＞

　『古事記画展図録』旭谷左右遺作　旭谷

　左右〔著〕京都旭一陽昭15．12．1
　・冊「（頁付なし）　21cm：

　・図版5枚

94011E

白井姻岩個人展覧会’

1〔n騨～朋19日銀座講晶9＞

　『姻岩山人画集』　白井三三画幽林静夫編

　芸艸堂、、昭15。12　図版17枚、25cm　和

　装

94011F
明治・大正・■昭和物故名家油絵回顧三
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11月15日～11月20 _歪難鵠〉
　『物故名家油絵向如才画集』　明治・大正・

盟門治綱究醐15・1138P
　・「序」（石井三三）p．4～5，原色版　1枚1

　モノクロ図版　p．9～31（23枚），作者旧作

　品解説　p．33～38

94011G

荒木田久老神主遺墨展覧会
　11月16日～11月18日　神宮文庫

　　　　　　　　　　　　　　〈799－402＞

　『荒木田白老神主遺墨展覧会目録（解説）』

　宇治山田　神宮司庁　昭16．1　．14p　22

　cm
　・図版なし

g40iiH

三三芸術協会回覧会（第1回）

　11月16日～11月17日　京都岡崎公会堂

　　　　　　　　　　　　　　〈309－64＞

　『染織繍芸術協会展輩会図録』　第1回

炭騰編26酷謬中堂日召16・悩

940111　’

明治・大正・昭和挿絵文化展覧会

　11月20日～11月29日　東京　三越／12月

　18日～12月22日　大阪三越
　　　　　　〈726。5－Me25ウ〉　〈KC482－51＞

　『明治・大正・昭和挿絵文化展記念図録』

　明治・大正・昭和挿絵文化展覧会編　日本

　電報通信社　昭1617　1冊　26cm
　巻末：明治大正喀和挿絵文化展覧会出品

　目録，聖戦スケッチ展観目録，「名作」に

　因る新作挿絵展観目録

’● }版128吋己事41・’図版65机言己事15

　p．

94012
国風盆栽展覧会（第13向）

　12月1日～12月3日　東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　　〈310－10＞’

　『国風盆栽展覧会写真帖』　奉祝皇紀二千

　六百年　第13回　国風盆栽会事務所’昭

　15．12　図版83枚　19×26cm

940i2A

富士展覧会
　〔i2月10日～12月12日　京都大丸〕、6／

　1941（昭和16）年1月　大阪、大丸

　　　　　　　　　　　　　　〈429－63＞

　『皇紀二千六百年記念富士展覧会図録』

　竹内四朗編京都芸艸冷冷15ユ2
図版18枚23×31gm

94012B
宗淵上人溜徳展覧会
12月15日一12月16日北野縄西方尼

　寺

　　　　　　　　　　〈188．42－Si456Ks＞

　『宗淵上人熱徳展覧会目録』紀元二千六
、百年記念　京都ト北野神社社務所　昭

　15．12　67p　19cm

　付：宗淵上人略伝（猪熊信男）

　・図版なし

940　＊’

新作画展
　春　南禅寺三論院

　　　　　　　　　　　　　〈特261－300＞

　『重美』．京都　趣美甘　昭15．11　1冊

　（回付なし）24cm和装
　・栖鳳・三三等の新作画展

　趣味会（上田龍之助，杉山茂，’山本大幹，

　浜本弥一郎）

　　概黍YE　geE　ieE　ieE　iet　za奄SE一盛竃、E

　　　　　　1941（昭和16）年

　　s）E　gE　　竃　　竃　　綱　　竃　　奄　　棄　　観　　竃　　竃　　観　　竃　　嗣

94101

西園寺公を偲ぶ展豊会

1脚～1戸18日噸瀞767＞

　『西園寺公を偲ぶ展覧会出品目録』偉勲
　を讃へて　〔読売新聞社〕　（’昭16〕33P

　19cm　主催：読売新聞社
　・奥付なし
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94102

染織文化展覧会（第1回）

　〔2月4日ん2月5日〕4g

　　　　　　　　　　　　　　〈308－58＞

　『染織文化展覧会図録』　第1回　三醜聞

　式会社京都支店編　京都　芸事堂　昭

　16．3　1冊（図版）35cm　和装

　・新日本文化三三

94102A

郷土史料展覧会
　2月11日～2月12日，

　　　　　　　　　　＜025．9164－Si328k＞

　『郷土史料展覧会出品目録並解説』　島田

　清編　姫路市城南小学校教育奨励会　昭
．16．3’ V9p　図豚　23cm

　城南小学校御真影奉安殿竣工奉祝、

　・郷土出身芸術家の作品などを展示

94102B

古賀春江遺作展
　〔2月15日～2月18日　銀座　資生堂〕17

　　　　　　　　　　　　　＜590L503／f＞

　『古賀春江遺作展画集』　明治美術研究所

　「昭16．234p　函版7枚　22cm

　・「序」（安井三太郎），「古賀春江詩抄」，「古

　賀春江君」（坂本繁二郎），画歴

94102C　一

．’新体制下に於ける産業工芸品展示会

　2月20日～・2月27日．日本橋　三越

　　　　　　　　　　　く606．7－To465ウ〉

　『新体制下に於ける産業工芸品展示会報

　告書』東京府立工業奨励館昭16．6

　46p　図版26cm
　・展ボ会出品目録あり

94103

独立美術協会展覧会（第11回）

　〔3月5日～3月25日　東京府美術館〕、7

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞

　r独立展集』第11回　朝日新聞社昭

　16．3　32p　39cm

94103A

中村町回顧展覧会
　3月8日～3月12日・．銀座青樹社’

　　　　　　　　　　　　　〈799－399＞

　『中村鼻回顧展覧会図録』青樹社　昭

　16．34，37p（うち図版はp．1～31の16

　枚）22cm
　・「序」（鶴田吾郎）p．1，「ペンキの難」（相馬

　愛蔵）p。2ん3，「主催者の辞」（鈴木里一郎）

　p．4

94103B

，東海輸出工芸展覧会（第7回）

　3月15日～3月19日　四日市市公会堂
　　　　　　　　　　　　　く特248－785＞

　『東海輸出工芸展覧会報告書』附・東海
　工芸功績者表彰　第7回　〔津）・三重県

　土芸協会昭16．720，229P図版5
　枚　21cm

94103C

田崎草雲贈位二十五周年記念遺墨展
覧会、

　3月15日～3月17日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く783－489＞

　『勤王の志士田崎草雲先生贈位二十五年

　記念遺墨展覧会出陳目録』　足利’足利

　草雲会’昭16．336p　19c卑、

　・図版なし

　・主催：小室翠雲，草雲会

94103D

京都市立絵画専門学校・京都市立美
術工芸学校生徒作品展
　〔3月16日～3月18白　大礼記念京都美

　術館〕45

　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞

　『京都市立絵画専門学校第三十一回京都

　市立美術工芸学校第四十入団卒業制作品

　図録』　京都市立絵画専門学校京都市立

　美術工芸学校校友会編　京都　芸艸堂
　昭16．5　1冊（回付なじ）、27cm和装、

94io4

　　　　　と染織文化展覧会（第2回）
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　〔4月〕49

　　　　　　　　　　　　　　〈308－58＞
r染織文化三会三三．第2回三旧株

　式会社京都支店編　京都　芸艸堂　昭

　16．5、1冊35cm和装
　・夏の新日本文化模様

94104A

石山本願寺展
　「4月2日～4月30日　大阪城天守閣

　　　　　　　　　　　　〈188　．　7－0776i＞

　『石山本願寺展観目録』　三三上人三百五

　十年記念大阪市昭1679p　19cm
　主催：大阪市，協賛：本派本願寺

　・奥付なし　・図版なし

94104B

日本画院展覧会（第3回）
　4月3日～4月17日　東京府美術館

　　　　　　　’　〈779－84＞
　『日本画院展覧会目録』　第3回　日本画

　院　昭16．637p（うち図版15枚）26cm

94104C
春陽会農覧会（第19回）

　4月12日～4月25日　東京府美術館／5

　月3日～5月11日　名古屋市鶴舞公園
　市美術館／5月25日～5月31日　大阪’

　朝日会館

　　　　　　　　　　　　　　〈428－83＞

　『春陽会画集』第19回　大阪　朝日新聞

　社、昭16．4　1冊39cm

94104D　’

岡田米山人並半江展

　4月20日～5月4日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞
　『大阪市立美術館展観図録』　第17　大阪

　市立美術館編　京都　便利堂　昭16．9

　1冊44cm和装
米山人二半画図鉢

94105

小出楢重遺作展覧会

　5月1日～5月4日　上野　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　＜KC16－649＞

　『小出楢重遺作展覧会図録』兜屋昭
　16．5　1冊（頁付なし）21cm

　・図版26枚
　・主催：兜犀　歯三武郎

94105A　’

陽明文庫竣成記念展観
　〔5月16日～5月18日〕、7京都　陽明文

　庫

　　　　＜026．2－Y752s＞〈RO29．6－Y81ウ〉

　『竣成記念展観目録』　京都　陽明文庫

　昭16．5　17p　22cm

　・図版なし

94105B

双台社展覧会（第1回）
　5月18日～5月25日　東京府美術館’

　　　　　　　　　　　〈723．1－So15ウ〉

　『双二品展覧会図録』　第1回　双台社展

　覧会　昭16．7、20p　図版84p『19cm

94105C　・

海洋美術展覧会（第5回）

　〔5月25日～6月・5日〕51東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈308－91＞
　『大日本海洋美術二三』　第5回　（昭和

　16年）　朝日新聞社　昭16．6　図版34枚

　40cm

94105D
芋銭・恒友・林響小品遺棒展

　〔5月27日～5月31日　上野　松坂屋〕17

　　　　　　　　　　　　　　〈302－388＞

　『芋銭子，林響，恒友小品画集』小川芋

　銭函画　小杉大雅堂編　芸艸堂　昭16．5

．図版24枚　26cni　和装

　・小川芋録，石井林響，森田恒友

94106
月岡芳年五十年忌記念展覧会

　6月22日～6月24日　三論義塾図書館

　　　　　　　　　　〈R703．8－Ke26ウ〉
’『月岡芳年五十年忌記念展覧会目録』慶

　慮義塾図書館　昭168p　図版2p　22
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．　cm

　・奥付なし

94107

・聖戦美術展覧会（第2回）

　7月1日～7月20日　日本美術協会／9
　月20日～10月3日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　く特240－891＞L

　r聖戦美術展覧会目録』　第2回　朝日新

　聞東京本社　昭16．724p　19cm

　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　〈特241－993＞

　『聖戦美術展覧会目録』第2回　大阪

　朝日新聞社昭16．923p　19cm’主
　催：朝日新聞社，陸軍美術協会　後援：

　陸軍省
　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　　〈306－120＞

　『聖戦美術三三』　第2回　朝日新聞東京

　本社　昭16，7　図版32枚　40cm

　　　　　　　　　　〈428－73＞〈W992－30＞

　『聖戦美術』第2輯　陸軍美術協会．昭

　17．6　図版93枚　27×37cm　和装

　秩入
in

94107A

昭和の御掛鍛冶作刀展
　　7月1日～7月6日　大阪　高島屋7階
　　　　　　　　　　　　　　　〈309－73＞
　　r鶴羽天皇七三式年祭三瀬三三
　　岐神社奉納刀匠昭和の三番鍛冶作刀展』

　　高島屋昭16．7図版24枚28cm和

　装
　　・協賛出陳：宝器国宝準国宝名刀大展観

　　主催：日本刀顕彰会

　94107B

小川芋銭展覧会
　　7月15日～7月36日　大礼記念京都美術

　　館

　　　　　　　　　　　　　　　〈302－403＞

　　『芋銭子三三』小川三三著　京都　芸艸

　堂　昭16．8　図版27枚　26cm　和装

　　　　H94107C

映画新体制展覧会
　7月20日～8月3日　日本橋　白木屋

　　　　　　　　　　　　くKD652－118＞

　『映画新体制展覧会録』　日本映画雑誌協

　会　〔昭16〕　1冊（頁付なレ）26cm

　・奥付なし

94108

青龍社展覧会（第13回〉

　’8月27日～9月7日　月本橋　三越／9

　月23戸～10月5日　阪急百貨店／10月15

　目～10月26日　名古屋　十一屋百貨店

　　　　　　　　　　　　　　〈638－239＞

　『青竜社展覧会目録』　第13回　造型芸術

　社昭i6．840p’　26cm

94109
日本官術院展覧会（再興第28回）1

　〔9月1日目9月20日　東京府美術館／
　9月28日～10月12日　大礼言二念京都美術

　館〕、7　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　〈224－lgo＞

　『日本美術院展覧会図録1　第28回　日本

　美術院編　大塚三二社　昭16．9　1冊

　30cm　和装

94109A　’

二科二二豊会（第28回）

　9月1日～9月21日　東京府美術館／10

　月10日～10月19日　名古屋市公会堂／10

　月28日～11月10，日　大阪市美術館

　　　　　　　　　　　　　　く426－188＞

　『二科画集』　第28回　大阪　朝日新聞社

　昭16．9　32p　37cm
　・附録二二28回≡二科華術展覧会出品総目

　次

94109B

航空美術展覧会（第11回）

　〔9月13日～9月21日　日本橋高島
　屋〕5、　・
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うs・t

　　　　　　　　　　　　　　〈428－130＞

　『航空美術』　大日本航空美術協会編　航

藷師普及部，昭17・11図版41枚．　36

　　　　　　　　　　　　　　〈427－101＞

　『航空美術』　大日本航空美術協会編　京

　都　便利堂　昭18．6図版82枚　36cm，

94109C

染織支化展覧会（第3回）

　〔9月20日～9月21日〕4g

　　　　　　　　　　　　　　〈308－58＞

　『染織文化展覧会図録』　第3回　三旧株

　式会社京都支店編　京都　芸艸堂　昭
　16．9「1冊　35cm　和装

　・秋の新日本文化模様

94109D

乾坤社展覧会（第3回）

　9月23日～9月28日　上野　松坂屋／10

　月15日～10月19日　名古屋　松坂屋／10

　月23日目10月29日　大阪　松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈785－50＞

　『乾坤社展』　第3回　大阪府枚方町　乾

　三社　昭16．9　20枚　図版　26cm

94109E

九州沖縄民窯展覧会
　9月23日～9月27日　福岡　岩田屋

　　　　　　　　　　　　「＜特241－494＞
　『九州沖縄民窯展覧会』　〔福岡〕　〔岩田

　屋〕・〔昭16〕　20p　21cm　主催：日本

　民芸協会　後援1情報局・大阪毎日新聞

　福岡支局
・孝紙は「九州の民話」，裏表紙に1ま「岩田

　屋案内」

　・展覧会案内を兼ねての解説。出品目録で

　はなく，展覧会の概要

　・奥付なし

94110・

名四展（第6回）

“10月5日～IO月20日　大阪市立美術館

（

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞

　『大阪市立美術館展観図録』　第18大阪

　市立美術館編　京都　中島泰成閣　昭

　17．5　1冊37cm和装
　名宝展覧会図録　第6回

94110A

文部省美術展覧会（第4回）

　〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

　11月29日～12月13日　大礼記念京都美術
　館〕21．14

　　　　　　　　　　　　　　〈306－27＞
　『文鳥省美術展覧会図録』tt第4回　文部

　三編審美書院昭16．12　4冊36cm
　・「第1部　日本画」5P図版101p，

　「第2部　西洋画」　7p　図版110p，

　「第3部　彫塑」5p　図版69p，　「第4

部美術手芸」5P図版57・

　　　　　　　　　　　　　〈305－62i　〉

　『文部省美術展覧会原色画帖』第4回

　長谷川一眠編　美術工芸会　昭16．12

　図版86枚’26cm　和装

　　　　　　　　　　　　　　〈30s－s9＞

　『文展集』　昭和16年度　朝日新聞東京本

　漏壷16　．　1’1図版33枚37cm

94110B

大南洋展覧会
　10月17．日～11月2日　日本橋三越／11

　月13日～11月30日　高麗橋　三越／12月

　1日～12月9’日　神戸　商工会議所／

　1942（昭和17）年1月17日～1月28日福

　岡　玉屋

　　　　　　　　　　　〈292．3－N484ウ〉

　『大南洋展覧会図録』南洋団体聯合会

　昭17．4112p　図版113枚・27cm

94111

陽明文庫展（第2回）’

　11月　陽明文庫

　　　　　　　　〈026－Y752t＞〈781－384＞

　『〔財団法人陽明文庫〕展観目録』　第2回

　陽明文庫　昭16，1015p　2？cm
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イ寸：第2回展観絵葉書　6葉

・図版なし

94111A

華岳追憶展
　〔11月14日目11月20日　大礼記念京都美

　術館〕47

　　　　　　　　　　　〈721．9－Mu43ウ〉

　『華岳作品集』．村上華岳著　中井宗太郎

　編　春鳥会．昭17．1192p　図版79枚

　27cm
　・昨秋；京都美術館にて遭憶展を開催。こ

　こに展観された作品と手記をおさめる．

94111B　’　i　L田中早世先生二百年忌記念（併噴射

門人）遺著遣墨展観

　11月16日　池田大広寺

　　　　　　　　　　　く289．1－Ta722t＞

　『田中桐江先生二百年忌記念（併交三門

　人）遺著遺墨展観目録』　昭16　18p　17

　cm　和装
　開題簸「桐花遺芳」　池田史談会，三郷春

　秋会主催　活版

　・奥付なし

94111C
朝鮮古美術工芸展覧会（第7回）

　11月18日～11月20日・御鑑賞日，11月21

　日L’n月23日　公開日　東京　高島屋

　　　　　　　　　　　　　〈KB16－564＞

　『朝鮮工芸展覧会図録』第4巻東洋経

　済日報社昭59．823gP　31cm昭和
　十六年十月二十日　朝鮮工芸研究会編輯　　「

　文明商店昭和16年刊の複製

　　　　　　　戸、
94111D

根津美術館展観（第1回）
　〔11月28日～11月30日〕1，根津美術館

　　　　　　　　　　　　　　く774－125＞

　『〔財団法人根津美術館〕旧観目録』　第1

　回　根津美術館　昭16．11　86p　22cm

94112

東西大家日本画展覧会

・12月13日～12月17日　福岡市　岩田屋

　　　　　　　　　　〈721．9－To97ウ〉

『東西大家日本画展覧会図録』福岡　岩

田屋　昭17．3　図版17枚　27cm，

　　観　観　奄　醐　嗣　●≡竃　嗣　嗣　嗣　竃　嗣　竃　奄

　　　　　1942（昭和17）年

　　竃　DE竃　棄　俺　醐　観　fE　嗣　3eE　竃　peE襯　竃

94201

富岡鉄斎作品展
　〔1月23日～2月6日　東京府美術館／

　2月20日～3月5日　大阪市立美術
　館〕、8

　　　　　　　　　　　　　　〈428－110＞

　『鉄斎翁作品集』　富岡鉄斎画　西沢笛畝

　編　芸艸堂　昭17．1図版77枚　36×26

　cm　和装
　・国民美術協会，，大阪毎日東京日目新聞社

　共同主催

94202

日本四術院軍用飛行機献納同人作品

陳列
”2月14日～2月15日　日本美術院

　　　　　　　　　　　　　　　〈311－4＞

　『軍用飛行機献納日本美術院同人作品図

　録』　日本美術院編　大塚巧三社　昭17．

　3図版71枚　26cm

94203

独立美術協会展覧会（第12回）

　〔3月5日～3月23日’t東京府美術館〕、8・

　　　　　　　　　　　　　　〈638－68＞

　『独立展集』第i2回朝日新聞社昭

　17．3　32P　38cm

94203A
l京都市立絵画専門学校・京都市立美

術工芸学校生徒作品展　　　　L
　〔3月11日～3月16日　大礼記念京都美

　術館〕45　　　　　“

　　　　　　　　　　　　　　〈562－22＞

　『京都市立絵画専門学校第三十二回京都

　市立美術工芸学校第四十九回卒業制作品

　三三京都下絵門門学校京都市立
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　美術工芸学校校友会編　京都　芸三三

　昭17．7　1冊（頁付なし）27cm

・94204

本邦古写経展観

　4月　新潟郷土博物館

　　　　　　　一　　　　　くR183－N72ウ〉

　『本邦古写経展観目録』　新潟郷土博物館

　昭17．426p　図版18p、22cm

94204ケ

日本画院展覧会（第4回）
　4月3日～4月15日　東京府美術館』

　　　　　　　　　　　　　＜特…275－697＞

　『日本画院展覧会目録』一三4回（昭和17

　年春）　日本画院昭17．1235P（うち

図栖28P）26・m

94204B’

春陽会展覧会（第20回）
　4月9日．・一　4月22日　東京府美；術館／5

　月9日～5月17日　名古屋商品陳列
　所／5月29日～6月7’日　大阪　市美術

　館

　　　　　　　　　　　　　　く428－83＞・

欄干』、蕃2囑、評朝日新聞

94204C

兜沿革展覧会

　4月10日～5月9日置三三館

　　　　　　　　　　　〈756．9－Y99ウ〉

、鵬艦押騨就鯛
　・図版な，し

94204D層

日吉山王資料展観
　4月11　B～4月26日　恩賜京都博物館

　　　　　　　　　　　　　〈308－160＞
　『日吉山王光華』恩賜京都博物館編　京

都　芸艸堂　昭17．8　図版46枚　36cm．

和装

94204E

西山芳園三三三三
　4月18日～5月3日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞
　r大阪市立美術館展観図録』　第19大阪

　市立美術館編　京都便利堂　昭17．9

　1冊　44cm　和装
　芳園並三三展図録

94204F

南方文化展覧会

　4月25日～5月24日　帝室博物館
　　　　　　　　　　〈R3S9．23－Te28ウ〉

　『南方文化展覧会目録』　帝室博物館　昭

　17．414p　図版4p　22cm

94204G

豊太閤大展覧会
〔4月28日一5月17日大阪城天守閣，’

　急百貨店〕、8

　　　　　　　　　　　　　　＜30S－187＞

　『大東亜への回想豊公大展覧会図録』毎

　日新聞社著　京都　便利堂　昭18．4　図

　版39枚　37cm　和装

　細入

　　　　　　　　　　〈289　．　1－To622Mh＞

　『豊公大展覧会目録』大東亜への回想

　毎日新聞社編京都便利堂　昭19．2

　125p　26cm

課催主解・大麟大阪毎

　・図版なし

’図録の図朧影を芦己回し・図金三三をか

ねるも。？・

94205

東丘社展覧会．（第5回）

　5月5．日～5丹10臼　大阪　大丸／5月

　12日～5月17日　神戸　大丸／5月19日

　’～5月24日　京都　大丸／6月3’日～6

　月10日　名古屋　松坂屋／6月下旬　福

『岡　玉屋

　　　　　　　　　　　　く特255－501＞
　『東回展図録』　第5回（曜和17年初夏）
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　京都　堂本画塾東丘社　昭17．5　1冊』

　（頁付なし）　26cm

　・主に図

　94205A
青鷺社展覧会（第1回目

　　5月19日～5月21日　銀座　資生堂ギャ

　　・ラリ7、　　＜72、．9－S，、gb＞

　　『青雨域』第1輯　青鷺社　昭17・10

　　8p図版10枚22cm青鷺社第一回
　　展覧会図録　私家版
　　・島　春潮，中村二方，村雲大功子

　94205B
　美術文化展（第3回）

　　〔5月27日目6月4日暫鼎鼎～

　　『美術文化』第3回門別　美術文化協会

　　昭17．554p（うち図版32p）26cm

　94205C

備騨騨急熱旧館
　　　　　　　　　　　　　　　〈774－125＞

　　『〔財団法人根津美術館〕展観目録』第2

　　回　根津美術館　昭17．566p　22cm

／罷三山作陶三冠年記三三・

　　　〔6月11日～6月14日　銀座　資生堂〕、8

　　　　　　　　　　　　　　　＜309－172＞

　　　『雀山窯』西山田辺武夫研究二十周年記

　　　念作品集　田辺武夫著、京都芸母堂

　　　昭17．11　図版27枚　26c卑

　　94207

　　陶甕漆工陳列
　　　7月～9月　帝室博物館
　　　　　　　　　　　　　　　〈牛寺255－937＞

。　　『添削漆工陳列目録』帝室博物鯨　昭

　　　17．7　8p　22em
　　　・図版1枚

一166一

94207A

富田渓仙展覧会
　7月5日～7月19日　大礼記念京都美術

　館
　　　　　　　　　　　　　　〈30s－172＞

　『三山遺芳』　富田渓仙繭　大礼記念京都

美術舗京都芸瞠1昭17・12 A’ C図1

　版32枚tt　266m　和装

94207B　’@’

敬難轡盆2日金沢市齢丸、

　百貨店
　　　　　　　　　　　　　〈特254－641＞

　『中等學校青年学校国民学校生徒児童敬

　神作品犀覧会』石川県学務部社寺兵事

　課昭17。932p図版て枚22cm

94208

難購舗1置回！本構／9
　．月30日：．・10月・1日阪急百鯖／・0月231

　　日～11月3日’十一屋百貨店

　　　　　　　　　　　　　　〈638－239＞

　　r青竜社展覧会目釧第1姻青竜下編

　1造型芸術社’昭17．840p　26cm

難文臆面会（第4回）

　　〔9月〕49

　　　　　　　　　　　　　　　〈308－58＞

　　『染織文化展覧会図録』　第4回　三興株

　　式会社京都支店編　京都　芸二三　昭・

　　17．10・1冊35cm和装
　　・新日本文化三三

響臭術藤会（再興第29回）

　　〔9月1日～9月20日　東京府美術館／
　　9月27日一・・月・3日、大礼言己錦共電術

　　館〕、8

　　　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞
　　r躰美術院照会繭』第29回、日本・

　　美術三編　大塚巧三社　昭17．．ユ0．．1冊

　　30cm、和装

　　　　　　　　　　　　　　　　　r



94209B　一　・．　・
二科会展覧会（第29回）

　9月1日～9月20日　東京府美術館／11

　月1日～11月15日’大阪市弓術館　　’

　　　　　　　　　　　　　　＜426－188＞

　『二科画集』　第29回転大阪　朝日新聞社

　昭17．9　32p　37cm

　・附録：第29回二科美術展覧会出品総目

　次

94209C

新制作派協会展覧会（第7回）

　9月23日～10月4日　東京府美術館

　　　　　　　　　　　〈723．1－Sh69ウ〉

　『新制作派作品集』　内田巌編　美術工芸

　会　昭17．987p（うち図版52p）26cm

　・藤島武二　他21人畠の作品　本郷新　他

　25人の文章を含む

94210

名宝展（第7回）

　10月10日～10月25日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈427－33＞
　『大阪市立美術館展観図録』　第20　大阪

　市立美術館編　京都便利堂　昭18．8

　1冊44cm和装
　名宝展覧会図録　第7回

94210A

文部省美術展覧会（第5回）
　〔10月16日～11月20日　東京府美術館／

　11月29日～12月13日　大礼記念京都美術
　館〕2、」1，

　　　　　　　　　　　　　　〈306－27＞

　『文部省美術展覧会図録』　第5回　文部

　省編　美術工芸会　昭17．12　4冊　36

　cm
　・「第1部　日本画」、5p図版102p，
　「第2「部・西洋画」　7p　図版109p，

　「第3部　彫塑」5p　図版71p，　「第4

　部　美術工芸」層6p　図版51p

　　　　　　　　〈305－62＞〈305－62　E　＞

r文部省美術展覧会原色画帖』　第5回

長谷川一三　美術工芸会　昭17．12　図

版86枚　26cm幽和装

94210B

日本輸出工芸聯合会工芸品展（第1
回）層

　〔10月23日～10月31日　日本橋高島
　屋〕、8

　　　　　　　　　　　〈R750．6－N77ウ〉

　『工芸展覧会目録』第1回　日本輸出工

　芸聯合会　昭17．1036p　18cm

　・図版なし

94211　　　　　　　　　　　一

郷土俳人遺著遺編展覧会『
　11月

　　　　　　　　　〈R911．303－G432ウ〉

　『郷土俳人遺著遺編展覧会品目録』　芭蕉

　二百五十年忌記念　岐阜県立岐阜図書

　館，大垣市立図書館主催　岐阜県立岐阜

　図書館　昭1737p，igcm

　・奥付なし　・図版なし

94211A

根津美術館展観（第3回）

　〔11月6日～11月’9日〕i8根津美術館

　　　　　　　　　　　　　〈774－125＞

　『〔財団法人根津美術館〕展観目録』　第3

　回　根津美術館　昭1’7．11　72p　22cm

94211B

復古大和絵派三三，一惹，三三展覧会
　11月25日～12月10日　．恩賜京」都博物館

　　　　　　　　　　　　　〈308－207＞，

　『復古大和絵派訥言・一惹・三三画集』恩

　賜京都博物館編　京都　大雅堂　日召18．8

　図版74枚　37cm

94212

大東亜戦争美術展覧会
　12月3日～12月25日　東京府美術館／

　1943（昭和18）年1月15日～2月5日　六

　阪市美術館／2月15日～2月28日　名古

　屋

　　　　　　　　　　　　　〈428－135＞

　『大東亜戦争美術展集』　朝日新聞社　昭
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’17．12　64p　37cm　’

　　　　　　　　　　　　　＜特246－462＞

　『大東亜戦争美術展覧会』’朝日新聞東京

　本社　昭17．1224p　19cm
　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　　〈309－202＞

　『大東亜戦美術』　朝日新聞東京本社　昭

　18。9図版155枚　27×37cm　和装

　　　　　　　　　　　　　　〈431－11＞

　『大東亜戦争陸軍作戦記録画解説』　陸軍

　美術協会　昭18。925p　37cm
　・昭和17年11月29日の台覧後に展示

942　＊

伊賀翼賛綜合文化展覧会
　上野市立高等女学校

　　　　　　　　　　　　　く特202－847＞

　『伊賀翼賛綜合文化展覧会先賢文化人略

　伝』上野伊賀翼賛文化会昭17．9
　1冊　18cm
　・昭和17年8月22日付の序あっ

　　観　　竃　　観　　観　　観　　観　　嗣　　竃　　議　　嗣　　竃　　YN　　k　　剛

　　　　　1943（昭和18）年

　　観　　観　　Ω　　竃　　竃　　奄　　嗣　　蔓　　剛　　副　　竃　　竃　　竃　　竃

94302

明治美術名作大回永会

　2月10日～2月28日　東京府美術館
　　　　　　　　　　　　　く牛寺…255－304＞

　『明治美術名作大展示会目録』解説　皇・

　太子殿下御誕辰記念日本近代美術館建設

　朝日新聞東京本社　昭18．2　60p　19cm

　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　．　〈308－202＞

　『明治美術名作集』大阪　朝日新聞社

　昭18．6　142p　図版53枚

　・明治美術名作大展示会記念出版、

94303

槽本宏洞先生遺墨展覧会　A

　3月5日～3月9日　日本美術協会

　　　　　　　　　　　〈721．9－Su96ウ〉

　『憂国画人松本宏洞先生小遺墨集』鈴木

　雪哉編曲本宏洞朱生顕彰会　昭18．2
　24p（図版共）　肖像　22cm』

94304
春陽会展覧会（第2i回）

　4丹6日～4月18日　東京府美術館／5

　月上旬　名古屋商工会議所／5月14日
　～5．月23日　大阪市美術館．

　　　　　　　　　　　　　　〈428－83＞
　『春陽会画集』　第21回’：二三　朝日新聞

　社昭18．4　1冊39cm

94304A

弓矢鉄砲展覧会

　4月10日～5月3i日・遊就館

　　　　　　　　　　くR559．03－Y99ウ〉

　『弓矢鉄砲展覧会出陳目録』三三館　昭

　18．4　92p　19cm

　・図版なし

94305

三三回顧展覧会

　〔5月7日～5月16日　日本橋高島・
　屋〕、g／〔5月23日～5月30日　大阪　高

　島屋〕48

　　　　・　’　〈308－221＞
　『栖鳳回顧展覧会図録』竹内三三画　高

　島屋美術部　昭18．12　図版87枚　37cm

　和装

　・表紙：三三回顧

943e5A

大日本海洋美術展覧会（第7回忌

　5月18日目6月2日tt東京府美術館
　　　　　　　　　　　〈R703．8－A82ウ〉

　『大日本海洋美術展覧会目録』　第7回

　朝日．新聞東京本社　昭18，5　18p　19cm

　・図版なし．、

c

　　　　　　　　　　　　　　〈431－10＞
　『戦争美術展画集ゴ昭和i8年　大阪　朝

　日i新聞社　昭19．1　64p　37Cm’　．一
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　　　　　　　　　　　　　〈311－62＞

『海軍美術』大東亜戦争　大日本海洋美

術協会昭18．9・図版35枚30×42cm
和装

94305B　’

美術文化展（第4回）

　〔5月27日鵡6月6・日　東京府美術館〕、g

　　　　　　　　　　　〈720．6－B42ウ〉

　『美術文化』　第4回三三　美術文化協会

　昭18．5　56p　26cm　　　．　．

94305C

根津美術館展観（第4回）　　　、
　〔5月29日一u　6月1日〕、g根津美術館

　　　　　　　　　　　　　　く774－125＞

　『〔財団法人根津美術館〕展観目録』　第4

　回　根津美術館　昭18：5・65p’・22cm

94307

森川杜園遺作展覧会
　7月10日～7月25日　奈良帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　〈307－149＞
　『杜薗』森川杜園作品集　奈良帝室博物

　細編　美術書院　昭21．9　図版52枚　30

　cm　和装

94308

青龍社展覧会（第15回）

　8月26日～9月5日　日本橋　三越／9
　月22日～10月3日　難i波　高島屋／10月

　22日～11月3日　福岡　岩田屋百貨店

　　　　　　　　　　　　　〈638－239＞

　『青竜社展覧会目録』　第15回　青竜社

　昭18，8　36p　26cm

94309

回戦美術展
t　一t9月1日～9月16日分東京府美術館

　　　　　　　　　　　　　　〈431－10＞
　『戦争美術展画集』　昭和18年　大阪　朝

　日新聞社昭19．164p　37cm

94309A
日本美術院展覧会（再興第30回ン

〔9月1』日～9月20白　東京府美術館〕、g

　　　　　　　　　　　　　〈224－190＞

『日本美術院展覧会図録』　第30回　日本

美術院編　大塚巧芸社　昭18．10　1冊

30cm和装

94309B

二科会展覧会（第30回）

　．9月1日～9月20日　東京都美術館／10

　月30日～11月14日　大阪市立美術館

　　　　　　　　　　　　　〈426－188＞
　『i科画集』　第30回　大阪　朝日新聞社

　昭18．9　32p　37cm

　・附録：第30回二科美術展覧会出品総目

　次

94309，C　．

航空美術展覧会（第3回）

　9月17日～9月26日　東京　高島屋

　　　　　　　　　　　　　　〈431－10＞

　『戦争美術展画集』　昭和18年　大阪　朝

　日新聞社　昭19．1　64p　37cm・

94310

独逸版画展覧会
　10月

　　　　　　　　　　　〈730．6－D83ウ〉

　『独逸版画展覧会目録』　日独会館開館式

　記念　日独文化協会，日独協会　昭18

　18，　10p　15cm．

　・奥付なし　・図版なし

94310A

山城物刀剣展
　〔10月15日～10月31日

　館〕43

　『山城物刀剣図譜』

　京都印書館　昭21．6

恩賜京都博物

　　　　〈314rlO＞

恩賜京都博物館編

図版72枚　37cm

94310B

文部省美術展覧会（第6回）

　〔10月16日～11月20日　東京都美術館／

　12月1日～12月15日　大礼記念京都美術
　館〕21．15
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　　　　　　　　　　　　　〈306－27＞

『文部省美術展覧会図録』　第6回　文部

省編美術工芸会昭19．3　4冊36
cm
・「第1部　日本画」8p図版113p，
「第2部　∫西洋画」　10P　図版155P・

「第3部『彫塑」6p　図版84p，　「第4

部　美術工芸」7p　図版56p

　　　　　　　　　　　　〈305－624　〉

『文部省美術展覧会原色画帖』　第6回

長谷川一・・L躬編　美術工芸会　昭19．1　1

冊（図版）26cm和装

94311

藤島武二遺作展覧会
　11月23日～12月2日　東京都美術館

　　　　　　　　　　　〈723．1－F66ウ〉

　『藤島武二遺作展覧会目録』岩佐新編

　藤島武二遺作展覧会事務所昭18．10

　図版30枚　26cm

94311A

根津美術館展観（第5回）

　〔11月24日～11月27日〕1g根津美術館

　　　　　　　　　　　　　．　〈774－125＞

　『〔財団法人根津美術館〕展観目録』　第5

　回　根津美術館　昭18．1162p　22cm、

日新聞社　昭19．164p　37cm

　　竃　　竃　　嗣　　竃　　竃　　竃　　嗣　　畿　　竃　　嗣　　観　　嗣　　竃　　竃

　　　　　1944（昭和19）年

　　竃　　竃　　竃　　潮　　調　　竃　　ME　奄　　竃　　観　　嗣　　竃　　竃　　奄

94403

産業戦士贈画展

　3月28日～4月2日　京都大丸／4月
　4日～4月9日　大阪、大丸／4月11日

　～4月16日　神戸　大丸／4月28日～5

　月4日　東京・三越
　　　　　　　　　　　　　く特209－336＞

　『産業戦士贈画展』京都　西山画塾青甲

　社昭19．432p　26cm
　・本文32pのほか図版15p，色剥1枚

94411

文部省戦時特別美術展覧会，
　11月25日～12月15日　東京都美術館『

　　　　　　x　〈YP14’97＞
　『文三省戦時特別美術三三』　’〔大阪〕　朝

　日新聞社　昭20．3　図版64p　37cm

　主催：文部省・協賛：情報局・陸軍省・海

　軍省　『

94312

大東亜戦争美術展覧会（第2回）
　12月8日～1944（昭和19）年1月9’日東

　京都美術館／〔1月22日～2月17日　大

　阪　市立美術館／3月8日～3月22日’

　大礼記念京都美術館／4月3日～4月22

　日　福岡　岩田屋百貨店／5月1日～5

　月15日　小倉／5月25日～6月10日　名
　古屋〕52

　　　　　　　　　　　　　　〈431－2Q＞

　『大東亜戦美術』　第2輯　朝日新聞社編

　美術書院　昭20．3　図版120枚『37×26

　cm　和装
f

卜〆

　　　　　　　　　　　　　〈43，　1－10＞

『戦争美術展画集』　昭和18年　大阪　朝
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付録　開催年月不明展覧会関係資料目録

（1）売立目録

●この項は，入札会の開催月日順に排列した。

（ooooo）

卜神戸市有名家所蔵之明治大家書画屏

風類名古屋市某氏所蔵書画屏風道具
類入札
　12日　、京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第14冊’

　内容：「目録」40p　図版　22cm
　・奥付なし・

　　　　　　　　　　　　　　c
（OOOOI）

苅甲賀関戸古専守所蔵品売立
　1月15日　名古屋美術倶楽部、

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第30冊

　内容1：「目録」　42p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOOIA）

当市牧野氏子某一家所蔵品売立
　・1月16日　名古屋美術倶楽部、
t

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第31冊

　内容：「目録」　26p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOOIB）　j
’美濃関町深川氏所蔵三三立

　1月20日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第36冊

　内容：「目録」　25p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOOIC），　／　x

東京市京橋区木挽町船橋家所蔵品売
立

　ユ月23日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
『古物売立目録』’ 謔R3冊
内容：「自録」　31P　図版　22cm

・奥付なし

（OOOOID）

当市中京某家所蔵品入札
　1月29日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第7冊

　内容：「目録」51p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO2）

東春日井弓造牧町江崎氏外一家所蔵
品売立

　2月5日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第37冊

　内容二「目録」36P　図版　22cm

　・奥付なし1

・（OOOO2A）

知多郡某大家所蔵品売立
　2月8日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第35冊

　内容：「目録」47p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO2B）

当市油小路三三三所蔵品及ビ中京某
大家蔵品入札
　2月12日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第21冊

　内容：「自録」‘51p　図版　22cm

　・奥付なし
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（OOOO2C）

’当市西区木挽町古沢市蔵氏所蔵品売

立

　2月12日　名古屋美術倶楽部　，

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第36冊

　内容：：「目録」　26p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO2D）

長野町遠山氏外某家所蔵品売立
　2月12日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第34冊

　内容1「目録」44p　図版　22cm
　・奥付なし

（OOOO2E）

当市元大雅堂定三三遺愛品大嶋氏三
二某氏所蔵品入札
　2月17日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第20冊

　内容：「目録」‘33p　図版　ρ2cm

　・奥付なし

（OOOO2F）

当市中区内藤三所蔵品売立
　2月23日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第34冊

　内容：「目録」44p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO2G）

当市中市場町沢井氏所蔵品売立
　2月24日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第39冊

　内容：「目録」　36p　図版　22cm

　・奥付なし　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　（

（OOOO3）

海東郡津嶋町枇杷嶋町某両家所蔵品
売立

3月4日　名古屋美術倶楽部

『古物売立目録』　第37冊

内容i「目録」32p　22cm
一・ 恤tなし　・図版なし

＜88－379＞

（OOOO3A）

当市杉江氏及某氏所蔵品売立・
　3月10日号名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第39冊

　内容：「目録」34p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO3B）

西区伝馬町野三二兵衛三所蔵品売立
　3月11日頃名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第33冊

　内容：「目録」　34p　図解　22ρm

　・奥付なし

　　（eooo3c）

　　岡山市阪本金弥三三某旧家所蔵品入

　　札
　　　．3月13日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

「　　　『古物売立目録』’第4冊

　　　内容：「目録」72p　図版　22cm

　　　・奥付なし

（OOOO3D）

津島町粗大家所蔵品売立
・3月17日　名古屋美術倶楽部

　　　　n　　　　　　　’　　　　　　　　「　　＜88－379＞

　『古物売立目録』　第30冊

　内容：「目録」46p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO3E）

西区上園町小森重蔵三所蔵品売立
　3月18日　名古屋美術県楽部
’　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　、「　　　＜88－379＞

　『古物売立目録』「第33冊

　内容：「目録」29p　図版　22cm・
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・奥付なし

（OOOO3F）

当市某旧家所蔵品売立
　3月19日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第39冊

　内容＝「目録」　23p　図版　22cm

・奥付なし

（OOOO3G）

矢倉家旧蔵回西陣学田家所蔵品入札
　3月20日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第5冊

　内容：「目録」　60p　図版　22cm

喫逆なし

（OOOO3H）

長谷川糾七三所蔵品売立（第1回）

　3月23日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第30冊

　内容：「目録」34p　図版　22cm
　・奥付なし

（OOOO31）　’

市内東区青山三四郎氏所蔵品売立
　3月24目　名古屋美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　kss－37g＞

・『古物売立目録』　第38冊

　内容：「目録」22p　図版　22cm
　・奥付なし

（OOOO3J）

当市小林氏及中京某旧家所蔵之書画
屏風茶器道具類入札
　3月24日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第19冊

　内容：「目録」52p　図版　22cm
　・奥付なし

（OOOO3K）

当市八木氏所蔵之＝書画道具類入札

3月28日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
『古物売却目録』　第22冊

内容：「目録」　60p　図版　22cm

・奥付なし

（OOOO3L）

豊橋氏某大家所蔵品売立
　3月28日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第32冊

　内容：「目録」　28p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO3M）

豊後日田故千原花渓翁之遺物和漢書
三三珍器三三他展観入札
　3月28日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
Jm美術倶楽部目録』　第18冊

　内容：「目録」33p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO4）　’

故阿武少将遺愛品，大阪三家所蔵品
三二現代諸大家之作品入札「

　4月2日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第13冊

　内容：「目録」　22p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO4A）

長谷川所蔵品売立（第2回）

　4月8日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第32冊

　内容：「目録」　40p　図1返．　22cm

　・奥付なし

（OOOO4B）

下ノ関市宮崎儀一氏及当市上京区三
三御所蔵之書画屏風茶器道具汐入札
　4月11日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

一173一



『古物売立目録』　第18冊

内容二「目録」59p』図版　22cm

・奥付なし

（OOOO4C）

生島臥所蔵品入札
　4月12日　大阪市東区唐物町　商盛三々

　合会場

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第11冊’　　　一

　内容：「目録」　47p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO4D）

当市藤原忠之助氏御所蔵品入札（第
1回）

　4月22日　京都美術倶楽部

i　，　〈88－379＞
　『古物売立目録』』第7冊

　内容：「目録」40p旧版　22cm
　・奥付なし

（OOOO5）

愛知郡呼続町江崎与右衛門三所蔵品
売立（第1回）

　5月6日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録！　第31冊

　内容：、「目録」　32p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOOsA）

兵庫旧大家当市某旧家両家所蔵品入

札
　5月7日半京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第19冊・

　内容：「目録」　28p　図版　22cm

　・・奥付なし

（OOOOsB）

北越某大家書画道具屏風類展観入札

会
　5月』8日　東京美術倶楽部・，

　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞

『美術倶楽部目録』　第2Q冊

内容：「目録」．27p’図版　22cm

・奥付なし　　　　　　　　1

（OOOOsC）

某大家所蔵品展観入札会
　5月21日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第24冊

　内容：「目録」21p、図版　22cm

　・奥付なし

（OOOOsD）

尾州知多郡（山口水竹居）当市中京
（某旧家）蔵品入札

　5月24日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第14冊

　内容：「目録」　51p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO5E）　．大阪府下三嶋郡富田村勝田氏党閥当
地二丁家所蔵之書画屏風茶器道具類

入札
　5月29日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第21冊

　内容：「目録」　40p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOO6）・

当市熊谷氏西陣某旧家旧趨品入札

　6月6日　京都美術倶楽部．

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立自訴』第18冊
　内容：「目録」　55P．図版．22cn：f

　・奥付なし

　（00006A）、　　　　，　　　ノ

　兵庫影回家所蔵之書画屏風道具楽器
t至論京某家所蔵之書画屏風更紗類入

　札
　　6月19日　京都美術倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　v’〈ss－379＞

　　　　　　　　　　　／
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『古物売立目録』　第19冊・

内容：「目録」55p　図版　22cm
・奥付なし’

（OOOO6B）

大谷家（大谷派本願寺）旧御所蔵品入
札（第2回）

．’

U月29日　東本願寺　枳殻御殿

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第1冊

　内容：「目録」72p　22cm

　・奥付なし　・図版なし

　　　　　　　　　　　　　　　／
（OOOIO）　・

当市中市場町蜂三三所蔵之書画茶器
道具類売立
　10月18日　名古屋古物株式会社

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第31冊

’内容・：「目録」37p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOIOA）

某大家所蔵品入札
　10月23日　東京美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－380＞
　『美術倶楽部目録』　第22冊

　内容：「目録」29p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOIOB）

当市某家所蔵品売立
　10月29日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第33冊

　内容：「目録」　36p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOII）

某家所蔵品売立（第2回）
r11月3日’名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』’第38冊

　内容：「：茂久路九」　25p　図版　22cm

　幽・奥付なし

（OOOIIA）

当市室町・中、吉田氏所蔵品入札（第
・1回）

　11月6日、京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第12冊　　　J．　＼

内容：「目録」38p　図版　22cm

　・奥付なし

（QOOIIB）　・’

当市室町中吉田三所蔵品入札（第
2回）

　11月，13日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第11冊

　内容：「目録」38p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOO11C）

当市船橋家御所蔵品入札
　11月20日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第12冊

　内容：「目録」、40p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOIID）

知多郡某大家所蔵書画道具三三：立

　11月21日　名古屋古物株式会社，

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第32冊

　内容：「目録」　36p　図版　22cm

　・奥付なし　、

（OOOIIE）

三重県某旧家所蔵品売立
　11月28日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立目録』　第34冊

　内容：「目録」　30p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOOIIF）

『盛田久左衛門氏所蔵品売立

　11月28日　名古屋美術倶楽部
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　　　　　　　　　　　　　＜88－379＞

『古物売立目録』　第36冊

内容：「目録」　42p　図版　22cm

・奥付なし

（OOO12）

当市山中小兵衛氏某大家所蔵品入札
（第1回）

　12月2日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第5冊

　内容：「目録」40p　図版　22cm

　・奥付なし

，（OOO12A）

当市伝馬町宮地氏（第2回）井二三家

所蔵品売立
　12月3日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞

　『古物売立目録』　第38冊

　内容：「目録」28p　図版　22cm

　・奥付なし

（OOO12B）

当市南区町家岐阜県羽嶋郡某家両氏

所蔵品売立
　12月5日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第37冊

　内容L：「目録」　35p　図版　22cm、

　・奥付なし

『古物売立目録』　第38冊

内容：「目録」　26p　図版　22cm

・奥付なし

（OOO12E）

西区伝馬町塚本長六三所蔵品売立‘

　12月9日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88r379＞
・『古物売立目録』　第39冊

　内容：「目録」26p　図版　22cm

　・奥付なし　　　　　　　　・

‘一@（OOO12F）

三重県伊勢国桑名町回三三所蔵仏像
仏画類入札

　12月9日　宝与山仏眼院

　　　　　　　　　　　　　　〈88L379＞
　『古物売立目録』　第24冊

　内容：「目録」　3丁　図版19cm

　・奥付なし

（OOO12G）

当市大宮井上氏御所蔵品入札
　12月11日　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞
　『古物売立自録』　第15冊

　内容：「目録」46p』図版　22cm

　・奥付なし

（OOO12C）

当市某家所蔵品売立
　12月8日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈88－379＞

　『古物売立目録』　第32冊

　内容二「目録」　20p　図版’　22cm

　・奥付なし

（OOO12D）

当市伝馬町井三二野崎久兵衛氏所蔵
口　±」』
口口冗山L　　　　　　　　　　　　　　　　　K

　12月9日　名古屋美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　く88－379＞
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　（2）その他

・との項は，蜘の刊行年月順にS面した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
（OOO＊）　’　，　’ i88611）

新古書画展観 @、YDM7。。34＞美術展幹　
，YDM69376＞

　『新古書画展観目録』　田沢静雲編　4丁　　　　『美術展覧会出品目録』平町（福島県）

　15cm　和装　　　　　　　　　　　　　　　　栗村寛亮　明19．1119p　20cm
　・奥付なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（88704）

（000＊A）　　　　　　　　　　　　　　　福岡博物展覧会
京都博覧会　　　　　　　　　　　　　　　＋里松原崇福寺

r麟辮』附鋤熱演　r一物展覧会出癌P海霧
　会社井上治兵衛〔ほか〕．1号～31号　　　　博多磯野七平　明20．4　2冊（18，12

　29×39c卑　　　　　　　　　　　　　　　　　丁）20cm　和装
　・各号1枚刷　　　　　　　　　　　　　　　　　・明治20年2月の序あり

　・奥付に刊記なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（88811）

灘覧会　　　　一点牒聯合共進会〈yDM6S76、〉
　　　　　　　　　　　　＜YDM42182＞　　　　『一三六県聯合共進会報告書』茨城県

　『奈良博覧大会出品目録』　明11．3140’　　　明21．11197p　図版　表　20cm
　丁　　19cm　　禾口装

（878。5）　　　‘・繋語詞会
岩手県物産会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ぐYDM19118＞

r岩手県櫨出品略言己1鼎欝　野遭難樋野』44諏騨
　県）村井市十郎　明11。5、4丁　17cm
　禾口装i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（89103）

（88。62）　　　　東大寺展覧会　〈YDM16289＞
書画展観　　　　　　　　　　　　　　　　r東大寺展覧会目録∫，奈良堀池三三

　　　　　　　　　　　　〈YDM69288＞幽　　　明24。38p　19cm
　『：書画煎茶清楽図録』・名古屋　豊瀬竹三

　郎『・明13．2　19丁　19cm　和装　　　　　　　（89206）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉懐古展覧会

（88211）　〈YDM69235＞七四聯合共進会　　　　　　　　　　　　　r鎌倉懐古展覧会目録』宮本敦編信田

　　　　　　　　　　　　〈YDM65948＞　　　　英三郎　明2S．615丁　25cm　和装
　『繭・生糸・織物七二聯合共進会出品目録』

　前橋　梶山栄吾　明15，11248P　19cm　　　（89307）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉懐古展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　177’一



　　　　　　　　　　　　〈YDM69236＞　’

　『鎌倉懐古展覧会目録』　史伝部　多田栄

　次明26．7．2冊（27，30p）23cm

（89309）

，鎌倉懐古展覧会

　　　　　　　　　　　　くYDM69233＞
　『鎌倉懐古展覧会目録』　多田栄次．萌

　26．9　80p　23cm

　●図版なし

（90007）

仁徳天皇千五百年祭教育品展覧会

　　　　　　　　　　　　〈YDMsP300＞
　『仁徳天皇千五百年祭教育品展覧会出品

　帖』．大阪市教育会編・大阪石井三三

　郎　明33．7図版71枚　19×25cm

（90012）

丹青会展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70208＞

　『丹青新作』　第2　古作勝之助編　画報

　社　明33．12層図版33枚　23cm

（90105）

’丹青会展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70208＞
　『丹青新作』第3　古作勝乏助編　画報

　社　明34．5図版30枚　23cm

（90110）

日本画会展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈YDM70273＞

　『当選画集』　日本画三編　画報社
　内容：「第4回展覧会当選百画」1明34．

　107，9，5p　’図版　24cm　tt

　　・「第4回当選百画序」（林忠正）

　（901＊）　一　i日月会展覧会（第塩回）

　　　　　　　　　　　　　〈YDM69279＞

　　『日月之光』第1集　論評勝之助編　画

　報社　〔明34〕　1冊（図版）　31cm

　　・奥付なし

（9Q506）

京都図案会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　〈YDM72393＞
　J『新作図案』京都図案三編　京都　本田

　雲二黒　明38．6　図版22枚　27cm

（90810）　・　．．

竜田研究会秋季展覧会
　　　　　　　　　　　　〈YDM72442＞
　『西田研究会秋季展覧会図案集』　山鹿健

　三編　京都　西田織物図案研究会　明
　L41．10　図版26枚　25c血　　、

（90810A）

日本画会展覧会（第11回）

　　　　　　　　　　　　＜YDM70273＞
　『当選画集』「日本画会編　画報社・

　内容：「第11回展覧会当選百画」　明41．

　102，5p　図版　24cm
　・「美術雅言」（青畳　末松謙澄）・

（91001）

日本南宗画会展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　〈YDM70339＞
　『〔日本南宗画会〕展覧会画集』　第2回分

　古作勝之助編’画報社　明43．1　図版35

　枚31cm

（91205）

井村常山書画展観
　　　　　　　　　　　　〈YDM301669＞　’
　㌃展玩図録』井村常山〔著〕，名古屋　野

　田勝次明45．5　1冊26cm和装
　．名古屋市門中。擁の内42点’

（91205A）

東京木版栄組合徒弟競技会
　　　　　　　　　　　　　〈YDM70268＞

　『〔東京木版業組合徒弟競技会〕画集』東

　京木版業組合徒弟競技会　明45．5　1冊

　20×25cm、和装

（91402）

関西図案会展（第20向）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－ls7＞
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　『関西図案会作品集』　第20回　関西図案

謹京都本甲金之助木3・2珊

（91403）

京都図案会展（第37回）通常展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈s3－36g＞
　『新作図案』－第21号　京都図案三編　京

　都、芸艸堂　大3．3　1冊（図版）　26cm

　和装

（91404）

関西図案三三（第21回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第21回「関西図案

　三編・京都本田金之助大3．41冊
，　27cm

（91404A）

美都里会展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈333－28＞
r美者三図三会』第1回美者三会編

　京都本田金之助　大3．42Q枚　31cm

（91404B）　一

明治記念会
　　　　　　　　　　　　　〈特103－453＞

　『明治記念会出品目録』　岡山　山陽新報

社大3428P　19・m

（91407）

閂西図案三三（第22回）

　　　　　　　　　　　　　　＜337－157＞

　『関西図案会作品集』　第22回　関西図案

　三編　京都　本田金之助　大3．7　1冊

　27cm

（91407A）

染織聯合図案展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－174＞

　『染織聯合図案展覧会作品集1　1　染織

　聯合図案展覧会編　京都　芸三三　大3．

　7　1冊　26cm

（91408）　’

桜靴墨展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－181＞

　『三三』　第3回　京都　芸三三　大3．8

　1冊（図版）2βcrぬ

　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　一
（9i408A）

京都図案会展（第39回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
　『新作図案』　第23号　三三図案三編　京

　都．芸三三　大3．8　1冊（図版）26cm

　和装

（9140g）　’　一
染織聯合図案展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－174＞，

　『染織聯合図案展覧会作品集』　2　染織

　聯合図案回覧三編　京都　芸三三　大3．

　9「1冊26cm

（91411）

一隅合図琴聯会（第1㌦、74＞

　『染織聯合図案展覧会作品集』　3『染織

　聯合図案展覧会編　京都　芸三三　大3・

　11　1柵　26cm

（91412）

貿易史料展覧会・

　　　　　　　　　　　　　　〈406－57＞
　r貿易製産品共進会記念写真帖』　第2回

騰次回×1三三令畑図
’第2回賜三品共進会と、e．もに開催・

（91’502）

関西図案三三（第24回）

　　　　　　　　　　　　　　＜337－157＞

　『関西図案会作品集』　第24匝　関西図案

　三編　京都　本田金之助　大4．2　1冊

　27cm

（91502A）・

京都図案会展（第41回）通常展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
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444P自ヰ‡　奪

『新作図案』　第25号　京都図案三編　京

都　過慮堂　大4．2　1冊（図版）26cm

和装　　　　　　　　　　一

（91504）

関西図案会展（第25回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』第25回’関西図案

　会編　京都　本田金之助　大4．4　1冊

　27cm

（91505）

紅白図案三三（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第1回　紅白図案

　会編　京都　芸艸堂　大4．5　1冊（図

　版）27cm

（91505A）

静美二三（第9回）．

　　　　　　　　　　　　　　〈411－4＞

　『静美土色もとき』第9回tt静美二二

　京都　芸艸堂　大4．5　図版54枚　37cm

　和装

（91506）

京都図案会展（第43回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　．・〈83T369＞

　『新作図案』　第27号　京都図案会編　京

　面面磁土　大41’6　1冊（図版）26cm

　和装

（91507）

関西図案三三（第26向）

　　　　　　　　　　　　　＜337－157＞
　『関西図案会作品集』　第26回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大4．7　1冊

　27cm

（91508）

紅白図案会展（第2回）

　　　　　　　　r　〈337m214＞
　『紅白図案会作品集』　第2回　紅白図案

　会編　京都　芸艸堂　大4．8　1冊（図

　版）27cm

（91510）

白夜会作品展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－50＞

　『白夜作品集』　第2回　山田江三編　京

　都　芸艸堂　大4．10　図版72枚　19×28

　cm　和装
　・堂本印象，山田江秀，松岡一路，森三明

（91511）

関西図案会展
　　　　　　　　　　　　〈337－157／f＞

　『関西図案会作品集』　大典記念号　関西

　図案掌編京都本田金之助大4．11
　1冊（図版）27cm
　・上・下巻合冊・

（91511A）

紅白図案会展（第3、回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第3回　紅白図案

　会編　京都　芸三三　大4，．11　1冊（図

　版）27cm

（91511B）

牧野克次展
　　　　　　　　　　　　　　く419－52＞

　『天平堂画集』京都　牧野克次　大4ユ1

　図版50枚　20×28cm

（915　＊　）

関西図案会展（第27回）

　　　　　　　　　　　　　＜337－157＞

　『関西図案会作品集』　第27回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　〔大4〕「1冊

　27cm
　・奥付なし

（91601）

『十二月画会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－233＞

　『十二月画会』第3回　京都　芸艸堂
　大5．i　1冊（図版）　26cm

（91602）

関西図案三三（第28回）

一180一，



　　　　　　　　　　　　〈337－157＞
『関西図案会作品集』・第28回　関西図案

毛編京都　本田金之助　大5．2　1冊
27cm

（91602A）

京都図案会展（第45回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　く83－369＞

　『新作図案』　第29号　京都図案会編　京

　都　芸家島　大5．2　1冊（図版）　26cm

　和装

（91602B）

紅白図案会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第4回　紅白図案

　会編京都芸艸堂大5．2　1冊（図
　版）27cm

（91603）

、三越展覧会

　　　　　　　　　　　　　　’〈411－16＞

　『三越展覧会画集』三越呉服店新美術部

　編　京都　山田芸艸堂大5．3図版34

　枚　39cm

（91604）

紅白図案会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　＜337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第5回　紅白図案

　毛編京都芸艸堂大5．4　1冊（図
　版）27cm

（91605）

関西図案意匠（第29回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第29回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大5．5　甲乙一

　2冊　27cm

（91606）

紅白図案会展（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第6回　紅白図案

　三編　京都　芸艸堂　大5．6　1冊（図

版）27cm

（91608）

関西図案会展（第30回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第30回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大5．8、1冊

　27cm

（91608A）

京都図案会展（第47回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第31号　京都図案三編　京

　都芸艸堂大5．8　1冊（図版）26cm
　和装

（91609）

紅白図案会展（第テ回）

　　　　　　　　　　　　　ぐ337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第7回　紅白図案

　会編京都芸三三大5．9　1冊（図
　版）27cm

（91611）　’

関西図案会展（第31回）

　　　　　　　　　　　　　，〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第31回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大5．11　1冊

・27cm

（91611A）

紅白図案会展（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第8回　紅白図案

　会編　京都　芸三三　大5．11　ユ冊（図

　版）27cm

（91611B）．

、静美会犀（第12回）

　　　　　　　　　　　　　　〈411－28＞

　『静美会美久茂』第2巻（第12回）静美

　会舘　京都　芸三三　大5．11　1冊　37

　cm和装

一181一
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（91701）

関西図案三三（第32回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第32回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大6．1　1冊

　27cm

（91702）

紅白図案会展（第9回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　r紅白図案会作品集』　第9回　紅白図案

’会編京都芸艸堂大6．2　1冊（図

　版）27cm

（91703）

京都図案会展（第49回）

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
　『新作図案』　第49回　三都図案三編　京

　都　芸草堂　大6．3　1冊（図版）26cm

　和装・

（91704）

関西図案三三（第33回）春季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第33回．関西図案

　会編　京都　本田金之助　大6．4　1冊

　27cm

（91704A）

三越展覧会
　　　　　　　　　　　　　〈147－173＞

　『三越展覧会画集』　山甲直三郎編　京都・

　芸艸堂　大6．4　1冊（図版）　27cm　和

　装

（91704B）

横浜イ『カチン（第3回）

　　　　　　　　　　　　　＜特115－704＞

　『横浜イカテン作品集』第3呵土屋安

　、環堵　横浜　うきよ社　大6・4図版39

　p　20cm

（91705）

図案研三会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　＜419－76＞

『研精』　第3集　図案研精心高　京都

芸艸堂　大6。5　1冊　22×29cm

（91706）

紅白図案会展（第10回）三週年綿弓大

展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』第10回　紅白図案

　三編京都芸三三、大6．6　1・冊（図

　版）27cm，

（91706A）

静美会展（第13回）

　　　　　　　　　　　　　　＜411－28＞
、『静美会美久茂』第3巻（第13向）静美

　会話　京都　芸艸堂　大6．6　1岳　37

　dm　和装

（91707）　一

関三図三会展（第34回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』第34回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大6．7　1冊

　27ごm

（91708）一

書三三刻展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈138－204＞

　『書画順応展覧会出品図録』　好古印社編
　名古屋　書画筆刻農覧会出品図銀刊行会

　大6．8上・中．・下3冊（図版）30cm、和

　装

（91708A）

図案喪亡会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞

　『研精』’第4集　図案研百会編！京都

　芸艸堂大6．8　1冊　22×’29cm

（91710）

図案研精会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞

　『研精』　第5集・図案研晶晶編　京都

　芸艸堂．大64Q　1．冊　22×29c，m．．．．一
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（91711）

関西図案会展（第35回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞
　『関西図案会作品集』　第35回　関西図案

　会編　京都　本田金之助　大6．11　1冊

　27cm

（91711A）

紅白図案会展（第12回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第12回　紅白図案

　会編－京都’芸三三大6．11　1冊（図

　版）27cm

（91802）

関西図案考選（第36回）

　　　　　　　　　　　　　＜337－157＞
　r関西図案会作品集』，第36回　関西図案

　会編京都本田金之助大7．2　1冊
　27cm

（91802A）

紅白図案会展（第13回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第13回　紅白図案

　会編京都芸旧臣大7．2　1冊（図
　版）27cm

（91803）

京都図案会展（第52回）

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『新作図案』　第52回　京都図案会編’京

　都　芸艸堂　大7。3『1冊（図版）26cm

　和装

（91803A）

紅白図案考選（第14回）、

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第14回　紅自図案

　会編．京都芸三三大7。3　1冊（図
　版＞27cm

（91804）

図案国語影壁（第7回）
〈419－76＞

『研精』　第7集　図案研精三編　京都

芸三三　大7．4　1冊　22×29cm

（91805）

関西図案会展（第37回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞
　r関西図案会作品集』　第37回　関西図案

　会編　京都　本田金之助唱大7．5　1’冊

　22　×　27cm

（91805A）

芸術社展覧会（第2回）’

　　　　　　　　　　　　　〈337－277＞

　『芸術社展覧会図録』．第2回　新興美術

　桂大7．5　1冊（図版）26cm

（91806）

紅白図案会展（第15回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第15回　紅白図案

・会編　京都　芸艸堂　大7．6　1柵（図

　版）27cm

（91807）

関西図案会展（第38回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞

　『関西図案会作品集』　第38回　関西図案

　厚編　京都　本田金之助　大7．7　1冊
　22　×　27cm

（91808）　’

．紅白図案会展（第16回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞，

　『紅白図案会作品集』　第16回　紅白図案

　会編京都三艸子大7．8　ユ冊（図
　版）27cm

．（918ユ0）

紅白図案会展（第17回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞　’

　『紅白図案会作品集』　第17回　紅白図案

　坦坦　京都芸三三　大7．10　1冊（図

　版）27cm
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（91810A＞

彩美戯訓（第12回）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－243＞
　『彩美』　第2集　彩三会編　京都　芸艸

　堂　大7．10　1冊（図版）　26cm　和装

（91811）

図案研精帝展（第9回〉一

　　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞

　『三三』第9集図案研三会編京都
　影絵堂　大7．11　1冊．22×29cm

（91812）

日本美術学院展観

　　　　　　　　　　　　　　　〈10－329＞
　『日本美術学院展観図録』　由ロ鏡次郎編

　　日奉美術学院　大7．12　図版28枚　24

　cm和装

一（918＊）

図案息精会展（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　　＜419－76＞

　『出精』　第8集　図案研精会編　京都

　芸艸堂　〔大7〕　1冊　22×29cm
　・奥付なし

（91902）

関西図案会展（第40回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞
　『関西図案会作品集』　第4q回　関西図案

　三編　京都　本田金之助　大8．2・、1冊

　22　×　27cm

（91902A）

図案研精会展（第10回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞
　『三三』　第10集　図案研三会編　京都
　芸艸量　大8．2　1冊　22×29cm

（91903）

．池上秀畝新作画展、

　白木屋4階
　　　　　　　　　　　　　　〈134一’290＞

　『秀畝新作画集』　己未　池上秀畝画　白

　木屋呉服店美術部　大8．3．1冊（図版）・

　肖像　36×17cm　和装

（91903A）

紅白図案会展（第18回）

　　　　　　　　　　　　　　＜337－214＞
　『紅白図案会作品集』’第19回「紅白図案

　三編京都芸艸堂大8．3　1冊（図
　版）19×26cm

（91904）

福岡塾卒業記念三三展覧会

　　　　　　　　　　　　　　〈419－126＞
　『福岡摯卒業親里図按展覧会作品集』　福

　岡三三編　京都　芸三三　大8．4図版

　51枚　22×27cm’和装

（91905）

関西図案平郷（第41回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞
’『関西図案会作品集』　第41回　関西図案

鍍27騨本甲金之助．大8・51冊

（91gosA）

図案研領会展（第11回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞

　，丁三三』第11集　図案研三会編　京都

　芸艸堂　大8．5　1冊　22×29cm

（9196sB）

伝神祇展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈367－63＞
　『伝神洞展覧会画集』　第1回　伝神洞画

塾旧離祉大8・5珊（図版）28、

　cm

（91906）

紅白図案会展（igi9回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第19回　紅白図案

　三編　京都　芸三三　大8．6　1冊（図

　版）22×28cm

鍵撫覧会（第徊）v　．．．．　．・　．．．
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　　　　　　　　　　　　　　〈337－285＞

　『図案試作展覧』安田信r三編　京都
　本田金之助　大8．6　図版37枚　26cm』

（91906B）

東洋図案協会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　＜419－131＞

　『東洋』、第1回　京都　東洋図案協会

　大8．6　1冊　21×28cm

（91907）

七二園展観

　　　　　　　　　　　　　　〈109：248＞

　『七華園展観図録』井内秀太郎編　京都

　井内三三三三　大8．7　1冊（図版）29

　cm　和装

（91908）

関西図案二二（第42回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－157＞
　『関西図案会作品集』　第42回　関西図案

　会編　京都本田金之助　大8．8　1冊
　22　×　27cm

（91908A）

紅白図案二二（第20回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第20回　紅白図案

　三編　京都　芸三三　大8．8　1冊（図

　版）　22×28cm

（91908B）　’

図案研二会展（第i2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞’

r研精』第12集tt }案礪三三京都・

芸艸堂大8・81冊22cm

（91908C）’

中央図案協会展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－127＞
　『中央図案』第2集・中央図案協会編

　京都　芸艸堂　大8．8　1冊　28cm

（91908D）

南画会展覧会（第5回）・

　　　　　　　　　　　　　s　砿繍繍…　tt－s削

　　　　　　　　　　　　　　〈159－150＞

　『南画会展覧会新作南画集』　第5回　南

　画会編　画報社．大8．8　図版54枚22

　cm　和装

（91909＞

橋本関出展
　　　　　　　　　　　　　　〈41s－70＞

　『関雪散士画幅画集』　橋本関雪画　高橋

　志摩五郎編　精華社　大8．9　図版87．枚

　肖像　35cm　和装

（91910）

京都図案会展（第58向）

　　　　　　　　　　　　　　＜83L369＞
　『新作図案』　第58回忌東都図案三編　京

　都　芸艸堂　大8．1Q’1冊（図版）　26

　cm・和装
　・平和紀念号

’　（91910A）

虚言会展（故会長北垣男爵追悼図案
展覧会）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－243＞

　『彩美』　第4集　彩三会編　京都　芸艸

　堂　大8．10　1冊（図版）26cm　和装

（91911）

紅白図案会展（第21回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第21回　紅白図案

　二二　京都，芸艸堂　大8．ユ1　1冊（図

　版）22×28ρm

（91911A）

社中合同図案展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　＜419－142＞

　『社中合同図案展覧会作品集』第1回．

　西村時夫編　京都　芸舛堂　大8．11　1

　冊22×28cm和装

（91911B）

嗣鷺烏精会展（第13回〉

　　　　　　　　　　　　　　＜419－76＞

　『三三』　第13集　図案研三会編　京都
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　芸三軍　大8．11　1冊　22cm

（919ユ1C）　・

全国毛斯論友禅競技大会（第1回）
（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－141＞

　『全国毛斯論友禅競技．大会出品集』　第

　1・2、回　大阪洋反物小売同盟三編　京

　都　芸艸堂　大8．11　図版69枚　17×23

　cm　和装
．・ 謔P，2回を合冊。’ 謔Q回は大阪中央公

　会堂で開催。

（92001）

自信会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－147＞

　『自信会作品集』．1　自信会編　京都

　芸艸堂大9．1　1冊　22メ28cm　和装、

（92001A）

中央図案協会展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－127＞

　『中央図案』　第3集京都　中央図案協

　会　大9．1　1冊　27cm

（92002）

京都図案三三（第60回）

　　　　　　　　i　一〈83－369＞
　『新作図案』　第60回　京都図案会編　京

　都　芸艸堂　大9．2　1冊（図版）26cm

　和装

（92002A）

紅白図案会展（第22回）・

　　　　　　　　　　　　　’〈337－214＞

　『四三図案会作品集』第22回　紅白図案

　黙考京都芸艸堂大9．2　1珊（図
　版）　22×28cm

（92002B）

社中合同図案展覧会（第2回）’

　　　　　　　　　　　　　　〈419r142＞

　『社中合同図案展覧会作品集』　第2回

　安田翠三編京都芸三三大9．2　1
　冊22×28cm和装

（92003）　一，

自信三三（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－147＞

　『自信会作品集』　2　自信三編　京都
芸三三大9．3’　1’

福Q2×28・m和装
　・主催：大入木桂月

（92004）

社中合向図案Rtt会（第3回〉

　　　　　　　　　　　　　〈419－142＞
　『社中合同図案展覧会作品集∫第3何

　安田翠倦編　京都　芸三三　大9．4．1

　冊22　￥　28cm和装

（g2bos）

紅白図案会展（第23回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『三三図案会作品集』　第2合回　紅白図案

　会編京都芸三三大9．51冊（図
　版）　22×29cm’

（92005A）　，

伝神洞展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈367－63＞

　『四神洞展覧会画集』　第2回　四神三三

　塾編　画報社　大9．5　1冊（図版）28

　cm

（92008）

紅白図案会展（第24回）

　　　　　　　　　　　　　　ぐ337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第24回　紅白、図案

　断編京都芸艸堂’大9．8　1冊（図
　版）　22×28cm

（92008A）

図案研精単寧（第1’4回）

　　　　　　　　　　　　　　＜419－76＞

　・『三三』第14集　図案三三三編　京都

　芸畔引　大9．8　1冊　26cm

（92008B）

中央図実協会展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈4．19－127＞

　『中央図案』　第4集　京都　中央三三協
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　高大9．81冊26cm

（92010）

岐阜美術協会展覧会（第2回忌

　　　　　　　　　　　　　〈特104－484＞

　『岐阜美術協会展覧会同入作品集』　第2

　回岐阜美術協会大9．10図版13枚
　22cm

（92010A）

綜逸図案会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－15＞
　『ソーイツ図按集』　第1回　安井稼三編

　京都　芸艸堂　大9．10　図版32枚・22×

　28cm　和装

（92010B）

論旨図案会作品展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞
　『台麓図案旧作品展覧会図録』第1回

　台麓図案言忌京都扇面堂大9ユ0
　図版239p・27cm　和装

　・裾模様之部

　・松坂屋いとう呉服店意匠部：台麓図案会

（’

X2011）

㌍白嗣立会展（第25回）　　　，

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』第25回　紅白図案

’素謡　京都芸三三大9．11　1冊（図

　版）22×28crn

（92011A）

美桑会展（第1回）’

　　　　　　　　　　　　　　〈423－16＞
r華桑』第・三三三編京都芸三

富大9・11珊22×28・m和装

（92101）

紅白図案会下（集26向）

　　　　　　　　　　　　　　＜337－214＞）

　『紅自図案会作品集』第26回」紅白図案

　会下　京都　芸三三　大10．1　1冊（図

　版）・22×28cm

（921Q2）・

紅白図案会展（第27回）

　　　　　　　　　　　　　　〈33．7－214＞
．『紅白図案会作品集』　第27回　紅白図案

　会編　京都　芸六出　大10．2　1冊（図

　版）　22×28cm

（92102A）

図琴研直会展（第16回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞

　『研出』　第16集　図案研三会編　京都

　芸艸堂1大10．2　1冊　23×30cm

（92102B）

美桑調車（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－16＞

　『南桑』　第2回　美身会編　京都　芸艸

　掌　大10．2　1冊　22×28cm　和装

（92104）

落合図案会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞

　『落合図案会』　第1回　落合万詩編　京

　都　芸盆立－大10．4　図版37枚　23×30

cm三三

（92104A）

中央図案協会展箪会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－127＞
　『中央図案』　第5集　京都　中央図案協

　会「大10．4　1冊　26cm』

（92104B）

美画会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－16＞，

　『美桑』　第3回　美桑会編　京都　山回

　堂　大10．4　1冊　22×28cm　和装，、

（92105）

紅自図案会展（算28回）一

　　　　　　　　　　　　　，〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』第28回　紅白図案

　出盛京都　芸艸堂　大10・5．1冊（図
　版）一　22，×’28cm

』一 H877



（92105A）

京都図案会展（第64回）春季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
　『新作図案』　第64回　京都図案三編　京

　都　芸艸堂　大10．5　1冊（図版）　22×

　28cm　和装

，（92105B）

図案研三会展（第17回）

　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞

　『研精』　第17集　図案研三会編　京都

　寺運堂　大10．5　1冊　23×30cm

　　　　　　　　　　　　　　s
（92105C）

台目図案愚作品展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞

　『台三図案旧作品展覧会図録』第2回

　台麓図案三編京都芸三三大10．5
　図版92p　27cm　和装

　・中形之部

（92105D）

中央図案協会展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈．423－48＞

　『創作図案』第1　中央図案協会編　京

　都　芸工部　大1．0　．　5　1冊　21×27cm

　和装

（92106）

紅白図案会展（第29回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第29回　紅白図案

　会編　京都　芸艸堂　大10．6　1冊（図

　版）22×28cm　　　　　　　・

（92107），

図案研精三三（第18回）

　　　　　　　　　　　　　　＜419－76＞

　『研砂』第18集　図案三三三編　京都

　芸三惑　大10．7　1冊　23×30cm

（92107A）

．中央図案協会展覧会（卸回〉

　　　　　　　　　　　　　　＜423－48＞

　『創作図案』第2　中央図案協会編　京

　都　芸艸堂　大10．7　i．冊　22×28cm

和装

（92108）

紅白図案三三（第30回）．

　　　　　　　　　　　　　＜337－214＞

　『紅自図案会作品集』　第30回　紅白図案

　会編　京都　芸当堂　大10．8　1冊（図

　版）22×28cm

（92108A）

美桑会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－16＞

　『切回』　第4回　三三二三　京都’芸艸

　掌・大10。8　1冊　22×28cm　和装

（92109）

四坐図案会作品展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　＜lp9－251＞

　『打打図案旧作品展覧会図録』第3回

　三三三四三編京都芸三三大10．9
　図版130p　27cm　和装

　・裾模様之部

（92111）

岸本松洞図案展（第1回）

　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈146－260＞

　『松洞作品集』第1回　岸本松洞編　京

　都立艸堂大10．11　1冊（図版）26，

　cm　和装

（92111A）

京都図案三三（第65回）秋期大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　く83－369＞
　『新作函案』・第65回　京都図案三編　京、

　・珍芸艸掌大10・11　1冊（図版）

　22×28cm和装

（92111B）　，
紅白図案三三（第31回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞，・．

　・『紅白図案会作品集』　第31回　紅白図案

　会編京都芸扁爪大10．’11・・4冊（図

　版）22×28cm
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（92111C）

美桑会展（第5回）’

　　　　　　　　　　　　　　〈423－16＞
　『美桑』　第5回　三三三編　京都　芸艸

　堂　大10．11　1冊、22又28cm　和装

（92201）

紅白図案会展（第32回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第32回　紅白図案

　畔編’京都　芸艸堂　大11；1’1冊（図

　版）22×28cm

（92201A）　．

図案事跡会展（第20回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞
　『研精』　第20集　図案三三三編　京都

　芸艸堂　大11．111冊　23×30cm

（92202）

岸本松洞図案展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈146－260＞
　『松洞作品集』　第2回一岸本松野編　京

　都青谷文聖堂大11．2　1冊（図版）

　26cm　和装

（92202A）

京都図案弾唄（第67回）

　　　　　　　　　　　　　　＜83－369＞

腰翻欝藩編22憂・
　28cm　和装

（92202B）

紅白図案会展（第33回）」

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』『第33回　紅白図案

　会則　京都芸事堂大11．2・1冊（図
　版）22×28cm

（92202C）　・

加藤英舟展

　　　　　　　　　　　　　〈146－269＞
　『尊師小作画集』加藤三舟編　京都　青

　谷文聖堂　大11．2　1冊（図版）一26cm

　和装

（92203）

大阪印刷文化農覧会

　　　　　　　　　　　　lt　〈317－123＞
　『大阪印刷文化展覧会歴史参考品陳列目

　録』、大阪　印刷文化展覧会協賛会．大

　11．3　135p　19cm
　・図版なし

（92204）

図案丁丁二三（第21回）

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞
　『研精』　第21集　図案三三三編　京都

　芸艸堂　大11．4　1冊．23×30cm

（92204A）

、台鯉案三品展覧会（第三）
　　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞

　『台麓図案旧作品展覧会図録∫第4回、

　三三図案会編　京都葺艸堂大11．4
　図版50，34p　27cm　和装

　・友禅，・陶磁器之部

（92204B）　一

酵繍山回三会主催展覧会（第5

　　　　　　　　　　　　　　〈146－274＞
　『参考品展覧会集』　第5回　後藤又三郎

　編　京都　芸霊堂　大11．4　1冊　26

・cm手応

（92205）

京都図案二三（英国皇儲殿下御来朝
記念展覧会）

　　　　　　　　　　　　　．　〈83－369＞
　『新作図案』　英国皇儲殿下御来朝記念展

　覧会話　京都図案会内　京都　素引堂

　大11．5　1冊（図版）22×28cm　和装

（92205A）

紅白図案会展（第34回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第34回　紅白図案

　会編　京都　芸艸堂　大11．5　1冊（三
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　版）22×28cm

（922QsB）　’

中央図案協会展覧会（第9回）、

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』第4　中央図案協会編　京

都芸三三大11・S！「冊22×31cm　，

　和装

（92206）

．岸本松洞図案展（第．3回）

　　　　　　　　　　　　　〈146－260＞

　『松旧作三三』　第3回　岸本三訂編　京
都馳 |艸堂大11・6珊（図版）26

　cm“’和装．

（92206A）

三四聯合着尺展覧会．
　　　　　　　　　　　　　〈423－100＞

　f三脚聯合着尺図案作品集』　第1　三三

　聯合着尺図案会編　京都芸三三　大．

　11．6図版56枚’22×28cm和装

　（92206B）

図案研精琴弾（第22回〉

　　　　　　　　　　　　　　＜419－76＞　・

　『蔚精』　第22集　図案研三会編　京都，

　轡型堂　大11．6　1冊　23×30cm

　（92206C）

台麓図案会作品展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞
　・r三三図案旧作品展覧会図録』第6回『

　　台麓図案会雛京都芸三三大・1・6、

　　図版64p　27cm　和装

　・・中形之部

　（92207）

落合図案鯛第3鴎〈4、6．i6＞

　　『落合図案』第3回　落合万水回　京都

　　芸域堂　大1L7　1母　26cm

　（92207A）

　緯白図三会展（第35回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞

　『紅白図案会作品集』、第35回　紅白図案

三編　京都芸艸堂　大11．7　1．冊（図

　版）　22×28cm

（92207B）

新艸会展
　　　　　　　　　　　　　〈109－260＞

　『新患』　1　新島会心　京都芸艸堂

　大11．7　1冊（図版）　26cm　和筆

（92207C）

台麓図案会作品展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞
　『台臨図案会作品展魔会図録』　第5回

　三三図案会編　京都　芸僧堂大11．7
6P図版20P27・m和装

　・ポスタ」之部

（92209）

岸本松洞図案展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈146－260＞

　『松洞作品集』’第4回　岸本松蝉編　京

　都　芸艸堂　大11．9　ユ冊（図版）　26

　cm　和装

躍留置品展覧会（第7回）

　　　　　　　　　　　　　＜109－251＞

　『台輪図案会作品展覧会図録』第7回
　三門図案会編　京都、芸艸堂」X111．．9

　図版96p　27cm　和装・

　・据模様之部

〈92209B）

1毛斯論友仙大陳列会　⑭274＞

　『大正十一一年基調色応用三三論友淵大陳

　列会出品集』後藤又三郎編　京都　芸
　三三大・1・91冊（図版！、26・m、禾ロ

　装

　（92209C）
聯合着尺展覧会（第1向）tt．一一．

，　…@一@一一’@’r@’T@T@，　’@，　一　．　’q4！6－53＞

一190一



　『聯合着尺新作集』　1　鬼頭梅三編　京．

　都　芸三三大11．9　1冊（図版）22×

　31cm和装

（92211），

　　　　　　　　　　　　f京都図案詰論（第69回）

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞
　1新作図案』　第69回　京都図案三編　京

　都　芸二三　大11．11　』1冊（図版）

　22×28cm和装

（92211A）

紅白図案会則（第36回）

　　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞　’

　『紅白図案会作品集』　第36回　紅白図案

　会編　京都　芸艸堂　大11．11　1冊（図

　版）　22×28cm

（92211B）　’

中央図案協会展覧会（第11回ジ

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞
　『創作図案』　第6　中央図案協会編　京

　都．芸艸堂　大11．11　1冊　22×31cm

　和装

（92211C）

美桑会展（第7・回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－16＞’

　『美桑』　第7回　連記会編　京都・記憶

　堂　大11．11　1冊　22×28cm　和装

（92212）

落合図案会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞
　『落合図案』　第4回　落合万三編　京都

　芸艸堂　大11．12　1冊　22×31cm

（92212A）

綜逸図案鋼第2回），423T、5＞

　『綜四方三会作品集』第2回　安井三三

　編　京都　二三堂　大11．12　図版47枚

　19×26cm　和装

　（92212B）

垂水美術協会展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－267＞
　『双水美術協会展覧会画集』　第1一回、双

　水美術協会編　京都　芸三三　大11．12

　1冊（図版）26cm、和装

（92212C）

毛斯論友仙奨励会主催展覧会（第8
回）

　　　　　　　　　　　　　　〈146－274＞，
　『参考品展覧会集』　第8回．後藤又三郎

　編　京都　胡録堂　大11．12、1冊　26

　cm、和装

（92301）

京都図案美術工芸品展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　＜423－119＞
　『京都市商品陳列所図案工芸品図録』第

　1回　中野弥在勤　京都　仏教芸術院営

　業部　大12．1図版57枚　1g×29cm
　和装

（92301A）’　，　’
紅白図案会展（第37回）

　　　　　　　　　　　　　　＜337－214＞
　『紅白図案会作品集』　第37回　紅白図案

　会編　京都芸聖堂大12．1　1冊（図
　版）　22×28cm

（92302）　r
紅白図案会展（第38回〉

　　　　　　　　　　　　　　〈’337－214＞

　『紅白図案会作品集』　第38回　紅白図案

　会編　京都芸艸堂　大12．2　1冊（図
，版）　22＞く2＄cm　．

（92302A）

聯合着尺展覧会一（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－53＞
　『聯合着尺血球集』　2　高田春泉編　京

都、芸艸堂大12．21冊23×31cm
　和装
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（92304）　・　一　　’　（92306）
落合図案会展（第5回）　　　　　　　　　旭枝会展覧会（第1回）
　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜113－156＞

　『落合図案』第5回　落合万水編　京都『　　　・『三枝』第1回　三枝会編　京都　芸艸

　芸艸堂　大12．4、1冊　26cm　　　　　　　　堂・大12．6　1冊（図版）26cm　和装

（92304A）　（92306A）紅白図案会展（十週紀念展）　　　　　　’美制会図案展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈337－214＞　・　’　〈146－243＞
　『三二図案会作品集』　十週紀念凹凸　紅’　　　『美制会』　第4回　美制会〔編〕　京都

　白図例会編　京都　青谷文聖堂　大12．4　　　　芸州堂　大12．6　1冊（図版）　26cm

　1冊（図版）32cm　　　　　　　　　　　　　和装

（92304B）　（92307）新艸流記　　　　　　　　　　　　　　　中央図案協会展覧会（第14回）

　　　　　　　　　　　　　〈109－260＞　’一　，　〈423－48＞
　『新山』　2　新艸富田　京都．芸当堂　　　　『創作図案』　第9　中央図案協会編　京

　六12．4　1冊（図版）26cm和装　　　　　　都町三三　大12．7　1冊，22×31cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和装
（92304C）

白耀社展覧会（第2回）　　　　　　　　　（92307A）
　　　　　　　　　　　　　　〈109－279＞　　　自由図案会展（第10回）

　『白糟社展覧会画集』　第2回　樋口秀夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜419－153＞

　編京都平安精華社大12．4　1冊　　　　『自由図案』10回展　自由図案会編　京

’（図版）26cm　和装　　　　　　　　　　’　　都　芸三三　大12．7　1、冊（図版）23×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30cm
（92305）

茨城美術農覧会（第1回）　　　　　　　　（92308）

　　　　　　　　　　　　　　〈160－129＞　　紅白図案岡三（第41回）

　『茨城美術展覧会図録』　第1回　水戸　　　　　　　　　　　　　　　　　く337－214＞
　いはらき新聞社　大12．5　1冊（函版）　　　　『紅白図案会作品集』　第41回　紅白図案

　23cm　和装　　　　　　　　　　　　　　　　　会編　京都　芸艸堂　大12．8　1冊（図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版）22×28cm
（92305A）

図案研精会展（第25回）　　　　　　　　　（92308A）・

　　　　　　　　　　　　　　〈419－76＞　　　日本自由画壇後援会主催試作展覧会

　『二二』第25集　図案研二会編　京都、　　　　　　　　　　　　　　　＜109－275＞
　芸艸堂　大12．5、1冊　23×30cm・　　　　　『日本自由画壇後援二会主催試作展覧会画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集』　2　三越呉服店新美術三編　京都

（92305B）　　　　　　　　　　　　　　　　芸三三　大12．8　1冊（図版）26cm
中央図案協会展覧会（第13回）　　　　　』　和装　　　．　　　1

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』　第8　中央図案協会編　京　　　　（92311）

　工芸艸堂大12．5．1冊22×31cm　　紅白図案会展（第42回）tt

Ta　i）iklc　’　．　〈337－214＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　一192一



　『紅白図案会作品集』　第42回　紅白図案

　会編　京都　芸四三　大12．11　1冊（図

　版）・、22×28cm

（92311A）

幽門図案前作品展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞　’

　『台麓図案会作品展覧会図録』第8回

　台三図二会編　京都　芸艸堂　大12．11

1図版82p’27cm　和装

　・裾模様之部

（92311B）

中央図案協会展覧会（第15回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』第10　中央図案協会編　京

　都町三三大12．111冊22×31cm
　和装

（92311C）　’
日本自由画壇試作展覧会（第1、回）

　　　　　　　　　　　　　，〈109－275＞
　『日本自由画壇試作展覧会画集』　日本自’

　由画壇編　京都山田直三郎　大12．11

　1冊（図版），27cm和装

（92312）

京都図案三三（第71回）秋季通常素謡

展覧会

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞　，

　『獅作図案』　第71回　京都図案会編　京

　都　芸艸堂　大12．12　1冊（図・版）

　22×28cm　和装

（92402）

紅葉群群（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈16－248＞

　『紅葉会』第1回　西田雲嵯編　京都

　松吉弥三郎大13．2　1冊（図版）26

　cm　和装
　・図案集

（92402A）

三友含展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『紅友』’第1回　紅友会編　京都　芸艸

　堂「大13．2　1冊　32×30cm　和装

　・大阪図案紅友会

（92402B）x

美奈見計展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－145＞
　『美奈見会新作集』　第2回　鬼頭梅覚編

　京都　丁丁堂　大13．2　図版47枚　22×

　28cm　和装
　・大阪図案美奈見会

（92403）

’紅友会展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423：144＞

　『紅友』　第2回｝紅三会編三都　芸艸

　堂　大13．3　1冊22×30cm和装

（92403A）

全国モ斯論図案大会．

　　　　　　　　　　　　　　〈418－81＞
　『全国毛素論函案大会出品図録』．毛三論

　図案協会編　京都　芸晶晶　大13．3　図

　版78枚　37cm　和装
　・主催後援’：毛針論図案協会，大阪府産業

　部，毛斯学友禅奨励会

（92403B）

美議会展（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　＜423－16＞
　『心高』　第8回　美桑三編　京都　芸艸

　堂　大13．3　1冊　22×28cm　和装

（g2403c）

三品着尺図案展覧会』
　　　　　　　　　　　　　　〈162－90＞

　『死傷着尺図案展覧会』池野夢泉編　京

　都松吉弥三郎大13．3　1冊（図版）

　29cm　和装

（92404）　’

落合図案会誌（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞

　『落合図案』　第8回　落合万水編　京都

　芸艸堂　大13．4　1冊　26cm
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（92405）

玉広会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－149＞

　r孔雀』第1回　下村玉広編　京都　芸

　円堂　大13．5図版38枚　22×30cm

（92405A）

美制会図案展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　＜146－243＞、
　『美朝会』第5回　美言会〔編〕、京都

　芸艸堂大13．5　1、冊（図版）26cm

　和装

（92406）

三枝会展覧会（第3回）、　’

　　　　　　　　　　・；　〈113－156＞

　『旭枝』　第3回　側枝会編　京都　芸艸

『堂　大13．6　1冊（図版）　26cm　和装

（92406A）

光三会展（第2回）　　　　』　1

　　　　　　　　　　　　　一＜423－133＞

　『光輝会』　第2回　光輝会編　京都　芸

　三三　大13．6　1冊　22×28cm　和装

（92407）

．落合図案会展（第9回う

　　　　　　　　　　　　　　く416－16＞　「

　『落合図案』第9回　落合万掌編　京都

　芸三三　大13．7　1冊　26cm

（92407A）

三三図案会作品展覧会（第9回）

　　　　　　　　　　　　　　〈109－251＞

　『台麓図案習作品展覧会図録』第9回

　台麓図案会編京都芸艸堂大13．7
　図版73p　27cm　和装

　・裾模様之部

（92407B）

中央図案協会展覧会（第17回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞
　『旧作図案』　第12　中央図案協会編・京

　都芸西堂大13・7珊22×31・m
　和装

（92408）

紅友即吟（第4回）－

　　　　　　　　　　　　　〈423＝144＞

　『紅友』　第4回　三友三編　京都　芸艸

堂大13．81冊．22×30・m和装「

（92408A）

大判会推奨図案展（第1回）、
　　　　　　　　　　　　　　＜419一157＞

　『大切会推奨図案』、第1回　高塚三之助

　編京都芸艸堂大13．8’図版42枚
　22×30cm　和装
　・京都図案協会員らの作品

（92409）

裾模様図案協会展覧会（第1回）．

　　　　　　　　　　　　　　＜113－162＞

　『裾模様図案協会作品集』．第1回　裾模

遍羅塩鷲三山大13ρ

（92409A）

福岡塾卒業紀念図案展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈113－160＞
　『卒業紀念三三展覧会作品集』福岡三巴

　編京都芸甲唄大13．9図版33枚
　26cm　和装

（92409B）　’r
円山応挙翁百三十年忌展観

　　　　　　　　　　　　　　〈418－89＞

　『応挙画集』百三十年祭　円山応三三

　京都　土橋永昌堂　大13．9　三三32枚，

　37・m和装L、

（92410）

大阪美術展覧会（算10回）

　大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞

　『大阪美術展覧会図録』　第10回　三越呉

　服店編　京都　芸艸堂、：大13．10・1冊

　（図版）　27crh

（92410A）

全国毛三論競技大会（第6回）一t．　’t一
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　　　　　　　　　　　　　　〈419－141＞
　『全国毛斯倫競技大会図録』第6回　モ

　スリン奨励会編　京都　青谷文聖堂．大

　13．10　図版60枚，37cm　和装

（92410B）

中来図案協会展覧会（第18回）

r創作㈱第、3、中央嚇顯二4霊

　都　芸三三　大13．ユσ　1冊　22×31cm

　和装

（92412）

中央図案協会広覧会（第19回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞
　『創作図案』egi4　中央図案協会編京

　都　芸三態　大13．12　1冊　22×31cm’

　和装

（92412A）

東京美術倶楽部開館記念展

　　一　一’　〈421－30＞
　『蘭秀菊芳野』東京美術倶楽部　大13．

　12　図版56枚　36cm、和装

（92412B）

表難購（第15回）、〈16．262＞

r表通』第i5回美演二五大13．12
　29．，14p　図版21枚　26cm　和装

　「美三界」第七三号（美三界表二号）

　●陽1列目録あり

（92502）

三枝会展’覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈113－156＞
　『旭枝』　第4回　旭枝会編　京都　芸艸

　堂．大14．2　1　nv　（図版）　26cm　和装

（92502A）

三友三三（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞
　『今旦』　第6回　消日会編’京都　二三’

　堂　大14．2　1冊　22×30cm　和装L

　　　　　　　　　　　　　　三三鎌

（92502B）

巴町展（第2回）’

　　　　　　　　　　　　　　〈147－255＞
　『巴会作品集』　第2回　狩野秀峰編　京

　都　芸三三　大14．2　「1三三版）　26

　cm　和装

（92504）　’

春錦会展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－106＞
　『春錦』第〔3〕三三三編　京都　芸艸

　堂　大14．4　1冊　31cm　和装

（92505）　’

光楳会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　，＜423－133＞
　『光楳会』－，第3回　光三会編　京都　芸

感温大14・S珊26・m和装tt

（92505A）

八素謡展（第3回）．

　　　　　　　　　　　　　〈162－IOI＞
　r入三社作品集』　第3向　入凸輪編　京

　都　松吉弥三郎　大14．5　1冊　26cm

（92506）

大阪美術展輩会（第11回）

　大阪　三越

　　　　　　　　　　　　　〈337－241＞
　『大阪美術展覧会図録』　第11回　三越三

脚二三1三四・1冊

（92507）

津むじ二三（第・1回）

　　　　　　　　　　　　　〈162－113＞
　『友仙着尺津むじ会作品集』　第1回　松　’

　村翠鳳編　京都松吉弥三郎大14．7

　1冊29cm和装

（92508）

落合図案会展（第1咽）’・・

　　　　　　　　　　　　　　＜416－16＞
　『落合図案』第10回　落合万三編　京都

　芸艸堂　大14．8　1冊　26cm

一’ P95　一



（92508A）

紅友会展（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『紅友』第8回　紅友会編　京都　芸艸

　堂　大14．8　1冊　22×30cm　和装

（92509）

光開会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－133＞

　『光楳会』第4回　光楳会編　京都　芸

　艸堂　大14．9　1冊．26cm　和装

（92509A）

紅友会展（第9回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　f釣友』　第9回　三友三編　京都　芸艸

　堂　大14．9　1冊　22×30cm　和装

（g250gB）

聚斎会展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－127＞

　『三三』　第3巻　三三三編　芸三三　大

　ユ4．9　1冊（図版）32cm　和装

（g2s6gc）

中央図案協会展覧会（第20回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』第15．中央図案協会編京

　群羊艸堂大14．9　1冊26cm～和
　装

’（92510）

落合図案三三（第11回）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞

　『落合図案』　第11回　落合万水編，京都

　同順堂・大14．10　1冊　26cm

（92510A），

紅友会展（第10回）

　　　　　　　　　　　　　＜423一：144＞

　『紅友』第10回　紅皿会編　京都　芸艸

　堂　大14．10　1冊　22×30cm　和装

（92510B）

春錦町展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈203－106＞

　『春1錦』　第4　三三三編・京都，芸艸堂

　大14．10　1冊　31cm　和装

（92511）　一

中央図案協会展覧会（第21回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』第16　中央図案協会編　京

　都　芸三二　大14．ll　1冊　26cm　和

　装

（92511A）

親電社展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　〈162－101＞

　『入三社作品集』　第5回　三三三編　京

　都　松吉弥三郎　大14．11　1冊　26cm

（92511B）

’榊原文翠展

　　　　　　　　　　　　　　〈203－132＞

　『文翠画集』榊原文翠画　村上清蔵編
　京都、芸三訂　大14．11　1冊（図版）

　32cm　和装

（92512）一

衣裳調和三三（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－203＞
　『衣裳調和会』　第4回　衣裳調和三編

　京都　芸艸堂　大14．12　1冊　22×30

　Cm

　（92512A）

紅友会展（第11回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『三友』第11回三友三編　京都　芸艸

　堂！大14．12　1冊　22×30cm和装

　（92512B）

酢図案展覧会（第三），〈423．2。4＞

　『創作図案展覧会図録』第1回．小倉三

覆編23鷲諮糠．柳2図版62
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（92601）

落合図案雨雲（第12回）、

　　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞
　『落合図案』　第12回　落合万三編　京都

　芸二丁　大15．1　1冊　26cm

（92601A）

旭枝会展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　〈113－156＞
　『旭枝』．第5回　三枝三編　京都　芸艸

　堂　大15．1　1冊（図版）26cm　和装

（92601B）

お面展覧会
　銀座．松坂屋

　　　　　　　　　　　　　　〈203－140＞
　『面譜』仮面研究会編　芸四三　大15．1

　1冊（図版）　31cm　和装

（92603）

田翁会展（第12回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞
　『紅筆』　第12向　三友三編　京都、芸艸

　堂　大15．3　1冊　22×30cm　和装

（92603A）

春錦会展覧会（第5回）

　京都美術倶楽部

　　　　　　　　　　　　　　〈203－106＞
r醐』第5春三会綿京都芸艸堂
大15・3、1冊31・卑和装

（92603B）　’

中央図案協会展覧会（第22回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞
　『創作図案』第17　中央図案協会編　京

　都　芸艸堂　大15．3　1冊26cm　和
　装

（92604）　，

三彩会派

　　　　　　　　　　　　　〈147－265＞
　『三彩会』　第2集　図案三彩会編　京都

　内田美術三三　大15．4　1冊　26cm

　和装

（92606）

京都選匠会展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　＜419－170＞
　『京都選三会展覧会図録』、第3回　京都

　選匠会編　京都　芸艸堂．大15．6　図版

　56枚　22×30cm　和装

（92’

U06A）

光楳会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－133＞
　『光達会展』記念　第5回　中江晟三編

　景都芸無堂大15．6図版63枚26
　cm　和装

（92606B）

三彩会展

　　　　　　　　　　　　　　〈147－265＞’
　『三彩会』　第3集　図案三彩会編　京都

　内田美術書捧大15．6　1冊26cm
　和装

（92606C）

双水美術協会展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　＜203－151＞
　．『双水美術展覧会作品集』　第5呵三水

　美術協会編　京都　赤銅堂　大15．6　1

　冊（図版）　32cm’和装

（92607）

魚船会農覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　＜113－156＞
　『耳隠会図案集』　第6回』旭枝会編　京

　都芸濃堂大151　7　1冊（図版）26
　cm　和装

（92607A）

紅友会展（第13回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423f144＞
　『紅友』　第13回　三友会編　京都　芸艸

・堂　大15．7、1冊　22×30cm　和装

（92607B）

全国着尺図案大会

　　　　　　　　　　　　　〈423－226＞
　『全国着尺図案大会図録』　日本織物新聞
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・　’へt9．・　’A中t　　’Sttt」」

　席画　京都　松吉弥三郎　大15．7　1冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
　21×30cm’和装

　　　　　1（92607C）’

中央図案協会展覧会（第23回）．

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞
　’『創作図案』　第18　中央図案協会編　京・

　都芸三三大15．7　1冊26cm和
　装

（92607D）

美奈見隠展（第6回目着尺百展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　＜423－145＞．

　『図案美奈三会』第6回　鬼頭梅覚編
　京都　芸艸堂　大15．7・1冊（図版）26

　cm　和装

，（92608）

三友三三（第1’4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『画然』　第14回　紅友三編　京都　芸艸
　堂　大15．8　1冊　22×30cm　和装一

（92608A）、

図案向上会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　＜419－164＞

　『図案向上会』　4　鬼頭梅覚，山本碧水

　編　京都　芸艸堂　大15．8　1冊　22×

　30cm　和装
　・第4回　向上腫大展覧会

（92609）

落合図案会展（第13回）

　　　　　　　　　　　　　　＜416－16＞　－

　『落合図案』　第13回　落合万三編　京都

　．芸三三　大15，9　・1冊　26cm

（92611）

春三会農覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　＜203－106＞

鷹11、㌦艦触。嚢都・芸9申堂

　（921612）　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　一　『

衣裳調和会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－203＞

　『衣裳調和会』第5回　衣裳調和三三

整芸1瞠大’1’13珊22×30

（92612A）

大阪図案家協会図案展覧会
　　　　　　　　　　　　　〈423－250＞

　『図案展覧会作品集』創立一週年記念

　大阪図案家協会編京都芸二三　大
　15．12　1冊（図版）22×30cm和装

（92612B）

旭枝会展覧会（第7．回）

　　　　　　　　　　　　　　〈113－156＞

　『旭区』　第7回　旭二会編　京都　芸艸

　堂　大15．12　1冊（図版）26cm　和装

（92612C）

慶長風俗展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈175－87＞

　『慶長風俗展覧会図録』高畠勝三編松

・屋呉服店’昭1ill　55P　27cm干隈

（92612D）

紅友会展（第15回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『紅友』　第15回　一義会編　京都・，芸艸

　堂　大15．12’1冊　26cm　和郎

（92612E）

中央図案協会展二会（第24回！42ひ48＞．

　『創作図案』　第19　中央図案協会編　京

　都芸艸堂　大15．12　1冊26cm和
　装

（92701）　，

落合図案会展（第14回）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞

　』『落合図案』第14回　落合万水回，京都

　芸艸堂　昭2，1　1冊　26cm　和装

（92702）

紅友会展（第16回）
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　　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『幹回』　第16回　木村藍三編　京都　本

　田金之助　昭2．2　1冊　23×31cm　和

　装

（92703）

三彩会．展、

　　　　　　　　　　　　　　〈147－265＞

　『三彩会』　図案三彩三編　京都　内田美

　術書難　昭2．3　1冊　26cm　和装

（g2703A）

膏錦会展覧会（第7回）

　　　　　　　　　　　　　　〈203－106＞

　『春錦』第7　三三三編　京都　芸三三

　昭2．3　1冊31cm和装

（92703B）

白星会展覧会

　　　　　　　　　　　　　　〈419－96＞

　r白星』　拾週年記念展覧会　第14集　e

　星会議京都芸三三　昭2．3図版51

　枚22×30cm和装
　・白星図案会、

（92704）

中央図案協会展覧会（第25回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－48＞

　『創作図案』第20　中央図案協会編　芸

　艸堂、昭2．446枚　26cm

（92705）’

津むじ会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　、〈特258－28＝【〉

　『つむじ会作品集』　第3回　つむじ三編

　京都　内田美術書犀　昭2．5　1冊（回付

　なし）　29cm　和装

（92706）

紅摩会展（第17回）

　　　　　　　　　　　　　　〈423－144＞

　『影回』　第17回　木村藍三編　京都　本

　田金之助　昭2．6　1冊　22×30cm　和
・栄・

（92707）

落合図案会展（第朽網）

　　　　　　　　　　　　　　〈416－16＞

　『落合図案』第15回　落合万水毒　京都

躍増昭2・7 X26・tn禾咲．

（92707A）．

黒潮三三（第1回）

　　　　　　　　　　　　　＜562－104＞
　『黒潮社図案集』　第一三農作品　図案黒

　潮三編　京都　内田美術書三三2．7

　1冊　27cm

（92707B）　』

三三友田区陳列会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　＜417－29＞

　『絹吊友仙区陳列会出品図録』　第3回

　京都染物同業組合絹畠友仙三編　京都
　　　　　　　　　　　　　　　　ご　芸艸堂昭2．7　1冊（図版）22×30cm

　和装

（92707C）

双水美術協会展覧会（第6回）』

　　　　　　　　　　　　　＜203－151＞
　『三水美術展覧会作品集』　第6回　三水

　美術協会編　京都　芸艸堂　昭2．7・1

　冊（図版）32cm和装

（92708）

変木三三（第1伺）

　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞

　『変木会』　〔第1回〕変木会編　京都

　内田美術書騨’昭2．8　1冊　3Qcm　和
　装

（92710）

染織逸品会（第11N）

　　　　　　　　　　　　　　＜417－43＞

　『染織逸品会図録』　第1回　丸紅商店京

　都支店編　京都　芸三三　昭2．10図版

　55枚　25×37cm　和装

　・「序」　向井寛三郎（京都高等工芸学校教

　授）

第2回からは馬脚術鵬会（三三）

一lgg　L



（92711）

春慶会展覧会（第8回）．

　　　　　　　　　　　　　〈203－106＞

　『春錦』第8　春錦三編　京都　芸三三

　昭2．11　1冊31cm和装　、”．

（92711A）

松美会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　＜特261－361＞’

　『松美会図録』松美会編　京都　内田美

　術書犀昭2．11　1冊（回付なし）26
　’cm　和装

（92711B）

図案家協会展覧会（第3回）、

　　　　　　　　　　　　　＜423－296＞
』『図案家協会作品集』「第3回　図案家協

　会津京都芸三三昭2．111冊
　22×30cm　和装

（92801）　t

三舞友仙区陳列会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈417－29＞　’

　『絹産血仙区陳列会出品図録』　第4回・

　京都染物同業組合絹三友仙三編　京都、

　芸艸堂　昭3．1　1冊22×30cm　和装

（92801A）

津むじ会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　．　〈L183－553＞

　『着尺展』　第4　つむ．じ遊船　京都　内

　田美術三三　昭3．1　1冊（頁付なし）

　27cm　和装

（92801B）

変木会展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　．＜203－180＞

　『変木会』　第2回　変木三編　京都　内

　田美術三三　昭3．1　1冊　30cm・和装

（92803）

松美会展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞

　『松美会図録』　第2回　松美三編　京都

　内田美術書騨　昭3．3　1冊　29cm　和

　装

　・帯皮と着尺

（92804）　i

雪養老展覧会1
　　　　　　　　　　　　　　〈576－48＞
　『雪三三展覧会作品集』　山本雪三編tt京

　都　芸三口　昭3．4　図版87枚　29cm

（92804A）

五三三国貞百選画展覧会
　　　　　　　　　　　　　　〈176－53＞
　『国貞風俗百選画集』’歌川国貞画　牛山

　三編　画報社　昭3．4　1冊（回付なし）

　31cm　和装
　・主催，会場提供　荒井清七

（92805）

愛知県工芸品展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈特222－28＞

　『愛知県工芸品展覧会図録』第5回　名
’古屋　愛知県商品陳列所出品協会　昭3．

　5」1冊（頁息なし）23cm
　・おもに図版，目録あり

（92805A）

京都図案会展（第82回）

　　　　　　　　　　　　　　〈83－369＞

　『〔京都図案会〕新作図案』　第82回　京都

　図案新編　京都．芸艸堂　昭3．5　1冊

　（図版）22×30cm　和装

（92807）

大阪図案家協会図案展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－250＞

　『大阪図案家協会図案展覧会作品集』　第

　3回　大阪図案家協会編　京都　筆艸堂

　昭3。7　1冊22×30cm和装噛

（92807A）

松美会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　＜176－50＞
　『松美会図録』　第3回　松美三編　京都

　内田美術書犀　昭3。7　1冊・2gρ璽．禾1

　装
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　・秋向着尺

（92807B）　，

図案家協会展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－296＞
　『図案家協会作品集』　第4回　tt図案家協

　会編京都芸艸堂昭3．7　1冊・26
　cm　和装

（92808）

聚秀会展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－127＞

　『全強』第6巻見醒会編京都芸艸
　堂昭3．8　1冊31cm和装

（92810）

国際図案協会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　＜ヘニー65＞
　『国際図案協会展観図録』　第1回　国際

　図案協会編　京都　内田美術書犀　昭3．
’10　1帖　27cm「和装

　題簸ニハ「国際図案三図金剥トアリ

（92810A）　・

未成会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会〔図案集〕』　第1回　未成会編

　京都　内田美術三三　昭3．10　1冊　29

　cm　和装
　・着尺図録

（92811）

三農友仙区陳列会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈417－29＞
　『絹吊友仙区陳列会出品図録』　第5回

　京都染物同業組合絹三友仙区編　京都

　芸三三昭3．111冊22×30cm和
　装

、・ ｦ盟友仙区主催　御大典紀念京染友仙

寧伝競技大会

（92811A）

未歳会展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈176二64＞
　『未成会〔図案集〕』　第2回　未成三編

　京都　内田美術書騨：昭3．11　1冊　29

　cm　和装　　　　　’

　・春乃帯皮

（92812）

大阪図案家協会図案展覧会（第4回）『

　　　　　　　　　　　　　＜423－250＞
　『大阪図案家協会図案展覧会作品集』　第

　4回　大阪図案家協会編　京都　芸艸堂

　昭3．12　1冊23×30cm和装

（92812A）

松美会展（第4回）　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞

　『松美会図録』　第4回　松美会編　京都

　内田美術書犀昭3．12　1冊29cm
　和装

　・春向帯側

（92812B）

図案家協会展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－296＞
　『図案家協会作品集』　第5回　図案家郷

　三編京都芸三三、昭3．121冊
　23×31cm　和装

（92812C）　’

変木会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞
　『変木会』　第3回　変木会編　京都　内『

　田美術書騨　昭3．12　1冊　30cm和
　装

（92901）噛

未成会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会〔図案集〕』　第3回　未成会編

　京都　内田美術書展　昭4ユ　1’冊　Zg

　cm　和装
　・春向着尺

（92903）

KT会展
　　　　　　　　　　　　　く203－161＞
’『KT会作品集』　昭和4年3月，田中吉
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　之介編京都内田美術書騨昭4．3　　　編京都宮野鳳珠会昭4．6図版25
　1冊23×30cm　　’　　　　　　　　　枚34cm
　・KT会展図録　　　　　　　、　　　　　　　　・写真貼り込み

（92903A）　一　‘　”　（92906C）
染織美術展覧会（第4回）　　　　　　　三水美術協会展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞　，　〈203－151＞
　『染織美術展覧会図録』’第4回　丸紅商　　　　　『双水美術展覧会作品集』　第8回　双水

　店京都支店編　京都1芸艸堂、昭4．3　　　　美術協会編　京都　芸三三　昭4．6　’1

　1冊（回付なし）26×36cm和装　　　　　　冊（図版）32cm和装

（92903B）　（92906D）中華民国教育部美術展覧会　　　　　　　未成画展（第5回）
　　　　　　　　　　　　　〈576－142≧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜176－64＞

　『中華民国教育部美術展覧会日本出品画　　　　　『未成会〔図案集〕』　第5画　未成会編

　冊』　中華民国教育部美術展覧会出品協　　　　京都　内郭美術書騨　昭4・6　1冊　29

　三三4．3』1冊27cm和装　　　　　　．　cm和装
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・秋向羽二重；下着子供服
（92903C）

未三会展（第4回）　　　　　　　　　　　（92907）

　　　　　　　　　　　　　　＜176－64＞　　回忌友仙区陳列会（第6回）

　『未成会〔図案集〕』第4回　未成三編　　　　　　　　　　　　　　　　〈417－29＞

　京都　、内田美術書騨，昭4．3’1冊　29　　　　『絹畠友禅区出品図録』、第6回　京都染

　cm　和装　　　　　　　　　　　　　　　　　　物同業組合絹三友仙三編　京都　芸艸掌

　・夏向着尺　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭4．7　図版76枚　22×30cm　和装

（92906）　一　（92907A）大阪図案家協会図案展覧会（第’ T回）　　三草切展
　　　　　　　　　　　　　く423－250＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈155：88＞

　『大阪図案家協会図案展覧会作品集』　第　　　　『三乱坐集』愚草会編　京都内田美術

　5回　大阪図案家協会編　京都　芸艸堂　　　　書騨　昭4．7　1冊　23×30cm’和装
　昭4。6　1冊　22×30cm　和装　　　　　　　　・三草会同人：．田中吉之介，　r中村六之介，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田百助
（92906A）

、松美三三（第5回）　　　　　　　　　　（92908）
　　　　　　　　　　　　　　＜176－50＞　　　京都毛曲論図案聯盟展’

　『松美会図録』　第ら回　松美会編　京都　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＜216：35＞

　内田美術書窓　昭4．6　ゴ帖　27cm　和　　　　　『京都養鰻」論図案聯盟展観図録∫　京都毛

　装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三論図案家聯盟編』京都　内田美術書騨：

　・秋向羽二重友仙　　　　　　　　　　　　　　昭4．8　1冊（踏付なし）28cm　和装

（92906B）　・　（92908A）三文会展覧会（第1回）　　　　　　　　　各上童南記念展覧会1

　　　　　　　　　　　　　　〈420－99＞　〈141－233＞
　『精鋭会展覧会画集』　第1回’清水真輔　　　　　『故谷上広南記念展覧会作品集』一京都

　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　－202一



　芸艸堂　昭4．8　1冊（耳付なし）26cm

　和装

　・谷上広南は図案家

（92908B）

未成判子（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会〔図案集〕』　〔第6回〕未成翠竹

　京都　内田美術書写：昭4．8　1冊　29

　cm　和装

（92911）

未成三三（第7回）
　　　　　　　　　　　　　〈176二64＞

　『未成会図録』　第7回t’未成畔編　京都

　内田美術書騨　昭4．11　1冊．29cm
　和装

　・新春着尺

（92911A）

三選会展
　　　　　　　　　　　　　く411－79＞

　『柳選』柳選平編　京都　芸四壁　昭4．

　・11　1冊25×36cm和装
　・写真貼り込み・

（92912）

三隅会解（第1回）

　　　　　　　　　　　　　＜83－467＞

　『晃麗会〔図案集〕』　第1回　晃麗会編

　京都芸艸三吟4．12図版35枚，29

　cm

（92912A）

松美三二（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞
　、『松美会図録』　第6回，松美会編　京都

　内田美術書刑訴4．12　1冊29cm
　和装
　・帯側三色調図案展

（92912B）

図案家協会展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－296＞

　『図案家協会作品集』　第6，回　図案家門』

会編京都三三1召4・・2珊2¢
　cm　和装
　・表紙の書名：春の図案

（93001）　．

四望駅戸（第1回）
　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞
　『農三会図録』．’〔第1回〕　三三細編．京．

　都　内田美術書騨　昭5．1　1冊　29cm

　和装

（93001A）

未成会展（第8何）

　　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞

　『未成会着尺図録』　第8回　未成会編

　京都　内田美術三三　昭5．1　1冊　29

　cm
　・新春着尺

（93003）．

染織美術展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞

　『染織美術展覧会図録』　第6回　丸紅商’

　店京都支店編京都芸艸堂昭5．3
　1冊26×36cm和装
　・新興日本模様

（93003A）

未成三三（第9回）

　　　　　　　　　　　　　．〈176－64＞

　『未成会着尺図録』　第9回　未成会編

　京都　内田美術書騨　昭5．3　1冊　29

　cm
　興国着尺

（g3004）　．，

』桂友同机会展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　＜155－86＞

　『三友同三会』　第1集　三友同理会編

　京都－芸筒口昭5．4　1冊31cm和
　装

（g3004A）

三附会展
　　　　　　　　　　・　，　一〈155－8．8＞　，
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’r三草図剰三草畔編京都内畦畔、

　書騨昭5．4　1冊29cm和装、

（93004B）

松美会展（第7回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞
　『松美会図録』　第7回　松美会編　京都
＼内田美術書騨：昭5，4　1冊　22×130cm

　和装

　・帯と着尺

（93006）　・　，
大阪図案家協会図案展覧会（第7回）

　　　　　　　　　　　　　〈423－250＞
　『大阪図案家協会図案展覧会作品集』　第

　7回　大阪図案家協会編　京都　琴平堂

　昭5．6　1冊22×30cm和装

（93006A）

松美三三（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞
　『松美会図録』　第8回　松美会編　京都

　内田美術書肺　昭5．6　1冊’27cm　和
　装

　・回向羽二重友納

（93006B）

未成三三（第10回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞’

　『未成会着尺図録』　第10回　未成開発

　京都　内田美術書騨：昭5．6　1冊　29

　cm　一　．　　，　・秋向着尺

（93007）　’　，

三友同罪町回（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞
　『俳友同机会』　第2集　桂友同御会編

　京都、芸鞘堂　昭5．7　1冊層31cm　和

　装

（93007A）　．

絹三友仙区陳列会（第7回）

　　　　　　　　　　一　．　〈417＝29＞

　『絹吊友禅区陳列会出品図録』　第7回

　京都染物同業組合絹三友仙区編　京都

芸蝉騒5・71冊22×30・1「’三筆

’　（93007B）

聚秀会展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－127＞

　『聚秀』　第8巻　聚領会編　京都　芸艸

　聖遷5．71冊31cm和装

（93007C）

変木会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　＜203－180＞
　『変木会図録』　第4回　変木会編　京都

　内田美術町回　昭5．7　1冊　30cm　和

　装

（93008）

KT三三（第12回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－161＞

　『KT会作品集』第12田中吉渚三編
　京都　内田美術書三三5．8　1冊
　23　×　30cm

　・秋着尺図案集’

（93008A）

津むじ会展（第7回）

　八三倶楽部

　　　　　　　　　　　　　〈162－113＞
　『津むじ会』　第7回　津：むじ三編　京都

　内田美術書緯　昭5．8　1冊　29cn｝和

　装
一■ H着尺展

（93009）

染織美術展覧会（第7回）

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞
　『三三美術展覧会図録』　第7回　丸紅商

　店京都支店編京都芸艸町回5．9
　1冊26×36cm和装
　・近代国色模様

（930’　10）

浮世絵版画展覧会
　帝国美術院付属美術研究所tt
　　　　　　　　　　　　　〈604－2s’b＞
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　『三原繁吉三蔵浮世絵版画展覧会目録』

　帝国美術院附属美術研究所編　岩波書店

　昭5．1018p『図版20枚　23cm

（93011）

桂友同乱丁展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『桂友同机会』第3集　桂友同机三編

　京都芸三三昭5．11　1冊31cm
　和装

（93011A）　．

松美会展（第9回）

　　e　・　〈176－50＞
　『松美会図録』　第9回　松美三編　京都

　内田美術書蜂昭5ユ1　1冊29cm
　和装

　・春の帯側展

（93011B）

変木会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞

　『変木会図録』　第5回　変木会編　京都

　内田美術書三三5．11　1冊30cm
　和装

（93011C）

未成会展（第11回）

　　　　　　　　　　　　　　＜176－64＞

　『未成会着尺図録』第11回目未成会編
京都　内田美術書騨　昭5．11　1冊　29

　cm
　・新春向着尺

（930！2）

大阪図案家協会図案展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　＜423－250＞
　『軽挙図案家協会図案展覧会作品集』　第

　8回　大阪図案家協会編．：京都　芸艸堂

　昭5．12　1冊22×30cm和装

（93012A）

着尺展（第1回）

　菊水

　　　　　　　　　　　　　く237－380＞

『着尺図案集』第1側　中村六之介，梅

原三三著　京都　内田美術書騨　昭5．12

1冊（頁付なし）29cm和装
・春向着尺図録

（93012B）

未成三三（第12回）

　　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞

　『未成会着尺図録』第12回　未成三編

　京都　内田美術三三　昭5．12tt　1冊　29

　cm　，

　・春向着尺

（93101）

KT三三（第13回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－161＞

　『KT会作品集』第13　田中吉之介編

　京都　内田美術書難　昭6．1．1冊　29

　cm

（93101A）

三障友導爆陳列会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　〈417－29＞，

　『京絹吊友傷区出品図録』　第8回　京都

　染物同業組合絹三友仙区編　京都　内田

　美術三三　昭6．1　図版74枚　30cm　和

　装

（93101B）

農三会展（第2回）

　『農虹会図録』　第2回

　内田美術書蝉　昭6．1

　装

，・ t着三三

　　　〈216－47＞

三三三編京都

1冊29cm和

、（93ユ02）

服装図案展

　　　　　　　　　　　　く特261－117＞

　『服装図案展』　中村六之三編，京都　内

　田美術書三三6．2　1冊（頁：付なし）

　30cm　和装
　・春の服装図案
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（93103）

KT会展（第14回）’t

　　　　　　　　　　　　　〈203－161＞

　『KT会作品集』第14田中吉之介編
　京都　内田美術三三　昭6．3　1冊　29

　cm

（93103A）　“

松美会展（第10回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞

　『松美会図録』　第10回　松美全編　京都

　内田美術書騨：昭6．3　1冊　22×30cm

　和装

　：帯ときじゃぐ

（93103B）

未成会展（第13回）’

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞

　『未成会着尺図録』第13回　即成会編

　京都　内田美術三三　昭6．3　1冊　29

　cm
　・夏向着尺図録

（93104）

桂友同机三三（第一4回）

　　　　　　　　　　　　　＜155－86＞

　『楽友同黒石』第4集　四三同机会編

　京都　芸三三　昭6．4『1冊　31cm、和

　装

（93104A）

三草会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈155－88＞
　『三草図集』　第5回　三出会編『京都

　内田美術書騨　昭6．4　1冊　29cm　和

　装

　・図案展

（93104B）

染織鍼術二三会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈412TIO3＞
　『染織美術展覧会図録』　第8回　丸紅商

　店京都支店編京都芸艸堂昭6．4
　1冊26×36cm和装
　・均整国華模様

（93104C）

津むじ会展（第8回）』

　　　　　　　　　　　　　〈162－113＞

　『津むじ会』　第8回転津むじ三編　京都

　内田美術書ge　・昭6．4　，1冊　29cm　和

　装

　・図案展

（93105）

松美会展（第11回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞
　『松美会図録』　第11回　松美三編　京都’

　内田美術書賃’2冊　和装
　内容：「秋三友仙」昭6．5’2S6m，「帯と

　きじゃく」　日召6．11　22×30cm

（93105A）

福田翠光展
　　　　　　　　　　　　〈特277－202＞

　『翠光作品集』福田翠光〔画〕京都芸

、三三昭6・5図版26穆28c貯秩入．

（93106）

桂友同三会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞，

　『野冊滑跡会』　第5集　桂友同割会編

　京都’芸艸堂　昭6．6　1冊「31cm和

　装

（93106A）

未成会展（第14回）

　　　　　　　　　　　　　＜176－64＞

　『未成会着尺図録』　第14回　未成三編

　京都　内田美術書騨　昭6．6　1冊、29

　cm
　・秋向着尺図録丁

（93107）　’

KL「会展（第15回）．

　　　　　　　　　　　　　〈203－161＞

　『KT会作品集』第15　田中吉之介編
　京都　内田美術書騨　昭6．7　1冊　29

　cm
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（93107A）

三尊会展（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－88＞
　『三三：会』　第6　三三三編　京都　内田

　美術三三　昭6．7’1冊　28cm　和装

　・秋冬着尺図録

（93107，B）

’聚秀会展覧会（第9回）

　　　　　　　　　　　　　＜203－127＞

　『聚秀』第9巻三三三編京都芸艸
　堂　　日召6．7，　1冊　　31cm　　不口許

（93107C）

農駐会展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞

　『農虹会図録』　第3回　三三三編　京都

　内田美術迂回　昭6．7　1冊　29cm　和

　装
　・秋冬着尺展’

　　t
（93108）

大槻孝二研究作品展
　大腿会館

　　　　　　　　　　　　〈特258－712＞
　鰍』服飾図案展覧三三大槻孝二編

襟回今回真鋤版三三6；8．1冊
　（頁付なし）　28cm　和装、

（93108A）

絢町会犀磯回）「

　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞
　『絢三会作品集』　第11回　旧染三編’京

　都　芸艸堂　昭618　1冊　31cm　和装

（93111）

桂善導机会展（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『三友同机会』第6集　三友三三三編

　京都芸園堂昭6．11　1冊31cm
　和装

（93111A）

三草孝悌（第7回）
　　　　　　　　　　　　　　〈155－88〉
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　r三三会図録』第7　三三三編　三三

　内記美術書三三6．1．1、1冊28cm
　和装

　・新春着尺図録

（93111B）

青年図案人聯盟展覧会（第1回）

　京都市公会堂

　　　　　　　　　　　　　〈215－123＞
　『青年図案人聯盟展覧会図録』　第〔1〕

　青年図案人聯盟編　京都内田美術三三

　昭6．11　1冊（図版）29cm和装

（93111C）

染織美術展覧会（第9回）’

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞
　『染織美翁展覧会図録』　第9国　丸紅商

　店京都支店編　京都芸三三　昭6．11

　1冊26×36cm和装
　・国転調

（93111D）

黒質鞍骨

　　　　　　　　　　　　　　〈616－4＞

1璽1，灘三三芸艸三日召

　．・背文字は「叢晃社展図録　春帯皮」

一（93111E）

未成三三（第15回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会着尺図録』第15回　未成三編

　京都　内田美術書騨　昭6．11　1冊．29

　cm’

　・新春着尺図録

（93112）

敗会展御r）　＜2、6．47＞

r翻套三三三跡舗京都
　内田美術書騨　昭6、12　1冊　29cm
　和装

　・春野着尺展

　　　　　　　　　　　／



’（93112A）

未成三三（第16画）

　　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞

　『未成会着尺図録』第16回　未成会編

　京都　内田美術三三　昭6．12　1冊　29

　cm
　・春向着尺図録

（93201）

・三蹟三三（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－88＞

　『三当会図録』　第8　三草会編　京都

　内田美術三三　昭7．1　1冊　28cm　和

　装
　・春野着尺図録

（93201A）一　’
津むじ会読（第9回）

　　　　　　　　　　　　　　＜162－113＞

　『掴むじ会』着尺図録　第9回　津むじ

　会編　京都　内田美術三三　昭7．1　1

　冊（：貸付なし）29cm和装

（93202）

西欧工芸展覧会
　自木屋

　　　　　　　　　　　　　　〈617－66＞
　『西欧遊芸展覧会目録』石丸重治著・白

　木屋　昭7．2　9，22p　図版37枚　23cm

（93203）

松美三三（第12回）

　　　　　　　　　　　　　．　〈176－50＞
　『松美会図録』　第12回　松美会編　京都

　内田美術書騨　昭7．3　1冊　28cm　和

　装
　・夏の三三意匠

（93203A）

未成会展（第17回）

　　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会着尺図録』　第17回　未成会編

　京都　内田美術書犀　昭7．3　1冊　29

　cm　一・．
　・・夏向着尺図録　　　　　　　　一

　　t

（93204）

西友三三傘展（第7回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『桂友同罪会』　第7集　桂三物机会編

　京都芸三三　昭7．4　1，冊31cm　和

　装

（93204A）

染織美術展覧会（第10回）

　　　　　　　　　　　　　〈412LIO3＞
　『染織美術展覧会図録』　第10回　丸紅商

　店京都支店編京都芸野饗昭7．4
　1冊26×36cm和装一
　・新御国調

（93204B）

服飾調和展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈426－19＞

　『服飾調和展』第2輯柏寿園編京都
　芸艸堂出版部　昭7，4　1冊　24×33cm

　和装

（93206）

松美三三（第13回）

　　　　　　　　　　　　　　＜176－50＞

　『松美会図録』　第13回　松美会編　京都

　内田美術書軸　昭7．6　1冊　28cm　和

　装
・岸向図案

（93206A）

農虹会展（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞

　『農虹会図録』　第5回　農虹会編　京都

　内田美術書騨　昭7．6　1冊　29cm　和

　装

　・秋冬向着尺展

（93206B）

未成三三（第18回）

　　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞

　『未成会着尺図録』第18回　未成会編

　京都　内田美術書犀　昭7．6　1冊　29

　cm
　・秋冬向着尺図録
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（93208）

絢染会展（第12回）’

　　　　　　　　　　　　　〈203－105＞
　『絢染会作品集』　第12、回　絢三会編　京

　都芸当皇威7．8．1冊31cm，和装

（93209）

染織美術展覧会（第11回）

　　　　　　　　　　　　　〈412－103＞
　『染総美術展覧会図録』　第11回　丸紅商

　店京都支店編京都芸艸堂昭7．9

　1冊36cm和装
　・国香模様

（93210）

服飾調和展（第3回）

　芳春院

　　　　　　　　　　　　　〈426－19＞　，

　『服飾調和展』　第3輯　三寿細編　京都

　暮雨堂出版部昭7．101冊24x33
　cm　和装

’（93211）

三友同三会展（第8回）

　　　　　　　　　　　　　〈155T86＞
　『論蔵同机会』第8集　桂瀬同素会編

　京都芸艸堂暗7．111冊26cm
、和装

（93211A）

松美会展（第14回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－50＞
　『松美会図録』　第14回．松美三編’京都

　内田美術知識　昭7。11　1冊22×30

　cm　和装
　・春乃帯

（93211B）

未成前回（第19回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会着尺図録』．第19回　未成会誌

　京都　内田美術書騨　昭7．11　1’冊　29

　cm
　・新春向着尺図録

　　　　　　　　　　　　　　　“ACtAt－v）弘＝t．■一．鱒嘱、宝．．：tt

　（93212）

・農虹会展（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞

　　『農二会図録』　第6回　農三会編　京都

　　内田美術書三三7．12　1冊29cm
　　和装
　　・春雲着尺展

　（93212A）

　未成幽暗（第20回）

　　　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞

　　『未成会着尺図録』　第20回　未成三編

　　京都　内田美術三三　昭7．12　1冊．29

　　　　
　　・荊駅図録

　，（932＊）

　全日本更生工葺展覧会
ト　白木屋

　　　　　　　　　　　　　　＜617－141＞
　　『全日本更生工芸展覧会目録』　白木’屋

　　昭7　25p　図版33枚　20cm，
　　・奥付なし

　　（93301）’

三三展（第三）

　　　　　　　　　　　　　　　〈155－88＞

　　『三草蔭図録』　第9　三草会編　京都

　　内田美術三三　昭8．1　1冊　28cm　和

’　　装

　　・春着尺図録

　　（93302）

　三雲会展（第10回）　’
　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈15S－88＞

　　『三密会図録』　第10三三会編　京都

　　内田美術三三　昭8．2　1冊　28cm　和

　　装
　　・夏着尺図録

　　（93303）

　松美会展（第15回）

　　　　　　　　　　　　　　　＜176－50＞

　　『松美会図録』　第15回　松美会編　京都

　　内田美術三三　昭8．3　1冊　22×30cm
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．和装

・帯ときも乃

『桂台』　第1　桂裳会心　京都　芸艸堂

昭8．6　1冊25×37cm和装

　（93303A）

　農虹会読（第7回），

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞
　　『農衆会図録』　第7回　農虹会話『京都

　　内田美術書下　昭8．3　1冊　29cm　和

　　装

　　・夏向着尺展
ノ

（93306A）

三三会展（第12回）

　　　　　　　　　　　　　〈155－88＞
　『三草会図録』　第12　三草会編．t京都

　内田美術書証　昭8．6　’1冊　28cm　和

　装

　・秋着尺図録

（93303B）

服飾調和展（第4回）

　南禅寺

　　　　　　　　　　　　　〈426－19＞
　『服飾調和展』’第4輯柏寿園編京都

　芸二二出版部昭8．3　ユ冊24×33cm
　和装

（93303C）　．

未成会展（第21回）

　　　　　　　　　　　　　〈176－64＞
　『未成会着尺図録』口証21回　未成会編

　京都　内田美術書騨　昭8．3　1冊　29

　cm
　・夏向着尺図録

（93305）

三草肥展（第11回）

　　　　　　　　　　　　　〈155－88＞
　『三附会図録』　第11　三草丁丁　京都

　内田美術書騨　昭8．5　1冊　28cm　和
　装　　、

　・秋着尺図録

（93305A）

三十苑展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈234－121＞
　『二十二』　第1　二十三編　京都　内田

　美術書騨　昭8．5　1冊（図版）　29cm

　・松美会が解体し凡十三に．

（93306）

桂裳会展
〈430－8＞

（93306B）

未成会展（第22回）

『未成会着尺図録』　第22回

京都　内田美術書騨：昭8．6

cm
・秋向着尺図録

〈176－64＞

未成三編

1冊　29

（93307）　’

三十苑展（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈234－121＞
　『凡十苑』　第2回　凡手富盛　京都　内

　田美術書隷　昭8．7　1冊（図版）　29cm

　・秋冬向着尺図録

（93310）

柳交会展

　　　　　　　　　　　　　．〈300－65＞

　『柳交』第1　柳交会編　京都　芸艸堂

　出版部昭8’．　10　1冊25×36crh和
　装

　・東京染

（93311）

服飾調和犀（第5回）

　　　　　　　　　　　　　〈426－19＞
　『服飾調和展』　第5輯　柏寿園編　京都

　千曳堂出版部　昭8．11　1冊24×33
　cm　和装

（93311A）

三十三展（第3回）

　　　　　　　　　　　　　＜234－121＞

　『凡十苑』．第3回　虚血苑編京都．内
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　田美術書犀　昭8．11　1冊　．25×31cm

　・春帯

（93311B）

未成会展（第23回）　　　　　「、

　　　　　　　　　　　　　　〈17’6－64＞

　『未成会着尺図録』第23回　未成三編

　京都　内田美御書犀　昭8．11．－1冊　29

　cm

（93312）

農虹会展（第9向）

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞
　　　メ
　『拳拳会図録』　第9回　三三三編　京都

　内田美術書三三8．12　1冊29cm
　和装

　・春向着尺展

（933i2A）tt

凡十苑展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　〈234－121＞

　『凡十界』　第4回　三十三編　京都　内

　田美術書騨　昭8．12　1冊　29cm
　・春向着尺．

（93401）

三草会展（第13回）

　　　　　　　　　　　　　’〈！55－88＞

　『三草会図録』　第13　三三会編　京都

　内田美術三三　昭9．1　1冊　28cm　和

　装
　・春着尺図録

（93402）

変木会展（第19回）

　　　　　　　　　　　　　・〈203－180＞

　『変木会図録』　第ig甲　変木三編　京都

　内田美術書犀・昭9．2　1冊　30cm　和

　装

（93405＞

橋本関雪画伯展覧会
　　　　　　　　　　　　　〈425－115＞

『橋本回雪画伯三会図録』聯芸艸
　堂　昭9．5　図版15枚　38ごm　和装

（93406）

桂附会展
　　　　　　　　　　　　　　〈430－8＞

　『桂裳』　第2』三三三編　京都　芸三三

　昭9．6　1冊25×37cm和装1

（93406A）　．

変木会展（第20回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞

　『変木会図録』　第20回　変木三編　京都

　内田美術書騨　昭9．6　1冊　30bm　和

　装’

（93406B）

大師会

　　　　　　　　　　　　　〈425－119＞

，『大師会記念図録』土橋嘉兵衛編　大師

　会　昭9．6　図版8枚　38cm　和装

　・弘法大師千百年遠忌月光殿陳列記念図

　録

（93407）

嘗胆会展（第10回）　．　　㌧

　　　　　　　　　　　　　　＜216－47＞

　『農三会図録』　第10回　三三三編　京都

　内田美術三三　昭9．7　・1冊　29cm　和

　装’

　・秋冬向着尺展

（93407A）

六草会展（第2回）・

　　　　　　　　　　　　　＜216－168＞
　『六草会作品集』　第2回　六三三編　京

　都　芸艸堂　昭9．7　1冊　31cm　和装’

（93408）

福田翠光個人展二会
　京都

　　　　　　　　　　　　　　〈300－1＞

　『翠光作品図録』福田翠光画　大丸京都．

　美術新編　京都　芸艸堂　昭9．8　1冊

　37cm　和装

（93410）

国際写真サロン（第7回）

一211一



東京／大阪

　　　　　　　　　　　　　　く671－74＞

．r世界写真傑作集』　アサヒカメラ臨時増

　刊　朝日新聞社　自召9．1023p　函版69

　枚26cm’（国際写真サvン三三7
　．回）

（93410A）

染織名融展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　〈300－25＞　・

　『染織名品展覧会図録』　第2　丸紅商店

　京都支店編　京都・芸三三　昭9．10　1

　冊35cm和装

（93410B）

服飾調和展（第7回）

　　　　　　　　　　　　　　．〈426－1・9＞

　『服飾調和展』　第7輯　三寿三編　京都

　芸経堂出版部昭9．10　1冊24×33
　cm　和装

（93410C）

変木会展（第21回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞

　『変木会図録』　第21回　変木三編　京都

　内田美術書犀昭9．10　1冊30cm
　和装

（93411）

変木会展（第22回）

　　　　　　　　　　　　　＜203－180＞

　『変木会図録』　第22回　変木会編　京都

　内田美術書騨昭9．11、1冊30cm
　和装 　　　　　e

（93412）

農虹会展（第11回）

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞

　『農三会図録』第11回　三三三編　京都

　内田美術書三三9．12　1冊』29cm
　和装

　・動向着尺展

（93501）

丹青会図案展覧会

　　　　　　　　　　　　　　〈301－27＞　一

　『丹青会図録』　第L　京都　内田美術書

　騨昭10．1　1冊29cm和装
　・回向着尺三三展観

（93502）

桂友同机会展（第14回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『三友同三会』　第14集　三友同机高砂

　京都芸設置昭10．21冊31cm
　和装

（93502A）

大更展
　　　　　　　　　　　　　　〈301－36＞

　『大更展』松井三編　京都　内田美術書

　緯　昭10．2　1帖　30cm　和装

　’同人：田村三芳・高山実・松井寛・木崎．

　三次

（93502B）

変木会展（第23回）

　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞
　『変木会図録』「第23回　変木三編　京都

　内田美術書三三10．2．1冊30cm
　和装

（93503）

服飾調和展て第8回）

　　　　　　　　　　　　　　＜426－19＞

　『服飾調和展』　第8輯　三寿三編．京都

　芸艸堂出版部・昭10．3　1冊24×33
　cm　和装

（93505）　・

三十羅漢（第9回）

　　　　　　　　　　　　　〈234－121＞

　『三十三』第9回三十苑編京都松
・吉弥三郎昭10．5』1・冊（図版）29cm

　和装

　・回向一ツ三四ツ三友僻

（93505A）

柳交会展
　　　　　t’　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ30σ二65＞
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　『柳交』第2　柳交会編　京都　芸一堂

　出版部　昭10。5，1冊　36cm　和装

（93506）　’

KT会展
　　　　　　　　　　　　　〈203－161＞

　『KT会作品集』第16田中吉之介編
　京都　内田美術書記　昭10．6　1冊　29

　cm
　・徳田忠四郎修業記念　大図同人後援

　KT会展

（g3so6A）

農虹会展（第12回）

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞
　『三三二三録』　第12回　農虹会編　京都

　内田美術書騨昭1q．6　1冊29cm
和装

　・秋冬向着尺農

（93508）　’

迎田秋悦遺作展

　　　　　　　　　　　　　く567－148＞
　『秋悦遺作集』迎田秋悦〔作〕迎田嘉亭

　編　京都　芸艸堂　昭10．8　図版62枚

　27cm　和装

（93509）

柳交会展

　　　　　　　　　　　　　　〈300－65＞
　『枷交』第3　柳交会編　京都　芸州堂

　出塚部昭10．9　1冊36cm和装

（93509A）

三選会展

　　　　　　　　　　　　　　〈411－79＞
　『柳選』　第13輯　二選三編　京都　芸艸

　堂昭10，g’1冊25×38cm和装

（93510）

一戸展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈301－91＞

　『一三展図録』　第1回　津々美野二等編

・京都　内田美術二二　昭i9．10　1冊（図

　版）29cm　和装

　・同人：加藤紫路，吉田登，．津々美野影，

　出内赫鳳

（93510A）

黒黒二巴会展（第16回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『高直同机会』　第16集　三友同机会編

　京都芸評堂昭10．10　1冊31cm
　和装

（93510B）

染織名品展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　〈300－25＞

　『染織名品展覧会図録』　第3　丸紅商店

　京都支店編京都筆三三昭10．10

　1冊35cm和装

（93510C）

油壷

　　　　　　　　　　　　　　〈300－67＞

　『二丁図録』安藤商店意匠部編　京都

　芸二三　昭10．10　1冊（回付なし）35

　cm　和装

（93510D）

柏寿園展

　　　　　　　　　　　　　　〈429－13＞

　『謡曲花姿』三寿三編　京都　芸三三

　昭10．10　1冊（織付なし）24×31cm

　和装

（93511）

一面展（第2回）
　　　　　　　　　　　　　　＜361－91＞

　『一丁展図録』　第2回　津々美野三等編

　京都内田美術書騨昭10．11　・1’冊

　29cm　和装
　・春着尺図録

（93511A）

華訳無展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈300－74＞
　「高論会作品集』第1　由中源商店編

　京都芸楽堂昭10．11　1冊（頁付な
　し）　36crn　和装
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’（93511B）　，・　・　（93603）
桂盛会展　　　　　　　　　　　　　　　一冷評（第3回）
　　　　　　　　　　　　　　〈430－8＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜301－91＞

・『桂裳』　第3　桂裳三編．京都芸艸堂　、　　　『一乱丁図録』　第3回（夏着尺）　吉田登

⑲11∵1冊三襟　「雛難騨’
交響展（第2回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（93603A）
　　　　　　　　　　　　　＜301－106＞
r交翻第2回船郵編京都　蘭調和展（卸回）
黙隈三三10・11図版46枚30　r月浸話調和展悌、。柏寿園斎2鷺

　・春帯巻．　　　　　　　　　　　　　　　　　芸艸堂　昭11．3，図版！6枚　24×32cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和装　・同人：大内四明，土屋高成，上田香挙，

　山田華邨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　（93604）

羅展（細　〈2、6．47＞三編職＿讐
　fR虹会図録』　第13回　農虹会編　京都　　　　　編　京都　内田美術乱民　昭11．4　1冊

鯉美術三三召10．12・1冊2％m　l洗ツ三三他、

　・春着三三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’（93605）

〈93512A）　　　　　　　　　　　　　　　桂友同机会展（第18回）’

変木三三（第25回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜155－86＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『桂友同三会』　第18回　桂友同節会編　　　　　　　　　　　　　〈203－180＞

r変木会図録』’ 謔Q5回変木三三　’京都芸田翁昭…5・邪・・m・
　内田美術三三・昭10．12　1冊30cm　　　　・秋の染織刺繍図案．

　和装
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（93605A）

（93602）　　　　　　　　　新創展
桂友同論会展（第17回）「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜303－36＞

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞　　　　『新創展図録』秋冬着尺　吉田登編　京

　　　　　　　　　　　　1　’　（93606）
（93602A）　　　　　　　　　　　　　　　乾広一修業記念着尺展

交響展（第3回）　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈303－45＞
　　　　　　　　　　　　　　＜301－106＞　　　　『乾広一修業記念着尺展図録』安田百助

朧萬三塁三三轟四：2・i、轡審1翻二二謬書割1・6騨

壌着尺（四ツ崩）：、　tt、　tt－r＞．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　一214一



　　　　　　　　　　1

（93606A）．’ @　，　　　　、珊35・m和装　　　・，
三友同報会展（第19回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞　（93611）

　r桂解同机会』第19回桂友同三会編　　　華際会展（第2回）
　京都　芸三三　昭11．6　1冊　31cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜300－74＞
　・秋め染帯図案集　　　　　　　　　　　　　　　『華三会作品集』　第2　田中源商店編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都芸界三三11．11　1冊35cm
（93609）

新蝉吟（第’2回）　　　　　　　　　　　　（93611A）

　　　　　　　　　　　　　　＜303－36＞　　農三会展（第14回）
　『新創展図録』．第2回新春…着尺　加〕藤紫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞

　路編　三都　内田美術三三　昭11．9　図　　　　　『農虹会図録』　第14回　農虹回遊　京都

　版54枚　29cm　和装　　　　　　　　　　　　　内田美術書騨　昭11．．　11　1冊’　28cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・春着三三
（93609A）

柏寿園展　　　　　　　　　　　　　　　（93611B）

　　　　　　　　　　　　　　〈300－98＞　　図案展覧会（第3回）
　『美服三昧』柏寿園編　京都　芸三三　　　　　　　　　　　　　　　　　〈308－33＞

　昭11．9’図版20枚　35cm　和装　　　　　　　　『京都市主催図案展覧会図録』　第3回

　　　　　　　、・　　　　・　　　一　　　　　京都市産業部商工課編　京都　マリア書

（93609B）　．　　　　　　　　　房’昭11．11図版101枚36cm和装
柳交会展
　　　　　　　　　　　　　，〈300－65＞　（93702）
　r柳交』東京染　第4　柳交会編　京都’　三友同三会展（第21回）

　芸艸堂　昭11．9図版80枚　36cm　和　　　　　　　　　　　　　　　　　〈155－96＞

　装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『桂開門机会』　第21回　桂友同机会編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都　芸艸堂　昭12．2　1冊　31cm
（93609C）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夏帯図案三

三三会展
　　　　　　　　　　　　　　〈411－79＞　（93703）

　『柳選』第15輯三選三編京都芸艸　　　柏寿園展
　堂．昭11．9・1冊　26×38cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈430－95＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　『邦画趣味衣裳』柏寿園編　京都　芸艸

（93610）　　　　　　　　　　　　　　　　　　堂　昭12．3　図版73枚　24×32cm　和

三友同机会展（第20回）　　　　　　　　　　装

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『桂友同机会』第20回　三友三三三編　　　（g3704）

　京都芸艸堂’昭11．10　1冊31cm　　　　蒔絵鼓胴特別陳列
　・春の帯図案集　　　　　　　　　　　　　　　　帝室博物館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈653－389＞　一
（93610A）　　　　　　　　　　　　　　　’　　　『特別陳列蒔絵鼓胴写真目録』帝室博物

染織名品展覧会（第4回），　　　　　　　　館昭12．4　1冊（図版）24cm

　　　　　　　　　　　　　　〈300－25＞
r染織名品展覧会図録』第4丸紅商店・　（93705）

　京都支店編　京都芸艸堂　昭11．10　　三友比津会展（第22回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一215一



　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『桂友早耳会』　第22回　桂友三二三編

　京都　芸界堂　昭12．5　1冊　31cm

　・染織帯秋冬図案集

（g3766）

農三会展（第15回）

　　　　　　　　　　　　　　＜216－47＞

　『展虹会図録』　第15回　農町会編　京都

　内田美術書騨：昭12．6　1冊　28cm

　・秋冬着尺展

（93709）

三選三三
　　　　　　　　　　　　　　〈411－79＞

　『柳町』　第17輯　柳選会編　京都　弩弓

　堂塔12．9　1冊26×38cm，

（93710）

染織名品展覧会（第5向）・

　　　　　　　　　　　　　　＜300－25＞

　『染織名品展覧会図録』　第5　丸紅商店

　京都支店編京都平野堂昭12．10
　1冊35cm和装

（93712）

農虹会展（第16回）　　　　　　　　v

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞
　『農虹会図録』・第16回　農虹会編　京都

　内田美術早婚　昭12112　1冊　30cm

　・春着三三

（93801）

三友同三会展（第23回）・

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『旧友同年会』第23回桂町同机会編
　京都　芸艸堂　昭13，1　1冊　31cm
　・染織夏帯図案集

（93803）　’

三選三三
　　　　　　　　　　　　　　〈411－79＞
　『柳選』　第18輯　国選三編　京都一芸艸

　堂昭13．3　1冊26×38cm

（93804）

桂友同質雪辱（第24回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『三友同三会』第24回　三友同三会編
　京都　芸艸堂　昭13．4　1冊　31cm

　・染織秋帯図案集

（93806）

京都染柳同業組合模様三部陳列会
　　　　　　　　　　　　　　〈305－87＞

　『青葉』　第1回　京都染物同業組合模様

　染部編　京都　再三堂　昭13．6　図版42

　枚　30cm

（93806A）

農虹会展（第17回）

　　　　　　　　　　　　　　＜216－47＞

　『農三会図録』　第17回　農三会編　京都

　内田美術三三－喀13．6三三　29cm

　・秋冬着尺展

（g3so6B）

ハツネ会展（第10回），

　　　　　　　　　　　　　〈215－133＞
　『ハツネ会三三』　第IO回　外波山三光編

　京都　内田美術書難　昭13．6．1冊　34

　cm

（93807）

京都図案協会検討図案展（昭和13年，
度）

　　　　　　　　　　　　　　．〈305－5＞

　『〔京都図案〕協会検討図案展』　昭和13年

　度　高坂三之二子　京都・内田美術書判：

　昭13．7　1冊．30cm和装

（93808）

満州国美術展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　〈K16－35＞

　『満州国美術展覧会図録』　第1回　新京

満日文?冾窒P3∵1P2脚
（93809）

染織名品展覧会（第6回）㌦．＿
　　　　　　　　　　　　　　〈3q6二25＞
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　『染織名品展覧会図録』　第6　丸紅商店

　京都支店編　京都　芸三三　昭13．9　1

　冊35cm和装

．（93809A）

三選三三
　　　　　　　　　　　　　’〈411－79＞

r柳選』第19輯三選三論京都芸ウ中

　堂．昭13．9　1冊26×38cm

（93811）　・

三脚会展（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　〈300－74＞

　『華図会作品集』第4　田中源商店編

　京都芸艸堂昭13．11　1冊35cm

（93811A）

桂本同軸会展（第25回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『三友同机会』第25回　桂友同机会編

　京都　芸艸堂　昭13．11　1冊　31cm

　・染織春帯図案集

（93811B）

農虹細事（第18回）

　　　　　　　　　　　　　　〈216－47＞

　『農三会図録』　第18回　農虹三編　京都

　内田美術書犀　昭13．11　1珊　30cm

　・春着尺展

（93901）

一罪同学会展（第26回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞

　『争友貯溜会』第26回　三友三三三編

　京都　芸三三　昭14．1　1冊　31cm

　・新東亜調染織夏帯図案

（93903）

三選会展
　　　　　　　　　　　　　　〈411－79＞

　『柳堀』第20三三三会編　京都　芸艸

　三三14．3　1冊「26×38cm

（93905）

京都図案協会検討図案展（昭和i4年

　　　　　　　　　　　　　　　　　睾

度）

　　　　　　　　　　　　　　〈305－5＞

　『〔京都図案〕協会検討図案展』　昭和14年

　度　高坂三之助編　京都　内田美術三三

　昭14．5　1冊30cm和装

（93905A）

轡同机三三（第27回）三綱年記

　　　　　　　　　　　　　　く155－86＞
　『三友同机会』．’第27回　三友三三三編

　京都　芸艸堂　日914．5　1冊　35cm

　・染織秋冬帯図案

（93905B）

児玉希望作品展・

　　　　　　　　　　　　　〈306＝106＞

　『児玉希望画伯作品展三図集』佐藤三軒

　編　京都　芸艸堂　昭14．5　図版10枚

　35cm　和装
　・三軒画廊主催

（93909）

百二会（第65回）

　　　　　　　　　　　　　　〈422－80＞

　『百選会図録』　第65回　百選三編　京都

　芸艸堂　昭14．9　1冊　30cm

（93910）

桂友同車会展（第28回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞　．

　『三友同三会』　第28回　三友三三三編

　京都　芸事堂　昭14．10　1冊　35cm

　・染織春帯図案

（93910A）

名作同人研究作品展
　　　　　　　　　　　　　　〈308－19＞
　『名作同人研究作品展図録』　松坂屋意匠

　研究部編　京都　芸艸堂　昭14．10　2

　冊（解説付）34cm

（93912）’

一系会農（第1回）

　　　　　　　　　　　　　〈430－133＞
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　『一系会図録』　第1回　一系三編　京都

　内田美術書騨．昭14．12図版76枚
　27×38cm　和装
　』・春着尺展

（93912A）

桂友同誌会展（第29回）

　　　　　　　　　　　　　　＜155－86＞
　『桂此面机会』　第29由　桂友同机掌編

　京都，芸三三　昭14．12　．1冊　35cm

　・染織夏帯図案

（94004）

桂友同机義血（第3咽）

　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜155T86＞

　『桂友同臭会』　第30回、桂友同三会編

　京都　芸艸堂　昭15．4　1冊　35cm

　・染織秋冬帯図案

（94004A）

百選会（第66回）

　　　　　　　　　　　　　　＜422－80＞
　『百選会図録』　第66回　百選会編　京都

芸三三昭15・41冊30・pa

（94006）

一系三三（第2回）

　　　　　　　　　　　　　〈430－133＞
　『一系会図録』　第2回　一系会編　京都

　内田美術評説：昭15．6　図版63枚　27×

　38cm　和装i、

　・秋冬向着尺展

（94006A）

三友同机画展（第31回）

　　　　　　　　　　　　　　〈155－86＞
　『桂鬼宿机会』第31回　脇座同画会編

　京都　芸三三　昭15．6　1冊　35cm

　・染織秋冬帯図案

（94010）

旧註田夫展　引　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　〈特211－663＞

　『島山田夫画集』南町塾出版部　昭15．

、10，1冊26cm　’

（94011）

紀元ニキ六首年奉祝記念表装引回展

覧会’

　　　　　　　　　　　　　〈特…233－217＞

　『表展』皇紀二千六百年奉祝記念名古

　屋表装業組合昭15．11　1冊（回付な

　し）27cm
　・おもに図版　，，　　　　　　　　・一

（94012）

国際写真サロン（第10回）

　　　　　　　　　　　　〈748－A82－3ウ〉
　『世界写真傑棒集』　第一〇回国際サロン

　写真集　アサヒカメラ編、朝日新聞社
　昭15．1216p図版80枚　26cm

（940　＊　）

醐習1学校図画手干聯展覧会

　　　　　　　　　　　　　〈263．3－463＞

　『第十七回御成婚記念大阪市小学校図画

　手工成績品展覧会図画作品図録』大阪
　希小学校教皇研究会図画手工研究部　昭

　15　図版63枚　23cm
　・果付なし　・昭和15年4月付の序あり「

（940　＊A）

明治・大正e一昭和経済文化展覧会

　　　　　　　　　　　　　〈特233－530＞

　『明治・大正・昭和経済文化展覧会目録』，

　東洋経済新報社　昭15144p　図版8
　枚　23cm　　　　　　　　　’

　・昭和15年6月21日付の序あり
　・奥付なし

（94103）

産業工芸品展示会

　　　　　　　　　　　　〈757－To46ウ〉

　『工芸意匠図案集』　第2回　東京府立工

・業奨励館　昭16．3　1冊　26cm　極賞

　募集図案，産業工芸品展示会出品，本館

　工芸部指導三品

（94109）

梅畑展
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　　　　　　　　　　　　　〈307－134＞

　『三軒展画集』　佐藤三軒編　京都　芸艸

三三16・9図版41枚30・m和装

（94109A）

泉∫1三三　　〈3。9．83＞

『白水三三』泉舶水回蒜艸三三
　16．921枚　20ρm

（94109B）

本悶国夫展
　　　　　　　　　　　　　〈300－155＞
　『逸老庵面集』　第1　本間国生画　京都

騨昭’6・917枚37c三三
（941il）

染織郊三会
　　　　　　　　　　　　　，〈308－！26＞

　『染織文化展覧会秀作図録』　三興株式会・

　社京都支店編　京都　芸艸堂　昭16．11

　図版49枚　37cm　和装

　’秀作新日本文｛4模様

（94203）

東京工芸総合展覧会（第1回）
　　　　　　　　　　　　〈757－To46ウ〉

　『工芸意匠図三三』第3回　東京府立工

　業奨励館　昭17．3　1冊　26cm　懸賞

点図三三三三三三三品・韓
　工芸部指導製品

　・昭和16年度、

（94303）

鯨工芸回覧会（第5駄46ウ〉

　『工芸意匠図三三』第4回　東京府立工

　業奨励三三18．3　1、冊26cm懸賞
　募集図案，産業工芸品展示会出品，，本館

　工芸部指導製品

　・昭和17年度

（94310）

池田遥屯曝
　　　　　　　　　　　　　　く311－64＞

　『池田遥邨作品集』’京都　池田遥邨　昭

　18．10　図版17枚　31cm　和装’

一219一



　　　　　　　　　　　典拠文献一覧

　文献番号

ノ1．日本美術年鑑　明治43年　画報社編　国書刊行会　平成8．8　1冊
　　　20cm　画報三三治44年刊の複製　　〈Kl11－G15＞

　2．　西木美術年鑑　明治44年　画報社編　国書刊行会　宰成8．8　1冊

　　　20cm　画報社大正元年刊の複製　　〈K111－G15＞

3．i坙{美術年鑑大正元年三三国書刊そ桧平成8．8珊

＼20cmC画一大�ｧの複製〈K’1’”G15＞

　4．日本美術年鑑　昭和’2年　朝日新旧三編　国書刊行会平成8．8

　　　132，49p　図版116p　27cm東京朝日新聞発行所大正15年刊の複

　　　’製，〈Kl11”G15＞

　5．日本美術年鑑昭和3年　朝日新聞社編　国書刊行会平成8．8’

　　　165，44p　図版126p　27cm　東京朝日新聞発行所昭和2年刊の複

　　　製　　、〈K111－G15＞

　6．日本美術年鑑　昭和4年　朝日新聞社編　国書刊行会　平成8．8

　　　122．，56，40p　図版112p、27cm　東京朝日新聞発行所昭和3年刊の

　　　複製　くKl11－G15≧．

7．日本美罪質昭和弥朝噺聞欄国書刊行会平成8．8

　　　82・50・40P図版96P27・m東京平声聞発行所昭和4年刊の複
　　　製　　〈Klll－G15＞

’8．躰美術年鑑昭和6年軸新附編国書刊行物平成8．8

　　　75，50，40p　図版96p　27cm　東京朝日新聞発行所昭和5年刊の複

　　　製’　〈K111－G15＞
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9．日本美術年鑑　昭和7年　朝日新聞社編　国書刊行会　平成8．8

　　78，77，83p図版84p　20cm朝日新聞社昭和6年刊の複製、
　　〈Klll－G15＞

10．日本美術年鑑　昭和8年　朝日新聞社編　国書刊行会平成8．8

　　1140，83p図版88p　20cm朝日新聞社昭和8年刊の複製
　　〈Klll－G15＞

11．日本美術年鑑　昭和11年　美術研究所編　国書刊行会平成8．8

　　283，133p図版138p　27cm美術研究所昭和11年刊の複製
　　〈Klll－G15＞

12．日本美術年鑑　昭和12年　美術研究所編　国書刊行会　平成8．8

　　275，166p図版108p　27cm美術研究所昭和12年刊の複製
　　〈Klll－G15＞

13．日本美術年鑑　昭和13年　美術研究所編　国書刊行会　平成8．8

　　273，182p図版98p　27cm美術研究所昭和13年刊の複製
　　〈Klll－G15＞

14．　日本美術年鑑　昭和14年　美術研究所編　国書刊行会　平成8．8

　　251，115p図版108p　27cm美術研究所昭和15年刊の複製
　　〈Klll－G15＞

15．日本美術年鑑　昭和15年　美術研究所編　国書刊行会　平成8．8

　　268，125p’図版101p　27cm美術研究所昭和16年刊．の複製

　　〈Klll－G15＞

16．日本美術年鑑　昭和16年　美術研究所編　国書刊行会平成8．8

　　179，112P図版72P　27cm美術研究所昭和17年刊の複製一
　　〈Klll－G15＞

一221一



17．日本美術年鑑　昭和17年　美術研究本編　国書刊行会平成8．8

　　155，107p図版66p　27cm岩波書店昭和18年刊の複製
　　〈Kl117G15＞

18．日本美術年鑑　昭和18年　美術研究所編　国書刊行会　乎成8．8

　　164，98p　27cm　座右宝刊行会．昭和22年刊の複製　　＜K111－G15＞

19．　日本美術年鑑　昭和19年～21年　国立博：物館編　国書刊行会　平成

　　8．8、199，74p　図版16p　27cm美術串版社昭和24年刊の複製

　　〈Klll－G15＞

20－1．　日本美術院百年史　1巻下　日本美術院百年史編集室企画・編集

　　　日本美術院　平成1．4　1冊　30cm　　〈K6－E19＞

　　　鰯文久2年～明治31年）：P・528～615

2。．2．躰難解百年史2巻聖日本暦艦百鞍織室企画．鹸

　　　日本美術院　平成2．12　1冊　30cm　　〈K6－E19＞

　　　年表（明治31年～36年）：p．642～675

20－3．　日本美術院百年史　3巻下　日本美術院百年史編集委員会企画・

　　　編集　日本美術院　平成4．9　1冊　30cm　　〈K6－E19＞

　　　年表（明治37年～大正3年）：p．586～607

20－4．　日本美術院百年史　4巻　日本美術院百年更編纂室編　日本美術

　　　院　平成6．5　1237p　30cm　　〈K6－E19＞

　　　年表（大正3年r’・一・・大正9年）：p．1193～1217

20－5．　日本美術院百年史　5・巻　日本美術院百年史編纂室内　日本美術

　　　院平成7．10　1033P　30cm　　〈K6－E19＞

　　　年表（大正10年～昭和3年）：p．968～1000

20－6．　日本美術院百年史　6巻　日本美術院百年史編纂室編　日本美術

　　　　　　　　　　　　　　一222一　’



　　　N

　　　院　平成9．11155p　30cm　　＜K6－E19＞

　　　鞍（昭欝～昭和11年）：P・1085～1125，

21－1．日展史　1　文展編　1　第一回文展（明治40年）～第三回文展

　　　欝議騨臨獅〈K16－180＞

21－2．日展史　2　文展編　2　第四回文展（明治43年）～第六回文展

　　　（大正元年）　日展　昭和55．10615p　27cm　　〈K16－180＞

　　　文展年表2：p．606～611

21－3．曝史3娠編3第七回爆（大正1年）一理迂回爆

　　　（大正3年）　日展　昭和55．12541p　27cm　　＜K16－180＞

　　　文展年表3：p．534～538

21－4．日展史　4　文展編　4　第九回文展（大正4年）～第十回文展

　　　（大正5年）　日展　昭和56．2649p　27cm　　〈K16－180＞

　　　文展年表4：p．641～646

21－5．．日展史　5　文展編　5　第十一回文展（大正6年）～第十二回文

　　　展（大正7年）　日展　昭和56．6614p　27cm　　〈K16－180＞

　　　回縁5：P・544～550

21－6．日展史　6・帝展編　1　第一回帝展（大正8年）～第四回帝展

　　　（大正11年）　日展　昭和57．6683p　27cm　　〈K16－180＞

　　　帝展年表1：p．669～680

21－7．日展史　7　帝展編　2　第五回帝展（大正13年）～第七回帝展

　　　（大正15年）　日展　昭和57．10682p　27cm　　＜K16－180＞

　　　帝展年表2：p．662～678

21－8．日展史8蔽編3第三回報（日召和2年）一三九回醸
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　　　（昭和3年）　日展　昭和57．12673p　27cm　　〈K16－180＞

　　　帝展年表3：P・659～668

21－9．日展史　9　帝展編　4　第十回帝展（昭和4年差～第十一回帝展

　　　（昭和5年）　日展　昭和58．5687p　27cm　　〈K16－180＞

　　　帝展年表4：p．672～682

21－10．　日展史　10　帝展編　5　第十二回帝展（昭和6年）～第十三回

　　　帝展：（昭和7年）　日展　昭和58．8638p　27cfn　　〈K16－180＞

　　　帝展年表5：p．623～633

21－11．　日展史　11帝展編　6　第ナ四回帝展（昭和8年）～第十E回

　　　　帝展（昭和9年差　日展昭和58．10748p　27cm　　〈K16－180＞

　　　　帝展年表6：p．638～646

21－12．　日展史　12　改組編　改組第1回帝展（昭和11）～昭和11年文展

　　　　（昭和11年）　日展　昭和59．5638p　27cm　　〈K16－180＞

　　　　改組第1回帝展・昭和11年文展年表：p．618～633

2H3．日展史　13新文展編　1　第1回新文展（昭和12年）～第3回

　　　　新文展（昭和14年）　日展　昭和59．8719p　27cm　　＜K16－180＞

　　　　新文展年表1：p．687～714

21－14．日展史　14新三農編　2　紀元二千六百年奉祝展（昭和15年）

　　　　～第4一新文展（昭和16年）日展昭和59．10605p　27cm

　　　　〈K16－180＞

　　　　紀元二千六百年奉祝展第4回新文展年表：p．585～599

21－15．日展史　15新文展編　3　第5回新文展（昭和17年）～戦時特

　　　　別展（昭和19年）　日展　昭和60．4688p　27cm　　〈K16－180＞

　　　　新文展、・戦時特別展年表：p．551～569
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京都博覧協会三四　大槻三編　京都博覧協会　昭和12．8356p　23

cm　〈736－13＞

博覧会強記　寺下骨導　大阪　エキスプラン　昭和62．6371p　22

・m付（2枚）．：博覧会年表追補〈D7－E85＞

東京国立博物館百年史　東京国立博物館　昭和48．3　2冊（資料編

章）27cm付（別冊　36p）：東京国立’博物館百年史索引（本編）

〈UA31－17＞

東京国立ｭ錦町三略年牽：P・777～799

誰蘭科事典昌昌聞社昭和S9”4　1216p　31gm

香川のあゆみ：p．991～1023

京都府百年の年表　8　美術工芸編　京都府立総合資料館編　京都

府昭和4S13331p図26cm　〈GC154－8＞一

日本漆工会報告　第3回　太田三寿，荒木真弓著　日本漆工会　明

治27．1128p　19cm　　〈YDM72242＞

日本美術協会年表　平尾貞美綿　日本美術協会　大正11．9　63，14p

19cm　〈393－416＞

鉾鼎離9歩み脚立騰平成7’4　．167r　31

略年表：p．117～119　主要出版物一覧：p．161～163

日本洋画旧史　日本洋画商協同組合平成6．il　534p　27cm

〈K251－E60＞

年譜：P．435－519　・　　　　　　一t
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31．美術新報　複製版　入木書店　昭和58～60　　〈Z11－1295＞

　　、1巻1号～17巻8号（通巻1～285号）（明治35．3．30～大正7　：6．24）

　　原本の出版者：画報社

32．高島屋美術部五十年史　高島屋美術部五十年史編集委員会編　大阪

　　高島屋本社　昭和35．10　386p（図版共　原色張込図版12枚）　31cm

　　　〈706．7－Ta397＞　・

33．美術研究．東京国立文化財研究所　　〈Z11－41＞

　　360号（平成6．10）p．41～65，361号（平成7．3）p．48～68収載

　　都守淳夫・中村節子：全国売立目録所在一覧

34．日本写真史年表　1778－1975．9　日本写真協会編　講談社　昭和51．

　　7319p（図画）27cm　監修：金丸重嶺等　編集：亀井武，愛宕通’

　　英，小沢健：志　　〈KC712－5＞

、35．東京美術市場史　東美研究所編東京美術倶楽部昭和54．12
　　255，761p　31cm　発売：大日本絵画三三美術　　〈K251－32＞

　　付：東京美術倶楽部年表

36．三越　三越呉服店　〈雑23－23イ＞

　　　1巻1号～23巻2号（明治44．3～昭和8．4）

　　　　　　　　　　　　　　　〉・・

37－1．2’n世紀日本美術再見　1　1910年代　光り耀く命の流れ　三重県

　　　立美術館編　三重県立美術館協力会　平成7．10、275P　26cm

　　　〈K16－G69＞　一
　　　会期：平成7年10月28日～12月3日

　　　年譜・文献目録：p．224～258

37－2．20世紀日本美術再見　2　1920年氏　三重県立美術館編　三重県’

　　　蝶術鰯絵平成8・9293P26・m．〈K・6－G69＞一一
　　　会期：平成8年9月14日一一，10月20日
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年帯文献目録：P・240～274

近代友禅史　村上文芽編　京都芸艸堂　昭和2．7307，15p　22

cm　〈572－56＞

桂皮記念殿会図録創立二拾週三二5・回三三瀟京都

芸尊堂　昭和15．1図版54枚　35cm和装　　〈308－43＞

乃ンス美術艦会図録＋三年記念，日仏芸術三口三和6．5図

版94枚　27cm　　〈614－57＞

三三画院＋五年日輔画院三三酷三日三和1、．5、。9P

図版　20cm　〈709－59＞

大蔵会展観目録　三三一回三三五十回　大蔵三編　京都　文華堂書，

店昭和56．11686p　27cm複製付（8p　22cm）：印刷不鮮明

な部分の補記　　〈HM1－52＞

籍騰＃年騨国撒三三・315噛

明治・大正・昭和書道史年表　近藤1島三編　木耳社　昭和60．3　301P

19cm　〈KC637－105＞

書道出版年表：p．211～301

轟轟翫諮三脚大学昌一3岬
年表：p．25～123

帝室博物館年報　帝室博物館　2冊　23cm　　〈14．5－177＞

昭和5年原　昭和6．10　180p　図版

昭和8年版，招和9．12　152p　図版
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京都市美術館四十年史　京都市美術館　昭和49．3168p　図　26

cm　〈K6－16＞・

略年表：p．158～168

高島屋135年史高島屋135年史編集委員会編大阪高島屋昭和

43．9539p（図版共）30cm　　〈DH22－36＞’

年表：p．351～489

大阪市立面館50年史大阪市立美礁昭禾。6、．3、28P26、m

〈K3－164＞　．

．梅造構造出版部、＜Z11．、2、2＞

11号（平成7．8）P．78一・13，・2号（平成9．10）pli3s－200臓

笹木繁男：「戦争と美術」関係文献資料目録（1）（2）

戦＄美術展画集昭和、8年大阪朝畑聞社昭和、9．164p

37cm　〈431－10＞

高島屋百年史京都高島屋’t
ｺ和16．3735P図版91枚27，m

〈673　．　8－Ta397t＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K　　．
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【ア】

展覧会名索引

愛知郡呼続町江崎与右衛門氏所蔵品売立
’（第1回）、→（00005）

愛知県工芸品展覧会（第5回）→（92805）

アイヌ風俗品陳列→93006D

青柳喜兵衛油絵個人展覧会→928＊

赤玉盃獲得写真競技会（第1回），→92504

赤松麟…作還暦記念絵画農793904C

旭谷左右遺作古事記画展→94011D

飛鳥文化大展覧会→93604A

油絵みにあちゆる展覧会→93601D

雨の展覧会→92906E

荒木十畝個人展→93806C

荒木田久老神主遺墨展覧会→94011G

荒木田守武神主遺墨展覧会→93804

【イ】

’伊賀文化産業城落成記念全国産業博覧会』

　　　　　　　　　　　　　　．93510D
伊賀翼賛綜合文化展覧会→942＊

生島田所蔵品入札→91203A

生島氏所蔵品入札→（00004C）

池上秀畝新作画展→（91903）

池上秀畝展→92704B

池上秀畝展→93105Al

池田遥邨展ブ（94310）

池長美術館紀元二千六百年記念開館展

　　　　　　　　　　　　　　　一＞94005
池大雅遺墨展覧会→93311C

伊国彫刻展覧会→88909’

石山本願寺展→94104A

意匠商標品展覧会→91804A

衣裳調和会計（第4回）→（92512）

衣裳調和面出（第5回）→（92612）

維新志士遺墨展覧会→92805D

泉川白水展→（94109A）

板碑拓本陳列→92607

イタリア万国博覧会→91104

伊太利名作絵画展覧会→92805A　ttt，

市河米三三三十三回忌辰追福書画物品陳列

一三三三重団扇三三覧会→92407

一系三三（第1回）→（93912）

一系三三（第2回）→（94006）

一水会展覧会（第1回）→93711D
一睡展（第1回）→（93510）

、一@U展　（第2回）　→（93511）

一塁IJ展　（第3回）　→（93603）

一＞89003

一府九三聯合共進会（第9回）→89910

一府十一県聯合共進会（新潟県主催）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞90108
一府六県聯合共進会→89310

一府六県聯合共進会→（88811）

伊藤圭介翁九十賀寿博物会→89207

伊藤圭介翁八十賀莚→88204A

伊藤圭介優麗寿賀会→89010

伊藤圭介先生遺墨遺品展覧会→93703B

伊藤家所蔵書画錦絵器物入札→91711D

乾広一修業記念着尺展→（93606）

稲延家所蔵品入札→91811A

茨城美術展覧会（第1回）→（92305）

茨城美術展覧会（第2回）→82505A・

茨城美術展覧会（第4回）→92905B

茨城美術展覧会（第7回）→937051

茨城洋画展覧会（第1回）→93804G

衣服展覧会→91810C

今村紫紅遺墨展覧会→91606

井村常山書画展観→（91205）

入江波光、小野竹喬、榊原紫峰新作展

　　　　　　　　　　　　　　　一＞94007
、岩手県物産会→（87805）

印刷と出版文化展覧会→93708

印刷文化展覧会→92109B

院展→日本美術院展覧会を見よ

【ウ】

ヰリアム・モリス誕生百年祭記念文献絵画

　展覧会→93404F

ウィーン万国博：覧会→87305

上野1三三展覧会→93511C

上野公園御下賜記念図画展覧会→92405A

一229一



上野と不忍池の展覧会→92908

植松包美遺作展観→93911F

浮世絵展→92304A

浮世絵展→92806B

浮世絵展覧会→89804D

浮世絵展覧会→91909B

浮世絵特別展覧会→93004

浮世絵版画展覧会→（93010）

烏合会展覧会（第6回）→90303D

烏’合会展覧会（第7回）→90306A

烏合会展覧会（第9回）→90405A

鳥合会展覧会（第10回）→90411回

忌銭、・恒友・林響小品遺作展→94105D

宇田荻邨日本画個展→93704B

梅原塾図展→93402C　s・

雲姻供養i書画展観→87905A

【エ】

映画新体制展覧会→94107C

映画文化展覧会昏93501

映画文化展覧会→93910A

英国皇族御撮影芸術写真展覧会1一＞93011A

英国水彩画展覧会→92910B

英雄名蹟展→938＊A

XXX会図案市→92705
越佐維新志士記念展覧会→92206

江戸開城記念展覧会→92804A

江戸記念博覧会→91507A

江戸時代女衣裳展観→93610C

江戸趣味展覧会→91506A

江戸風俗年中行事展覧会→92606C

江沼郡教育品展覧会→88807

エミール・ベルナール作品展覧会、仏蘭西

　古典作品展覧会→93606C

エミール・ベルナール展覧会→93604．

遠州’会→91310C』

【オ】

奥羽五県聯合物産三三会（第5回）→90605

奥羽六塵聯合共進会（第6回）→90804A

奥羽山県聯合物産共進会（第2回）？89704

奥羽六県聯合物産共進会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　　一89904A

奥羽六県聯合物産共進会（第4回）→90104

回忌画展覧会→88905A’

応挙画幅展観→89402

欧洲絵画展覧会→93604B

斗帳髪油（第3回）→（91408）

大久保子爵態態市内田家井二某家所蔵品展

　観入札→91805A
大河内夜江人個展→93805A

大河内夜江人作品展→94005B

大河内夜江人新作画展→93905

大阪印刷文化展覧会→（92203）

大阪産業工芸博覧会（第2回）→93605G

大阪市小学校図画手工成績品展覧会（第17

　回）　→（940＊）

大阪市美術協会展覧会（第1回）→92405B

大阪図案家協会図案展覧会→（92612A）

大阪図案家協会図案展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92807）

大阪図案家協会図案展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92812）

大阪図案家協会図案展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92906）

大阪図案家協会図案展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞92911B

大阪図案家協会図案展覧会（第7回）

　　　　　　　　　　　　　　　一　（93006）

大阪図案家協会図案展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　　．　（93012）

大阪築城三百五十年記念特別展観

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93310E

大阪二千六百年史展覧会→94004A

大阪美術展覧会（第2回）・→91604

1大阪美術展覧会（第3回）→91703C

大阪美術展覧会（第4回）→91802C

大阪美術展覧会（第5回）→91906　　t
大阪美術展覧会（第．6回）「→92002

大阪美術展覧会（第7回）→92102

大阪美術展覧会（第8回）→92203A

大阪美術展覧会（第9回）→92305C

大阪美術展覧会（第10回）→（92410）
、’ 蜊續?p展覧会（第11回）→（92506）

大阪府下三嶋郡富田村三田氏並二当地某旧

　家所蔵之書画屏風茶器道具類入札
　　　　　　　　　　　　　　’　一　（OOOOsE）　’

大阪府産業工芸博覧会→93506B
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　　ノ
大阪某氏並二静岡県某氏所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　→91205D
大潮会展覧会（第1回）→93611H

太田中野両家所蔵品入札→91609B

大谷家（大谷派本願寺）旧御所蔵品入札（第

　2回）？（00006B）

大谷家．（本派本願寺）旧御蔵品入札（第1’

　回）　→91304

大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札（第2

　回）→91304B

大谷家（本派本願寺）旧御蔵品入札（第3

　回）→91305A

大谷尊由師遺作品展覧会→94010B

太田原子爵惟一子爵御蔵品入札→91805C

大槻孝二研究作品展→（93108）

大村西平氏作画展覧会→92012

岡澤子平家御蔵品入札→91711A
岡田恒軒宇摩書画展観→89605

岡田三郎助遺作展覧会→94002D

岡田米山人脚半江展→94104D

岡山市阪本金弥氏及某旧家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　→（00003C）

小川芋銭遺作展覧会→93912

小川芋銭展覧会→94107B

奥原半襟遺墨展覧会→92912

尾翠竹甲子幅画会→91202

尾竹竹坂未発表遺作展覧会→93612

落合・図i案会展（第1圓）→（92104）

落’合図案会展（第3回）→（92207）、

落合図案会展（第4回）→（92212）’

落’合図案戦陣（第5回）→（92304）

落合・図案i会展（第8回）→（92404）

落合図案会展（第9回）→（92407）
落’合図案会展（第10回）→（92508）

落合図案平準（第11圓）→（92510）

落合図案会展（第12回）→（92601）

落合図案平準（ca　13’回）→（92609）

落合図案会展（第14回）→（92701）

落合図案会展（第15回目→（92707）

小野竹喬新作展→94007

尾脇道好天野小太郎氏旧蔵之書画屏風茶器

　道具類入札→91206A　　　　　　、

お面展覧会→（92601B）

オリンピ“／（ク芸術競技（第10回ロサンゼル

　ス大会）→93207

オリンピック芸術競技（第11回ベルリン大

　会）→93607A

恩賜十周年記念展覧会→93405C

園城寺名宝展覧会→94004C

【カ】．

海外文化移入関係古板本写本並錦絵三文化

　資料展覧会→92611C

絵画品評会→89107A

開館記念名宝展→93609F

’回教圏展覧会→93911D

外国作家水彩画特別展→93804H

開国文化大展覧会→92903，

開設一周年記念展→93404G

改組帝展→帝国美術院展覧会を見よ

海東郡津嶋町枇杷嶋町某両家所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　　一r＞　（oooo3）

開道五十年記念北海道博覧会→91808

懐斎堂展覧会→91110

外邦古陶器陳：列→92407A　’

海北友松展覧会→93910

海洋美術展覧会（第5回）→94105c

化学工業博覧会（第1回）→91709E

化学工業博覧会（第2回）→92603

化学工業博覧会（第3回）→93103

華岳迫1意展→94111A

三三璽特別展覧会→92910D

禅宗協同宝物縦覧会（第2回）→88904A

革新日本画会→日本画会を見よ

角山答叫声聞事→91911A

華山名画展覧会→92804F

華甲会展（第1回）→（93511A）

華裳会展（第2回）→（93611）

華開会展（第4回）→（93811）、’

『画図展覧会→88010A

片多徳郎遺作展→93501A

楽器陳　匹→92704

葛飾北斎五十回忌記念展観→90001』

．加藤三舟展→（92202C）

神奈川県某家所蔵幅入札→918q3A

傘沢市男爵1多家及某氏御所蔵品三三

　　　　　　　　　　　　　　　一91306C

金沢市能久治氏所蔵品入札→91411

兜沿革展覧会→94204C
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鎌倉懐古展覧会→89107

鎌倉懐古展覧会→（89206）

鎌倉懐古展覧会→（89307）

鎌倉懐古展覧会→（89309）

上方俳星展覧会→93203

上川外四郡旭川区聯合物産共進会．

　　　　　　　　　　　　　　一7＞91610D

上京区某氏及某氏所蔵品入札→91302

狩谷液斎先生百年祭記念展覧会→935101

苅安賀関戸古雲三所蔵品売立→（00001）

川上涼花遺作展→93602A

川村雨谷遺墨展覧’会→91206E

雀見目司式言己念海港博覧会→93009C

勧業：共進会→91310．

観古美術会（第1回）→88004

観古美術会（第2回）→88105

観古美術会（第3回）→88204

観古美術会（第4回）→88311

観古美術会（第5回）→88411

観古美術会（第6回）→88510

観古美術会（第7回）→88605

関西図案会展（第20回）→（91402）

関西図案会展（第21回）→（91404）、

関西図案多磨（第22回）→（91407）

関西図案会展（第24回）→（91502）

関西図案会展（第25回）→（91504）

関西図案会展（第26回）→（91507）

関西図案会展→（91511）

関西図案会展（第27回）→（915＊）

閑西図案愚図・（第28回）→（91602）

関西図案会展（第29回）→（91605）

関西図案会展（第30回）→（91608）

関西図案会展（第31回）→（91611）

関西図案会展（第32回）→（91701）

関西図案会展（第33回）春季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　：一〉　（91704）

関西図案会展（第34回）→（91707）・

関西図案会展（第35回）→（91711）

関西図案会展（第36回）→（91802）

関西図案会展（第37回）→（91805）

関西図案会展（第38回）→（91807）

関西図案確認（第40回）→（91902）

関西図案会展（第41回）→（91905）

関西図案会展（第42回）→（91908）、

関西美術会展覧会（第1回）→90110

関西美術’会展覧会（第2回）→90311

関西美術会展覧会（第3回）→90410

関西府県聯合共進会（第2回）→88610

関西府県聯合共進会（第3回）→889＊「

関西府県聯合共進会（第4回）→89204

関西府県聯合共進会（第5回）→89407

関西府県聯合共進会（第6回）→89704A

，関西府県聯合共進会（第8回）→90204

関西府県聯合共進会（第9回）→90704A

関西府県聯合共進会（第10回）→91003

観音古典籍浮世絵版画展→93310G

寒葉斎綾足遺墨展覧会→93611D

【ギ】

祇園会展→93907C

貴金属の展覧会→93411A

菊川英山作品展覧会（彰三会第4回展〉

　　　　　　　　　　　　　　’　i一．92911E

菊池塾展覧会（第6回）→93005D

菊池塾展覧会（第7回）→93105D

菊池塾展覧会（第8回）→93205A

菊池塾展覧会（第9回）→93305A

紀九老遺墨展覧会→93410F

紀元二千六百年記念現代日本画展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞94002B

紀元二千六百年記念皇国文化史展

　　　　　　　　　　　　　　一＞94009B

紀元二千六百年記念日本文化史展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一一＞94005C

紀元二千六百年奉祝記念日本近世名画展覧

　会→94010F紀元二千六百年奉祝記念表装競技展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＋　（94011）

紀元二千六百年奉祝神道美術展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一一＞94010’G

紀元二千六百年奉祝日本画大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　．94004F
紀元二千六百年奉祝美術展覧会→94010C

紀元二千六百年奉祝名宝日本刀展覧会

　　　　　　　　　　x，　一94002C
稀観図書先賢遺墨展覧→92809E
岸本畢宿図案展（第1回）’．．一一〉（92111）

岸本松洞図案展（第2回）ら（92202）

岸本松洞図案展（第3回）→（92206）．
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岸本松洞図案展（第4回）→（92209）

着尺展（第1回）→（93012A）

紀州岩崎明対塁遺愛品銚子岩崎家所蔵品展

　観入札→91704B

紀州田邊藩主安藤家御蔵品入札→91806A

糸草葺卜lF萄磁展→93702

紀州徳川家蔵品展観→92704A

北大路家論蔵古陶磁展覧会→93409A

岐阜県深川氏当市勝見氏書画屏風茶器道具

　類入ホし→91404C

岐阜美術協会展覧会1（第2回）→（92010），

木村五郎遺作展覧会→93609E

木村探元遺作展→92610D

旧亀山藩主石川家御蔵器展観入札

　　　　　　　　　　　　　　　t一＞91710E

旧杵築藩主松平家御蔵品入札→91604A

九皐会展（第6回）→94005A

旧佐伯藩主毛利家御蔵品入札→91703D

九州沖縄各県聯合工芸試作品展覧会（第4

　回）→93707A
九州沖縄八県聯’合共進会（第14回）→92103

九州沖縄物産共進会→91804D

九州沖縄民窯展覧会→94109E

旧高田藩主榊原家御蔵品入札→91606B

旧名沖網蔵品展観入札→91611

教育品展覧会→（90007）

鮫亭文庫内野家並王家蔵品入札→93606B

郷土偉：入展覧会→93310C

郷土会展i覧会（第9回）→92403

郷土勤皇事績展覧会→93803C

京都市工業物産会→89104

層京都市美術工芸品展覧会→89204A

京都市美術展覧会（第1回三三）一i・93505F

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→92603B

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→92703A

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→92803F

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→92903C

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→93003B

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　1学校生徒作品展→93103A

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→93203A

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　．学校生徒作品展→93303B

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→93803B
京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→94003C

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→94103D

京都市立絵画専門学校・京都市立美術工芸

　学校生徒作品展→94203A
京都市立美術工芸学校校友大会（第10回）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞906　＊

郷土史料展覧会→94102A

京都新古美術会→88702

’京都図案i会展（第2回）→90812

京都図案三三（第5回）→（90506）

京都図案会展（第37回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　．　（91403）

京都図案会展（第38回）春季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　．91405C

京都図案多磨（第39回）通常展覧会
　　　　　　　　　　　　　　一一一〉　（91408A）

京都図案会展（第41回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一〉．（91502A）

京都図案会展（第43回）通常展覧会

　　　　　　　　，　一〉　（91506）
京都函案予断（第44回）大典紀念図案大回

　覧会→91510L
京都図案会展（第45回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　T一〉　（91602A）

京都図案会展（第46回）春季大展覧会（創

　立15週年紀念）→91605A

京都図案会展（第47回）通常展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（91608A）

京都図案躍動（第48回）秋季展覧会（立太

　子紀念）→91610E
京都図案親展（第49回）→（91703）

京都図案会展（第50回）春季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一91705A
京都図案会展（第51回）→91710C・

京都図案i会ee　・（第52回）一・．（91803）

京都図案会展（第53回），→91804F

京都図案i会展（第56回）通常→91901
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　京都図案会展　古代更紗図案研究会第1回

　　　　　　　　　　　　　’　一＞91902A
　京都図案会展（第58回）・→（91910）

　京都図案会展（第59回）→91910

　京都図案頭身（第60回）→（92002）

　京都図案会展（第61回）創立20週年紀念図

　　案展覧会→92003A
　京都図案会展（第62回）．→92010B

　京都図案会展（第63回目通常→92101

　京都図案臨画（第64向〉春季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92105A）

　京都図案画展　東京出張展覧会→92107

　京都図案画展（第65回）秋期大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　．　（92111A）

　京都図案画展（第67回）→（92202A）

　京都図案会誌（英国皇儲殿下御来朝記念展

　　覧会）→（92205）

　京都図案文展（第69回）→（92211）

　京都図案会展（第70回）→92304C

　京都図案会誌（第71回）秋季通常図按睡魔』

　　会→（92312）’

　京都図案会展（第72回）東宮殿下御成婚奉

　　祝記念図案展覧会→92402A

　京都図案主演（第75回）秋季大展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一＞92411A

　京都図案会展（第77回）二十五周年記念図

　　案展覧会→92510A

　京都図案会展（第78回）「→92605C

　京都図案会展（第79回）→92611F

　京都図案会展（第80回）→92704F．

k京都図案客演（第81回）→92711B
　京都図案三三（第82回）→（92805A）

　京都図i案会展（第84回）→g2904C

　京都図案会展（第85回）創立三十周前紀念

　　展覧会→92911F
　京都図案協会検討図案展→93705C

　京都図案協会検討図案展（昭和13年度）

　　　　　　　　　　　　　　　一〉　（93807）

　京都図案協会検討図案展（昭和14年度）

　　　　　　　　　　　　　　　，．　（93905）

　京都図案協会展：T・93604F

　京都図案協会展→93611B

　京都図案美術工芸品展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　o　一（92301）
　京都選機会展覧会（第3回）→（92606）

京都染織主芸図案競技展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　　一一一＞930　＊B

京都染織工芸図案競技展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93110

京都染織工芸図案競技展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93204

京都染物同業組合模様染部陳列会

　　　　　　　　　　　　　　．92710A
京都染物同業組合模様三部陳列会

　　　　　　　　　　　　　　t　（93806）

京都帝室博物館開館十周年紀念和漢名画展

　覧会→90704

京都帝室博物館新年陳列→90401

郷土俳人遺著遺編展覧会→94211

京都博：覧会（第1回）→87204

京都博：覧会（第5回）→87603

京都博：覧会（第6回）→87703

京都博覧会（第8回）・→87903B

京都博覧会（第16回）→91804

京都博覧会→（OOO一＊A）

京都美術工芸学校校友会大会→90511

京都美術工芸展覧会（第1回）』→92410A

京都美術工芸品展覧会→92911
京都美術博覧会一一；・SgOO4A、

郷土文化展覧会→93310A

京都毛斯論図案聯盟展→（92908）

玉広検認（第1回）→（92405）

旭枝会展覧会（第1回）→（92306）

旭枝会展覧会（第3回）→（92406）

旭激憤展覧会（第4回）→（92502）

旭枝会展覧会（第5回）→（92601A）

旭年会展覧会、（第6回）→（92607）

豊漁会展覧会（第7回）→（92612B）

玉直会図案展覧会→92103A

御物上代染織特別展覧会→92804B

近畿聯合輸出向工芸試作品展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93509A

金工鐸展覧会→92011B

近世日本国民史朝鮮役史料展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一92203C
近代草履展覧会→93009D

【ク】

空中文明博覧会→91807
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国貞百選画展覧会→・（92804A）

倉田先生寿町展観→89804B

呉竹会展覧会→90909

呉町会展→926＊

黒潮社展（第1回）→（92707A）

黒百合会展覧会、（第17回）→92406A

黒百合会展覧会（第18回）→92410B

黒百合会展覧会（第19回）→92510C

黒百合会展覧会（第20回）→92609F

黒百合会展覧会（第21回）→92709B

黒百合会展覧会（第22回）→92811E

黒百合会展覧会（第23回）→92911C

黒百合会展覧会（第24回）→93011B

群馬県高崎市桜井家所蔵品入札→91403D

群馬県高崎福田儀兵衛氏所蔵書画屏風及珍

　器類展観入札→91103C
．群馬県原市町丸君家当市中島家両家蔵品入

　ホL→91406

【ケ】

桂谷翁遺墨展覧会→92811C

芸術社展覧会（第2回）→（91805A）
桂裳平群→（93306）’

三三三三→（93406）

三三三三→（93511B）

敬神作品展覧会→94207B
慶長風俗展覧会→’（92612C）・

啓明会創立十年記念展覧会→92809B

一端展覧会（第2圓）裾模様図案廉　夏向

　　　　　　　　　　　　　　　一．92112

押型展覧会（第3回）染片側帯図案展　春

　向→92210
桂友展覧会（第6回目染丸帯片側帯図案展

　春・向→92510

桂友展覧会（第8回）染丸帯片側帯図案展

　1春祭→92611

桂友展覧会（第9回）染丸帯片側帯図案展

　下向→92702
桂友展覧会、（第10回）染丸帯羽二重友郷

　秋冬向→92706
桂友展覧会（第11回）染丸帯片側帯　夏向

　　　　　　　　　　　　　　　．92802
桂友展覧会．（第12回）染丸帯片側友仙　秋

　冬向→92806A

桂友展ee会　・（第14回）染丸帯片側帯　夏：向

　　　　　　　　　　　　　　　一＞92902

桂友展覧会（第18回）丸帯片側帯　夏向

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93002

桂友展覧会（第19回）翁島図案展　秋冬向

　　　　　　　　　　　　　　　．93005　’

桂友展覧会（第20回）染丸帯片側帯　秋冬

　向→93006
桂友展覧会（第22回）染丸帯片側帯　夏向

　　　　　　　　　　　　　　　．93012
桂友展覧会（第23回）友仙図案　秋冬向．『

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93104

唯識展覧会（第24回）染丸帯片側帯・秋冬

．向→93105

桂友展覧会（第25回）染丸帯片側帯　春向

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93111

桂友展覧会（第26回）染丸帯片側帯図案展

　夏向→93202
舞楽展覧会（第27回）帯図案研究会　秋冬

　℃向→93205

軽挙展覧会「（第29回）染丸帯片側帯　春山

　　　　　　　　　　　　　　　．93211　’

桂友展覧会（卿面隠丸帯片側帯血温，

　　　　　　　　　　　　　　　．93302
浮巣展覧会（第34回）．織名古屋研究会　百

　扇図案」秋冬向→93405

桂友展覧会（第37回）靭帯図案　春和

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93510

桂友展覧会（第38回）織帯図案　夏向「

　　　　　　　　　　　　　　　．93601

桂友展覧会く第39回）織帯図案　春向

　　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93610

桂友展覧会（第5g回）→93912A

三友同三会展（第1回）→（93004）・

桂友同机会展（第2回）→（9300字）

三友同三会展（第3回）→（93011）

桂友同机会食（第4回）→（93104）

桂友同机会展（第5回）？（93106）

桂友同机会展（第6回）→（93111）

桂友同机三三（第7回）→（93204）

桂友同机会展（第8回）→（93211）

三友同三会展（第10回）→93305

薄遇同発会展（第11回）→933！0

，三友同三会展（第14回）、→（93502）

桂友同発会展（第16回）→（93510A）
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　桂友達机会展（第17回）z’→（93602）

桂友同塵会展（第18回）→（93605）

旗雲同机会展（第19回）→（93606A）

心友同机画展（第20回）→（93610）

心友同直会展（第21回）→（93702）

孤本同机会展（第22回）→（93705）

桂友銅藍会展（第23回）→國（93801）

幽幽同机会展（第24回）→（93804）

心友同机会展（第25回）→（93811A）

桂友雲影会展（第26回）→（93901）

桂友同齢会展（第27回）創立10周年記念

　　　　　　　　　　　　　　一一〉　（93905A）

晶出同机会展（第28回目→（93910）

桂友同齢六野（第29回）→（93912A）

柱友部叡山展（第30回）→（94004）

桂巽同画会展（第31回）→（94do6A）

京洛百景図絵展覧’会→93806

劇に関する展覧会→91502A

決戦美術展→94309

KT会展与（92903）

KT会誌（第12回）→（93008）

KT出展：（第13回）→（93101）

KT画展（第；14回）→（93103）

KT会展（第15回）→（93107）

KT会展→（93506）

乾坤社展覧会（第1回）→93909D
tt

｣坤社展覧会（第2回）→94009C
乾坤社展覧会（第3回）→9410gb

繭糸織物陶漆・器共進会→88504

源氏物語に関する展観→93211C
県社柳廼社神徳記念展覧会→925＊A

絢染会展（第4回）→924＊A

絢染会展（第5回）→925＊B

旧染三三（第6回）→92604B

絢染繭紬（第7回）→92705C

絢染会展（第11回）→（93108A）

絢画会展、（第12回）→（93208）

絢画会展（第14回）π＞93405D，

絢六会展（第15回）1→93506A

絢染論説（第17回）→93705J

絢点滴展（第18回）→93805C

面恥’台詞（第19回）→93905C

絢染語調（第20回）→94005D’

現代挿画芸術展→92807A

現代綜合美術展覧会→93503E

現代大家新作展→91603

現代大家創案支那段通展覧会→93510G

現代日本画展覧会→93801B

現代日本画展覧会→94002B　・

現代日本画名作展覧会→93708A

現代名家百弊画会→90911

建築博覧会→93305E

三哲宮本武蔵と武道：展覧会→93611G

母御友価区陳列会（第2回）→92612A

絹繋累仙区陳列会（第3回）・→（92707B）

絹畠駅戸区陳列会（第4回）→（92801）
．絹畠友仙区陳列会（第5面）→（92811）

絹畠友淵区陳列会（第6回）→（92907）．

絹耐雪仙区陳列会（第7回）→（93007A）

絹畠雪避区陳列会（第8回）→（93101A）

建武中興六百年記念建武中興史料特別展覧
　会一L＞93403　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

建武中興六百年記念展覧会→93406

【コ】

故阿武少将遺愛品，大阪某家所蔵品並テ現

　代筆大家之作品入札→（00004）

小出楢重遺作展覧会→94105

小糸源太郎近作洋画展→93505J

興亜産業と宣伝戦展覧会→93908A

興亜書道聯盟展覧会（第2回）→94005G

光悦・光琳・沖融記念会（日本美術協会美

　術展覧会第52回参考部）→91410C

交響展（第2回）→（93511C）

交響展（第3回）→（93602A）

交響展（第4回）→（93604）

航空美術展覧会（第1回）→94109B

航空美術展覧会（第3回）→94309C
皇国文化史展→94009B

「皇室と京都」特別展→93910F

江州入興市田家及某家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　一＞91401D
甲州渡邊青洲翁遺愛品入札→91711B

香雪斎蔵品展観→93404C

香雪斎蔵品展観→93704F　・

後素協会三十年記念遺墨展観→92507
皇太子殿下御成婚奉祝子換の博覧会

　　　　　　　　　　　　　　t，92404A
迎田秋悦遺作展→（93508）
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迎田秋悦蒔絵展寛会→91507

幸野函嶺遺作展覧会→93603A

光楳会展（第1回）→92305A

光楳会展（第2回）→（92406A）

光楳会展く第3回）→（92505）

光楳会展（第4回）→（92509）

光楳会展（第5回）→（92606A）

紅白図案会展（第1回）、→（91505）

紅白図案影踏（第2回）→（91508）

紅自図案影踏（第3回）→（91511A）

紅白図案会展（第4回）→（91602B）

紅白図案会展（第5回）→（91604）

紅白図案会展（第6回）→（91606）

紅白図案i影踏（第7回）→（91609）「

紅白図案会展・（第8回）→（91611A）

紅白図案会展（第9回）→（91702）

紅白図案会展（第10回）三週年紀念大展覧

　会→（91706）

紅白図案会展（第12回）→〈91711A）

紅白図案会展（第13回）→（91802A）

紅白図案i会展（第14回）→（91803A）

紅白図案会展（第15回）→（91806）

紅白図案会展（第16回）→（91808）

紅白図案会展（第17回）→（91810）

紅白図案会展，（第18回）→（91903A）

紅白図案会展（第19回）→（91906）

紅白図案会展（第20回）→（91908A）

紅白図案会展（第21回）→（91911）

紅白図案会展（第22回）→（92002A）

紅白図案会展（第23回）→・（92005）

紅白図案会善く第24回）→（92008）

紅白図案会展（第25回）→（92011）

紅白図案会展（第26回）→（92101）

紅白図案会展（第27回）→（92102）

紅白図案会展（第28回）→（92105）

紅白図案会展（第29回）ら（92106）

紅白図案考選（第30回）→（92108）

紅白図案会展（第31回）→（92111B）

紅白図案会展（第32回）→（92201）

紅白図案会展（第33回目→（92202B）

紅白図案会展（第34回）→（92205A）

紅白図i案会展（第35回）→（92207A）

紅白図案会展（第36回）→（92211A）

紅白図案’会展（第37回）→（92301A）

紅白図案会展（第38回）→（92302）

紅白図案会展（十週紀念展）→（92304A）

紅白図案会展（創立拾カ年紀念図案展観、．

　秋向友禅図案）→92305B

紅白図案会展（第41回）→（92308）

紅1白図案会展（第42回）→（92311）

光風会展覧会（第21回）→93402A・

光風会展覧会（第23回）→93604G

．光風会展覧会（第24回）→93702B

神戸市有名家所蔵之明治大家書画屏風旧名

　古屋市某氏所蔵書画屏風道具類入札

　　　　　　　　　　　　　　　．　（ooooo）

神戸大和絵協会展観→91903A

弘法大師一千百年記念弘法大師関係資料展

　覧’会→93403B

弘法大師一千百年記念展覧会→93401，．

弘法大師文化大展覧会→93403A

紅友会展（第1回）→（92402A）

紅筆会展（第2回），→（92403）

紅筆会展（第4回）→（92408）

紅友会展（第6回）→（92502A）

紅友会展（第8回）→（92508A）

紅友会展（第9回）→（92509A）　　一

粒友’会展（第10回）→（92510A）

紅筆会展（第11回）→（92512A）

紅筆会展（第12回）→（92603）

紅筆会展（第13回）→（92607A）

紅筆会展（第14回）→（92608）

紅筆会展（第15回）→（92612D）

紅筆会展（第16回）→（92702）

紅友会展（第17回）→（92706）

紅葉会盟（第1回）→（92402）

紅葉山人二十七年忌記念展覧会→92911G

広陵美術会展覧会（第7回）→91205A

光琳遺品展覧会→91506

三三三三（第1回）→（92912）

故大岡牛糞遺愛品入札→91312A

古楽面特別展覧会→93410E

古活字本展覧会→93710B

古賀春江遺作展→94102B

故川上大将故香川勝広翁遺愛品掠某家所蔵

　品入札→91706

国威宣揚元冠展793805

国画院同人作品展覧会→93704E

国画会展覧会（第4回）→92905A

国画会展覧会（第8回）→93304B
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国画会展覧会（第15回）→94003D

国画玉成会展覧会（第1回），月本彫刻三三

　覧会（第1回）→90810A・

国画創作協会展覧会（第1・回）．→91811

国画創作協会展覧会（第2回）→91911

国画創作協会展覧会（第3回）→92011A

国画創作協会展覧会（第6回）戸92704D

国画創作協会展覧会（第7回）→92804G

国際広告写真展→93004A

国際広告写真展（第4回）→93303、

国際写真サロン（第1回）→92705A

国際写真サロン（第2回）→92805

国際写真サuン〈第3回）→92905

国際写真サロン（第4回）→93005A
国際写真サロン（第5回）→93105B　’

国際写真サロン（第7回）、→（93410）

国際写真サロン（第10回），→（94612）

国際図案協会展（第1回）→（92810）

国産振興東京博覧会→92803D

国産振興四日市大博覧会→93603C

国産展覧会（第2回）→91510D

国史趣味染織作品展→94002E

国展→国画創作協会展覧会，国画会展覧会

　を見よ

国風盆：i栽展覧会（第10回）→93903B．

国風盆栽展覧会（第13回）→94012

国宝絵画特別展覧会→92510E

国宝重要美術品絵画展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　．93405B
四宝重要美術品展覧会（第2回目→93504H

国防と産業大博覧会→93503D

国防に必要なる白金展覧会→93601B

国民美術協会西部展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　一一＞91310B

国民美術協会展覧会（第5回）→91702

小柴生侍近作油絵展覧会→93605A

五重塔再建記念四天王寺展→94003A

古書画鑑賞会→87905

古書画鑑賞会→87906　　　f，）．

古書画鑑賞会→87907

古書画鑑賞会→87909、

古書画展観→89003A
古書画展覧会→9．150’4A

御即位式資料展覧会→91401

御大典奉祝名古屋博覧会→92809D

古代風俗画展覧会→91702C

御大礼関係品特別展覧会→915101
三王希望作品展→〈93905B）

古陶磁展覧会→93409A

・五渡拳拳貞百選画展覧会→（92804A）

’後鳥羽天皇七百年式年御祭記念特別展

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93905A

琴平山博覧会7・879Q3A

こども愛育展覧会→93511D’

子供の博覧会→92404A

こども博覧会→92607A．

五二会全国品評会→89604A

五二会全国品評会（第2回）→89804’

近衛家熈公遺墨展覧会→93509C

近衛公爵御蔵器入札（第2回）→91806’

故林忠正氏遺愛品某家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91804H

古美術品展覧会→90303E

小室翠雲個人展覧会（第2回）→936041

三吉原三郎氏遺愛三三家所蔵品展観入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91704D

今回某御大家及ビ中京某氏御所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91310E

コンドル博士遺作品展覧会→92011D、

混沌詩社先賢遺墨展覧会一己92704E

【サ】

西園寺公を偲ぶ展覧会→94101

西鶴記念展覧会→93106A　’

練工展（第1回）→92711C

埼玉県某家所蔵品入札→91605

埼軍県堀越家所蔵品入札→91703A
彩総会展（第12回）→（91810A）

彩画会展（故会長北垣男爵追悼図案展覧会）

　　　　　　　　　　　　　一〉　（91910A）

在米日本人発展史料展覧会→92610E

酒井抱一名画展覧会→93004C

境町美術展覧会→88811

榊原紫峰新作展→94007

榊原文翠展→（92511B）∴

坂田、伊東、笠原、三家当市三家御所蔵品

　入札→91610H
早苗会展覧会（第20回）→919σ6A・

早’市会展覧会（第21回）→92006

一238一



早苗会展覧会（第23回）→92206B

早苗会展覧会（第25回）→92406

早苗会展覧会（第30回）→92906A

早苗会展覧会（第31回）→93006A

早苗会展覧会（第32回）→93105G

早’三会展覧会（第33回）1→93206A

早苗会展覧会（第34回）→93305D

早苗会展覧会→93906

佐羽淡斎翁遺績顕彰展覧会→93901

産業工芸品展示会→（94103）

産業振興大博覧会→93603D

産業戦士贈画展→94403

産業美術展覧会（第8回）→93903

三算学展→92611E
三彩会展→（92604）

三彩会展→（92606B）

三彩会展→（92703）

三州史料展覧会（第2回）→91810B

三聖盆寿議書画展観→87503

燦扇会展覧会→94011A
言草会展→（92907A）t－．

三草三農→（93004A）』

三草会展（第4回）創作着尺図案展

　　　　　　　　　　　　　　　一＞930　＊A

夏草会展（第5回）→（93104A）

三草会展（第6回）→（93107A）

三草会展（第7回）→（93111A）

三草中展（第8回）→（93201）

三瀬会展（第9・回）→（93301）

三草’会展（第10回）→（93302）

三選会館（第11回）→（93305）

上灘会展（第12回）→（93306A）・

三弄糞展（第13回）→（93401）

山武書画展観→89105A

サンフランシスコ万国博覧会→93902B

サンフラγシスコ万国博覧会→パナマ太平

　洋万国博覧会を見よ

首府聯合着尺展覧会→（92206A）

山陽美術展覧会→93605C

　　　　　　　　【シ】

茸雲尊者遺芳展観→93706’

塩川文麟翁三十三回忌記念遺墨展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一＞90910

史学会大会→93505C

滋賀県物産共進会→90004A

シカゴ万国博覧会→89305

シカゴ万国博覧会→93305G’

子爵堀川家及某大家御蔵品展観入札

　　　　　　　　　　　　　　　．　一918041

子爵三浦家御所蔵品入札→gi610A

自信会展（第1回）→（92001）

自信会展（第2回）→（92003）

静岡県萩原家当市某家御所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　’　一一＞91702B

静岡県馬場氏当市某家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91702D

静岡県某家所蔵品入札丁？91406C

静岡市小林稿塘氏当市某家所蔵品遺愛品入

　札→91610F

始政四十周年記念台湾博覧会→93510C

時代タペストリー展覧会→93505H

時代陶磁・器展覧会→91902B

．時代人形・屏風・大津絵展観→93705A

時代品展覧会→89503

蚕繭会絵画展覧会（第2回）→91803B
七華甲展観→（91907）

七県聯’合共進会→（88211）

七石翁遺愛品展観→93706C「

日月会展覧会（第1回）→（901＊）・

日月会展覧会（第2回）→90110A

日月会展覧会（第3回）→90211

日月会展覧会（第5回）→90410A

日月会展覧会〈第11回）→91202A

実在工芸美術展覧会（第2回）→93705H：

四天王寺展→94003A

シドニー万国博覧会→87909A・

市内東区青山平四郎氏所蔵品売立，

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOO31）’

市内某家市外某家所職品売立「→93706A

支那古陶金石展→92811D

支那古名画展覧会→92811B

支i那事変聖戦博覧会→93804B

支那段通展覧会→93510G

支那美術大展覧会→93904E

篠山刀剣大’会→92503C

芝川照吉蒐集品展覧会→92510G

シーボルト資料展覧会→93504G

シーボルト先生渡来百年記念展覧会
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　　　　　　　　　　　　　　　一＞92404B

r島崎柳鳩半折画展覧会→91205

下高井郡重要物産品評会（第1回）、→89311

下高井郡重要物産品評会（第2回）→89411

下ノ関市宮崎儀一氏及当市上京区某九三所

　蔵之書画屏風茶器道具類入札

　　　　　　　　　　　　　　o　（OOOO4B）

下関藤田氏当市井上氏所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　．91205C

下村正太郎氏御所蔵品入札（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　　一91012
下村正太郎氏御所蔵品入札（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91107

社中合同図案展覧会（第1回）→（91911A）

社中合同図案展覧会（第2回）→（92002B）

社中合同図案展覧会・（第3回）→（92004）

尺貫法存続連盟壁画展→93905E

シャム日本美術展覧会→93108

宗淵上人碩徳展覧会→94012B

周漢文化展覧会→93204D

集古平（第31回）→90103

．聚秀会展覧会（第3回）→（92509B）

聚秀会展覧会（第4回）→92606A

聚平平展覧会（第5回）→92706B

聚出会展覧会（第6回）→（92808）

聚県会展覧会（第8回）→（93007B）

聚秀会展覧会（第9回）→（93107B）

聚秀会展覧会（第11回）→93307A

聚毎会展覧会（第12回）→93406A
自由図案会展幽 i第10回）→（92307A）

住宅改造博覧会→92209B　．

十；月画会（第3回）→（91601）

十人展→92211C

儒者文人維新前後の英傑名士の書画、及び．

　抹茶器其他展観入札→91706A

趣味古陶器大展覧会→93511G

春三会展覧会（第1回）→92402B
春…金出会展覧会　（第2回）　→92408

春三会展覧会（第3回）→（92504）

春平声展覧会（第4回）→（g2510B）

1春図会展覧会・（第5回）→（92603A）

春錦会展覧会（第6回）→（92611）

春錦会展覧’会（第7回）→（92703A）

1春錦会展覧会（第8回）→（92711）

春草遺墨展覧会→91204

春台美術展（第10回）→93501A

春陽会展覧会（第1回）→92305

春陽会展覧会（第12回）→93404E

春陽会展覧会（第18回）→94004B

春陽会展覧会（第19回）→94104C

春陽会展覧会（第20回）→94204B

l春陽会展覧会（第21回）→94304

正月風俗展覧会→93101

商業美術作品展覧会（第1回）→92609E

商業美術展覧会→93204C

商業美術展覧会→93410C

商業美術展覧会→全国商業美術展覧会をも

　見よ

商業美術聯盟展（第2回）→93410B

商工省工芸指導所研究試作品展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93309

商工省工芸展覧会（第12回）→92510K

商工省工芸展覧会（第13回）→92609D

商工省工芸展覧会（第14回）→92709C

商工省工芸展覧会（第15回）→92805C

商工省工芸展覧会（第16回）→92905C

商t省工芸展覧会（第17回）→93005E

商工省工芸展覧会（第18回）→93105E

商工省工芸展覧会（第19回）→93204A

商工省工芸展覧会（第20回）→93304

商工省工芸展覧会（第22回）→93504E

商；〔展→商工省工芸展覧会を見よ

正倉院御物特別展覧会→9401ユC

松堂公遺墨展観→933＊A
聖袖太子三三美術展覧会→92605A

彰密会展→92906D，92911E

松美会展（第1回）→（92711A）

松美会展（第2回）→（92803）

松美会展（第3回）→（92807A）

松美会展（第4回）→（92812A）

松美解職（第5回）’→（929Q6A）

松美会展（第6回）→（92912A）’

松美会展（第7回）→（93004B）

松美会展（第8回）→（93006A）

松美会展（第9回）→（93011A）

松美会展（第10回）→（93103A）

松美会解（第11回）→1（93105），

松美会展（第12回目→（93203）

松美会展（第13回）ラ（93206）

松美会展（第14回）→（93211A）
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松美会展（第15回）→（93303）

昌隆社五十周年記念幕議→92510H，

青蓮院門跡重宝展→93006B

昭和の御番鍛冶作が展→94107A

昭和美術展覧会・→92904D

書画大展覧会→91301

書画展観→87502

書画展観→（88002）

書画弓返展覧会→（91708）

書画道具展観入札→91802

諸国民窯小展→93607

書道展覧会→92904B

書道展覧会→93905D

諸名家作品展→93704A

白井姻岩個人展覧会→94011E

私立因伯米外八種共進会→89308

幽史料展覧会（第14回）→93705F

素人書画展覧会（第1回）→91404

神祇並神道史に関する展観→93611F

神宮御神楽資料展覧会→93411C
農虹会展（eg　’1回）→（93001）

農面会展（第2回）→（93101B）

農面会展（第3回）→（93107C）

農虹豊隆（第4回）→（93112）

農虹会展（第5回）→（93206A）

農虹会展（第6回）→（93212）

農虹会展（第7回）→（93303A）

農虹墨画（第9回）→（93312）

農耕会展（第10回）→（93407）

農本会犀（第11回）．→（93412）

吊輪個展（第12回）→（93506A）

雲量会展（第13回）→（93512）

農虹優麗（第14回）→（93611A）

農虹断罪（第15回）→（93706）

農国会展（第16回）→（93712）’

農圃運営（第17回）→（93806A）

農虹会展（第18回）→（93811B）

新興独逸建築工芸展覧会→93205C

神護寺名宝展観→93505E

新古書画展観→（000＊）

新古美術品展覧会一学89510B

新古美術品展覧会（第2回）→89604
新古木版絵展覧会→91603C

震災慰安スケッチ展覧会e92310A

新作画展→940＊

新書画展観入札→91311B
新制作派協会展覧会（第7回）一ジ94209C

新艸理経→（92207B）

新艸会展→（92304B）

新艸会展（第6回）→92404

新毒煙→（93605A）

国章展（第2回）→（93609）’

、新体制下に於ける産業工芸品展示会

　　　　　　　　　　　　　　一＞94102C

神道史資料展観（第2回）→93711A

神道史資料展観（第3回）→93811A

新詳細展覧会（第11回）→93310D

新離洲展覧会（第14回）→93603

神道美術展覧会→94010G

新年飾　勅題及干支二因シモノ→91201

真美会展覧会（第5回）→90603

新聞広告意匠文案懸賞募集入選作品発表展

　観「興亜産業と宣伝戦展覧会」→93908A

新聞博覧会→92003

新ロシア美術展覧会→92705B

【ス】

図i三家協会展覧会（第3回）→（92711B）

図案家協会展覧会（第4回）→（92807B）

図案家協会展覧会（第5回）→（92812B）

図案家協会展覧会（第6回）→（92912B）

図案研精到展（第1回）染織および半襟図

　案展→91610B
．図案研精農展（第3回）→（91705）

図i案研三会展（第4回）→（91708A）

図案i研精会展．（第5回）→（91710）

s図案研精会展（第7回）→（91804）．

図案研精会展（第8回）→（918＊）

図案研精会展（第9回）→（91811）

図案研精会展（第10回）→（91902A）

図案三三三三（第11回）→（91905A）

図案研出会展（第12回）→（91908B）

図案研民会展く第13回）→（91911B）

図案研精会展（第14回）t（92008A）

図案研精会展（第16回）ゴ‘→（92102A）

図案予断会展（第17回）→（92105B）

図案夢精会展（第18回）→（g2107）

図案研機会展（第20回）→（92201A）

図案研精会展（第21回）→（92204）
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図案研精画展（第22回）→（92206B）

図案研精画展（第25回）→（92305A）

図案向上画展（第4回！→（92608A）

図案試作展覧会（第2回）→（91906A）

図案展覧会（第3回）→（93611B）

水郷潮来小品展覧会→94001

推画会（第4回）→92510J、

推古会（第5回）→92611H：

鈴木春信遺作展覧会→91906B

裾模様図案協会展覧会（第1回）→（92409）

角力展覧会→91705

駿州笹野氏遠州安間氏両家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91703

【セ】

西欧工芸展覧会→（93202）

青古社展覧会（第6回）→92905D

青甲社展覧会（第7回）→93005F

青甲社展覧会（第8回）→93105F

出盛社展覧会（第9回）→93205E

青甲社展覧会（第10回）→93305B

勢州塗木家江州某旧家所蔵品入札→91510J

聖戦美術展覧会（第1回）→93907B

聖戦美術展覧会（第2回）→94107

生誕百年記念富岡鉄斎翁遺墨展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93503A

聖堂書画大展観→87405

青年図案人聯盟展覧会（第1回），

　　　　　　　　　　　　　　．　（93111B）

青年図案人聯盟展覧会（第2回）→93205B

青年図案人聯盟展覧会（第4画）→93305F

青年図案人聯盟展覧会（第5回）→93309D

静美会展（第9回）→（91505A）

静美会意（第12回）→（91611B）

静美会展（第13回）→（91706A）’

西部展覧会→91310B

盤面回顧展覧会→94305’

精面会展覧会（第1回）→（92906B）

青鶯社展覧会（第1回）→94205A

青龍社展覧会（第3回）→93109

青龍社展覧会（第8回）→93609

．青龍社展覧会（第10回）一？93809

青龍社展覧会（第11回）→93909L

青龍社展覧会（第13回）→94108

’青龍社展覧会（第14回）→94208

青龍社展覧会（第15回目→94308　♪

総和園展観て第2回）→93402B

青湾茗謙書画展観→87411

世界古美術展覧会→93211D

石療翁追福展観→89604C

関根正二遺作展覧会→91909C

雪桂塾展覧会→（92804）

仙厘禅師遺墨展覧会→93106

全関西写真競技大会→936＊A

全国着尺図案大会→（92607B）

全国工業博覧会参考宝物館陳列→92107A

全国産業振興共進会→93609B

全国産業博覧会→92604

全国産；業博：覧会→92803B

全国産業博覧会→93510D

全国漆器漆生産府県連合共進会→89804C

全：国小学児童学芸成績品展覧会→92812

全国商業美術展覧会（第3回）→93610F

「全国商業美術展覧会（第5’回）→93810D

全国商業美術展覧会（第6回）→93911C

全国商業美術展覧会（第7回）→94011B

全国商業美術展覧会→商業美術展覧会をも

　見よ

全国染織工業博覧会→91904

全国中等学校商業美術作品競技大会入選作

　品展覧会（第1回）→93411
全国毛議論競技大会（第6回）→（92410A）

全国毛無論図案大会→（92403A）

全国毛重盗友禅競技大会（第1回）（第21 �j

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（91911C）

全国窯業品共進会（第1回）’→90109

志向展（第2回）→94006A
染織逸品会（第1回）→（92710）

染織繍芸術協会展覧会（第．1、回）→94011H

染色美術展覧会→93206

染織美術展覧会（第4回）っ（92903A）

染織美術展覧会（第6回）→（93003）

染織美術展覧会（第7回）→（93009）

染織美術展覧会（第8画）→（93104B）

染織美術展覧会（第9回）→（93111C）

染織美術展覧会（第IQ．回〉→（93204A）

染織美術展覧会（第11回）→（93209）

染織美術展覧会（第18回）→93508’

染織美術展輩会（第20回）→93608
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染織美術展覧会（第21回）→93702A

染織美術展覧会（第22回）→937041

染織美術展覧会（第23回）→93708B

染織美術展覧会（第24回）→93802A

染織美術展覧会（第26回）→93804C

染織美術展覧会（第27回）→93808’

染織美術展覧会（第28回）→93902A　　’「

染織美術展覧会（第29回）→93904A

染織美術展覧会（第30回）→93908

染織美術標準図案展覧会（第7回）→93410

染織美術標準図案展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93504C

染織美術標準図案展覧会（第9回）

　　　　　　，　一　，　一一＞93509B
染織美術標準図案展覧会（第10回）→93605

染織美術標準図案展覧会（第11回）

　　　　　　　　　　　　　　・一＞93609H

染織美術標準図案展覧会（第12回）

　　　　　　　　　　　　　　．93704H
染織美術標準図案展覧会（第13回）

　　　　　　　　h　？93711C
染織美術標準図案展覧会（第14回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93804E

染織美術標準図案展覧会（第15回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93809C

染織美術標準図案展覧会（第16回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93904B

染織美術標準図案展覧会（第17回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93909C

染織美術標準図案展覧会（第18回）→94004

染織標準図案作品展（第6回）→93405G

染織文化展覧会（第1回）→94102

染織文化展覧会（第2回〉→94104

染織文化展覧会（第3回）→94109D

染織文化展覧会（第4・回）→94209

染織文化展覧会→（94111）

染織名品展覧会（第1回）→93309C

染織名品展覧会（第2回）→（93410A）

染織名品展覧会（第3回）隔（93510B）

染織名品展覧’会（第4回）→（93610A）

染織名品展覧会（第5回）→（93710）

染織名品展覧会（第6回）→（93809）

染織聯合図案展覧会『（第1回）→（91407A）

染織聯合図案展覧会（第2回）→（91409）

染織聯合図案展覧会（第3回）→（91411）

戦争美術展覧会→93805B

セントルイス万国博覧会→90404A

全日本更生工芸展覧会→（932＊）

全満写真美術展覧会→93308

扇面画展観→93307

【ソ】

綜逸図案会展（第1回）→（92010A）

綜逸図案会展（第2回）→（92212A）

双軒庵記念野晒→92510F

叢晃社展→（93111D）

綜合美術展覧会→93301

創作図案展覧会（第1回）→（92512B）

双水美術協会展覧会（第1回）→（92212B）

双水美術協会展覧会（第5回）→（92606C）

双手美術協会展覧会（第6回）→（92707C）

下水美術協会展覧会（第8回）→（92906C）

双台社農覧会（第1回）→94105B

宗達記念会→91304C

巣林子二百年祭記念近松遺品及参考品展覧

　会→92211B

蘇思置作品展覧会→92302、、

【タ】

第一鑑賞会→88902

大大阪記念博覧会→92503B

大更展→（93502A）

大呉会i推奨図案展（第1回）→（9240SA）

醍醐寺名宝展覧会→92906C

太湖勝会展観→89408

大師会（第15回）→91104B

大師会（第16回）→91204C

大師会→92610C
大師会→〈93406B）　　＼

太子祭記倉展覧会→91106A

大聖寺博覧会→87904

．泰西工芸晶展覧会→92304

泰西創作版画展覧会→92804
泰西美術展覧会一lyg2802A　’

泰西名画展覧会→92704C

泰西名画展覧会（第2回）→93910E　・

大蔵会（第7回）『→92111

大蔵町（第8回）→92211A
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大蔵会（第25回）→93911G

大典紀念京都博：覧会→91510B
　　　　　　　　　　　　　）
大典記念京都博覧会第三会場（古美術）．

　　　　　　　　　　　　　　一＞91510C

大東亜建設博覧会→93904

大東亜戦争美術展覧会L・94212「

大東亜戦争美術展覧会（第2回）→94312

大東京展→93210A

泰東書道院展覧会（第6回）→93512

大徳寺名宝展観→93304A

大ナポレオン展→93601A

＼大ナポレオン展覧会→93110A

大楠公展覧会＝一＞93504A

大楠公父子展覧会→93806A

大楠公六百年記念展覧会→93505K

大南洋展覧会→94110B

大日本織物協会創立50周年記念織物展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一＞93505

大日本海洋美術展覧会（第7回）：一＞94305A

大日本勧業博覧会→92803A

太平洋画会展覧会〈第1回）→90203

太平洋画会展覧会（第2回）→90305A

太平洋画会展覧会（第3回）→90405
太平洋：画会展覧会（第5回）→90604・

太平洋画会展覧会（第6回）→90805A

太平洋画会展県会（第8回）→91005B

大礼関係特別展覧会→92810B．一

大礼記念大阪博覧会→91510A

大礼記念京都美術館美術展覧会→93405A

大礼記念国産振興東京博覧会→92803D

台麓図案単作品展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　一〉　（92010B）

台麓図案黒作品展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　一一〉　（92105C）

台麓図案皆野品展覧会（第3回）→（92109）

台麓図案会作品展覧会（第4回）

　　　　　　　　　　　　　一〉　（92204A）

野卑図案会作品展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　一eF　（92207C）

台麓図案愚作品展覧会（第6回）

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92206C）

台三図三会作品展覧会（第7回）

　　　　　　　．　一〉　（92209A）
総軍図案会作品展覧会（第8・回）

　　　　　　　　　　　　　一〉　（92311A）

台麓図案適作品展覧会（第9回）

　　　　　　　　　　　　　一　（92407A）

高田博士所蔵書画器物展観入札→91711

高橋家御蔵品入札→91804B

宅埜田野趣→（94010）

竹内栖鳳回顧展二覧会→94305

武岡豊太氏所蔵浮世絵展→92304B

田崎草雲翁画幅展覧会→89206・

田崎草雲贈位二十五周年記念遺墨展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一一＞94103C

但馬日下安左衛門氏長沢実二郎湯江三三大

　家所蔵品入札→91509．

標野倦同盟野鼠→92203・

田中桐江先生二百年忌記念（日交游門人）

　遺著遺墨展観→94111B

田中料亭洲個人展覧会→93510F

田中芳男君七六展覧会→91305’

田辺雀山作陶二十周年記三三→94206

谷上広南記念展覧会→（92908A）

谷口香嬌遺墨展覧会→91905

田文晃遺作展覧会→93804D

谷文晃先生建碑記念遺作展覧会→93112

田能村直入翁三十周年記念遺作展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞93705D

田能村直入翁寿莚展観→87703A

煙草展覧会→93311D

煙草展覧会→93310H

煙草展覧会→93510K

田村社中図案展覧会（第1回）→92207
田村社中図案展覧会（第2回）→92212

多聞洞展覧会→93803A

淡交会展覧会（第2回）→92511A
淡交会展覧会（第3回）→92611A

淡交会展覧会（第4回）→92711A

淡交会展覧会（第5回）→92903A

丹青会図案展覧会→（93501）

丹青会展覧会（第1回）→90005

丹青会展覧会（第2回）→（90012）

丹青会展覧会（第3回）→（9010S）

丹青会展覧会（第4回）→90211A

団体聯合図按展覧会、（第3回）→92306

【チ】

近松時代風俗展覧会→92210D
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竹軒蔵品展観→93506
畜産工芸博覧会『 i第1’回）→91903B

畜産工芸博覧会（第2回）→92503A

智讃大師遠忌記念園城寺名宝展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞94004C

知多郡某大家所蔵書画道具類売立

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOIID）

知多郡某大家所蔵品売立→（00002A）

千葉県滑川家茨城県榊原五二市小原家所蔵’

　品入札→91702E
千葉県成田町大塚氏所蔵品入札→91709B

茶：湯釜→93910B

中央亜細亜発見古画模本特別陳列

　　　　　　　　　　　　　　　．92611B
中央図案協会展覧会（第1回）→91903

中央図案協会展覧会（第2回）ら（91908C）

中央図案協会展覧会（第3回）→（92001A）

中央図案協会展覧会（第4回）→（92008B）

中央図案協会展覧会（第5回）→（92104A）

中央図案協会展覧会（第6回）→（92105D）

中央図案協会展覧会’ i第7回）→（92107A）

中央図案協会展覧会（第9垣D→（92205B）

中央図案協会展覧会（第11回）→（92211B）

中央図案協会展覧会（第13回）→（92305B）

中央図案協会展覧会（第14回）→（92307）

中央図案協会展覧会（第15回）→（92311B）

中央図案協会展覧会（第16回）→92402

中央図案協会展覧会（第17回）→（92407B）

中央図案鰯会展覧会（第18回）→（92410B）

中央図案協会展覧会（第19回）→（92412）

中央図案協会展覧会・（第20回）→（92509C）

中央図案協会展覧会（第21回）→（92511）

中央図案協会展覧会（第22回）、→（92603B）

中央図案協会展覧会（第23回）→（92607C）

中央図案協会展覧会（第24回）→（92612E）

中央図案協会展覧会（第25回）→（92704）

中華民国教育部美術展覧会→（92903B）

中興忍激上人二百二十五年遠忌記念展覧

　　　　　　　　　　　　　　一＞93505A
忠臣蔵展覧会→93111B

チュンベリー氏記念展覧’会→93311E

肇国興亜博覧会→94010E

彫刻品着色花鳥絵画展覧会→89210
長春閣蔵品展観→93602B　’

難工芸展覧会→93411B

朝鮮古陶史料大展覧会・東洋古陶磁大展覧

　会→93407

朝鮮古陶史料大展覧会・東洋古陶五大展覧

　会→93410A
朝鮮古美術工芸展覧会（第2回）→93511H．

朝鮮古美術工芸展覧会（第3回）→93611E

朝鮮声美術工芸展覧会（第4回）L＞93806D

朝鮮古美術工芸展覧会（第5回）→93911A

朝鮮古美術工芸展覧会（第6回）→93911H

朝鮮古美術工芸展覧会（第7．回）→94111C

朝鮮美術展覧会（第1回）→922＊A

朝鮮美術展覧会（第2回）→923＊
朝鮮美術展覧会Lt（第3’ �j→924＊B
朝鮮美術展覧会（第4回）→925＊C

朝鮮美術展覧会（第5回）→92605G

朝鮮美術展覧会（第6回）→927＊

朝鮮美術展覧会（第7回）→92805B

朝鮮美術展覧会（第8回）→929＊

朝鮮美術展覧会（第9回）→930＊

朝鮮美術展覧会（第10回）→931＊

朝鮮美術展覧会（第11回）→932＊

朝鮮美術展覧会（第12回）？933＊

朝鮮美術展覧会（第13回）→934＊

朝鮮美術展覧会（第14回）→93505D

朝鮮：美術展覧会（第15回）→93605D

朝鮮美術展覧会（第16回）→93705G

朝鮮美術展覧会（第17回）→93806B

朝鮮美術展覧会（第18回）→93906A

朝鮮美術展覧会（第19回）→94006’

彫塑会心（第1回）→90005B

彫塑叢論（第2回）→90105A

直入鳥指鑓展観→87703A

【ツ】

追悼山元春挙先生早苗会展覧会→93906，

津軽伯爵家御蔵器入札→91711C　　一

月岡芳年五十年忌記念展覧会一594106

辻永邦風油彩画花卉小品展→93706B

津島町某大家所蔵品売立→（00003D）

土田麦倦遺作展覧会→93805D

坪内造遙博士を偲ぶ展覧会→93601C

潤むじ会展（第1回）→（92507）

憾むじ会展（第3回）→（92705）

津むじ会展（第4回）→（92801A）

　　　！
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津むじ会展（第7回）→（93008A）

望むじ会展（第8回）→（93104C）

津むじ平押（第9回），→（93201A）

【テ】

帝国図書館増築記念展覧会→93003・

帝国美術院展覧会（改組第1回）→93602

帝国美術院美術展覧会（第1回）→91910B

帝国美術院美術展覧会（第2回）→92010C

帝国美術院美術展覧会（第3回）→92110B

帝国美術院美術展覧会（第4回）→92210C

帝国美術院美術展覧会（第5回）→924101

帝国美術院美術展覧会（第6回）→92510D

帝国美術院美術展覧会（第7回）→92610B
帝国美術院美術展覧会（第8回目→92710B

帝国美術院美術展覧会（第9回目→92810A

帝国美術院美術展覧会（第10回）→92910C

帝国美術院美術展覧会（第11回）→93010B

帝国美術院美術展覧会（第12回）→93110B

帝国美術院美術展覧会（第13回）→93210C

帝国美術院美術展覧会（第14回）→93310F

帝国美術院美術展覧会（第15回）、→93410D

逓信博：物館創立十週年紀念特別展覧会tt

　　　　　　　　　　　　　　－91206D
帝展→帝国美術院美術展覧会を見よ

伝教大師奉賛展→93611

天山喜字野寄書画展観→90805

伝神洞展覧会（第1回）→（91905B）

伝神聖展覧会・（第2回）→（92005A）

天台宗名宝展覧会→93704G

天平文化綜合展覧会→92803E

天覧古画陳列→89502

【卜】

独逸現代美術展覧会ラ92611D　　　　　ぐ

独逸国宝名作素描展→93704K

独逸版画展覧会→94310

東海絵画協会展覧会（第1回）→908＊

東海四県聯合輸出工芸試作品展覧会（第5

　回）→93903C

東海道交通史料特別展覧会→92205A

東海農区五県聯合共進会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　一一＞90104A

東海輸出工芸展覧会（第7回）→94103B

東丘社展覧会（第5回）→94205、

東京勧業展覧会（第1回）→91103A

東京勧業展覧会（第2回）→91203B

東京勧業博覧会→90703

東京工芸総合展覧会（第1回）ら（94203）

東京工芸総合展覧会，（第2回）→（94303）

東京故小野善右衛門氏及某氏所蔵引書三三

　風茶器道具類入札→91102

東京市京橋区禾挽回船橋家所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOOIC）

東京写真研究会（第2回品評会）→90905

東京写真研究会展覧会（第4回）一チ913＊B

東京写真研究会展覧会（第5回）→915＊

東京写友会展覧会（第1回）→90305

東京積翠庵所蔵品入札→91511A

東京大正博：覧会→91403E

東京彫工会競技会（第15回）一チ900＊

東京帝室博物館特別展覧会（明治39年）

　　　　　　　　　　　x　一＞90605A
東京帝室博物館特別展覧会（大正2年）

　　　　　　　　　　　　　　一＞91304A

東京帝室博物館特別展覧会（大正6年）．

　　　　　　　　　　　　　　一．91704A

東京美術学校生徒成績品展覧会→90207

東京美術学校創立15周年記念美術祭

　　　　　　　　　　　　　　一＞90311A

東京美術倶楽部開館記念展→（92412A）

東京府工芸晶共進会→88703

東京府美術館開館十周年記念現代綜合美術

　展覧会→93503E
東京木版業組’合徒弟競技会→（91205A）

刀剣装飾陳列→92511・

刀剣展→93810

東西三三錦繍展→92610A

東西子午金石展→92611G
東西諸大家新作画展（第17回）一一7・933101　’　一

東西大家新作絵画展覧会t93006C
東西大家新作画展一・93904F　’

東西大家日本画展覧会→94112

当市秋山友七氏外某家蔵幅入札→91806B

当市油小路森守旧所蔵品及ビ中京町回家蔵

　品入札→（00002B）

当市生嶋甲所蔵品入札→91510K、

当市生嶋氏子蔵品入札（第2回）→91510M
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当市市田氏盆栽刀剣類西陣某大家所蔵品入

　札→91306B

当市市田理八氏所蔵品入札（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　　一91212

当市太田氏外某家所蔵品入札→91406A

当市大宮井上氏御所蔵品入札→（00012G）・

当市大宮井上氏所蔵品入札：一＞91402A

当市及金沢市某家書画器物展観入札会

　　　　　　　　　　　　　　一＞91802B

当市株式仲買高橋氏旧蔵品下京某旧家所蔵

　品入札→91404E
当市烏丸西川氏所蔵品入札→91401B

当市鳥丸某大家中京理解家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　．91510F
当市（三半〉中村氏旧蔵品入札（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91602

当市閑雅田田蔵品入札→91803C

当市枳殻馬場伊東氏こんどや勝見氏所蔵品

　入札→91403A

当市木下家所蔵品入札（第1回）r＞91702A

当市熊谷氏西陣某旧家旧蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　一一〉　（OOOO6）

当市御大家御蔵品支那北京某大官愛玩皆人

　’札→91312B　巴

当市小林氏及中京某旧家所蔵之書画屏風茶
　器道具類入札→（00003J）

陶甕漆工陳列→94207

当市下京区烏丸山田柏庵氏及曝首家所蔵品

　入札→91211C

当市下京区田中利七三三某旧家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91206C

．当市杉江三三某氏所蔵品売立→（00003A）

当市伝馬町井華屋野崎久兵衛氏所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　．　（OOO12D）

当市伝馬町宮地氏（第2回）三二某家所蔵

　品売立→（00012A）

当市内藤嘉右衛門氏所蔵書画屏風類入札．

　　　　　　　　　　　　　　一＞91405B

当市中市場町沢井氏所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　一一〉（OOOO2G）　．

当市中市場町蜂須革製蔵之書画茶器道具類

　売立→（00010）

当市中京某家所蔵品入札→（00001D）t・

当市中区佐藤氏及某家所蔵品入札→91402

当市中区内藤氏所蔵品売立→（00002F）

当市中孫三郎氏所蔵品入札（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　一91201A

当市西区木挽町古沢市蔵氏所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　．　（OOOO2C）　’

当市西材木町丹羽氏所蔵品競売→91211B・

当市西陣中岡吉兵衛氏所蔵品入札→91206

当市西陣広瀬庄助復旧蔵品及下京某旧家所

　蔵品入札→91204B

当市東谷氏及某氏所蔵品入札→91401A

当市日比野三所蔵品入札→91403B

当市藤孫氏所蔵品売立→91604B

当市藤原忠之助氏御所蔵品入札（第1回）’

　　　　　　　　　　　　　一　（OOOO4D）

当市藤原忠之助氏（第2回）及下京某旧家

　御所蔵品入札→91205B

当市船橋家御所蔵品入札→（00011C）

当市某旧家所蔵品売立→（00003F）

当市某家所蔵品売立→（00010B）

当市某家所蔵品売立→（00012C）

当市某家所蔵品入札→91404D

当市某家所蔵品入札→91406B

当市某家所蔵品入札→916101　・

当市某子爵家埼玉県渡邊家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　一＞91803D

当市某所蔵品入札→91512C

当市蓬枢閣小林氏所蔵品入札：一＞91611C

当市牧野氏外某一家所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOOIA）

当市（万亀）小西嘉一郎氏所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　一＞91405A

当市三中西栄三郎氏旧蔵品大阪柳原喜兵衛

　氏及某氏所蔵品入札→91403C

当市南区某家岐阜県羽嶋郡三家両氏所蔵品

　売立→（00012B）．

当市室町中吉田異所蔵品入札（第1回）

　　　　　　　　　　　　　．　（OOOIIA）

当市室町中吉田氏所蔵品入札（第2回）

　　　　　　　　　　　　　，　．　（OOOIIB）

東寺名宝展覧会→93404B

当市元大雅堂定亮氏遺愛品大嶋氏適性某氏

　所蔵品入札→（00002E）

当市八木三所蔵之書画道具類入札

　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOO3K）

当市山中小兵衛氏某大家所蔵品入札（第1

　回）→（00012）
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当市（山本定功氏）所蔵書画屏風煎茶三道

　具類入札（第1回）→91010
当市（山本定功氏）所蔵書画屏風煎茶三道

　具類入札（第2回）→91010B
東大寺展覧会→（89103）

当地井二東北某家所蔵品入札一》91410：D

当地某家所蔵品入札→91505

東都吉松庵主所蔵品入札→91205E’

童宝美術院展覧会（第8回）．→93802

童宝美術院展覧会（第9回）→93902

童沖美術院展覧会（第10回）→94002

東北遺物展覧会→92804E

東北産業博：覧会→92804D

堂本画塾東丘社→燦扇会，東丘社を見よ

東洋絵画共進会→88604
　　　　　　　　　　　　　　　　　＞東洋げてもの展覧会→93311A

東洋古画特別展覧会→92606

東洋古陶盛大展覧会→93407，93410A

東洋古美術展観→94111D

東洋図案協会展（第1回）→（91906B）

東洋農工技術博覧会→90112

東洋美術大展覧会→93804A

徳川時代婦人風俗及服飾器具展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞91104A
徳富藍子十周年記念展覧会→93610B

特別浮世絵展覧会→92204

特別陳列　茶湯釜→93910B

独立美術協会展覧会（第3回）→93303A

独立美術協会展覧会（第4回）→93403C

独立美術協会展覧会（第5回）→93503

独立美術協会展覧会（第6回）→93604H

独立美術協会展覧会（第7回）→93703

独立美術協会展覧会（第9回）、→93903A

独立美術協会展覧会（第10回）→94003B

独立美術協会展覧会（第11回）→94103

独立美術協会展覧会（第12回）→94203

栃木県大谷家御蔵品入札→91611A

栃木県東京市部家所蔵書画器物展観入札

　　　　　　　　　　　　　　一一＞91712A

登内微笑個展（第1回）→93709B

戸張孤雁遺作展覧会→92809A

富岡鉄斎翁遺墨展覧会→93503A

富岡鉄斎作品展→94201

富田渓仙遺作掛軸展覧会→93707

富田渓仙遺作展覧会→93705E

富田渓仙展覧会→94207A

当会展（第2回）→（92502B）

富山市広瀬家所蔵品入札→91710F

豊臣時代品展覧会→89804A

豊橋三三大家所蔵品売立→（00003L）’

【ナ】

内外広告資料展覧会→91503

内国絵画共進会（第1・回）→88210

内国絵画共進会（第2回）→88404

内国勧業博覧会（第1回）→87708

内国勧業博覧会（第2回）→88103

内国勧業博覧会（第3回）→89004

内国勧i業博：覧会．（第4回）→89504B

内国勧業博覧会（第5回）→90303

内国勧業博覧会（第5回）紀念写真大会

　　　　　　　　　　　　　　　．90304A

長井越作動蔵幅入札（第1回）→91306A

長崎派写生・南宗画展覧会→93905B

長沢藍雪遺作品展覧会→93710

中林竹洞，竹渓翁墓碑建立旧事会→89311A

長魁町遠山氏外某家所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOO2D）

中村屋回顧展覧会→94103A

’中山氏所蔵文人新書画器物入札→91709F

名古屋市小出庄兵衛氏所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91506B

名古屋市春秋園武山勘七氏所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91401C

名古屋市服部蔵春居所蔵書今田茶器及諸道

　具類入札一朝91211

名古屋豪健旧家及当地某氏所蔵之書画屏風

　道具類入札→91004

名古屋汎太平洋平和博：覧会→93703A

那智発掘仏教遺物展観→92806

浪花名家肖像展覧会→90306

ナポレオン展覧会（大ナポレオン展）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93601A

奈良県三男三家奈良市某旧家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　’i　一eF　91512

奈良時代出土遺物特別展覧会→93604E

奈良博覧会（第1回）→87504

奈良博覧会→（87803）

南越絵画共進会（第1回）→89105
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南画会展覧会（第5回）→（91908D）

南京博覧会→91006

楠町六百年祭記念神戸観光博覧会

　　　　　　　　　　　　　　一93504D

南国土佐大博覧会→93703C

．南都七大寺展覧会→92803

南蛮史料展覧会→92807

南蛮屏風展観→93610D

南蛮文様蒔絵品特別陳列→93609A

南方文化展覧会→94204F・

【二】

新潟県当市某両家所蔵品入札→91704

二科会展覧会（第4回）→91709A
亡霊斗会展覧会　（第5回）　→91809

二科会展覧会（第10回）→92310

二科会展覧会（第11回）→92409A

二科会展覧会（第12回）→92509B

二科会展覧会（第13回）→92609B

二科会展覧会（第16回）→92909
二科会展覧会（第17回）→93009A

二科会展覧会（第20回）→93309B

二科会展覧会（第23回）→93609D

二科’会展覧会（第24回）→93709A

二科会展覧会・（第25回）→93809B

二科会展覧会（第26回）→93909B

二不才会展覧会　（第27回）　→94008

二科会展覧会（第28回）→94109A

二科’会展覧会（第29回）→94209B

二科会展覧会（第30回）→94309B

肉筆浮世絵展→93803

肉筆浮世絵展覧会→93505B

西区上園町回森重蔵氏所蔵品売立
　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOO3E）　，・

西区伝馬聖誕本長六か所蔵品売立　・

　　　　　　　　　　　　　’　．　（OOO12E）

西区伝馬町野崎惣兵衛三所蔵品売立

　　　　　　　　　　　　　一一〉　（OOOO3B）

西田研究会秋季展覧会→（90810）．

西日本朝鮮げてもの展→93704C

西本願寺大谷家御蔵器入札→91311A

西山画塾青甲社→青甲社を見よ

西山芳園並完瑛展→94204E

二千六百年史展覧会→94003

日英博覧会→91005A

置網文化展覧会→93711

日満華親善書道展覧会→93811

日満興産博覧会→93408

日満産業大博覧会→93604D　　一

日華絵画聯合展覧会（第4回）丁→92606B

日華連合古今絵画展覧会→93104A

日光美術展覧会→89004B

日清日露戦役回顧錦絵展覧会→93801A

新田義貞・北畠顕家・結城宗広三公六百年

　言古品展観→93704

二百年記念近松史料展覧会→92211B

日本絵画協会（第9回）日本美術院（第4

　回）連合・絵画共進会→90010

日本画院展覧会（第1回）→93904D

日本画院展覧会（第3回）→94104B

日本画院展覧会（第4回）→94204A

日本画会展覧会（第2回）→89906

日本画会展覧会（第3回）→90005A

日本画会展覧会（第4回）→（90110）

日本画会展覧会（第5回）→90205

日本画会展覧会（第6回）→90303C

日本画会展覧会・（第7回）→90405B－

日本画会展覧会（第8回）→90504

日本画会展覧会（第9回）創立十年紀念絵

　画展覧会→90604A
日本画会展覧会（第10回）→90707

日本画会展覧会（第11回）→（90810A）

日本画会展覧会（第12回）→90906

日本画会展覧会（第13回）→91005

日本画会展覧会（第14回）→91105A

日本画会展覧会（第17回）→91502

日本画’会展覧会（第20回）→91805

日本画会展覧会（第21回）→91902

日本画会展覧会（第22回）→92004

日本画会展覧会（第3回）→92504A

日本画会展覧会（昭和10年度）→93505G

日本画会展覧会（昭和11年度）一・一＞93605B

日本画会展覧会→93708C

日本画大展覧会→94004F．

日本近世名画展覧会→94010F

日本婚礼進化博覧会→93603B

日本産業博覧会（第7回）→91504
日『

{漆エ会漆工競技会（第2次）→89404

日本写真大サロン（第2回）→927＊A・
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日本写真大サロン→9351iE

日本写真美術展覧会（第1回）→92605B

日本写真美術展覧会（第2回）→92705D

日本写真美術展覧会（第3回）→92811、

日本写真美術展覧会（第4回）1「→92911D

日本写真美術展覧会（第5回）→93011

日本自由画壇後援会主催試作展覧会（第1

　回）→92304A

日本自由画壇後援会主催試作展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92308A）

日本自由画壇試作展覧会（第1画〉

　　　　　　　　　　　　　　一〉　（92311C）

日本自由画壇試作展覧会（第3回）→92505

日本自由画壇小品画展覧会→92105

日本自由画壇展覧会（第1回）→92010D

日奉自由画壇展覧会（第2回）→92109A

日本自由画壇展覧会（第3回）1→92210B

日本自由画：壇展覧会（第5回）→925101

日本自由画：壇展覧会（第6回）→、92610

日本自由画壇展覧会（第7回）→92710．

日本自由画壇展覧会．（第8回）→92810

日本自由画二二覧会（第9回）→92910

日本自由画壇展覧会（第10回）→93010

日本自由画壇展覧会（第11回）→93110C

日本自由画壇展覧会（第12回）→93210

日本自由画壇展覧会（第13回）→93310B

日本自由画：壇展覧会（第14回〉→93SloB

日本自由画壇展覧会（第15回）→93610A

日本肖像絵画展覧会・→93404

日本女子美術協会展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞90111A
日本女子美術協会展覧会（第2、回）→902＊

日本書道作二会展覧会（第2回）．→92612

日置水彩画会展覧会→91603B

日本水彩画会二十五周年記念外国作家水彩・

　画特別展→938Q4H　　　’　”

日本精神宣揚展魔会→93404A

日本彫刻会展覧会→90810A

日本南画院展覧会（第1回）→92110A
日本南画院展覧会・（第2回）・→92211

日本町画院展覧会（第3回）→92409B

日本南画院展覧会（第4回）→92509D

日本南画院展覧会（第5回）→92609C
日本南画院展覧会（第6’回）→92709A

日本南画院展覧会（第7回）→92809C

日本画画院展覧会、（第8回）→92909B

日本南画院展覧会・（第9回）→93009B

日本南画院展覧会（第10回）→93109B，

日本南画院展覧会（第11回）→93204B

日本南画院展覧会（第12回）：→93305C

日本南画院展覧会（第13回）→93405E

日本南画院展覧会（第14回）→935041’

日本南画院展覧会（第15回）T→93605F

日本南宗画会展覧会〈第2回）→（91001）

日本ピグメント協会展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞92603A

日本美術院軍用飛行機献納同人作品陳列

　　　　　　　　　　　　　　　一＞94202
日本美術院試作展覧会（第8回）幽→92203D

日本美術院試作当確会（第9回）→92303

日本当術院試作展覧会（第11回）t92502　’

日本美術院試作展覧会（第i9回）→92702A

日本美術院展覧会（再興第1回）→91410B

日本美術院展覧会（再興第2回）→91510G

日本美術院展覧会（再興第3回）→91609

日本美術院展覧会（再興第4回）→91709C

日本美術院展覧会（再興第5回）一？91809A

日本美術院展覧会（再興第6回）．→91909A

日本美術院展覧会（再興第7回）→92009

日本美術院展覧会（再興第8回）『→92109

日本美術院展覧会（再興第9回）→92209

日本美術院展覧会（再興第10回）→92309

日本美術院展覧会（再興第11回）→92409

日本美術院展覧会（再興第12回）→92509A

日本美術院展覧会（再興第13回）→92609A

日本美術院展覧会（再興第14回）1→92709

日本美術院展覧会（再興築15向〉→92809

日本美術院展覧会（再興第16回）→92909A

日本美術院展覧会（再興第17回）→93009

日本美術院展覧会（再興第18回）→93109A，

日本美術院展覧会（再興第19回）→932091

日本美術院展覧会（再興第20回）→93309A』

日本美術院展覧会（再興第21回）→93409

日本美術院展覧会（再興第23回）→93609C

日本美術院展覧会（再興第24回）→93709

日本美術院展覧会（再興第25回）．→93809A．

日本美術院展覧会（再興第26回）→93909A

日本美術院展覧会（再興第27向），→94009

日本心術院展覧会（再興第28回）・～→94109，

日本美術院展覧会（再興第29回）一｝94209A
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日本美術院展覧会（再興第30回）→94309A

日本美術院奈良絵画展覧会→90305B

日本美術院日本絵画協会連合絵画共進会

　　　　　　　　　　　　　　　→90010

日本美術院派新作品展覧会→92004A

日本美術院米国展覧会→92102A

日本美術学院創立五周年記念絵画展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　→91710
日本美術学院展観→（91812）

日本美術協会絵画展覧会（明治23年）

　　　　　　　　　　　　　　→89010A’

日本弓術協会古美術品展覧会→90704B

日本美術協会美術展覧会（明治21年）

　　　　　　　　　　　　　　、→88804A．

日本美術協会美術展覧会（明治22年）

　　　　　　　　　　　　　　　→88904
日本美術協会美術展覧会（明治22年臨時）

　　　　　　　　　　　　　　　→88911
日本美術協会美術展覧会（明治23年）

　　　　　　　　　　　　　　→89003B
日本美術協会美術展覧会（明治26年春季）

　　　　　　　　　　　　　　　→89304
日本美術協会美術展覧会（明治26年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　→89310A
日本美術協会美術展覧会（明治27年春季）

　　　　　　　　　　　　　　→89404A・

日本美術協会美術展覧会（明治27年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　　→89410
日本美術協会美術展覧会（萌治28年春季）

　　　　　　　　　　　　　　→89504A’

日本美術協会美術展覧会（明治28年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　　→89510
　ノ日本美術協会美術展覧会（明治29年春季）

　　　　　　　　　　　　　　→89604B
日本美術協会美術展覧会（明治30年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　　→89710
日本美術協会美術展覧会（明治32年春季）

　　　　　　　　　　　　　　　、→89904・

日本美術協会美術展覧会（明治33年春季）

　　　　　　　　　　　　　　　→90004
日本美術協会美術展覧会（明治34年）

　　　　　　　　　　　　　　　→90105
日本美術協会美術展覧会（第33回）→903Q4

日本美術協会美術展覧会（第55回）

　　　　　　　　　　　　　　　→91610C

日本美術協会美術展覧会（第56回）．

　　　　　　　　　　　　　　一91704C
日本美術協会美術展覧会〈第57回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞91709G
日本美術協会美術展覧会（第58回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞91804E
日本美術協会美術展覧会（第60回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞91904A

日本美術協会美術展覧会（第69回）参考品

風俗画展観→92510B
日本美術協会美術展覧会（第82回）

　　　　　　　　　　　　　　L一）93003A

日本美術協会美術展覧会（第93回）彫刻及

工芸展→93311

日本美術展覧会→92204A

日本美術展覧会→92311

日本百名家絵画展覧会→91106

日本文化史展覧会→94005C

日本民族小学生作品展覧会→94010A
日本名宝展（第1回）’→92go3B

日本名宝展（第2回）→93004B．

日本輸出工芸聯合会工芸品展（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞94210B

ニューヨ」ク万国博覧会→93904G

仁徳天皇千五百年祭教育品展覧会

　　　　　　　　　　・　一〉　（90007）　・，

仁和寺竜安寺特別展→93711B

【ネ】

根津美術館展観（第1回）t→94111D

根津美術館展観．（第2回）→94205C

根津美術館展観（第3回）→94211A

根津美術館展観（第4回）→94305C

根津美術館展観（第5回）一594311A

【ノ】

能衣裳展覧会→93911E

能楽三面展覧会→93010A，

農商務省工芸展覧会（第6回）→91810ノ

農商務省工芸展覧会（第7回）？91910A

農商務省工芸展覧会（第8回）→92010・

農商務省工芸展覧会（第9回）→92110

農商務省工芸展覧会（第10回）→92210A
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農商務省工芸展覧会（第11回）→92411

農商務省図案及応用作品展覧会（第1回）

　　　　　　　　　　　　　　一一＞91310F
農商務省図案及応用作品展覧会（第2回）、

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91410　，

農商務省図案及応用作品展覧会（第3回）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞91510

農商務省図案及応用作品展覧会、（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞91610

農商務省図案嘉応用作品展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞91710A
三二→農商務省図案及応用作品展覧会，農

　商務省工芸展覧会を見よ

倉旨展→（93510C）

乃木将軍遺墨遺品展覧会→92609

ハツネ会展（第10回）ラ（93806B）

パナマ・太平洋万国博覧会→91502B

原尚庵氏所蔵品入札→93202A

パリ日本美術展覧会→92906

パリ万国装飾美術工芸博覧会→92504B

パリ万国博覧会（1878年）・→87805

パリ万国博覧会（1889年）→88905

パリ万国博覧会（1900年）→90004B

パリ万国博覧会（1937年）→93705K

バルセロナ万国博覧会→88804

万国科学工業海洋植民博覧会→93005B

万国金工博覧会→88506

万国現代装飾美術工芸博覧会→92SO4B

万国写真展覧会→91109

播州鼻曲家所蔵之書画屏風道具類入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91011
【ハ】

【ヒ】

俳句に関する展覧会→91701
梅車干展→（94109）

拝山先生別涙展観→88901

下国独立百年祭記念博：覧会→92209A

伯爵小松家当市某大家御蔵器入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91811C
柏寿園展→（93510D）

柏寿園展→（93609A）

柏寿園展→（93703）

白星、会展覧会→（92703B）

白鶴美術館秋季展観（第4回）→93511B

白馬会展覧会（第3回）→89810A

幕末以後の大阪市史料展覧会→92707

幕末尊皇秘史展覧会→936＊C

白惣社展覧会（第2回）→（92304C）

寸専1覧会→87304

橋本関下画伯展覧会→（93405）

橋本織田作画陳列会→91609A．

橋本関雪展→（91909）｛〕

橋本左内先生生誕百年紀念展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞93510A
橋本平入郎遺作展覧会→93609E・

長谷川糾七氏所蔵品売立（第1回）

　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOO3H）

長谷川所蔵品売立（第2回）→（00004A）

八凸社廉（第3回）→（92505A）

入凸社展（第5回）→（92511A）

比叡山開創千百五十年記念伝教大師奉三三

　　　　　　　　　　　　　　　一93611
日吉山王資料展観→94204D

ピエール・ラプラード回顧展覧会→935051

東春日井郡小牧町江崎氏外一家所蔵三三立

　　　　　　　　　　　　　　．　（OOOO2）　，

・東山魁夷滞欧スケッチ展→93801

東山茶：会→90802

三三会作品展観→92011C

彦根物産古器物展覧会→89504C

土方伯爵三子三家御所蔵品入札→91606D

菱田春草遺墨展覧会→91204

ビヂットラ美術学校出身画家展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞91606A
尾州小牧町江崎家当市西陣富田半兵衛三所

　蔵品入札→91206B

尾州知多郡（山口水竹居）当市中京（某旧

　家）蔵品入札→（00005D）

美術展覧会→（88611）1

美術の批判社日本画展覧会（第2回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞92906B
美術文化展（第3回）→94205B

美術文化展（第4回）→9430SB

美制会図案展覧会（第2向）1→92106

美制会図案展覧会（第3回）ら923q2A

美制会図案展覧会（第4回）→（92306A）
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美挙会図案展覧会（第5回）→（92405A）

美桑三三（第1回）→（92011A）

美区会展（第2回）→（92102B）

美桑三三（第3回）→（92104B）

美区会展（第4回）→（92108A）

美点会展（第5回）→（92111C）

美桑三三（第7回）→（92211C）

美三会展（第8回）→（92403B）

姫津線全通記念産業振興大博覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞93603D

百選会（第19回）→922＊

百選会（第23回）→924＊

百選会（第24回）→924＊C

百選会（第25回）→925＊

百選会（第53回）→935＊

百選会（第54回）→936＊

百選会（第56回）→936＊B、

百選会（第57回）「→937＊

百選会（第59回）→937＊A

百選会（第60回）→938＊’

百選会（第63回）→939＊

百選会（第65回）→（93909）

百選会（第66回）→（94004A）

白夜会作品展覧会（第2回）→（91510）

兵庫柏木氏蔵品入札（第1回）→91306

兵庫旧大家当市某旧家両家所蔵品入札1

　　　　　　　　　　　　　．　（OOOOsA）

兵庫某大家所蔵之書画屏風道具楽器類中京

　某家所蔵之書画屏風更紗類入札

　　　　　　　　　　　　　一〉　（OOOO6A）

標準図案展覧会（第1回）→92206A
表装競技展覧会（第15回）→（92412B）’

表装競技展覧会→（94011）

表装美術展覧会（第10回）→93503B

広重団扇絵展覧会→924071

広重六十回忌追善記念遺作展覧会→91709

【フ】

ファシスタ伊太利亜大展覧会→94005E

フィラデルフィア万国博覧会（1876年）

　　　　　　　　　　　　　　　S876e9
フィラデルフィア万国博覧会（1926年）

　　　　　　　　　　　　　　一）一92605H

富嶽十題展覧会→93911B

深志茗謙→87903

福井県重要物産共進会（第1回）→89810B

福井博覧会→87705

福岡塾卒i業記念図按展覧会→（91904）

福岡塾卒業紀念図案展覧会→（92409A）

福岡博物展覧会→（88704）

「福島市某家所蔵品入札→91404B

服飾調和展（第1回）一593111D

服飾調和展（第2回）→（93204B）

月旦飾言当選口展　　（第3回）　→（93210）

服飾調和展　（第4回）→（93303B）

服飾調和犀（第5回）→（93311）

服飾調和農　（第7’回）→（93410B）

服飾調和展（第8回）．→（93503）

服飾調和展（第10回）→（93603A）

服飾特別展覧会→92604A

服飾美術着尺図i案展→93507

服装図i案展→（93102）

福田翠光個人展覧会→（93408）

福田翠光作品展覧会（第3回）→93804F

福田翠光新作画個人展（第4回）→94004E

福田翠光展→（93105A）

不二会展覧会（第1回）→92711D

藤島武二遺作展覧会→94311

藤田嗣治個展→92910A

富士展覧会→94012A

藤森桂谷遺墨展覧会→92811C

藤原美術展覧会→93704D

婦人化粧美展覧会（彰美会第2回展）

　　　　　　　　　　　　　　一＞92906D

伏原春芳堂新作画展→93705B

蕪村遺墨展覧会→93211A

二葉会展覧会（第2回）→90404

二葉会展覧会（第3回）→90411

二葉会展覧会（第4回）→90505

復興記念横浜大’博覧会→93503C．

復古大和絵派訥言，一二，為恭展覧会　’

　　　　　　　　　　　　　　一＞94211B

仏展→仏蘭西現代美術展覧会，仏蘭西美術

　展覧会を見よ

ブラジル独立百年祭記念博覧会→92209A

フランス絵画工芸展覧会→93101A

仏蘭西現代美術展覧会（第1回）→92205

払蘭西現代美術展覧会（第3回）→92405

仏蘭西現代美術展覧会（ij　4回）→92509C
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仏蘭西現代美術展覧会（第5回）→92605F

イ4蘭西現代美術展覧会（第6回）→92703

仏蘭西古典作品展覧会→93606C

仏蘭西美術展覧会→92803C

仏蘭西美術展覧会（第8回）→92911A

フランス美術展覧会（十週年記念）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93105C

’府立大阪博物場展覧会（明治26年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞89310B

府立大阪博物場展覧会（明治27年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　　一＞89410A

府立大阪博物場展覧会（大正1年秋季）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞91209

府立大阪博物場美術品展覧会（明治28年春1

　季）→89504

古谷三三遺作展→91903C

プロレタリア美術大展覧会、（第4回）

　　　　　　　　　　　　　　　一一＞93111E

文化移入に関する古書展覧会→92509

文化文政天保美人風俗版画展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一＞92804C

豊後日田故千原花町翁之遺物和漢書三三珍

　器類其：他展観入札→（00003M）、

文晃遺墨展覧会→93112

文展→文部省美術展覧会を見よ

文明以降大和国名家筆蹟及製作品陳列

　　　　　　　　　　　　　　　一89905
文麟翁三十三回忌記念遺墨展覧会→90910

【へ】

米全学三十三回忌辰追福書画物品陳列

　　　　　　　　　　　　　　　一89003
平安書道会展覧会・（第20回）→93911

平安三都以降時代品展観→90303A’

平家納経展→94004D

米国開催日本美術三三入絵画展覧会出品作

　品陳列会→92102A
平和記念東京博覧会→92203回

忌ルリンオリンピック芸術競技→93607A

ベルリン日本古美術展覧会→93902D

伯林日本古美術展覧会記念展→93907A

変木母子（第1回）→（92708）

変木会展（第2回）→（92801B）

変木早早（第3回）→（92812C）

変木会展（第4回）ら（93007C）

変木会展（第5回）→（93011B）

変木会展（第19回）→．（93402）

変木会展（第20回）→（93406A）

変木会展（第21回）→（93410C）

変木会展（第22回）→（93411）

変木会展（第23圖）→（93502B）

変木会展（第25回）→（93512A）

【ホ】

貿易史料展覧会→（91412）

貿易製産品共進会→91103

某華族家御所蔵長崎叩頭三品入札

　　　　　　　　　　　　　　→9161ユB

某華族家御所蔵品入札→91603A

某華族某氏両家所蔵品入札→91512A

某貴顕某大家御蔵品入札→91411A

某旧家御所蔵品及支那荷口入札→91310A

某旧家御所蔵品入札→91404A

某旧家所蔵品入札→91403F

平家御所蔵品入札→91505A

平家御所蔵品入札→91605B

某家御所蔵品入札→91605C

某家所蔵品売立（第2回）→（00011）

某家所蔵品展観入札→91512B

某家所蔵品展観入札→91703B

某家所蔵品展観入札L・91・704E

某家所蔵品入札→91303A

某家所蔵品入札t91403

某家所蔵品入札→91512D

某家所蔵品入札→91602A

某家所蔵品入札→91607

某家所蔵品入札→91612

某家所蔵品入札→93606

三家蔵品入札→91405

某家蔵品入札→91806C

奉献写真展覧会→92112A

豊公以後名家肖像展覧会→93509

豊公遺物展覧会→90303B

豊公記念展覧会→91710B、

豊公時代品展覧会→89510C

豊公特別展観→93111C

奉讃古代文化展覧会→93504F’

某子爵家井早大家所蔵品入札→91510E
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某子爵家某大家所蔵品入札→91804C

某大家御所蔵回入札→91311C

某大家御所蔵品入札→91604C

某大家御蔵品入札→91312

立大家所蔵品展観入札→91611D

某大家所蔵品展観入札会→（00005C）

某大家所蔵品入札→91311

某大家所蔵品入札→91510N

某大家所蔵品入札→91511

某大家所蔵品入札→（00010A）

豊太亜大展覧会→94204G

豊太閤展覧会→93902C

訪日幸運記念美術展覧会（第1回）→93705

某伯爵家御所蔵品入札→91506C

某伯爵家佐竹子爵家御蔵品入札→91805B』

法隆寺伝来御物聖徳太子関係遺物陳列

　　　　　　　　　　　　　　　．92605
北越某大家書画道具屏風類展観入札会

　　　　　　　　　　　　　一一〉　（OOOOsB）

北斎画大展覧会→90001

墨人会展覧会（第1回）→93706D「

皇図以前南画展覧会→92811A

保坂光山作品展覧会→921＊

ボストン日本古美術展覧会→93609G

細谷風翁追号冥寿書画会一；88410

北海道帝国大学創基50年記念展覧会
　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　一一＞92605E

北海道博覧会→91808

北海道物産共進会一＞89208

堀川家捜二某家所蔵品広瀬菊雄氏玩具二三

　絵入札→91802A

本阿弥光悦展覧会→93511A

本願寺蒐覧会→（89004）

凡楽園展（第1回）→（93305A）

凡卒園展（第2回）→（93307）

凡十苑展（第3回）→（93311A）

凡十苑展（第4回）→（93312A）

凡半蔀展（第9回）→（93505）

本荘子爵家並二野家所蔵品入札→91709D

本邦古写経展観→94204
本間国夫展→（9410gB）

【マ】

前田候爵家御蔵・器入札→92505C

前橋市太田家入札→93510J．．

蒔絵鼓月雪特男尊陳　U→（93704）

牧野克次展→（91511B）

牧雅雄・木村五郎・橋本平八郎遺作展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　一Db　93609E

真葛香山作品展覧会→920＊

馬島杏雨古稀雅鑓書画展観→89405　1・

馬嶋瑞園先生愛蔵品入札→91309’

松方氏蒐集欧洲絵画展覧会→93402

松方氏蒐集欧洲絵画展覧会→93405F

松方氏蒐集欧洲綴織及絵画展覧会→92904

松平子爵（主殿頭）家御蔵品入札→91812

．松平男爵家御蔵品入札→91804G

松本宏洞先生遺墨展覧会→94303

円山応挙遺墨展観→92312

円山膚挙翁百三十年忌展観→（92409B）

円山応挙画展覧会→88905A　「

円山応挙画幅展観→89402

円山応挙展覧’会→93611C

円山四条両派特別展→91204A．

円山三会→87511

円山派絵画特別展覧会→90804

満州国美術展覧会（第1回）→（93808）『

万葉展→94010

【ミ】

三浦直介氏愛蔵時代人形・屏風・大津絵展

　観→93705A

三重県伊勢国桑名町仏眼院所蔵仏像仏画類

　入札→（00012F）

三重県下幕末維新勤王事蹟資料展覧会、

　　　　　　　　　　　　　　一＞93511F

三重県某旧家所蔵品売立→（00011E）

水田硯山個人展→94009D

水HII竹圃個人展覧会→91707

未成会展（第1回）．→（92810A）

未成’会展、（第2回）→（92811A）

未成会展（ag　3．回）→（92901）

未成母川（第4回）→（92903C）

未成三三（第5回）→（92906D）

未成会展（第6回）→（92908B）

未成会展（第7回）→（92911）

未成会期（第8回）→（93001A）

未成会展（第9回）→（93003A）　’
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未成会展（第10回）→（93006B）

未成会展（第11回）→（g3011C）

未成会展（第12回）→（93012B）

未成会展一（第13回）→（93103B）

未成会展（第14回）→（93106A）

未成影藤（第15回）→（931・11E）

未成会展（第16回）→（93112A）

未成会展（第17回）→（93203A）

未成会展（第18回）→（932q6B）

未成三三（第19回）→（93211B）

未成会展（第20回）→（93212A）

未成会展（第21回）→（93303C）

未成会展（第22回）→（93306B）

未成会展（第23回）→（93311B）

三井家主催展覧会　史学会大会（第36回）

　　　　　　　　　　　　　　一＞93505C

三井安尾研究作品展（第1回），→93606A

三越絵画展覧会→91811B

三越絵画展覧会→918＊．

三越絵画展覧会→919＊

三越絵画展覧会→92011

三越展覧会→（91603）

三越展覧会→（91704A）

三橋武顕戦跡画展→93810C

三橋武顕中直戦跡画展→93906B

美都里会展覧会（第1回）→（91404A）

美奈見画展（第2回転→（92402B）

美奈見画展（第6回）着尺三三→（92607D）

美濃関町深川絶所蔵品売立→（00001B）

三原繁吉三蔵浮世絵版画展覧会→（93010）

宮城県博覧会→88008

三盛者己氏巡欧紀念作品展覧会→91105

妙心寺名宝展覧会→93504B

三輪晃勢個人展覧会→94002A，

民芸品展覧会→93205D

【ム】

向島史蹟名勝図画展覧会→92505B

元声会展覧会（第1回）→90003

元声会展覧会（第4回）→90111

元声会展覧会（第7回）→90304B

元声影展覧会（第11回）→91103B

村上華岳先生作品観賞会→93910C

村上華岳追憶展→94111A

【メ】

名作同人研究作品展→（93910A）

名作屏風絵特別展覧会→93504

名作屏風絵巻特別展覧会→93510H

名作屏風画特別展覧会→93404D

明治以前洋画屡覧会→92503

明治記念会→（91404B）

明治・大正・昭和経済文化展覧会

　　　　　　　　　　　　　　→（940＊A）

明治・大正・昭和挿絵文化展覧会→940111

明治・大正・昭和三聖代名作美術展覧会

　　　　　　　　　　　　　　　→93704J

明治・大正・昭和物故作家油絵展→94009E

明治・大正・昭和物故名家油絵回顧展・

　　　　　　　　　　　　　　　→94011F
　　
明治大正名作展覧会→92706A

明治美術会創立十年紀念展覧会→89803

明治美術会展覧会（第4回），→89203・

明治美術会展覧会く第7回）→89SlokA

明治美術名作大展示会→94302

明治文化資料展→92711

名刀展覧会→93501B

名宝展→93609F

名宝展1（第3回）→93810A

名宝展（第5回）→94010D
名宝展（第6向）→94110

名二三（第7回）→94210

名宝日本刀展覧会→94002C

．メルボルン万国博覧会→88010

【モ】

木版絵展覧会→91603C

毛斯論半玉奨励会主催展覧会（第5回）

　　　　　　　　　　　　　一〉　（92204B）

毛斯論友仙奨励会主催展覧会（第8回）

　　　　　　　　　　　　　．　（92212C）

芸態論画仙大陳列会→（92209B）

本居宣長先生誕生二百年記念展覧会

　　　　　　　　　　　　　　一＞93005C

元幕府御用達仙波三井二橋本家等ノ旧御蔵

　品入札→91606C
桃山時代障屏画展覧会→93604C　　”　一一’

一　256．一



桃山時代美術工芸展観→93510E

森川開園遺作展覧会→94307

森守明近作展→93907

森守手個展→94005F

盛田久左衛門氏所蔵品売立→（00011F）

文部省戦時特別美術展覧会→94411

文部省美術展覧会（第1回）→90710

文部省美術展覧会（第2回）→90810

文部省美術展覧会（第3回）→90910A

文部省美術展覧会（第4回）→91010A

文部省美術展覧会（第5回）→91110A

文部省美術展覧会（第6回）→91210

文部省美術展覧会《第7回）→91310D・

文部省美術展覧会（第8回）→91410A
文部省美術展覧会（第9回）→91510H

文部省美術展覧会（第10回）→91610G

文部省美術展三会（第11回）→91710D　’

文部省美術展覧会（第12回）→91810A

文部省美術展覧会（昭和11年）→93610E

文部省美術展覧会（第1回）→93710A

文部省美術展覧会（第2回）→g3810B

文部省美術展覧会（第3回）→93910D

文部省美術展覧会（第4回）→94110A

文部省美術展覧会（第5回）→94210A

文部省美術展覧会（第6回）→94310B

文部省美術展覧会創立二十五周年記念遺作

　展覧会→93111A

友偲陳列会（第1回）→92605D

輸出向工芸品展示会（第1回）→93210B

弓矢鉄砲展覧会→94304A

【ヨ】

洋風美術回顧展覧会→92901

陽明文庫竣成記念展観→94105A　『

陽明文庫創設記念展観（第1回）→93912B

陽明文庫展（第2回）→94111

横井也有翁隠棲趾碑建立羅塚修築記念展覧

　会→93611A
横浜イカテン（第3回）→（91704B）．

横浜某大家書画道具屏風類展観入札会

　　　　　　　　　　　　　　一＞91211A

横山大観作品展覧会→91111

吉村家所蔵品故松本幹一君遺愛品展観入札

　　　　　　　　　　　　　　　一＞91712

米沢市主催米坂線全通記念全国産業振興共

　進会→93609B

鎧直垂及陣羽織→93311B

ヨーuッパ時代裂展覧会→93511

【ラ】

頼山陽遺墨展覧会→93110D

【リ】

【ヤ】

矢倉家旧慣及西陣某旧家所蔵品入札

　　　　　　　　　　　　　　一　（OOOO3G）

・山口県小田家御蔵品入札→91802D

、山城物刀剣展→94310A

大和絵展→91909

大和絵特別陳列→90904

山内多門遺作展覧会→93605E

山元画塾早苗会→早苗会を見よ

【ユ】

有所開脚書画展観→886＊

友禅→93206B

遊場着尺図案展覧会→（92403C）

友野冊遺品展覧会→92010A

’リエージュ万国博覧会→90504A

リエージュ万国博覧会→93005B

陸軍特別大演習記念特別展→93211B』

栗渓雅会→87803

・柳交会展→（93310）

柳交会展→（93505A）

籾μ交会展→（93SO9）

柳交会展→（93609B）

野選会展→（92911A）

柳選会解→（93509A）

柳選三三→（93609C）

籾μ三会展→（93709）

三選三三→（93803）

三選端野→（93809A）

柳肝腎展→（93903）

良寛並雲坪展→94009A
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三々会展覧会（第1回）→92711E

旅順開城記念展覧会→92801

臨時雛及人形陳列会→91803

ロシヤ展　　（新ロシア美術展覧会）

　　　　x　’　一＞92705B
ローマ日本美術展覧会→93004D

【レ】「 【ワ】

冷泉三三三蹟展観→92904A

聯合着尺展覧’会（第1回）→（92209C）

．聯合着尺展覧会（第2回）→（92302A）

｛ロ】

六三三三（第2回）→（93407A）’

六大都市新興工芸展覧会（第1回）→94011

ロサンゼルスオ．リンピック芸術競技

　　　　　　　　　H　’　一＞93207

、和歌山県物産共進会（第2回）→89810

和漢書三三道具屏風類入札→91303

和漢法書展覧会→913＊A

和漢名画展覧会→90704

和漢名家墨跡→91203

我等の日本皇国史大展覧会→93403D，

（いしわた，り　ひろこ　図書部図書整理課）
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