
タイトル 人名 出版者 出版年月 請求記号

菱田春草
下伊那教育会菱田春草研
究委員会／編

下伊那教育会 1960年 N 721 ﾋ

ものがたり　菱田春草 下伊那教育会／編 下伊那教育会 1977年 N 720 ﾋ

菱田春草総合年譜 下伊那教育会／編 下伊那教育会 1974年 N 721 ﾋ

菱田春草　鑑賞ガイド 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 2011年 N 720 ｲｲ

菱田春草 東京国立近代美術館 日本経済新聞社/他 2014年 721 ﾋｼ

菱田春草 鶴見　香織／監修 平凡社 2014年 N 721 ﾋｼ

菱田春草 菱田春草／画 講談社 1973年 N 721 ﾋ

もっと知りたい菱田春草 鶴見　香織／著 東京美術 2013年 N 721 ﾋｼ

菱田　春草 河北倫明／監修 学習研究社 1994年 N 721　ﾋ

菱田春草 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1987年 N 721 ﾋ

日本近代絵画全集　１６ 講談社 1963年 N 721 ﾋｼ

創造の源泉 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 2015年 N 721 ﾋｼ

天心傘下の巨匠たち 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 1991年 N 720 ﾃﾝ

天心傘下の巨匠たちⅡ 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 1998年 N 720 ﾃﾝ

菱田春草　没後百年記念特別展 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 2011年 N 720 ｲｲ

菱田春草とその時代 勅使河原純／著 六芸書房 1982年 N 720 ﾋ

菱田春草展 愛知県美術館 菱田春草展実行委員会 2003年 N 721 ﾋｼ

菱田春草
菱田春草に関連するリストです。お探しの時は、お気軽に職員へおたずねください。
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特別展　菱田春草展 佐野美術館／編 佐野美術館 1985年 N 720 ﾋ

日本近代絵画全集　１６ 講談社 1963年 N 721 ﾋ

現代日本美術全集　　菱田春草　今村
紫紅　３

後藤茂樹／編 集英社 1973年 N 721 ﾋ

五浦の五人展 日本美術院／編 朝日新聞社 1986年 N 720 ﾆ

菱田春草 近藤　啓太郎／著 講談社 1984年 N 721 ﾋ

落葉 越重夫／著 不明 1946年 N 720 ﾋ

特別展　春草 山種美術館／編 山種美術館 1972年 N 721 ﾋ

春草会五十年の歩み 春草会／編 春草会 1997年 N 721 ｼ

近代の美術　第１５号 至文堂 1973年 N 721 ﾋ

菱田春草　作品カード 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 2003年 N 720 ﾋｼ

菱田春草 菱田　春草／〔画〕 新潮社 1997年 N 720 ﾋｼ

菱田　春草 井上靖／編 中央公論社 1977年 N 721 ﾋ

菱田春草　続 菱田春夫／編著 大日本絵画巧芸美術 1978年 N 721 ﾋ

菱田春草 菱田　春草／〔画〕 大日本絵画巧芸美術 1976年 N 721 ﾋｼ

菱田春草素描集　スケッチ帖　２ 菱田　春草／〔画〕 大日本絵画 1989年 N 721 ﾋ

菱田春草素描集　スケッチ帖　１ 菱田　春草／〔画〕 大日本絵画 1989年 N 721 ﾋ

菱田春草素描集　素描 菱田　春草／〔画〕 大日本絵画 1989年 N 721 ﾋ

菱田春草・平福百穂 菱田春草／ 講談社 1984年 N 721 ﾋ

春草画譜 菱田春草／画 精華堂 1917年 N 721 ｼ

菱田春草資料 村沢　武夫／収集 ﾑﾗ 720 N

春草画集 春草遺墨展覧会／編 画報社 1912年 N 721 ﾋ
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飯田市美術博物館研究紀要　第２１号
（２０１１年）

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2011年 N 069 ｲｲ

飯田市美術博物館研究紀要　第２２号
（２０１２年）

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2012年 N 069 ｲｲ

飯田市美術博物館研究紀要　第２６号
（２０１６）

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2016年 N 069 ｲｲ

飯田市美術博物館研究紀要　第２７号
（２０１７）

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2017年 N 069 ｲｲ

飯田市美術博物館研究紀要　第29号
（2019）

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2019年 N 069 ｲｲ

飯田市美術博物館研究紀要　第30号
（2020）

飯田市美術博物館／編集 飯田市美術博物館 2020年 N 069 ｲｲ

日本の近代化に挑んだ人びと 飯田市美術博物館 飯田市美術博物館 2016年 N 280 ｲｲ

近代日本画の巨匠　菱田春草展 京都新聞社／編 京都新聞社 1982年 N 720 ﾋｼ

明治の日本画 中村渓男／著 至文社 1967年 N 721

橋本雅邦と幻の四天王 松本市美術館／編 松本市美術館 2015年 N 721 ﾏﾂ

菱田春草先祖の才能と堀飯田藩仕官
の歴史的背景

鈴川　博 2012年 N 243 ｽｽ

飯田市歴史研究所　年報　１１号 飯田市歴史研究所 飯田市教育委員会 2013年 N 060 ｲｲ

竹村浪の人講談集 飯田市立中央図書館／編集 飯田市立中央図書館 2007年 N 937 ﾀｹ

信州飯田郷土人物講談１２話 牧内　雪彦／著 南信州新聞社出版局 2001年 N 937 ﾏｷ

伊那名勝志 北原痴山／著 丁酉協会 1902年 N 243 ｷ

本朝画人伝　巻４ 村松　梢風／著 中央公論社 1985年 N 721 ﾎﾝ

現代日本絵巻全集　４ 菱田春草／ 小学館 1982年 N 720 ﾋ

春草ノート 山田房三／著 山田房三 1959年 ﾋﾅ 721 ﾋ

信州人物記　美術家伝 樋口寛／編 信濃毎日新聞社 1950年 N 702 ﾋ
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季刊　信濃路　１９８４年　春　Ｎｏ．７６ 信濃路／編 信濃路 1984年 N 050 ｼ

伊那　１９５３年１２月号
口絵　黒き猫

伊那史学会 1953年

伊那　１９５４年１１月号
飯田の史蹟一　菱田春草誕生地

伊那史学会 1954年

伊那　１９６５年１０月号
菱田春草墓碑銘について　岡倉天心真
筆の証言

伊藤　伝／著 伊那史学会 1965年

伊那　１９６６年０２月号
菱田春草墓碑銘について

米山　直昭／著 伊那史学会 1966年

伊那　１９６８年０７月号
王昭君拝借の経緯　菱田春草

木下　陽康／著 伊那史学会 1968年

伊那　１９７４年１０月号
春草幼児断片　菱田春草

宮島　好堅／著 伊那史学会 1974年

伊那　１９７８年１０月号
口絵　最初の菱田春草胸像

原田　島村／著 伊那史学会 1978年

伊那　１９８０年１０月号
口絵　菱田春草書簡碑　飯田市仲ノ町
下伊那教育会館前庭

小島　恵蔵／著 伊那史学会 1980年

伊那　１９９２年０５月号
菱田春草終焉の地　代々木の居宅

小島　恵蔵／著 伊那史学会 1992年

伊那　１９９２年０７月号
菱田春草終焉の地　代々木の居宅
（二）

小島　恵蔵／著 伊那史学会 1992年

伊那　２００３年０８月号
街のなかに「文化のかおり」がただよう
～「菊慈童」の市民運動と菱田春草展
～

米山　照実／著 伊那史学会 2003年

信濃の風土と歴史　１６ 長野県立歴史館／編集 長野県立歴史館 2010年 N 069 ﾅｶ

名碑を訪ねて（中日ホームニュース記
事の切り抜き）（複写版）

村沢　武夫 N 714 ﾑﾗ

郷土のたから　上巻 飯田文化財の会／編 南信州新聞社 1971年 N 709 ｲ

郷土の百年 飯田文化財の会／編 南信州新聞社出版局 1968年 N 243 ｲｲ

飯田・上飯田の歴史　下 飯田市歴史研究所 飯田市教育委員会 2013年 N 243 ｲｲ

4/5



飯田市立図書館

柏心寺史 村沢　武夫／編 柏心寺 1983年 N 185 ﾑ

菱田春草 美術研究所／著 美術研究所 1940年 N 721 ﾋ

三彩　１９８０．６ 芳賀和美／編 三彩新社 1982年 N 720 ﾋ

菱田春草 大岡信／ 中央公論社 1979年 N 721 ﾋ

大観　春草　観山　武山 富山県水墨美術館／編
富山県水墨美術館

ほか
2004年 ﾏﾂ 721 ﾄﾔ N

菱田春草展 水野美術館 2003年 ﾏﾂ 721 ﾐｽ N

菱田春草展　図録 長野県信濃美術館／編 信越放送 1986年 ﾏﾂ 721 ﾋｼ N

日夏耿之介全集　第８巻 日夏　耿之介 河出書房新社 1978年 N 915 ﾋ

岩崎新太郎コレクション　　２ 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 2001年 N 720 ｲｲ

岩崎新太郎コレクション　１ 飯田市美術博物館／編 飯田市美術博物館 1998年 N 720 ｲｲ

菱田　春草 飯田市立図書館 FN

明治の日本画 中村渓男／著 至文社 1967年 N 721

日展史　２ 日展史編纂委員会／編 日展 1980年 N 720 ﾆ

「春草通り」を歩いてみよう
橋北まるごと博物館研究
会／作

2019年
N 243 ｷﾖ
ｷｮｳﾎｸ

郷土調査部研究発表会要項　平成30年度
下伊那教育会郷土調査部
／〔編〕

下伊那教育会郷土
調査部

2019年 N 060 ｼﾓ

郷土調査部研究発表会要項　令和2年度
下伊那教育会郷土調査部
／〔編〕

下伊那教育会郷土
調査部

2021年 N 060 ｼﾓ

テレビ広報　2017年9月号
菱田春草　～美博で全国初の常設展
示ｽﾀｰﾄ～

飯田市 2017年 DV 243 ｲｲ N
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