
号数 発行日 見出し 内容等1 内容等2

51 昭和40年3月30日

今年度の収集作品から 木島　桜谷「寒月」 原田　直次郎「職人の図」

伊藤　快彦「鷹図」 須田　国太郎「石組（保国寺）」

中瀬　昴「浴室」

年報の復刊に当たって 当館学芸員　原田　平作

展覧会案内 美術館 京都府ギャラリー

京都書院画廊 土橋画廊

ギャラリー16 マロニエ画廊

高島屋 藤井大丸

丸物 京都府立総合資料館

国立近代美術館京都分館 大丸画廊

大丸ホール

友の会会員募集

京展作品募集

52 昭和40年6月12日

第8回日本国際美術展ひらく 6/5-27　原田　平作

平常陳列 6/15-7/11　藤田

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

国立近代美術館京都分館 京都府総合資料館

京都府ギャラリー 大丸画廊

ギャラリー16 画廊社

大和文華館 逸翁美術館

友の会だより

53 昭和40年9月8日

日本美術史の参考書　辞典・概説書など 安部　弘

秋の特別展「京都洋画の発展史について」 美術史講座と美術図書室　原田　平作

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

国立近代美術館京都分館 京都府立総合資料館

京都府ギャラリー 大丸画廊

ギャラリー16 画廊紅

大和文華館 逸翁美術館

平常陳列 9/7～10/3

54 昭和41年3月25日

出品者はこう思う アンデパンダン展アンケートから

模写のこと 林　司馬　京都市立美術大学助教授

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

国立近代美術館京都分館 京都府立総合資料館

京都府ギャラリー 大丸画廊

ギャラリー16 画廊紅

逸翁美術館

中井　宗太郎氏死去

友の会だより

55 昭和41年6月15日

平常陳列 近代フランスのポスター 19世紀フランスのポスターから学ぶもの　河本　敦夫

美術館散歩 京都国立博物館 国立近代美術館京都分館

京都府立総合資料館

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

国立近代美術館京都分館 京都府立総合資料館

京都府ギャラリー 大丸画廊

ギャラリー16 画廊紅

逸翁美術館

56

当館の特別展と平常陳列

回顧と展望 原田　平作

1967年京都アンデパンダン展

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

国立近代美術館京都分館 京都府立総合資料館

京都府ギャラリー 大丸画廊

ギャラリー16 画廊紅

逸翁美術館

ソ連国立美術館近代名画展

57

夢二とユトリロ 加藤　一雄

アンデパンダン展に寄せる 木村　重信

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

国立近代美術館京都分館 京都府立総合資料館

京都府ギャラリー 画廊紅

ギャラリー16 逸翁美術館

58 昭和42年8月7日

美術館の12年 重　達夫

新任のごあいさつ 早借　達一郎

第21回市民美術展

随想 土の絵（インドの思い出）　秋野　不矩

自作自評　斉藤　真成

友の会だより

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

京都国立近代美術館 京都府ギャラリー

大丸画廊 ギャラリー16

画廊紅 アヅマギャラリー

逸翁美術館 京都府立総合資料館

インド・東南アジア古美術研修のご案内

59 昭和43年7月1日

恍惚と不安 中村　敬治

常陳に寄せて 私の世界　浜田　観 おのれの子　小松　均

展覧会案内 美術館 京都国立博物館

京都府立総合資料館 京都府ギャラリー

大丸画廊 ギャラリー16

ギャラリー紅 アヅマギャラリー

逸翁美術館

60 昭和43年10月10日

特別展 帝展日本画の名作 11/3～11/27

美術作品と居場所 平野　重光

藤田　嗣治追悼展

展覧会案内 京都市美術館 京都国立博物館

京都府立総合資料館 京都国立近代美術館

京都府ギャラリー ギャラリー16

画廊紅 アヅマギャラリー

逸翁美術館 大丸画廊

61 昭和44年1月18日



レンブラントとオランダ絵画 巨匠展にふれて

アンデパンダン展の新しい出発 藤田　猛

当館所蔵品より 西村　五雲と園裡　即興

展覧会案内 京都市美術館 京都国立博物館

京都府立総合資料館 京都国立近代美術館

京都府ギャラリー 逸翁美術館

画廊紅 大丸画廊

62 昭和44年2月25日 　

失神からの回復 平野　重光

当館所蔵品より 土田　麦僊（平林）

アンデパンダン展記 藤田

63 昭和44年4月10日

ドラクロワ展の開催を前にして 原田　平作

当館所蔵品より 浅井　忠（グレーの柳）

雑報 よい展覧会

64 昭和44年5月20日

小野竹喬回顧展 5/18～6/8

私の歩んだ道 小野　竹喬

最近の展覧会から 橋本典子展　 4/14-20　ギャラリー16

当館所蔵品より 竹内　栖鳳「雨」より

雑報 アダム像

65 昭和44年6月15日

平常陳列によせて　 野長瀬晩花・秦テルヲ・玉城末一の人と作品 馬場　京子

第9回現代日本美術展 平野

当館所蔵品より 伊藤　快成「少女像」

66 昭和44年7月30日

美術館について 吉岡　健二郎

最近の展覧会から 高瀬　善明展 6/23-29　ギャラリー16

木島　桜谷「寒月」

美術館整備の五ヵ年計画

第23回市民美術展作品募集

67 昭和44年9月15日

月とフロンティア　美術時評 藤田　猛

欧米の美術館を訪ねて 原田　平作

「視られるもの」から「抱くもの」アヴァンギャルドの一面平野　重光

当館所蔵品より 北脇　昇「眠られぬ夜のために」

68 昭和44年9月30日

東本願寺本堂及び大師堂　障壁画寸見 岡部　三郎

当館所蔵品より 入江　波光「彼岸」

特別展「現代版画の18人」

自然にたちむかう原始の力 世界民族美術展

69 昭和44年10月30日

特別展＜現代版画の18人＞について 平野　重光

当館所蔵品より 山本　春挙「山上楽園」

野外の彫刻

友の会通信

70 昭和44年12月10日

紫峰さんのことなど 加藤　一雄

当館所蔵品より 菊池　契月「南波照間」

改組日展について

友の会

71 昭和45年4月10日

万博記念特別展 京都の美術工芸

退館のことば はからずも館長を仰せつかって 早借　達一郎

当館所蔵品より 上村　松園作「晴日」

友の会だより

訂正とおわび

万博記念京展ひらく

72 昭和45年5月30日

第10回日本国際美術展

当館所蔵品より

美術館の主な展覧会 日本国際美術展 スペイン美術展

竹内栖鳳とその後の展開 ミレー展

伊谷腎蔵遺作展

友の会だより

73 昭和45年6月30日

スペイン美術の核心 池上　忠治

展覧会より 柏原えつとむ イメージと認識展（5/19-24、ギャラリー16）

京都の美術工芸展後記

友の会だより

友の会の総会と納涼パーティ

74 昭和45年11月20日

新設される美術館収蔵庫 川崎　清

当館所蔵品より 富田　渓仙作「伝書鳩」

展覧会より 林　剛個展

友の会だより

75 昭和46年5月20日

京都ビエンナーレの計画 ｢時代の美術」を積極的に推進

京都市美術館の展望 木下　稔

当館所蔵品より 西山　翠障「槿花」

本年度の展覧会

76 昭和46年6月25日

京都の前衛絵画の先駆者 伊藤　久三郎 小牧　源太郎

馬場　京子

第10回現代日本美術展

当館所蔵品より 藤島　武二作「神戸港の朝日」

77 昭和46年8月25日

高林和作さんのこと 平野　重光

新任のごあいさつ 館長　木下　稔

ムンク・ゴヤ・渓仙にひかれて 作家に聞く 池田　遥邨氏　日本画家

当館所蔵品より 楠部　弥一作 青華水指




















































































































