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78 昭和46年11月1日

特別展「京都日本画の精華」について 藤田　猛

西欧における閨秀画家の系譜 マリー・ローランサン展に因んで 原田　平作

我が周辺(1) 川端　弥之助

当館所蔵品より 川村　曼舟作「霧氷」

友の会だより

79 昭和47年3月1日

榊原紫峰の画業 岡部　三郎

美術館評議会について 評議員会に関する規定 第24回京展作品募集要項

友の会だより

我が周辺(2) 川端　弥之助

「1972京都ビエンナーレ」の開催

80 昭和47年4月30日

新任のごあいさつ 館長　井島　勉

第24回京展開催

我が周辺(3) 川端　弥之助

当館の展覧会

友の会だより

81 昭和47年5月30日

我が周辺(4) 川端　弥之助

友の会だより

82 昭和47年6月30日

新収蔵庫と所蔵品 藤田　猛

我が周辺(5) 川端　弥之助

当館の展覧会

第26回市民美術展作品募集要項

83 昭和47年9月1日

我が周辺(6) 川端　弥之助

秋の特別展 大正期の洋画

「京都弁で絵を見る」ということ 平野　重光

表紙作品解説

84 昭和47年10月1日

魚眼レンズ 1930年の頃(1) 伊藤　久三郎

メトロポリタン美術館名品展

「女性絵画」という概念 平田　平作

美術館の展覧会

友の会だより

85 昭和47年12月15日

「京都弁で絵を見る」ということ(2) 平野　重光

魚眼レンズ 九室会のことなど 伊藤　久三郎

日展の数字

表紙作品解説

86 昭和48年3月25日

｢京都弁で絵を見る」ということ(3) 平野　重光

5月の展覧会

友の会だより

87 昭和48年月15日

京都市美術館平常陳列 出陳の日本画・洋画・工芸について

人体ではなく人間を描く 日本画家　小嶋　悠司氏

美術館の展覧会

友の会だより

表紙作品解説

88 昭和48年9月30日

浮世絵・現代版画　うるおいの世界 平野　重光

使ってよくなる物こそ本物 工芸家　黒田　辰秋氏

秋の美術館特別展 ｢昭和期における日本画と洋画」

美術館の展覧会

友の会だより

表紙作品解説 小野　竹喬作「沼」

89 昭和49年2月20日

微笑するモナ・リザ 藤田　猛

彫刻は虚と実との対話 彫刻家・版画家　冨樫　実氏

第26回京展作品募集

展覧会予定表

表紙作品説明 小野　竹喬作「冬日帖」

90 昭和49年4月20日

ギリシャ彫刻の衣服について 馬場　京子

風と光を好んで・・・ 伊庭　新太郎（洋画家）

展覧会予定表

美・コラム 上原　卓

表紙作品解説 竹内　栖鳳作「潮渉永日」

91 昭和49年5月25日

めざましい新人の活躍　第26回京展 審査員の感想 受賞者名

セザンヌ展

美・コラム 小牧　源太郎

6月の予定表

表紙作品解説 徳岡　神泉「麦」

92 昭和49年7月10日

不気味な感じ 平野　重光

アンドリュー・ワイエス展と第11回日本国際美術展

美 河合　紀

平常陳列　新収作品と新蔵品

表紙作品解説 竹内　栖鳳「雨」

93 昭和49年8月30日

市民美術講座から 明治・大正の日本画壇 小野　竹喬

体験的陶芸史 八木　一夫

平面を徹底的に追求してゆきたい 日本画家　広田　多津氏

表紙作品解説 橋本　明治「浄心」

94 昭和49年11月25日

昭和の洋画　 戦前の動向

「昭和の洋画」展によせて 青年画家の講義 馬場　京子

市民美術講座から パリ画壇と日本の洋画家 川端　弥之助

95 昭和50年2月25日

福田平八郎遺作展特集

福田平八郎の美の世界 原田　平作

所蔵品の展観 平常陳列

2月3日の美術館の主だった展覧会

96 昭和50年6月10日

風俗画について 美術館平常陳列 藤田　猛



ホドラーの美術 勝　国興

当館所蔵品より 黒田　重太郎作「渚に坐せる女」(馬場）

展覧会案内 京都国立博物館 京都国立近代美術館

京都国立博物館 京都府立総合資料館

府立文化芸術会議 朝日画廊

友の会見学会 河内長野市の観心寺へ

97 昭和50年9月15日

昭和10年代の思い出 初期シュルレアリズム運動について 小牧　源太郎

美術館秋の特別展余話 森寛斎の吾妻登り日記 原田　平作

当館所蔵品より 榊原　紫峰作「獅子」 馬場　京子

展覧会案内 当館 京都国立近代美術館

京都国立博物館

98 昭和50年11月15日

江戸末・明治の画人たちと京都 大須賀　潔

泰西名画展 平野　重光

展覧会案内 当館 京都国立近代美術館

京都国立博物館 京都府立総合資料館

第7回日展

友の会見学会 秋季見学会 大原の善峰寺

船井郡高原村の大福光寺

99 昭和51年6月10日

宇田　萩邨氏の芸術 藤田　猛

作画40年(1) 独立美術京都研究所時代 小牧　源太郎

展覧会案内 当館 京都国立近代美術館

京都国立博物館

友の会春季見学会 法華寺・海竜王寺・法起寺

100 昭和51年8月30日

秋の展覧会から 藤田　猛

作画40年(2) シュルへの傾倒 小牧　源太郎

展覧会案内 当館 京都国立近代美術館

新しい展示ケースできる

101 昭和51年10月25日

戦後の日本画の展開 特別展「日展日本の名作」 11/3～28

シャガール二つの展覧会 大須賀　潔

作画40年(3) 美術文化協会結成 小牧　源太郎

展覧会案内 当館 京都国立近代美術館

ドガ展

102 昭和51年12月1日

第8回日展 12/15～16

ドガ展によせて ドガの描いた踊り子たち 馬場　京子

作画40年(4) 戦後の活動 小牧　源太郎

展覧会案内 当館 京都国立近代美術館

友の会だより 秋の見学会 近江路

103 昭和52年3月1日

美の巡礼 堂本　印象展 3/29～4/20　(藤田)

作画40年(5) 戦後の活動（承前）

展覧会案内 当館

友の会会員募集

104 昭和52年6月5日

常設展コーナー 花鳥画の陳列にふれて 大須賀　潔

葛飾北斎 （塩川）

繊細で優美な現代美術 13回目を迎えた「現代美術」 平野　重光

展覧会案内

友の会だより

105 昭和52年8月25日

特別展 戦後日本画の一系譜 大須賀　潔

「創造美術・新制作・創画の30年」

就任のごあいさつ 館長　黒川　武男

大東洋美術館

当館の展覧会案内

続　我が周辺(1) 川端　弥之助

藤田猛君の死によせて 岡部　三郎

薤露行 加藤　一雄




















































































































