
期日：令和４年(2022年)４月16日(土)～令和４年(2022年)６月26日(日)
会場：北海道立近代美術館 特別展示室Ａ出口

No.
図書タイトル
（雑誌記事／雑誌タイトル）

著者名 出版者 出版年(月) 請求記号 備　考

【羽生輝 関連図書】

1 日本画家羽生輝-悠久の岬を望む 羽生/輝‖[画] 北海道
立釧路芸術館‖編集
北海道立近代美術館‖

藤田印刷エクセレン
トブックス

2021.10 721.9/HA

2 小説海霧挿絵原画集 羽生/輝‖著 北海道新聞社 2003.6 726.5/SH

3 挽歌　釧路新聞創刊二十五周年特別掲
載復刻版

原田/康子‖著 原田康子「挽歌」の
碑建立期成会

1998.7 F/HA

4 釧路を彩る作家たち　釧路新書 32巻 瀬戸/厚志‖著 釧路市
立美術館‖編

釧路市教育委員会 2013.3 081.2/KU/32-ｲ p.9-43「北の浜
辺を描く－羽生
輝」

5 北の美のこころ 奥岡/茂雄‖著 中西出版 2015.6 702.19/KI p.129-133「羽
生輝　崇高な美
の風景」

6 道展 第55回(1980) 道展広報部‖編 北海道美術協会 1980 706.9/HO/S55 p.12-13「日頃
思うこと　羽生
輝」

7 道展 第78回(2003) 第78回道展移動展 道展広報部‖編 北海道美術協会 2003.10 706.9/HO/78 p.4「羽生輝 北
辺(北岬)」

8 北海道の美術 '83　北方(きた)のイ
メージ

北海道立近代美術館‖
編

北海道立近代美術館 1983 706.9/HO/S58 p.20-21「羽生
輝」

9 北海道の美術 '86　イメージ・群 北海道立近代美術館‖
編

北海道立近代美術館 1986 706.9/HO/S61 p.20-21「羽生
輝」

10 北海道の美術 '88　イメージ・動 北海道立近代美術館‖
編

北海道立近代美術館 1988 706.9/HO/S63 p.136-137「羽
生輝」

11 大いなる地平から 釧路・根室の美術
より

北海道[立]釧路芸術館
‖編

北海道立釧路芸術館 2000.4 706.9/HO/ｲ p.4「羽生輝」

12 北海道美術50 学芸員が語る名品のヒ
ミツ

北海道立近代美術館‖
編集 北海道立三岸好
太郎美術館‖編集

中西出版 2017.8 708/HO/ｲ p.96-97「羽生
輝《海霧(オソ
ツナイ)》」

13 コレクションへの招待 北海道立近代
美術館名品100

北海道立近代美術館‖
編集

響文社 2011.7 708/KO/ｲ p.78「羽生輝
北の岬(知床)」

14 北海道はどう描かれてきたか　北海道
美術の20世紀 1

北海道立帯広美術館‖
編集

北海道立帯広美術館 1998ごあいさ
つ

720.8/HO p.18「羽生輝
北の岬(知床)」

15 北海道海のある風景 画集 北海道新聞社‖編 北海道新聞社 2003.5 720.8/HO p.52-53「北の
岬[桂恋]羽生
輝」

16 北海道を描く 北海道新聞社‖編 北海道新聞社 1996.10 720.8/HO p.104-105「羽
生輝　北の浜辺
(床丹)」

17 北のコンチェルト 美の群像 柴橋/伴夫‖著 響文社 2007.8 723.1/KI p.293-296「道
東の造形－羽生
輝」

【羽生輝 関連人物・美術展図書】

22 岩手県立美術館所蔵作品目録 第3巻
松本竣介・舟越保武

岩手県立美術館 2013.2 703.8/I/3

18 巨岩と花びら 舟越保武画文集 舟越/保武‖著 筑摩書房 1982.6 710.4/KY

19 舟越保武石と随想 舟越/保武‖著 求龍堂 2005.2 710.87/F

20 舟越保武 まなざしの向こうに 舟越/保武‖著 求龍堂 2014.10 710.87/F

21 舟越保武の世界 信仰と詩心の彫刻六
十年

舟越/保武‖[作] 舟越
保武展実行委員会‖編
集

舟越保武展実行委員
会

1993 712.1/F

23 久本春雄と同時代の画家 釧路市生涯
学習センターオープン記念

釧路市生涯学習セン
ターアートギャラ
リー

1992 721.9/HI

24 道産子の巨匠が描く今日の日本画展
山口蓬春・森田沙伊・岩橋英遠・片岡
球子

北海道立旭川美術館‖
編

北海道立旭川美術館 1985 706.9/HO

25 現代美術選抜展 第13回 北海道立近代美術館‖
編

文化庁 1979 706.9/HO/13

26 現代美術選抜展図録 第36回 北海道立釧路芸術館 c2002 708.7/G/36

【羽生輝 関連雑誌】

27 羽生輝さん　釧路市／スロウ(SLOW)
Vol.37

クナウマガジン 2013.10 雑誌 p.26-29

28 新夢追人 日本画家・創画会会員 羽生
輝さん／ダベッサー(Dabessar) 182号

釧路情報社 2000.6 雑誌 p.6-7

29 海霧の益浦、興津海岸　羽生輝／釧路
春秋 50号

釧路文学団体協議会 2003.5 雑誌 表紙、表紙の言
葉

　【令和４年度道立図書館・道立近代美術館連携事業】
　日本画家 羽生輝展　悠久の岬を望む　関連資料リスト



30 特集1「海霧」をめぐって　連載予告
／釧路春秋 51号

釧路文学団体協議会 2003.11 雑誌 p.13

31 憶い出す原田さんのこと　日本画家
羽生輝／釧路春秋 64号

釧路文学団体協議会 2010.5 雑誌 p.26-28

32 『挽歌』『海霧』挿絵を描いて思い出
すこと　羽生輝／釧路春秋 80号

釧路文学団体協議会 2018.5 雑誌 p.6-7

33 浜風(釧路岬)　羽生輝／大法輪 77巻
11号

大法輪閣 2010.11 雑誌 表紙

34 カット＝羽生輝／北海文学 No.67 北海文学同人会 1989.4 雑誌 p.2,49,62,86,1
13

35 カット＝羽生輝、ジャン・アントワン
ヌ先生との対話から　羽生輝／北海文
学 83号

北海文学同人会 1998.4 雑誌 p.2,14、p.64-
68

36 カット＝羽生輝／北海文学 92号 北海文学同人会 2002.9 雑誌 p.2,29,40,50

37 表紙画－羽生輝氏／霧駅 文芸 2号 文芸「霧駅」の会 1986.2 雑誌 表紙

38 『海霧』挿絵のドキュメント羽生輝さ
んの原画集刊行／月刊美術 29巻9号

サン・アート 2003.9 雑誌 p.88-89

39 第34回創画展　創画会賞　羽生輝　海
霧(07.オダイト)／月刊美術 34巻1号

サン・アート 2008.1 雑誌 p.32

40 第35回創画展　創画会賞　羽生輝　海
霧(08.オダイト)／月刊美術 35巻2号

サン・アート 2009.2 雑誌 p.135


