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編集出版：髙島屋
資料提供：石正美術館
版型：A4 76ページ
図版点数：33点
発行：2006年3月
■新作くり上げ個展、という壮挙
－富山秀男
◎石本正 略年譜

「思い遥かに」2005年

石正美術館5周年を記念した
新作特別展の図録。（共催/
髙島屋）
この２・３年の間に描かれ
た新作のみを掲載。８５歳
の石本正の旺盛な制作意欲
は若い頃となんら変わらず
、より一層楽しみながら自
由に絵を描いているように
見える。 

編集出版：石正美術館
版型：A4 160ページ
図版点数：102点
発行：2008年3月
■美の奇人・石本正－梅原猛
■米寿を迎える画家石本正の全人的活動－富山秀男
■画家石本正の足跡に、時を越えどんな花を
　咲かせる事ができるのか－平坂常弘
■心で描いた日本画－石本正
◎石本正 略年譜  

「舞妓立像」1972年頃・2008年加筆 

  石本正の米寿を記念し石本の新作と石本が心の眼で選んだ作家の
作品を展観する全国巡回展（松江・浜松・京都・浜田）の図録。
　2008年7月にに米寿を迎えた石本正。ますます旺盛な創作意欲で
次々と新作を生み出し続けている。ここ数年に制作された花・女性
像など心で描いた作品51点を収録。
　また、石本が選び浜田市が蒐集した「真に喜びに満ちた個性あふ
れる作品」「次世代に伝えたい作品」61点も同時収録。

〈収録作家〉
池庄司 淳/池田知嘉子/上野富二郎/内海福溥/岡崎忠雄
/奥村美佳/落合浩子/梶岡百江/加藤美代三/川端健生
/岸本 礎/岸本裕子/金 未来/小嶋悠司/近藤弘明/多留裕二
/中原麻貴/中村文子/西野陽一/西久松吉雄/八田 哲
/藤本直司/松倉茂比古/吉川 弘/渡辺武蔵（五十音順・敬称略）
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⑪特別展「石本正 私の舞妓展」小冊子

「私の舞妓」

200 円 （送料 82 円）

編集出版：石正美術館
版型：A4 12ページ
図版点数：25点
発行：2005年6月
■画家の言葉
■「二人の舞妓」から－奥村美佳

「横臥舞妓」1960年



⑫石本正 自選展「感動こそ我が命展」小冊子

「感動こそ我が命」

200 円 （送料 82 円）

編集出版：石正美術館
版型：A4 8ページ
図版点数：19点
発行：2007年10月
◎石本正 略年譜

初の自選展となる「感動こそ我が命」展に展示された作品をまとめた小冊子。

⑬開館 10 周年記念 特別展
   「石本正 京おんな」・「小嶋悠司 生と死をみつめる」小冊子

石本正「京おんな」・小嶋悠司「生と死をみつめる」

編集出版：石正美術館
版型：A4 16ページ
図版点数：35点
発行：2011年4月
両表紙
■小嶋悠司先生のこと－鍵村哲男（カギムラ画廊）
◎石本正 略年譜
◎小嶋悠司 略年譜

石正美術館開館10周年を記念した展覧会の小冊子。
本館展示室では石本正を展示。また、新館展示室では、京都市立芸術大学にて
石本正に師事し、創画会でともに制作に励んできた日本画家小嶋悠司の展覧会
を同時開催。

完売しました

完売しました

⑭没後一年回顧展  特別冊子

「石本正 魂の軌跡」

400 円 （送料 82 円）

⑫石本正 自選展「感動こそ我が命展」小冊子

「感動こそ我が命」

200 円 （送料 82 円）

編集出版：石正美術館
版型：A4 24ページ
図版点数：49点
発行：2016年10月
◎石本正 略歴

平成27年9月、95歳で惜しくも逝去
された日本画家・石本正の没後一年
にあたり回顧展を開催。それに合わ
せて制作した特別冊子。
特別冊子では孤高の画家・石本正の
青春時代から晩年までの画業の全貌
を代表作と共に、絶筆「舞妓（未完）」
をはじめとする当館初公開の遺作も
収録。 「富美代のれんに立つ豊千代」2012年



通信販売について

通信販売方法
通信販売をご希望の方は下記内容をメールまたはお電話にてお知らせの上、ご注文ください。代金（書籍代
＋送料）のお支払いは後払いです。商品に同封する払込用紙（郵便局）にて２週間以内にお願いたします。（払
込手数料はお客様にてご負担ください）

ご住所︓
電話番号︓
メールアドレス（メールでお申込みの方のみ）︓
氏名︓
商品名︓
部数︓

※代金は全て税込になります。
※送料は 1冊あたりのものです。2冊以上ご注文の場合は美術館までお問い合わせ下さい。（ヤマト運輸にて
発送します。梱包料込み）
※店頭と同時販売のため、ご注文いただいても売り切れの場合がございます。ご容赦ください。

⑮書籍

「石本正 追想集」

頒布価格 1,500 円 （送料 82 円）

編集出版：石正美術館
版型：A5 189ページ
発行：2017年2月
◎石本正 略年譜

「舞妓（未完）」（絶筆）2015年

石本先生とご縁のあった51名の方々よりお寄せ頂いた思い出とともに、2009年に行われた石本先生と哲学者・
梅原猛先生との対談文を特別掲載。その他一部作品、ポートレート、絶筆「舞妓（未完）」をカラー収録。

【ご掲載者】（順不同、敬称略）

梅原 猛 / 金多 潔 / 富山 秀男 /芳賀 徹 / 成川 實 / 淺木 正勝 /布垣 豊 / 宇津 徹男 /清谷 祐二

＜日本画家＞

池庄司 淳 / 池田 知嘉子 / 伊藤 はるみ / 岩井 弘 / 上野 富二郎 / 内海 福溥 / 烏頭尾 精 / 奥村 美佳 / 落合 浩子 /

梶岡 百江 / 桑野 むつ子 / 小嶋 悠司 / 小西 達子 / 佐伯 浩 / 坂井 昇 / 庄田 達生 / 城野 奈英子 / 竹内 浩一 / 多留 

裕二 / 中原 麻貴 / 中村 文子 / 西野 陽一 / 西久松 吉雄 / 橋本 龍美 / 八田 哲 / 林 潤一 / 藤本 直司 / 牧野 良美 /

松倉 茂比古 /三輪 晃久 /森田 りえ子 /安田 育代 /山田 伸 / 吉川 弘 / 吉村 和起

辻尾 仁郎 /太田 紀美 /桐木 千寿 /髙畠 博明 /髙畠 由記子 /長曽我部 誠 / 澤木 祐子 /平坂 常弘


