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佐賀

長崎

毎日新聞. 朝刊, 西部, 熊本版, p. 6. 1953年1月5日（月） きょうからダ・ヴィンチ展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 熊本版, p. 6. 1953年1月6日（火） 若い男女が熱心に鑑賞：ダ・ヴィンチ展八日まで 報告

熊本日日新聞. 夕刊, 2版, p. 1. 1953年1月6日（火） ダ・ヴィンチ生誕五百年記念展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 鹿児島版, p. 8. 1953年1月13日（火） きょうからダ・ヴィンチ展：偉大な巨匠の素描を紹介 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 鹿児島版, p. 6. 1953年1月14日（水） 巨匠の力作に嘆声：ダ・ヴィンチ巡回展開く 報告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 宮崎版, p. 6. 1953年1月16日（金） ダ・ヴィンチ展：宮崎、延岡両市で開く 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 宮崎版, p. 6. 1953年1月18日（日） 日曜文化：ダ・ヴィンチ展 報告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 宮崎版, p. 6. 1953年1月16日（金） ダ・ヴィンチ展：宮崎、延岡両市で開く 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 宮崎版, p. 6. 1953年1月18日（日） 日曜文化：ダ・ヴィンチ展 予告

宮崎日向日日新聞. 朝刊, p. 4. 1953年1月22日（木） 短信：ダ・ヴィンチ展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 大分版, p. 6. 1953年1月27日（火） 内山正, 大坪建三, 川原隆夫, 佐藤義詮, 高山虔三, 浜田九一郎. ダ・ヴィンチ展の意義と見方：座談会 座談会記録

毎日新聞. 朝刊, 西部, 大分版, p. 6. 1953年1月28日（水） 開幕早朝からワンサ：ダ・ヴィンチ展にうっとり 報告

小倉 毎日新聞. 朝刊, 西部, 門司版, p. 6. 1953年1月30日（金） レオナルド・ダ・ヴィンチ展：今日から三日間井筒屋 予告

西日本新聞. 朝刊, p. 4. 1953年2月4日（水） 指南車：ユネスコと浮世絵 関連

毎日新聞. 朝刊, 西部, 筑後版, p. 6. 1953年2月5日（木） 豪華・三つの美術展開く 報告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月8日（日） 日曜文化：ダ・ヴィンチ複製展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月13日（金） 13日から山口市で：好評のダ・ヴィンチ複製展 報告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月8日（日） 日曜文化：ダ・ヴィンチ複製展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月13日（金） 13日から山口市で：好評のダ・ヴィンチ複製展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月8日（日） 日曜文化：ダ・ヴィンチ複製展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月10日（火） 十六、七日に開く：萩市のダ・ヴィンチ展 予告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 山口版(1), p. 6. 1953年2月13日（金） 13日から山口市で：好評のダ・ヴィンチ複製展 予告

松江 毎日新聞. 朝刊, 西部, 島根版, p. 8. 1953年2月20日（金） 巨匠の素描にただ驚嘆：ダ・ヴィンチ展松江市で開く 報告、論考

日本海新聞. 朝刊, p. 2. 1953年2月22日（日） 尾崎悌之助. 學藝：ダヴィンチ展 予告、論考

日本海新聞. 朝刊, p. 1. 1953年2月26日（木） 海調音 論考

岡山

毎日新聞. 朝刊, 西部, 広島版, p. 6. 1953年3月6日（金） ダ・ヴィンチ展開く：8-11日広島文化センター 予告

中国新聞. 夕刊, p. 2. 1953年3月8日（日） あす広島で開幕：ダ・ヴィンチ複製画展 予告

中国新聞. 朝刊, p. 6. 1953年3月9日（月） 素描複製150点陳列し：賑わうダ・ヴィンチ展 報告

毎日新聞. 朝刊, 西部, 広島版, p. 6. 1953年3月10日（火） 初日はやくも一千名の観客：ダ・ヴィンチ展の幕開く 報告、講演要旨

今治

高松

徳島

高知

神戸

大阪

和歌山

奈良

津

京都

彦根

岐阜

毎日新聞. 朝刊, 中部, 市内版, p. 6. 1953年5月31日（日） ダ・ヴィンチをしのぶ. ; 静間良治. 科学と芸術の総合 予告、論考

毎日新聞. 夕刊, 中部, 5版, p. 3. 1953年5月31日（日） 鋭い自然観察：ダ・ヴィンチ展開く 報告

毎日新聞. 朝刊, 静岡版; 遠州版, p. 8. 1953年6月3日（水） ユネスコ世界巡回展：レオナルド・ダ・ヴィンチ 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 遠州版, p. 6. 1953年6月5日（金） レオナルド・ダ・ヴィンチ展開く 予告 YB301（除関東版）

熱海 毎日新聞. 朝刊, 静岡版; 遠州版, p. 8. 1953年6月3日（水） ユネスコ世界巡回展：レオナルド・ダ・ヴィンチ 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 神奈川版(6), p. 6. 1953年6月11日（木） 傑作86点を展示：ユネスコ世界巡回展 予告 YB301（関東版）

神奈川新聞. 朝刊, 横浜・川崎市内版, 3版, p. 2. 1953年6月12日（金） ダヴィンチ展：横浜図書館で 予告

毎日新聞. 朝刊, 神奈川版(6), p. 8. 1953年6月13日（土） 初日から盛況：ユネスコ巡回展 報告 YB301（関東版）

毎日新聞. 朝刊, p. 4. 1953年6月17日（水） 家庭の美術館：天才の画業知る好機、レオナルド・ダ・ヴィンチ展 予告、解説

毎日新聞. 朝刊, 13版, p. 8. 1953年6月18日（木） 学芸たより：ダ・ヴィンチ展解説 予告

信濃毎日新聞. 夕刊, p. 4. 1953年6月27日（土） 注目ひくダビンチ：複製展、版画展を見て 報告

毎日新聞. 朝刊, 山梨特集版, p. 6. 1953年6月21日（日） ダ・ヴィンチ複写展 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 山梨版, p. 8. 1953年6月22日（月） 町から村から：甲府、レオナルド・ダ・ヴィンチ複製画展 予告 YB301（除関東版）

大月 毎日新聞. 朝刊, 山梨版, p. 8. 1953年6月22日（月） 町から村から：甲府、レオナルド・ダ・ヴィンチ複製画展 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 山梨版, p. 8. 1953年6月22日（月） 町から村から：甲府、レオナルド・ダ・ヴィンチ複製画展 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 山梨版, p. 8. 1953年6月23日（火） 素晴らしい複製画を出品：ダ・ヴィンチ展に甲府市の露木氏 予告 YB301（除関東版）

山梨日日新聞. 朝刊, p. 4. 1953年6月24日（水） 露木寛. ダ・ヴィンチの名画：キリストとユダ「最後の晩餐」を中心に 論考

毎日新聞. 朝刊, 長野(南信)版, p. 8. 1953年6月25日（木） ダ・ヴィンチ展開催：27日から諏訪で 予告 YB301（除関東版）

南信日日新聞. 朝刊, p. 4. 1953年6月27日（土） レオナルド・ダ・ヴィンチ展 予告

毎日新聞. 朝刊, 長野(南信)版, p. 8. 1953年6月28日（日） ダ・ヴィンチ巡回展賑わう 報告 YB301（除関東版）

南信日日新聞. 朝刊, p. 4. 1953年6月29日（月） ダ・ヴィンチ展：明日まで開催 報告

信州民報. 朝刊, p. 1. 1953年6月28日（日） 第三回ユネスコ研究会：ダヴィンチ展など検討 予告、関連

信州民報. 朝刊, p. 1. 1953年6月30日（火） テーマを決めて研究を：ユネスコ研究会 予告、関連

信州民報. 朝刊, p. 1. 1953年7月2日（木） 婦人層関心示す：賑わうダ・ヴィンチ展 報告

北佐久 信濃毎日新聞. 朝刊, 北信版, p. 8. 1953年6月27日（土） ダ・ヴィンチ複製画展岩村田で開く 予告

福井

金沢 北国新聞. 夕刊, p. 2. 1953年7月12日（日） ダ・ヴィンチ展金沢展：一三日から三日間中央公民館 予告

富山

新潟 毎日新聞. 朝刊, 新潟版(1), p. 8. 1953年7月25日（土） 好評のダ・ヴィンチ展 報告 YB301（除関東版）

秋田 毎日新聞. 朝刊, 秋田版, p. 8. 1953年8月1日（土） レオナルド・ダヴィンチ展開く 報告 YB301（除関東版）

弘前 毎日新聞. 朝刊, 青森版, p. 8. 1953年8月2日（日） 年代順に陳列：青森、弘前でダヴィンチ展 予告、解説 YB301（除関東版）

青森 毎日新聞. 朝刊, 青森版, p. 8. 1953年8月2日（日） 年代順に陳列：青森、弘前でダヴィンチ展 予告、解説 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道版, p. 8. 1953年8月5日（水） ユネスコ世界巡回展：レオナルド・ダ・ヴィンチ展―生誕五百年記念― 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道特集版, p. 6. 1953年8月7日（金） レオナルド・ダ・ヴィンチの偉業 予告、解説 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道特集版, p. 8. 1953年8月11日（火） 函館会場賑わう：レオナルド・ダ・ヴィンチ展 報告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道版, p. 8. 1953年8月5日（水） ユネスコ世界巡回展：レオナルド・ダ・ヴィンチ展―生誕五百年記念― 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道特集版, p. 6. 1953年8月7日（金） レオナルド・ダ・ヴィンチの偉業 予告、解説 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道版, p. 8. 1953年8月5日（水） ユネスコ世界巡回展：レオナルド・ダ・ヴィンチ展―生誕五百年記念― 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道特集版, p. 6. 1953年8月7日（金） レオナルド・ダ・ヴィンチの偉業 予告、解説 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道版, p. 8. 1953年8月5日（水） ユネスコ世界巡回展：レオナルド・ダ・ヴィンチ展―生誕五百年記念― 予告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 北海道特集版, p. 6. 1953年8月7日（金） レオナルド・ダ・ヴィンチの偉業 予告、解説 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 岩手版, p. 8. 1953年9月1日（火） レオナルド・ダ・ヴィンチ展：今日から三日間開催 予告、解説　 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 岩手版, p. 8. 1953年9月2日（水） 藤原徳太郎. レオナルド・ダ・ヴィンチ展に寄せて 論考 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 宮城版(1), p. 8. 1953年9月3日（木） ダ・ビンチ複製画展：七日から仙台市公会堂で 予告 YB301（除関東版）

河北新報. 夕刊, p. 3. 1953年9月7日（月） ダ・ヴィンチ展：ユネスコなどで開催 予告

毎日新聞. 朝刊, 山形版, p. 8. 1953年9月10日（木） レオナルド・ダ・ヴィンチ展：11日-13日山形美術ホールで開催 予告、解説 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 山形版, p. 8. 1953年9月12日（土） にぎわう二つの展覧会：報道写真／ダ・ヴィンチ 報告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 山形特集版, p. 6. 1953年9月12日（土） 木村重道. ダ・ヴィンチ展について 論考 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 福島版, p. 8. 1953年9月14日（月） 十七日からレオナルド展 予告 YB301（除関東版）

福島民報. 夕刊, p. 2. 1953年9月17日（木） 素描百五十点を陳列：19日から福島でダ・ヴィンチ展 予告

毎日新聞. 朝刊, 福島特集版, p. 6. 1953年9月19日（土） 深い感銘を与う：ユネスコ世界巡回展 報告 YB301（除関東版）

毎日新聞. 朝刊, 栃木版, p. 8. 1953年9月18日（金） ダ・ヴィンチの一生とその業績（上）複製展によせて：物理、土木や造兵にも異常な天才ぶり示す 解説 YB301（関東版）

毎日新聞. 朝刊, 栃木版, p. 8. 1953年9月19日（土） ダ・ヴィンチの一生とその業績（中）複製展によせて：心血注いだ“ユダ”の表現。音楽、詩、建築にも異常の才 解説 YB301（関東版）

毎日新聞. 朝刊, 栃木版, p. 8. 1953年9月20日（日） ダ・ヴィンチの一生とその業績（下）複製展によせて：一生を独身で通す。万能の天才と仰がれて 解説 YB301（関東版）

毎日新聞. 朝刊, 栃木版, p. 8. 1953年9月22日（火） にぎわうダヴィンチ展 報告 YB301（関東版）

下野新聞. 朝刊, 総合版, p. 3. 1953年9月22日（火） ダ・ヴィンチ展開く 報告

毎日新聞. 朝刊, 埼玉版(2), p. 8. 1953年9月23日（水） ダ・ヴィンチ展：二六日から三日間県立図書館で 予告、解説 YB301（関東版）

毎日新聞. 朝刊, 埼玉特集版, p. 6. 1953年9月27日（日） 美術の秋を楽しむ：県図書館のダ・ヴィンチ展 報告 YB301（関東版）

毎日新聞. 朝刊, 群馬版, p. 8. 1953年9月26日（土） 芸術の秋に贈る：ダ・ヴィンチのデッサン展 予告、解説 YB301（関東版）

毎日新聞. 群馬版, p. 8. 1953年10月2日（金） 初日は学生で大賑わい：ダ・ヴィンチ展ひらく 報告 YB301（関東版）

千葉

館山

小田原

鹿児島

宮崎

延岡

大分

熊本

福岡

萩

鳥取

広島

名古屋

下関

山口

浜松

東京

都留

甲府

諏訪

横浜

福島

宇都宮

浦和

前橋

上田

盛岡

仙台

山形

函館

帯広

旭川

札幌

* 青くハイライトした記事 [ 記事 No. 9, 18, 24, 37, 54, 59 ] は著作権保護期間内に該当するため、本表に書誌事項のみ掲載し、記
事自体は非掲載とした。
** 掲載した新聞記事はすべて国立国会図書館所蔵資料から複写した。国会図書館における各資料の請求記号は表中の項目「NDL
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[ 記事 No.4] 毎日新聞 . 1953-01-13, 朝刊 , 
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夕刊 , 2 版 , p. 1.

[ 記事 No.2] 毎日新聞 . 1953-01-06, 朝刊 , 西部 , 熊本版 , p. 6.[ 記事 No.1] 毎日新聞 . 1953-01-
05, 朝刊 , 西部 , 熊本版 , p. 6.
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[ 記事 No.10] 毎日新聞 . 1953-01-28, 朝刊 , 西部 , 大分版 , p. 6.

[ 記事 No.8] 宮崎日向日日新聞 . 
1953-01-22, 朝刊 , p. 4.

[ 記事 No.7] 毎日新聞 . 1953-01-18, 朝刊 , 
西部 , 宮崎版 , p. 6.

[ 記事 No.6] 毎日新聞 . 1953-01-16, 朝刊 , 西部 , 宮崎版 , 
p. 6.

*[ 記事 No.9] 毎日新聞 . 1943-01-27, 朝刊 , 西部 , 大分版 , p. 6. は著作権の関係から非掲載。
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毎日新聞 . 
1953-06-05, 
朝刊 , 遠州版 , 
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[ 記事 No.25]
毎日新聞 . 
1953-05-31, 夕刊 , 
中部 , 5 版 , p. 3.

[ 記事 No.29]
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[ 記事 No.31] 毎日新聞 . 1953-06-17, 朝刊 , p. 4.

[ 記事 No.30] 毎日新聞 . 1953-06-13, 朝刊 , 
神奈川版 (6), p. 8.
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[ 記 事 No.34] 毎 日 新 聞 . 1953-06-
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毎日新聞 . 1953-06-22, 朝刊 , 
山梨版 , p. 8.
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[ 記事 No.45]
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1953-06-27, 朝
刊 , 北信版 , p. 8.

[ 記事 No.47] 毎日新聞 . 1953-07-25, 朝刊 , 新潟版 (1), p. 8.
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[ 記事 No.57] 毎日新聞 . 1953-09-10, 朝刊 , 山形版 , p. 8.

[ 記事 No.56] 河北新報 . 1953-09-07, 
夕刊 , p. 3.

[ 記事 No.55] 毎日

新聞 . 1953-09-03, 
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[ 記事 No.61] 福島民報 . 1953-09-17, 夕刊 , p. 2.
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記事 No.70~71




