
絵画の臨界、初版誤植訂正いくつか  

2013 年 1 月 10 日現在 

 

◆本文   誤      正 

扉裏    関東省     関東洲 

p.36  下段 10 行  政信    田善 

p.50 上段 戦賞金      戦償金 

p.51 下段 江戸共和国   蝦夷共和国 

p.230 下段 21 行 武力行使を   …をも 

p.232 下段 4 行 前年、一九四二年 翌年四四年 

p.249 プッサン  聖のいる 聖ヨハネのいる 

p.276 下段 1 行 『理論』 『理論集』 

p.302  下段 但し呉昌碩は来日を希望したもの

の、阿片吸引常習のため果たせず（松村茂樹氏よ

りご訂正をいただいた。記して謝意を表する。） 

p.316 上段  言莫推爾   謨推爾  

p.329 上段 19 行  園頼三  中井宗太郎 

p.366 上段 13 行 破壊を   破壊に 

p.374 下段 17 行  まだ   また 

p.381 上段 危機を犯す  危険を冒す 

p.394 上段 2 行 長白山界碑 長白山定界碑 

p.402 上段 ムッソリーニに贈呈⇒ 

イタリアの満州国承認を記念してムッソリーニに 

p.418 上段 6 行 少将軍が、 少将が、 

p.462 上段 l 行 長文の序は  序は 

p.498 下段  十九フィート 十九メートル 

p.541 下段 いなかる政治的 いかなる… 

p.561   擬「満洲国」 偽「満洲国」  

p.578  上段（平凡社､二〇一三年）重複削除  

p.579 上段 葉山での展覧会  

神奈川県立近代美術館葉山 

 

◆巻末注ほか 

p.24 (30)   Éditions de Seil   ….. Seuil 

p.57 (13)  『場所の地霊』 『場所と地霊』 

p.69 (53)   1908,  (1908), 刊行年不記載 

p.70 (2) 「佐藤の著書は…」 第 4 章(2)に移動 

p.84 (75)  bibeltoeur    bibeloteur  

p.94 (5) なお問題の記事は Journal, University of 

Chicago Press, 1961, Vol.II, p.134 (July, 11, 1961)に見

られる旨、橋本順光氏よりご教示を得た。 

p.102 (78)「なお萬と…」第 3 部第 3 章(78)に移動 

p.105 (5)  19th Centry  出展 19th Century 出典 

   (7) Bharucha Rusthom Rustom Bharucha 

p.106 (23) 『私の美藝遍歴』 『私の美術遍歴』 

p.107 (30)   sexsist      sexist  

p.116 (21) ほかを参照）。  )ほかを参照。 

p.117 (34)  Japonais Paris：Japonais, Paris 

  (45) Vauxelle     Vauxcelles 

p.118 (48) 4 行目、以下追加：（和文は稲賀試訳） 

p.121 (33) 京都国立近代美術館 東京国立… 

(37) 西洋近代絵画の需要 …の受容 

p.123 (63) 村松茂樹 松村茂樹（失礼お詫びします） 

   原田庄衛門 原田庄左衛門 （松村先生ご指摘） 

p.128 (11)  japonaise  japonaises 

p.129 (14)  Suoren   Zuoren 

(16)  伯亭   柏亭 

p.130 欧文論文題名脱落  : Feng Zikai’s Treaties 

on  ‘The Triumph of Chinese Fine Arts  in the 

World Art’ and the Reception of Western Ideas through 

Japanese Translations 

p.135 (22) Japanes History  Japanese History 

p.147 (21)  藤山一郎  藤山一雄 

p.149 (33) 「踏み込んでいない。だが」と訂正 

p.150 (48) 文化状況の極限状況 文化状況の極限 

p.152 (59)   藤田   藤島 

p.158 (17)  の師弟であり と師弟関係にあり  

p.162 (16)  l’art japonais à travers と訂正 

p.163 (20) 『日本美術と特質』『日本美術の特質』 

p.163（27）Desipline  Discipline 

p.168 (79)  Alexander    Alexandra 

 初出書誌  Aethetics   Aesthetics 

p.171 (43)  Rostom     Rustom 

p.182 (14)  シンボルの近代》 シンボルの《近代》  

p.183 (20)  後の李香蘭、  李香蘭、後の 

(34)  人身    人心 

p.184 (37)  Japanese     Asian 

   (45) いたからとしても  いたとしても 

p.186 (64) 冒頭に以下を追加：その作業に先鞭をつ

けた国際的視野ある文業として、平川祐弘『米国

大統領への手紙 市丸利之助伝』出門堂、2006 年。 

p.187 (6)  coversation     conversation 

p.188 (7)  流行言   流行語 

p.189 (11)  漢字表記の数字は、alphabet に 

 

◆図版出典 

p.46 Weisberg,  de l’Art nouveau と訂正 

 

◆索引 以下排列訂正 

アンドレ・ロート⇒ ロート 

イサム・ノグチ⇒ ノグチ 

ヴィジャヤ…⇒ パンディット 


