
番号 作品名 作者・筆者など 年代 員数・形質など

〇1 井戸手茶碗　銘　とら大臣 川喜田半泥子作 昭和10年代 千歳山窯

2 黄瀬戸片口 川喜田半泥子作 昭和25年（1950）頃 廣永窯

3 虎図 川喜田半泥子筆 昭和25年（1950）頃 紙本着色

4 虎図 仙厓義梵筆 江戸時代 紙本墨画

☆5 誕生虎之図
川喜田半泥子筆

家本童牛賛
昭和25年（1950） 紙本着色

6 虎図 狩野栄信筆 江戸時代 紙本着色

7 虎図 木村探元筆 江戸時代 紙本墨画

8 武田二十四将図 木村探元筆 江戸時代 紙本着色

9 正清公虎狩之図 歌川芳員画 文久元年（1861） 三枚続、多色摺

10 加藤清正書状 加藤清正署判 江戸時代 紙本墨書

11 洛中洛外図屏風 作者不詳 江戸時代
六曲一双のうち

右隻

12 三猿図大皿 バーナード・リーチ作 1920年

13
奇術を破て頼光袴垂を搦めん

とす
歌川芳艶画 安政5年（1858） 三枚続、多色摺

14 年賀状（反古帖のうち）
三村竹清画

川喜田半泥子賛
大正3年（1914） 紙本木版

15 『和漢名画苑』 大岡春ト編 寛延3年（1750）刊 六巻六冊のうち

16 『光琳画譜』 中村芳中画 享和2年（1802）刊 二巻二冊のうち

17 『北斎漫画』二編 葛飾北斎画 江戸時代 一冊

18 『鈴入かたり』 伝 野々口立甫筆 江戸時代 奈良絵本、一帖

19 根付　鼠 作者不詳 江戸時代 象牙

20 根付　兎 作者不詳 江戸時代 鉱石

21 根付　馬 作者不詳 江戸時代 陶製

22 張子牛香合 狩野栄信筆 江戸時代 木地

23 猿曳文蒔絵印籠
蒔絵：魵原

下絵：伝 雪舟
江戸時代 蒔絵

24 倶利伽羅龍図 藤堂高近筆 江戸時代
絹本着色

三幅のうち

第１展示室

五黄の寅―虎の美術とエトセトラ（干支 ,c'est 寅）―

企画展

令和3年12月11日（土）～令和4年2月13日（日）

出品目録



番号 作品名 作者・筆者など 年代 員数・形質など

25 大津馬図
狩野栄信筆

松平不昧賛
江戸時代 紙本墨画

26 十二支香合 樂了入作 江戸時代 陶製

27 灰釉徳利 川喜田半泥子作 昭和25年（1950） 廣永窯

28 馬図 三谷有信筆 大正7年（1918） 紙本墨画

☆29 掛仏 川喜田半泥子作 昭和20年代 廣永窯

30 虎図 奥田竹石筆、坪島圡平ほか賛 昭和35年（1960） 紙本着色

31 猪図 川喜田半泥子筆 昭和33年（1958） 紙本墨画

32 兎玩具図 川喜田半泥子筆 昭和26年（1951） 紙本墨画淡彩

参考 霊猫図 円山応挙筆 安永2年（1773） 絹本着色

○は個人蔵。ほかは全て館蔵品（☆は藤田等風コレクション）。



第２展示室

番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

1 粉引茶碗  銘  雪の曙 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

2 伊賀水指  銘  慾袋 川喜田半泥子 昭和15年・千歳山窯

3 粉引茶碗  銘  たつた川 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

4 織部黒茶碗  銘  暗香 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 藤田コ

5 高麗手茶碗  銘  雅茶子 川喜田半泥子 昭和10年代・廣永窯

6 黒織部茶碗  銘  富貴 川喜田半泥子 昭和15年頃・千歳山窯 寄託作品

7 つぶれ壺  銘  ふくら雀 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

8 志野茶碗  銘  おらが秋 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

9 白掛茶碗  銘  天の川 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

10 刷毛目茶碗  銘  一声 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

11 波和遊（How are you？） 川喜田半泥子筆 昭和35年・紙本墨書

12 松 川喜田半泥子筆 大正～昭和初期・紙本墨書

13 無茶 川喜田半泥子筆 昭和30年・紙本墨書（淡彩） 藤田コ

14 小鳥図 川喜田半泥子筆 昭和16年・紙本墨画淡彩

15 窓辺の花 川喜田半泥子 明治20年代・キャンバス／油彩

16 灰釉縮れ砂金袋水指  銘  若水 川喜田半泥子 昭和24年・廣永窯

17 志野茶碗  銘  不動 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

18 黒筒茶碗 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

19 黒筒茶碗  銘  鴫立沢 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

20 志野茶碗  銘  あつ氷 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

21 灰釉茶碗  銘  寒鴉 川喜田半泥子 昭和15年頃・千歳山窯

22 割高台茶碗  銘  浮寝鳥 川喜田半泥子 昭和24年・廣永窯

23 黄瀬戸茶碗  銘  滑り川 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 藤田コ

24 唐津手茶碗  銘  福わらひ 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

出品目録

所蔵品展

川喜田半泥子の作品と季節の館蔵品
令和3年12月11日（土）～令和4年2月13日（日）



番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

25 焼締茶碗  銘  福ハ内 川喜田半泥子 昭和23年・廣永窯 藤田コ

26 片身替茶碗  銘  布袋和尚 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

27 片身替茶碗  銘  寝物語 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

28 志野茶碗  銘  蛾眉峯 川喜田半泥子 昭和13年頃・千歳山窯 寄託作品

29 井戸手茶碗  銘  はしら暦 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

30 刷毛目茶碗  銘  青海波 川喜田半泥子 昭和30年頃・廣永窯 寄託作品

31 粉引手茶入  銘  伊勢みやげ 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 藤田コ

32 竹茶杓  銘  冬ごもり 川喜田半泥子 竹

33 灰釉四方台皿 川喜田半泥子 昭和26年・廣永窯

34 枯木に鳥図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和10年代・紙本墨画

35 椿図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画淡彩 寄託作品

36 大根図 川喜田半泥子筆 昭和20年代・紙本墨画 藤田コ

37 喚阿巌（Come again.) 川喜田半泥子筆 昭和35年・紙本墨書 藤田コ

茶席
番号 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

38 松と梅図 川喜田半泥子筆 昭和10年代・紙本墨画淡彩

※展示作品、展示期間が変更になる場合があります。

※備考欄の「藤田コ」は、藤田等風コレクション（平成23年寄贈）。


