




第１展示室　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　企画展

作品名 落款 版型

1  浮世絵の中に描かれた動物
1 無題(子供風俗） 五渡亭国貞(三代豊国）画 大判三枚続
2 両国涼船遊ノ図 香蝶楼豊国画 大判三枚続
3 足利絹手染乃紫　十二月ノ内　弥生 豊国画　　 大判三枚続
4 蛍見の夕涼 豊国画　 大判三枚続
5 浮世源氏漁遊覧乃図 七十九歳豊国筆　 大判一枚
6 准漢船遊び 一勇斎国芳画 大判三枚続
7 両ごく大曲馬の賑ひ 一勇斎国芳画 大判三枚続
8 亀喜妙々 一勇斎国芳戯画 大判三枚続
9 大日本六十余州之内　上総　白藤源太 応需香蝶楼豊国画　　 大判一枚

10 大日本六十余州之内　常陸　小栗判官代助重 香蝶楼豊国画　　 大判一枚
11 大日本六十余州之内　安房　里見の姫君伏姫 香蝶楼豊国画　　 大判一枚
12 大日本六十余州之内　因幡　白井権八 香蝶楼豊国画　　 大判一枚
13 大日本六十余州之内　近江　志水冠者義高 一勇斎国芳画 大判一枚
14 大日本六十余州之内　筑後　前伊予掾純友 一勇斎国芳画 大判一枚
15 狂画水滸伝豪傑一百八人　十番続之内一 一勇斎国芳画 大判一枚
16 狸のあみ打　狸のおふらい（往来） 一勇斎国芳戯画 大判一枚
17 長崎勘ケ由左衛門 一勇斎国芳画 大判一枚
18 本朝水滸伝豪傑八百人一個　　大谷古猪之助 一勇斎国芳画 大判一枚
19 源氏雲浮世画合　十九　薄雲 一勇斎国芳画 大判一枚
20 源氏雲浮世画合　廿二　玉葛 一勇斎国芳画 大判一枚
21 忠孝名誉奇人伝　　兼女 朝桜楼国芳画 大判一枚
22 山海愛度図会　二　早く見たい  平戸鯨 一勇斎国芳画 大判一枚
23 山海愛度図会　七　ヲゝいたい　越中滑川大蛸 一勇斎国芳画 大判一枚

２  化け猫、幽霊を描いた妖怪画
24 日本駄右衛門猫之古事 一勇斎国芳画 大判三枚続
25 浅倉当吾亡霊　織越大領政和　こし元重町 一勇斎国芳画 大判二枚続

26
桜当吾霊　茶屋印馬実ハ当吾霊　織越大領
□桂木　こし元桜木実当吾の霊

一勇斎国芳画 大判二枚続

27
累（かさね）ゆうこん　祐念上人　田舎娘おりき
木下川与右衛門

一陽斎豊国画 大判三枚続

28
植木屋十作実ハ舟瀬三平　おきくの霊
賤女おはし

一陽斎豊国画 大判二枚続

29 写絵七化ノ内　とうふかひ　一本足ノお化 豊国画 大判一枚
30 望月弾正 二代の尾上　岩藤の亡霊 豊国画 大判二枚続

３  その他
31 今様輝氏古寺之古図 一勇斎国芳画 大判三枚続
32 阿都満源氏　見立五節句　文月 豊国画 大判三枚続
33 いせおんど 国芳画 大判三枚続
34 時世花鳥風月　　花 香蝶楼豊国画　　 大判三枚続
35 浮世又平名画奇特 一勇斎国芳画 大判二枚続
36 似世紫田舎源氏　杉ばえ 香蝶楼国貞(三代豊国）画 大判一枚
37 似世紫田舎源氏　二葉のうへ 香蝶楼国貞(三代豊国）画 大判一枚
38 似世紫田舎源氏　むらをぎ 香蝶楼国貞(三代豊国）画 大判一枚
39 国芳模様　正札附現金男　寺西閑心 一勇斎国芳画 大判一枚

40
浪花の春　見立対面　曽我の十郎裕成
坂東彦三郎

香蝶楼国貞(三代豊国）画 大判一枚

４　合巻
41 「偐紫田舎源氏」　二十四編上冊 柳亭種彦作・歌川国貞画 合巻
42 「足利絹手染紫」　六編～七編 笠亭仙果作・豊国画 合巻
43 「朧月猫のさうし」　一編～四編 山東京山作・一勇斎国芳画 合巻

―千歳文庫の浮世絵―歌川国芳と三代歌川豊国
平成24年7月20日（金）～9月23日（日）

出品目録



第２展示室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵品展

作品名 作者 窯・形質など
1 井戸手茶碗　銘「みぎわ」 川喜田半泥子作 千歳山窯
2 灰釉茶碗　銘「園城寺」 川喜田半泥子作 広永窯
3 粉引手茶碗　銘「夕立」 川喜田半泥子作 千歳山窯
4 片身替茶碗　銘「寝物語」 川喜田半泥子作 千歳山窯
5 黒茶碗　銘「三保の夜」 川喜田半泥子作 千歳山窯
6 赤楽大茶碗　銘「閑く恋慕」 川喜田半泥子作 広永窯
7 白掛茶碗　銘「天の川」 川喜田半泥子作 広永窯
8 刷毛目茶碗　銘「土用波」 川喜田半泥子作 広永窯
9 高麗手茶碗　銘「雅茶子」 川喜田半泥子作 千歳山窯

10 伊賀水指　銘「慾袋」 川喜田半泥子作 千歳山窯
11 浜木綿図 川喜田半泥子筆・自賛
12 千歳山の蟇蛙図 川喜田半泥子筆・自賛
13 朝顔図 川喜田半泥子筆
14 百合図 川喜田半泥子筆・自賛
15 焼締茶碗　銘「猿のしり」 川喜田半泥子作 千歳山窯
16 黄瀬戸茶碗　銘「滑り川」 川喜田半泥子作 広永窯
17 志野茶碗　銘「雨後の月」 川喜田半泥子作 広永窯
18 唐津手茶碗　銘「あひるの子」 川喜田半泥子作
19 南瓜図 川喜田半泥子筆・自賛
20 焼物図 川喜田半泥子筆
21 春慶塗茶器 川喜田半泥子作 ろくろ心棒再利用
22 呉須（コバルト） 半泥子使用
23 『泥仏堂秘録』 川喜田半泥子筆 半泥子使用
24 絵具・筆 半泥子使用
25 印章 半泥子使用
26 『茶盌箱の寸法』 川喜田半泥子筆
28 鼠志野茶碗　銘「一トめぐり」 川喜田半泥子作 広永窯
29 割高台茶碗　銘「浮寝鳥」 川喜田半泥子作 広永窯

２階山里茶席内
作品名 作者 窯・形質など

30 鳥道無跡 川喜田半泥子筆
31 竹一重切花入　銘「山法師」 川喜田半泥子作
32 伊賀水指 川喜田半泥子作 千歳山窯
33 平茶碗　銘「そのまま」 川喜田半泥子作 広永窯

※１３、１７，１８は寄託作品。

出展目録

川喜田半泥子とその周辺
2012-3期〈半泥子の仕事―道具と資料を中心に―〉

平成24年7月20日（金）～9月23日（日）


