




作品名 作者 制作年代 所蔵者
1 備前緋襷閑古鳥香爐 金重陶陽作 昭和初期 個人
2 彩色備前閑古鳥香爐 金重陶陽作 昭和初期 倉敷市立美術館
3 備前緋襷蔦透手焙 金重陶陽作 昭和12年(1937) 個人
4 備前我庵写花入 金重陶陽作 昭和7年(1932) 武者小路千家
5 竹茶杓 金重陶陽作 昭和15年(1940) 石水博物館
6 備前茶入 金重陶陽作 昭和10年代 石水博物館
7 備前大破釜 金重陶陽作 昭和13年(1938) 個人
8 「卯年随筆」（半泥子日記） 川喜田半泥子筆 昭和14年11月26日付 石水博物館
9 備前耳付水指 金重陶陽作 昭和38年(1963) 個人

10 備前沓茶盌 銘「さざれ石」 金重陶陽作（淡々斎銘） 昭和28年(1953) 個人
11 備前緋襷茶盌 金重陶陽作 昭和31～32年 個人
12 備前緋襷茶入 銘「布袋」 金重陶陽作（不徹斎銘） 昭和29年(1954) 武者小路千家
13 備前肩衝茶入 銘「秋ノ山」 金重陶陽作（即中斎銘） 昭和36～37年 個人
14 備前三角擂座花入 金重陶陽作 昭和29年(1954) 岡山県立美術館
15 備前砧形花生 金重陶陽作 昭和38年(1963) 京都国立近代美術館
16 備前緋襷花器 金重陶陽作 昭和25年(1950) 個人
17 備前三角花器 金重陶陽作 昭和32年(1957) 個人
18 備前馬置物 金重陶陽作 昭和32年(1957) 個人
19 備前大小擂鉢 二口 金重陶陽作 昭和14年(1941) 石水博物館
20 備前長角台鉢 金重陶陽作 昭和26年(1951) 個人
21 備前四方平鉢 金重陶陽作 昭和28年(1953) 個人
22 備前半月鉢 金重陶陽作 昭和41年(1966) 個人
23 備前徳利 梅絵釘彫 金重陶陽作・奥村土牛彫 昭和38年(1963) 個人
24 備前徳利 金重陶陽作 昭和39年(1964) 個人
25 備前酒呑 金重陶陽作 昭和39年(1964) 個人
26 備前緋襷平鉢 川喜田半泥子作 昭和10年代半ば 個人

27 備前火襷画賛入平鉢
金重陶陽作・川喜田半泥
子画・正宗敦夫賛

昭和14年(1939) 石水博物館

28 伊部の印象図 川喜田半泥子筆 昭和15年(1940)頃 個人

29
「泥佛堂日録」其十一
（『焼もの趣味』子六号掲載）

無茶法師(半泥子）著 昭和11年（1936）7月 石水博物館

30 金重陶陽書簡（半泥子宛） 金重陶陽筆 昭和11年5月24日付 石水博物館
31 白茶碗 （千歳山窯） 金重陶陽作 昭和10年代半ば 石水博物館
32 竹茶杓 銘「アコウ」 川喜田半泥子作 昭和15年(1940) 個人

33
「泥佛堂日録」續々の六
（『焼もの趣味』六の八号掲載）

無茶法師(半泥子）著 昭和15年(1940）8月 石水博物館

34 金重陶陽書簡（半泥子宛） 金重陶陽筆 昭和15年6月17日付 石水博物館
35 半泥子日記 川喜田半泥子筆 昭和17年2月16日付 石水博物館
36 備前大破擂鉢 金重陶陽作 昭和20年代前半 石水博物館

第１展示室

企画展

備前焼人間国宝金重陶陽と川喜田半泥子-その作品と交流-
平成24年9月28日（金）～11月25日（日）
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第２展示室
作品名 作者 窯・年代・素材ほか 備考

1 焼締茶碗 銘「さび柿」 川喜田半泥子作 千歳山窯
2 井戸手茶碗 銘「雨後夕陽」 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年頃
3 粉引茶碗 銘「雪の曙」 川喜田半泥子作 千歳山窯
4 黒織部茶碗 銘「富貴」 川喜田半泥子作 千歳山窯 寄託
5 織部黒茶碗 銘「暗香」 川喜田半泥子作 千歳山窯 藤田等風コレクション
6 粉引茶碗 銘「たつた川」 川喜田半泥子作 広永窯
7 志野茶碗 銘「おらが秋」 川喜田半泥子作 広永窯
8 井戸手茶碗 銘「おぼろ」 川喜田半泥子作 広永窯
9 白掛茶碗 銘「これはしたり」 川喜田半泥子作 広永窯 寄託

10 伊賀水指 銘「慾袋」 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和15年
11 井戸手茶碗 銘「ひばり」 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年
12 井戸手茶碗 銘「初紅葉」 川喜田半泥子作 広永窯・昭和22年
13 志野茶碗 銘「かりがね」 川喜田半泥子作 広永窯
14 黒茶碗 銘「三保の夜」 川喜田半泥子作 千歳山窯
15 片身替茶碗 銘「布袋和尚」 川喜田半泥子作 千歳山窯
16 井戸形茶碗 銘「半泥子」 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年頃
17 呼継茶碗 銘「ねこなんちゅ」 川喜田半泥子作 千歳山窯
18 志野茶碗 銘「不動」 川喜田半泥子作 千歳山窯
19 竹茶杓 銘「須磨琴」 川喜田半泥子作 昭和30年頃 寄託
20 半泥子書簡（茶杓「須磨琴」絵入り） 川喜田半泥子作 (昭和30年)8月22日付 寄託
21 四方香合 銘「早春」 川喜田半泥子作 寄託
22 胴〆手茶入 銘「まろにえ」 川喜田半泥子作 岐阜県・牟田洞窯
23 竹一重切花入 銘「瀧つせ」 川喜田半泥子作 寄託
24 金銀尾花絵蓋物 川喜田半泥子作 広永窯・昭和25年
25 赤絵紅葉絵水指 川喜田半泥子作 千歳山窯
26 赤絵鉢(千歳山荘図） 川喜田半泥子作 千歳山窯 寄託
27 葡萄図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和26年
28 茸図 川喜田半泥子筆・自賛 寄託
29 栗図 川喜田半泥子筆・自賛 藤田等風コレクション
30 秋茄子図 川喜田半泥子筆・自賛
31 政子遺訓 川喜田政筆 明治32年
32 政子遺訓写 川喜田半泥子筆 昭和25年 仲田秋子氏旧蔵
33 波和遊（How are you？） 川喜田半泥子筆 昭和35年
34 喚阿巌（Come again.) 川喜田半泥子筆 昭和35年 藤田等風コレクション

２階山里茶席内
作品名 作者 年代・窯・素材ほか 備考

35 雪月花 三千家家元筆 昭和14年(1939)
36 旅枕花入 川喜田半泥子作 千歳山窯
37 陶釜 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年
38 灰釉縮れ砂金袋水指 銘「若水」 川喜田半泥子作 広永窯
39 刷毛目茶碗 川喜田半泥子作 朝鮮半島・荷苗里窯ｶ
40 山里（扁額） 益田鈍翁筆 昭和13年(1938)以前
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所蔵品展

川喜田半泥子とその周辺
2012-4期〈半泥子の茶陶〉
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