




第１展示室
作品名 素材・形態・窯など 前期 後期 所蔵者ほか
1 浜木綿 キャンバス・油彩 館蔵
2 男之助羽子板図 絹本着色・軸装 館蔵
3 巴里人形図 絹本着色・軸装 館蔵
4 洋行スケッチ帖　15帖のうち 紙本墨画淡彩・折本 館蔵
5 コモ湖図 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
6 独乙人花売男女図（春うらゝ～の句入り） 絹本墨画淡彩・軸装 館蔵
7 菖蒲太刀図 紙本墨画淡彩・軸装 半泥子廣永窯蔵
8 紙雛図 紙本墨画淡彩・軸装 半泥子廣永窯蔵
9 お竹大日図 紙本木版画多色摺 館蔵
10 兎玩具図 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
11 虎図 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
12 小鳥図 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
13 石楠花図 紙本淡彩・軸装 半泥子廣永窯蔵
14 朝顔図 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
15 春の旅絵巻　4巻のうち 紙本墨画淡彩・巻子 館蔵
16 松竹梅図 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
17 枩（松） 紙本墨書・軸装 館蔵
18 不苦者有智 紙本墨書・軸装 平成25年受贈
19 無茶 紙本墨書・軸装 寄託作品
20 苦茶 紙本墨書・軸装 館蔵（藤田コ）
21 慶世羅々々 紙本墨書・軸装 半泥子廣永窯蔵
22 愛夢倶楽通志友 紙本墨書・軸装 半泥子廣永窯蔵
23 一日清閑一日福 紙本墨書・軸装 寄託作品
24 壺中日月長 紙本墨書・軸装 寄託作品
25 至誠 紙本墨書・額装 館蔵
26 川喜田本家蛭子講之図 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
27 大夢出門 紙本墨書・額装 館蔵
28 波和遊 紙本墨書・額装 館蔵
29 喚阿巌 紙本墨書・額装 館蔵
30 硯蓋（秋風の～の句入り） 廣永窯 館蔵
31 硯蓋（みのむしに～の句入り） 廣永窯 館蔵
32 俳句短冊（寒菊や～） 紙本墨書・短冊 館蔵
33 俳句短冊（鳥うちの～） 紙本墨書・短冊 館蔵
34 俳句短冊（よき顔の～） 紙本墨書・短冊 館蔵
35 俳句短冊（いせの海～） 紙本墨書・短冊 館蔵
36 俳句短冊（つぎし頃の～） 紙本墨書・短冊 館蔵
37 俳句短冊（蓑虫に～） 紙本墨書・短冊 館蔵
38 俳句短冊（水引きの～） 紙本墨書・短冊 館蔵
39 俳句短冊（唐辛子と～） 紙本墨書・短冊 館蔵
40 揚子江 紙・パステル 館蔵
41 汽船 紙・パステル 館蔵
42 夜 紙・パステル 館蔵
43 コーチンチャイナの遠望 紙・パステル 館蔵
44 カンボジヤの渡し場 紙・パステル 館蔵
45 デッキテニス 紙・パステル 館蔵
46 シンガポールのジョホール寺院 紙・パステル 館蔵
47 ホテルデサンスにて 紙・パステル 館蔵
48 バンドンの裏街 紙・パステル 館蔵
49 ガルーのホテルパパンダイアンの夜景 紙・パステル 館蔵
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出品目録



作品名 素材・形態・窯など 前期 後期 所蔵者ほか
50 ジャワの辻馬車 紙・パステル 館蔵
51 ボルブドゥールの仏跡 紙・パステル 館蔵
52 ジャワの古都ソロの街 紙・パステル 館蔵
53 ジャワソンゴリチーの朝 紙・パステル 館蔵
54 ジャワ見物の自動車内 紙・パステル 館蔵
55 デッキの夫人 紙・パステル 館蔵
56 川喜田半泥子自画像 キャンバス・油彩 半泥子廣永窯蔵
57 赤絵千歳山荘図鉢 千歳山窯 寄託作品
58 赤絵白鳥文鉢 千歳山窯 館蔵
59 染付鉢 千歳山窯 館蔵
60 赤絵水指　銘「鳴穂堂」 廣永窯 館蔵
61 銀彩鶴文鉢 廣永窯 寄託作品

第２展示室
作品名 素材・形態・窯など 前期 後期 所蔵者ほか

62 紅梅図（ろくろ引く～の句入り） 絹本淡彩・軸装 半泥子廣永窯蔵
63 椿図（紅白の～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
64 砂浜図（陽炎や～の句入り） 紙本墨画・軸装 寄託作品
65 桃花図（浦家住み～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
66 仁和寺三門図（山門の～の句入り） 紙本淡彩・軸装 館蔵（藤田コ）
67 傘図（かきつばたの～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
68 浜木綿図（いせの海～の句入り） 絹本淡彩・軸装 館蔵
69 半泥子と茶碗図（時計まき～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
70 花瓶図（みしか夜ハ～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵（藤田コ）
71 下駄図（柿食ふて～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
72 千歳山真景図（かまつけバ～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
73 寒牡丹図（水ひきの～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
74 秋茄子図（秋茄子こそ～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
75 葉鶏頭図（秋はれや～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵（藤田コ）
76 栗図（竹の影～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵（藤田コ）
77 茸図（みの虫に～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
78 枯木に鳥図（吹雪道～の句入り） 紙本墨画・軸装 館蔵
79 針山図（唐からしと～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
80 織部黒茶碗　銘「暗香」 千歳山窯 館蔵（藤田コ）
81 粉引茶碗　銘「雪の曙」 千歳山窯 館蔵
82 井戸形茶碗　銘「半泥子」 千歳山窯 館蔵
83 呼継茶碗　銘「ねこなんちゅ」 千歳山窯 館蔵
84 井戸手茶碗　銘「ひばり」 千歳山窯 館蔵
85 志野茶碗　銘「不動」 千歳山窯 館蔵
86 片身替茶碗　銘「布袋和尚」 千歳山窯 館蔵
87 片身替茶碗　銘「美千歳」「又鰈」 千歳山窯 寄託作品
88 灰釉茶碗　銘「由布」 千歳山窯 館蔵
89 伊賀水指　銘「慾袋」 千歳山窯 館蔵
90 竹の子図（どの草の～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 寄託作品
91 南瓜図（風鈴を～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 館蔵
92 茶碗図（秋風の～の句入り） 紙本墨画・軸装 館蔵
93 茶碗図（乾山の～の句入り） 紙本墨画淡彩・軸装 半泥子廣永窯蔵
94 芝居絵皿　4客 千歳山石炭窯 館蔵
95 魚図（魚乎鳥乎） 紙本墨画・軸装 半泥子廣永窯蔵
96 常識茶会之図 紙本墨画・軸装 館蔵（藤田コ）
97 蓮の葉仏図（蓮の葉に～の狂歌入り） 紙本墨画・軸装 館蔵（藤田コ）
98 茶碗図（む茶くちゃに～の狂歌入り） 紙本墨画・軸装 半泥子廣永窯蔵
99 茶碗図（喫茶） 紙本墨画・軸装 半泥子廣永窯蔵
100 千歳山の蟇図 紙本墨画・軸装 館蔵（藤田コ）
101 半泥子行水図 紙本墨画・軸装 館蔵（藤田コ）
102 千歳山と半泥子図（松の間や～の句入り）紙本墨画・軸装 館蔵（藤田コ）
103 泥子百歳像 紙本墨画・軸装 半泥子廣永窯蔵
104 鼠志野茶碗　銘「一トめぐり」 廣永窯 館蔵



作品名 素材・形態・窯など 前期 後期 所蔵者ほか
105 高麗手茶碗　銘「雅茶子」 廣永窯 館蔵
106 灰釉茶碗　銘「ぼたもち」 千歳山窯 寄託作品
107 野菜絵皿　5客 木 館蔵
108 竹茶杓　銘「須磨琴」 竹 寄託作品
109 竹茶杓　銘「須磨琴」の添状 紙本墨書・切紙 寄託作品
110 政子遺訓写 紙本墨書・軸装 平成23年受贈
111 半泥子使用印章　14点 石・木他 館蔵

茶席展示室内
作品名 素材・形態・窯など 前期 後期 所蔵者ほか

112 鳥道無跡 紙本墨書・軸装 館蔵（藤田コ）
113 赤絵紅葉水指 廣永窯 館蔵

※（藤田コ）＝平成23年に寄贈を受けた「藤田等風コレクション」
※展示作品、展示期間が変更になる場合があります。


