




第１展示室

―山口県立萩美術館・浦上記念館陶芸コレクションから―

番号 作品名 作者など 制作年 所蔵者
1 萩長寿楽置物 三輪休和(10代休雪) 1933 萩美術館・浦上記念館
2 鬼萩茶碗 三輪休和(10代休雪) 1942頃 萩美術館・浦上記念館
3 白萩灰被花入 三輪休和(10代休雪) 1959 萩美術館・浦上記念館
4 書「和風」 三輪休和(10代休雪) 1966 萩美術館・浦上記念館
5 萩割高台茶碗 三輪休和(10代休雪) 1966 萩美術館・浦上記念館
6 萩茶碗 三輪休和(10代休雪) 1967 萩美術館・浦上記念館
7 萩茶碗 三輪休和(10代休雪) 1974頃 萩美術館・浦上記念館
8 一行書屏風（六曲一隻） 三輪休和(10代休雪) 1977頃 個人
9 萩三島白釉鉢 三輪休和(10代休雪) 1960頃 個人

10 萩三島白釉鉢 三輪休和(10代休雪) 1962頃 萩美術館・浦上記念館
11 萩徳利 三輪休和(10代休雪) 1967 萩美術館・浦上記念館
12 萩酒呑 三輪休和(10代休雪) 1976 萩美術館・浦上記念館
13 萩茶入 三輪休和(10代休雪) 1975 萩美術館・浦上記念館
14 萩雀香合 三輪休和(10代休雪) 1964頃 萩美術館・浦上記念館
15 萩編笠水指 三輪休和(10代休雪) 1973 萩美術館・浦上記念館
16 白萩耳付花入 三輪休和(10代休雪) 1971 萩美術館・浦上記念館
17 萩筆洗切茶碗 三輪休和(10代休雪) 1973 萩美術館・浦上記念館
18 白萩茶碗　銘「雲間ノ月」 三輪壽雪(11代休雪) 1967 萩美術館・浦上記念館
19 紅萩茶碗　銘「豊旗雲」 三輪壽雪(11代休雪) 1968 萩美術館・浦上記念館
20 萩徳利 三輪壽雪(11代休雪) 1966 萩美術館・浦上記念館
21 萩盃 三輪壽雪(11代休雪) 1966 萩美術館・浦上記念館
22 萩平皿 三輪壽雪(11代休雪) 1968 萩美術館・浦上記念館
23 萩面取花入 三輪壽雪(11代休雪) 1966 萩美術館・浦上記念館
24 書「龍虎」 三輪壽雪(11代休雪) 1996 個人
25 紅萩菱形水指　銘「花篝」 三輪壽雪(11代休雪) 1969 萩美術館・浦上記念館
26 萩茶碗　銘「獅子」 三輪壽雪(11代休雪) 1972 萩美術館・浦上記念館
27 白萩水指 三輪壽雪(11代休雪) 1981 萩美術館・浦上記念館
28 白萩灰被水指 三輪壽雪(11代休雪) 1984 萩美術館・浦上記念館
29 鬼萩割高台茶碗 三輪壽雪(11代休雪) 1987 萩美術館・浦上記念館
30 鬼萩割高台茶碗　銘「大磐石」 三輪壽雪(11代休雪) 1995 萩美術館・浦上記念館
31 白萩灰被花入　銘「猛虎」 三輪壽雪(11代休雪) 1997 萩美術館・浦上記念館
32 白萩手桶花入 三輪壽雪(11代休雪) 1965 萩美術館・浦上記念館
33 鬼萩花冠高台茶碗　銘「命の開花」 三輪壽雪(11代休雪) 2003 萩美術館・浦上記念館
34 画賛「ももたろう」 川喜田半泥子筆・自賛 1941 個人蔵
35 萩水壺 川喜田半泥子 1940年代前半 個人蔵
36 三輪休雪（休和）書簡（半泥子宛） 昭和17年2月21日付 1942 石水博物館
37 三輪節夫（壽雪）書簡（半泥子宛） 昭和16年9月13日付 1941 石水博物館
38 三輪貞枝書簡（半泥子宛） 昭和16年9月27日付 1941 石水博物館

※所蔵者欄の「萩美術館・浦上記念館」の正式名称は「山口県立萩美術館・浦上記念館」です。
   本展に特別協力をいただいております。
※キャプションでは所蔵者から提供された作品名を採用しております。

出品目録出品目録

企画展

三輪休和・壽雪兄弟と川喜田半泥子

                             平成26年9月12日(金)～11月9日(日)



第２展示室

番号 作品名 作者 窯・材質など 備考
1 井戸手茶碗　銘「寿山」 川喜田半泥子 千歳山窯
2 井戸手茶碗　銘「はしら暦」 川喜田半泥子 千歳山窯
3 秋茄子図（秋茄子こそ～） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩
4 井戸手茶碗　銘「初紅葉」 川喜田半泥子 廣永窯
5 織部黒茶碗　銘「暗香」 川喜田半泥子 千歳山窯 藤田等風コレクション
6 志野茶碗　銘「蛾眉峯」 川喜田半泥子 千歳山窯 寄託作品
7 黒茶碗　銘「無茶太郎」 川喜田半泥子 千歳山窯
8 片身替茶碗　銘「布袋和尚」 川喜田半泥子 千歳山窯
9 彼岸花図（小流れに～） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩

10 志野彼岸花絵水指 川喜田半泥子 廣永窯
11 呼継茶碗　銘「いざよい」 川喜田半泥子 千歳山窯
12 焼締茶碗　銘「さび柿」 川喜田半泥子 千歳山窯
13 志野茶碗　銘「おらが秋」 川喜田半泥子 廣永窯
14 黒茶碗　銘「三保の夜」 川喜田半泥子 千歳山窯
15 焼締茶碗　銘「しほ釜」 川喜田半泥子 千歳山窯
16 灰釉茶碗　銘「由布」 川喜田半泥子 千歳山窯
17 片身替茶碗　銘「寝物語」 川喜田半泥子 千歳山窯
18 葡萄図（秋はれや～） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画
19 灰釉茶碗　銘「園城寺」 川喜田半泥子 廣永窯 藤田等風コレクション
20 刷毛目茶碗 川喜田半泥子 荷苗里の窯
21 御所丸風茶碗 川喜田半泥子 千歳山窯
22 赤絵茶碗　 川喜田半泥子 千歳山窯 還暦記念
23 灰釉茶碗　銘「喜び」　 川喜田半泥子 廣永窯 喜寿記念
24 刷毛目茶碗　銘「旅衣」 川喜田半泥子 廣永窯 傘寿記念
25 栗図（竹の影～） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩 藤田等風コレクション
26 灰釉茶碗　銘「これはしたり」 川喜田半泥子 廣永窯 寄託作品
27 灰釉縮れ水指 川喜田半泥子 千歳山窯 寄託作品
28 薄絵八寸皿 川喜田半泥子 千歳山窯
29 黄瀬戸タンパン鉢 川喜田半泥子 千歳山窯
30 志野片口　二客 川喜田半泥子 千歳山窯

番号 作品名 時代・作者 窯・素材 備考
31 書「獨坐大雄峰」 勝峯大徹筆 紙本墨書
32 朝鮮唐津水指 川喜田半泥子 千歳山窯
33 朝鮮土平茶碗 川喜田半泥子 千歳山窯

※展示作品、展示期間が変更になる場合があります。

出品目録

所蔵品展

川喜田半泥子の作品と季節の館蔵品
                             平成26年9月12日(金)～11月9日(日)


