




第１展示室

資料名 作者・伝来など 員数・制作年代 備考

1 『駄馬の跡』 半泥子著 1冊・大正2年
2 『唐子の友』 半泥子著 1式・大正5年頃
3 木蓮・梅花・山水図 呉昌碩筆 3幅・1913年
4 六朝仏（釈迦三尊像） 1基・六朝時代 個人蔵
5 荷苗里スケッチ帳 半泥子著 2冊・昭和12年
6 刷毛目茶碗 半泥子作・朝鮮半島荷苗里の窯 1口・昭和12年
7 刷毛目徳利 半泥子作・朝鮮半島荷苗里の窯 1口・昭和12年
8 朝鮮人作陶像 浅川伯教 1基・昭和10年代
9 瓶花図 浅川伯教筆 1幅・昭和10年代

10 鄭濬氏像 半泥子筆・山田萬吉郎賛 1幅・昭和12年 藤田コ
11 朝鮮半島古窯採取の陶片 半泥子採取 1括
12 高麗銅鑼鉢 1口・朝鮮王朝時代
13 春の旅絵巻 半泥子筆 4巻のうち・大正13年
14 『欧米漫遊 赤毛布』 半泥子著 1冊・大正12年
15 洋行赤毛布雛の図 半泥子筆 1幅・大正12年
16 洋行スケッチ帖 半泥子筆 15帖・大正12年
17 コモ湖畔図 半泥子筆 1幅
18 独乙人花売男女図 半泥子筆・自賛 1幅 寄託作品
19 巴里人形図 半泥子筆 1幅
20 マティス油彩画の領収書 1枚・1923年
21 黄色い肘掛け椅子の女 アンリ・マティス 1枚・1920年
22 女流画家 キース・ヴァン・ドンゲン 1枚・1920年前後
23 港の女たち ピエール・ボナール 1枚・1921年
24 コモ湖畔 栗原忠二 1枚・1920～23年頃
25 『じゃわさらさ』 無茶法師ほか著 1冊・昭和3年刊
26 ジャワ旅行図 半泥子 21枚・昭和2年
27 再刊版『じゃわさらさ』 無茶法師著 1冊・昭和11年刊
28 トントン 1基 個人蔵
29 瓜哇頓々の図 半泥子筆・棲霞賛 1幅・昭和6年
30 人形トントン 1基
31 カンボジヤの土風炉 1基
32 半泥子採取の陶片 1括

33 絵唐津茶碗
半泥子作
唐津・中里太郎右衛門の窯

1口・昭和11年 藤田コ

34 半泥子古志野のかけらを洗ふ図 荒川豊蔵筆 昭和10年代
35 呼継茶碗　銘「ねこなんちゅ」 半泥子作・千歳山窯 1口・昭和10年代

36 胴〆手茶入　銘「まろにえ」
半泥子作
岐阜県可児市大萱・牟田洞窯

1口・昭和10年代

37 黒釉耳付茶入
半泥子作
岐阜県可児市大萱・牟田洞窯

1口・昭和10年代

38 備前緋襷画賛入平鉢
金重陶陽作・半泥子画・
正宗敦夫賛
備前・金重陶陽の窯

1口・昭和14年

☆2Ｆエレベーターホールにて、「半泥子の旅」に関する川喜田家
  ホームムービーを上映しています。

川喜田半泥子の旅
企画展

2016年3月4日（金）～5月8日（日）

出品目録



作品名 作者・窯・素材 制作年 備考
1 井戸手茶碗　銘「雨後夕陽」 半泥子作・千歳山窯 昭和16年（1941）頃
2 井戸手茶碗　銘「寿山」 半泥子作・千歳山窯 昭和16年（1941）頃
3 井戸手茶碗　銘「おぼろ」 半泥子作・廣永窯 昭和24年（1949）頃
4 刷毛目茶碗　銘「一声」 半泥子作・廣永窯 昭和20年代
5 高麗手茶碗　銘「雅茶子」 半泥子作・廣永窯 昭和20年代
6 黒織部茶碗　銘「富貴」 半泥子作・千歳山窯 昭和15年（1940）頃 寄託作品
7 織部黒茶碗　銘「暗香」 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代 藤田コ
8 志野茶碗　銘「不動」 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代
9 黒茶碗　銘「無茶太郎」 半泥子作・千歳山窯 昭和15年（1940）頃

10 赤楽大茶碗　銘「閑く恋慕」 半泥子作・廣永窯 昭和20年代
11 桃花図 半泥子筆・紙本墨画淡彩
12 石楠花図 半泥子筆・紙本墨画淡彩
13 虎図 半泥子筆・紙本墨画淡彩
14 仁和寺三門図 半泥子筆・紙本淡彩 昭和32年（1957） 藤田コ
15 伊賀水指　銘「慾袋」 半泥子作・千歳山窯 昭和15年（1940）
16 粉引茶碗　銘「雪の曙」 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代
17 焼締茶碗　銘「如雷」 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代 藤田コ
18 白掛茶碗　銘「不二」 半泥子作・廣永窯 昭和20年代 寄託作品
19 唐津手茶碗　銘「あひるの子」 半泥子作・廣永窯 昭和20年代 寄託作品
20 片身替茶碗　銘「布袋和尚」 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代
21 井戸手茶碗　銘「ひばり」 半泥子作・千歳山窯 昭和16年（1941）
22 刷毛目茶碗　銘「鮑」 半泥子作・廣永窯 昭和20年代
23 四方香合・蛙香合 半泥子作・廣永窯 昭和27年（1952）
24 志野宝珠香合　 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代 藤田コ
25 赤玉香合 半泥子作・廣永窯 昭和20年代 寄託作品
26 千歳山と半泥子図 半泥子筆・紙本墨画 昭和34年（1959） 藤田コ
27 千歳山の蟇図 半泥子筆・紙本墨画 昭和33年（1958）頃 藤田コ

《川喜田家コレクション》
作品名 作者・素材・員数など 制作年代 備考

28 古伊賀水指　銘「鬼の首」 桃山時代 県指定
29 蕎麦茶碗　銘「春紅」 朝鮮王朝時代
30 雨漏堅手茶碗　銘「富士」 朝鮮王朝時代
31 黒織部茶碗　銘「暫」　　 江戸時代
32 鯉蒔絵茶杓　銘「龍門」 藤村庸軒作・初代中村宗哲塗 元禄7年（1694）
33 備前肩衝茶入　 江戸時代
34 色絵草花文鉋目皿 尾形乾山作・5客 江戸時代
35 染付阿蘭陀写草花文角向付 尾形乾山作・5客 江戸時代
36 本阿弥光悦書状（宗二・宗不宛） 江戸時代
37 布袋図 久隅守景筆・杉木普斎賛 江戸時代

《茶席》
作品名 作者・素材など 制作年代 備考

38 書「苦茶」 半泥子筆・紙本墨書 昭和30年（1955）頃 藤田コ
39 竹掛花入　銘「大黒」 半泥子作・竹 昭和29年（1954） 藤田コ
40 南蛮縄簾写水指 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代
41 平茶碗 半泥子作・千歳山窯 昭和10年代

※「藤田コ」＝平成23年に寄贈された藤田等風コレクション
※会期中の展示替はありません。

《半泥子》

2016年3月4日（金）～5月8日（日）

第２展示室

所蔵品展

川喜田半泥子の作品と季節の館蔵品

出品目録




