




第１展示室

番号 作品名 作者など 窯・年代・素材など 所蔵者 展示期間
1 花鳥図 増山雪斎筆 文化11年・絹本着色 三重県立美術館 前期
2 紅梅鴛鴦絵 栗田真秀筆 江戸時代・絹本着色 桑名市博物館 後期

3 梅花図 呉昌碩筆
1913年・紙本墨画淡彩・
三幅対のうち

石水博物館 後期

4 墨梅図屏風 池玉蘭筆 江戸時代・紙本墨画 三重県立美術館 前期
5 月瀬紀勝図 宮崎青谷筆・齋藤拙堂 安政2年・絹本墨画 石水博物館 前期
6 月瀬尾山梅見独案内 暁晴翁著・松川半山画 江戸時代刊・多色摺 石水博物館
7 月瀬尾山梅渓真景之図 暁晴翁著・松川半山画 江戸時代刊・多色摺 石水博物館
8 歳寒三友山水図 河辺青蘭筆 明治32年・絹本着色 石水博物館
9 菅公像 奥村政信筆 江戸時代・紙本多色摺 石水博物館

10 大津絵天神図 淡島寒月筆 明治～大正・紙本着色 石水博物館

11
蜀の三勇士
梅林に宴会を催す図

三代歌川豊国筆 江戸時代・大判三枚続 石水博物館 前期

12
見立三国志
遊梅林楽酒宴図

三代歌川豊国筆 江戸時代・大判三枚続 石水博物館 前期

13 桜源氏庭遊興 三代歌川豊国筆 江戸時代・大判三枚続 石水博物館 後期
14 雪梅窓の若狭理 三代歌川豊国筆 江戸時代・大判三枚続 石水博物館 後期
15 西王母図 月僊筆 明和7年・絹本着色 三重県立美術館 前期
16 東方朔図 月僊筆 江戸時代・絹本着色 三重県立美術館 後期
17 青緑武陵桃源図 奥田竹石筆 昭和9年・絹本着色 石水博物館
18 『桃太郎物語』　 宝暦3年刊・5巻合1冊 石水博物館
19 享保雛 江戸時代・人形 石水博物館
20 懐紙「桜をよめる」 松平定信筆 江戸時代・紙本墨書 桑名市博物館 前期
21 『拾遺和歌集』 江戸時代刊・20巻2冊 石水博物館
22 『百人一首図会』 田山敬儀注釈 文化4年刊・3巻3冊 石水博物館
23 本居宣長像 曽谷宗浄筆・長井美濃賛 江戸時代・絹本着色 石水博物館 前期
24 扁額「花」 本居宣長筆 安永9年・木地墨書 石水博物館 前期
25 『まくらの山　桜花三百首』 本居宣長著 享和2年刊・1冊 石水博物館 前期

26 花卉図屏風 青木夙夜筆
江戸時代・紙本着色・
二曲一隻

石水博物館 後期

27 屏風「桜狩」　 帆山花乃舎筆
江戸末～明治初期・
紙本金泥極彩・
六曲一双のうち右隻

桑名市博物館 後期

28 梅文蒔絵提重 明治～大正・漆芸 桑名市博物館
29 黒樂梅文四方茶碗 有節萬古 江戸時代・陶芸 桑名市博物館
30 標有梅蒔絵香合 初代中村宗哲 江戸時代・漆芸 石水博物館
31 宋胡録写桃絵菓子鉢 加賀月華 大正～昭和・陶芸 桑名市博物館
32 色絵雨龍桃文盃洗 有節萬古 江戸時代・陶芸 パラミタミュージアム
33 腥臙脂釉松竹梅三桃文盃洗 有節萬古 江戸時代・陶芸 パラミタミュージアム

34
泥釉七宝
伊勢西行ものがたり

上沼緋佐子
平成9年・七宝
 6点のうち4点

パラミタミュージアム

35 泥釉七宝 筥 吉野 上沼緋佐子 平成12年・七宝・ パラミタミュージアム
36 寒桜絵茶箱 辻輝子 昭和～平成・木工 パラミタミュージアム
37 梅の花絵茶入 辻輝子 昭和～平成・陶芸 パラミタミュージアム
38 桃の花絵香合 辻輝子 昭和～平成・陶芸 パラミタミュージアム
39 山桜絵香合 辻輝子 昭和～平成・陶芸 パラミタミュージアム
40 桃花図 辻輝子 昭和～平成・紙本着色 パラミタミュージアム
41 梅と椿の静物 川村清雄 昭和4年以前・絹本油彩 三重県立美術館

２０１８年２月９日（金）～４月１５日（日）

梅・桃・桜
企画展

出品目録

※前期展示：2月9日(金)～3月11日(日)　後期展示：3月13日（火）～4月15日（日）



番号 作品名 作者など 窯・年代・素材など 所蔵者 展示期間

42 雪汀遊禽図屏風　 英一蝶落款
江戸時代・紙本墨画淡
彩・六曲一双のうち右隻

石水博物館 前期

43 山桜 横山大観筆 大正～昭和・絹本着色 パラミタミュージアム 後期

44 桜の美人 藤島武二
明治25～26年頃・
カンヴァス・油彩

石水博物館

45 大磯の春 三岸節子
平成4年・
カンヴァス・油彩

パラミタミュージアム

46 紅梅図
奥田竹石筆・
川喜田半泥子賛

昭和・紙本墨画淡彩 石水博物館

47
紅梅閣格天井絵下絵・
開堂記念梅型香

奥田竹石筆
昭和5年頃・
紙本墨画淡彩

石水博物館

48 松と梅図 川喜田半泥子筆 昭和・紙本墨画淡彩 石水博物館
49 唐津手茶碗　銘「初音」 川喜田半泥子 大正14年・陶芸 石水博物館
50 四方香合　銘「早春」 川喜田半泥子 昭和10年代・陶芸 寄託作品
51 織部黒茶碗　銘「暗香」 川喜田半泥子 昭和10年代・陶芸 石水博物館

52 桃花図 川喜田半泥子筆・自賛
昭和20年前後・
紙本墨画淡彩

石水博物館

53 『江戸名所図会』
斎藤長秋編・
長谷川雪旦画

天保5年刊・
7巻20冊のうち

石水博物館

54 『江戸名所花暦』
岡山鳥著・
長谷川雪旦画

文政10年刊・
4巻3冊のうち

石水博物館

55 『都名所図会』
秋里籬島著・
竹原春朝斎画

安永9年刊・
6巻6冊のうち

石水博物館

56 『拾遺都名所図会』
秋里籬島著・
竹原春朝斎画

天明7年・4巻5冊のうち 石水博物館

57 『怡顔斎梅品』 松岡玄達著 宝暦10年刊・2巻2冊 石水博物館
58 『怡顔斎桜品』 松岡玄達著 宝暦8年刊・1冊 石水博物館
59 隅田川之遠景 歌川国芳筆 安政元年・大判三枚続 石水博物館

60 すみ田川の夕桜 歌川国芳筆
天保14～弘化4年・
大判三枚続

石水博物館

61
「扶桑名勝図」のうち
『和州芳野山勝景図』

貝原益軒著
正徳3年刊・1帖・
木版手彩色

石水博物館

※展示作品、展示期間が変更になる場合があります。



第２展示室

番号 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考
1 井戸手茶碗　銘「寿山」 川喜田半泥子 昭和16年頃・千歳山窯
2 井戸手茶碗　銘「はしら暦」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
3 御所丸風茶碗 川喜田半泥子 昭和13年・千歳山窯
4 黒茶碗　銘「無茶太郎」 川喜田半泥子 昭和15年頃・千歳山窯
5 赤楽大茶碗　銘「閑く恋慕」 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
6 唐津手茶碗　銘「三笠山」 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
7 黒茶碗　銘「三保の夜」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
8 志野茶碗　銘「蛾眉峯」 川喜田半泥子 昭和13年頃・千歳山窯 寄託作品
9 灰釉茶碗　銘「由布」 川喜田半泥子 昭和19年以前・千歳山窯

10 片身替茶碗　銘「寝物語」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
11 書「波和遊」 川喜田半泥子筆 昭和35年・紙本墨書
12 書「喚阿巌」 川喜田半泥子筆 昭和35年・紙本墨書 藤田コ
13 巴里人形図 川喜田半泥子筆 昭和4年・絹本着色
14 兎玩具図 川喜田半泥子筆 昭和26年・紙本墨画淡彩
15 伊賀水指　銘「慾袋」 川喜田半泥子 昭和15年・千歳山窯
16 高麗手茶碗　銘「雅茶子」 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
17 井戸手茶碗　銘「雨後夕陽」 川喜田半泥子 昭和16年頃・千歳山窯
18 粉引茶碗　銘「雪の曙」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
19 黒織部茶碗　銘「富貴」 川喜田半泥子 昭和15年・千歳山窯 寄託作品
20 黒筒茶碗　銘「鴫立沢」 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
21 黒筒茶碗　 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
22 志野茶碗　銘「あつ氷」 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
23 唐津手茶碗　銘「薄氷」 川喜田半泥子 昭和16年・千歳山窯
24 井戸手茶碗　銘「おぼろ」 川喜田半泥子 昭和24年頃・廣永窯
25 灰釉茶碗　銘「ぼたもち」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 寄託作品
26 井戸手茶碗　銘「ひばり」 川喜田半泥子 昭和16年・千歳山窯
27 志野茶碗　銘「微笑」 川喜田半泥子 昭和12年頃・千歳山窯
28 鼠志野茶碗　銘「一トめぐり」 川喜田半泥子 昭和22～25年頃・廣永窯
29 呼継茶碗　銘「ねこなんちゅ」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
30 白掛茶碗　銘「白蔵主」 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
31 割高台茶碗　銘「浮寝鳥」 川喜田半泥子 昭和24年・廣永窯
32 芝居絵皿　 川喜田半泥子 大正14年・千歳山石炭窯
33 黄瀬戸牡丹絵鉢 川喜田半泥子 昭和11年・千歳山窯
34 灰釉片口　句銘「春雪を～」 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯
35 梅絵急須 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
36 梅絵鉢　 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
37 猫柳図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画 寄託作品
38 竹の子図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩 藤田コ
39 砂浜図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画 寄託作品
40 千歳山真景図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和34年・紙本墨画 寄託作品

茶席
番号 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

41 書「鳥道無跡」 川喜田半泥子筆 昭和30年代・紙本墨書 藤田コ
42 旅枕花入 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯
43 片身替茶碗 川喜田半泥子 昭和32年頃・廣永窯
44 伊賀水指 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

※備考に表記のない作品や資料は館蔵。
※備考欄の「藤田コ」は、藤田等風コレクション（平成23年寄贈）。

２０１８年２月９日（金）～４月１５日（日）

出品目録

所蔵品展

川喜田半泥子の作品と季節の館蔵品


