




作品名 作者 年代 所蔵者

1 備前鶏置物 金重陶陽 大正末期 個人

2 備前緋襷小田巻獅子香炉 金重陶陽 大正14年(1925) 個人

3 備前緋襷我庵写花入 金重陶陽 昭和7年（1932） 武者小路千家　官休庵（京都）

4 備前緋襷蔦透手焙 金重陶陽 昭和12年(1937） 個人

5 備前大破釜 金重陶陽 昭和13年(1938） 個人

6 萩長寿楽置物 三輪休和 昭和8年(1933） 山口県立萩美術館・浦上記念館

7 鬼萩茶碗 三輪休和 昭和17年(1942) 山口県立萩美術館・浦上記念館

8 瀬戸黒茶碗 荒川豊蔵 昭和8年(1933) 荒川豊蔵資料館（岐阜）

9 古九谷風石庭図平鉢 荒川豊蔵 昭和16年(1941) 荒川豊蔵資料館（岐阜）

10 志野水指 荒川豊蔵
昭和13～16年
(1938～41）

岐阜県現代陶芸美術館

11 志野茶碗　銘「蓬莱」 荒川豊蔵 昭和16年(1941） 岐阜県美術館
12 志野茶碗　銘「里帰り」 荒川豊蔵 昭和17年(1942) 荒川豊蔵資料館（岐阜）
13 井戸手茶碗　銘「さみだれ」 川喜田半泥子 昭和17年(1942)頃 個人
14 黒織部茶碗　銘「富貴」 川喜田半泥子 昭和15年(1940)頃 個人（石水博物館寄託）
15 志野茶碗　銘「不動」 川喜田半泥子 昭和10年代 公益財団法人石水博物館

作品名 作者 年代 所蔵者
1 『雅俗日記』 川喜田半泥子 昭和17年(1942) 公益財団法人石水博物館
2 陶匠友誼図 荒川豊蔵 制作年代不詳 荒川豊蔵資料館（岐阜）
3 書簡（乾比根会について） 川喜田半泥子 昭和17年(1942)6月頃 公益財団法人石水博物館

4
半泥子宛書簡
（千歳山訪問の礼状）

荒川豊蔵
昭和15年(1940)
10月5日付

公益財団法人石水博物館

5 半泥子古志野のかけらを洗ふ図 荒川豊蔵 昭和10年代 公益財団法人石水博物館
6 呼継茶碗　銘「ねこなんちゅ」 川喜田半泥子 昭和10年代 公益財団法人石水博物館
7 胴〆手茶入　銘「まろにえ」 川喜田半泥子 昭和10年代 公益財団法人石水博物館
8 瀬戸黒茶碗　銘「宿帳」 川喜田半泥子 昭和17年(1942） 荒川豊蔵資料館（岐阜）
9 出入帳 半泥子ほか 昭和17年(1942) 荒川豊蔵資料館（岐阜）
10 備前手鉢 金重陶陽 昭和10年代 個人
11 備前緋襷画賛入平鉢 陶陽・半泥子合作 昭和14年(1939) 公益財団法人石水博物館
12 白茶碗 金重陶陽 昭和10年代 公益財団法人石水博物館
13 備前茶入 金重陶陽 昭和10年代 公益財団法人石水博物館
14 伊部の印象図 川喜田半泥子 昭和15年(1940)頃 個人
15 伊賀水指　銘「慾袋」 川喜田半泥子 昭和15年(1940) 公益財団法人石水博物館
16 伊賀水指 川喜田半泥子 昭和15年(1940) 個人

17 半泥子宛書簡（伊賀水指の礼状） 金重陶陽
昭和15年(1940)
6月17日付

公益財団法人石水博物館

18 竹茶杓　銘「アコウ」 川喜田半泥子 昭和15年(1940) 個人
19 竹茶杓　銘「かまの神」 川喜田半泥子 昭和10年代 個人
20 萩水壺 川喜田半泥子 昭和10年代 個人
21 焼締旅枕花入 川喜田半泥子 昭和10年代 個人

22
半泥子宛書簡
（乾比根会参加の礼状）

三輪休和
昭和17年(1942)
2月21日付

公益財団法人石水博物館

23 絵志野酒盃 金重陶陽 昭和20年(1945) 荒川豊蔵資料館（岐阜）
24 萩水指　銘「からひね」 荒川豊蔵 昭和51年(1976) 清荒神清澄寺（兵庫）

Ⅰ．乾比根会が集うまで―伝統と革新の時代―

Ⅱ．作陶連盟乾比根会結成―千歳山の出会いとその前後―

生誕140年記念特別展

川喜田半泥子と乾比根会

２０１８年９月２１日（金）～１２月２日（日）
出品目録

―豊蔵・休和・陶陽　陶友たちとの桃山復興—

第１展示室



作品名 作者 年代 所蔵者
1 志野練上手茶碗　銘「霜朝」 荒川豊蔵 昭和24年(1949) 東京国立近代美術館
2 志野茶碗 荒川豊蔵 昭和28年(1953) 東京国立近代美術館
3 志野茶碗 荒川豊蔵 昭和28年(1953) 公益財団法人五島美術館（東京）
4 志野波に千鳥絵鉢 荒川豊蔵 昭和28年(1953) 愛知県陶磁美術館
5 黄瀬戸竹花入 荒川豊蔵 昭和33年(1958) 愛知県陶磁美術館
6 瀬戸黒茶碗 荒川豊蔵 昭和34年(1959) 東京国立近代美術館
7 鼠志野亀甲文茶碗 荒川豊蔵 昭和35年(1960) 愛知県陶磁美術館
8 志野筍絵茶碗　銘「隨縁」 荒川豊蔵 昭和36年(1961） 荒川豊蔵資料館（岐阜）
9 瀬戸黒金彩木葉文茶碗 荒川豊蔵 昭和40年(1965) 荒川豊蔵資料館（岐阜）
10 志野茶碗　銘「氷梅」 荒川豊蔵 昭和45年(1970) 東京国立近代美術館
11 色絵雲錦鉢 荒川豊蔵 昭和46年(1971) 東京国立近代美術館
12 黄瀬戸竹花入 荒川豊蔵 昭和47年(1972） 清荒神清澄寺（兵庫）
13 鼠志野鶴絵茶碗　銘「荒磯」 荒川豊蔵 昭和51年(1976） 山口県立萩美術館・浦上記念館
14 萩水指 三輪休和 昭和33年(1968） 東京国立近代美術館
15 白萩灰被花入 三輪休和 昭和34年(1959) 山口県立萩美術館・浦上記念館
16 萩三島白釉鉢 三輪休和 昭和37年(1962)頃 山口県立萩美術館・浦上記念館
17 萩割高台茶碗 三輪休和 昭和41年(1966) 山口県立萩美術館・浦上記念館
18 萩茶碗 三輪休和 昭和45年(1970） 東京国立近代美術館
19 白萩耳付花入 三輪休和 昭和46年(1971) 山口県立萩美術館・浦上記念館
20 萩編笠水指 三輪休和 昭和48年(1973) 山口県立萩美術館・浦上記念館
21 萩筆洗切茶碗 三輪休和 昭和48年(1973) 山口県立萩美術館・浦上記念館
22 萩茶碗 三輪休和 昭和49年(1974) 山口県立萩美術館・浦上記念館
23 萩茶碗 三輪休和 制作年代不詳 個人
24 萩白釉茶碗 三輪休和 昭和50年(1975) 山口県立萩美術館・浦上記念館
25 萩茶碗　銘「窈窕」 三輪休和 制作年代不詳 岐阜県現代陶芸美術館
26 萩茶碗　銘「風月」 三輪休和 制作年代不詳 岐阜県現代陶芸美術館
27 萩茶入 三輪休和 昭和50年(1975) 山口県立萩美術館・浦上記念館
28 備前緋襷花器 金重陶陽 昭和25年(1950） 個人
29 備前長角台鉢 金重陶陽 昭和26年(1951） 個人
30 備前三角擂座花入 金重陶陽 昭和29年(1954) 岡山県立美術館

31 備前緋襷茶碗 金重陶陽
昭和31～32年
(1956～57）

個人

32 備前沓茶碗　銘「さざれ石」 金重陶陽 昭和40年(1965) 個人
33 備前耳付水指 金重陶陽 昭和33年(1958) 東京国立近代美術館
34 備前耳付水指 金重陶陽 昭和38年(1963) 個人
35 備前手付向付　５客 金重陶陽 昭和39年(1964)頃 東京国立近代美術館
36 備前半月鉢 金重陶陽 昭和41年(1966) 個人
37 備前馬置物 金重陶陽 昭和32年（1957） 個人
38 鼠志野香合 荒川豊蔵 制作年代不詳 個人
39 萩香合 三輪休和 制作年代不詳 個人
40 備前辻堂香合 金重陶陽 制作年代不詳 個人
41 志野茶碗　銘「赤不動」 川喜田半泥子 昭和24年(1949) 東京国立近代美術館

茶室
作品名 作者 年代 所蔵者
書「愚庵」 川喜田半泥子 昭和26年(1951） 公益財団法人石水博物館

Ⅲ．戦後の展開―人間国宝への道―
第２展示室


