




№ 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

Ⅰ−1 黒茶碗図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画 新収蔵☆

Ⅰ−2 川喜田本家蛭子講之図 川喜田半泥子筆 昭和21年・紙本墨画淡彩

Ⅰ−3 『開店三百年』 川喜田半泥子筆 昭和8年・紙本墨画淡彩

Ⅰ−4 開店三百年祭記念手ぬぐい 川喜田商店製作 昭和8年・木綿

Ⅰ−5 芝居絵皿 ４枚 川喜田半泥子 大正14年・千歳山石炭窯

Ⅰ−6 千歳山全景図 川喜田半泥子筆
大正末期～昭和初期・

紙本墨画淡彩
新収蔵☆

Ⅰ−7 千歳山荘初窯火入図屏風 二代真清水蔵六筆
昭和8年（1933）・

紙本墨画淡彩・二曲一隻

Ⅰ−8 伊賀水指  銘  慾袋 川喜田半泥子 昭和15 年・千歳山窯

Ⅰ−9
『雅俗日記』

（茶杓削りについて）
川喜田半泥子筆 昭和15年・紙本墨書 ☆

Ⅰ−10 竹茶杓  銘  乾山 川喜田半泥子 昭和17年・竹

Ⅰ−11
『雅俗日記』

（茶杓「乾山」について）
川喜田半泥子筆 昭和17年・紙本墨書 ☆

Ⅰ−12
『雅俗日記』

（乾山研究について）
川喜田半泥子筆 昭和16年・紙本墨書 ☆

Ⅰ−13 『乾山異考』草稿本 川喜田半泥子筆 昭和16年・紙本墨書

Ⅰ−14 書簡〔はぜはぜはぜの…］ 川喜田半泥子筆 昭和9年10月2日付・紙本墨書 新収蔵☆

Ⅰ−15 書「金殿玉楼」 會津八一筆 昭和22年・紙本墨書

Ⅰ−16 高麗手茶碗  銘  雅茶子 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅰ−17
『雅俗日記』

（「雅茶子」で呈茶）
川喜田半泥子筆 昭和26年・紙本墨書 ☆

Ⅰ−18
『雅俗日記』

（竹花入をつくる）
川喜田半泥子筆 昭和22年・紙本墨書 ☆

Ⅰ−19 竹一重切花入  銘  瀧つせ 川喜田半泥子 昭和10～20年代・竹

Ⅰ−20 廣永絵巻  巻一 川喜田半泥子筆 昭和20年・紙本墨画淡彩

Ⅰ−21 露芝模様茶臼の盒 川喜田半泥子 昭和28年・桐、陶器ほか

企画展

令和2年8月8日～10月4日

出品目録
第１展示室

Ⅰ　半泥子の一日

川喜田半泥子の暮らしと歳時記 ～一日清閑一日福～



№ 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

Ⅱ−１ 唐津手茶碗  銘  初音 川喜田半泥子 大正14年・千歳山石炭窯

Ⅱ−２ 信楽手茶碗 川喜田半泥子 昭和7年・千歳山窯

Ⅱ−３ 千歳山真景図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和10年代・紙本墨画淡彩 寄託作品

Ⅱ−４
赤絵茶碗  銘  赤頭巾

（還暦記念）
川喜田半泥子 昭和13年・千歳山窯 寄託作品

Ⅱ−５ 黄瀬戸鉢（還暦記念） 川喜田半泥子 昭和13年・千歳山窯

Ⅱ−６ 『雅俗日記』（誕生日茶会） 川喜田半泥子筆 昭和16年・紙本墨書 ☆

Ⅱ−７ 常識茶会之図 川喜田半泥子筆 昭和10年代・紙本墨画 藤田コ

Ⅱ−８ 黒茶碗  銘  無茶太郎 川喜田半泥子 昭和15年頃・千歳山窯

Ⅱ−9 御室焼水指 伝 野々村仁清 江戸時代 ☆

Ⅱ−10 黄瀬戸薄茶器 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅱ−11 竹茶杓 江岑宗佐作 江戸時代・竹 ☆

Ⅱ−12 赤楽茶碗  銘  めでたい 初代小西平内 昭和25年頃・太閤窯

Ⅱ−13
雲鶴手茶碗  銘  千歳の縁

（金婚記念）
川喜田半泥子 昭和26年・廣永窯

Ⅱ−14
灰釉茶碗  銘  喜び

（喜寿記念）
川喜田半泥子 昭和29年・廣永窯

Ⅱ−15 仁和寺三門図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和32年・紙本淡彩 藤田コ

Ⅱ−16 刷毛目茶碗  銘  旅衣  川喜田半泥子 昭和32年・廣永窯

Ⅱ−17 自画像（秋風の～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和32年頃・紙本墨画 ☆

№ 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

Ⅲ−1
千歳山と半泥子図

（松の間や～）
川喜田半泥子筆・自賛 昭和34年・紙本墨画 藤田コ

Ⅲ−2 千歳山の蟇図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和33年頃・紙本墨画 藤田コ

Ⅲ−3 半泥子行水図（かなかなや～）川喜田半泥子筆・自賛 昭和30年代中頃・紙本墨画 藤田コ

Ⅲ−4
書簡

〔芝金のうなぎのゆめ…〕
川喜田半泥子筆

（年不詳）7月20日付・

紙本墨書
☆

Ⅲ−5 白椿図（光悦の～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和35年頃・紙本墨画 ☆

Ⅲ−6 柿図（かきくうて～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和36年頃・紙本墨画淡彩 ☆

Ⅲ−7 書「慶世羅々々」 川喜田半泥子筆 昭和34年・紙本墨書 ☆

Ⅱ　記念の茶碗と誕生日茶会

Ⅲ　晩年の半泥子、書画に親しむ



№ 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

Ⅳ−1 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

Ⅳ−2 注連縄飾り図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年・紙本墨画淡彩 藤田コ

Ⅳ−3 唐津手茶碗  銘  福わらひ 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−4 松竹梅図 川喜田半泥子筆 昭和初期・紙本墨画淡彩 藤田コ

Ⅳ−5 絵唐津手茶碗  銘  浅春 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 寄託作品

Ⅳ−6 男之助羽子板図 川喜田半泥子筆 昭和４年・絹本着色

Ⅳ−7 焼締茶碗  銘  福ハ内 川喜田半泥子 昭和23年・廣永窯 藤田コ

Ⅳ−8 書「不苦者有智」（福は内） 川喜田半泥子筆 昭和30年・紙本墨書

Ⅳ−9 黒筒茶碗  銘  鴫立沢 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−10 織部黒茶碗  銘  暗香 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 藤田コ

Ⅳ−11 茶碗図（ろくろ引く～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和10年代・紙本墨画淡彩 寄託作品

Ⅳ−12 唐津手茶碗  銘  薄氷 川喜田半泥子 昭和16年・千歳山窯

Ⅳ−13 紙雛図（まっすぐで～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和初期・紙本墨画淡彩 新収蔵☆

Ⅳ−14 井戸手茶碗  銘  おぼろ 川喜田半泥子 昭和24年頃・廣永窯

Ⅳ−15 鯉のぼり図 川喜田半泥子筆 昭和初期・紙本墨画淡彩 新収蔵☆

Ⅳ−16 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

Ⅳ−17 半泥子と茶碗図（時計まき～）川喜田半泥子筆・自賛 昭和10年代・紙本墨画淡彩 寄託作品

Ⅳ−18 刷毛目茶碗  銘  土用波 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−19 粉引手茶碗  銘  夕立 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅳ−20 うどの芽図（陽炎や～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画淡彩 ☆

Ⅳ−21 志野茶碗  銘  雨後の月 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯 寄託作品

Ⅳ−22 白掛茶碗  銘  天の川 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−23 傘図（かきつばたの～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画淡彩

Ⅳ−24 高麗手茶碗  銘  海月 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅳ−25 白筒茶碗  銘  白瓜 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 寄託作品

Ⅳ−26 南瓜図（風鈴を～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画淡彩

Ⅳ−27 刷毛目茶碗  銘  鮑 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−28 黒茶碗  銘 すず虫 川喜田半泥子 昭和10～20年代 寄託作品

Ⅳ−29 桃図 川喜田半泥子筆・自賛 昭和21年・紙本墨画淡彩

Ⅳ−30 白掛茶碗  銘  白芙蓉 川喜田半泥子 砥部の窯・昭和28年 寄託作品

Ⅳ−31 焼締茶碗  銘  さび柿 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅳ−32 葡萄図（秋はれや～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画

Ⅳ−33 志野茶碗  銘  おらが秋 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−34 灰釉茶碗  銘  どん栗 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯 寄託作品

Ⅳ−35 茸図（みの虫に～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画淡彩 寄託作品

Ⅳ−36 赤絵茶碗  銘  小倉山 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯 寄託作品

第２展示室
Ⅳ　半泥子の歳時記



№ 作品名 作者など 窯・年代・素材など 備考

Ⅳ−37 割高台茶碗  銘  浮寝鳥 川喜田半泥子 昭和24年・廣永窯

Ⅳ−38 枯木に鳥図(吹雪道～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和10年代・紙本墨画

Ⅳ−39 志野茶碗  銘  吹雪 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯 寄託作品

Ⅳ−40 粉引茶碗  銘  雪の曙 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅳ−41 椿図（紅白の～） 川喜田半泥子筆・自賛 昭和20年代・紙本墨画淡彩 寄託作品

Ⅳ−42 志野茶碗  銘  あつ氷 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

Ⅳ−43 赤絵千歳山荘図鉢 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯 寄託作品

Ⅳ−44 野菜絵皿 ５客 川喜田半泥子絵付 昭和初期・木製

Ⅳ−45 銀泥松絵菓子盆 2枚 川喜田半泥子絵付 昭和26年・一閑張

Ⅳ−46 赤絵水指  銘  鳴穂堂 川喜田半泥子 昭和20年代・廣永窯

茶席
№ 作品名 作者など 窯・年代・素材など 所蔵番号

Ⅳ−47 竹一重切花入  銘  山法師 川喜田半泥子 昭和16年頃・竹

Ⅳ−48 伊賀水指 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅳ−49 平茶碗  銘  そのまま 川喜田半泥子 昭和10年代・千歳山窯

Ⅳ−50 書「一日清閑一日福」 川喜田半泥子筆 昭和30年代・紙本墨書 寄託作品

※備考欄の藤田コは平成23年受贈の藤田等風コレクション、☆印は初出品作品


