
第１展示室

番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

1 二代真清水蔵六書簡 自筆（川喜田半泥子宛） 紙本墨書（墨画）・昭和8年頃

2 千歳山荘初窯火入図屏風 二代真清水蔵六筆 紙本墨画淡彩・昭和8年（1933）

3 窯道具 半泥子・坪島圡平使用 木製 廣永窯蔵

4 蹴轆轤・手轆轤 半泥子・坪島圡平使用 木製 廣永窯蔵

5 釉 廣永窯使用 廣永窯蔵

6 旧呉須 半泥子使用

7 染付鉢 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

8 赤絵千歳山荘図鉢 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代 個人蔵

9 果物鉢図 川喜田半泥子筆・自賛 絹本着色・昭和23年（1948）

10
窯の記録

（『泥仏堂秘録』ほか）
川喜田半泥子筆 紙本墨書・昭和10～20年代

参考 『本朝陶器攷證』 六巻六冊 金森得水著 紙本木版・明治27年（1894）刊

番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

1 井戸茶碗  銘  紅葉山 朝鮮王朝時代（16世紀）

2 井戸脇茶碗 朝鮮王朝時代（16世紀）

3 蕎麦茶碗  銘  春紅 朝鮮王朝時代（16世紀）

4 御本茶碗 朝鮮王朝時代（17世紀）

5 古萩茶碗  銘  荷葉 江戸時代前期

6 赤楽茶碗  銘  松韻 伝本阿弥光悦作 江戸時代前期

7 黒楽茶碗  銘  むらくも 道入作 江戸時代前期

8 黒織部茶碗  銘  暫 桃山時代

9 織部黒茶碗  銘  浮巣 桃山時代

10 大樋茶碗  銘  盆地 江戸時代前期

11 書「雪月花」 三千家家元筆 紙本墨書・昭和17年（1942）

12 赤楽茶碗 久田宗全作 江戸時代中期

13 黒筒茶碗  平沢九朗作 江戸時代後期

14 井戸手茶碗  銘  雨後夕陽 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年（1941）頃

15 井戸手茶碗  銘  はしら暦 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

16 焼締茶碗  銘  さび柿 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

企画展

川喜田半泥子のやきもの入門―茶陶のいろは―
令和4年4月23日（土）～7月3日（日）

出品目録

Ⅰ．素材と技法

Ⅱ．茶碗のいろは



番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

17 書「無茶」 川喜田半泥子筆
紙本墨書（淡彩）・昭和30年

（1955）

18 御所丸風茶碗  川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和13 年（1938）

19 高麗手茶碗  銘  雅茶子 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

20 粉引茶碗  銘  雪の曙 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

21 刷毛目茶碗  銘  青海波 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和30年（1955）頃

22 信楽手茶碗 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和7年（1932）

23 黒茶碗  銘  三保の夜 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

24 書「苦茶」 川喜田半泥子筆 紙本墨書・昭和30年（1955）頃 藤田コ

25 黒織部茶碗  銘  富貴 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和15年（1940）頃 個人蔵

26 織部黒茶碗  銘  暗香 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

27 志野茶碗  銘  あつ氷 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

28 鼠志野茶碗  銘  一トめぐり 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

29 絵唐津茶碗 川喜田半泥子作
佐賀県唐津市／御茶盌窯・

昭和11年（1936）
藤田コ

30 書「壺中日月長」 川喜田半泥子筆 紙本墨書・昭和30年（1955）頃

31 唐津手茶碗  銘  薄氷 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年（1941）

32 砥部茶碗  銘  白芙蓉 川喜田半泥子作
愛媛県砥部の窯・

昭和28年（1953）
個人蔵

番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

1 瀬戸芋子茶入 桃山時代

2 赤楽瓢形茶入 一入（四代樂吉左衞門）作 江戸時代前期

3 備前茶入 金重陶陽作 昭和10年代

4 粉引手茶入  銘  伊勢みやげ 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代 藤田コ

5 黒釉茶入  銘  俄雨 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

6 胴〆手茶入  銘  まろにえ 川喜田半泥子作
岐阜県可児市／大萱牟田洞窯・

昭和17年（1942）頃

7 常識茶会之図 川喜田半泥子筆 紙本墨画・昭和15年（1940）頃 藤田コ

8 黄瀬戸薄茶器 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

9 唐津手薄茶器 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

10 織部手鉢 江戸時代前期

11 金銀尾花絵蓋物 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和25年（1950）

12 黄瀬戸牡丹絵鉢 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和11年（1936）

13 黒茶碗図（一日清閑一日福） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画（墨書）・昭和20年代

14 黒楽茄子形振出 旦入（十代樂吉左衞門）作 江戸時代後期

第２展示室

Ⅲ．茶陶あれこれ



番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

15 志野振出 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

16 粉引手振出 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

17 赤楽一閑人蓋置 左入（六代樂吉左衞門）作 江戸時代中期

18 黒楽赤楽竹形蓋置　二口 旦入（十代樂吉左衞門）作 江戸時代後期

19 射和萬古寿老人香合 江戸時代後期

20 呉須有馬筆香合 青木木米作 江戸時代後期

21 染付玉章香合 永楽保全作 江戸時代後期

22 黒楽金溜ふくら雀香合 了入（九代樂吉左衞門）作 江戸時代後期

23 赤玉香合 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代 個人蔵

24 四方梅絵香合  銘 早春 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

25 赤絵香合  銘  仏法僧 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代 藤田コ

26 雪月花 川喜田半泥子筆
紙本墨画（淡彩）・

昭和28年（1953）
個人蔵

27 染付呼継火入　二口 了入（九代樂吉左衞門）作 江戸時代後期

28 信楽灰器 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和13年（1938）

29 赤絵紅葉絵水指 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

30 志野彼岸花絵水指 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

31 乾山製陶場真景図 川喜田半泥子筆 紙本墨画・昭和17年（1942）頃

32 灰釉縮れ水指 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和23年（1948） 個人蔵

33 伊賀水指  銘  慾袋 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和15年（1940）

34 古瀬戸水指 桃山時代

35 瀬戸水指 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代 藤田コ

36 古伊賀水指  銘  鬼の首 桃山時代 県指定

37 古伊賀瓢形水指 桃山時代

38 古備前火襷水指 桃山時代

39 古備前種壺水指 蓋：川喜田半泥子作 桃山時代

40 朝鮮唐津水指 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代 ☆

41 旅枕花入 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代 ☆

42 焼締火消し壺 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和23年（1948） ☆

番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

1 呼継茶碗  銘  いざよい 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

2 呼継茶碗  銘  ねこなんちゅ 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

3 陶片図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画・昭和20年代 個人蔵

4 井戸手茶碗  銘  ひばり 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和16年（1941）

5 黒筒茶碗  銘  すず虫 川喜田半泥子作 昭和10～20年代 個人蔵

6 片身替茶碗  銘  寝物語 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

7 井戸手茶碗  銘  おぼろ 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和24年（1949）頃

Ⅳ．半泥子茶碗の多様性



番号 作品名 作者など　 窯・年代・素材など 備考

8 鯉のぼり図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩・昭和20年代

新収蔵

5／29まで

展示

9 傘図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩・昭和20年代
5／31から

展示

10 灰釉茶碗  銘  これはしたり 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代 個人蔵

11 焼締茶碗  銘  猿のしり 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

12 志野茶碗  銘  蛾眉峯 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和13年（1938）頃 個人蔵

13 志野茶碗  銘  不動 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和10年代

14 伊勢の海図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩・昭和10年代

15 志野茶碗  銘  おらが秋 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

16 粉引茶碗  銘  たつた川 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

17 黒茶碗  銘  無茶太郎 川喜田半泥子作 千歳山窯・昭和15年（1940）頃

18 赤楽大茶碗  銘  閑く恋慕 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

19 千歳山と半泥子図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画・昭和34年（1959） 藤田コ

20 白掛茶碗  銘  天の川 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

21 刷毛目茶碗  銘  土用波 川喜田半泥子作 廣永窯・昭和20年代

22 虎図 川喜田半泥子筆・自賛
紙本墨画淡彩・

昭和32年（1957）頃

☆

新収蔵

※展示作品、展示期間が変更になる場合があります。

※備考欄の「藤田コ」は、藤田等風コレクション（平成23年寄贈）。

※備考欄に☆印を付した作品は、茶席「山里」内に展示。


