
No. 作者 生没年 作品名 制作年（年） 法量（㎝） 材質等 員数
展示
期間

1 富本憲吉 1886-1963 白磁壷 1928（昭和3） 高23.3　径29.0 磁器 1口

2 富本憲吉 壷 47.0× 33.0 木版・紙 １面 前期

3 バーナード・リーチ 1887-1979 染付山水文壷 1926（大正15）頃 高19.8　径21.2 陶器 1口

4 バーナード・リーチ 鉄絵山樹文大壷 1950（昭和25）頃 高39.4　径29.2 陶器 1口

5 バーナード・リーチ 灰釉櫛目文花瓶 1950（昭和25）頃 高34.3 径20.0 陶器 1口

6 バーナード・リーチ 鉄絵魚文花瓶 1960（昭和35）頃 高31.5　径14.8 陶器 1口

7 バーナード・リーチ 鉄紅絵角扁壷 1960（昭和35） 高19.0 陶器 1口

8 バーナード・リーチ 灰釉櫛描扁壷 1960（昭和35） 高28.2 陶器 1口

9 バーナード・リーチ 鉄釉柳文扁壷 1965（昭和40） 高28.2 陶器 1口

10 河井寬次郎 1890-1966 紅壷 高10.4 磁器 1合

11 河井寬次郎 鱔血文青磁 高3.1 磁器 1枚

12 河井寬次郎 青磁観音菩薩像 1918（大正7） 高さ33.1　幅20.3　奥行15.1 青磁 1体

13 河井寬次郎 青磁盂 1922（大正11） 高11.6 青磁 1口

14 河井寬次郎 青瓷桃子 1923（大正12） 高10.8 口径9.5 青磁 1口

15 河井寬次郎 紅壷 高9.3 口径8.3 磁器 1口

16 河井寬次郎 赤盒子 高4.2 径5.8 磁器 1合

17 河井寬次郎 青磁瓜形盒子 高9.4 径10.4 青磁 1合

18 河井寬次郎 辰砂香器 高7.7 径10.4 磁器 1口

19 河井寬次郎 トルコ青碗 高11.8 陶器 1口

20 河井寬次郎 紫紅六角鉢 高7.0 陶器 1口

21 河井寬次郎 花盒子 高4.2 陶器 1合

22 河井寬次郎 練上鉢 高7.1 陶器 1口

23 河井寬次郎 飴釉草花文壷 高23.0 陶器 1口

24 河井寬次郎 呉州辰砂鉄薬草花文蓋付小壷 高17.2 径12.9 陶器 1合

25 河井寬次郎 少女図陶板 一辺15.6 陶器 1枚
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26 河井寬次郎 黄釉流描き皿 高7.7　34.2×29.2 陶器 1枚

27 河井寬次郎 辰砂蝋抜魚文鉢 高13.4　径42.2 陶器 1口

28 河井寬次郎 練上鉢 高8.6　径21.8 陶器 1口

29 河井寬次郎 象嵌黄鉢 長径37.2×高7.8 陶器 1口

30 河井寬次郎 蓋方壷 高18.4　一辺11.4 陶器 1合

31 河井寬次郎 象嵌黄鉢 高5.2　径34.7 陶器 1口

32 河井寬次郎 四足扁壷 高26.3 陶器 1口

33 河井寬次郎 辰砂碗 1939（昭和14） 高7.0　径13.0 陶器 1口

34 河井寬次郎 辰砂扁壷 高20.2 陶器 1口

35 河井寬次郎 青薬菱花食籠 高15.5　18.5×18.3 陶器 1合

36 河井寬次郎 辰砂草花文扁壷 高19.9 陶器 1口

37 河井寬次郎 鉄薬蝋抜花文筥 高14.5　14.5×14.5 陶器 1合

38 河井寬次郎 鉄釉硯 高5.0　16.7×11.2 陶器 1面

39 河井寬次郎 辰砂飴釉重箱 高22.0　長径25.4 陶器 1合

40 河井寬次郎 白地丸紋草花図隅切鉢 高8.7　一辺32.9 陶器 1枚

41 河井寬次郎 呉州丸紋鉢 高8.1　径39.5 陶器 1口

42 河井寬次郎 白鉄薬土瓶 高11.8 陶器 1口

43 河井寬次郎 呉州辰砂草花図碗 高8.9 口径12.8 陶器 1口

44 河井寬次郎 呉州辰砂草花文陶板 15.3×15.0 陶器 1枚

45 河井寬次郎 呉州鉄薬草文盒子 高4.5 一辺4.5 陶器 1合

46 河井寬次郎 鉄薬水滴 高4.7 10.7×6.0 陶器 1点

47 河井寬次郎 鉄辰砂草文碗 高8.2 口径8.9 陶器 1口

48 河井寬次郎 鉄辰砂盃 高5.1 口径5.5 陶器 1口

49 河井寬次郎 辰砂菱花扁壷 高25.3 陶器 1口

50 河井寬次郎 鉄釉草文扁壷 高22.3 陶器 1口

51 河井寬次郎 辰砂菱花食籠 高20.9　径21.8 陶器 1合

52 河井寬次郎 玉手食籠 高13.5　長径16.3 陶器 1合

53 河井寬次郎 辰砂菱花長角筥 高15.0　長径22.2 陶器 1合



54 河井寬次郎 辰砂花碗 1949（昭和24） 高8.7 径15.1 陶器 1口

55 河井寬次郎 呉州花碗 高8.7 陶器 1口

56 河井寬次郎 辰砂菱花扁壷 高20.7　18.0×12.4 陶器 1口

57 河井寬次郎 辰砂筒描扁壷 高15.9　12.0×19.6 陶器 1口

58 河井寬次郎 辰砂碗 高10.3　径10.2 陶器 1口

59 河井寬次郎 辰砂文字陶板 32.6×23.1 陶器 1面

60 河井寬次郎 飛躍成就花陶板 32.4×23.1 陶器 1面

61 河井寬次郎 呉州三色碗 高7.7　径15.4 陶器 1口

62 河井寬次郎 辰砂草文盒子 高8.9　径10.3 陶器 1合

63 河井寬次郎 鉄呉州角瓶子 高15.0 陶器 1口

64 河井寬次郎 呉州辰砂水指 高18.5 陶器 1口

65 河井寬次郎 呉州草文碗 高8.7　径13.7 陶器 1口

66 河井寬次郎 三彩手壷 高25.6　17.1×13.0 陶器 1口

67 河井寬次郎 呉州鉄薬陶硯 高5.9　20.6×16.4 陶器 1面

68 河井寬次郎 花手陶板 34.7×23.0 陶器 1枚

69 河井寬次郎 呉州硯 高6.8　22.8×12.4 陶器 1面

70 河井寬次郎 泥刷毛目呉州花瓶 高20.5 陶器 1口

71 河井寬次郎 呉州泥掛刷毛目皿 高5.6 径29.6 陶器 1口

72 河井寬次郎 鉄釉菱花扁壷 高22.9 陶器 1口

73 河井寬次郎 色絵梅花図蓋物 高9.8 一辺10.7 陶器・色絵 1合

74 浜田庄司 1894-1978 ガレナ釉掻落文蓋壷 1922（大正11）頃 高15.2 陶器 1合

75 浜田庄司 黒釉錆流描大鉢
1955-1964
昭和30年代後半

高13.8　径47.0 陶器 1口

76 芹沢銈介 1895-1984 晴雨屏風 1962（昭和37） 49.5×174.0 型染・二曲一隻 1隻

77 芹沢銈介 文字入り四季文屏風 1954（昭和29） 165.0×171.8 型染・二曲一隻 1隻

78 芹沢銈介 みのケラ屏風 1955（昭和30） 177.5×174.8 紬・型染・二曲一隻 1隻

79 芹沢銈介 紙を造る人 1950（昭和25） 171.5×162.0 木綿　型染　二曲一隻 1隻

80 黒田辰秋 1904-1982 朱塗円座卓 高30.0 径84.0 木・漆 1基

81 黒田辰秋 耀貝螺鈿飾筺 1981（昭和56） 高19.0 15.5×30.5 木・漆・螺鈿 1合



82 黒田辰秋 朱沃地大名縞飾筺 1982（昭和57） 高22.5 17.0×33.5 木・漆・螺鈿 1合

83 宗廣力三 1912-1989 茜茶ほぐし どぼんこ染絣着物 1985（昭和60） 裄65.5 丈173.0 絹・紬・経絣 1領

84 志村ふくみ 1924- 紬織着物　水かげ 1984（昭和59） 裄66.4 丈169.6 絹・紬 1領

85 志村ふくみ 紬織着物　おだまき 1985（昭和62） 裄67.0 丈166.0 絹・紬 1領

86 渡辺溥子 1938- 紬織着物「月影」 1999（平成11） 裄68.0　丈171.5 絹・紬・経緯絣 1領

87 『工藝』
1931-1951
（昭和6-26）

紙・木綿など 120冊


