
～ニューフェイスの茶道具たち～

作品名 作者 制作年代 寄贈者

1 白天目茶碗 室町時代 (16世紀) 宮地甚吉郎氏

2 屈輪輪花天目台 宋時代 (10-13世紀) 宮地甚吉郎氏

3 しづか夜の図 紺谷光俊（1890-1945） 昭和12年（1937）頃 土田武子氏

4 一行「水鳥影同飛」 前田家十三代 前田斉泰（1811-1884） 江戸-明治時代（19世紀） 太田恵氏

5 一行「瑞気満乾坤」 裏千家十四代 淡々斎（1893-1964） 昭和時代（20世紀） 太田恵氏

6 宇治川合戦図象嵌衝立 伝 武田友月（1772-1844） 江戸時代（19世紀） 太田恵氏

7 白磁色絵爬虫弧波文大平鉢 長谷川塑人（1935- ） 平成10年 (1998) 長谷川塑人氏

8 大樋飴釉海老摘蓋手付水指 十代 大樋長左衛門（陶冶斎）（1927- ） 平成27年（2015） 購入

9 大樋海老耳付花入 大樋陶冶斎（1927- ） 平成31年（2019） 購入

10 飴釉渦紋茶碗　銘 瑞祥 三代 大樋長左衛門（1728-1802） 江戸時代（18-19世紀） 太田恵氏

11 朝日焼燔師櫛目水指 十四世 松林豊斎（1921-2004） 昭和時代（20世紀） 太田恵氏

12 鉄絵雁の図細水指 四代 真清水蔵六（1933- ） 昭和-平成時代（20-21世紀） 太田恵氏

13 黄交趾秋草水指 二代 中村翠嵐（1942- ） 昭和-平成時代（20-21世紀） 太田恵氏

14 糸目手付莨盆 十二代 土田友湖（1939- ） 昭和-平成時代（20-21世紀） 太田恵氏

15 赤絵銅鑼皿 永楽和全（1823-1896） 江戸末-明治時代（19世紀） 太田恵氏

16 祥瑞写水指 原 呉山（1827-1897） 明治時代 (19世紀) 太田恵氏

17 瓢形花生 原 呉山（1827-1897） 明治時代 (19世紀) 太田恵氏

18 夢想之連歌 上大路能順（1628-1706） 宝永2年（1705） 太田恵氏

～所蔵の茶道具ならびに金沢ゆかりの人間国宝たちの作品～

◎＝重要文化財　○＝重要美術品　□＝石川県指定文化財　△＝金沢市指定文化財　

作品名 作者 制作年代 寄贈者、指定等

19 墨跡　偈頌 夢窓疎石（1275-1351） 室町時代・貞和5年 (1349) ◎

20 源氏物語切 伝 伏見天皇（1265-1317） 鎌倉-室町時代 (14世紀)

21 熊野類懐紙 藤原重輔（生没年不詳） 鎌倉時代・正治2年 (1200)頃 ◎

22 青井戸茶碗　銘 雲井 李朝時代 (16世紀) ○ △
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茶道具ニューフェイス～新しい茶碗が仲間入り～



作品名 作者 制作年代 寄贈者、指定等

23 釘彫伊羅保茶碗　銘 花緑 李朝時代 (17世紀)

24 茶杓・筒
茶杓：伝 珠徳（生没年不詳）

筒：久田宗也 （1681-1744）

室町時代 (15-16世紀)

筒：江戸時代 (18世紀)

25 共筒茶杓 小堀遠州（1579-1647） 江戸時代（17世紀） △

26 布袋図
伝 卒翁（生没年不詳）

賛：癡絶道冲（1169-1250）
南宋時代・淳祐4-5年（1244-45）頃 △

27 古伊賀耳付花生 桃山-江戸時代 (16-17世紀)

28 青磁砧形花生 伝 修内司窯 南宋時代 (12-13世紀)

29 砧青磁平水指　銘 青海波 龍泉窯 南宋－元時代（12-13世紀） ○ △

30 唐物肩衝茶入　利休小肩衝 南宋－明時代（13-15世紀） △

31 利休在判棗 桃山時代（16世紀）

32 南蛮人蒔絵硯箱 桃山時代 (16世紀) ○ □

33 扇形梅の絵香合 青木木米（1767-1833） 江戸時代 (19世紀) △

34 姫瓜釜 辻与次郎（生没年不詳） 桃山-江戸時代 (16-17世紀)

35 古芦屋香図釜 室町時代 (16世紀)

36 狂言袴茶碗 李朝時代 (15世紀)

37 赤茶碗　銘 手枕 樂家初代 長次郎（？-1589） 桃山時代 (16世紀)

38 黒織部沓茶碗 桃山-江戸時代 (17世紀)

39 蒔絵牡丹文盤 松田権六（1896-1986） 昭和59年 (1984)

40 松蒔絵平棗 松田権六（1896-1986） 昭和時代 (20世紀)

41 割貝桜花文椀 松田権六（1896-1986） 昭和38年 (1963)

42 長生の器 松田権六（1896-1986） 昭和15年 (1940)

43 曲輪造毬形朱喰篭 赤地友哉（1906-1984） 昭和59年 (1984)

44 金胎蒔絵漆箱　美奈面 寺井直次（1912-1998） 昭和62年 (1987) 寺井直次氏

45 平文国花盤 大場松魚（1916-2012） 平成8年 (1996)

46 欅造波紋木象嵌短冊箱 灰外達夫（1941-2015） 平成11年 (1999)

47 桐造木画飾箱 氷見晃堂（1906-1975） 昭和23年 (1948)

48 砂張鉦　銘 和鳴 初代 魚住為楽（1886-1964） 昭和37年 (1962)頃

49 桑造銅鑼架 氷見晃堂（1906-1975） 昭和37年 (1962)頃

50 撥　銘 咲 山本力吉（1898-1977）

51 砂張線文水指　大王松 三代 魚住為楽（1937- ） 平成11年 (1999)

52 象嵌朧銀花器 中川衛（1947- ） 平成7年（1995）


