
分野 作品名 作者 制作年代 寄贈者、指定等

1 絵画 墨竹図
伝 檀芝瑞

賛：天童希顔
元時代 (13-14世紀)

2 絵画
春景山水図・垂釣呂尚図・

冬景山水図
佐々木泉景 江戸時代・天保14年 (1843) 尾上しづ氏

3 絵画 陶淵明図（三幅対のうち一幅） 狩野常信 江戸時代 (17-18世紀)

4 絵画 虎図屏風 伝 狩野常信 江戸時代 (17世紀)

5 陶磁器 柿右衛門草花文鉢 江戸時代 (17-18世紀)

6 漆工 青貝竜文軸盆 明時代 (16-17世紀)

7 漆工 青貝玉取獅子文平卓 明時代 (16-17世紀)

8 陶磁器 古九谷牡丹唐獅子図平鉢 江戸時代 (17世紀)

9 陶磁器 ペルシャ豹文菓子鉢 西坂方南 昭和時代 (20世紀) 西坂百代氏

10 金工 七宝牡丹唐草文水指 中林千代子氏

11 陶磁器 釉裏金彩牡丹文飾皿 吉田美統 昭和58年 (1983)

12 陶磁器 萌葱釉裏金彩鉢 竹田恒夫 昭和53年 (1978)

13 陶磁器 松之絵皆具 二代 中村梅山 平成2年 (1990)

14 陶磁器 松之絵茶碗 二代 中村梅山 平成2年 (1990)

15 陶磁器 三彩水指
十代 大樋長左衛門

（陶冶斎）
昭和57年 (1982)

16 陶磁器 黄交趾牡丹花唐草文鉢 永楽妙全 大正時代 (20世紀) 中林千代子氏

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

18 漆工 蓮池多宝塔蒔絵経箱 室町時代 (15世紀) 中村榮一郎氏

19 漆工 初音蒔絵硯箱 江戸時代 (19世紀) 尾上しづ氏

20 陶磁器 扇形梅の絵香合 青木木米 江戸時代 (19世紀) 金沢市指定文化財

21 漆工 吉野山蒔絵文台・硯箱 江戸時代 (17世紀)

22 漆工 松竹梅鶴蒔絵大盃・盃台 五十嵐随甫 江戸-明治時代 (19世紀)

23 漆工 菊蒔絵銚子 大垣昌訓 明治39年 (1906)頃 今村喜美枝氏

24 漆工 蒔絵山路箱 向井武志 平成4年 (1992)

25 漆工 切金箱　雨煌 江端俊雄 平成16年 (2004)

　　会期：2022年1月8日（土）～2月27日（日）

　　会場：中村記念美術館 ２階展示室

  展示作品一覧

金沢市立中村記念美術館　企画展　

タイガー＆ゴールド　～《虎図屏風》ときらめく工芸～

［併催］新春の茶道具



分野 作品名 作者 制作年代 寄贈者、指定等

26 絵画 天神図
久隅守景

賛：太華令瞻
江戸時代 (17世紀)

27 金工 宝船 二代 山川孝次 明治時代 (19-20世紀)

28 書跡 俳句短冊 松永貞徳 桃山-江戸時代 (17世紀)

29 絵画 羽子板図 谷 文晁 江戸時代 (18-19世紀) 個人蔵

30 絵画 墨梅図風炉先屏風 木村雨山 大正-昭和時代 (20世紀) 坂井小登栄氏

31 金工 毛織建水 十代 中川浄益 大正-昭和時代 (19-20世紀) 中林千代子氏

32 陶磁器 色絵三葉形蓋置 吉田屋窯 江戸時代 (19世紀)

33 陶磁器 緑釉桜花文杓立 九代 大樋長左衛門 大正-昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

34 陶磁器 祥瑞写水指 原 呉山 明治時代 (19世紀) 太田恵氏

35 金工 障泥形釜 初代 宮﨑寒雉 江戸時代 (17世紀)

36 漆工 瑞松炉縁 小松芳光 昭和54年 (1979)

37 陶磁器 黄瀬戸筒茶碗 桃山時代 (16世紀)

38 漆工 平文慈光平棗 大場松魚 平成3年 (1991)

39 陶磁器 海老文茶碗 二代 真清水蔵六 明治-昭和時代 (19-20世紀) 中林千代子氏

40 陶磁器 紅白梅文赤茶碗
素地・焼成：西坂方南

絵付：畠山錦成
昭和時代 (20世紀) 西坂百代氏

41 漆工 五節句蒔絵菓子盆 太田抱逸 大正-昭和時代 (20世紀)

42 書跡 一行 「萬歳楽」 宙宝宗宇 江戸時代 (19世紀)

43 陶磁器 青磁鯉耳花生 龍泉窯 明時代 (16-17世紀) 中村榮一郎氏

44 漆工 長生の器 松田権六 昭和15年 (1940)

45 漆工 鶴亀蒔絵盃・祥瑞蒔絵盃台 五十嵐随甫 江戸-明治時代 (19世紀) 個人寄贈

46 木竹工 ぶりぶり香合 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

47 陶磁器 色絵扇面皿 二代 中村梅山 昭和時代 (20世紀)

48 漆工 割貝桜花文椀 松田権六 昭和38年 (1963)

49 絵画 寿老 下村観山 大正-昭和時代 (20世紀) 中村榮一郎氏

50 絵画 松に鶴図・寿老人図・梅に鶴図 狩野栄信 江戸時代 (19世紀)

51 書跡 一行「萬年松」 隠元隆琦 江戸時代 (17世紀) 禅野京子氏

52 書跡 一行「春来花自馥」 木庵性瑫 江戸時代 (17世紀)

53 絵画 桃花図・立雛図・貝籠図 酒井抱一 江戸時代 (18-19世紀)

　新春の茶道具展


