
展示作品一覧

会場：中村記念美術館 ２階展示室 ＊リストは展示順です

作品名 作者 制作年代 寄贈者

1 鶴亀蒔絵雑煮椀 五代 中村宗哲 江戸時代・享和2年 (1802)

2 古九谷桜川瓢形徳利 江戸時代 (17世紀)

3 四季草花蒔絵二段重 米田孫六 江戸-明治時代 (19世紀)

4 花丸文蒔絵五段重 昭和17年 (1942)頃 尾上しづ氏

5 水辺草花蒔絵吸物膳 二木成抱 大正-昭和時代 (20世紀)

6 茄子蒔絵吸物椀 明治時代 (19-20世紀) 今村喜美枝氏

7 伊万里色絵檜垣文鉢 江戸時代 (17-18世紀) 中村榮一郎氏

8 菊桐文蒔絵飯椀・汁椀 大垣昌訓 大正-昭和時代 (19-20世紀) 大垣昌保氏

9 宝尽蒔絵飯椀・汁椀 大垣昌訓 大正-昭和時代 (19-20世紀) 大垣昌保氏

10 藻貝蒔絵菜盛椀 大垣昌訓 大正-昭和時代 (20世紀)

11 古九谷柏葉形小皿 江戸時代 (17世紀) 中村榮一郎氏

12 鳥襷蒔絵小蓋盆 伝 米田孫六 江戸-明治時代 (19世紀)

13 藍和蘭陀草花文蓋付向付 江戸時代 (17世紀)

14 松に鶴蒔絵小蓋盆 明治時代 (19-20世紀)

15 竹に雀蒔絵提重 江戸時代 (17-18世紀) 中村榮一郎氏

16 烏丸紋瓢形徳利 初代 德田八十吉 明治-昭和時代 (19-20世紀) 菱木次吉氏

17 伊万里色絵寿字独楽形鉢 江戸時代 (17-18世紀)

18 赤地金襴手牡丹唐草文向付 明時代 (16世紀)

19 赤楽百合皿 樂家四代 一入 江戸時代 (17世紀)

20 吉野絵糸目三椀 明治時代 (19-20世紀)

21 蕪形鉢 野々村仁清 江戸時代 (17世紀)

22 武蔵野図角形蓋付向付 尾形乾山 江戸時代 (18世紀)

23 牡丹文蒔絵提重 米田孫六 江戸-明治時代 (19世紀)

24 四季草花蒔絵木銚子 大垣昌訓 大正-昭和時代 (20世紀)

25 牡丹に孔雀蒔絵盃・石山堅田の景蒔絵盃台 二木成抱 大正-昭和時代 (20世紀)
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26 天神図　（1/4-2/28展示） 久隅守景　賛：太華令瞻 江戸時代 (17世紀)

27 鐘馗図　（3/1-4/11展示） 雪舟等楊 室町時代 (15世紀)

28 辰砂耳付花生 清時代・雍正年間(1723-1735) 中村榮一郎氏

29 矢筈釜 十四代 宮﨑寒雉 平成9年 (1997)

30 桜川蒔絵四方盆 初代 西村松逸 大正-昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

31 舞鶴蒔絵棗 平野直行 昭和42年 (1967)

32 瓢文赤茶碗 山本与興 江戸時代・文化11年 (1814)

33 備前火襷水指 江戸時代 (17世紀)

34 つくばね文平棗 二代 砺波宗斎 平成3年 (1991)

35 流水文赤楽筒茶碗 樂家十三代 惺入 大正-昭和時代 (20世紀) 今村喜美枝氏

36 松ノ木盆 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

37 堆朱花鳥文四方盆 中林千代子氏

38 杉素地井桁蒸籠菓子器 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

39 平文輪彩提盤 大場松魚 昭和54年 (1979)

40 花紅葉蒔絵食籠 魚野自醒 昭和時代 (20世紀)

41 夜桜菓子鉢 初代 山川孝次 江戸-明治時代 (19世紀) 個人

42 緑地釉裏金彩水指 二代 松本佐吉 昭和57年 (1982)

43 唐銅琉球風炉・田口釜 伝 大西浄元 江戸時代 (18-19世紀) 中林千代子氏

44 沈金棗 「渚」 前 史雄 平成21年 (2009)

45 祥瑞写松竹梅文茶碗 永楽家十五代 正全 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

46 紅花緑葉竜文梅花形盆 明時代・万暦年間(1573-1620)

47 青磁唐子文鉢 高麗時代 (12世紀)

48 溜塗踊桐蒔絵四方菓子盆 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

49 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

50 鷺草蒔絵菓子器 寺井直次 平成4年 (1992)

51 黒茶盌 九代 大樋長左衛門 昭和時代 (20世紀)

52 五節句蒔絵菓子盆 太田抱逸 大正-昭和時代 (20世紀)

53 芦雁文菓子器 粟生屋源右衛門 江戸時代 (19世紀) 中村榮一郎氏

54 秋草雀蒔絵菓子盛台 蒔絵師 古秋 明治時代 (19-20世紀) 今村喜美枝氏

55 竹網代四方盆　（1/4-2/28展示） 橋本仙雪 昭和57年 (1982)

56 亀甲網代盆　（3/1-4/11展示） 小森邦衞 平成21年 (2009)


