
　特集 「石川のやきもの　青と赤」 第5展示室　2017年7月13日（木）～8月27日（日）

NO 分野 作者名 作品名 制作年 初出展覧会・受賞

1 陶磁 浅蔵正博 緑釉銀彩花器 1983 第6回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

2 陶磁 三代井上良斎 青磁胴締水指 1969

3 陶磁 大田健次郎 碧釉波文花器 1993 第16回伝統九谷焼工芸展　奨励賞

4 陶磁 北出不二雄 色絵鳥丸文飾皿 1977 第1回九谷焼新作展

5 陶磁 柴田　博 遊雀紋 2007 第30回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

6 陶磁 初代諏訪蘇山 飛青磁茶碗 19～20c

7 陶磁 田島正仁 彩釉鉢｢深海」 2006

8 陶磁 戸出政志 色絵秋麗飾壺 1982 第14回改組日展　特選

9 陶磁 三代徳田八十吉 深厚釉線文壺 1983 第7回伝統九谷焼工芸展　大賞

10 陶磁 中田一於 淡青釉裏銀彩花文花器 1997 第20回伝統九谷焼工芸展　大賞

11 陶磁 宮西篤士 青釉波文鉢 1996 第19回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

12 陶磁 山中國盛 濤声 2012 第35回伝統九谷焼工芸展　北國新聞社賞

13 陶磁 米山　央 盤 1993 第16回伝統九谷焼工芸展　大賞

14 陶磁 浅井一毫 赤絵金彩貝文花瓶 19～20c

15 陶磁 石野竜山 赤絵龍図花瓶 20c

16 陶磁 三代井上隆平 赤絵金彩葡萄鳥文鉢 1909

17 陶磁 北出不二雄 赤絵初夏壺 1981

18 陶磁 後上俊香 色絵てまり花紋鉢 2000 第23回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

19 陶磁 二代酢屋久平 金襴手雲龍図鉢 1898

20 陶磁 高木松生 金彩手花蝶丸文飾鉢 1982 第7回石川県工芸作家選抜美術展

21 陶磁 三代利岡光仙 錦繍大鉢 1966 第13回日本伝統工芸展　東京都教育委員会賞

22 陶磁 富本憲吉 色絵更紗文蓋付飾壺 1955

23 陶磁 福島武山 赤絵壺「かざはな」 2001 第24回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

24 陶磁 見附正康 赤絵花器 「diaper」 2000 第23回伝統九谷焼工芸展　技術賞

25 陶磁 初代宮川香山 赤絵鳳凰文花瓶 20c

26 陶磁 村中暁美 赤絵風車文水指 1985 第8回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

NO 分野 作者名 作品名 制作年 初出展覧会・受賞

1 陶磁 石黒宗麿 刷毛目線刻文字平茶碗 1940

2 陶磁 北大路魯山人 染付波飛魚図水指 c.1929

3 漆工 角偉三郎 漆箱「時雨」 1983 第1回全日本伝統工芸選抜作家展

4 漆工 二代呉藤友乗 線刻八重葎文鉢 1979 第4回石川県工芸作家選抜美術展

5 漆工 小森邦衞 曲輪造沈金鉢 1978

6 漆工 寺井直次 鯉之図手箱 1947

7 漆工 寺井直次 喜久蒔絵四方盆 1992

8 漆工 二代砺波宗斎 草文蒔絵箱 1975 第22回日本伝統工芸展

9 漆工 松田権六 千鳥蒔絵棗 1979

10 漆工 前　大峰 庭の草道沈金彫手筥 1953

11 染織 金丸水明 服飾「松」 1981 第6回石川県工芸作家選抜美術展 

12 染織 談議所栄二 浜木綿 1971 第3回改組日展

13 染織 中　儀延 付下小紋訪問着 1978 第25回日本伝統工芸展

14 染織 毎田仁郎 友禅訪問着「信濃の湖」 1982 第29回日本伝統工芸展 

15 染織 水野　博 友禅訪問着「寂」 1972 第19回日本伝統工芸展

16 金工 初代魚住為楽 砂張花入 c.1950

17 金工 南部勝之進 雷鳥置物 20c

18 金工 十三代宮崎寒雉 霰真形釜 1968

19 金工 米沢弘安 氈鹿文鉄打出菓子器 1928

20 木竹工 川北良造 兼六園真弓坂松花入 2015

21 木竹工 灰外達夫 神代杉造筬組木象嵌風炉先 2016

22 木竹工 氷見晃堂 法隆寺古材茶杓 1970

23 木竹工 福田芳朗 神代欅南天象嵌寿輪三段組重 c.1986

24 人形 紺谷力 彩塑人形「神事鵜祭」 1995 第42回日本伝統工芸展

25 截金 西出大三 木彫截金彩色合子「千鳥」 1974

26 日本画 木村雨山 盛夏之図 20c

　コレクション展


