
いしかわの工芸 文化の深み
―わざの美　表現の美―
2020年11月8日（日）ー  12月20日（日）会期中無休　　主催　石川県立美術館　　後援　北國新聞社

作品リスト

所蔵先の記載がないものはすべて石川県立美術館蔵です。

分野ごとに作者の生年順で記載しています。リストの番号と展示順は必ずしも一致しません。

No. 分野 作家名 作品名 初出展覧会・受賞 所蔵

1 陶磁 初代諏訪蘇山 梅透彫花瓶 20c 明治

2 陶磁 初代中村秋塘 赤絵金彩菊図花瓶 20c 大正

3 陶磁 初代德田八十吉 色絵金彩葡萄文花瓶 20c 大正

4 陶磁 三代井上良斎 青磁胴締水指 c.1969 昭和44年頃

5 陶磁 小田清山 細字小倉百人一首和歌花瓶 1953 昭和28年

6 陶磁 九代大樋長左衛門 飴釉茶盌 1980 昭和55年

7 陶磁 六代清水六兵衛 金彩老梅水指 1963 昭和38年

8 陶磁 二代松本佐吉 芦雁大皿 1976 昭和51年 第1回石川県工芸作家選抜美術展

9 陶磁 中嶋寿山 色絵群鶉文台鉢 c.1961 昭和30年頃

10 陶磁 高木松生 金襴手飾皿「椿の径」 1986 昭和61年
第9回伝統九谷焼工芸展

優秀賞

11 陶磁 戸出政志 色絵秋麗飾壺 1982 昭和57年
第14回改組日展

特選

12 陶磁 吉田美統 釉裏金彩秋草譜飾鉢 1982 昭和57年
第5回伝統九谷焼工芸展

優秀賞

13 陶磁 三代德田八十吉 深厚釉線文壺 1983 昭和58年
第7回伝統九谷焼工芸展

大賞

14 陶磁 中　憲一 色絵椿飾皿「斑雪」 1999 平成11年
第22回伝統九谷焼工芸展

優秀賞

15 陶磁 北浜芳恵 雪景 2000 平成12年
第23回伝統九谷焼工芸展

大賞

16 漆工 松田権六 老松蒔絵棗 1969 昭和44年

17 漆工 赤地友哉 棬胎食籠 1982 昭和57年

18 漆工 池田喜一 枯尾花文色紙箱 1979 昭和54年 第4回石川県工芸作家選抜美術展

19 漆工 奥出寿泉 乾漆廿四辺菊喰籠 1961 昭和36年 第8回日本伝統工芸展 個人蔵

20 漆工 角　偉三郎 漆箱「時雨」 1983 昭和58年 第1回日本伝統工芸選抜作家展

21 漆工 前　史雄 沈金箱「秋すだれ」 1999 平成11年 第55回現代美術展
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No. 分野 作家名 作品名 初出展覧会・受賞 所蔵

22 漆工 中野孝一 波兎蒔絵小箪笥 1995 平成7年 第42回日本伝統工芸展

23 染織 上野為二 友禅赤茶地鶏落葉文訪問着「暁声」 1938 昭和13年
第27回秋の美展

特選第5席

24 染織 成竹登茂男 凍る 1963 昭和38年 第６回新日展

25 染織 森口華弘 友禅訪問着「白菊」 1984 昭和59年 第2回全日本伝統工芸選抜作家展

26 染織 羽田登喜男 友禅訪問着「群鴦錦秋」 1990 平成2年 第27回日本伝統工芸染織展

27 染織 水野　博 友禅訪問着「寂」 1972 昭和47年 第19回日本伝統工芸展

28 染織 堀　友三郎 水辺 1984 昭和59年 第16回改組日展

29 染織 高平良隆 友禅訪問着「梅」 1987 昭和62年
第９回伝統加賀友禅工芸展

金賞

30 金工 初代山川孝次 金銀象嵌草花文鳥籠置物 19c 明治

31 金工 十二代宮﨑寒雉 柏葉文釜　初代寒雉写 1962 昭和37年

32 金工 佐々木象堂 鋳銅秋景山水文花入 20c 大正

33 金工 香取正彦 朧銀鳳凰耳壺 20c 昭和

34 金工 高橋介州 加賀象嵌四季の花飾壺 1976 昭和51年 第1回石川県工芸作家選抜美術展

35 金工 金岡宗幸 砂張六瓢蓋置 1968 昭和43年

36 人形 堀　柳女 木彫衣裳人形「渦紋」 1959 昭和34年 第6回日本伝統工芸展

37 人形 紺谷　力 彩塑人形「神事鵜祭」 1995 平成7年 第42回日本伝統工芸展

参考 素描 木村雨山 草花写生画帖及び画巻 20c 大正～昭和

38 陶磁 初代宮川香山 染付黄釉立葵図花瓶 20c 明治

39 陶磁 板谷波山 葆光彩磁チューリップ文花瓶 c.1917 大正6年頃

40 陶磁 富本憲吉 色絵更紗文蓋付飾壺 1955 昭和30年

41 陶磁 石黒宗麿 白地黒絵あじさい文壺 c.1950 昭和25年頃

42 陶磁 金重陶陽 備前花器 c.1950 昭和25年頃

43 陶磁 三代德田八十吉 耀彩鉢 1986 昭和61年 第9回伝統九谷焼工芸展

44 陶磁 田島正仁 彩釉鉢「彩」 2013 平成25年
第36回伝統九谷焼工芸展

優秀賞

45 漆工 前　大峰 沈金花壇文飾筥 1969 昭和44年 第16回日本伝統工芸展

46 漆工 松田権六 松蒔絵飾箱 1966 昭和41年 第13回日本伝統工芸展
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No. 分野 作家名 作品名 初出展覧会・受賞 所蔵

47 漆工 音丸耕堂 彫漆鉄線茶器 20c 昭和

48 漆工 新村撰吉 梅花文蒔絵筥 c.1945 昭和20年頃

49 漆工 寺井直次 蒔絵箱「鳴き渡る」 1980 昭和55年 第27回日本伝統工芸展

50 漆工 大場松魚 平文輪彩箱 1984 昭和59年 第31回日本伝統工芸展

51 漆工 塩多慶四郎 乾漆蓋物「輪々」 1996 平成8年 第43回日本伝統工芸展

52 漆工 小森邦衞 籃胎提盤 1993 平成5年 第40回日本伝統工芸展

53 漆工 山岸一男 沈黒緑陰箱「能登有情」 2005 平成17年
第52回日本伝統工芸展

高松宮記念賞

54 染織 木村雨山 麻地友禅瓜模様振袖 1937 昭和12年 第１回新文展

55 染織 毎田仁郎 友禅訪問着「おとずれ」 1976 昭和56年 第１回石川県工芸作家選抜美術展

56 染織 初代由水十久 春秋野外遊楽図訪問着 1983 昭和58年 第８回石川県工芸作家選抜美術展

57 染織 小宮康孝 江戸小紋菊通し着物 1983 昭和58年 第30回日本伝統工芸展

58 染織 坂口幸市 付下小紋「春の流れ」 1981 昭和56年
第28回日本伝統工芸展

日本工芸会奨励賞

59 染織 二塚長生 友禅着物「波動」 1995 平成7年
第32回日本伝統工芸染織展

文化庁長官賞

60 染織 小宮康正 夫婦櫺子小紋着物 1982 昭和57年 第29回日本伝統工芸展

61 金工 初代魚住為楽 砂張銅鑼 1954 昭和29年

62 金工 金森映井智 象嵌鋳銅花瓶 1985 昭和60年 第32回日本伝統工芸展 個人蔵

63 金工 三代魚住為楽 砂張銅鑼 2002 平成14年

64 金工 中川　衛 象嵌朧銀花器「岑寂樹林」 2001 平成13年
第48回日本伝統工芸展

日本工芸会保持者賞

65 刀剣 隅谷正峯 太刀　銘加賀國松任住隅谷正峯作之 1961 昭和36年

66 木工 川北浩一 欅造盛鉢 1972 昭和47年 第19回日本伝統工芸展

67 木工 氷見晃堂 桑造金銀縮れ線象嵌軸箱 1974 昭和49年 第21回日本伝統工芸展

68 木工 川北良造 姫小松造平棗 1998 平成10年

69 木工 川北良造 桑造方盛器 2012 平成24年 第59回日本伝統工芸展

70 木工 灰外達夫 神代杉挽曲造木象嵌食籠 2014 平成26年

71 截金 西出大三 截金木彫茶入「嵯峨野」 1964 昭和39年 個人蔵
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No. 分野 作家名 作品名 初出展覧会・受賞 所蔵

72 陶磁 北出塔次郎 色絵開春図飾皿 c.1960 昭和35年頃

73 陶磁 二代浅蔵五十吉 釉彩華陽飾鉢 1977 昭和52年

74 陶磁 二代浅蔵五十吉 樹間に遊ぶ　色絵飾皿 1978 昭和53年

75 陶磁 北出不二雄 青釉暮色 1986 昭和61年 第18回改組日展

76 陶磁 大樋陶冶斎（十代長左衛門） 黒絵魚紋丸壺 1978 昭和53年 第16回日本現代工芸美術展

77 陶磁 大樋陶冶斎（十代長左衛門） 輪花「花器」 1987 昭和62年 第19回改組日展

78 陶磁 中村錦平 接吻スルノガイイノダ 1988 昭和63年 サントリー美術館大賞展'88

79 陶磁 武腰敏昭 上絵染付　閑 1996 平成8年 第28回改組日展

80 陶磁 武腰敏昭 色絵白金彩飾鉢　長閑 1997 平成9年 第29回改組日展

81 陶磁 久世建二 落下 1994 平成6年

82 漆工 佐治賢使 残影(棚) 1959 昭和34年 第２回新日展

83 漆工 髙橋節郎 化石譚 1967 昭和42年 第10回新日展

84 漆工 三谷吾一 海の詩 1988 昭和63年 第20回改組日展

85 染織 木村雨山 染色馬二曲屏風 1938 昭和13年 第2回新文展

86 染織 談議所栄二 松の図 1955 昭和30年 第11回日展

87 染織 百貫俊夫 岩場の想い出 1992 平成4年 第24回日展 個人蔵

88 金工 高村豊周 朱銅三筋文花入 1965 昭和40年

89 金工 蓮田修吾郎 モニュメント「ある都市空間へ」 1980 昭和55年

90 金工 蓮田修吾郎 モニュメント「ある都市空間のために」 1980 昭和55年

91 金工 齋藤　明 青銅壺 20c 昭和

92 人形 齋藤悦子 COROLLA 1997 平成9年 第29回改組日展

93 人形 室田芳子 樹苗 1960 昭和35年 第3回新日展 個人蔵
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