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令和3年1月4日～2月7日

□は石川県指定文化財

No 分野 作品名 作者名など 制作年代 初出展覧会

第7展示室

1 陶磁 青手松竹梅文平鉢 古九谷 江戸17世紀

2 陶磁 青手老松図平鉢 古九谷 江戸17世紀

3 陶磁 青手椿図平鉢 古九谷 江戸17世紀

4 陶磁 青手菊文台鉢 古九谷 江戸17世紀

5 陶磁 青手罌粟図平鉢 古九谷 江戸17世紀

6 陶磁 色絵牡丹に菊図平鉢 若杉窯 江戸19世紀

7 陶磁 色絵草花文四方徳利 若杉窯 江戸19世紀

8 陶磁 色絵万年青図平鉢 吉田屋窯 江戸19世紀

9 陶磁 色絵糸瓜文角皿 吉田屋窯 江戸19世紀

10 陶磁 黒釉蒲公英図茶碗 尾形乾山 江戸18世紀

11 陶磁 染付銹絵杜若図茶碗 尾形乾山 江戸18世紀

12 漆工 蒔絵梅椿若松図重箱 尾形光琳 江戸18世紀

13 漆工 蒔絵螺鈿野々宮図硯箱 尾形光琳 江戸18世紀

14 漆工 蒔絵秋草図角赤手箱 桃山～江戸17世紀

15 日本画 □秋草図 喜多川相説 江戸17世紀

16 日本画 □観桜・観楓図 江戸17世紀

17 日本画 □盛上菊図　伊年印 江戸17世紀

18 日本画 はんかい草の図 伝俵屋宗達 江戸17世紀

第8展示室

19 陶磁 色絵開花来鳥図壺 北出星光 平成元年（1989） 第12回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

20 陶磁 色絵四方台皿「ぼたん」 武腰　潤 平成8年（1996） 第19回伝統九谷焼工芸展　大賞

21 陶磁 盤「花王」 武腰　潤 平成10年（1998） 第21回伝統九谷焼工芸展　大賞

22 陶磁 色絵山水図大鉢 初代德田八十吉 昭和28年頃（c.1953）

23 陶磁 爛漫 中　憲一 平成15年（2003） 第26回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

24 陶磁 山吹図皿 中村研一 昭和29年（1954）

25 陶磁 八重椿図皿 中村研一 昭和30年（1955）

26 陶磁 尾長鳥図皿 中村研一 昭和30年（1955）

27 陶磁 紅梅図皿 中村研一 昭和31年（1956）

28 陶磁 枇杷図皿 中村研一 昭和31年（1956）

29 陶磁 野葡萄文面取壺 山田義明 平成23年（2011） 第34回伝統九谷焼工芸展　優秀賞

30 陶磁 釉裏金彩泰山木文飾鉢 吉田美統 昭和59年（1984） 第31回日本伝統工芸展　日本工芸会奨励賞

31 陶磁 釉裏金彩大山蓮花文鉢 吉田美統 平成12年（2000） 第47回日本伝統工芸展　日本工芸会保持者賞

32 漆工 蒔絵松に鳥図棚 浅野惣三郎 明治35年（1902）

33 漆工 蒔絵四季草花図絵替膳 大下雪香 昭和7年（1932）

34 漆工 呉竹漆盛器 小松芳光 昭和53年（1978） 第10回改組日展

35 漆工 二友蒔絵食籠 寺井直次 昭和63年（1988）

36 漆工 金胎早蕨蒔絵盆 寺井直次 平成元年（1989）

37 漆工 蘭花文蒔絵箱 二代砺波宗斎 昭和53年（1978） 第25回日本伝統工芸展

38 染織 友禅訪問着「蒼天の樹」 上田外茂治 平成10年（1998） 第20回伝統加賀友禅工芸展　銀賞

39 染織 友禅訪問着「椿」 窪田裕兆 平成18年（2006） 第32回伝統加賀友禅工芸展　銀賞

40 染織 友禅訪問着「夜桜」 白坂幸蔵 平成20年（2008） 第30回伝統加賀友禅工芸展　金賞

41 染織 友禅訪問着「春想」 杉村典重 昭和60年（1985） 第7回伝統加賀友禅工芸展　金賞

42 染織 友禅訪問着「さくら、さくら」 中正享子 平成17年（2005） 第27回伝統加賀友禅工芸展

43 染織 友禅訪問着「早春」 成竹登茂男 昭和60年（1985） 第7回伝統加賀友禅工芸展

44 染織 友禅訪問着「白藤」 水野　博 昭和47年（1972） 第19回日本伝統工芸展

45 染織 友禅訪問着「花水木」 宮野勇造 昭和63年（1988） 第10回伝統加賀友禅工芸展　金賞

46 染織 友禅訪問着「藤花陰翳」 二代由水十久 平成13年（2001） 第23回伝統加賀友禅工芸展　金賞

第9展示室

47 日本画 草木写生画巻 池田瑞月 大正8年～昭和10年

48 日本画 御佛供杉 石川　義 平成6年（1994）

49 日本画 気 稲元　実 平成9年（1997） 第29回改組日展

50 日本画 幻花 梅川三省 昭和40年（1965） 再興第50回院展

51 日本画 玉蜀黍群虫図 木村雨山 大正14年（1925）

52 日本画 女房観梅之図 上村松園 昭和



53 日本画 こばいけい草 下村正一 昭和36年（1961）

54 日本画 竹梅図 鈴木華邨 明治～大正

55 日本画 桃鶏図 鈴木華邨 明治～大正

56 日本画 白山図 玉井敬泉 大正10年（1921）

57 日本画 	生生 	仁志出龍司 平成9年（1997） 第29回改組日展

58 日本画 椿壽 畠山錦成 昭和60年（1985） 第17回改組日展

59 日本画 初夏の花 濱田　観 昭和25年（1950） 第6回日展

60 日本画 牡丹 藤井観文 昭和24年（1949）

61 日本画 開春 曲子光男 昭和58年（1983） 第40回東丘社展 

62 油彩 向日葵 中川一政 昭和57年（1982）

63 油彩 春めく 村田省蔵 平成10年（1998） 第30回改組日展 　内閣総理大臣賞

64 油彩 冬の林 森本仁平 平成7年（1995）

65 油彩 河畔の樹 藤本東一良 平成9年（1997） 第29回改組日展 

※展示作品は予告なく変更となる場合があります 発行：令和3年1月4日


