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序章

1 大樋陶冶斎 黒陶「生命の木」 35.5X37.5X36.0 令和元年 改組新第6回日展 大樋美術館

Black Ohi vessel "Tree of life" 2019

2 大樋陶冶斎 緑釉金彩瓢花入 27.3X44.4 令和元年 個人蔵

Green Ohi gourd shape flower vase

colored with gold

2019

3 大樋陶冶斎 朱釉黒茶盌　銘　美事 12.6X8.3 平成23年 大樋美術館

Black and red Ohi tea bowl,

named "Migoto (Magnificent)"

2011

4 大樋陶冶斎 令和天皇即位記念献上黒釉茶盌

大樋黒飴一双茶盌 三の二

12.4X8.4 令和元年
大樋美術館

Black Ohi tea bowl

Pair of Black and Amber Ohi tea bowls

Celebrating Japan's new emperor and

empress in 2019

2019

5 大樋陶冶斎
令和天皇即位記念献上飴釉茶盌

大樋黒飴一双茶盌 三の二

12.4X8.2 令和元年
大樋美術館

Amber Ohi tea bowl

Pair of Black and Amber Ohi tea bowls

Celebrating Japan's new emperor and

empress in 2020

2019

作陶の軌跡

6 大樋年朗 ブロンズ「うさぎ」 29.8X17.3X16.4 昭和19年 大樋美術館

Rabbit-shaped bronze object 1944

7 大樋年朗 黒釉双魚置物 24.0X6.4X6.3 昭和25年 第６回改組日展 大樋美術館

Twin fish-shaped black Ohi objects 1950

8 大樋年朗 黒楽双魚冨久置物 19.5X12.3X15.4 昭和33年 大樋美術館

Twin fish-shaped black Ohi objects 1958

9 大樋陶冶斎 飴釉福朗 13.4X12.6X23.3 令和3年 大樋美術館

Amber Ohi owl object 2021

10 大樋陶冶斎 黒陶福朗　 12.7X12.5X22.6 令和3年 大樋美術館

Black Ohi owl object 2021

11 大樋年朗 天目釉鳥丸紋飾大皿 61.0X10.5 昭和47年 第21回五都展 株式会社　浅田屋

Tenmoku Ohi glaze decorative plate

with bird pattern

1972

12 大樋年朗 黒絵魚紋丸壺 4.5X32.7X27.0 昭和52年 石川県立美術館

Black painted Ohi round shaped decorative

vessel

1977

13 大樋年郎 緑釉鶏紋壺 28.5X34.2X47.0 昭和27年 個人蔵

Green Ohi decorative vase 1952

14 大樋年朗 花器「歩いた道」 21.8X56.5 昭和57年

Reddish brown Ohi flower vase 1982

15 大樋年朗 花三島飾壺「峙つ」 25.2X58.5 昭和60年 大樋美術館

Ohi Hana-Mishima style 1985

16 	初代大樋長左衛門 黒釉烏香炉 42.8X16.0 X16.8 江戸時代 石川県指定文化財 石川県立美術館

Black Ohi crow shaped incense burner 17世紀

17 十代大樋長左衛門 灰釉飾壺「袋・子寿美」 35.2X37.0 平成19年 第39回改組日展 大樋美術館

Ash Ohi decorative vessel 2007

〈参考作品〉

第13回改組日展

特選・北斗賞

第16回

日本現代工芸美術展

東京国立

近代美術館

改組第14回日展

文部大臣賞

第58回

日本現代工芸美術展

出品作品リスト

会 期：2021年9月18日（土）－ 10月17日（日）

会期中無休 9:30 － 18:00 (17:30までに入場)

会 場：石川県立美術館 第５、６展示室

■主 催：石川県立美術館

■共 催：北國新聞社

■後 援：北陸放送、石川テレビ放送、テレビ金沢、北陸朝日放送

■特別協力：大樋美術館
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18 十代大樋長左衛門 飾壺「育む」 35.0X33.2X42.7 平成20年 第40回改組日展 大樋美術館

Ash Ohi decorative vessel "Nurturing" 2008

19 十代大樋長左衛門 壺・指頭絵「虎吼」 39.5X37.5X39.5 平成21年 第41回改組日展 石川県立美術館

Ohi finger painted vessel "Barking tiger" 2009

20 十代大樋長左衛門 飴釉壺「兎の夢」 36.0X36.0X 41.5 平成22年 第42回改組日展 石川県立美術館

Amber Ohi decorative vessel 2010

21 十代大樋長左衛門 金銀彩「丸龍」飾壺 37.3X37.3X39.5 平成24年 大樋美術館

Gold and silver painted Ohi decorative 2012

22 十代大樋長左衛門 双巳似花 40.0X40.0X37.0 平成25年 大樋美術館

Ohi vessel "Twin snakes resemble flowers" 2013

23 十代大樋長左衛門 黒陶銀彩「駿馬走千里」 33.8X29.0X50.0      平成26年 大樋美術館

Silver painted Black Ohi vessel 2014

24 十代大樋長左衛門 黒陶「夢見る童」飾壺 42.5X42.5X36.0 平成26年 改組新第1回日展 大樋美術館

Black Ohi vessel "Dreaming child" 2014

25 十代大樋長左衛門 灰釉飾壺「見てご猿」 32.3X32.3X33.3 平成15年 第35回改組日展 大樋美術館

Ash Ohi decorative vessel 2003

26 大樋陶冶斎 飴釉飾壺「鶏一声」 29.0X38.0 平成29年 大樋美術館

Amber Ohi decorative vessel 2017

27 十代大樋長左衛門 大樋釉飾壺「勝ち犬」 37.0Ｘ34.0Ｘ37.0 平成17年 第37回改組日展 石川県庁

Amber Ohi decorative vessel 2005

28 十代大樋長左衛門 飾壺「ファイト滿々」 30.0X28.0X39.5 平成18年 第46回現代美術展 大樋美術館

Ohi decorative vessel "Full of fight" 2006

温故知新

29 初代大樋長左衛門 飴釉海老摘手付水指 27.5X21.0X28.5 江戸時代 石川県指定文化財 大樋美術館

Amber Ohi water container 17世紀

30 大樋年朗 飴釉海老摘手付水指　初代長左衛門写 27.6X22.0X30.3 平成15年 大樋美術館

Amber Ohi water container 2003

31 初代大樋長左衛門 飴釉聖茶盌　 11.2X10.2X9.8 江戸時代 大樋美術館

Amber Ohi tea bowl, named "Hijiri (Saint)" 17世紀

32 大樋年朗 灰釉象嵌花鳥紋花器 36.2X40.5X34.5 昭和51年 改組第8回日展

Ash Ohi decorative vase with bird pattern 1976

33 五代大樋長左衛門 黒茶盌　銘　百万石 11.8X7.4 江戸時代 大樋美術館

Black Ohi tea bowl, 18世紀

34 十代大樋長左衛門 飴釉茶盌　銘　加賀 13.9X8.3 平成元年 大樋美術館

Amber Ohi tea bowl, named "Kaga" 1989

35 黄瀬戸小蕪花入 4.2Ｘ9.6Ｘ20.9 桃山時代 石川県立美術館

Old Kizeto style small turnup-shaped 16世紀

36 大樋年朗 黄瀬戸　アサヒナ写茶盌 13.1X5.8X9.0 昭和41年 大樋美術館

Ohi tea bowl Kizeto style, 1966

37 織部沓茶碗　銘隻履 13.0Ｘ7.2 桃山時代 真宗大谷派金沢別院

Old black Oribe oval tea bowl, 17世紀

38 十代大樋長左衛門 黒織部茶盌　　 14.2X12.0X8.0 平成元年 大樋美術館

Black Ohi Oribe style tea bowl 1989

39 彫三島牡丹文大碗 15.3X7.2 朝鮮・李朝 大樋美術館

Carved old Mishima tea bowl 13世紀

40 十代大樋長左衛門 加彩花三島瓢形飾壺 16.0X21.2X27.3 昭和63年

Ohi gourd shaped decorative vessel 1988

41 青磁鳳凰耳付杓立 6.4Ｘ8.5Ｘ17.2 中国・南宋時代 石川県立美術館

Old celadon dipper stand 12世紀

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

第53回

日本現代工芸美術展

第56回

日本現代工芸美術展

第51回

日本現代工芸美術展

第52回

日本現代工芸美術展

石川県立

工業高等学校

金沢市立

中村記念美術館
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42 十代大樋長左衛門 碧釉貼花紋鶴首花入 16.8X7.3X40.3 平成7年 北國新聞社

Emerald Ohi flower vase 1995

43 大樋年朗 三彩釉魚紋茶盌 16.0 X5.8 X6.5 昭和54年

Three-color Ohi glaze tea bowl 1979

44 大樋年朗 三彩釉水指 16.6X22.5X15.0 昭和57年

Three-color Ohi glaze water container 1982

45 大樋年朗 木乃葉天目茶盌　銘　一葉落知天下秋　 15.0X5.5 昭和50年 大樋美術館

Black Ohi Tenmoku style tea bowl with a 1975

46 大樋年朗 木乃葉天目茶盌 15.3X4.0X5.4 昭和51年

Black Ohi Tenmoku style tea bowl 1976

47 石黒宗麿 千点文筒茶碗 9.5×5.4×9.5 昭和10年代後半 石川県立美術館

Black glaze tea bowl with Tobi-Kanna style 1940～44

48 大樋年朗 黒絵千点紋茶盌 16.1X4.8X5.4 昭和42年

Black Ohi tea bowl with Tobi-Kanna style 1967

汲古の取り合わせ

49 全提要宗（円山伝衣）軸「一円相」 35.0X42.0 昭和2年 大樋美術館

Hanging scroll 1927

50 十代大樋長左衛門 黒釉茶盌　銘　汲古  12.5X13.0X8.0 平成25年 石川県立美術館

Black Ohi tea bowl, 2013

51 十代大樋長左衛門 飴釉茶盌　光悦写 13.5X8.7 平成12年 大樋美術館

Amber Ohi tea bowl modeled on 2000

52 十三代宮﨑寒雉 霰真形釜 13.1 X25.5 X17.5 昭和43年 石川県立美術館

Hailstone-patterned iron tea kettle 1968

53 九代大樋長左衛門 三人形蓋置 6 .0X 6.8X 5.6 昭和43年頃 石川県立美術館

Amber Ohi lid holder with three dolls c.1968

54 三代魚住為楽 砂張稜線磨地水指 21.5 X 19.9 X9.5 昭和60年 石川県立美術館

Water container of Sahari-copper 1985

55 吸坂窯 柿釉肩衝茶入　銘　早蕨 3.2X6.5X8.2 江戸時代 石川県立美術館

Reddish brown glaze Katatsuki type tea 17世紀

56 初代魚住為楽 竹茶杓 18.0X0.9 昭和13年 個人蔵

Bamboo tea scoop 1938

三代魚住為楽 砂張花生 2.5Ｘ7.0Ｘ24.5 昭和45年頃 石川県立美術館

〈参考作品〉 Flower vase of Sahari-copper c.1970

57 大樋年朗 梅花紋絵高麗平茶盌 15.2X4.9 昭和50年 大樋美術館

Ohi E-Gourai style flat tea bowl 1975

58 石黒宗麿 刷毛目線刻文字平茶碗 16.3X4.9 X7.2 昭和15年 石川県立美術館

Tea bowl with incised characters 1940

59 石黒宗麿 鉄絵茶碗 12.5X4.6X7.7 昭和35年頃 石川県立美術館

Tea bowl in iron glaze c.1960

60 十代大樋長左衛門 棗「双魚」 8.4X6.2 平成9年 大樋美術館

Ohi laquered tea container "Twin fish" 1997

61 氷見晃堂 法隆寺古材茶杓 18.1Ｘ1.1 昭和45年頃 石川県立美術館

Tea scoop of old wood of Horyuji-temple c.1970

62 十代大樋長左衛門 菓子盆 23.8X3.1 平成12年 大樋美術館

Ohi laquered confectionery plate 2000

63 十代大樋長左衛門 菓子盆 23.8X3.1 平成12年 大樋美術館

Ohi laquered confectionery plate 2000

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

〈参考作品〉

第38回

金沢市創作工芸展

第32回

日本伝統工芸展

金沢市立

中村記念美術館

金沢市立

中村記念美術館

金沢市立

中村記念美術館

金沢市立

中村記念美術館
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64 十代大樋長左衛門 菓子盆 23.2X2.3 平成12年 大樋美術館

Ohi laquered confectionery plate 2000

65 紺谷光俊 秋宵 133.7 X138.0 昭和9年 石川県立美術館

Folding screen "Autumn evening" 1934

飾りの妙

66 大樋年朗 吹墨飾りのある花器 31.2Ｘ33.8Ｘ30.8 昭和56年

White and blowing ink 1981

67 大樋年朗 刷毛目加彩飾りのある花器  31.8 X29.1 X 28.5 昭和57年 石川県立美術館

Ohi decorative flower vase 1982

68 十代大樋長左衛門 花器「輪花」  27.8 X 32.7 X26.0 昭和62年 第19回改組日展 石川県立美術館

Brown Ohi decorative flower vase 1987

69 十代大樋長左衛門 大樋釉飾りのある花器「華」 26.5X15.1X39.0 平成6年

Amber Ohi decorative vase "Flower". 1994

70 大樋年朗 天目釉「花容」 44.2 X44.5 X26.5 昭和47年 第４回改組日展 大樋美術館

Tenmoku Ohi glaze object "Flower varation" 1972

71 大樋年朗 青釉花器「おもて」 28.2X27.8X33.6 昭和59年 大樋美術館

Blue Ohi flower vase "Mask' 1984

72 十代大樋長左衛門 白釉三彩花器「達磨」 8.3X30.7X35.0 平成12年 第32回改組日展

White Ohi three-color glazed vase "Dharma" 2000

73 大樋年朗 白釉鳥紋壺 8.0X13.5X22.6 昭和43年 大樋美術館

White Ohi upside-down gourd-shaped 1968

74 十代大樋長左衛門 灰釉加彩花鳥紋飾壺 34.0X34.0X30.0 平成12年 株式会社　加賀屋

Ash Ohi decorative vessel with bird pattern 2000

75 十代大樋長左衛門 緑釉金龍壺「足跡・FOOT STEP」 40.6X40.6X41.5 平成23年 大樋美術館

Green Ohi decorative vessel with a gold 2011

76 大樋陶冶斎 緑釉・丸壺に幾何紋 38.7X38.7X37.3 平成28年 大樋美術館

Green Ohi round vessel with 2016

77 大樋陶冶斎 黒陶幾何紋花器 38.0X3.80X31.0 平成30年 改組新第4回日展 大樋美術館

Black Ohi flower vase with 2018

78 十代大樋長左衛門 「日月自然界」屏風 90.0X173.0 平成20年 大樋美術館

Folding screen ”Sun, Moon and Nature" 2008

79 十代大樋長左衛門 「山水・春秋・好日・福寿」襖絵 89.0Ｘ175.0 平成20年 大樋美術館

Sliding doors "Landscape, Spring and

Autumn, Good day, Wealth and longevity"

2008

〒920-0963 石川県金沢市出羽町2-1　℡ 076-231-7580　http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

〈参考作品〉

第20回

日本現代工芸美術展

金沢美術工芸大学

第21回

日本現代工芸美術展

第33回

日本現代工芸美術展

第23回

日本現代工芸美術展

第55回

日本現代工芸美術展

一般財団法人

草月会

金沢卯辰山

工芸工房


