
№ 資料名 よみがな 作者/窯名 年代 所蔵先

1 生麦事件を伝えるウィリス書簡
1862年
（文久2）

鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

2
文久三年癸亥七月
鹿児島湾英艦戦争之図

1863年
（文久3）

鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

4
パリ万博を伝えるル・モンドイラストレとユ
ニバースイラストレ

1867年 個人蔵

5 薩摩琉球国勲章
1867年
（慶応3）

尚古集成館蔵

6 瑠璃地金彩人物図壺 るりじ きんさい じんぶつず つぼ
1864・1876年（素
地制作と絵付け）

東京国立博物館蔵

7 色絵金彩手桶形鉢（花瓶） いろえ きんさい ておけがた はち 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

8 色絵金彩春秋図耳付花瓶
いろえ きんさい しゅんじゅうずみみつ
き かびん

19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

9 色絵金彩芦雁図茶碗 いろえ きんさい あしかりず ちゃわん 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

10 色絵金彩鳳凰図茶碗 いろえ きんさい ほうおうず ちゃわん 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

11 色絵瑠璃地花蝶文飾壺「パリ」 いろえ るりじ かちょうもん かざりつぼ 1874年 フランス国立陶磁器美術館蔵

12 金襴手梅菊文筒型大花瓶
きんらんで うめきくもん つつがた だ
いかびん

19世紀後半 個人蔵

14 色絵牡丹籬図花瓶 いろえ ぼたんまがきず かびん 19世紀後半 薩摩伝承館蔵

15 陽刻竹籠編牡丹図花瓶
ようこく たけかごあみぼたんず かび
ん

19世紀後半 沈壽官窯蔵

16 色絵金襴手菊流水図蓋付壺
いろえ きんらんで きくりゅうすいず ふ
たつき つぼ

19世紀後半 薩摩伝承館蔵

17 金襴手花鳥文獅子耳花瓶
きんらんで かちょうもん ししみみ か
びん

19世紀後半 個人蔵

18 錦手群猿図双耳花瓶 にしきで ぐんえんず そうじ かびん 19世紀後半 長島美術館蔵

19 錦手籠目菊花牡丹竹図茶壺
にしきで かごめ きっかぼたんたけず
ちゃつぼ

19世紀後半 個人蔵

20 金襴手牡丹菊花文耳付花瓶
きんらんで ぼたんきっかもん みみつ
き かびん

19世紀後半 個人蔵

21 錦手鳳凰花卉文六角花生
にしきで ほうおうかきもん ろっかく は
ないけ

19世紀後半 個人蔵

22 錦手桜菊図香炉 にしきで さくらきくず こうろ 19世紀 長島美術館蔵

23 錦手秋草鶉図大香炉 にしきで あきくさうずらず だいこうろ 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

24 色絵金襴手和漢人物図獅子乗大香炉
いろえきんらんで わかんじんぶつず
ししのり だいこうろ

19世紀後半 薩摩伝承館蔵

25 金彩桐唐草文浮彫龍耳香炉
きんさい きりからくさもん うきぼりりゅ
うじ こうろ

19世紀後半 個人蔵

26 錦手梅椿菊花文丁字風炉
にしきで うめつばききっかもん ちょう
じぶろ

19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

27 上絵付け注文用原図掛幅（第1号）
うわえつけ ちゅうもんよう げんずかけ
ふく

19世紀後半 沈壽官窯蔵

28 上絵付け注文用原図掛幅（第2号）
うわえつけ ちゅうもんよう げんずかけ
ふく

19世紀後半 沈壽官窯蔵

29 色絵金彩象形香炉 いろえ きんさいぞうがた こうろ 19世紀後半 東京国立博物館蔵

30 色絵龍文唐子三脚香炉
いろえ りゅうもんからこ さんきゃく こう
ろ

19世紀後半
フランス国立陶磁器美術館蔵（1896年
収蔵）

31 錦手牛乗り牧童置物 にしきで うしのりぼくどう おきもの 19世紀後半 沈壽官窯蔵

32 白薩摩無地獅子置物 しろさつま むじ　しし おきもの 19世紀後半 三宅美術館蔵

33 錦手大原女像 にしきで おおはらめぞう 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

34 色絵金襴手白梅図壺 いろえ きんらんで はくばいず つぼ 19世紀後半 薩摩伝承館蔵

35 錦手紅白梅図花瓶 にしきで こうはくばいず かびん 19世紀後半 個人蔵

36 金襴手瑠璃釉遊興図香炉
きんらんで るりゆう ゆうきょうず こう
ろ

19世紀後半 個人蔵

37 白薩摩桐葉文浮彫中蕪花入
しろさつま きりはもん うきぼりなかか
ぶら はないれ

19世紀後半 個人蔵

38 色絵花鳥文大花瓶 いろえ　かちょうもん だいかびん 19世紀後半 東京国立博物館蔵

39 色絵黄地桜下梟図花瓶 いろえ こうじ おうかふくろうず かびん 19世紀後半 薩摩伝承館蔵

40 富士･藤･孔雀図大花瓶 ふじ・ふじ・くじゃくず だいかびん 19世紀 大阪歴史博物館蔵

41 金襴手唐子遊戯図酒注 きんらんで からこゆうぎず しゅちゅう 19世紀後半 個人蔵
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42 金襴手仙人唐子図茶入
きんらんで せんにんからこず ちゃい
れ

19世紀後半 個人蔵

43 色絵金彩花鳥雪遊図小花瓶
いろえきんさい かちょうゆきあそびず
しょうかびん

19世紀
フランス国立陶磁器美術館蔵（1896年
収蔵）

44 肩衝茶入 かたつき ちゃいれ 17世紀前半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

45 茄子形茶入 なすがた　ちゃいれ 17世紀 個人蔵

46 肩衝茶入 かたつき ちゃいれ 17世紀前半 東京国立博物館蔵

47 黒釉文琳茶入 こくゆう ぶんりん ちゃいれ 17世紀後半 東京国立博物館蔵

48 褐釉肩衝茶入 かつゆう かたつき ちゃいれ 17世紀前半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

49 褐釉文琳茶入 かつゆう　ぶんりん　ちゃいれ 17世紀前半 個人蔵

50 褐釉瓢形茶入 かつゆう ひょうけい ちゃいれ 18世紀 個人蔵

51 褐釉肩衝茶入 かつゆう かたつき ちゃいれ 18世紀 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

52 褐釉袴腰片身替茶碗
かつゆう はかまごしかたみがわり
ちゃわん

17世紀 個人蔵

53 白釉茶碗火計手 はくゆう ちゃわん ひばかりて 17世紀 鹿児島市立美術館蔵

54 白釉茶碗 はくゆう ちゃわん 17世紀 個人蔵

55 黒釉茶碗 こくゆう ちゃわん 17世紀後半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

56 白釉蓮葉文茶碗 はくゆう れんようもん ちゃわん 17世紀後半 東京国立博物館蔵

57 飴釉茶碗 あめゆう ちゃわん 17世紀後半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

58 白蛇蝎釉茶碗 しろだかつゆう ちゃわん 17世紀後半 東京国立博物館蔵

59 蛇蝎釉茶碗 だかつゆう ちゃわん 17世紀後半 個人蔵

60 どんこ釉茶碗 どんこゆう ちゃわん 18世紀中期 個人蔵

61 宋胡録写し福寿文字茶碗 すんころくうつし ふくじゅもじ ちゃわん 18世紀後半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

62 黒象嵌立鶴文茶碗 くろぞうがん たちづるもん ちゃわん 19世紀前半 東京国立博物館蔵

63 色絵金彩梅枝文茶碗 いろえ きんさい ばいしもん ちゃわん
18世紀後半
-19世紀

尚古集成館蔵

64 白釉捻花御判手茶碗 はくゆう ねじばな ごはんて　ちゃわん 19世紀前半 尚古集成館蔵

65 錦手籬花文茶碗 にしきで まがきはなもん ちゃわん 19世紀前半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

66 色絵草花文茶碗 いろえ そうかもん ちゃわん 19世紀中期 東京国立博物館蔵

67 錦手茶花文茶碗 にしきで ちゃばなもん ちゃわん 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

68 色絵鶉図茶碗 いろえ うずらず ちゃわん 19世紀後半 東京国立博物館蔵

69 黒釉桶形水指 こくゆう おけがた みずさし 17世紀前半 個人蔵

70 褐釉水指 かつゆう みずさし 17世紀後半 佐賀県立九州陶磁文化館蔵

71 宋胡録写し水指 すんころくうつし みずさし 18世紀後半 薩摩伝承館蔵

72 錦手菊花文水指 にしきで きっかもん みずさし 19世紀後半 沈壽官窯蔵

73 白薩摩銹絵飛鶴文杓立
しろさつま さびえ ひかくもん しゃくだ
て

18世紀 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

74 黒釉角形掛花入 こくゆう　つのがた かけはないれ 17世紀後半 個人蔵

Ｏ 惟新様より利休江御尋之條書之写 鹿児島県立図書館

75 白釉蓮葉文大鉢 はくゆう れんようもん おおはち 17世紀後半 個人蔵

76 白薩摩象嵌三島手大徳利
しろさつま ぞうがんみしまで だいとく
り

18世紀 個人蔵

77 色絵金襴手花鳥文大花瓶
いろえ きんらんで かちょうもん だい
かびん

19世紀 三宅美術館蔵

78 錦手牡丹文象耳花瓶 にしきで ぼたんもん ぞうみみ かびん 19世紀後半 個人蔵

79 色絵草花文角徳利 いろえ そうかもん かくとくり 19世紀後半 個人蔵

80 錦手繋文酒器 にしきで つながりもん しゅき 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

81 錦手飛龍文角型花生
にしきで ひりゅうもん かくがたはない
け

19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

82 錦手花鳥文鷹彫刻飾壺
にしきで かちょうもん たかちょうこく
かざりつぼ

19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

83 色絵金彩鳳凰文瓶 いろえ きんさい ほうおうもん へい 19世紀後半 佐賀県立九州陶磁文化館蔵
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84 錦手牡丹文花瓶 にしきで ぼたんもん かびん 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

85 錦手菊花文花瓶 にしきで きっかもん かびん 19世紀後半 個人蔵

86 錦手鳳凰松竹梅文蓋付飾壺
にしきで ほうおうしょうちくばいもん ふ
たつき かざりつぼ

19世紀後半 鹿児島銀行蔵

87 錦手牡丹文花瓶 にしきで ぼたんもん かびん 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

88 金襴手孔雀図飾り額皿 きんらんで くじゃくず かざり がくざら 19世紀後半 個人蔵

89 錦手桐紋立鼓形花瓶 にしきで きりもん りゅうごがた かびん 20世紀前半 個人蔵

90 錦手竹林七賢人図耳付花瓶
にしきで ちくりんしちけんじんず みみ
つき　かびん

19世紀 個人蔵

91 白薩摩貝形盛器 しろさつま かいがた もりき 1786年 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

92 錦手牡丹文花瓶 にしきで ぼたんもん かびん 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

93 白地草花文象嵌酒壺 しろじ そうかもんぞうがん さけつぼ 19世紀前期 沈壽官窯蔵

94 錦手松竹梅鶴亀波文浮彫花生
にしきで しょうちくばいつるかめなみも
ん うきぼり はないけ

19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

95 錦手菖蒲文龍首水注
にしきで しょうぶもん りゅうしゅ すい
ちゅう

19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

96 金襴手竹藤絵扁壺 きんらんで たけふじえ へんこ 19世紀後半 長島美術館蔵

97 錦手四君子文櫃形容器 にしきで しくんしもん ひつがた ようき 19世紀後半 沈壽官窯蔵

98 錦手梅花文香炉 にしきで ばいかもん こうろ 19世紀後半 沈壽官窯蔵

99 錦手四君子文角型香炉 にしきで しくんしもん かくがた こうろ 19世紀後半 沈壽官窯蔵

100 金襴手朝顔形香炉 きんらんで あさがおがた こうろ 19世紀後半 沈壽官窯蔵

101 飴釉指頭文花生 あめゆう しとうもん はないけ 17世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

102 褐釉白泥笹絵耳付花生
かつゆう はくでい ささえ みみつき は
ないれ

17世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

103 黒釉貼付龍文半胴甕
こくゆう はりつけりゅうもん はんずが
め

19世紀 三宅美術館蔵

104 褐釉掻落し牡丹唐草文半胴
かつゆう かきおとしぼたんからくさも
ん はんず

18世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

105 流掛釉四耳壺 ながしがけゆう しじつぼ 19世紀前半 個人蔵

106 そば釉四耳大壺 そばゆう しじ おおつぼ 17世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

107 鉄砂釉玉流し瓢形大徳利
てっしゃゆう たまながしひょうけい だ
いとくり

18世紀 長島美術館蔵

108 褐釉玉流し花瓶 かつゆう たまながし かびん 1781年 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

109 鮫肌釉瓢形徳利 さめはだゆう ひょうけい とくり 18世紀後半 個人蔵

110 飴釉耳付花生 あめゆう みみつき はないけ 17世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

111 褐釉四耳茶壺 あめゆう しじ ちゃつぼ 18世紀中期 鹿児島市立美術館蔵

112 三彩釉瓢形徳利 さんさいゆう ひょうけい とくり 18世紀 三宅美術館蔵

113 三彩釉舟徳利 さんさいゆう ふなとくり 19世紀 長島美術館蔵

114 黒釉玉流し筒型花生
こくゆう たまながし つつがた はない
け

19世紀 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

115 二彩釉双耳洋酒瓶 にさいゆう そうじ ようしゅびん 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

116 飴釉仏花器 あめゆう ぶっかき 1668年 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

117 蛇蝎釉鉢 だかつゆう はち 17世紀後半
フランス国立陶磁器美術館蔵（1903年
収蔵）

118 焼締黒釉流鎬文双耳花瓶
やきしめ こくゆうながし しのぎもん そ
うじ かびん

17世紀後半 長島美術館蔵

119 白蛇蝎釉茸耳付花瓶
しろだかつゆう きのこみみつき かび
ん

18世紀前半 長島美術館蔵

120 黒釉竹形花生 こくゆう たけがた はないけ 18世紀前半 三宅美術館蔵

121 玉流し釉花生 たまながしゆう はないけ 18世紀前半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

122 黒釉貼付文花瓶 こくゆう はりつけもん かびん 18世紀前半 長島美術館蔵

123 どんこ釉花瓶 どんこゆう かびん 18世紀 長島美術館蔵

124 黒蛇蝎釉花生 くろだかつゆう はないけ 18世紀後半 鹿児島市立美術館蔵

125 焼締貼付牡丹文筒型花生
やきしめはりつけ ぼたんもん つつが
た はないけ

18世紀 個人蔵

126 褐釉胴透尊形花生
かつゆう どうすかし そんけい はない
け

19世紀 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

127 宋胡録写し双耳花瓶 すんころくうつし そうじ かびん 18世紀後半 長島美術館蔵

128 宋胡録写し花生 すんころくうつし はないけ 18世紀 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵



129 宋胡録写し蓋付壺 すんころくうつし ふたつき つぼ 19世紀 長島美術館蔵

A
天璋院所用  薩摩　磯御庭焼　錦手獅
子香炉

てんしょういんしょよう　さつま　いそお
にわやき　にしきでししこうろ

19世紀 財団法人德川記念財団

B 天璋院所用  薩摩　磯御庭焼　錦手狗
てんしょういんしょよう　さつま　いそお
にわやき　にしきでいぬ

19世紀 財団法人德川記念財団

C-1
天璋院所用　薩摩　苗代川焼　錦手人
形　唐子遊　手習い

てんしょういんしょよう　さつま　なえし
ろがわやき　にしきでにんぎょう　から
こあそび

19世紀 財団法人德川記念財団

C-2
天璋院所用　薩摩　苗代川焼　錦手人
形　唐子遊　チャルメラ

てんしょういんしょよう　さつま　なえし
ろがわやき　にしきでにんぎょう　から
こあそび

19世紀 財団法人德川記念財団

C-3
天璋院所用　薩摩　苗代川焼　錦手人
形　唐子遊　金魚すくい

てんしょういんしょよう　さつま　なえし
ろがわやき　にしきでにんぎょう　から
こあそび

19世紀 財団法人德川記念財団

D
天璋院所用　薩摩　苗代川焼　錦手人形
神楽鈴

てんしょういんしょよう　さつま　なえし
ろがわやき　にしきでにんぎょう　から
こあそび　にんぎょう　かぐらすず

19世紀 財団法人德川記念財団

E
天璋院所用  錦手秋草文竹形文鎮　磯御
庭焼

てんしょういんしょよう　にしきであきく
さもんたけがたぶんちん　いそおにわ
やき

19世紀 財団法人德川記念財団

F 天璋院所用  錦手布袋水滴　竪野焼
てんしょういんしょよう　にしきでほて
いすいてき　たてのやき

19世紀 財団法人德川記念財団

G 天璋院所用  錦手六角香合　竪野焼
てんしょういんしょよう　にしきでろっか
くこうごう　たてのやき

19世紀 財団法人德川記念財団

H 天璋院所用  薩摩　七福神 弁財天
てんしょういんしょよう　さつま　しちふ
くじん　べんざいてん

財団法人德川記念財団

I 天璋院所用  薩摩　七福神　寿老人
てんしょういんしょよう　さつま　しちふ
くじん　じゅろうじん

財団法人德川記念財団

J 天璋院所用  薩摩　七福神　布袋
てんしょういんしょよう　さつま　しちふ
くじん　ほてい

財団法人德川記念財団

K 天璋院所用  薩摩　七福神　毘沙門天
てんしょういんしょよう　さつま　しちふ
くじん　びしゃもんてん

財団法人德川記念財団

L 天璋院所用  薩摩　七福神　恵比寿
てんしょういんしょよう　さつま　しちふ
くじん　えびす

財団法人德川記念財団

M 天璋院所用  薩摩　七福神　大黒天
てんしょういんしょよう　さつま　しちふ
くじん　だいこくてん

財団法人德川記念財団

Ｎ-
1

島津斉彬作黒楽茶碗
（山口不及齋旧蔵品）

しまづなりあきらさく　くろらくちゃわん 個人蔵

Ｎ-
2

島津斉彬筆　牡丹図
（山口不及齋旧蔵品）

個人蔵

Ｎ-
3

島津斉彬筆　和歌 個人蔵

Ｎ-
4

島津斉彬筆　和歌 個人蔵

Ｎ-
5

島津斉彬筆　和歌 個人蔵

Ｎ-
6

島津斉彬銀板写真【参考写真】 尚古集成館蔵

130 染付宝尽くし文燭台 そめつけ たからづくしもん しょくだい 19世紀後半 個人蔵

131 染付菊花桔梗文雲助徳利
そめつけ きっかききょうもん うんすけ
とくり

19世紀後半 薩摩川内市川内歴史資料館保管

132 染付藤文角徳利 そめつけ ふじもん かくとくり 19世紀後半 薩摩川内市川内歴史資料館蔵

133 染付松鶴図徳利 そめつけ まつつるず とくり 1866年 佐賀県立九州陶磁文化館蔵

134 染付花菖蒲図角徳利 そめつけ はなしょうぶず かくとくり 1862年 長島美術館蔵

135 染付山水文袋形酒器
そめつけさんすいもん ふくろがた
しゅき

19世紀後半 個人蔵

136 色絵菖蒲菊花文碗 いろえ しょうぶきっかもん わん 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

137 色絵牡丹文段重 いろえ ぼたんもん だんじゅう 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

138 色絵桃図船徳利 いろえ ももず ふなとくり 19世紀後半 個人蔵

139 色絵玉模様燗瓶 いろえ たまもよう かんびん 19世紀後半 長島美術館蔵

140 色絵牡丹文徳利 いろえ ぼたんもん とくり 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

141 色絵朝顔図火入 いろえ あさがおず ひいれ 19世紀後半 東京国立博物館蔵

142 色絵花卉文丁字風炉 いろえ かきもん ちょうじぶろ 19世紀後半 個人蔵

143 色絵菊花牡丹文耳付花瓶
いろえ きっかぼたんもん みみつき か
びん

19世紀後半 薩摩川内市川内歴史資料館蔵

144 べっ甲釉皿 べっこうゆう さら 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

145 べっ甲釉亀形酒器 べっこうゆう かめがた しゅき 19世紀後半 個人蔵

146 べっ甲釉酒注 べっこうゆう しゅちゅう 19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

　特別出品

　４章



147 色絵菊慈童図香合 いろえ きくじどうず こうごう 19世紀後半 個人蔵

148 色絵梅花文香炉 いろえ ばいかもん こうろ 19世紀後半 個人蔵

149 三彩釉袋形花瓶 さんさいゆう ふくろがた かびん 19世紀後半 個人蔵

150 色絵花卉文水注 いろえ かきもん すいちゅう 19世紀後半 個人蔵

151 染付山水図耳付花瓶
そめつけ さんすいず みみつき かび
ん

19世紀後半 鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

152 染付山水図耳付花瓶
そめつけ さんすいず みみつき かび
ん

19世紀後半 鹿児島歴史資料センター黎明館保管

153 緑褐釉茶入形花瓶 りょくかつゆう ちゃいれがた かびん ジャン・ジョゼフ・カリエス（1855～1894） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

154 蛇蝎釉徳利型花瓶 だかつゆう とくりがた かびん ポール・ジャヌネ（1861～1920） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

155 蛇蝎釉茶入型壺 だかつゆう ちゃいれがた つぼ ポール・ジャヌネ（1861～1920） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

156 緑褐釉茶入型壺 りょくかつゆう ちゃいれがた つぼ ポール・ジャヌネ（1861～1920） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

157 緑釉流し耳付扁壺 りょくゆうながし みみつき へんこ ポール・ジャヌネ（1861～1920） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

158 褐釉茶碗 かつゆう ちゃわん ウイリアム・リー（1860～1915） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

159 褐釉貼付木蓮文手桶形花瓶
かつゆう はりつけ もくれんもん てお
けがた かびん

エドモン・ラシュナル（1855～1930） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

160 白釉矢車菊文花瓶 はくゆう やぐるまきくもん かびん ジャン・シャルル・カザン（1841～1901） 19世紀後半 フランス国立陶磁器美術館蔵

161 白釉色絵花卉文扁壺 はくゆう いろえ かきもん へんこ 1875～1879年頃 フランス国立陶磁器美術館蔵

162
色絵花鳥文花瓶
「花の栽培箱AB」

いろえ かちょうもん かびん
「はなのさいばいばこＡＢ」

1880年 フランス国立陶磁器美術館蔵

163 色絵花鳥文筒型花瓶 いろえ かちょうもん つつがた かびん 1879年 フランス国立陶磁器美術館蔵

164 黒釉雲龍文大香炉 こくゆう うんりゅうもん だいこうろ 有山長太郎（初代長太郎）（1871～1940） 1920年代

165 錦手鳳凰文浮彫花瓶 にしきで ほうおうもん うきぼり かびん 十三代沈壽官（正彦）（1889～1964） 1960年代

166 錦手流水菊花文浮彫花瓶
にしきで りゅうすい きっかもん うきぼ
り かびん

勝目正範（1895～1980） 1960年代

167 染付十二支文花瓶 そめつけ じゅうにしもん かびん 寺尾作次郎（1898～1989） 1968年

168 三彩釉足付鉢 さんさいゆう あしつき はち 川原軍次（1902～1999） 1975年

169 鯱 しゃち 有山流石（三代長太郎）（1908～1999） 1960年代

170 伝説 でんせつ 尾之下彰三／朝窯 2006年

171 苗代川葉文壺 なえしろがわ ようもん つぼ 荒木幹二郎／荒木陶窯 1984年

172 薩摩苗代川彫文壺 さつま なえしろがわ ちょうもん つぼ 荒木秀樹／荒木陶窯 2000年

173 宙 そら 有山禮石／指宿長太郎焼窯元 2002年

174 金鎖割紋様蓋付菓子器
きんくさり わりもんよう ふたつき かし
き

西田秋雄／絵付工房　秋月窯 1998年

175 森羅一象 しんらいっしょう 大畠　久／大畠窯 2005年

176 彩色陶鐸 さいしき とうたく 尾前喜八郎／尾前喜八郎窯 2006年

177 碧蛇蝎釉壺 へき だかつゆう つぼ 下高原正人／谺黙窯 2002年

178 絞胎壺「花摘む村娘」 こうたいつぼ  「はなつむむらむすめ」 別府威徳／上名窯 2006年

179 金箔窯変薩摩紅彩鳳凰と宝相華紋花瓶
きんぱく ようへん さつま こうさい ほう
おう と ほうそう げもん かびん

畦元紀秀／紀秀窯 2007年

180 六面スカシ大香炉 ろくめん すかし だいこうろ 慶田　實／慶田窯 2005年

181 記憶、Ⅱ　2007 きおく．Ⅱ　２００７
村岡良寛／くらふと工房さらむ夢　飯牟
礼窯

2007年

182 白薩摩瑠璃地金襴手桜花文飾皿
しろさつま るりじ きんらんで おうかも
ん かざりざら

新妻　守／江月窯 2007年

183 宙 ちゅう 三反田豊／工房　豊炎 1997年

184 そば釉牡丹唐草文貼付半胴
そばゆう ぼたん からくさもん はりつ
け はんず

鮫島佐太郎／薩摩苗代川焼　佐太郎窯

185 鼓型香入 つづみがた こういれ 橋本睦男／薩摩焼窯元　橋本陶正山 2007年

186 薩摩金襴手鳳凰図四季花紋兜形額皿
さつま きんらんで ほうおうず しきかも
ん かぶとがた がくざら

廣田実雪／薩摩金襴手絵師実雪 2007年

187 想 そう 池田　泉／三蔵窯 2006年

188 花瓶　鳳凰文 かびん　ほうおうもん 藤崎　隆／島津家磯御庭焼窯 2007年

189 象嵌線文壺 ぞうがんせんもん つぼ 上原睦男／小路窯

　併設展「鹿児島の現代陶芸～伝統と創作～」

　エピローグ



190 蓏 ら 有山明宏／清泉寺長太郎焼窯元 2007年

191 抜絵エンゼルス・トランペット文角鉢
ぬきえ えんぜるす・とらんぺっともん
かくばち

竹之内彬裕／宋艸窯 2005年

192 白薩摩『四角の器16-Ⅲ』 しろさつま「しかくのうつわ１６－Ⅲ」 有山長佑／長太郎焼　本窯 2004年

193 薩摩盛金七宝地雪輪文大花瓶
さつま　もりきん　しっぽうじ ゆきわも
ん　だいかびん

十四代　沈壽官／沈壽官窯 1993年

194 薩摩六種違透彫香爈
さつま　ろくしゅちがい　すかしぼり　こ
うろ

十五代　沈壽官／沈壽官窯 2007年

195 つゆ草 つゆくさ 出来正徳／手造り工房　梅の木窯 2007年

196 布目銀杏文深鉢 ぬのめ　いちょうもん　ふかばち 岩田鉄山／天照窯 2005年

197 貼付輪花文壺 はりつけ　りんかもん　つぼ 森　一規／陶工房　風 2006年

198 象嵌杜若文鉢 ぞうがん　かきつばたもん　はち 永田哲勝／永田陶芸 2006年

199 翼車文ノ鉢 よくしゃもんのはち 永吉　一／永吉窯 1988年

200 薩摩叩き花器・桜島 さつま　たたきかき・さくらじま 西郷隆文／日置南洲窯 2007年

201 線の記憶 せんのきおく 西郷　等／日置南洲窯

202 三島象嵌蓋物 みしまぞうがんふたもの 川原史郎／龍門司焼企業組合 1998年

203 結びの奏 むすびのそう 神田和弘 2007年

204 日和 ひなごやかなり 神田樹里 2007年

205 春宵 しゅんしょう 神崎道子 2007年

206 ノクターン 堂森恭子 2007年

208 金彩青竹図茶入 きんさい あおたけず　ちゃいれ 絵付　藤崎　隆

209 四君子図長水指 しくんず　ながみずさし 絵付　藤崎　隆

210 色絵萩図茶碗 いろえ　はぎず　ちゃわん 絵付　藤崎　隆

211 薩摩金彩茶碗 さつま　きんさい　ちゃわん 荒木幹二郎／荒木陶窯

212 薩摩金彩氷裂紋花入
さつま　きんさい　ひょうれつもん　は
ないれ

有山禮石／指宿長太郎焼窯元

213 朱色菊花彩茶碗 しゅしょく　きっかさい　ちゃわん 西田秋雄／絵付工房　秋月窯

214 朱色大菊花彩茶入 しゅしょく　だいきっかさい　ちゃいれ 西田秋雄／絵付工房　秋月窯

215 秋草茶碗 あきくさ　ちゃわん 慶田　實／慶田窯

216 真垣二菊文茶碗 まがきにきくもん　ちゃわん 橋本睦男／薩摩焼窯元　橋本陶正山

217 黒薩摩肩衝茶入　銘「桜島」
くろさつま　かたつきちゃいれ　めい
「さくらじま」

橋本睦男／薩摩焼窯元　橋本陶正山

218 鉄砂変茶碗 てっしゃへん　ちゃわん 有山昭宏／清泉寺長太郎焼窯元

219 八重貫入四君子茶入 やえかんにゅうくんし　ちゃいれ 島津家磯御庭焼窯

220 若松図水指 わかまつず　みずさし 島津家磯御庭焼窯

221 窯変抹茶碗 ようへん　まっちゃわん 有山長祐／長太郎焼本窯

222 窯変水指 ようへん　みずさし 有山長祐／長太郎焼本窯

223 薩摩瓔珞文茶碗 さつま ようらくもん ちゃわん 十五代　沈壽官／沈壽官窯

224 黒薩摩茶碗 くろさつま ちゃわん 十五代　沈壽官／沈壽官窯

225 薩摩双耳花瓶 さつま そうじ かびん 十五代　沈壽官／沈壽官窯

226 黒釉菊文茶碗 こくゆう　きくもん　ちゃわん 永田哲勝／永田陶芸

227 白蛇蝎釉水指　銘「天空」
しろだかるゆう　みずさし　めい「てんく
う」

西郷隆文／日置南洲窯

228 白蛇蝎茶碗 しろだかつ　ちゃわん 川原史郎／龍門司焼企業組合

229 蛇蝎釉花入 だかつゆう　はないれ 川原史郎／龍門司焼企業組合

230 ファインセラミック茶器「玉磁」 「ぎょくじ」
素地：京セラ株式会社
絵付：島津家磯御庭焼窯　藤崎　隆


