
番号 重 要　
文化財 作品名 作者 制作年 所蔵 伝来 展示期間

1 ◎ 千利休像 春屋宗園賛、長谷川等伯筆 1595年 表千家不審菴

2 ◎ 二彩獅子 初代 長次郎 1574年 樂美術館

3 ◎ 黒樂茶碗  銘 大黒 初代 長次郎 16世紀 千利休所持

4 ◎ 赤樂茶碗  銘 無一物 初代 長次郎 16世紀 頴川美術館 12/17~1/15

5 赤樂茶碗  銘 白鷺 初代 長次郎 16世紀 裏千家今日庵

6 ◎ 赤樂茶碗  銘 太郎坊 初代 長次郎 16世紀 裏千家今日庵 千利休所持

7 赤樂茶碗  銘 二郎坊 初代 長次郎 16世紀

8 赤樂茶碗  銘 一文字 初代 長次郎 16世紀 千利休所持

9 黒樂茶碗  銘 万代屋黒 初代 長次郎 16世紀 樂美術館 千利休所持

10 ◎ 黒樂茶碗  銘 ムキ栗 初代 長次郎 16世紀 文化庁

11 黒樂茶碗  銘 禿 初代 長次郎 16世紀 表千家不審菴 千利休所持

12 黒樂茶碗  銘 シコロヒキ 初代 長次郎 16世紀 裏千家今日庵 千利休所持

13 黒樂茶碗  銘 あやめ 初代 長次郎 16世紀 MOA美術館 千利休所持 12/17~1/22

14 ◎ 黒樂茶碗  銘 俊寛 初代 長次郎 16世紀 三井記念美術館

15 黒樂茶碗  銘 面影 初代 長次郎 16世紀 樂美術館

16 黒樂筒茶碗  銘 杵ヲレ 初代 長次郎 16世紀 樂美術館

17 黒樂茶碗  銘 太夫黒 初代 長次郎 16世紀 北村美術館

18 黒樂茶碗  銘 本覚坊 初代 長次郎 16世紀 千利休所持

19 三彩瓜文平鉢 初代 長次郎 16世紀 東京国立博物館

20 三彩獅子香炉 田中宗慶 1595年 梅澤記念館

21 黒樂茶碗  銘 いさらい 田中宗慶 16世紀 樂美術館

22 黒樂茶碗  銘 天狗 田中宗慶 16世紀 表千家不審菴

23 香炉釉阿古陀形菊文水指 田中宗慶 16世紀 樂美術館

24 黒樂茶碗  銘 黒木 二代 常慶 17世紀初 樂美術館

25 黒樂筒茶碗  銘 長袴 二代 常慶 17世紀初

120 巌上に濡洸ありⅤ
焼貫黒樂筒茶碗
銘 ここに到り洸得るあるがごとく　
輝かずして諸物を明かす

吉左衞門 2004年 樂美術館

121 焼貫黒樂茶碗  銘 一犂雨 吉左衞門 2005年 樂美術館

122 焼貫黒樂茶碗　銘 瞪目視霄漢 吉左衞門 2005年 佐川美術館

123 トポグラフ「瞪目視霄漢」 高谷史郎 2012年 佐川美術館

124 焼貫黒樂茶碗 吉左衞門 2012年 東京国立近代美術館

125 焼貫茶入 吉左衞門 1990年 樂美術館

126 焼貫茶入 吉左衞門 1990年 東京国立近代美術館

127 焼貫茶入 吉左衞門 1990年

128 焼貫茶入  銘 青鷹 吉左衞門 2006年 樂美術館

129 焼貫茶入  銘 蓑笠 吉左衞門 2006年 佐川美術館

130 焼貫茶入  銘 縞青 吉左衞門 2008年 佐川美術館

131 焼貫茶入 吉左衞門 1992年 京都国立近代美術館

132 焼貫茶入  銘 乾闥婆 吉左衞門 2011年

133 焼貫茶入  銘 青鸞 吉左衞門 2009年 樂美術館

134 焼貫茶入  銘 竜蛇 吉左衞門 2009年 佐川美術館

135 焼貫茶入  銘 迦楼羅 吉左衞門 2009年 佐川美術館

136 焼貫水指  銘 鞄 吉左衞門 1990年 東京国立近代美術館

137 焼貫水指 吉左衞門 1990年

138 フランス焼締象脚花入　銘 普賢 吉左衞門 2009年 樂美術館

140 フランス焼締花入  銘 南無 吉左衞門 2009年 京都国立近代美術館

141 フランス焼締花入　銘 軍荼利 吉左衞門 2010年 樂美術館

142 Derrière le séchoir à tabac 吉左衞門 2010年 佐川美術館

143 フランス焼締花入 吉左衞門 2010年 京都国立近代美術館

144 Derrière le séchoir à tabac 吉左衞門 2010年 佐川美術館

145 フランス RAKU茶碗 吉左衞門 2007年 佐川美術館

146 Derrière le séchoir à tabac 吉左衞門 2010年

147 フランス RAKU茶碗 吉左衞門 2009年 佐川美術館

148 Derrière le séchoir à tabac 吉左衞門 2010年 佐川美術館

149 フランス RAKU茶碗 吉左衞門 2010年 京都国立近代美術館

150 シリーズ 盌
African Dream  銘 大地の朝

吉左衞門 2008年

151 BUNA 吉左衞門 2013年

152 シリーズ 盌
African Dream  銘 精霊の炎

吉左衞門 2008年

153 シリーズ 盌
African Dream  銘 司祭の冠

吉左衞門 2008年

154 BUNA 吉左衞門 2013年

155 シリーズ 盌
African Dream  銘 大地の雨

吉左衞門 2008年

156 BUNA 吉左衞門 2013年

157 焼貫黒樂茶碗 吉左衞門 2013年

158 焼貫黒樂茶碗 吉左衞門 2014年

159 焼貫黒樂茶碗 吉左衞門 2015年

出品作品リスト

会場：京都国立近代美術館

会期：2016 年 12 月17 日（土）～ 2017 年 2 月12 日（日）

主催＝京都国立近代美術館、東京国立近代美術館、NHK 京都放送局、
　　　NHKプラネット近畿、京都新聞、日本経済新聞社
後援＝京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会
協賛＝日本写真印刷
特別協力＝樂美術館、国際交流基金
協力＝あいおいニッセイ同和損保

※リストの番号は、会場の作品番号と一致しますが、展示順とは一致しませんので、ご了承くださ
い。

※会期中、一部展示替があります。展示期間の記載がないものは全期間展示されます。
※図録に掲載されている No. 34, 41, 83, 87, 93,        は東京会場のみの出品です。 139



26 黒樂茶碗  銘 不是 二代 常慶 17世紀初

27 香炉釉井戸形茶碗 二代 常慶 17世紀初 樂美術館

28 香炉釉獅子香炉 二代 常慶 17世紀初 樂美術館

29 黒樂茶碗  銘 木下 三代 道入 17世紀 樂美術館

30 ◎ 黒樂茶碗  銘 青山 三代 道入 17世紀 樂美術館

31 黒樂茶碗  銘 升 三代 道入 17世紀

32 黒樂茶碗  銘 荒磯 三代 道入 17世紀

33 黒樂茶碗  銘 寿老人 三代 道入 17世紀

35 赤樂茶碗  銘 寒菊 三代 道入 17世紀

36 赤樂筒茶碗  銘 山人 三代 道入 17世紀 樂美術館

37 赤樂茶碗  銘 僧正 三代 道入 17世紀 樂美術館

38 二彩鶴首花入 三代 道入 17世紀 樂美術館

39 黒樂茶碗  銘 村雲 本阿弥光悦 17世紀 樂美術館

40 ◎ 黒樂茶碗  銘 雨雲 本阿弥光悦 17世紀 三井記念美術館

42 ◎ 赤樂茶碗  銘 乙御前 本阿弥光悦 17世紀

43 赤樂筒茶碗  銘 弁財天 本阿弥光悦 17世紀

44 ◎ 赤樂茶碗  銘 加賀 本阿弥光悦 17世紀 承天閣美術館

45 白樂茶碗  銘 冠雪 本阿弥光悦 17世紀 樂美術館

46 樵之絵黒樂茶碗  銘 山里 四代 一入 17世紀 樂美術館

47 赤樂茶碗  銘 つるし柿 四代 一入 17世紀 樂美術館

48 赤樂獅子香炉（赤黒一双のうち） 四代 一入 17世紀 樂美術館

49 黒樂獅子香炉（赤黒一双のうち） 五代 宗入 17-18世紀 樂美術館

50 黒樂茶碗  銘 梅衣 五代 宗入 17-18世紀 樂美術館

51 黒樂茶碗  銘 亀毛 五代 宗入 17-18世紀 樂美術館

52 赤樂平茶碗  銘 海原 五代 宗入 17-18世紀 表千家不審菴

53 黒樂筒茶碗  銘 ヒヒ 六代 左入 1733年 樂美術館

54 赤樂茶碗  銘 毘沙門 六代 左入 1733年 樂美術館

55 赤樂茶碗 七代 長入 18世紀 樂美術館

56 亀之絵黒樂茶碗  銘 萬代の友 八代 得入 18世紀 樂美術館

57 黒樂茶碗  銘 巌 九代 了入 18世紀末

58 白樂筒茶碗 九代 了入 19世紀初 樂美術館

59 赤樂茶碗  古稀七十之内 九代 了入 1825年 樂美術館

60 不二之絵黒樂茶碗 十代 旦入 19世紀 樂美術館

61 赤樂茶碗  銘 秋海棠 十代 旦入 19世紀 樂美術館

62 黒樂茶碗  銘 入舟 十一代 慶入 19世紀

63 貝貼浮文白樂茶碗  銘 潮干 十一代 慶入 19世紀 樂美術館

64 鵞鳥大香炉 十一代 慶入 19世紀 樂美術館

65 赤樂茶碗  家祖年忌 十二代 弘入 1890年 樂美術館

66 黒樂茶碗  銘 羅漢 十二代 弘入 20世紀初

67 黒樂茶碗  銘 八千代　追銘 花筵 十三代 惺入 20世紀 樂美術館

68 黒樂茶碗  銘 若草 十三代 惺入 20世紀 樂美術館

69 八景絵象耳花入 十三代 惺入 20世紀 樂美術館

70 黒樂茶碗  銘 林鐘 十四代 覚入 1959年 樂美術館

71 富士之絵黒樂茶碗  銘 晨明 十四代 覚入 1962年 樂美術館

72 赤樂茶碗  銘 樹映 十四代 覚入 1975年 樂美術館

73 赤樂茶碗  銘 杉木立 十四代 覚入 1972年

74 色釉流水文赤樂平茶碗　銘 綵衣 十四代 覚入 1963年 樂美術館

75 赤樂茶碗  銘 笑尉 十四代 覚入 1965年

76 真砂釉栄螺水指 十四代 覚入 1957年 樂美術館

77 黒樂茶碗  銘 三星在隅 吉左衞門 2004年 樂美術館

78 黒樂茶碗  銘 夜起対月 吉左衞門 2007年 佐川美術館

79 赤樂茶碗  銘 野桃 吉左衞門 2013年 樂美術館

80 皪釉樂茶碗  銘 梨花 吉左衞門 1998年 樂美術館

81 赤樂茶碗 篤人（次期十六代） 2016年

82 黒樂茶碗 篤人（次期十六代） 2012年

84 銹絵染付松図茶碗 尾形乾山 17-18世紀

85 東山名所図屛風　 16世紀 細見美術館 12/17~1/15

86 東山名所図屛風 16世紀 国立歴史民俗博物館 1/17~2/12

88 ◎ 舞楽図屛風 俵屋宗達筆 17世紀 醍醐寺 12/17~1/9

89 月梅下絵和歌書扇面 本阿弥光悦書、俵屋宗達下絵 17世紀 細見美術館 1/17~2/12

90 萩薄下絵和歌書扇面 本阿弥光悦書、俵屋宗達下絵 17世紀 細見美術館 12/17~1/15

91 忍草下絵和歌巻断簡 本阿弥光悦書、俵屋宗達下絵 17世紀 細見美術館 1/17~2/12

92 蓮下絵百人一首和歌巻断簡 本阿弥光悦書、俵屋宗達下絵 17世紀 樂美術館

94 柳図香包 尾形光琳筆 18世紀 細見美術館 1/17~2/12

95 焼貫黒樂茶碗  銘 月朧明 吉左衞門 1986年

96 焼貫樂茶碗  銘 白駱 吉左衞門 1986年 樂美術館

97 焼貫黒樂茶碗  銘 翺翔天際 吉左衞門 1988年

98 焼貫黒樂茶碗  銘 暘谷 吉左衞門 1989年

99 焼貫黒樂筒茶碗  銘 我歌月徘徊 吉左衞門 1990年 樂美術館

100 焼貫黒樂茶碗　銘 月華千峰 吉左衞門 1990年 東京国立近代美術館

101 焼貫黒樂茶碗  銘 砕動風鬼 吉左衞門 1990年 樂美術館

102 焼貫黒樂筒茶碗　銘 瘦蛟舞 吉左衞門 1991年

103 焼貫黒樂茶碗  銘 老鴞 吉左衞門 1992年 樂美術館 （4Ｆに展示）

104 トポグラフ「老鴞」 高谷史郎 2012年 佐川美術館 （4Ｆに展示）

105 焼貫黒樂茶碗  銘 吹馬 吉左衞門 1993年 樂美術館

106 トポグラフ「吹馬」 高谷史郎 2012年 佐川美術館

107 焼貫黒樂茶碗  銘 女媧 吉左衞門 1993年 樂美術館

108 焼貫黒樂筒茶碗  銘 天阿 吉左衞門 1993年 樂美術館

109 焼貫黒樂筒茶碗  銘 白暁 吉左衞門 1999年 京都国立近代美術館

110 焼貫黒樂茶碗
銘 峨々幽晦　黒きこと他になく　
山の如く孤生して固の雄たらん

吉左衞門 2001年 樂美術館

111 シリーズ 夜の航海
焼貫黒樂茶碗　銘 舟中夜起

吉左衞門 2002年 佐川美術館

112 シリーズ 夜の航海
焼貫黒樂茶碗　銘 桂舟

吉左衞門 2003年 佐川美術館

113 焼貫黒樂茶碗　銘 望湖樓醉 吉左衞門 2003年 佐川美術館

114 涔雲に浮かんでⅠ
焼貫黒樂茶碗
銘 涔雲は風を涵して谷間を巡る
悠々雲は濃藍の洸気を集めて浮上し

吉左衞門 2003年 樂美術館

115 涔雲に浮かんでⅡ
焼貫黒樂茶碗
銘 黒銅の雲は陰気を胎んでゆるり降下する
ゆらなびく雲旗をおしたて

吉左衞門 2003年 佐川美術館

116 涔雲に浮かんでⅢ
焼貫黒樂茶碗
銘 雲船に乗りて山界を巡らん　眼下蒼茫白雲に煙る

吉左衞門 2003年

117 巌上に濡洸ありⅠ
焼貫黒樂茶碗
銘 白雲の中を登れば　巌急に迫り出して万仞
洸りのやや明かりをもって頂き近きを知る

吉左衞門 2004年 佐川美術館

118 巌上に濡洸ありⅢ
焼貫黒樂茶碗　
銘 巌裂は苔の露路  老いの根を嚙み

吉左衞門 2004年 樂美術館

119 巌上に濡洸ありⅣ
焼貫黒樂茶碗
銘 幾条もの洸の道を雲根に刻む

吉左衞門 2004年 佐川美術館




