
 No.  作品名

1  色絵 花籠文大皿 日  本  伊万里焼（金襴手様式）  江戸時代 18世紀  個人蔵

2  黄瀬戸 梅花文瓶 日　本  美濃焼  桃山時代 16世紀  個人蔵

3  色絵 鳥梅樹文皿 日　本  伊万里焼（古九谷様式）  江戸時代 17世紀  個人蔵

4  白磁 桜花文木瓜形鉢 日　本  伊万里焼  江戸時代 17世紀  個人蔵

5  色絵 花筏文輪花鉢 日　本  伊万里焼（金襴手様式）  江戸時代 18世紀  個人蔵

6  色絵 桜花籠文皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 17末－18世紀初期  本館蔵 田原コレクション

7  染付 桃文皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 17末－18世紀初期  本館蔵 田原コレクション

8  染付 蝶文花形皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 19世紀  個人蔵

9  染付 牡丹文輪繋皿 日　本  大川内焼　精巧社製  明治10年 （1877）箱書  本館蔵 田原コレクション

10  色絵 鉄線文瓶 日　本  伊万里焼  江戸時代 17世紀  本館蔵 田万コレクション

11  絵唐津 菖蒲文火入 日　本  唐津焼  桃山時代 17世紀  個人蔵

12  色絵 百合文角皿 日　本  尾形乾山（1663－1743）  江戸時代 18世紀  個人蔵

13  七種模様図 日　本  富本憲吉（1886－1963）  昭和3年 （1928）  本館蔵 辻本コレクション

14  色絵 菊花文有蓋香炉 日　本  薩摩焼　堅野系  江戸－明治時代 19世紀  本館蔵 ｳﾝｹﾞﾙﾝ=ｼｭﾃﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞ氏寄贈

15  染付 菊花飾鈕合子 日　本  三川内焼  江戸－明治時代 19世紀  本館蔵 ｳﾝｹﾞﾙﾝ=ｼｭﾃﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞ氏寄贈

16  染付 椿樹文皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 17末－18世紀初期  本館蔵 田原コレクション

17  色絵 水仙文皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 17末－18世紀初期  本館蔵 田原コレクション

18  色絵 唐花文変形皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 17世紀  本館蔵 原晃氏寄贈

19  色絵 唐花文変形皿 日　本  鍋島焼  江戸時代 17世紀  本館蔵 田原コレクション

20  色絵 赤更紗模様皿 日　本  富本憲吉（1886－1963）、九谷  昭和16年 （1941）  本館蔵 辻本コレクション
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 コレクション展

 春爛漫　花咲くやきもの

 ＜第１室＞

 出品リスト

描いたり、彫ったり、形をかたどったり―写実的なものからデザイン化したものまで―古来より花はや

きものの定番意匠として、さまざまに表現されてきました。たとえば日本のやきものでは、春の梅、

桜、秋の菊など季節を感じるさまざまな花が好まれました。それに対し、中国のやきものでは、富貴を

意味する牡丹や、清浄を象徴する蓮など文様がもつ吉祥的意味によってモチーフが選ばれることが少な

くありません。それはあたかも植生分布のように、地域によってあらわされる花の種類に違いがみられ

るのです。そこで本展示では、主に生産地ごとに分けて、収蔵・寄託品を中心とした古今東西のやきも

のを展示いたします。春めく季節、やきものに咲いた花々をお楽しみください。

第1室

Ⅰ. 日本陶磁の花　Ⅱ. 欧州陶磁の花

第2室

Ⅲ. 中国陶磁の花　Ⅳ. 朝鮮陶磁の花　Ⅴ. 東南アジア陶磁の花



21  赤地金彩 花字模様飾皿 日　本  富本憲吉（1886－1963）  昭和31年 （1956）  本館蔵 辻本コレクション

22  赤地金彩 花字模様ブローチ 日　本  富本憲吉（1886－1963）  昭和25年 （1950）  本館蔵 辻本コレクション

23  染付 花字模様飾皿 日　本  富本憲吉（1886－1963）  昭和20年 （1945）  本館蔵 辻本コレクション

24  色絵 花飾蓋付壺 ドイツ  マイセン窯 19世紀末頃  個人蔵

25  色絵 花籠文角皿 オランダか 18世紀  本館蔵 田万コレクション

26  褐釉青白彩 藤文壺 フランス  セーブル窯 1917年  本館蔵 田万コレクション

27  色絵金彩 花文飾壺 イギリス
 グレンジャー社
（ロイヤルウースター窯）

1889－1902  本館蔵 原晃氏寄贈

28  青花 昼顔文瓶 ドイツ  ローゼンタール窯 20世紀  本館蔵 田万コレクション

29  三彩 花文碗 中　国  唐時代　 8世紀  本館蔵 田万コレクション

30  青白磁 蓮唐草文鉢 中　国  景徳鎮窯  北宋時代 11世紀  個人蔵

31  五彩 蓮花文輪花皿 中　国  景徳鎮窯  清時代 17世紀  個人蔵

32  豆彩 蓮花吉祥文杯 中　国  景徳鎮窯　｢大清雍正年製｣銘  本館蔵

33  青花 花唐草文鉢 中　国  景徳鎮窯　｢大明宣徳年製｣銘  本館蔵

34  紅緑彩 牡丹文鉢 中　国  磁州窯系  金時代 12－13世紀  個人蔵

35  翡翠釉黒花 牡丹唐草文瓶 中　国  磁州窯系  明時代 15世紀  個人蔵

36  法花 牡丹文壺 中　国  山西地方  明時代 16世紀  個人蔵

37  青花 捻花文鉢 中　国  景徳鎮窯  明時代 17世紀  本館蔵 山口コレクション

38  五彩 花唐草文皿 中　国  景徳鎮窯  清時代 17世紀  本館蔵 原晃氏寄贈

39  五彩 花鳥文大皿 中　国  漳州窯  明時代 17世紀  個人蔵

40  黄釉 牡丹文鉢 中　国  景徳鎮窯　｢大清嘉慶年製｣銘  本館蔵 武居巧氏寄贈

41  青磁 牡丹文長頸瓶 中　国  龍泉窯  元時代 14世紀

42  青花 八吉祥文高足杯 中　国  景徳鎮窯  明時代　 15世紀  個人蔵

43  豆彩 宝相華文盒 中　国  景徳鎮窯  ｢大清道光年製｣銘  本館蔵 原晃氏寄贈

44  青花 宝相華唐草文鉢 中　国  景徳鎮窯  ｢大清道光年製｣銘  個人蔵

45  青花 宝相華唐草文鉢 中　国  景徳鎮窯  ｢大清同治年製｣銘  本館蔵 原晃氏寄贈

46  豆彩 八吉祥文香炉 中　国  景徳鎮窯  清時代 19世紀  本館蔵 武居巧氏寄贈

47  青花釉裏紅 氷裂文壺 中　国  景徳鎮窯  清時代 18－19世紀  本館蔵

48  青磁象嵌 蓮花文鶴首瓶 朝鮮半島  高麗時代 12世紀  個人蔵

49  青磁 蓮弁文鉢 朝鮮半島  高麗時代 12世紀  本館蔵 田万コレクション

50  青磁 花形盞・托 朝鮮半島  高麗時代 12世紀  本館蔵 田万コレクション

51  青磁 牡丹文鉢 朝鮮半島  高麗時代 12世紀  本館蔵 井関健夫氏寄贈

52  青花 花唐草文碗 ベトナム  莫朝時代 16－17世紀  本館蔵 田万コレクション

53  灰釉褐彩 花唐草文鉢 タイ  サワンカローク窯 15世紀  本館蔵 山西敏一氏寄贈

 青花 花卉文輪花大皿 中　国  景徳鎮窯  清時代 19世紀  本館蔵 田万コレクション

 清時代  同治期（1862－74）

 兵庫・太山寺蔵

 ＜１階　美術ホール＞

 ＜第２室＞

 清時代　雍正期（1723－35）

 明時代　宣徳期（1426－35）

 清時代嘉慶期（1796－1820）

 清時代  道光期（1821－50）

 清時代  道光期（1821－50）


