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碗の世界
展示期間　平成30年（2018）１月２日［火］～５月27日［日］

　碗は、手中におさまるような小さい器ですが、決まった
形のなかに物語があります。
　本歌（オリジナル）をもとに、流行や価値観、集団あるい
は個人のアイデンティティーが反映されやすい器です。
素材である粘土がもつ可塑性が自在に形を作り、また模様
や装飾、釉薬や顔料を選択して施すことで独自性が生ま
れ、人間の考えや社会状況が具現化されます。そのため、

「使う」ということ以外に、所有財や配布財としての価値が
発現し、それを生み出した背景や、それをめぐる物語が生
まれてくるのです。
　それぞれにどのようなドラマがあるのでしょうか。中国・
朝鮮・日本陶磁器の「碗の世界」をお楽しみください。

青磁象嵌牡丹文碗　  高麗時代・12世紀　口径14.0㎝三彩印花碗　唐時代・８世紀　口径10.2㎝



出品作品一覧
No 作品名　  時代 年代  寸法  館蔵品番号 (寄贈者)
 Title  Dynasty/Period Date Size （㎝） Collection number (Donor)
1 黄釉絞胎碗　BOWL : Yellowish-brown glaze, Marbled ware. 唐 8世紀 口径（md.）10.5 Ｔ176（ＴＵ）
2 三彩印花碗　BOWL : Moulded decoration with three-color glaze. 唐 8世紀 口径（md.）10.2 Ｔ177（ＴＵ）
3 青磁碗　BOWL : Celadon. 晩唐 9世紀 口径（md.）15.6 Ｔ382
4 白地黒釉碗　BOWL : Stoneware with white slip and black glaze. 晩唐 9世紀 口径（md.）15.1 Ｔ458
5 褐釉筒形碗　BOWL : Iron-brown glaze. 北宋～金 11 ～ 12世紀 口径（md.）7.5 Ｔ221（ＴＵ）
6 褐釉有蓋碗　BOWL WITH COVER : Iron-brown glaze. 北宋～金 11 ～ 12世紀 口径（md.）8.7 Ｔ220（ＴＵ）
7 青磁印花宝相華文碗　  北宋 11 ～ 12世紀 口径（md.）10.7 Ｔ406
 BOWL : Celadon with impressed Baoxiang-hua scroll design.    （松村實コレクション）
8 青磁印花宝相華文碗　BOWL : Celadon with impressed Baoxiang-hua scroll design. 北宋 12世紀 口径（md.）10.9 Ｔ243（ＴＵ）
9 青磁印花波魚文碗　  北宋 12世紀 口径（md.）12.9 Ｔ244（ＴＵ）
 BOWL : Celadon with molded design of fish amang wave pattern.
10 青磁劃花文碗　  南宋 12世紀 口径（md.）17.5 Ｔ245（ＴＵ）
 BOWL : Celadon decorated inside with carved floral design. Longquan type.
11 禾目天目碗　BOWL : Blownish hare's fur glaze, Nogime Tenmoku type. 南宋 12 ～ 13世紀 口径（md.）11.0 Ｔ226（ＴＵ）
12 梅花天目碗　BOWL : Black glaze with plum design, Baika Tenmoku type. 南宋 12 ～ 13世紀 口径（md.）14.0 Ｔ228（ＴＵ）
13 玳皮天目碗　  南宋 12 ～ 13世紀 口径（md.）11.2 Ｔ223（ＴＵ）
 BOWL : Black-brown glaze with Chinese character design, Taihi Tenmoku type.
14 黒釉茶碗（河南天目）　  宋 12 ～ 13世紀 口径（md.）12.3 Ｔ217（ＴＵ）
 BOWL : Decorated with rust-blown design on a black glaze.
15 紫紅釉碗　BOWL : Bluish opaque glaze.  金～元 12 ～ 13世紀 口径（md.）8.8 Ｔ246（ＴＵ）
16 青磁印花人物文碗　BOWL : Celadon with stamped  figures design. 明 14 ～ 15世紀 口径（md.）14.5 Ｔ274（ＴＵ）
17 青花山水人物文碗　BOWL : Blue and white with design of figure in landscape. 明 17世紀 口径（md.）9.3 Ｔ313（ＴＵ）
18 青花芦雁文筒碗　  明 17世紀 口径（md.）7.6 Ｔ315（ＴＵ）
 CYLINDRICAL BOWL : Blue and white with design of geese in reed.
19 青磁象嵌牡丹文碗　BOWL : Celadon with inlaid peony design. 高麗 12世紀 口径（md.）14.0 Ｔ003（ＴＵ）
20 青磁碗　BOWL : Celadon. 高麗 12世紀 口径（md.）15.0 Ｔ012（ＴＵ）
21 粉青沙器印花花文碗　  朝鮮 15世紀 口径（md.）13.5 Ｔ085（ＴＵ）
 BOWL : Punch'ong ware with stamped and inlaid floral design.
22 白磁象嵌蓮華文碗　BOWL : White porcelain with inlaid lotus design. 朝鮮 15世紀 口径（md.）15.2 Ｔ084（ＴＵ）
23 粉青沙器鉄絵草文碗　  朝鮮 15 ～ 16世紀 口径（md.）16.6 Ｔ065（ＴＵ）
 BOWL : Punch'ong ware with iron decorated on underglaze brushed white slip,plant design.
24 絵唐津茶碗 銘 星月夜　TEA BOWL : Karatsu ware, “Hohi-duki-yo”. 江戸初期 16世紀末～ 17世紀初 口径（md.）12.9×10.8 Ｔ468（染野義信・
      啓子氏夫妻御遺族）
25 萩割俵形茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸前期 17世紀 口径（md.）13.0×13.8 Ｔ487
26 萩茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸前期 17世紀 口径（md.）13.0×12.0 Ｔ518
27 萩茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸前期 17世紀 口径（md.）13.5×12.3 Ｔ481
28 萩檜垣文筆洗形割高台茶碗　 江戸前～中期 17 ～ 18世紀 口径（md.）15.3 Ｔ473
 TEA BOWL WITH NOTCHED FOOT : Hagi ware. 
29 萩割高台茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸前～中期 17 ～ 18世紀 口径（md.）11.9×11.4 Ｔ484
30 萩馬上杯形茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸前～中期 17 ～ 18世紀 口径（md.）12.0 Ｔ476
31 萩茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸前～中期 17 ～ 18世紀 口径（md.）11.3 Ｔ475
32 萩井戸形茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸中期 18世紀 口径（md.）17.0 Ｔ488
33 萩茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸中期 18世紀 口径（md.）12.3 Ｔ483
34 萩富士図割高台茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸後期 19世紀 口径（md.）13.2 Ｔ503
35 萩井戸形茶碗　TEA BOWL : Hagi ware. 江戸後期 19世紀 口径（md.）6.5 Ｔ504


