
東洋陶磁展示� 展示室２

季節のデザイン―春から夏―
展示期間　平成31年４月２日（火）～６月30日（日）

次回の東洋陶磁展示のご案内
［展示室２］
面取りのかたち

平成31年７月９日（火）～10月14日（祝・月）

　どんな時に季節を感じるでしょうか？
　見るもの、聞こえてくる音、肌で感じること…さま
ざまな場面があるでしょう。やきものには、そんな
一場面をデザインしたものがあります。
　本展覧会では中国陶磁・朝鮮陶磁・日本陶磁のうち、
今の季節にあわせ、春から夏を感じさせるデザイン
のあるやきものを紹介します。
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　明時代・15 ～ 16世紀　径18.5㎝

〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1 TEL0838-24-2400 FAX0838-24-2401
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　景徳鎮窯　明時代・17世紀　高13.9㎝



出品作品一覧　※寄贈者欄の記号は、「TU」浦上敏朗氏（Mr. Toshiro Uragami）及び「MM」松村實氏（Mr. Minoru Matsumura）を示します。

No. 作品名  時代 年代 法量 館蔵品番号 寄贈者
 Title  Dynasty Period Size（cm） Collection number Donor

1 青磁神亭壺　越州窯　Soul-vase with pavillion and figures. Yuezhou ware. 西晋 ３世紀 H.45.4 T337
2 藍三彩宝相華文三足盤　Dish with three legs and stamped lotus flower design.  唐 ８世紀 MD.29.2 T140 （TU）
3 藍三彩鴛鴦文枕　Pillow with stamped mandarin duck design.   唐 ８世紀 H.10.0 T526 
4 白磁鉄班蛾文合子　Box with cover with butterfly design. 五代 10世紀 D.7.9 T168 （TU）
5 三彩花文皿　Dish with molded floral design. 遼 11世紀 MD.24.8 T188 （TU）
6 三彩花文皿　Dish with molded floral design. 遼 11世紀 MD.24.8 T187 （TU）
7 青磁波魚文碗　Bowl with molded design of fish among wave pattern. 北宋 11−12世紀 MD.12.9 T244 （TU）
8 黒釉刻花蓮華文瓶　Vase with carved lotus design.  北宋～金 12世紀 H.28.0 T208 （TU）
9 白地鉄絵牡丹文瓶　Vase with peony design.  北宋～金 12世紀 H.23.0 T252 （TU）
10 三彩花文皿　Dish with carved floral design. 金～元 13−14世紀 MD.13.8 T259 （TU）
11 三彩魚文皿　Dish with carved fish design. 金～元 13−14世紀 MD.15.6 T258 （TU）
12 梅花天目碗　Tea bowl with plum design. 南宋 12−13世紀 MD.14.0 T228 （TU）
13 青磁牡丹唐草文瓶　龍泉窯　Vase with applied peony scroll design. Longquan ware. 南宋～元 13−14世紀 H.25.7 T240 （TU）
14 青磁牡丹文水注　龍泉窯　Ewer with carved peony scroll design. Longquan ware. 元～明 14−15世紀 H.12.1 T270 （TU）
15 青花蓮池文瓶　景徳鎮窯　Vase with lotus pond design. Jingdezhen ware. 元 14世紀 H.23.0 T398 
16 青花牡丹唐草文鉢　景徳鎮窯　Bowl with peony scroll design. Jingdezhen ware. 明・宣徳 1426−1435年 MD.20.8 T412 （MM）
17 五彩鴛鴦文皿　景徳鎮窯　Dish with mandarin duck design. Jingdezhen ware. 明・万暦 1573−1620年 MD.14.8 T415 （MM）
18 法花蓮華文洗　Bowl with lotus spray design. 明 15−16世紀 D.18.1 T261 （TU）
19 法花蓮華文洗　Bowl with lotus spray design. 明 15−16世紀 D.17.8 T262 （TU）
20 法花蓮華文壺　Jar with lotus spray design. 明 15−16世紀 H.16.2 T263 （TU）
21 五彩藻魚文鶏形水注　Rooster-shaped ewer with fish in pond design. 明 16−17世紀 H.8.2 T264 （TU）
22 青花牡丹唐草文鶏形水注　Rooster-shaped ewer with peony scroll design. 明 16−17世紀 H.7.9 T265 （TU）
23 青花藻魚文平鉢　景徳鎮窯　Basin with fish and waterplant design. Jingdezhen ware. 明 17世紀 D.22.9 T284 （TU）
24 五彩梅樹文角瓶　景徳鎮窯　Square vase with plum tree design. Jingdezhen ware. 明 17世紀 H.13.9 T318 （TU）
25 青花梅鴬春字文皿　景徳鎮窯・古染付　Dish with plum tree and japanese bush warbler design. Jingdezhen ware. Kosometsuke type. 明 17世紀 MD.21.0 T296 （TU）
26 青花吹墨蛙文皿　景徳鎮窯・古染付　Dish with frog design. Jingdezhen ware. Kosometsuke type. 明 17世紀 MD.14.0 T305 （TU）
27 青花吹墨蛙文皿　景徳鎮窯・古染付　Dish with frog design. Jingdezhen ware. Kosometsuke type. 明 17世紀 MD.13.9 T306 （TU）
28 青磁瓜形水注　Melon-shaped ewer. 高麗 11−12世紀 H.7.6 T7 （TU）
29 青磁象嵌牡丹文碗　Bowl with inlaid peony design. 高麗 12世紀 MD.14.0 T3 （TU）
30 粉青沙器印花蝶文鉢　Bowl with stamped and inlaid floral motif and butterfly. 朝鮮 15世紀 MD.18.0 T48 （TU）
31 粉青沙器線刻魚文扁壺　Flask with carved fish in pond design. 朝鮮 15世紀 H.22.5 T42 （TU）
32 粉青沙器掻落蓮華文瓶　Bottle with lotus design. 朝鮮 15世紀 H.31.1 T44 （TU）
33 粉青沙器掻落牡丹文扁壺　Flask with carved peony design. 朝鮮 15−16世紀 H.17.4 T43 （TU）
34 白磁象嵌蓮華文碗　Bowl with inlaid lotus design. 朝鮮 15世紀 MD.15.2 T84 （TU）
35 青花梅竹文蛙口角水滴　Water dropper with plum tree and bamboo design. 朝鮮 19世紀 H.6.0 T28 （TU）
36 青花辰砂桃形水滴　Water dropper with floral design. 朝鮮 19世紀 H.6.4 T35 （TU）
37 青花辰砂牡丹文鉢　Bowl with peony design. 朝鮮 19世紀 MD.15.4 T66 （TU）
38 青花辰砂梅鵲文瓶　Bottle with magpie and plum tree design. 朝鮮 19世紀 H.23.2 T67 （TU）
39 色絵牡丹竹文角瓶　Square bottle with peony and bamboo design. 江戸 17世紀 H.16.6 T440 （MM）
40 萩牡丹唐草文手洗　Washbowl with peony scroll design. 江戸・文政７年 1824年 H.36.3  T478 


