
工芸展示
表現をみつめて

展示室8

展示期間
令和２年（2020）６月23日［火］〜８月30日［日］
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当館蔵（神田眞道氏・栄子氏寄贈）

表現は作家からのメッセージです。
デザインを構成している形や色彩、模様や配置、
また素材の選択に至るまで、作品には作家の意思
が反映されています。そのため、表現手法をひも
とくことで見え方がかわり、違った側面から同じ
作品を味わうことができます。
本展覧会では、素材の性質とわざ、デザインの

連関に注目して、視覚的な美しさだけではない味
わい深い魅力を紹介します。

〒758‑0074  山口県萩市平安古町586‑1  TEL0838‑24‑2400  FAX0838‑24‑2401

堀尾卓司《ビルディング》（赤間硯）1970年 奥行20.3×幅14.8㎝
当館蔵（堀尾卓司氏寄贈）

次回展示のご案内
［展示室８］
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― 行け、熱き陶の想いよ、黄金の翼に乗って。
令和２年（2020）９月12日［土］〜12月20日［日］



出品作品一覧

１ 三輪龍氣生（12代三輪休雪） 白嶺蓋物 1984 幅（w.）69.0 個人蔵
Miwa Ryūkisyō（12th Miwa Kyūsetsu）White peaks shaped covered box. Private collection

２ 小野寺 玄 燻化練上花生「空」 1997 高（h.）47.0 K‑652（小野寺淳子氏）
Onodera Gen Vase made by carbonized stoneware, Neriage（marbleized）style.“Sky” （Ms.Onodera Atsuko）

３ 小野寺 玄 炭化練上雨天連山図扁壺 1980頃 口径（md.）38.0 K‑653（小野寺淳子氏）
Onodera Gen Vase with design of landscape in rain, Carbonaized stoneware, Neriage（marbleized）style. （Ms.Onodera Atsuko）

４ 鬼丸尚幸 青白磁面取鉢「峰」 2013 幅（w.）53.0 K‑559（鬼丸尚幸氏）
Onimaru Takayuki Bevelled basin with pale blue glaze.“Peak” （Mr.Onimaru Takayuki）

５ 三輪龍氣生（12代三輪休雪） 白萩老梅碗 1983頃 口径（md.）12.5 K‑100（染野義信氏・啓子氏御遺族）
Miwa Ryūkisyō（12th Miwa Kyūsetsu）Shira‑Hagi teabowl with old Japanese apricot tree design. （Mr.Someno Yoshinobu and Ms.Someno Keiko's bereaved family）

６ 荒川豊蔵 梅絵茶碗 1965頃 口径（md.）11.9 K‑066（染野義信氏・啓子氏御遺族）
Arakawa Toyozō Teabowl with Japanese apricot blossoms design. （Mr.Someno Yoshinobu and Ms.Someno Keiko's bereaved family）

７ 加藤土師萌 色絵鉄砂梅松文銘々皿 1965‑1968年頃 幅（w.）22.3×13.9 K‑048（染野義信氏・啓子氏御遺族）
Katō Hajime Set of dish with Japanese apricot blossoms and pine tree design in overglaze iron and enamels. （Mr.Someno Yoshinobu and Ms.Someno Keiko's bereaved family）

８ 清水六兵衛（６代） 銹拗梅茶碗 1965頃 口径（md.）12.2×11.7 K‑180（染野義信氏・啓子氏御遺族）
6th Kiyomizu Rokubē Teabowl with Japanese apricot blossoms design in iron glaze. （Mr.Someno Yoshinobu and Ms.Someno Keiko's bereaved family）

９ 大和保男 白梅文茶碗 2004 口径（md.）12.0 K‑496（大和保男氏）
Yamato Yasuo Teabowl with Japanese apricot blossoms design in salt and natural‑ash glaze. （Mr.Yamato Yasuo）

10 山本 晃 切嵌象嵌接合せ鉢「巌」 1998 径（d.）24.0 M‑004（神田眞道氏・栄子氏）
Yamamoto Akira Box made by heat welding method and  with cutout inlay decoration.“Severe” （Mr.Kanda Shindō and Ms.Kanda Eiko）

11 大和保男 波濤海流文長方陶筥 2005 幅（w.）82.0 K‑510
Yamato Yasuo Rectangle box with ocean current design.

12 堀尾卓司 涛 1970代 奥行（d.）19.1×幅（w.）13.6 A‑008
Horio Takuji Wave shaped inkstone.

13 山本陶秀 備前酒呑 1974頃 口径（md.）6.1×6.0 K‑164
Yamamoto Tōsyū Bizen tumbler with fire marks.

14 松井康成 練上酒呑 1974頃 口径（md.）6.8 K‑169
Matsui Kōsē Marbled tumbler.

15 兼田昌尚 白萩鉄土線文壺 1985 径（d.）43.5 K‑305
Kaneta Masanao Hagi jar with line design in iron glaze.

16 小野寺 玄 炭化焼締線文水指「すだれ」 2004 高（h.）18.0 K‑674（小野寺淳子氏）
Onodera Gen Water jar with line design in charcoal finish and high‑fired.“Bamboo blind” （Ms.Onodera Atsuko）

17 野坂康起 萩伊羅保線文鉢 1999 口径（md.）40.5 K‑415（野坂江月堂）
Nosaka Kōki Hagi‑Irabo style bowl with line design. （Nosaka‑kōgetsudō）

18 清水一二 吹泥金紅線文彩八角器 2007 高（h.）36.5 K‑383（清水一二氏）
Shimizu Ichiji Octagonal vase with sprayed slip decoration and overglaze gold line design. （Mr.Shimizu Ichiji）

19 三輪休和（10代三輪休雪） 萩編笠水指 1973 口径（md.）26.5×20.3 K‑274
Miwa Kyūwa（10th Miwa Kyūsetsu）Sedge hat shaped water jar, Hagi ware.

20 山本 晃 接合せ金銀彩盛器「輝翔」 2014 奥行（d.）31.7 M‑012
Yamamoto Akira Covered plate made by heat welding method with gold and silver decoration.“Brilliant flight”

21 山本 晃 切嵌象嵌接合せ箱「白椿」 2009 幅（w.）25.3 M‑010
Yamamoto Akira Box made by heat welding method and  with cutout inlay decoration.“White camellia”

22 山口 宏 鍛銅くずし角文花入「土の塔」 2009 高（h.）21.5 M‑023（山口フクエ氏）
Yamaguchi Hiroshi Forged bronze flower vase with staggered square design.“Tower of clay” （Ms.Yamaguchi Fukue）

23 山口 宏 鍛銅線象嵌壺「立夏」 2009 高（h.）18.0 M‑024（山口フクエ氏）
Yamaguchi Hiroshi Forged bronze vase with goldfish are swimming in the underwater design by inlay.“First day of summer” （Ms.Yamaguchi Fukue）

24 金子 司 ココロノカケラ 2004 高（h.）127.2 K‑033（金子 司氏）
Kaneko Tsukasa “Piece of heart” （Mr.Kaneko Tsukasa）

25 忰山美知子 蒟醬箱「木陰」 2004 幅（w.）23.5 L‑006（忰山美知子氏）
Kaseyama Michiko Box with kinma（colored‑lacquer inlay）.“Shade of trees” （Ms.Kaseyama Michiko）

26 忰山美知子 蒟醬箱「さくら」 2016 幅（w.）24.3 L‑018（忰山美知子氏）
Kaseyama Michiko Box with kinma（colored‑lacquer inlay）.“Cherry blossoms” （Ms.Kaseyama Michiko）

27 忰山美知子 蒟醬平皿「風式部」 2008 幅（w.）43.5 L‑011（忰山美知子氏）
Kaseyama Michiko Plate with kinma（colored‑lacquer inlay）.“Japanese beautyberry” （Ms.Kaseyama Michiko）

28 加藤重美 堆瓷点文壺 1981 高（h.）49.2 K‑314
Katō Shigemi Vase with string of dot design in transfer‑laminated.

29 堀尾卓司 ビルディング（赤間硯） 1970 奥行（d.）20.3×幅（w.）14.8 A‑005（堀尾卓司氏）
Horio Takuji Inkstone.“Building” （Mr.Horio Takuji）

30 堀尾卓司 すみすり（赤間硯） 1979 奥行（d.）20.2×幅（w.）16.7 A‑006
Horio Takuji Inkstone.“Sumisuri（Inkstone's old Japanese name）”

31 堀尾卓司 双体（赤間硯） 1970代 幅（w）41.7 A‑007（堀尾卓司氏）
Horio Takuji “Pair” （Mr.Horio Takuji）

32 堀尾信夫 瓜研 1985 奥行（d.）15.4×幅（w.）12.8 A‑009（堀尾信夫氏）
Horio Nobuo Melon shaped inkstone. （Mr.Horio Nobuo）

33 堀尾信夫 長方研 1998 奥行（d.）19.9×幅（w.）10.2 A‑010（堀尾信夫氏）
Horio Nobuo Rectangle inkstone. （Mr.Horio Nobuo）

34 日枝玉峯 長方硯 2017 奥行（d.）21.5×幅（w.）15.6 A‑011（個人）
Hieda Gyokuhō Rectangle inkstone. （Private）

番号 作者名 作品名 制作年（西暦） 寸法（cm） 館蔵品番号/所蔵先（寄贈者）
No. Name Title Date Size Collection number/Owner（Donor）


