
1 竹林煎茶図 潘 振ヨウ 紙本著色 一幅
2 幽居待友図 戴 熙 紙本墨画淡彩 一幅
3 清渓閑居図 秦 炳文 紙本淡彩 一幅 清・己巳（1869）
4 臨流問話図 呉 滔 紙本墨画 一幅
5 清泉聴聲図 銭 厓 紙本淡彩 一幅 中華民国・戊辰（1928）
6 秋巖晩翠図 蕭 俊賢 紙本淡彩 一幅 中華民国・辛巳（1941）
7 松濤竹韵図 呉 穀祥 紙本著色 一幅
8 竹谿老屋図 呉 昌碩 紙本墨画 一幅 中華民国・乙卯（1915）
9 晩秋澄江図 賀 良樸 紙本淡彩 一幅
10 夕照秋濤図 姚 華 紙本淡彩 一幅
11 白雲渓橋図 溥 キン 紙本墨画 一幅
12 秋山茆屋図 溥 儒 紙本著色 一幅
13 秋林帰居図 張 石園 紙本淡彩 一幅 中華民国・乙丑（1925）
14 扶 訪友図 兪 剣華 紙本淡彩 一幅 中華民国・己卯（1939）
15 茅屋待友図 鄭 午昌 紙本淡彩 一幅
16 歳寒三友図 申 石伽 紙本淡彩 一幅
17 江雪茆屋図 銭 松嵒 紙本淡彩 一幅
18 湖東勝景図 賀 天健 紙本淡彩 一幅
19 蒼松碧渓図 胡 佩衡 紙本著色 一幅
20 幽人尋詩図 祁 大キ 紙本淡彩 一幅
21 黄山飛瀑図 許 士騏 紙本淡彩 一幅
22 李 義弘 紙本著色 一幅
23 山水図 翁 同ワ 紙本墨画 一幅
24 孤亭脩竹図 沈 唐 紙本淡彩 一幅
25 山水図 張 大千 紙本墨画 一本
26 山水図 溥 儒 紙本著色 一本
27 松鶴図 劉 子久 紙本淡彩 一本
28 秋山坐道図 陳 定山 紙本著色 一本

清末～中華民国初期（20世紀初）
中華民国・乙亥（1935）
中華民国・戊辰～己巳（1928～29）

中華民国・丙寅（1926）

中華民国・甲申（1944）

清時代（19世紀中頃～20世紀初）

中華民国・甲申（1944）

中華民国・癸亥（1923）

中華民国・戊子（1948）
中華民国時代（20世紀前半～中頃）

中華民国～現代（20世紀中頃～後半）

清・癸未（1883）

中華民国・乙酉（1945）

清時代末（19世紀中頃～後半）
中華民国・乙卯（1915）

清・己卯（1879）

中華民国・己巳（1929）

中華民国・庚午（1930）
中華民国時代（20世紀前半～中頃）

癸亥（1983）
中華民国・丙戌（1946）
中華民国・乙酉（1945）

29 紫泥　茶銚 一口 清時代
30 梨皮泥　茶銚 一口 清時代
31 朱泥　茶銚 一口 清時代 「三友居」刻銘
32 朱泥　茶銚 一口 清時代
33 紫泥　茶銚 二口 清時代 「孟臣」刻銘・「水平」印款
34 紫泥　茶銚 一口 清時代 「邱園依緑水留珮製」刻銘
35 青花　天馬文茶碗 五口 明～清時代
36 青花　蓮池文茶碗 五口 明～清時代 「大明成化年製」銘
37 青花　捻花文茶碗 十口 明～清時代

工芸

煎茶道具

中国近代絵画

番号　　   　　　作品名　　　  　　　　   員数　　　　　   　　　時代　　　　　　　　　　　　銘ほか

番号　　   作品名　　　　 作者名　　　　   材質　　　　   員数　　　　　　　　　　　　時代

常設展　中国近代絵画と煎茶ー文人の憧れとたしなみー
出陳作品目録

平成 27年 8月 8日 ( 土 )～9月 23日 ( 水・祝 )
会期中展示替えはありません。

「萬豊順記」印款

「伴玉人」銘

「大明成化年製」銘



紫泥　茶銚 二口 清時代 「孟臣」刻銘・「水平」印款
34 紫泥　茶銚 一口 清時代 「邱園依緑水留珮製」刻銘
35 青花　天馬文茶碗 五口 明～清時代
36 青花　蓮池文茶碗 五口 明～清時代 「大明成化年製」銘
37 青花　捻花文茶碗 十口 明～清時代
38 青花　三友文茶碗 十口 明～清時代
39 錫　五花形茶托 五客 清時代
40 錫　茶托 五客 清時代
41 鉄　籠目茶托 五客 明～清時代
42 白泥　三峰炉 一基 清時代 「明月松間照」他印款
43 白泥　三峰炉 一基 清時代
44 白泥　三峰炉 一基 清時代
45 白泥　一文字炉 一基 清時代
46 白泥　三峰炉 一基 清時代
47 白泥　湯罐 (平太利) 一口 清時代
48 白泥　湯罐 一口 清時代
49 赤泥　湯罐（熟柿) 一口 清時代
50 白泥　湯罐（棒手) 一口 清時代
51 白泥　湯罐（椎殻) 一口 清時代
52 白泥　湯罐 (小平太利) 一口 清時代
53 錫　海棠式茶心壺 一口 清時代
54 白磁　水注 一口 清時代
55 銀　水注 一口 明～清時代
56 瓢　杓 一柄 日本近代
57 滑石　建水 一口 唐時代
58 螺鈿　捻花形銚盆 一枚 清時代
59 唐木　梧桐葉形銚盆 一枚 日本近代
60 集木　銚盆 一枚 清時代
61 竹　銚盆 一枚 清時代
62 堆朱　花文碗・托 一組 清時代
63 竹刻　魚樵問答図茶量 一個 明治時代
64 斑竹　茶量 一個 日本近代
65 白磁　巾籠 一個 清時代
66 白玉　巾筒 一口 清時代
67 青花　石榴形水注 一口 明～清時代
68 青玉　炉座 一個 清時代・乾隆60年(1795)
69 白磁印花  華文八角炉座 一個 明～清時代
70 銀　烏鷺頭箸 一組 江戸時代
71 砂張　火箸 一組 日本近代
72 編竹　提梁烏府 一口 明～清時代
73 木根　烏府 一口 清時代
74 竹蜘蛛巣編　烏府 一口 日本近代
75 緑地描更紗　牡丹文袱紗 一枚 清時代
76 唐木　楕円盆 一枚 明治時代
77 斑竹縁　長方盆 一枚 日本近代
78 　箋　梅花氷裂文炉屏 一隻 清時代
79 紅木彫　竹形炉屏 一隻 明治時代
80 器局 一個 清時代

※番号は展示順とは関係ありません。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
※中国近代絵画は、25と26は昭和61年の購入品、その他は定静堂コレクションです。

「大明成化年製」銘
「大明成化年製」銘
「義春点銅」印款
「厳恒遠造」印款

「為」他印款
「協春」印款

「引動清風度山林」印款

伝 売茶翁所持

「趙昆玉制」印款

「竹雲道人」刻銘

「大清乾隆年製」印款

「大清乾隆六十年製」他刻銘

一宮長常作

四代早川尚古斎作

「梅華玉版箋」印款


