








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第48回　三峰窯の思い出―宮様とやきもの）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 茶碗　銘　裾野春（黄瀬戸青織部覆輪茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和27年（1952） p. 12

2 茶碗　銘　面影（天目釉茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 御制作年不詳 p. 12

3 茶碗　銘　母衣（染付鉄絵熊谷草図茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 13

4 茶碗　銘　冬籠（白釉茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 13

5 茶碗　銘　若竹（青織部釉茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 御制作年不詳 p. 14

6 茶碗　銘　つゝ鳥（黄瀬戸風茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 14

7 茶碗　銘　紅富士（志野風茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 御制作年不詳 p. 15

8 茶碗　銘　不二月（卯の斑釉茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 15

9 茶碗　銘　瑞光（黄飴釉茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和27年（1952） p. 16

10 汲出茶碗　銘　残照（飴釉汲出茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和25年（1950） p. 16

11 汲出茶碗　銘　野分（黄伊羅保釉汲出茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和25年（1950） p. 16

12 汲出茶碗　銘　牧場（青織部釉汲出茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和25年（1950） p. 16

13 湯呑　銘　雪解（卯の斑釉湯呑茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 17

14 大湯呑　銘　五輪（染付湯呑茶碗） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和25年（1950） p. 17

15 栗鼠灰皿（大） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和25年（1950） p. 18

16 栗鼠灰皿（小） 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 18

17 熊谷草灰皿 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和25年（1950） p. 18

18 茶碗　竹馬と子供 秩父宮雍仁親王殿下 一点 昭和26年（1951） p. 17

28 伊羅保茶碗 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和31年（1956） p. 24

29 志野風茶碗　銘　梅花 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和33年（1958） p. 24

30 織部釉茶碗 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和34年（1959） p. 25

31 黄瀬戸風茶碗　銘　行く春 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和35年（1960） p. 25

32 飴釉茶碗　銘　山里 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和38年（1963） p. 26

33 黒釉伊羅保茶碗　銘　朝雨 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和38年（1963） p. 25

34 伊羅保茶碗 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和39年（1964） p. 27

35 瑠璃釉茶碗　銘　老松 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和40年（1965） p. 27

36 白釉瑠璃覆輪茶碗　銘　一声 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和40年（1965） p. 26

37 天目釉白覆輪茶碗　銘　歌石（夜やくらき） 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和41年（1966） p. 28

38 練上げ手茶碗 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和42年（1967） p. 27

39 練上げ手茶碗　銘　夕月夜 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和43年（1968） p. 28



40 練上げ手茶碗　銘　天河 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和43年（1968） p. 29

41 卯の斑釉茶碗 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和44年（1969） p. 30

42 天目釉茶碗（玳皮盞） 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和45年（1970） p. 30

43 伊羅保茶碗　銘　夏乃夜 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和49年（1974） p. 29

44 卯の斑釉平茶碗　銘　青苔 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和49年（1974） p. 30

45 長石釉茶碗　銘　春雪 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和51年（1976） p. 31

46 卯の斑釉茶碗　銘　喜雨 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和51年（1976） p. 31

47 天目釉茶碗　銘　晩夏 高松宮宣仁親王殿下 一点 昭和51年（1976） p. 31

48 鉄絵白釉薬湯呑茶碗 高松宮妃喜久子殿下 一点 昭和31年（1956） p. 32

49 鉄絵流灰釉織部掛け分向付 高松宮妃喜久子殿下 一点 昭和33年（1958） p. 32

50 桜花形灰皿 高松宮妃喜久子殿下 一点 昭和33年（1958） p. 32

51 黄瀬戸風茶碗 高松宮妃喜久子殿下 一点 昭和35年（1960） p. 34

52 箸置　貝津くし 高松宮妃喜久子殿下 十一点 昭和38年（1963） p. 33

53 白磁紅葉文花瓶 高松宮妃喜久子殿下 一点 昭和42年（1967） p. 33

54 鉄絵白釉徳利、ぐい呑 高松宮妃喜久子殿下 二点 昭和45年（1970） p. 34

55 鉄絵灰釉雀香合 高松宮妃喜久子殿下 一点 昭和49年（1974） p. 34

56 俎皿　銘　橋姫、江南 高松宮妃喜久子殿下 六点 昭和51年（1976） p. 35

62 鉄絵渦文茶碗 加藤土師萌 一点 昭和26年（1951） p. 41

63 鉄絵磁器貝香合 加藤土師萌 一点 昭和38年（1963） p. 44

64 瑠璃釉陶硯 加藤土師萌 一点 昭和40年（1965） p. 44

65 葱文大皿 加藤土師萌 一点 昭和5年（1930） p. 45

66 陶板　狐 加藤土師萌 一点 昭和29年頃（1954頃） p. 46

67 孔雀緑鳥文鉢 加藤土師萌 一点 昭和32年（1957） p. 46

68 辰砂呉州碗 河井寬次郎 一点 昭和15年（1940） p. 48

69 草花文湯呑 河井寬次郎 二点 昭和18年（1943） p. 49

70 呉州辰砂花扁壺 河井寬次郎 一点 昭和32年（1957） p. 49

71 鉄絵丸紋蓋物 濱田庄司 一点 昭和10年代 p. 50





































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・各展覧会図録中，作品名や作者，制作年などの表記は，図録発行当時のものです。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録の著作権はすべて宮内庁に属し，本ファイルを改変，再配

布するなどの行為は有償・無償を問わずできません。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録（PDF ファイル）に掲載された文章や図版を利用する場合

は，書籍と同様に出典を明記してください。また，図版を出版・放送・ウェブサイト・

研究資料などに使用する場合は，宮内庁ホームページに記載している「三の丸尚蔵館収

蔵作品等の写真使用について」のとおり手続きを行ってください。なお，図版を営利目

的の販売品や広告，また個人的な目的等で使用することはできません。 

 












