
  令和3年春季特別展「又玄斎一燈とその時代」　出陳作品目録

番号 作品名 作者・好み等 所蔵者 展示期間

1 赤茶碗　銘三郎 覚々斎作　一燈所持

2 桜狂歌入消息 覚々斎筆 表千家　不審菴 Ａ

3 狂歌入消息　十一郎宛 覚々斎筆 表千家　不審菴 Ｂ

4 消息　奥吉佐宛 覚々斎筆 Ｂ

5 富士画 覚々斎筆　啐啄斎加筆 Ａ

6 老松割蓋茶器 覚々斎好 表千家　不審菴 Ａ

7 竹茶杓　銘もみじ 覚々斎作　 表千家　不審菴 Ｂ

8 蜆子和尚画賛「茶味禅味」 一燈筆 Ａ

9 一行｢不妨実頭｣ 一燈筆 茶道資料館 B

10 渡月橋画賛 一燈筆 Ｂ

11 青竹画賛 一燈筆 Ａ

12 消息　十一月二十三日付　 一燈筆 Ｂ

13 消息　六月二十八日付 一燈筆 Ａ

14 雁香合 仙叟好写　一燈直書 茶道資料館 Ａ

15 竹一重切花入 銘霊鷲山 一燈作 茶道資料館 Ａ

16‐１ 竹尺八花入　銘連山 一燈作 茶道資料館 Ａ

16‐２  鶴首花入 仙叟作写　一燈作 茶道資料館 Ｂ

17 竹釣舟花入　銘住吉丸 一燈作 Ｂ

18 阿波筒花入 一燈好写　玄々斎花押

19 老松茶器 一燈好 茶道資料館 Ａ

20 詩中次 宗旦好写　覚々斎直書　一燈箱書 茶道資料館 Ｂ

21 黒茶碗　銘鉄牛 一燈作 野﨑家塩業歴史館

22 黒茶碗　銘七艸 一燈作

23 赤茶碗　銘遠浦帰帆 一燈作

24 赤茶碗　銘雪晨 一燈作

25 黒茶碗　銘白拈賊 一燈作

26 赤茶碗　銘御津の濱 仙叟作　一燈箱書 茶道資料館

27 赤茶碗　銘突兀　 久田宗全作　一燈箱書

28 竹茶杓　十二ヶ月 一燈作

29 竹茶杓　銘玉の枕 一燈作 狸庵文庫美術館 Ｂ

30 竹茶杓　銘梢のにしき 一燈作 狸庵文庫美術館 Ｂ



31 竹茶杓  銘三郎 一燈作 茶道資料館 Ａ

32 改元箱 一燈好 Ａ

33 横物「閑窓」 竺叟筆 茶道資料館 Ｂ

34 雲鶴画賛 竺叟筆 Ａ

35 烏の子香合　一組 宗全作／宗全作写　竺叟在判　 狸庵文庫美術館

36 寒雲棗 竺叟好　三代中村宗哲作　 Ｂ

37 駒留棗 竺叟好 Ａ

38 一行｢春入千林處々花」 不見斎筆 茶道資料館 Ａ

39 赤茶碗　銘蠣殻 玉水焼・一元作　竺叟箱書

40 消息 狩野宗朴宛 不見斎筆 茶道資料館 Ｂ

41 蛸画賛 仙叟画写　不見斎筆 茶道資料館 Ｂ

42 菊香合 宝鏡寺より不見斎拝領 Ｂ

43 竹茶杓　銘雲雀 不見斎作 Ａ

44 竹茶杓　銘秋夕 不見斎作 Ｂ

45 竹一重切花入 銘頭巾 不見斎作 茶道資料館 Ａ

46 竹二重切花入  銘昔語 不見斎作 茶道資料館 Ｂ

47 茶の花画賛 六閑斎・如心斎合筆 茶道資料館 Ｂ

48 茶漬け飯の文 如心斎筆 野﨑家塩業歴史館 Ｂ

49 一行｢萬歳々々萬々年」 如心斎筆 Ａ

50 一行「地獄非遠仏又目前」 如心斎筆 Ｂ

51 黒茶碗　銘ムリクヒ 如心斎作

52 竹茶杓  銘小町・少将 如心斎作 Ａ

53 大龍和尚頂相 如心斎画・大龍宗丈賛 大徳寺　玉林院 Ａ

54 一行「一爐沈水一盃茶」 大龍宗丈筆 大徳寺　玉林院 Ｂ

55 横物「詠瀧音知春」 大龍宗丈筆 大徳寺　玉林院 Ａ

56 一行「萬歳々々萬々歳」 無学宗衍筆 大徳寺　玉林院 Ｂ

57 つぼつぼ棗 如心斎好 Ａ

58 高台寺小棗（彭祖棗） 三代中村宗哲作 Ａ

59 菊桐蒔絵大雪吹 覚々斎好　三代中村宗哲作 野﨑家塩業歴史館 Ｂ

60 今日庵之歌 速水宗達筆 野﨑家塩業歴史館 Ｂ

61 瓢画賛 速水宗達筆 野﨑家塩業歴史館 Ｂ

62 茶の十徳 速水宗達筆、速水宗筧補遺 野﨑家塩業歴史館 Ａ

63 花橘の記 速水宗達筆 野﨑家塩業歴史館



64 吉妃棗　一対 速水宗達好写　七代中村宗哲作 野﨑家塩業歴史館 Ａ

65 備前焼　鹿香合 速水宗達作 野﨑家塩業歴史館

66 七事式の書 川上不白筆 江戸千家　川上宗雪氏 Ａ

67
竹茶杓　銘一龍

（頭、腹、尾）
川上不白作 江戸千家　川上宗雪氏 Ｂ

68 竹茶杓　銘二葉 川上不白作 Ａ

69 黒茶碗　銘大黒 川上不白作 江戸千家　川上宗雪氏

70 塩笥茶碗 川上不白箱書

71 板本『又玄夜話抜萃』 今日庵文庫

72 横物「花月」 如心斎筆 Ｂ

73 歴代法号 一燈筆 裏千家　今日庵 Ａ

74 一行「池塘春草生」 一燈筆 裏千家　今日庵 Ａ

75 一行「千林雨」 一燈筆 裏千家　今日庵 Ｂ

76 松図 一燈筆 裏千家　今日庵 Ａ

77 一行「無心帰大道」 心瑛宗悦筆 裏千家　今日庵 Ｂ

78 竹置筒花入　銘須磨之山 一燈作 裏千家　今日庵 Ａ

79 赤楽振々水指 一燈好  樂長入作　 裏千家　今日庵

80 赤茶碗　銘花車 一燈作 裏千家　今日庵

81 竹茶杓　銘白梅 一燈作 裏千家　今日庵 Ａ

82 竹茶杓　銘雁 一燈作 裏千家　今日庵 Ｂ

特別出陳

K‐1 一行「今日好晴」 一燈筆 裏千家　今日庵 Ａ

K‐2 一燈花押　 即中斎小書　鵬雲斎在判 裏千家　今日庵 Ａ

K‐3 「是」字彫文八角香合 不見斎好　阿波焼・和泥斎作 裏千家　今日庵

K‐4 備前焼水指　銘遠山 如心斎直書 裏千家　今日庵

K‐5 瀬戸茶入　銘三輪 覚々斎・一燈箱書　 裏千家　今日庵

K‐6 竹茶杓　銘独楽　 竺叟作 裏千家　今日庵 Ａ

K‐7 黒塗尻張棗 一燈在判 裏千家　今日庵 Ａ

　・目録は令和3年春季特別展「又玄斎一燈とその時代」の出陳作品です。

　・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

　・展示内容は事情により一部変更する場合があります。

　※1［A］展示期間4月17日～5月23日　　

   ※2［B］展示期間5月27日～7月5日 　　


