
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生誕150年　板谷波山   ─ 時空を超えた新たなる陶芸の世界

No. 作品名 時代 寸法 波山年齢

1 葆光彩磁草花文花瓶
ほこうさいじ そうかもん かびん

大正6年（1917） 高26.8cm 45歳

2 葆光彩磁瑞花鳳凰紋様花瓶
ほこうさいじ ずいか ほうおう もんよう かびん

大正12年（1923）頃 高26.5cm 51歳

3 氷華磁葡萄彫文花瓶
ひょうかじ ぶどう ほりもん かびん

昭和5年（1930） 高38.8cm 58歳

4 彩磁蕪小花瓶
さいじ かぶら しょうかびん

明治時代末期〜大正時代初期 高10.9cm 30～40歳頃

5 彩磁玉葱形花瓶
さいじ たまねぎがた かびん

明治30年代 高7.6cm 25～35歳

6 蝶貝名刺皿
ちょうがい めいし さら

大正5年（1916） 長27.6cm 44歳

7 八ﾂ手葉花瓶
 や　       では かびん

明治40年（1907） 高20.5cm 35歳

8 彩磁葡萄文花瓶
さいじ ぶどうもん かびん

大正3年（1914） 高29.8cm 42歳

9 彩磁印甸亜文花瓶
さいじ　 いんであもん　かびん

明治44年（1911） 高33.8cｍ 39歳

10 彩磁ﾏｼﾞｮﾘｶ写菖蒲文皿
さいじ　　　　　　　　　　　うつし しょうぶもん さら

明治時代末期〜大正時代初期 径17.0cｍ 30～40歳頃

11 彩磁ﾏｼﾞｮﾘｶ写苺文皿
さいじ　　　　　　　　　　　うつし いちごもん さら

大正2年（1913） 径18.8cｍ 41歳

12 渦紋結晶釉花瓶
うずもん けっしょうゆう かびん

明治時代末期 高25.0cm 30歳頃

13 彩磁八ﾂ手文手焙
さいじ や　         で もん てあぶり

明治時代末期〜大正時代初期 高21.6cm 30～40歳頃

14 葆光彩磁禽果文花瓶
ほこうさいじ きんかもん かびん

大正3年（1914） 高55.0cm 42歳

15 葆光彩磁鳳凰文大花瓶
ほこうさいじ ほうおうもん おおかびん

大正時代前期 高55.5cm 40歳頃

16 棕櫚葉彫文花瓶
しゅろは ほりもん かびん

大正3年（1914） 高46.2cm 42歳

17 葆光彩磁花卉文花瓶
ほこうさいじ かきもん かびん

昭和3年（1928）頃 高23.4cm 56歳

18 蛋殻磁香爐
たんかくじ こうろ

昭和11年（1936） 径15.0cm 64歳

19 青磁下蕪花瓶
せいじ しもかぶら かびん

昭和15年（1940） 高20.0cm 68歳

20 青磁鳳耳花瓶
せいじ ほうじ かびん

昭和時代前期 高31.3cm 60歳頃

21 窯変磁鶴首花瓶
ようへんじ つるくび かびん

昭和時代前期 高28.3cm 60歳頃

22 彩磁アマリリス文花瓶
さいじ　                                    もん かびん

大正時代中期 高28.0cm 45歳頃

第一章　理想のやきものを求めて

出品リスト

第二章　異国と古典へのまなざし

出品作品はすべて出光美術館蔵です。

2022年9月9日（金）～ 11月6日（日） 出光美術館 門司



No. 作品名 時代 寸法 波山年齢

23 葆光彩磁鸚鵡唐草彫篏模様花瓶
ほこうさいじ おうむ からくさ ちょうがんもよう かびん

大正3年（1914） 高38.6cm 42歳

24 葆光彩磁細口菊花帯模様花瓶
ほこうさいじ ほそくち きっか おびもよう かびん

大正8年（1919年） 高35.5cｍ 47歳

25 葆光彩磁呉洲模様鉢
ほこうさいじ ごすもよう はち

大正5年（1916） 口径26.6cm 44歳

26 彩磁延壽文花瓶
さいじ えんじゅもん かびん

昭和11年（1936） 高34.0cm 64歳

27 彩磁桔梗文水差
さいじ ききょうもん みずさし

昭和28年（1953） 高14.8cm 81歳

28 葆光彩磁珍果文花瓶
ほこうさいじ ちんかもん かびん

大正時代末期〜昭和時代初期 高24.0cm 50～60歳

29 桃香合
もも こうごう

昭和18年（1943） 径5.7cm 71歳

30 小禽香合
しょうきん こうごう

昭和10年代 長9.8cm 65歳頃

31 淡紅磁四方香爐（火舎 北原千鹿）
たんこうじ よほう こうろ　　　                ほや　　　　　きたはらせんろく

昭和11年（1936） 径9.5cm 64歳

32 葆光彩磁草花文花瓶
ほこうさいじ そうかもん かびん

昭和4年（1929） 高30.9cm 57歳

33 辰砂磁延壽文花瓶
しんしゃじ えんじゅもん かびん

昭和15年（1940） 高26.4cm 68歳

34 天目茶碗　銘 命乞い
てんもく ちゃわん　                  いのちご

昭和19年（1944） 口径12.2cm  重量250.7g 72歳

35 観音聖像
かんのんせいぞう

昭和36年（1961） 高20.4cm 89歳

36 彩磁紫陽花水差
さいじ あじさい みずさし

昭和34年（1959） 高13.8cm 87歳

37 彩磁桜草文水差
さいじ さくらそうもん みずさし

昭和30年（1955） 高16.5cm 83歳

38 分琳茶入　銘 龍宮
ぶんりん ちゃいれ　               りゅうぐう

大正12年（1923）頃 高6.9cm　   重量105.6g 51歳頃

39 天目茶盌
てんもく ちゃわん

大正12年（1923） 口径12.3cm　重量291.5ｇ 51歳

40 葆光白磁牡丹彫紋花瓶
ほこうはくじ ぼたん ほりもん かびん

大正11年（1922） 高25.2cm 50歳

41 氷華磁仙桃文花瓶
ひょうかじ せんとうもん かびん

昭和時代前期 高31.0cm 60歳頃

42 淡黄磁扶桑延壽文花瓶
たんおうじ ふそうえんじゅもん かびん

昭和10年（1935）頃 高34.9cm 65歳頃

43 紫金磁珍果彫文花瓶
しこんじ ちんかほりもん かびん

昭和2年（1927） 高43.8cm 55歳

44 椿文茶碗
つばきもん ちゃわん

昭和38年（1963） 口径15.7cm　重量364.3g 91歳

第三章　波山陶芸の完成と挑戦


