
美濃陶芸作品集

「美濃陶芸作品永年保存事業」作品リスト



永年保存作品

作品名：志野壺 作品名：ホワイト・コンセプション

作者名：玉置 保夫 作者名：三方 敏行

第１回 昭和６1年度第１回 昭和６1年度



特別永年保存作品 永年保存作品

作品名：三彩花器「豊容」

作者名：人間国宝 加藤 卓男

作品名：花器「赫燿」

作者名：小林 文一

第２回 昭和６２年度第２回 昭和６２年度



永年保存作品

作品名：王の祈り 作品名：鳴海織部木瓜形手鉢

作者名：七代 加藤 幸兵衛 作者名：佐々木 正

作品名：線文緑彩筒陶-Ⅱ

作者名：伊藤 慶二

第３回 昭和６３年度第３回 昭和６３年度



永年保存作品

作品名：萌黄地金欄手魚藻文水指

作者名：人間国宝 故 荒川 豊蔵 作者名：西部 功

作品名：志野一文字文茶垸

作者名：故 五代 加藤 幸兵衛

特別永年保存作品

第４回 平成元年度第４回 平成元年度

作品名：コンプレックス・ウインド



永年保存作品

作品名：淙容の器 作品名：トルコ青波状文花瓶

作者名：近田 精治 作者名：加藤 賢司

第５回 平成２年度第５回 平成２年度



永年保存作品

作品名：花器「緑霧の器」 作品名：大皿鼠志野富嶽雷光

作者名：人間国宝 故 塚本 快示 作者名：若尾 利貞

作品名：白瓷劃花文皿

作者名：古田 英晶

特別永年保存作品

第６回 平成３年度第６回 平成３年度



作品名：色絵釉裏金彩食籠

作者名：人間国宝 故 加藤 土師萌

永年保存作品

作品名：宇宙からのメッセージ

作品名：聖地

作者名：加藤 陽児

作者名：故 安藤 知山

作品名：指

作者名：加藤 洋二

第７回 平成４年度第７回 平成４年度

特別永年保存作品



永年保存作品

作品名：鉄朱釉壺「紅鏡」 作品名：古美濃大壺

作者名：故 水野 愚陶 作者名：安藤 日出武

作品名：鼠志野葦文長角皿

作者名：青山 鉄郎

特別永年保存作品

第８回 平成５年度第８回 平成５年度



特別永年保存作品

作者名：人間国宝 加藤 卓男

永年保存作品

作品名：灰釉彩文「舞」作品名：萠えたつ

作者名：川合 正樹 作者名：安藤 百利行

作品名：碧之器

作者名：安藤 光一

作品名：ラスター彩（虹彩）山の実蝶文長角皿

作者名：故 大橋 桃之輔

作品名：コンポジション

第９回 平成６年度第９回 平成６年度



永年保存作品

作品名：銀河遙 作品名：苦闘する形態Ⅲ-1

作者名：林 正太郎 作者名：中島 晴美

作品名：万葉彩壺

作者名：安藤 博允

第１０回 平成７年度第１０回 平成７年度



特別永年保存作品

作者名：人間国宝 鈴木 藏

作品名：志野扁壷

作者名：人間国宝 加藤 孝造

作品名：粉青瓷紐文花挿

作者名：加藤 掴也

作品名：志野茶盌

作者名：中島 正雄

永年保存作品

作品名：織部組皿 銘 心月

第１１回 平成８年度第１１回 平成８年度



特別永年保存作品 永年保存作品

作品名：木の葉天目茶碗

作者名：加藤 仁

作品名：鉄釉壷

作者名：堀 俊郎

第１２回 平成９年度第１２回 平成９年度



永年保存作品

作品名：虚98-6 作品名：黄瀬戸壷

作者名：故 日根野 作三 作者名：林 恭助

作品名：赤楽茶碗

作者名：伊村 俊見

特別永年保存作品

第１３回 平成１０年度第１３回 平成１０年度



永年保存作品

作品名：志野花器 作品名：粉青瓷輪花組鉢

作者名：故 加藤 清三 作者名：若尾 誠

作品名：志野茶盌

作者名：加藤 正治

特別永年保存作品

第１４回 平成１１年度第１４回 平成１１年度



永年保存作品

作品名：白陶鉢 作品名：Ｍの奏でるメロディー

作者名：故 加藤 十右衛門 作者名：所 貞治

作品名：美濃伊賀花入

作者名：青山 双男

特別永年保存作品

第１５回 平成１２年度第１５回 平成１２年度



永年保存作品

作品名：志野花器 作品名：灰釉彩文器

作者名：故 林 景正 作者名：安藤 工

作品名：黄瀬戸胴紐茶碗

作者名：故 河合 清

第１６回 平成１３年度第１６回 平成１３年度



永年保存作品

作品名：帆 作品名：朝靄

作者名：酒井 博司 作者名：青山 貴秀

作品名：藍色志野花器

作者名：古川 淑恵

第１７回 平成１４年度第１７回 平成１４年度



永年保存作品

作品名：志野丸文壷 作品名：巡

作者名：故 荒川 武夫 作者名：若尾 圭介

作品名：紅白梅角鉢

作者名：故 林 孝太郎

特別永年保存作品

第１８回 平成１５年度第１８回 平成１５年度



永年保存作品

作品名：炭化灰釉花器 銀波 作品名：トリ・花一輪

作者名：加藤 三英 作者名：林 友加

第１９回 平成１６年度第１９回 平成１６年度



特別永年保存作品 永年保存作品

作品名：赤絵鉢

作者名：人間国宝 故 加藤 土師萌

作品名：黙 05

作者名：川上 智子

第２０回 平成１７年度第２０回 平成１７年度



永年保存作品

作品名：織部花器「清流」

作者名：阪口 浩史

作品名：黒陶多面体

作者名：吉田 喜彦

第２１回 平成１８年度第２１回 平成１８年度



永年保存作品

作品名：新月Ⅲ 作品名：ハレの日の器

作者名：人間国宝 加藤 孝造 作者名：中島 克子

作品名：瀬戸黒茶盌

作者名：曽根 洋司

特別永年保存作品

第２２回 平成１９年度第２２回 平成１９年度



特別永年保存作品

作者名：人間国宝 故 荒川豊蔵

永年保存作品

作品名：悠蹟

作者名：加藤 保幸

作品名：Freeze Flame

作者名：塚本 満

作品名：瀬戸黒茶垸

作者名：加藤 委

作品名：青白磁瑞香文皿

第２３回 平成２０年度第２３回 平成２０年度



永年保存作品

作品名：湖畔の夕映え 作品名：立ち上る像

作者名：久野 勝生 作者名：加藤 智也

作品名：天目彩釉大皿

作者名：加藤 明子

第２４回 平成２１年度第２４回 平成２１年度



作品名：志野水指

作者名：人間国宝 加藤 孝造

永年保存作品

作品名：面

作品名：つながるかたち

作者名：小栗 寿賀子

作者名：伊藤 慶二

作品名：緑釉花器

作者名：鈴木 徹

第２５回 平成２２年度第２５回 平成２２年度

特別永年保存作品



永年保存作品

作品名：悠久 作品名：Ｂａｔｉｓｔａ

作者名：猪倉 髙志 作者名：川端 健太郎

作品名：かげを纏うかたち

作者名：安藤 工

第２６回 平成２３年度第２６回 平成２３年度



永年保存作品

作品名：志野壷 作品名：光器

作者名：鈴木 秀俊 作者名：新里 明士

作品名：白化粧線紋大皿

作者名：林 正太郎

第２７回 平成２４年度第２７回 平成２４年度



永年保存作品

作品名：練彩大壷 作品名：朽葉釉華紋花器

作者名：故 各務 鑛三 作者名：田中 孝

作品名：クリスタル硝子皿

作者名：伊藤 秀人

特別永年保存作品

第２８回 平成２５年度第２８回 平成２５年度



永年保存作品

作品名：彩土器 作品名：ふたおり鉢

作者名：冨岡 大資 作者名：桑田 卓郎

作品名：ドットⅡ

作者名：五味 謙二

第２９回 平成２６年度第２９回 平成２６年度



永年保存作品

作品名：静寂 作品名：灰釉花器

作者名：徳田 吉美 作者名：大野 繁保

作品名：器 加飾技法 漆蒔

作者名：加藤 捷信

第３０回 平成２７年度第３０回 平成２７年度



特別永年保存作品

作者名：故 青山 禮三

永年保存作品

作品名：注ぐ形

作者名：松永 泰樹

作品名：抱合Ⅳ

作者名：細川 令子

作品名：山桜の図

作者名：齋木 俊秀

作品名：翡翠（かわせみ）

第３１回 平成２８年度第３１回 平成２８年度



永年保存作品

作品名：青釉花器 作品名：精霊のつどい

作者名：若尾 経 作者名：鴨頭 みどり

作品名：青瓷俎皿

作者名： 東 正之

第３２回 平成２９年度第３２回 平成２９年度



永年保存作品

作品名：夢想 －幻－作品名：白瓷唐草文大皿

作者名：馬場 康貴作者名：人間国宝 故 塚本 快示

作品名：

作者名： 山口 美智江

第３３回 平成３０年度第３３回 平成３０年度

特別永年保存作品



作品名：萌黄金彩仙盞瓶

作者名：故 五代 加藤 幸兵衛

永年保存作品

作品名：赫象

作品名：茶器揃
作者名：安藤 雅信

作者名：故 小林 文一

作品名：嚢18-16nurari/嚢18-17nurari
作者名：伊村 俊見

第３４回 令和元年度第３４回 令和元年度

特別永年保存作品



特別永年保存作品

作者名：人間国宝 故 加藤 土師萌

永年保存作品

作品名：志野茶埦

作者名：林 友加

作品名：碗と方法

作者名：駒井 正人

作品名：吹墨色絵飛鶴文大皿

作者名：横山 拓也

作品名：茶器

第３５回 令和２年度第３５回 令和２年度

作品名：織部四方蓋物

作者名：故 佐々木 正



作品名：緑彩容

作者名：故 青山 貴秀

永年保存作品

作品名：志野茶盌・瀬戸黒茶盌

作品名：Landscape

作者名：打田 翠

作者名：加藤 亮太郎

作品名：cylinder

作者名：青木 岳文

第３６回 令和３年度第３６回 令和３年度



永年保存作品

作品名 : 黒織部茶盌
伊賀耳付水指
伊賀肩衝茶入
織部黒茶盌

作品名：蛻

作者名：林 恭助作者名：松永 圭太

作品名：窯変流光彩鉢

作者名： 故 伊村 彰介

第３７回 令和４年度第３７回 令和４年度


