
令和2年度　早春展　財団設立70周年記念　細川家四代展ー護立・護貞・護熙・護光ー 永青文庫

出品リスト 2021年2月13日（土）～4月11日（日）

No. 作者名 作品名 時代 所蔵

4階

1 細川護熙 黒茶盌　幽棲 2007年 個人蔵
2 細川護熙 赤茶盌　花宴 2007年 個人蔵
3 細川護熙 白茶盌 2017年 個人蔵
4 細川護熙 大井戸茶盌 2019年　 個人蔵
5 細川護熙 志野茶盌　忘れ雪 2008年 個人蔵
6 細川護熙 古松唐津茶盌　老松 2006年 個人蔵
7 細川護熙 粉引茶盌 2019年　 個人蔵
8 細川護熙 斗々屋茶盌 2016年 個人蔵
9 細川護熙 伊羅保茶盌　 2020年 個人蔵
10 細川護熙 井戸茶盌　 2020年 個人蔵
11 細川護熙 信楽童子像　 2011年 個人蔵
12 細川護熙 信楽陶仏 2007年 個人蔵
13 細川護熙 信楽陶仏 2019年　 個人蔵
14 細川護熙 干支の香合・水滴・筆置 2006～2018年 個人蔵
15 細川護熙 信楽寒山拾得香合 2013年 個人蔵
16 細川護熙 黒楽茶入　 2019年　 個人蔵
17 細川護熙 二曲一隻屏風　衆流截断 2020年 個人蔵
18 細川護熙 二曲一双屏風　老梅図　 2020年 個人蔵
特別出品 細川護熙 雲龍図 2020年 個人蔵

3階

19 細川護立・細川護貞・狩野直喜 絵付 絵付盃 個人蔵
20 細川護立・近衞文麿・細川護貞 絵付 絵付皿 永青文庫蔵
21 細川護貞 黒楽茶碗　夢通路 個人蔵
22 細川護貞 赤楽茶碗　花かたみ 個人蔵
23 細川護貞 絵付 色絵牡丹文茶碗 1969年 個人蔵
24 細川護貞 絵付 色絵菖蒲文茶碗 1969年 個人蔵

25
細川護貞 作
吉羽惣與・吉羽與兵衛 鋳造仕上

九曜紋散釜 1978年 個人蔵

26 細川護貞 絵付 金彩梅文様棗 1965年 個人蔵
27 細川護貞 絵付 金彩龍文棗 1965年 個人蔵
28 細川護貞 絵付 四季草花文水指 1965年 個人蔵
29 細川護貞 竹篭掛花入 個人蔵
30 細川護貞 絵付 藤文角平皿　 個人蔵
31 細川護貞 絵付 籬に朝顔文角平皿　 個人蔵
32 細川護貞 絵付 棹鹿文角平皿　 個人蔵
33 細川護貞 絵付 すすきに月文角平皿 個人蔵
34 細川護貞 絵付 待宵草絵皿 1966年 個人蔵
35 細川護貞 絵付 姫ひまわり絵皿 1966年 個人蔵
36 細川護貞 絵付 芙蓉絵皿 1966年 個人蔵
37 細川護貞 絵付 葉鶏頭絵皿 1966年 個人蔵
38 細川護貞 象嵌花瓶 1970年 個人蔵
39 細川護貞 松竹梅象嵌菓子器 個人蔵
40 細川護光 黒楽茶碗 2020年 個人蔵
41 細川護光 赤楽旅茶碗 2020年 個人蔵
42 細川護光 いらぼ茶碗 2019年 個人蔵
43 細川護光 井戸茶碗 2020年 個人蔵
44 細川護光 信楽壺 2015年 個人蔵

45
細川護光 作
細川椿 絵付

絵付皿 2018年 個人蔵



No. 作者名 作品名 時代 所蔵

2階

46
細川護立 賛
横山大観 絵付
清水六兵衞 作

鉄絵茶碗　遠山無限碧層々 永青文庫蔵

47
細川護立 絵付
永樂妙全 作

乾山写茶碗 永青文庫蔵

48
細川護立 絵付
永樂妙全 作

鉄絵茶碗　松無古今色 永青文庫蔵

49 細川護立 絵付 鉄絵茶碗　遠山無限碧層々 永青文庫蔵
50 細川護立 絵付 鉄絵茶碗 永青文庫蔵
51 細川護立・九条武子 絵付 鉄絵鉢 永青文庫蔵
52 細川護立ほか 絵付 白四方切角手鉢 永青文庫蔵
53 細川護立ほか 絵付 呉須絵付皿 永青文庫蔵
54 細川護立 絵付 鉄絵皿 永青文庫蔵

【次回展のご案内】

初夏展 「心のふるさと良寛 Ⅱ」	 

　会期：2021年4月24日（土）～7月4日(日）

　　　　　前期：4月24日（土）～5月30日（日）　後期：6月2日（水）～7月4日（日）　※前・後期で大幅な展示替をいたします。

永青文庫では、様々な特典をご用意した会員制度を設けております。詳しくは1階受付にお申し付けください。

　【賛助会】 公益財団法人永青文庫の運営趣旨にご賛同いただける方向けの寄付会員制度です。

　【友の会】 永青文庫で開催される展覧会を何度でもお楽しみいただきたい方にお勧めです。


