報道関係各位

令和 4 年 7 月

MIHO MUSEUM（滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300 館長：熊倉功夫）は、
2022 年（令和 4 年）7 月 9 日（土）～ 8 月 14 日（日）までの期間、夏季特別展
「懐石の器 風炉の季節」
（※1）
、ならびに夏季・秋季特別陳列「中華世界の誕生 ―
新石器時代から漢―」（※2）を事前予約制にて開催いたします。
※1：春季〔3 月 19 日（土）～ 6 月 5 日（日）
〕に引き続き、一部展示替えを行い開催
※2：秋季〔9 月 3 日（土）～ 12 月 11 日（日）
〕も継続して開催

2022 年 夏季特別展

懐 石 の 器

風炉の季節

MIHO コレクションの原点である茶道具
と懐石の器から選りすぐった名品を、懐石
の流れに沿ってご覧いただきます。茶の湯
の中で育まれた深い文化と、もてなしの心
を土台として、日本人の豊かな感性が生み
出してきた懐石の器を、お楽しみください。

1-01

織部瓢絵四方鉢
桃山－江戸時代 17 世紀

2022 年 夏季・秋季特別陳列

中華世界の誕生

―新石器時代から漢―

MIHO コレクションより、新石器時代の赤や黒
の文様をもつ彩陶、殷や周時代に作られた青銅
の器や楽器、春秋・戦国時代以降の金銀象嵌な
どによる新たな色彩的要素や迫力ある動物表現、
国家の体裁を整えていった漢時代の俑などを紹
介します。中華世界が誕生するまでの雄大な営
みの片鱗をお楽しみください。

2-01 鎛（はく） 春秋時代（前 7 世紀）
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2022 年 夏季特別展「懐 石 の 器

風炉の季節」

 会期：7 月 9 日（土）～ 8 月 14 日（日）
 主催：MIHO MUSEUM、京都新聞
 後援：滋賀県、滋賀県教育委員会、NHK 大津放送局、エフエム京都、
帝産湖南交通
 担当学芸員： 東 容子（MIHO MUSEUM 学芸員）
 展示総数： 約 160 件 うち初公開 約 30 件
 展示構成：
第1章
懐石の流れ
第6章
、強肴（預け鉢・酒盗）と漬物鉢
第2章
席入り
第7章
近衞予楽院の茶会記から
第3章
向付の器
第8章
菓子器
第4章
煮物椀
第9章
ガラスの懐石
第5章
焼き物の器
第 10 章 後座
 代表作品（すべて MIHO MUSEUM 蔵）

1-03

1-04

1-02

1-05

1-06

1-07

1-02

芦屋霰巴地紋真形釜・唐銅朝鮮風炉 桃山時代 16 世紀
石見芦屋製 毘沙門堂伝来 益田鈍翁旧蔵
寸松庵敷瓦 江戸時代 瀬戸窯
1-03 乾山色絵竜田川図向付 江戸時代 18 世紀 乾山窯
1-04 絵替草花蒔絵螺鈿平煮椀 永田犮治作 江戸時代 18－19 世紀
1-05 仁清白釉円孔透鉢 江戸時代 17 世紀 御室窯
1-06 乾山錆絵牡丹図角皿 尾形光琳画 江戸時代 18 世紀 乾山窯
1-07 輪花高杯盆 佐野長寛作 1 基 江戸時代 19 世紀
※1-01（P.1）、1-02、1-07 は夏季展のみ展示、それ以外は春季展に引き続き展示
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2022 年 夏季・秋季特別陳列「中華世界の誕生 ―新石器時代から漢―」





会期：7 月 9 日（土）～ 8 月 14 日（日）、9 月 3 日（土）～ 12 月 11 日（日）
担当学芸員： 片山 寛明（MIHO MUSEUM 特任学芸員）
展示総数： 約 100 点
展示構成：
１ 新石器時代
１） 仰韶文化
２）竜山文化
２ 青銅器時代
１） 二里頭文化、斉家文化、辛店文化
２）殷と周
３ 鉄器時代
１） 春秋・戦国時代
２）秦と漢
 代表作品（すべて MIHO MUSEUM 蔵）

2-02 彩陶壺
新石器時代 馬家窯文化
馬家窯類型 初公開

2-03 黒陶高脚杯
新石器時代 龍山
文化前期 初公開

2-04 牌飾 青銅
器時代 二里頭文
化（前 1700-前
1500 年頃）

2-07 牛形鎮
時代

2-05 卣（ゆう）殷時
代後期（前 1200-前
1050 頃）

2-08 亀形香炉
前漢時代初期

2-06 秦公鐘

戦国

周時代

2-09 騎兵俑 前漢時代
（前 206～後 9 年）

2-10 婦人俑

前漢時代
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キャプションの表記について
◊ 作品名、作者名（ある場合）、時代、撮影者名（ある場合）、展示期間（ある場合）、
所蔵者名の表記は必須です。上記以外は、スペースが可能であればご掲載ください。
◊ 本リリース掲載作品はすべて MIHO MUSEUM 蔵です。複数の画像を掲載される場合、所蔵者名
は「すべて MIHO MUSEUM 蔵」などの一括表記でも結構です。
本リリースに掲載の画像データ提供について
◊ 貴媒体に展覧会をご紹介くださる場合に、作品画像データをご希望の際は、MIHO MUSEUM
広報までお問い合わせください。
TEL.0748-82-3411（代）

基 本 情 報
 会場：MIHO MUSEUM
〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300 TEL.0748-82-3411
 入館料：一般 1300 円、高・大生 1000 円、中学生以下 無料
【20 名以上の団体は各 200 円割引】
※事前予約制：下記

お客様へのお願い

をご参照ください。

 開館時間： 午前 10 時～午後 5 時 【入館は午後 4 時まで】
 休館日：月曜日、7/19 日 ※7/18 日は開館
 交通：ＪＲ琵琶湖線「石山駅」より帝産バス MIHO MUSEUM 行 50 分、
お車で新名神「信楽 IC」より約 15 分
 次回予告：2022 年秋季特別展「文明をつなぐもの 中央アジア」
9 月 3 日（土）～ 12 月 11 日（日）

お客様へのお願い
 オンラインによる事前予約：
事前に、当館ホームページより日時指定券付入館チケットの購入をお願いいたします。
• お支払い方法は、クレジットカードまたは d 払いとなります。
• 予約受付は、来館される日の前週の火曜日午前 10 時からとなります。
※ 無料入館（当館友の会会員様、中学生以下のお子様、招待券ご利用、障がい者手帳を
お持ちの方等）の場合、事前予約は不要です。
※ オンライン予約が難しい場合、特定日（ホームページに記載）以外は、当日券の販売
枠もございます。

 レセプション棟 ⇔ 美術館棟の電気自動車（ＥＶ）の運行：
お体の不自由な方、お年を召した方を優先とし、乗車人数を制限して運行いたします。
可能な方は、歩いてご移動くださるようお願いいたします。

 マスクの着用：来館時にはマスクを着用してくださるようお願いいたします。
 レストラン「Peach Valley」（レセプション棟）、喫茶「Pine View」（美術館棟地下 1
階）は、業務内容を縮小して営業いたします。

 その他お願い事項がございます。当館ホームページをご確認の上ご来館ください。
https://www.miho.jp
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MIHO MUSEUM について
■ 自然・建築・美術品が調和した桃源郷
MIHO MUSEUM は 1997 年 11 月に琵琶湖の南、信楽の山中に
誕生しました。建築設計は、パリ・ルーヴル美術館のガラスのピ
ラミッドを設計したことで知られる I.M.ペイ。
枝垂れ桜のプロムナードを通り、銀色に輝くトンネルをくぐると、
吊り橋の向こうに美術館棟が現れる設計は、中国詩に描かれた桃
の花に導かれ洞窟を抜けた先に現れる楽園「桃源郷」をテーマに
しています。
美術館棟は、建築容積の 80％以上を地中に埋設し、建物の上にも
自然を復元しています。
フランス語版のミシュランガイドで「必ず訪れるべき場所」として
三ツ星を獲得しており、2017 年には世界的ブランドのファッショ
ンショーの舞台ともなりました。

美術館棟へ続くトンネルに、枝垂れ桜のピンクが映り込み輝く様子は絶景です。新緑が反射する
緑のトンネル、春分・秋分頃に夕日に染まる黄金のトンネルなど、季節ごとに多くのファンが訪
れます。

■ 展示
所蔵品は、エジプト、ギリシア・ローマ、西アジア、中
央アジア、南アジア、中国、朝鮮、古代アメリカなどの
古代美術と、仏教美術、茶道美術をはじめ、絵画、漆工、
陶磁器などの日本古美術をあわせて約 3,000 件からなり
ます。
北館では、季節により国内外からの出陳を加えて、開館
ごとにテーマ性を持った特別展を開催しています。
南館では、エジプト、西アジア、南アジア、中国・西域
の 4 つのギャラリーで古代美術の名宝を展示しています。

隼頭神像 エジプト
B.C.1295-1213 年頃
仏立像 中央アジア
ガンダーラ 2 世紀後半
期

報道関係のお問い合わせ先

MIHO MUSEUM 学芸部 広報
TEL. 0748-82-3411

FAX. 0748-82-3414

mail:information@miho.jp

〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300

URL. https://www.miho.jp
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