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I. 事業報告 
1. 企画展 
「前衛下着道 ―鴨居羊子とその時代 
岡本太郎・今東光・司馬遼太郎・具体美術協会」展 

 
 
会 期 2010 年 4月 17日～7月 4日 
開 催 日 数 67 日 
主 催 川崎市岡本太郎美術館 
ｹﾞｽﾄｷｭﾚｰﾀｰ 室井絵里 
協力・制作 新倉美佳、劇団唐ゼミ☆ 
資 料 提 供 チュニック株式会社 
助 成 芸術文化振興基金 
観 覧 料 一般 800（640）円、高･大学生 600（480）円 

中学生以下 無料 ※カッコ内は 20名以上の団体料金 
入 場 者 数 18,551 名 
1 日 平 均 277 名 
図 録 A5 
ポ ス タ ー B2 
チ ラ シ A4 
出 品 点 数 114 点 
担 当 者 仲野泰生、片岡 香、吉田成志 
 
 
【開催趣旨】 
1950 年代の大阪で、鴨居羊子という一人の女性が新聞記者から下着デザイナーに転身し、「チュニック・COCO」
という会社を作りました。鴨居は白いメリヤス下着しかなかった時代に、カラフルな色彩でナイロンの下着をデ
ザイン。彼女はデザインした下着の初めての発表を個展形式で行い、また新作の発表をダンスホールや劇場で「チ
ュニカショー（下着ショー）」と称して行うなど、従来の下着・ファッション界の常識を次々と覆していきました。
鴨居はこのような斬新な手法で世の中に打って出て、下着から女性の意識革命を行ったのです。 
本展では鴨居羊子と同時代に触発し合った才能ある人たちとの関係も探りながら、多彩な才能を発揮した鴨居
の表現した「言葉」や「絵画」や「下着」を中心に紹介しながら、彼女を励まし、支えてきた小説家・今東光や
司馬遼太郎そしてデザイナー・早川良雄の資料も併せて展示しました。また、鴨居が尊敬し関わった岡本太郎や
写真家・細江英公、井上博道が撮影した鴨居のポートレートや彼女が作った下着や人形たちの写真も併せて紹介。
さらに鴨居の下着ショーの演出にも関わった大阪のアヴァンギャルド・具体美術協会の仕事も紹介しつつ、若い
劇団唐ゼミ☆のメンバーが鴨居羊子とその時代を新たなコラボレーションとしてパフォーマンスを行いました。 
 
 
【主要関連記事・TV・ラジオ放送】 
・「カラフルな作品並ぶ 下着デザイナーの時代展」『神奈川新聞』2010.4.22 
・「前衛的下着デザイナー 鴨居羊子に再脚光」『読売新聞』2010.5.8 
・「下着デザイン展 展示も前衛的に」『読売新聞』2010.5.27 
・「エロスの天使 鴨居羊子がやってきた」雑誌『芸術新潮』2010 年 6月号 
・NHK教育テレビ『新日曜美術館・アートシーン』2010.6.6 放送 9:00～／再放送 20:00～ 
 
 

図録 チラシ 

展示風景 
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【関連事業】 
唐ゼミ☆ × チュニック 
「したぎと中世 ～わたしは驢馬になって下着をうりにゆきたい～」 
日 程 4 月 18日(日)、25日(日)、29日(木・祝)、 
 5 月 2日(日)、23日(日)、30 日(日)  
時 間 各日とも 14:00 と 15:00 の 2回公演・各 30分 
場 所 企画展示室 
料 金 無料（入館料のみ） 
参加人数 各日とも約 50名 
 
 
ゲストキュレーターおよび担当学芸員によるギャラリートーク 
日 程 6 月 6日(日) ゲスト：立花義遼氏 
 6 月 20日(日) 
 7 月 4日(日) 
時 間 各日とも 14:00～ 
場 所 企画展示室 
料 金 無料（入館料のみ） 
参加人数 各日とも約 40名 
 
 
【出品リスト】 
No. 作品名 作家名 制作年／材質、形状 所蔵 

■鴨居羊子 絵画作品他■ 

1 花に埋れて 鴨居羊子 1981 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

2 お別れ 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

3 うたたね 鴨居羊子 1983 年／水彩、紙 個人蔵 

4 さようなら 鴨居羊子 1974 年／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

5 さようなら 鴨居羊子 1977 年／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

6 私のものよ 鴨居羊子 1977 年／ペン、油彩、紙 個人蔵 

7 七夕 鴨居羊子 1977 年／ペン、油彩 個人蔵 

8 どうしたの 鴨居羊子 1977 年／水彩、紙 個人蔵 

9 居ねむり人形 鴨居羊子 制作年不詳／鉛筆、紙 個人蔵 

10 あくび 鴨居羊子 制作年不詳／鉛筆、紙 個人蔵 

11 バスドール 鴨居羊子 制作年不詳／鉛筆、色鉛筆、紙 個人蔵 

12 花盗人（A） 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 個人蔵 

13 悲しい私 鴨居羊子 1990 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

14 リボンリボンリボン 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

15 襟まき（私のものよ） 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

16 キャットガール 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

17 倦怠 鴨居羊子 1976 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

18 わたしのものよ 鴨居羊子 1976 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

19 誕生日 鴨居羊子 1976 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 
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No. 作品名 作家名 制作年／材質、形状 所蔵 

20 みもざ娘 鴨居羊子 1984 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

21 聖母子像 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 個人蔵 

22 喝采 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

23 閉幕 鴨居羊子 1982 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

24 キャット座 鴨居羊子 1981 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

25 ロバのジョキート 鴨居羊子 1977 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

26 ジョンとメリー 鴨居羊子 1977 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

27 楽屋 鴨居羊子 1982 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

28 ペチュニアと猫ウィリー 鴨居羊子 制作年不詳／ガラス着彩 長崎県美術館 

29 あいさつ 鴨居羊子 1978 年／油彩、紙 長崎県美術館 

30 子連れ狼 鴨居羊子 1976 年／ペン、紙 個人蔵 

31 無題 鴨居羊子 制作年不詳／インク、紙 個人蔵 

32 じゃれる猫 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 長崎県美術館 

33 買い物 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 長崎県美術館 

34 家族 鴨居羊子 1983 年／水彩、紙 個人蔵 

35 読書と体操 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 長崎県美術館 

36 花バス 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、紙 長崎県美術館 

37 お出かけ 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 長崎県美術館 

38 ねてばっかり 鴨居羊子 1983 年／鉛筆、水彩、紙 個人蔵 

39 玉まわし 鴨居羊子 1980 年／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

40 疲れた 鴨居羊子 制作年不詳／ガラス着彩 長崎県美術館 

41 サーカス 鴨居羊子 1980 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

42 しっかりね 鴨居羊子 1982 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

43 終演 鴨居羊子 1982 年／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

44 閉幕 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

45 さあ 落ち着いて 鴨居羊子 1978 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

46 クレタの春 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

47 背信 鴨居羊子 1970 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

48 馬跳び 鴨居羊子 1970 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

49 ミス・ヴィーナス 鴨居羊子 1970 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

50 白い光の中で短針のない時計 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

51 無題 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

52 深海女 鴨居羊子 1966 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

53 ロバの道 鴨居羊子 1970 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

54 倦怠 鴨居羊子 1981 年／油彩、木 長崎県美術館 

55 釣り 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、木 個人蔵 

56 自画像 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、貝 長崎県美術館 

57 犬 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、貝 長崎県美術館 

58 捨猫次郎吉 鴨居羊子 1978 年／油彩、木 長崎県美術館 
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No. 作品名 作家名 制作年／材質、形状 所蔵 

59 捨てられた兄弟達 鴨居羊子 1981 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

60 壺猫 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

61 記念撮影 鴨居羊子 1980 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

62 孤独 鴨居羊子 1983 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

63 対立 鴨居羊子 制作年不詳／ペン、紙 個人蔵 

64 バラの雨 鴨居羊子 1977 年／水彩、紙 個人蔵 

65 マリア様 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 長崎県美術館 

66 天使 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、布、木 長崎県美術館 

67 フラアンジェリコ 受胎告知を模して 鴨居羊子 1983 年／油彩、木 司馬遼太郎記念館 

68 失楽園・フラアンジェリコを模して 鴨居羊子 1983 年／油彩、木 司馬遼太郎記念館 

69 タイトル不詳 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、木 個人蔵 

70 天女曼荼羅 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、木 個人蔵 

71 花束 B 鴨居羊子 1981 年／ガラス着彩 長崎県美術館 

72 天使と悪魔 鴨居羊子 1980 年／ガラス着彩、眼鏡 個人蔵 

73 聖母マリア像 聖バラスケヴァ 鴨居羊子 1977 年／ガラス着彩 長崎県美術館 

74 マリア様 鴨居羊子 1981 年／油彩、木 長崎県美術館 

75 天使ちゃん 鴨居羊子 制作年不詳／水彩、紙 長崎県美術館 

76 天使座 鴨居羊子 1983 年／鉛筆、水彩、紙 個人蔵 

77 誕生 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、紙 長崎県美術館 

78 倦怠 鴨居羊子 1982 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

79 思い出 鴨居羊子 1980 年／ガラス着彩 長崎県美術館 

80 草っ原 鴨居羊子 1981 年／ガラス着彩 長崎県美術館 

81 宵の散歩 鴨居羊子 1978 年／油彩、カンヴァス 個人蔵 

82 素描 鴨居羊子 制作年不詳／紙に着彩 個人蔵 

83 素描 鴨居羊子 制作年不詳／紙に着彩 個人蔵 

84 素描 鴨居羊子 制作年不詳／紙に着彩 個人蔵 

85 存在- Les Champs 鴨居羊子 1989 年／糸、布、樹脂 個人蔵 

86 存在（布地スケッチ） 鴨居羊子 1989 年／糸、布、樹脂 長崎県美術館 

87 青春哀し 鴨居羊子 制作年不詳／油彩、カンヴァス 個人蔵 

  

■鴨居羊子 下着、人形他■ 

88 鴨居羊子デザインの下着（36点） 鴨居羊子 制作年不詳／糸、布 個人蔵 

89 鴨居羊子デザインのﾜﾝﾋﾟｰｽ（2点） 鴨居羊子 制作年不詳／紙 個人蔵 

90 サボン・ラ・ブー 鴨居羊子 制作年不詳／石鹸 個人蔵 

91 魔女人形 鴨居羊子 制作年不詳／糸、布、ｽﾊﾟﾝｺｰﾙ他 個人蔵 

92 小太郎人形 鴨居羊子 制作年不詳／糸、布 個人蔵 

93 鴨居羊子製作の人形（4点） 鴨居羊子 制作年不詳／糸、布 個人蔵 

94 チュニック製作の人形（13点） 鴨居羊子 制作年不詳／糸、布 個人蔵 

95 絵葉書（2点）  司馬遼太郎記念館 
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No. 作品名 作家名 制作年／材質、形状 所蔵 

■写真■ 

96 鴨居羊子製作の人形（32点） 細江英公 撮影 1966 年／写真 作家蔵 

97 鴨居羊子ポートレート 細江英公 撮影 撮影年不詳／写真 作家蔵 

98 涙壷 細江英公 撮影 撮影年不詳／写真 作家蔵 

98 鴨居羊子の作る下着（14点） 岡本太郎 撮影 1957 年／写真 川崎市岡本太郎美術館

100 鴨居羊子と鴨居玲、鼻吉 
鴨居羊子の自宅にて（9点） 

井上博道 撮影 1971 年／写真 作家蔵 

  

■映像■ 

101 映画「女は下着で作られる」 1958 年／映画 日本ドキュメントフ
ィルム 

102 第 1回舞台を使用する具体美術展 具体美術協会 1957 年／映像 芦屋市立美術博物館 

103 グタイアートフェスティバル 具体美術協会 1970 年／映像 芦屋市立美術博物館 

   

■具体美術協会作品■ 

104 作品 村上三郎 1958 年／樹脂系絵具、カンヴァス 大阪市立近代美術館 
建設準備室

105 作品 元永定正 1960 年／油彩・小石、カンヴァ
ス・板 

大阪市立近代美術館 
建設準備室

106 1961-1 嶋本昭三 1961 年／油性樹脂系絵具・ガラ
ス、カンヴァス 

大阪市立近代美術館 
建設準備室

107 ミスター ステラ 白髪一雄 1958 年／油彩、和紙・カンヴァス 大阪市立近代美術館 
建設準備室

  

■その他作品、資料■ 

108 茶碗《毘沙門》 今東光 箱書 
八木一夫 作陶

1958 年／陶器 個人蔵 

109 直筆原稿「尾崎士郎の片鱗」 今東光 制作年不詳 個人蔵 

110 映画「お吟さま」台本、ポスター － 1962 年 松竹映画 個人蔵 

111 書《梵青海潮音》 今東光 制作年不詳／軸装 個人蔵 

112 《夜の天台院》 今東光 1955 年／水彩、紙 個人蔵 

113 色紙 司馬遼太郎 1959 年／墨、紙 個人蔵 

114 書籍「微光のなかの宇宙」 司馬遼太郎 1984 年 中央公論社 司馬遼太郎記念館 

 


