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《予感》1963 年 油彩・キャンバス 

 

2. 常設展 

「岡本太郎の なんだ、これは！」展 

 

会 期 2015年 7月 9日(木)～ 10月 4日(日) 

開催日数 76日 

観 覧 料 一般 500（400）円、高大学生・65歳以上 300（240）円、 

中学生以下無料 

※カッコ内は 20名以上の団体料金 

※企画展開催期間中は、企画展とのセット料金に変わります 

出品点数 100点 

担 当 者 佐々木秀憲 

 

【開催趣旨】 

岡本太郎は、作品を通して、私たちに何を伝えたかったのでしょう。岡本は芸術について、「芸術ってのは判断

を超えて、『なんだ、これは！』というものだけが本物なんだ」(岡本敏子編著『芸術は爆発だ！ 岡本太郎痛快

語録』小学館文庫、1999年)と語っています。これは、芸術には、心に湧き起こる純粋な驚きのようなものが重要

であることを述べたものであると考えられます。また、岡本は、著書『私の現代芸術』(1963 年)において、作品

が「具体的に語りかけ、内容の重みをもって社会にコミュニケートする」ことの大切さ、そして作品の持つ意味・

内容・思想の大切さについて述べています。したがって、私たちが、「なんだ、これは！」という純粋な驚きと、

「何を伝えようとしているのだろう」という興味・関心をもって接するとき、岡本太郎の作品は、多くのことを

雄弁に語り始めてくれるに違いありません。 

本展では、先入観や予備知識から一旦離れて、岡本太郎のように「なんだ、これは！」の精神で改めて作品に

臨んで頂くことにより、岡本芸術に新たな一面を見出して頂こうとする試みです。 

 

【出展作品リスト】  
 
No. 作家名 作品名 材質･技法 制作年 

1 岡本太郎 邂逅 繊維強化プラスティック 1971 

2 岡本太郎 予感 油彩・キャンバス 1963 

3 岡本太郎 二人 油彩・キャンバス 1948 

4 岡本太郎 森の掟 油彩・キャンバス 1950 

5 岡本太郎 歩く人 油彩・キャンバス 1952 

6 岡本太郎 哄笑 油彩・キャンバス 1972 

7 岡本太郎 散歩 油彩・キャンバス 1980 

8 岡本太郎 渾沌 ブロンズ 1962 

9 岡本一平 天下泰平 墨、彩色・紙 不詳 

10 岡本一平 漱石八態 墨・紙 不詳 

11 岡本太郎 母の手紙 書籍・初版 1940 

12 岡本かの子 観音経 コロタイプ印刷 1940 

13 岡本一平 高橋是清像 墨・紙 不詳 

14 岡本太郎 誇り 繊維強化プラスティック 1961 

15 岡本太郎 空間 シルクスクリーン 1973 

16 岡本太郎 赤 シルクスクリーン 1974 

17 岡本太郎 生成 シルクスクリーン 1974 

18 岡本太郎 エクセホモ シルクスクリーン 1974 

19 岡本太郎 記念撮影 リトグラフ 1975 

20 岡本太郎 炎 リトグラフ 1976 
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21 岡本太郎 装える戦士 リトグラフ 1975 

22 岡本太郎 呼ぶ リトグラフ 1976 

23 岡本太郎 まひる リトグラフ 1975 

24 岡本太郎 アドレッサン 油彩・キャンバス 1961 

25 岡本太郎 歓喜 油彩・キャンバス 1963 

26 岡本太郎 建設 油彩・キャンバス 1956 

27 岡本太郎 二つの顔 油彩・キャンバス 1957 

28 岡本太郎 訣別 油彩・キャンバス 1973 

29 岡本太郎 赤のイコン 油彩・キャンバス 1961 

30 岡本太郎 具現 油彩・キャンバス 1961 

31 岡本太郎 悲しい動物 油彩・キャンバス 1966 

32 岡本太郎 ゆったり 布・木   

33 岡本太郎 風 木版 1970 

34 岡本太郎 山羊焼き（沖縄・石垣島） ゼラチン・シルバー・プリント 1959 

35 岡本太郎 オシラさま（青森県八戸） ゼラチン・シルバー・プリント 1962 

36 岡本太郎 イザイホー（沖縄・久高島） ゼラチン・シルバー・プリント 1966 

37 岡本太郎 拝所（沖縄・石垣島） ゼラチン・シルバー・プリント 1959 

38 岡本太郎 太陽の塔 繊維強化プラスティック 1970 

39 岡本太郎 天空に我あり 油彩・キャンバス 1967 

40 岡本太郎 双子座 油彩・キャンバス 1972 

41 岡本太郎 二人 油彩・キャンバス 1985 

42 岡本太郎 サカナ 油彩・キャンバス 1973 

43 岡本太郎 ひもの椅子 木、ロープ 1967 

44 岡本太郎 動物 コンクリート 1959 

45 岡本太郎 坐ることを拒否する椅子 陶磁（1998年再制作） 1963 

46 岡本太郎 駄々っ子 繊維強化プラスチック 1969 

47 岡本太郎 手の椅子 繊維強化プラスチック 1967 

48 岡本太郎 躍進 繊維強化プラスチック 1972 

49 岡本太郎 マスク 繊維強化プラスチック 1970 

50 岡本太郎 花びらの椅子 繊維強化プラスチック 1970 

51 岡本太郎 飛行船模型 繊維強化プラスチック 1973 

52 岡本太郎 遊び 合板、金属 1967 

53 岡本太郎 ひもの椅子 木、ロープ 1967 

54 岡本太郎 顔の椅子 木 1953 

55 岡本太郎 まつげ ガラス 1978 

56 岡本太郎 顔のグラス ガラス 1976 

57 岡本太郎 手の灰皿 ガラス 1979 

58 岡本太郎 梵鐘・歓喜 ブロンズ 1965 

59 岡本太郎 リョウラン 繊維強化プラスティック 1989 

60 岡本太郎 樹霊 I 繊維強化プラスティック 1970 

61 岡本太郎 ノン 繊維強化プラスティック 1970 

62 岡本太郎 女神像 繊維強化プラスティック 1979 

63 岡本太郎 若い時計台 アルミニウム 1966 

64 岡本太郎 赤い手 繊維強化プラスティック 1981 

65 岡本太郎 青い手 繊維強化プラスティック 1981 

66 岡本太郎 黒い顔 繊維強化プラスティック 1968 

67 岡本太郎 樹人 繊維強化プラスチック 1971 

68 岡本太郎 曙 陶器 1981 



 

 34 

69 岡本太郎 飛翔 陶器 1977 

70 岡本太郎 雷神 陶器 1977 

71 岡本太郎 歓喜 陶器 1977 

72 岡本太郎 れんげの大鉢 陶器 1987 

73 岡本太郎 四面の壺 陶器 1980 

74 岡本太郎 水差し男爵 ガラス 1977 

75 岡本太郎 緑の太陽 ガラス 1969 

76 岡本太郎 男の子・女の子 陶 不詳 

77 岡本太郎 太郎の手の時計 繊維強化プラスチック 1972 

78 岡本太郎 午後の日 ブロンズ 1967 

79 岡本太郎 神話 白銅 1980 

80 岡本太郎 顔 バッグ 1978 

81 岡本太郎 喜(金） 紙・木 1984 

82 岡本太郎 喜(銀） 紙・木 1984 

83 岡本太郎 まひる 紙・木 1950 

84 岡本太郎 月夜 紙・木 1950 

85 岡本太郎 未来を拓く ブロンズ 1967 

86 岡本太郎 人間ボトル 陶磁 1985 

87 岡本太郎 花びら ガラス 1968 

88 岡本太郎 顔のプレート(青)(赤) ガラス 1976 

89 岡本太郎 顔 陶器 1952 

90 岡本太郎 ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念ﾒﾀﾞﾙ ブロンズ 1972 

91 岡本太郎 出発 ＪＲ記念メダル 金 1987 

92 岡本太郎 花ひらく（マグカップ） 陶 1977 

93 岡本太郎 輝く手 銀 1986 

94 岡本太郎 いのち アルミニウム 1986 

95 岡本太郎 手の椅子（ミニチュア） 陶磁 1986 

96 岡本太郎 国際眼科学会記念メダル 銅 1978 

97 岡本太郎 フランス造幣局メダル 銀、金鍍金 1986 

 


