
平成 11 年収集･保存･貸出 

収集作品及び資料一覧 

 

[平成 6 年度]   

    

 作品名及び資料名 作者 備考 

 「起きいでて」 岡本かの子 自筆短冊 

 「アベック銀ブラ買物記」 岡本一平・ かの子合作 原稿 

 「橋本萬佐ヱ門宛毛筆書簡」 岡本かの子 自筆書簡 

 「伊豆の梅に白波たてば」 岡本かの子 自筆短冊 

    

[平成 7 年度]   

    

 作品名及び資料名 作者 備考 

 岡本太郎著作集全 9巻（講談社刊）一式 岡本太郎   

 岡本太郎関連資料   美術手帖他 38 点 

 画集「岡本太郎」(平凡社刊) 岡本太郎   

 岡本太郎関連図書   4 点 

 岡本太郎画集・水彩画入（美術出版社刊） 岡本太郎   

 岡本一平著作 岡本一平 24 点 

 岡本一平関連資料   13 点 

 「ひととせの」 岡本かの子 短冊 

 肉筆漫画建国二千五百年史図鑑     

 かの子・一平合作短冊 岡本一平・ かの子   

 かの子書簡一式 岡本かの子 封書 3通，葉書 3通 

 かの子書簡 岡本かの子 葉書 1通 

 かの子書簡 岡本かの子 封書 1通 

 

[平成 8 年度]   

    

 作品名及び資料名 作者 備考 

 「漱石八態」・「無題（岡本一家）」 岡本一平   

 かの子・一平書簡 岡本一平・ かの子 葉書・墨書・ペン書き等全 9通

 岡本太郎関連資料一式   25 点 

 一平漫画原画、一平漫画色紙等 岡本一平 5 点 
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[平成 9 年度]   

    

 作品名及び資料名 作者 備考 

 「かの子観音像」  岡本一平   

 かの子書簡 岡本かの子 5 通 

    

[平成 10 年度]   

    

 作品名及び資料名 作者 備考 

 岡本太郎関連資料   雑誌他 97 点 

 岡本太郎関連資料   雑誌他 46 点 

 岡本太郎関連資料   図書 8点 

 画帖「ある夫婦の六態・浮世六態」 岡本一平   

 一平書簡一式 岡本一平 4 通 

 

［平成 11 年度］  

作品名及び資料名 作者名 備考 

顔のグラス  岡本太郎 一対 

世紀機関紙「世紀」第一号、｢世紀画集｣     

文献資料   みづゑ他 681 冊 
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貸出作品 

[平成 7 年度] 

作品名 分類 制作年 作品番号 
展覧会名      

会場 
期間 

重工業 油彩 1949 1O00009 「戦後文化の軌跡」展    

    目黒区美術館 1995.4.19～6.4 

    広島市現代美術館 1995.6.14～7.21 

    兵庫県立近代美術館 1995.8.15～9.24 

        福岡県立美術館 1995.10.8～11.5 

空間 油彩 1934 1O00002  ｢岡本太郎展｣  

傷ましき腕 油彩 1936 1O00003 広島市現代美術館 1995.11.25～1996.1.28 

夜 油彩 1947 1O00004   

まひるの顔 油彩 1948 1O00006   

美女と野獣 油彩 1949 1O00008    

重工業 油彩 1949 1O00009   

森の掟 油彩 1950 1O00012   

クリマ 油彩 1951 1O00013    

海辺 油彩 1954 1O00018   

青空 油彩 1954 1O00019   

二つの顔 油彩 1957 1O00026   

ドラマ 油彩 1958 1O00027   

裂けた顔 油彩 1960 1O00029   

赤 油彩 1961 1O00030   

若い闘争 油彩 1962 1O00038   

装える戦士 油彩 1962 1O00039   

エクセホモ 油彩 1963 1O00053   

予感 油彩 1963 1O00052   

マラソン 油彩 1964 1O00058   

千手 油彩 1965 1O00060   

明日の神話 油彩 1968 1O00062   

未来を見た 油彩 1971 1O00065   

哄笑 油彩 1972 1O00066   

風 油彩 1972 1O00067   

訣別 油彩 1973 1O00067   

海辺の肖像 油彩 1973 1O00071   
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面 油彩 1975 1O00078   

記念撮影 油彩 1975 1O00082   

女 油彩 1978 1O00089   

翔ぶ赤 油彩 1979 1O00093   

赤い顔 油彩 1979 1O00092   

挑み 油彩 1980 1O00101   

眼の立像 油彩 1981 1O00105   

よろこび 油彩 1982 1O00107   

黒い情熱 油彩 1983 1O00109    

夢 墨書 1979 1D00762   

挑む 墨書 1980 1D00763    

顔 彫刻 1952 2S00087   

梵鐘･歓喜 彫刻 1965 2S00016   

太陽の塔 彫刻 1970 2S00035    

樹霊 彫刻 1970 2S00033   

千手 彫刻 1975 2S00044   

女 彫刻 1976 2S00045   

こどもの樹 彫刻 1985 2S00063   

天に舞う レリーフ 1974 2L00012   

眼と眼コミュニケーション レリーフ 1980 2L00022   

無口 陶 1967 2E00001   

飛翔 陶 1977 2E00003   

渾沌 陶 1979 2E00007   

ひらく肖像 陶 1982 2S00082   

手の椅子 家具 1967 2I00006   

駄々っ子 家具 1969 2I00013   

花びらの椅子 家具 1970 2I00014   

 

[平成 10 年度] 

作品名 分類 制作年 作品番号 
展覧会名      

会場 
期間 

愛撫 油彩  1964  1O00059 東北の形象(かたち)展 

動物 彫刻  1983  2S00060 宮城県美術館 1998.10.3～1998.11.8 

縄文人 彫刻  1982  2S00058   
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[平成 11 年度] 

作品名 分類 制作年 作品番号 
展覧会名 

会場 
期間 

黒い太陽 油彩  1949  1O00010 ｢日本美術の近代性｣展 1999.8.9～2000.4.7 

        ドイツケムニッツ市立美術館 

シルンクンストハレ 

 

むすめ 彫刻  1967  2S00022 「やきものの 20 世紀」展 1999.9.22～1999.12.6

    滋賀県立陶芸の森  

 


