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《明日の神話》中央部分     

1962 年 油彩・キャンバス 

 

2. 常設展 

「≪明日の神話≫街と人、壁画をめぐる物語」展 

 

会 期 2015年 4月 16日(木)～ 7月 5日(日) 

開催日数 69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 90点 

担 当 者 木下紗耶子 

 

 

【開催趣旨】 

 岡本太郎は、1952年美術雑誌『みづゑ』において「四次元との対話 縄文土器論」を発表しました。その中で、

原子爆弾や冷戦、経済恐慌を例に挙げ、「のっぴきならない現実」と表現しています。 

 本展覧会では、岡本が「のっぴきならない現実」とどのように向き合ったのか、作品や周辺資料を通じて紹介

しました。岡本が現実と向き合う姿勢は、移り変わる社会に対して継続的なものでした。 

 「縄文土器論」から 60年後を生きる私たちも、大きな転換的な局面を生きているといえるのではないでしょう

か。また、どの時代に生きるとしても、そのときどきの「のっぴきならない現実」と、ひとり一人が向き合うこ

とには変わりはないともいえるでしょう。生涯を通じて、エネルギーをほとばしらせながら芸術活動に取り組ん

だ岡本の作品は、私たちが生きるためのヒントとなったかもしれません。 

 

【出展作品リスト】 

 

 

 作者 題名 材質・技法 制作年 備考 

１ 岡本太郎 こどもの樹 繊維強化プラスチック 1985 エントランス展示 

２ 岡本太郎 建設 油彩、キャンバス 1956 東京都庁舎壁画 

３ 岡本太郎 月の壁 繊維強化プラスチック 1956 東京都庁舎壁画 

４ 岡本太郎 赤 油彩、キャンバス 1961   

５ 岡本太郎 真昼の生物 油彩、キャンバス 1962 東京都庁舎壁画 

６ 岡本太郎 馳ける クラッシュタイル 1958 神田駅壁画 

７ 岡本太郎 遊ぶ クラッシュタイル 1958 神田駅壁画 

８ 川崎市岡本太郎美術館 国立代々木競技場 

第一体育館壁画 

映像 2013   

９ 岡本太郎 マラソン 油彩、キャンバス 1964   

10 岡本太郎 跳ぶ 油彩、キャンバス 1963   

11 岡本太郎 明日の神話 （原画） 油彩、キャンバス 1968   

12 岡本太郎 明日の神話 （デッサ

ン） 

木炭、紙 1967 岡本太郎記念館蔵 

13 岡本太郎 明日の神話 （デッサ

ン） 

鉛筆、紙 1967 年 8 月

20、30日 

岡本太郎記念館蔵 
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14 竹田鎮三郎 岡本太郎宛書簡 インク、紙 1968年 5月

24日 

岡本太郎記念館蔵 

15 岡本太郎 斉唱 油彩、紙 1962   

16 岡本太郎 石と樹 エッチング 1977   

17 岡本太郎 眼と眼  エッチング 1977   

18 岡本太郎 風神 エッチング 1977   

19 岡本太郎 眼と眼  エッチング 1983   

20 岡本太郎 太陽の塔 繊維強化プラスチック 1970   

21 岡本太郎 五大陸 繊維強化プラスチック 1967 所在地：千葉県浦

安市運動公園 

22 岡本太郎 風 油彩、キャンバス   所在地：神奈川県

川崎市とどろきア

リーナ 

23 岡本太郎 天に舞う 繊維強化プラスチック 1974 所在地：東京都渋

谷区 NHK スタジオ

パーク 

24 岡本太郎 眼と眼 コミュニケ

ーション（原型） 

繊維強化プラスチック 1980 所在地：京都外国

語大学国際交流会

館メキシコ研究セ

ンター 

25 岡本太郎 動物 コンクリート 1959   

26 岡本太郎 梵鐘・歓喜 ブロンズ 1965   

27 岡本太郎 樹人 繊維強化プラスチック 1971   

28 岡本太郎 平和を呼ぶ 繊維強化プラスチック 1988   

29 岡本太郎 サカナ コンクリート 1960   

30 岡本太郎 未来を視る 繊維強化プラスチック 1984   

31 岡本太郎 若い時計台 アルミニウム 1966   

32 岡本太郎 リボンの子 繊維強化プラスチック 1969   

33 岡本太郎 赤い手 繊維強化プラスチック 1981   

34 岡本太郎 青い手 繊維強化プラスチック 1981   

35 岡本太郎 ひもの椅子 木、ロープ 1967   

36 岡本太郎 坐ることを拒否する

椅子 

陶磁 1969   

37 岡本太郎 駄々っ子 繊維強化プラスチック 1969   

38 岡本太郎 躍進 繊維強化プラスチック 1972   

39 岡本太郎 マスク 繊維強化プラスチック 1970   

40 岡本太郎 花びらの椅子 繊維強化プラスチック 1970   

41 岡本太郎 飛行船模型 繊維強化プラスチック 1973   

42 岡本太郎 遊び 合板、金属 1967   

43 岡本太郎 ほおずえ 布、木、金属 1968   

44 岡本太郎 顔の椅子 木 1953   

45 岡本太郎 サイコロ椅子(格子模様) 籐 1957   

46 岡本太郎 サイコロ椅子(渦巻き

模様) 

籐 1957   
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47 岡本太郎 まつげ ガラス 1978   

48 岡本太郎 顔のグラス ガラス 1976   

49 岡本太郎 手の灰皿 ガラス 1979   

50 岡本太郎 飛翔 陶磁 1988   

51 岡本太郎 歓喜 陶磁 1967   

52 岡本太郎 雷神 陶磁 1960年代   

53 岡本太郎 横たわる 陶磁 1981   

54 岡本太郎 ひらく肖像 陶磁 1982   

55 岡本太郎 歩み 陶磁 1967   

56 岡本太郎 水差し男爵 ガラス 1977   

57 岡本太郎 緑の太陽 ガラス 1969   

58 岡本太郎 男の子・女の子 陶 不詳   

59 岡本太郎 太郎の手の時計 繊維強化プラスチック 1972   

60 岡本太郎 午後の日 ブロンズ 1967   

61 岡本太郎 神話 白銅 1980   

62 岡本太郎 顔（シリーズ） 革 1978   

63 岡本太郎 スモーキングセット 陶磁 1952   

64 岡本太郎 未来を拓く ブロンズ 1967   

65 岡本太郎 人間ボトル 陶磁 1985   

66 岡本太郎 花びら ガラス 1968   

67 岡本太郎 火の接吻 アルミニウム 1970   

68 岡本太郎 笑い 陶磁 1952   

69 岡本太郎 ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公式記

念ﾒﾀﾞﾙ原型 

繊維強化プラスチック 1972   

70 岡本太郎 くにびき記念メダル

/神話 

銀 1982   

71 岡本太郎 出発 ＪＲ記念メダル 金 1987   

72 岡本太郎 花ひらく（マグカップ） 陶 1977   

73 岡本太郎 輝く手 銀 1986   

74 岡本太郎 いのち アルミニウム 1986   

75 岡本太郎 手の椅子（ミニチュア） 陶磁 1986   

76 岡本太郎 国際眼科科学会記念

メダル 

銅 1978   

77 岡本太郎 フランス造幣局メダル 銀、金鍍金 1986   

78 岡本太郎 帝国大学新聞編集部宛

葉書（岡本太郎直筆） 

紙、インク 1940 平成26年度新規収

蔵品 

79 岡本一平 新津光宛葉書 紙、墨 昭和初期   

80 岡本かの子 新津光宛葉書 紙、墨 昭和初期   

81 岡本かの子 新津光宛葉書 紙、墨 昭和初期   

82 岡本かの子 新津光宛葉書 紙、インク 昭和初期   

83 岡本かの子 新津光宛葉書 紙、インク 昭和初期   

84 岡本一平 海の幸山の幸 紙本彩色 制作年不詳   

85 岡本かの子 《起き出でて》 紙本墨書 制作年不詳   

86 岡本一平 新水也空 俳優の部 木版 1929   
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87 岡本太郎 創世記 油彩、キャンバス 1982   

88 岡本太郎 風（パリ国際センタ

ーレリーフ ） 

合板 1975   

89 岡本太郎 赤（パリ国際センタ

ーレリーフ ） 

合板 1975   

90 岡本太郎  めざめ（パリ国際セ

ンターレリーフ ） 

合板 1975   

91 岡本太郎 太陽と月（パリ国際

センターレリーフ ） 

合板、FRP 1975   

92 岡本太郎  いこい（パリ国際セ

ンターレリーフ ） 

合板、FRP 1975   

93 岡本太郎 風神 陶磁 1967  

94 岡本太郎 混沌 陶磁 1968  

95 岡本太郎 日輪 陶磁 1987  

 


