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《森の掟》1950 年 油彩・キャンバス 

 

2. 常設展 

「岡本太郎と世相」展 

 

会 期 2015年 10月 8日(木)～ 2016年 1月 11日(月祝) 

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 114点 

担 当 者 佐々木秀憲 

 

 

【開催趣旨】 

岡本太郎(1911-96)は、明治・大正・昭和・平成と、４つの時代にわたって生きぬき、作品を発表し続けました。

岡本が生きた時代は、彼自身にとっても、日本全体にとっても、大変な時代でした。岡本の各作品は、どのよう

な時代の、どのような世相の中で生み出されたのでしょう。 

本展では、岡本太郎が生きた時代に沿って当時の世相を紹介し、彼の作品が制作された時代的背景をご紹介致

します。 

 

【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 ノン 繊維強化プラスチック 1970 

2 岡本太郎 愛 コンクリート 1961 

3 ジャン・アルプ コンポジション シルクスクリーン・紙 1930頃/1973 

4 テオ・ファン・ドゥ―スブルフ コンポジション シルクスクリーン・紙 1930頃/1973 

5 フランティシェク・クプカ 抽象 シルクスクリーン・紙 1931/1973 

6 岡本太郎 空間 シルクスクリーン・紙 1933/1973 

7 ピエト・モンドリアン コンポジションＤ シルクスクリーン・紙 1932／1973 

8 ジョルジュ・ヴァントンゲルロ

ー 

Y=-X2+bx+c 赤・緑 シルクスクリーン・紙 1933/1973 

9 ジャン・ゴラン 時空にわたるコンポジショ

ン No.36 

シルクスクリーン・紙 1934／1973 

10 フリードリヒ・フォルデンベル

ゲ＝ギルデヴァルト 

コンポジション シルクスクリーン・紙 1935／1973 

11 岡本太郎 美女と野獣 油彩・キャンバス 1949 

12 岡本太郎 森の掟 油彩・キャンバス 1950 

13 勅使河原宏 山の男 油彩・キャンバス 1952 
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14 池田龍雄 化け物の系譜シリーズ ゴ

ム族 

インク・紙 1950年代 

15 池田龍雄 倉庫 インク・紙 1956 

16 岡本一平 海の幸山の幸 墨、彩色・紙 制作年不詳 

17 岡本一平 ある夫婦六態 墨、彩色・紙 制作年不詳 

18 岡本かの子 生々流転 装幀・岡本太郎 1940 

19 岡本かの子 老妓抄・川 装幀・岡本太郎（1986) 1939 

20 岡本一平 三政治家の肖像 墨・紙 制作年不詳 

21 岡本太郎 誇り 繊維強化プラスチック 1961 

22 岡本太郎 縄文土器 ゼラチン・シルバー・プ

リント 

1956 

23 岡本太郎 縄文土器 ゼラチン・シルバー・プ

リント 

1956 

24 岡本太郎 縄文土器・紋様 ゼラチン・シルバー・プ

リント 

1974 

25 岡本太郎 土偶 ゼラチン・シルバー・プ

リント 

1956 

26 岡本太郎 土偶 ゼラチン・シルバー・プ

リント 

1956 

27 岡本太郎 原子力万能時代(ドローイン

グ） 

鉛筆・インク・紙 1955 

28 岡本太郎 死の灰(ドローイング） 鉛筆・インク・紙 1956 

29 岡本太郎 死の灰(ドローイング） 鉛筆・インク・紙 1956 

30 岡本太郎 死の灰(ドローイング） 鉛筆・インク・紙 1956 

31 岡本太郎 死の灰(ドローイング） 鉛筆・紙 1956 

32 岡本太郎 クリマ 油彩・キャンバス 1951 

33 岡本太郎 建設 油彩・キャンバス 1956 

34 岡本太郎 犬の植木鉢 陶 1955 

35 岡本太郎 潮騒 陶器 1987 

36 岡本太郎 ふるさと 陶器 1987 

37 岡本太郎 陽 陶器 1987 

38 岡本太郎 浮遊 陶器 1987 

39 岡本太郎 まなざし 陶器 1987 

40 勅使河原蒼風 岡本太郎宛書状 墨・紙 1955 

41 岡本太郎 明日の神話 油彩・キャンバス 1968 

42 岡本太郎 風神 油彩・キャンバス 1961 
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43 岡本太郎 ゆったり 木、布   

44 岡本太郎 ふたり 油彩・紙 1962 

45 岡本太郎 石と樹 エッチング 1977 

46 岡本太郎 眼と眼 エッチング 1977 

47 岡本太郎 風神 エッチング 1977 

48 岡本太郎 眼と眼 エッチング 1988 

49 岡本太郎 太陽の塔   1970 

50 岡本太郎 東京オリンピック参加メダ

ル原型 

繊維強化プラスチック 1964 

51 岡本太郎 札幌オリンピック記念メダ

ル原型 

繊維強化プラスチック 1972 

52 岡本太郎 ミュンヘンオリンピック公

式記念メダル原型 

繊維強化プラスチック 1972 

53 岡本太郎 出発・ＪＲ記念メダル 繊維強化プラスチック 1987 

54 岡本太郎 マラソン 油彩・キャンバス 1964 

55 岡本太郎 跳ぶ 油彩・キャンバス 1963 

56 岡本太郎 天空に我あり 油彩・キャンバス 1967 

57 岡本太郎 「国鉄民営化記念純金レリ

ーフ」 

ポスター 1987 

58 岡本太郎 「ぎふ中部未来博」 ポスター 1987 

59 岡本太郎 ひもの椅子 木、ロープ 1967(原型) 

60 岡本太郎 動物 コンクリート 1959 

61 岡本太郎 坐ることを拒否する椅子 陶 1963(原型） 

62 岡本太郎 駄々っ子 繊維強化プラスチック 1969(原型) 

63 岡本太郎 手の椅子 繊維強化プラスチック 1967(原型) 

64 岡本太郎 躍進 繊維強化プラスチック 1972 

65 岡本太郎 天に舞う 繊維強化プラスチック 1974 

66 岡本太郎 マスク 繊維強化プラスチック

他 

1970 

67 岡本太郎 花びらの椅子 繊維強化プラスチック 1970(原型) 

68 岡本太郎 飛行船模型 繊維強化プラスチック 1973 

69 岡本太郎 遊び 合板、金属 1967 

70 岡本太郎 ひもの椅子 木、ロープ 1967(原型) 

71 岡本太郎 顔の椅子 木 1953 

72 岡本太郎 まつげ ガラス 1978 

73 岡本太郎 顔のグラス ガラス 1976 
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74 岡本太郎 手の灰皿 ガラス 1979 

75 岡本太郎 梵鐘・歓喜 ブロンズ 1965 

76 岡本太郎 夢の樹 繊維強化プラスチック 1983 

77 岡本太郎 神話 繊維強化プラスチック 1982 

78 岡本太郎 未来を拓く 繊維強化プラスチック 1987 

79 岡本太郎 未来を視る 繊維強化プラスチック 1984 

80 岡本太郎 若い時計台 アルミニウム 1966 

81 岡本太郎 赤い手 繊維強化プラスチック 1981 

82 岡本太郎 青い手 繊維強化プラスチック 1981 

83 岡本太郎 黒い顔 繊維強化プラスチック 1968 

84 岡本太郎 樹人 繊維強化プラスチック 1971 

85 岡本太郎 日輪 陶器 1987 

86 岡本太郎 飛翔 陶器 1977 

87 岡本太郎 雷神 陶器 1977 

88 岡本太郎 歓喜 陶器 1977 

89 岡本太郎 れんげの大鉢 陶器 1987 

90 岡本太郎 横たわる 陶器 1981 

91 岡本太郎 水差し男爵 ガラス 1977 

92 岡本太郎 緑の太陽 ガラス 1969 

93 岡本太郎 男の子・女の子 陶 不詳 

94 岡本太郎 太郎の手の時計 繊維強化プラスチック 1972 

95 岡本太郎 午後の日 ブロンズ 1967 

96 岡本太郎 神話 白銅 1980 

97 岡本太郎 顔 バッグ 1978 

98 岡本太郎 喜(金） 紙・木 1984 

99 岡本太郎 喜(銀） 紙・木 1984 

100 岡本太郎 まひる 紙・木 1950 

101 岡本太郎 月夜 紙・木 1950 

102 岡本太郎 未来を拓く ブロンズ 1967 

103 岡本太郎 人間ボトル 陶磁 1985 

104 岡本太郎 花びら ガラス 1968 

105 岡本太郎 顔のプレート(青)(赤) ガラス 1976 

106 岡本太郎 顔 陶器 1952 

107 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 

108 岡本太郎 出発 ＪＲ記念メダル 金 1987 

109 岡本太郎 花ひらく（マグカップ） 陶 1977 
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110 岡本太郎 輝く手 銀 1986 

111 岡本太郎 いのち アルミニウム 1986 

112 岡本太郎 手の椅子（ミニチュア） 陶磁 1986 

113 岡本太郎 国際眼科学会記念メダル 銅 1978 

114  岡本太郎 フランス造幣局メダル 銀、金鍍金 1986 

 


