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４．収集・保存・貸出 
 
収集作品及び資料（購入） 
 

 

 

 

 

寄贈作品・資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作者名 作品名 購入元 摘要 

クルト・セリグマン 
《紋章の放浪》 
1934年 
エッチング 

シンワアートオークション

株式会社 
  

版画：クルト・セリグマン      

詩：ジャン・ポール・コレット 

 

《水たまり》 
1935年 
エッチング 

シンワアートオークション

株式会社 
  

作者名 作品名 寄贈元 摘要 

山口勝弘 
《黒い太陽―岡本太郎に捧ぐ》 
1996年 
ビデオ彫刻 

山口勝弘氏  

北代省三（撮影）       

モダンプリント （計 27点） 
1950～60年代撮影     
（プリント:小平雅尋） 
ゼラチン・シルバー・プリント 

東京パブリッシングハウス   

瀬木慎一 瀬木慎一氏旧蔵資料 693点 瀬木貴一氏  
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作品修復 
 

作品名 作者名 制作年 分類 作品番号 修復内容 修復者 

重工業 

岡本太郎 

1949 

油彩 

1Ｏ-00009 

黴胞子除去 

亀裂部接着 

画面洗浄 

絵具剥落部充填 

同充填部補彩 

擦傷部修復 

保護膜塗布 

 

有限会社
吉村美術
研究所 

 

暴走 1963 1Ｏ-00048 

歓喜 1963 1Ｏ-00046 

 
 
 
 
貸出作品及び資料 
本年度貸出作品：5件 30点 

 

貸出先  足利市立美術館、DIC川村記念美術館、北海道立函館美術館  合計：1点 

  岡本太郎 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

装える戦士 油彩 1962 

「スサノヲの到来― 
いのち、いかり、いのり」展 

2014.10.18~12.23 
足利市立美術館 
2015.1.24~3.22 

DIC川村記念美術館 
2015.4.11~5.24 

2014.10.10~
2015.6 

 

 

 

貸出先  滋賀県立陶芸の森陶芸館 合計：17点 

  岡本太郎 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

午後の日 陶 1967 

「土・祈り・イマジネーション 
岡本太郎の言葉とともに」展 

2015.6.14~2015.9.23 
滋賀県立陶芸の森陶芸館 

2015.5.28~2
015.10.4 

 

むすめ 陶 1982 

噴火口 陶 1981 

太陽の波紋 陶 1987 

地の叫び 陶 1987 

風神 陶 1987 

混沌 陶 1979 

日輪 陶 1987 

縄文土器  ９点 写真  

 

貸出先 岡本太郎記念館 合計：2点 

  岡本太郎 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

樹霊Ⅰ（小） 彫刻 1970 「岡本太郎の樹」展 
2015.6.17~2015.10.25 

岡本太郎記念館 

2015.6.11~2
015.10.21 

 樹霊Ⅱ 彫刻 1971 
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貸出先 東京都美術館、大阪市立美術館、石橋美術館 合計：2点 

  岡本太郎 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

裂けた顔 油彩 1960 

「伝説の洋画家たち 二科 100
年」展 

2015.7.18~2015.9.6 
東京都美術館 

2015.9.12～2015.11.1 
大阪市立美術館 

2015.11.7～2015.12.27 
石橋美術館 

2015.7.9~20
16.1.15 

 
重工業 油彩 1949 

 
 

貸出先 豊橋市美術博物館 合計：2点 

  岡本太郎 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

空間 油彩 1934/54 

「岡本太郎と中村正義   
＜東京展＞」展 

2015.8.8~2015.9.27 
豊橋市美術博物館 

2015.7.25~2
015.9.27 

 

傷ましき腕 油彩 1936/49 

黒い太陽 油彩 1949 

夢の鳥 油彩 1951 

変身 油彩 1953 

海辺 油彩 1954 

青空 油彩 1954 

ドラマ 油彩 1958 

マスク 油彩 1959 

赤 油彩 1961 

装える戦士 油彩 1962 

若い闘争 油彩 1962 

エクセホモ 油彩 1963 

千手 油彩 1965 

明日の神話 油彩 1968 

記念撮影 油彩 1975 

顔・顔・顔 油彩 1980 

遭遇 油彩 1981 

疾走する眼 油彩 1992 

変身  ドローイング 1953 

青空 ドローイング 1954 

青空 ドローイング 1954 

マスク ドローイング 1959 

マスク ドローイング  

夢 ドローイング 1979 

午後の日 彫刻 1967 

若い太陽の塔 縮小版 彫刻 1969 

太陽の塔 1/50 彫刻 1970 

祭り 彫刻 1985 

坐ることを拒否する椅子 ５点  1963 

ひもの椅子  1967 

手の椅子  1967 

顔の時計  1967 

マスク ５点  1970 

火の接吻（金）  1970 

顔のグラス  1976 

水差し男爵  1977 

夢の鳥 ５点  1977 

マミ会館  1968 

太郎人形   
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貸出先 群馬県立近代美術館 合計：3点 

  岡本太郎 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

夜 油彩 1947 「戦後日本美術の出発」展 
2015.9.19~2015.11.3 
群馬県立近代美術館 

 

2015.9.4~20
15.11.18 

 

まひるの顔 油彩 1948 

作家 油彩 1949 

 
 

貸出先  新居浜市美術館 合計：17点 

  北代省三アーカイブ 分類 制作年 展覧会名／会期･会場 貸出期間 

「実験工房のプライベートフィル

ム」(撮影・編集：北代省三) 
 1950年代 

「新居浜－日本」展 
2015.11.3~2015.12.20 

新居浜市美術館 

2015.10.23~
2016.1.10 

 

シーラカンス  1953/1990 

「未来のイヴ」部第模型  1955/1990 

北代省三撮影 35mmネガフィルム

より 
 

1956-57/  

2013 

北代省三撮影 蝕る日の軌跡 写真 1956 

北代省三撮影 『ジョン・ケージ“ア

モレス”による「松風」舞台写真』 
写真 1957 

齋藤さだむ撮影 工房で製作中の

北代省三 
写真 1994/2013 

 


