科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

芸術学部 准教授 中村 圭（単位認定者）
芸術学部 教授 納島 正弘

履修時期

前期

履修対象

２年次（視覚造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

実習課題への取り組みを通じて、ビジュアルコミュニケーションの基礎を学ぶ。
受講生は、ビジュアルコミュニケーションデザインに必要な基本的なプロセス、調査、考察、発案、計画、制
作、発表、検証、記録を理解し、習得する。
１年次までの専門科目の単位を修得していること。
否
必修科目のため
デザイン概論、デザイン工芸概論、写真映像概論、色彩論の単位を修得している事が望ましい。
以下の課題に取り組む。課題説明の際に配布する課題シートを熟読すること。また、課題取り組み後には作
品データ（ビジュアルデータ、キャプションデータ）を記録すること。作品データは、期末に提出を義務づける。

講義内容

B0201. クリエイターズ・リサーチ
指定されたクリエイターについて調査・発表を行う。
B0202. 写真と色
写真撮影の技術を習得する。
B0203. 広島から発信するポスター
平和をテーマにしたポスターを制作する。
B0204. ピクトグラム
ピクトグラムの研究を行う。
年度末に、ポートフォリオの提出がありますので、作品の記録写真などは確実に残すようにしてください。

期末試験実施の有無

実施しない
以下について、総合的に評価する。
1. 実習への取り組み姿勢
毎回勤勉に実習に取り組んだか？
観察：様々な角度から対象の観察を行ったか？
実験：様々な方法と十分な量で実験を行ったか？
調査：過去の作品や類似事例を十分調査したか？
構想：観察・実験・調査に基づいた構想を行ったか？
制作：構想に見合った十分な制作を行ったか？
検証：作品が構想を正しく表すものとなっているか確認したか？

評価方法・基準

2. 課題ごとに制作する作品
観察、実験、調査を通じて構想し、
その結果を造形によって表現したものとなっているか？
3. 講評時のプレゼンテーション
制作プロセスとその成果物としての作品が、良い状態で提示されているか？
自らが取り組んだ内容とその結果について、端的に説明したか？
上記3項目を考慮して、秀、優、良、可のいずれかの評価を与える。
なお、2.及び3.の評価が著しく低いものについては、
作品の再提出・プレゼンテーションの再実施を指示する。
作品の再提出やプレゼンテーションの再実施がなかった場合は、単位を認めない。
（視覚造形）
各課題に応じて、随時配布紹介する。

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

各自で、下記を用意すること。
Macbook/MacbookPro/MacbookAirなどノートパソコン
Adobe CC
一眼レフカメラ（1年次購入のものでよい）
芸術学部 准教授 中村 圭
芸術学部 教授 納島 正弘

備考

特になし。
閉じる

科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

講師 城井 文 教授 笠原 浩

履修時期

前期

履修対象

２年次（映像メディア造形）

講義形態

実習

概要

映像における基礎的な原理の理解と、映像表現における技術と方法の習得を目指す。また、実習を通して映
像制作の機材・設備及びソフトウェアに関する基礎的知識と技術を習得する。

科目の到達目標

実践的実習（作品制作）と理論的実習（作品解説）により、映像表現に対して相互に探求することで、造形実
習ⅡBで行う高度な映像表現実習に向けた基礎的な知識の理解と表現技法ができる。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

デザイン工芸学科１年次専門科目を全て修得していること。
否
デザイン工芸学科２年前期映像メディア造形分野の必修科目であるため
・デジタル機器を使った技法演習を行った後には、その項目について自主的に復習することを習慣付ける。
・映画を鑑賞し、今後の実践と理論に活かせるように知見を広める。
〈パーソナルワーク〉
1. コミュニケーションと表現に関する導入
2. アニメーション基礎実習（ドローイングと映像：コマ）
3. 動きのデッサン（人体クロッキー）
4. アニメーション基礎実習（ドローイングと映像：省略と誇張）
5. アニメーション基礎実習（ドローイングと映像：形態と変形）
6. アニメーション基礎実習（立体と映像：素材研究）
7. アニメーション基礎実習（立体と映像：光とレンズ）
8. 映像表現基礎実習（原理と実例）
9. 映像表現基礎実習（実践と応用）
10. 映像課題制作①
11. 映像課題制作②
12. 音像表現基礎実習
13. 音像表現基礎実習
14. 映像課題制作③
15. 映像課題・講評、ブラッシュアップ提出
実施しない
課題による成果物（作品）の提出を最低条件とし、それを「可」とする。作品に対する計画性、表現力、などを
総合的に評価し点数化したものを加点して「良」、さらに優れた表現をしたものに「優」、特に優れた表現をした
ものを「秀」とする。
各課題に応じて参考資料等、随時配布又は紹介する。
城井文（アニメーション作家・映像メディア造形分野教授）
笠原浩（映像メディア造形分野教授）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

講師 藤江竜太郎（単位認定者）
教授 吉田幸弘

履修時期

前期

履修対象

２年次（立体造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

身の回りに潜在する要素にスポットをあて観察し、そこからテーマにもとづいた表現と、そのためのプレゼン
テーションの基本を学ぶ。
日常生活のなかで関わる事物を意識的に観察する能力を身につける。
展示発表を通して社会とのつながりを意識できるようになる。
デザイン工芸学科１年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をしておくこと。
⒈ 『基礎造形』
・量産品として造られた製品を計測し、それをもとに実制作する。
・量産品の模倣制作から、工具の基本的な使い方、素材の加工方法、構造の組み方など、立体造形デザイ
ンに必要な基礎技術を習得。
１）観察
２）計器を用いて採寸
３）図面作成
４）資材の切り出し
５）組み立て
⒉ 『風をみる』
・風という非視覚的事象に焦点を当て視覚化させる、その計画設計と実制作をおこなう。
・空気の動きからなる事象の考察。立体造形デザインのプロセスとその段階における技法の習得。
６）自然の考察
７）素材の機構調査
８）物理的思考と実験
９）空間の認識と提案

講義内容

３.『CUSTOM』
・市販の製品をベースとしたオリジナルカスタムの製作から、モノの機能、外観の両軸線からの展開を考察す
る。
・大量生産により製造される機能的な市販の商品の付加価値を高めることで、道具に対する愛着をより一層
高める。
７）モノの機能調査
８）使用シーンの具体化
９）イベント内容の企画
１０）カスタムの設計
１１）カスタムの実施と検証
⒋ 『NEW ジュエリー』
・既成のアクセサリー製作を通して、新たなジュエリーの提案と制作をおこなう。
・シルバーアクセサリーの制作と取材をを通して、ジュエリーの概念を思考し、本質的なジュエリーのあり方を
探る。立体造形デザインのプロセスとその段階における技法の習得。
１０）装飾と心理
１１）デザインと造形
１２）アイデア実現の手法
１３）提案作品の客観性
１４）ポスター・DM制作
１５）展示空間の構成・ライティング方法
・各課題のテーマについて深く考察することに加え、各課題の連続性についても意識すること。
・各課題は週１回程度の中間チェックを行い、最終提出日には３Dスタジオ内で展示し講評を行う。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

実施しない
「平常点」と提出された実作品とポートフォリオ、講評時の作品のプレゼンテーションを点数化し評価する。
一定の完成度を有する作品提出を単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創性、完成度の高い表現を
「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて資料を配布する。
下記に指定する工具を準備すること。
・インパクトドライバー
・コンベックス

・ノギス
・ノコギリ
担当者プロフィール

教授 吉田 幸弘
講師 藤江 竜太郎

授業に関連する実務経
験
備考

各工房の利用規則を厳守し、事故の無いように安全作業を心がける。
期間中に必ず学外での展示発表を行う。
閉じる

科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

講師 古堅太郎、教授 鰕澤達夫

履修時期

前期

履修対象

2年次（現代表現）

講義形態

実習

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業内容：課題への取り組みを通じて、現代美術の基礎的な知識を習得し、作品制作・展示・プレゼンテー
ションの基礎的な力を身につける。
◎20世紀以降の代表的なアーティストの活動や作品などを分析し、近現代美術に対する基礎的な知識だけ
ではなく、様々な思想、作家のポジション、制作方法、戦略について幅広い知識を習得する。また、現代美術
の様々なジャンルをカタログ的に経験することにより、俯瞰的な視点から自らの立ち位置について考察する思
考方法を身につける。
◎公募への応募など、作品を積極的に学外へプレゼンテーションしていくための基礎的な知識や技術を習得
する。公募などの実践的な課題を通じて作品に必要なコンセプトや効果的なプレゼンテーションの方法を習得
する。
デザイン工芸1年次の専門科目を履修済みであること
否
必修科目のため
現代美術史、写真（映像）概論も合わせて受講することが望ましい。また、美術館やギャラリー、アートプロ
ジェクト、アーティストトーク、ワークショップなど芸術に関する展示やイベントに積極的に参加すること。
◎前期で5個程度の課題を行う。各課題は、自分自身、身近な出来事・空間・人など、自分自身を起点に身近
な社会へと意識を拡張させるように構成している。それぞれの課題のテーマについて考察することに加え、各
課題の連続性についても意識すること。
◎各課題はリサーチと制作の2段階構成とし、週1回程度の中間チェックを行う。最終提出日には現代表現ラ
ボラトリーにて展示し、最終講評を行う。
◎下記の授業内容は、前年度の実績であり、課題の内容・数・実施順序などについては、科目の到達目標に
より適した形で適宜改善する。また、課題に含まれている公募は、応募期間などにより公募の内容や課題の
実施順序が入れ替わる可能性がある。
1.「プレゼンテーション：作品を伝える」
プレゼンテーション用のアプリケーションで、制作した作品をまとめたデータを作成し、プロジェクターにるプレ
ゼンテーションを行う。自分自身の作品を客観的に分析し、作品の背景や意図などをよりよく理解してもらうよ
うにプレゼンテーションを行う力を身につける。

講義内容

2.「セルフィー：アイデンティティとアート」
自分自身を客観視し、作品の素材としてとらえる。国籍、ジェンダー（性別）、年齢、出身地、自身の持つ背景
や状況などをふまえ、セルフポートレートを制作する。
3.「エヴリディライフ:日常とアート」
自分の身の回りを見つめ直し、作品の素材としてとらえる。日常生活の中に埋もれて、普段は気にしないモノ
や出来事、空間や人々などに注目し作品を制作する。
4.「ポストインターネット:インターネットとアート」
SNSやメール、YouTube、楽天やアマゾンなどのオンラインショッピング、オンラインベースのコミュニケーショ
ンなど生活の隅々にまで入り込んでいるインターネットの存在に注目し作品を制作する。
5.「公募：ゲンビどこでも企画公募」
学生や若手のアーティストを対象とした公募に応募する。公募の資料を読み込み、企画にあった作品の提案
と応募資料などの制作について実践的な知識を獲得する。

期末試験実施の有無

実施しない
主に提出された作品とプレゼンテーションによって審査する。特に以下の点に注目し点数化する。

評価方法・基準

◎作品や企画のアイデアやコンセプトの着眼点、内容、斬新さ
◎制作過程における手法、アイデアやコンセプトとの組み合わせ方
◎企画・作品・展示・プレゼンテーションの完成度
作品提出を単位取得の最低条件とするが、上記3点において著しく低い評価だった場合には作品の再提出ま
たはプレゼンテーションの再実施を指示する。また、上記3点において完成度の高い作品を「良」さらに優れた
ものを「優」さらに秀でたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

各課題において必要な資料等を随時配布または提示する
古堅太郎（現代表現領域 講師）

備考

課題で制作した作品はもちろん、制作過程のスケッチやアイデアなどもできるだけ記録すること。特に作品展
示は高画質の写真や映像などで記録しておくこと。2年の後期に集中講義として開催する「描出演習II」の課
題として、記録写真などをポートフォリオとしてまとめる。
【教職】中・高専修（美術）、高専修（工芸）
閉じる

科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

責任者 教授：永見 文人、 教授：南 昌伸

履修時期

前期

履修対象

２年次（金属造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

金属工芸の彫金技法を中心として、金属の基本的な加工法の習得を目的とした実習を行なう。
伝統的な彫金技法の中から、ロウ接、透かし技法、象嵌技法、刃タガネによる彫りの実習を行い「切る」「合わ
せる」「着ける」「彫る」の基本的な技術を習得するとともに、金属素材についての理解を深める。後半は、塑
性加工の中から「打出し（レリーフ）」の実習を行いながら、打タガネの技法を習得する。
デザイン工芸学科１年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため。
金属造形分野の基礎的な造形力、技法の習得には日々の積み重ねが必要である。毎日の実習を大切にし、
始めての経験である道具や機械の使用方法も正しく理解し、安全に実習をこなして欲しい。基本を踏まえた
上での新たな表現の可能性に気付き自己の作品へと展開できる事を期待する。授業で取り上げた「専門技
法や、作家」については、専門書籍や、インターネット等で調べ、復習する。
〔１〕彫り演習 【永見】
1. 道具製作（彫金鎚２本、松ヤニ）【永見】
2. 蹴り彫り、片切り彫り鏨の製作
3. 毛彫り、丸毛彫り鏨の制作
〔２〕象嵌・透かし演習 【永見】
4. 象嵌・透かし技法・道具の使用説明（糸鋸による透かし・摺合わせ、焼鈍、ろう付け）
5. 象嵌・透かし技法によるテストピースの制作と色上げの練習
6. 提出作品の制作と講評【永見】

〔３〕リング制作 【永見】
講義内容

7. 基本演習①制作工程・道具の使用説明（刻印打ち、ろう付け、ヤスリ掛け、磨き）
8. リング制作、基本演習②擂り出しリングの制作
9. リング制作、基本演習③三連リングの制作と講評

〔４〕寄せ物による箱物制作【南】
10. ①技法・制作工程の説明
（切断、ろう・ハンダ付け、ヤスリ掛け、エッチング、色上げetc.）
11. ②デザイン画の作成と試作
12. ③提出作品の制作と講評
〔５〕塑性加工1（打ち出しレリーフ製作）【永見】
13. ①レリーフ制作工程の説明と木鏨（5本）・打鏨の製作（15本）
14. ②下図制作、粘土原形制作、打鏨による作品試作
15. ③レリーフ実制作、仕上げ（着色）と講評【永見】
期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施しない
講評時に各自が自己の作品についてのプレゼンテーションを行う。
各単元の受講状況とプレゼンテーションの状況を加味して作品を評価する。
作品提出をする事を単位取得（可）の最低条件とし、完成度の高い作品を（良）、
独創性に優れたものを（優）とする。完成度と独創性共に極めて優れた作品を（秀）とする。
教科書：特になし。
参考書：項目ごとに、適宜資料を配布する。
専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行っている。
・永見文人：日展 会友、現代工芸美術家協会 本会員
・南 昌伸：現代工芸美術家協会 本会員

授業に関連する実務経
験
備考

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行うと同時に、
平成6年の開学依頼、金属造形分野の学生の指導を担当している。
・中学校一種免許（美術）必修科目
・高校一種免許（工芸） 必修科目
閉じる

科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

講師 青木伸介 教授 大塚智嗣

履修時期

前期

履修対象

２年次（漆造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

漆芸の基礎知識と「本堅地（木材加工、下地処理、塗り）」技法を学び、道具や材料を扱いながら参考資料と
技術指導の基に工程に沿って作品を制作する。
漆芸の基礎知識と技術について理解し見識を深める。
技法を学び扱うことで、表現に必要な技術力と造形力を身に付ける。
本堅地による作品を制作する（手板、箱等）。
デザイン工芸学科１年次の専門科目を全て修得していること。
木工室の安全講習を受けること（安全講習は授業内で行う）。
否
必修科目のため
次回までに前回のことを復習し理解を深めること。
◎漆造形基礎実技
１：課題説明・漆の基礎知識・道具について
２：刃物の仕立て（切出し小刀・鉋・塗師刀）
３：木工の安全講習
４：木材加工（手板、箱、定盤など）
５：刷毛の仕立て・箆の製作・漆の植栽について
６：手板、箱の制作・素地調整・刻苧彫り・木地固メ
７：刻苧掻い・引込み地・研ぎ・引込み固め
８：布着せ・布目揃え・布目摺り・研ぎ
９：地付け１回・地付研ぎ・地付け２回・地付研ぎ・地固め
１０：切粉付け・切粉研ぎ・切粉固め・錆付け・錆研ぎ・錆地固め
１１：捨て塗り・捨て塗り研ぎ・追い錆・追い錆研ぎ・追い錆固め
１２：下塗り・下塗り研ぎ・中塗り・中塗り研ぎ・上塗り・上塗り研ぎ・固め
１３：摺漆１回目・胴擦磨き・摺漆２回目・摺漆
１４：摺漆３回目・摺漆４回目・摺漆５回目・仕上げ磨き
１５：講評・作品提出
実施しない
受講態度、提出作品評価
基礎的な知識と技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の最低条件とする。さらに総合的観点から
高い評価が認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
必要に応じて、随時資料を配布する。
2005年東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻漆芸修了
日本文化財漆協会理事
2010年〜2017年 東京藝術大学非常勤講師
2011年・2014年 筑波大学人間総合科学研究科 非常勤講師
2017年〜広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科漆造形専任講師

備考
閉じる

科目名

造形実習ⅡA

単位数

6.0

担当者

准教授 野田 睦美
教授 倉内 啓

履修時期

前期

履修対象

2年次(染織造形)

講義形態

実習

概要

染色実験では、染織造形を制作するための素材（繊維と染料）に関る基礎知識を講義と染色実験を通して体
験し、染色実験ファイルにまとめる。織基礎実習では、「綴織」を通して織造形の基礎を学び、染基礎実習で
は「蝋染」を通して染造形の基礎を学ぶ。また、それぞれの素材と技術に対する造詣を深める。

科目の到達目標

＜染色実験＞
・繊維と染料の関係を講義と染色を通して体得する。
＜織基礎実習Ⅰ＞
・木枠を使用して織りの構造と技法及び特徴を学び、綴織による表現方法を修得し、綴織の可能性を探る。
＜染基礎実習Ⅰ＞
・蝋染作品の模写を通じて蝋染の特徴を学び、人体をモチーフとした実制作により、蝋防染による表現方法を
修得し、臈染の可能性を探る。
＜デッサン実習＞
・人体の構造を把握し、観察力及びデッサン力を向上する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン工芸学科1年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため
染織造形における基礎知識と技術を修得する授業のため積極的に実習を行うこと。
各課題で配布する資料及びサンプルなどを整理し「染色実験ファイル」「織ファイル」「染ファイル」としてまとめ
ること。
＜染色実験＞（野田）
1：講義「繊維と染料の基礎知識、繊維の種類、染料の種類、精練、漂白、染色、定着などについて」
2：染色実験「精練と漂白、植物染料の煮出し、引染（化学染料・天然染料、絹布・綿布・麻布・和紙）と定着」
「浸染（化学染料・天然染料、絹糸・綿糸・毛糸・絹布・綿布）」
3：染色実験ファイルの作成

講義内容

＜織基礎実習Ⅰ＞（野田）
4：講義「綴織の基礎知識」、取材→エスキース→図案→原画作成
5：製織のための色彩及び技法の計画
6：整経→経糸を木枠に掛ける→糸綜絖の作成と設置
7：製織
8：経糸の処理→仕上げ加工
＜デッサン実習＞（倉内）
9：人体クロッキーを通して人体の構造を把握、固定ポーズにて彩色を施す
＜染基礎実習Ⅰ＞（倉内）
10：講義「蝋染の基礎知識」、臈染色見本作成
11：模写によるサンプル制作
12：エスキース→図案作成
13：蝋おき→染色
14：脱蝋→定着→水元→パネル張り
＜講評＞（野田、倉内）
15：綴織作品と臈染作品を展示、作品と制作過程についてプレゼンテーション、講評

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

実施しない
染色実験ファイル、綴織作品、臈染作品、プレゼンテーションを総合的に評価する。
染色実験ファイルと綴織作品と臈染作品を提出することを単位取得「可」の条件とし、造形力や技術力のある
完成度の高い表現を「良」、より優れているものを「優」、特に優れているものを「秀」とする。
各課題に応じて参考資料、サンプルなどを配布又は紹介する。
野田 睦美 織作家
倉内 啓 染作家
野田 睦美【文化庁海外派遣員(染織,現代美術)】
倉内 啓【実務経験：1987年4月〜1990年3月 日本毛織㈱（テキスタイルデザイナー）】
【教職：中一級、高二級（美術・工芸）、高一級（工芸）】
各課題の提出日と提出時間を厳守すること。
閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

芸術学部 准教授 中村 圭（単位認定者）
芸術学部 教授 納島 正弘

履修時期

後期

履修対象

２年次（視覚造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

実習課題への取り組みを通じて、ビジュアルコミュニケーションの基礎を学ぶ。
受講生は、ビジュアルコミュニケーションデザインに必要な基本的なプロセス、調査、考察、発案、計画、制
作、発表、検証、記録を、より実践的な課題に取り組むことで、深く理解し、習得する。
造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため
造形実習ⅡAの内容を復習しておくこと。
以下の課題に取り組む。課題説明の際に配布する課題シートを熟読すること。また、課題取り組み後には作
品データ（ビジュアルデータ、キャプションデータ）を記録すること。作品データは、期末に提出を義務づける。

講義内容

B0209. デザインツアー・事前リサーチ
デザインツアー訪問先についてリサーチし、資料を作成する。
B0210. デザインツアー
デザインを幅広く学ぶツアー（オンラインになる可能性あり）を行う。
B0211. デザインツアー・ドキュメンテーション
デザインツアーの内容をドキュメントにまとめ、訪問先などに発送する。
B20212.100枚ドローイング・セルリサーチ
ドローイングによる発想方法を習得し、自分自身の指向性について調査する。
年度末に、ポートフォリオの提出がありますので、作品の記録写真などは確実に残すようにしてください。

期末試験実施の有無

実施しない
以下について、総合的に評価する。
1. 実習への取り組み姿勢
毎回勤勉に実習に取り組んだか？
観察：様々な角度から対象の観察を行ったか？
実験：様々な方法と十分な量で実験を行ったか？
調査：過去の作品や類似事例を十分調査したか？
構想：観察・実験・調査に基づいた構想を行ったか？
制作：構想に見合った十分な制作を行ったか？
検証：作品が構想を正しく表すものとなっているか確認したか？
2. 課題ごとに制作する作品
観察、実験、調査を通じて構想し、
その結果を造形によって表現したものとなっているか？

評価方法・基準
3. 講評時のプレゼンテーション
制作プロセスとその成果物としての作品が、良い状態で提示されているか？
自らが取り組んだ内容とその結果について、端的に説明したか？
4. ポートフォリオ
課題で制作した作品の写真及びその解説と、
調査や取り組み過程が重視されるものは、それらの内容を、
作品ファイルとしてまとめたものを制作し、期末に提出すること。
上記4項目を考慮して、秀、優、良、可のいずれかの評価を与える。
なお、2.及び3.の評価が著しく低いものについては、
作品の再提出・プレゼンテーションの再実施を指示する。
作品の再提出やプレゼンテーションの再実施がなかった場合は、単位を認めない。
教科書等
担当者プロフィール

各制作に応じて、随時配布紹介する。
芸術学部 准教授 中村 圭
芸術学部 教授 納島 正弘

授業に関連する実務経
験
備考

特になし。

閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

教授 笠原 浩 講師 城井 文

履修時期

後期

履修対象

２年次（映像メディア造形）

講義形態

実習

概要

造形実習ⅡA〈映像メディア〉から継続するものとしている。ⅡB〈メディア〉においてはより高度なスキル習得を
メインとします。

科目の到達目標

前期ⅡA〈映像メディア〉における演習で培った基礎を展開、応用し、表現の基となるコンピュータの操作技術
を高めるとともに、より高度な映像表現技術の修得を目標とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン工芸学科１年次までの専門科目および造形実習ⅡAを履修済みであること。
否
デザイン工芸学科２年映像メディア造形分野後期の必修科目であるため
デジタル機器を使った技法演習を行った後には、その項目について自主的に復習することを習慣付ける。
・関連する展覧会，催しへの参加。
・指定映像作品の視聴。
・音響効果と映像
映像制作にあたり音響（サウンド）は重要なエレメントの一つである。この聴覚と視覚の関係を効果的に組み
合わせる表現方法について実習を行う。
1. “音”とはなにか？講義と実践
2. “音”の収集と加工。AdobeAuditionの基礎と活用
3. 音像作品制作 ー 講評
4. “音”と映像の関係性
5. “音”＋“映像”作品制作 ー 講評

講義内容

・デジタル合成映像
モーショングラフィック制作を展開するにあたり、Adobe AfterEffects等のソフトウエア基本操作のレクチャー
の後、各自課題に則した実制作を行う。
6. デジタル合成映像の基礎と実際
7.Adobe AfterEffects チュートリアル①
8.Adobe AfterEffects チュートリアル②
9.Adobe AfterEffects 応用活用①
10.Adobe AfterEffects 応用活用②
11.モーションタイポグラフィ実践制作 - 講評
・進級制作課題
造形実習Ⅱで培った知識と技術を反映させた映像作品制作を行う。ソフトウエアを含め映像制作技術を統合
的に駆使し新しい表現の展開を計る。一年間で習得した映像制作スキルを活かし、実践的な的映像制作を
行う。
12.作品プラン検討
13.実制作第一段階
14.実制作第二段階
15.実制作第三段階 ー 講評

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
課題成果物（作品）の提出を最低条件とし、それを「可」とする。各課題において指導内容の反映，制作にお
ける計画性、表現の豊かさ、発展性等を評価し、さらに各課題の講評時にはそれぞれ課題への取り組みの
自己評価プレゼンテーションを行い、それらを合わせ総合的に評価し点数化する。それらを加点して「良」，さ
らに優れた表現をしたものに「優」，特に優れた表現をしたものを「秀」とする。
必要に応じて、随時提示する。
笠原浩（映像メディア造形分野教授）
城井 文 （アニメーション作家 映像メディア造形分野講師）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

講師 藤江竜太郎（単位認定者）
教授 吉田幸弘

履修時期

後期

履修対象

２年次（立体造形）

講義形態

実習

概要

生活にかかわる衣食住といった要素にスポットをあて、グループワークを中心に大学祭にむけて展示する空
間づくりをすすめる。各自の興味関心ごとに基づいた自発的かつ実践的なデザインワークを同時に行なって
いく。

科目の到達目標

空間におけるイメージの表現、その実施のための計画、グループワークのための他者との作業の分担・共有
を通して、実践的なデザインの構築方法について理解する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
1.『食の空間』
・市大祭における模擬店の店舗設計と実制作、運営をグループワークによって行う。
・店舗における空間認識と各要素における関係性の把握により、立体造形デザインのプロセスとその段階に
おける意義と手法の習得
１）店舗の調査
２）アイデアの共有方法
３）イメージの具体化
４）３D模型制作
５）店舗計画
６）店舗運営

講義内容

２.『魔法のあかり』
・空間と照明の関係を整理し、空間を演出する照明デザインを思考する。
・提案したデザイン画を元に３次元の形を起こす手法を習得する。
・形体と素材の関係性について実験をかさね、素材の加工技術と光の特性を習得する。
７）光の特性（反射と透過）
８）影による造形
９）照明の設計
１０）照明の実施と検証
⒊『時をはかる』
・市販の製品をベースとしたオリジナルカスタムの製作から、モノの機能、外観の両軸線からの展開を考察す
る。
・大量生産により製造される機能的な市販の商品の付加価値を高めることで、道具に対する愛着をより一層
高める。
１１）モノの機能調査
１２）使用シーンの具体化
１３）イベント内容の企画
１４）カスタムの設計
１５）カスタムの実施と検証
・各課題のテーマについて深く考察することに加え、各課題の連続性についても意識すること。
・各課題は週１回程度の中間チェックを行い、最終提出日には３Dスタジオ内で展示し講評を行う。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
「平常点」と提出された実作品とポートフォリオ、講評時の作品のプレゼンテーションを点数化し評価する。
一定の完成度を有する作品提出を単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創性、完成度の高い表現を
「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて配布する。
教授 吉田幸弘
講師 藤江竜太郎

授業に関連する実務経
験
備考

９月に自発的な立体造形紀行を計画・実施し、フィールドワークを通して後期課題にむすびつくアイデアの収
集につとめる。
展示する空間づくりのため、大学祭委員会に事前登録しておくこと。

閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

講師 古堅太郎、教授 鰕澤達夫

履修時期

後期

履修対象

２年次（現代表現）

講義形態

実習

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業内容：課題への取り組みを通じて、現代美術の基礎的な知識を習得し、作品制作・展示・プレゼンテー
ションの基礎的な力を身につける。
◎20世紀以降の代表的なアーティストの活動や作品などを分析し、近現代美術に対する基礎的な知識だけ
ではなく、様々な思想、作家のポジション、制作方法、戦略について幅広い知識を習得する。また、現代美術
の様々なジャンルをカタログ的に経験することにより、俯瞰的な視点から自らの立ち位置について考察する思
考方法を身につける。
◎コンペへの応募など、作品を積極的に学外へプレゼンテーションしていくための基礎的な知識や技術を習
得する。公募などの実践的な課題を通じて作品に必要なコンセプトや効果的なプレゼンテーションの方法を習
得する。
造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること
否
必修科目のため
現代美術史、アートマネージメント概論、写真（映像）概論も合わせて受講することが望ましい。また、美術館
やギャラリー、アートプロジェクト、アーティストトーク、ワークショップなど芸術に関する展示やイベントに積極
的に参加すること。
◎後期で2個程度の課題を行う。各課題は、自分自身、身近な出来事・空間・人など、自分自身を起点に身近
な社会へと意識を拡張させるように構成している。それぞれの課題のテーマについて考察することに加え、各
課題の連続性についても意識すること。
◎各課題はリサーチと制作の2段階構成とし、週1回程度の中間チェックを行う。最終提出日には現代表現ラ
ボラトリーにて展示し、最終講評を行う。
◎下記の授業内容は、前年度の実績であり、課題の内容・数・実施順序などについては、科目の到達目標に
より適した形で適宜改善する。

講義内容

1.「ソーシャーリーエンゲージドアート：社会と関わるアート」
TEDトークで語られる様々な分野のイノベーションや問題などに注目しながら、前期で取り組んできた身近な
ものや出来事、空間、人などに関連付けて制作する。
2.「尾道プロジェクト」
学外でのグループ展を企画、運営し、企画に沿った作品を制作し展示する。企画立案からテーマ設定、チラ
シ制作、フロアマップなどの作成など、グループ展の企画・運営を実際に行い、グループ展の実施に関する実
践的な知識と経験を身につける。また、テーマに沿ってグループ展に展示する作品を制作する。その際、造
形実習ⅡA、Bの課題で制作した作品を批評的に分析し、2年次のまとめとして作品を制作する。

期末試験実施の有無

実施しない
主に提出された作品とプレゼンテーションによって審査する。特に以下の点に注目し点数化する。

評価方法・基準

◎作品や企画のアイデアやコンセプトの着眼点、内容、斬新さ
◎制作過程における手法、アイデアやコンセプトとの組み合わせ方
◎企画・作品・展示・プレゼンテーションの完成度
作品提出を単位取得の最低条件とするが、上記3点において著しく低い評価だった場合には作品の再提出ま
たはプレゼンテーションの再実施を指示する。また、上記3点において完成度の高い作品を「良」さらに優れた
ものを「優」さらに秀でたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール

各課題において必要な資料等を随時配布または提示する
古堅太郎（現代表現領域 講師）

授業に関連する実務経
験
備考

課題で制作した作品はもちろん、制作過程のスケッチやアイデアなどもできるだけ記録すること。特に作品展
示は高画質の写真や映像などで記録しておくこと。2年の後期に集中講義として開催する「描出演習II」の課
題として、記録写真などをポートフォリオとしてまとめる。
【教職】中・高専修（美術）、高専修（工芸）
閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

責任者 教授：南 昌伸 、教授：永見 文人

履修時期

後期

履修対象

２年次(金属造形)

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業形態：実習
立体的な表現を行う上で有効となる、塑性加工と鋳造技法、溶接を中心とした基本技術を習得する。
また、実習のまとめとして、習得した技術を活かした課題制作に取組み、学内での展示を行う。
塑性加工の中から「絞り加工」の実習、鋳造技術の中から「ロストワックス法」の実習を行いながら、塑性加工
及び鋳造の技法の道具と技法についての理解を深める。 溶接演習を通じて、金属の接合方法と合理的な制
作法を理解・修得し、課題制作を通じて表現手段の幅を身に付ける。また課題制作においては、的確なプレ
ゼンテーションを行える基礎力を身につける。
造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため。
金属造形分野の基礎的な造形力、技法の習得には日々の積み重ねが必要である。毎日の実習を大切にし、
始めての経験である道具や機械の使用方法も正しく理解し、安全に実習を心がけるようにする。
基本を踏まえた上での新たな表現の可能性に気付き自己の作品へと展開でするようにする。
授業で取り上げた「専門技法や、作家」については、専門書籍等で調べ、復習するようにする。
〔１〕塑性加工Ⅱ (底のある器) 【永見】
1.
2.
3.
4.

道具製作（絞り鎚2本）、絞り技法・材料取りの説明
アルミ板による絞り加工の体験と試作
銅板による本製作
仕上げ（口作り、錫引き、硫化仕上げ、蜜蝋コーティング）、講評

〔２〕鋳造 : ロストワックス法による鋳造演習【南】
5.
6.
7.
8.

鋳造についての概説（原形制作、型製作、鋳込み）
ワックス原形制作
型製作
鋳込み、仕上げ、講評

講義内容
〔３〕溶接技法演習 【永見】
9. アルゴン溶接、アセチレンガス溶接、CO2溶接の技法解説と安全指導、溶接体験
10. 溶接技法練習、溶接技法による様々な表現方法の体験

〔４〕課題制作『身につけるかたち』（複合制作）【南・永見】
11.
12.
13.
14.
15.
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

課題説明、作品エスキースの作成、資料収集、プレゼン１
作品完成予想図の作成、プレゼン2
作品試作による、技法・素材・表現の確認、実制作
実制作
実制作→作品完成→作品展示、講評

実施しない
受講姿勢とプレゼンテーション、各単元の成果、課題作品を総合して評価する。
作品提出をする事を単位取得「可」の最低条件とし、完成度の高い作品を「良」、
独創性に優れたものを「優」とする。完成度と独創性共に極めて優れた作品を「秀」とする。
教科書：特になし
参考書：項目ごとに適宜資料を配付する

担当者プロフィール

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行っている。
・永見文人：日展 会友、現代工芸美術家協会 本会員
・南 昌伸：現代工芸美術家協会 本会員

授業に関連する実務経
験

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行うと同時に、

平成6年の開学依頼、金属造形分野の学生の指導を担当している。
備考

・中学校一種免許（美術）必修科目
・高校一種免許（工芸） 必修科目
閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

講師 青木伸介 教授 大塚智嗣

履修時期

後期

履修対象

２年次（漆造形）

講義形態

実習

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

漆芸の加飾技法「蒔絵」「螺鈿」の知識や技法を学び、道具や材料を扱いながら参考資料や技術指導を基に
工程に沿って作品を制作する。
漆芸の加飾技法「蒔絵」「螺鈿」の知識と技術について理解し見識を深める。
技法を学び扱うことで、表現に必要な技術力と造形力を身に付ける。
蒔絵技法（研ぎ出し蒔絵・平蒔絵）を習得し作品を制作する。
螺鈿技法（貝の加工）を習得し作品を制作する。
デザイン工芸学科１年次専門科目を全て修得していること。
造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため

事前・事後学修

次回までに前回のことを復習し理解を深めること。

講義内容

◎漆造形基礎実技
加飾技法（研ぎ出し蒔絵・平蒔絵・螺鈿）
１：課題説明（技法と素材など）・作例紹介
２：道具制作（粉筒、筆洗いなど）
３：漆精製法の講義・中塗り炭研ぎ
４：摺漆・図案作成
５：下図の転写（置目）
６：制作（貝の加工・貼り付け）
７：制作（貝の加工・貼り付け）
８：制作（地塗り・地描き・粉蒔き・粉固め）
９：制作（地塗り・地描き・粉蒔き・粉固め）
１０：制作（中塗り・地塗り・地描き・粉蒔き・粉固め）
１１：制作（上塗り・磨き・付描・粉蒔き）
１２：制作（炭研ぎ）
１３：制作（炭研ぎ・胴擦・摺漆）
１４：制作（磨き・仕上げ）
１５：講評・作品提出

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
受講態度、提出作品を評価
基礎的な知識と技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の最低条件とする。さらに総合的観点から
高い評価が認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
必要に応じて、随時資料を配布する。
2005年東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻漆芸修了
日本文化財漆協会理事
2010年〜2017年東京藝術大学美術学部非常勤講師
2011年・2014年 筑波大学人間総合科学研究科 非常勤講師
2017年〜広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科漆造形専任講師

備考
閉じる

科目名

造形実習ⅡB

単位数

6.0

担当者

准教授 野田 睦美
教授 倉内 啓

履修時期

後期

履修対象

2年次(染織造形)

講義形態

実習

概要

授業内容：染基礎実習では「捺染」を通して染造形の基礎を学び、織基礎実習では「絣織」を通して織造形の
基礎を学ぶ。また、それぞれの素材と技術に対する造詣を深める。

科目の到達目標

＜染基礎実習Ⅱ＞
・捺染(プリント)の技法を学び、版による連続模様の創り方を修得し、表現の可能性を探る。
＜織基礎実習Ⅱ＞
・織機を使用して経絣、緯絣、縦緯絣などの絣技法を学び、絣織による模様の作り方を修得し、表現の可能
性を探る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン工芸学科1年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため
染織造形における基礎知識と技術を修得する授業のため積極的に実習を行うこと。
各課題で配布する資料及びサンプルなどを整理し「染色実験ファイル」「織ファイル」「染ファイル」としてまとめ
ること。
木工の安全講習の受講を勧める。
＜染基礎実習Ⅱ＞（倉内）
１：講義「捺染・連続模様の基礎知識」
２：サンプル制作（ドローイング、カッティング、写真製版）
３：取材→スケッチ→エスキース→図案作成
４：原図作成
５：製版
６：プリント
７.定着→水元

講義内容

＜織基礎実習Ⅱ＞（野田）
８：講義「絣の基礎知識、織機の基礎知識」
９：取材→エスキース→図案→原画作成→経糸と緯糸の精練
10：経糸と緯糸の精練及び漂白
11：経糸と緯糸を括る→染色
12：整経→筬通し→綜絖通し→タイアップ
13：試織、製織
14：経糸の処理及び仕上げ加工
＜講評＞（野田、倉内）
15：捺染作品と絣作品を展示、作品と制作過程についてプレゼンテーション、講評

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

実施しない
捺染作品、絣作品、プレゼンテーションを総合的に評価する。
捺染作品と絣作品を提出することを単位取得「可」の条件とし、造形力や技術力のある完成度の高い表現
「良」、より優れているものを「優」、特に優れているものを「秀」とする。
各課題に応じて参考資料、サンプルなどを配布又は紹介する。
野田 睦美 織作家
倉内 啓 染作家
野田 睦美【文化庁海外派遣員(染織,現代美術)】
倉内 啓【実務経験：1987年4月〜1990年3月 日本毛織㈱（テキスタイルデザイナー）】
【教職：中一級、高二級（美術・工芸）、高一級（工芸）】
各課題の提出日と提出時間を厳守すること。
閉じる

科目名

古美術研究（演習)

単位数

4.0

担当者

芸術学部准教授 野田 睦美
芸術学部非常勤講師 矢野 健一郎
芸術学部非常勤講師 重森 千青

履修時期

通年

履修対象

デザイン工芸学科3年次

講義形態

演習

概要

古美術研究事前学内講義を２回受講し、9月中旬(５泊６日)に奈良、京都への古美術研究旅行(古美術研究
現地講義を３回受講)を行う。奈良と京都において一般公開されていない国宝及び重要文化財など(仏像、襖
絵、建築物、庭園、茶室など)を中心に、特別拝観及び一般拝観というかたちで執り行い、古美術研究事前学
内講義と現地講義、事前調査と現地調査を通して、日本の伝統文化とその歴史を理解し、古美術についての
造詣を深める。

科目の到達目標

優れた古美術について、講義と現地の環境の中で実物を観察したことを総合して研究を行うなかで、日本美
術の特性である精神性や象徴性を感じ取り、伝統的な造形の理解を深め、自己の美意識と造形力を高め
る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン工芸学科１年次と2年次の専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため
古美術研究旅行で見学する社寺仏閣などは文化財であるが、同時に宗教における信仰の対象であることを
理解すること。その上で、社寺仏閣関係者及び他の拝観者に迷惑がかからないように、所作と服装に十分注
意すること。
指導教員：デザイン工芸学科全教員、非常勤講師・矢野健一郎、重森千青
古美術研究事前学内講義1 (非常勤講師・矢野健一郎)・7月2日
1.仏像彫刻の解体と修理
2.仏像のレントゲン撮影による内部構造
3.天平時代の塑像の構造
4.玉眼の方法
5.吉野蔵王権現堂、蔵王権現の修理
6.円城寺、運慶作大日如来摸造等
古美術研究事前学内講義2(非常勤講師・重森千青)・7月3日
1.日本庭園の基本理念と様式
2.庭園構成について(1)：理想郷を作る→植物や石による表現方法
3.庭園構成について(2)：遠近法の活用→狭小な空間の見せ方

講義内容
古美術研究旅行
奈良
古美術研究現地講義1・2(非常勤講師・矢野健一郎)
東大寺南大門, 大仏殿, 俊乗堂, 法華堂, 二月堂, 戒壇院, ミュージアム, 秋篠寺, 長谷寺, 室生寺
古美術研究：奈良国立博物館, 新薬師寺, 薬師寺, 興福寺, 唐招提寺, 春日大社等
京都
古美術研究現地講義3(非常勤講師・重森千青)
大徳寺大方丈, 大徳寺真珠菴, 大徳寺孤篷庵
古美術研究：東山慈照寺, 聖護院, 南禅寺金地院, 南禅寺天授庵, 三十三間堂, 妙心寺麟祥院, 妙心寺天球
院, 平等院, 教王護国寺等
＊古美術研究旅行の見学先については、見学先の都合などにより変更することもある。
期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
古美術研究事前学内講義、古美術研究現地講義、古美術研究旅行、古美術研究手帳、レポートを総合的に
評価する。
古美術研究手帳は、事前学内講義、現地講義、各社寺での説明及び資料、観察したこと、調査したことにつ
いてまとめること。なお古美術研究手帳とレポートは引用文献と参考文献の出典を明記すること。
評価基準
「秀」積極的な研究を行い、古美術研究手帳とレポートにおいて充実した研究と各自の研究に繋がる独自の
研究が認められた場合
「優」積極的な研究を行い、古美術研究手帳とレポートにおいて充実した研究が認められた場合
「良」積極的な研究を行い、古美術研究手帳とレポートにおいて一定の学習効果が認められた場合
「可」積極的な研究が認められない場合
＜参考＞
日本美術史---『原色図典日本美術史年表』集英社
仏教---『岩波仏教辞典』岩波書店
仏像---『みほとけのかたち』奈良国立博物館
庭園---重森三玲『日本の名園』誠文堂新光社、重森千青『日本庭園』ナツメ社、
岡崎文淋『日本の古庭園 上巻』・『日本の古庭園 下巻』同朋社

茶-----岡倉覚三『茶の本』講談社新書、熊倉功夫『茶の湯』教育社
襖絵---『別冊太陽狩野派決定版』平凡社
担当者プロフィール

野田睦美：織作家、デザイン工芸学科染織造形准教授
矢野健一郎：矢野造形技法研究所代表、東京芸術大学奈良古美術研究施設非常勤講師
重森千青：(有)重森庭園設計研究室代表、京都工芸繊維大学非常勤講師

授業に関連する実務経
験
備考

古美術研究旅行代金（約8万円・往復の交通費を除く5泊6日の宿泊費、貸切バス代、駐車場代、特別拝観
料、食事代等）を指定された期日（7月中頃）に旅行会社に入金のこと。
閉じる

科目名

造形実習ⅠA

単位数

4.0

担当者

藤江竜太郎（単位認定者）
青木伸介
城井文
古堅太郎

履修時期

前期

履修対象

１年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン・工芸に必要とされる基礎能力を磨くためにテーマを設けた様々な実技課題において作品を制作す
る。各実技課題においては、課題シートによる課題説明、制作過程における実技指導と参考作品等の紹介、
講評における作品解説と指導、及び検証を行う。
創作活動の基礎として必要とされる、観察、実験、調査、構想、制作、検証、記録の方法を習得する。
デザイン工芸学科１年次必修科目
否
必修科目のため
各課題に関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
1. 04/9-05/9基礎実習A（主担当：藤江竜太郎）
基礎実習A（観察力）
・素材の解体方法を見つけ出し、そのテーマに沿って再構築を行う。
・創作の基本的手法の一連を体験する。
１）素材の観察
２）素材の解体
３）記憶の抽出
４）素材の可能性
５）記憶の表現
６）撮影実習
７）写真表現（取材旅行）

講義内容

2. 05/10-05/30基礎実習B（主担当：城井文）
基礎実習B（色彩力）
８）ドローイング
９）幾何学携帯を用いた色彩表現
１０）時間軸の構築
１１）色彩表現と時間
3. 06/28-07/25基礎実習C（主担当：古堅太郎）
基礎実習C（発想力）
・与えられた条件のもと発想力をもとに問題解決をする
・「テーマ」に基づいた球の軌跡を表現する。テーマ・素材共に任意。
１２）構造的観察
１３）力学的観点からの思考
１４）軌跡の美意識
１５）発想の実現

期末試験実施の有無

実施しない
以下について、総合的に評価する。
1. 実習への取り組み姿勢
毎回勤勉に実習に取り組んだか？
観察：様々な角度から対象の観察を行ったか？
実験：様々な方法と十分な量で実験を行ったか？
調査：過去の作品や類似事例を十分調査したか？
構想：観察・実験・調査に基づいた構想を行ったか？
制作：構想に見合った十分な制作を行ったか？
検証：作品が構想を正しく表すものとなっているか確認したか？

評価方法・基準

2. 課題ごとに制作する作品
観察、実験、調査を通じて構想し、
その結果を造形によって表現したものとなっているか？
3. 講評時のプレゼンテーション
制作プロセスとその成果物としての作品が、良い状態で提示されているか？
自らが取り組んだ内容とその結果について、端的に説明したか？
全ての課題の提出、プレゼンテーションを、

単位取得のために必要な最低限の条件「可」とし、
上記4項目を鑑みて、秀、優、良の評価を与える。
教科書
必要に応じて購入する。
教科書等

担当者プロフィール

参考書
発想法―創造性開発のために (中公新書 (136)) [新書]
日本美の特質 (SD選書 20) [単行本]
素材と造形の歴史 (SD選書 9) [単行本]
青木伸介（漆造形・講師）
城井文（映像メディア造形・講師）
藤江竜太郎（立体造形・講師）
古堅太郎（現代表現・講師）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

描出演習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

教授 笠原 浩

履修時期

後期

履修対象

デザイン工芸学科１年次必修

講義形態

演習

概要

コンピュータを使用して、グラフィック制作、画像補正・修正、原稿入力・レイアウト・印刷などの出版のための
作業を行うDTP（デスク・トップ・パブリッシング）の基礎を演習形式で学びます。具体的にはAdobe
Illustrator,Adobe Photoshop, Adobe InDesign等のソフトウエアの操作習得を通して、グラフィックデザインの基
本的な考え方を学びます。

科目の到達目標

イメージの数値化、デジタル情報の理解は、現在のデザインワークにおいての基礎知識として重要であり、ま
た制作現場におけるソフトウエア使用技術の習得も、基本スキルとして必要不可欠ともいえます。本講義（演
習）では、これらの理解・習得を目的とし、印刷データ作成時の基本ルールの知識修得と，コンピュータによる
適正な出力技術を身に付けます。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

2020年度入学デザイン工芸学科１年次必修
否
デザイン工芸学科１年後期の必修科目であるため
関連するデザイン制作物に意識を持つこと。
１週：ガイダンス DTPの概要とフローチャート
２週：グラフィックデータの種類とAdobe Illustrator基本操作
３週：ベクトル画像のしくみとIllustratorの活用 （スタンプ発注データ作成）
４週：タイポグラフィの基礎 文字組とフォント
５週：Illustratorによるオリジナルタイポグラフィ制作
６週：ロゴや図版の作成 Illustratorの活用② （オリジナル名刺作成）
７週：Photoshopの基本操作
８週：ポートレイト撮影とRAWデータの現像
９週：Photoshopによる適正データの作成（画像解像度，色調補正）
10週：Photoshopのマスキング処理
11週：IllustratorとPhotoshopの連携 プロファイルシートの作成
12週：InDesignの基本操作
13週：文字組み、版面設計、レイアウト
14週：ポートフォリオ実制作
15週：ペーパーテスト及びポートフォリオ実制作
実施しない
各作成データの提出された印刷データをDTP作成時の禁止・注意事項への対処による減点法で数値化され
た点数を基にした評価と、基本的に自己PRツールとして作成された各データの表現力を評価の対象とする。
また、各ツールやルールの理解度を測るため簡単なペーパーテストを最終週に実施して、それらの総合点で
評価する。
必要に応じて、随時提する。
笠原 浩（映像メディア造形分野 教授）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅠB

単位数

4.0

担当者

藤江竜太郎（単位認定者）
鰕澤達夫
吉田幸弘
笠原浩
南昌伸
永見文人
倉内啓
大塚智嗣
野田睦美
中村圭

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

テーマを設けた様々な実技課題において作品を制作する。各実技課題においては、課題シートによる課題説
明、制作過程における実技指導と参考作品等の紹介、講評における作品解説と指導、及び検証を行う。
創作活動の基礎として必要とされる、観察、実験、調査、構想、制作、検証、記録の方法を習得する。
デザイン工芸学科１年次必修科目
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
A 10/0２-11/8 工芸系（金属、染織、漆）課題から２つを選択し取り組む。*1
B 11/13-12/20 現代表現・デザイン系（視覚、立体、映像メディア）課題から２つを選択し取り組む。
C 01/08-01/31 1または2で取り組んだ課題を用いて学内展示を行う。
１）各分野のオリエンテーション
２）各分野での課題説明
３）各分野での技法実習
４）各分野でのアイデア構築
５）各分野での制作計画
６）各分野での計画の実現方法
７）各分野での中間指導
８）各分野での制作
９）各分野でのプレゼンテーション
１０）各分野での講評
１１）展示企画と作業分担
１２）展示計画
１３）展示に向けたポスター・チラシ制作
１４）展示空間の作り方
１５）展示実施
*1 希望者が偏った場合は、教員が割り振りを調整する場合がある。

期末試験実施の有無

実施しない
以下について、総合的に評価する。
1. 実習への取り組み姿勢
毎回勤勉に実習に取り組んだか？
観察：様々な角度から対象の観察を行ったか？
実験：様々な方法と十分な量で実験を行ったか？
調査：過去の作品や類似事例を十分調査したか？
構想：観察・実験・調査に基づいた構想を行ったか？
制作：構想に見合った十分な制作を行ったか？
検証：作品が構想を正しく表すものとなっているか確認したか？

評価方法・基準

2. 課題ごとに制作する作品
観察、実験、調査を通じて構想し、
その結果を造形によって表現したものとなっているか？
3. 講評時のプレゼンテーション
制作プロセスとその成果物としての作品が、良い状態で提示されているか？
自らが取り組んだ内容とその結果について、端的に説明したか？
全ての課題の提出、プレゼンテーションを、
単位取得のために必要な最低限の条件「可」とし、
上記4項目を鑑みて、秀、優、良の評価を与える。

教科書等

担当者プロフィール

教科書
必要に応じて購入する。
鰕澤達夫（現代表現・教授）
吉田幸弘（立体造形・教授）
笠原浩（映像メディア造形・教授）
南昌伸（金属造形・教授）
永見文人（金属造形・教授）
倉内啓（染織造形・教授）
大塚智嗣（漆造形・教授）
中村圭（視覚造形・准教授）
野田睦美（染織造形・准教授）
藤江竜太郎（立体造形・講師）

授業に関連する実務経
験
備考

各課題は、提出日、提出時間を厳守し、講評時には、必ずプレゼンテーションをすること。
実習のはじめに必ず出欠を確認する。
閉じる

科目名

形体演習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

藤江竜太郎・講師（単位認定者）
青木伸介・講師

履修時期

前期

履修対象

１年次

講義形態

演習

概要

自然実を対象にその形体を観察し、粘土による塑像と、異素材による造形力に取り組む。

科目の到達目標

自然物の観察から形体を抽出し、立体造形に必要なスケッチを行えるようになる。
粘土による塑像を通して、立体表現に必要な基礎的な造形力を身につけることができる。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

デザイン工芸学科１年次必修科目
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
１）ドローイング
２）塑像：基礎技術
３）塑像：芯組み
４）塑像：肉付け
５）塑像：ヘラ加工
６）塑像：仕上げ
７）実習：アイデアの立案
８）実習：ドローイング
９）実習：素材加工
１０）実習：線材
１１）実習：面材
１２）実習：動き
１３）実習：量感
１４）実習：プレゼンテーション
１５）実習：ドキュメント制作
実施しない
以下について、総合的に評価する。
1. 実習への取り組み姿勢
毎回勤勉に実習に取り組んだか？
観察：様々な角度から対象の観察を行ったか？
実験：様々な方法と十分な量で実験を行ったか？
調査：過去の作品や類似事例を十分調査したか？
構想：観察・実験・調査に基づいた構想を行ったか？
制作：構想に見合った十分な制作を行ったか？
検証：作品が構想を正しく表すものとなっているか確認したか？

評価方法・基準

2. 課題ごとに制作する作品
観察、実験、調査を通じて構想し、
その結果を造形によって表現したものとなっているか？
3. ドローイング
モチーフから造形に必要なキーワードを引き出すことができたか。
形体に必要な線をどれだけ探ったか、特にその量を重視する。
4. 講評時のプレゼンテーション
制作プロセスとその成果物としての作品が、良い状態で提示されているか？
自らが取り組んだ内容とその結果について、端的に説明したか？
全ての課題において、一定の完成度を有する作品提出を単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創
性、完成度の高い表現を「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

必要に応じ配布する
藤江竜太郎（立体造形・講師）
青木伸介（漆造形・講師）

閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

芸術学部 准教授 中村 圭

履修時期

後期

履修対象

２年次（視覚造形）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容
期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

ビジュアルコミュニケーションの中でも、小型グラフィックスは、手にとって使うことが前提となるものである。つ
まり、視覚に加えて触覚（具体的には用紙の選択）も重要な要素となる。また、小型グラフィックスにおいて
は、紙面が小さいため、文字の大きさやレイアウトを厳しく調整する必要がある。この演習ではこうしたことに
ついて、実践的に学ぶ。
受講生は、小型グラフィックスの制作を通じて、紙媒体におけるグラフィックデザインを習得する。
造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため
事前学習：様々な名刺のデザインを調査する。記載文言の検討。
事後学習：実際の使用を通じて、デザインの妥当性や、情報の伝わり方を調査する
小型グラフィックスの事例調査。
小型グラフィックスの制作。
制作した小型グラフィックスのプレゼンテーションと講評。
小型グラフィックスの印刷会社への発注。
実施しない
積極的に受講姿勢の有無に加えて、以下を勘案し評価する。
S（秀）：作品が秀でている場合。
A（優）：作品が優れている場合。
B（良）：作品が良い場合。
C（可）：課題条件を満たす作品が提出された場合。
D（不可）：課題が課題条件を満たさない、または、課題が未提出の場合。
なし。
芸術学部 准教授 中村 圭

授業に関連する実務経
験
備考

特になし。
閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

講師 藤江竜太郎（単位認定者）
教授 吉田幸弘

履修時期

後期

履修対象

２年次（立体造形）

講義形態

演習

概要

世の中に発表されたプロダクト商品に目を向け、それらを産み出したデザイナーやその時代背景まで含めて
調査することによって、ビジュアルだけではないプロダクトデザインの本質を学ぶ。

科目の到達目標

日常生活のなかで関わる事物を意識的に観察する能力を身につけ、それぞれのデザインの本質を見抜く力
を養う。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
『プレゼンテーション』
・プロダクト製品とそのデザイナーの調査を行い、その機能、特性を魅力的に社会へ伝達する。
・プロダクトデザインにおける考察を調査から導きだす。人とモノの関係性を考察する。プレゼンテーション技
法の習得。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

１）テーマ説明
２）製品の観察
３）製品の実測
４）製品のデザイナーについて
５）製品の時代背景について
６）製品の素材について
７）製品のブランドについて
８）製品の価格について
９）製品と空間について
１０）資料のための写真撮影
１１）プレゼンテーション資料の計画
１２）パワーポイントを使った資料の作り方
１３）パワーポイントを使ったプレゼンテーションの仕方
１４）その他プレゼンテーションの方法について
１５）プレゼンテーション
実施しない
「平常点」と提出されたポートフォリオとプレゼンテーションを点数化し評価する。
一定の完成度を有するポートフォリオの提出とプレゼンテーション発表を単位取得「可」の最低条件とし、コン
セプト、独創性、完成度の高い表現を「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて資料を配布する。
教授 吉田幸弘
講師 藤江竜太郎

授業に関連する実務経
験
備考

テーマについてはその都度発表する。
閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 笠原 浩

履修時期

後期

履修対象

２年次（映像メディア造形）

講義形態

演習

概要

（映像メディア造形）
作品やポスターなど映像に関する様々なグラフィックデザインに関してディスカッションする。その後、描出演
習Ⅰで習得したIllustrator、Photoshop、InDesign等のソフトウエアのスキルを生かし、演習Ⅱにおいては電子
デバイスで提示するグラフィックデザインと紙媒体に印刷するグラフィックの2通りを制作する。

科目の到達目標

映像作品のレビュー執筆によって、映像作品の読解力と言語化する力を向上させる。また、映画や映像展に
おけるポスターやフライヤー、DVDジャケットのデザインを調査する。これらと画像編集に関する基礎知識、及
びソフトウエア使用技術を生かし、映像作品に付属するテキスト（クレジット、シノプシスなど）やポートフォリオ
のインフォグラフィックに反映させる。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
デザイン工芸学科２年映像メディア造形分野の必修科目であるため
・各自ポートフォリオを更新することで習得したスキルを活かすこと。
・日常的に映画ポスターやフライヤー等のインフォグラフィックに注目し、自身の制作物に反映させること。
1. 課題説明、ソフトウエア説明①
2. レイアウトソフトウエア演習①
3. レイアウトソフトウエア演習②
4. レイアウトソフトウエア演習③
5. Webフォリオの調査①
6. Webフォリオソフトウエア演習①
7. Webフォリオソフトウエア演習②
8. Webフォリオソフトウエア演習③
9. Webフォリオソフトウエア演習④
10. グラフィックデザイン演習
11. フライヤー調査
12. フライヤー制作①
13. フライヤー制作②
14. 成果物の講評
15. ブラッシュアップ提出
実施しない
課題による成果物（Webフォリオ、印刷媒体によるポートフォリオ）の提出を最低条件とし、それを「可」とする。
作品に対する計画性、表現力、実現力のほか、言語化する力などを総合的に評価し点数化したものを加点し
て「良」、さらに優れた表現をしたものに「優」、特に優れた表現をしたものを「秀」とする。
各課題に応じて参考資料等、随時配布又は紹介する。
笠原浩（映像メディア造形分野教授）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

責任者 教授：永見 文人、 教授：南 昌伸

履修時期

後期

履修対象

２年次（金属造形）

講義形態

演習

概要

「造形実習ⅡA」で習得した、レリーフ表現の応用編として,動植物・虫をモチーフとした装身具の制作を行う。
完成作品は、後期終了時の学内展示で発表する。

科目の到達目標

「レリーフ表現」を幅広く捉え、モチーフの特徴を捉えた描出を行い、独自の表現へと展開して行く。
制作する装身具とレリーフ表現との関連について充分考察する。
装身具の留め金具等について、既成の装身具の調査を行い、その機能について考察し、個々の作品に適す
る機能美を追求する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため。
「レリーフ表現」については、金属素材の作品に限らず、幅広い視点に立って、調査・研究する事。
装身具の留め金具については、既成の作品や、関連書籍の資料から、その機能と美的表現について良く調
査する事。
1. 課題説明とスケジュールの確認
2. 既存のレリーフ作品と装身具の機能美についての調査。アイデアスケッチの制作
3. プレゼンテーション1（ラフスケッチの提出）
4.素材選定とデザイン決定のための試作
5.実素材における試作
6.プレゼンテーション2(最終プランの提出)
7.実制作（素材・表現技法の確認）
8.実制作」（パーツ制作）
9. 〃
10.中間チェック（作品制作迄のプラン確認）
11.実制作（パーツ制作と仕上げ）
12.実制作（研磨、色上げ）
13.作品組立て、仕上げ
14.作品完成
15.作品提出・展示・作品講評
実施しない
講評時に各自が自己の作品についてのプレゼンテーションを行う。
各単元の受講状況とプレゼンテーションの状況を加味して作品を評価する。
作品提出をする事を単位取得（可）の最低条件とし、完成度の高い作品を（良）、
独創性に優れたものを（優）とする。完成度と独創性共に極めて優れた作品を（秀）とする。
各単元の受講状況と作品評価との総合点で評価する。
教科書：特になし。
参考資料：適宣資料を配布する。

担当者プロフィール

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行っている。
・永見文人：日展 会友、現代工芸美術家協会 本会員
・南 昌伸：現代工芸美術家協会 本会員

授業に関連する実務経
験

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行うと同時に、
平成6年の開学依頼、金属造形分野の学生の指導を担当している。

備考

・中学校一種免許（美術）必修科目
・高等学校一種免許（美術）必修科目
閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

准教授 野田 睦美

履修時期

後期

履修対象

２年次(染織造形)

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

授業内容：描出演習Ⅰで習得したAdobe Illustrator,Adobe Photoshop, Adobe InDesign等のソフトウエアの操
作を生かし、描出演習Ⅰで制作したポートフォリオを引き続き制作する。具体的には、Adobe Illustrator,Adobe
Photoshop, Adobe InDesignを使用し、２年次に制作した各作品について、作品写真、作品形態(サイズ、素
材、技法)、作品概略文などをポートフォリオとしてまとめる。
染織造形の実作品の色彩や素材感をより正確に伝えるために、Adobe Illustrator,Adobe Photoshop, Adobe
InDesignの操作を積極的に学び、印刷データとして、画像作成、画像補正、画像修正、原稿入力、レイアウト
などを行い、出力し、コンピューターによる適正な出力技術の基礎を習得する。
デザイン工芸学科1年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため

事前・事後学修

関連するデザイン制作物に興味を持つこと。

講義内容

１週：オリエンテーション
２週：関連するデザイン制作物の調査
３週：関連するデザイン制作物の調査
４週：作品ファイルの構成
５週：作品撮影
６週：作品画像作成
７週：画像修正
８週：画像修正
９週：画像色調補正
10週：作品形態(サイズ、素材、技法)を入力
11週：作品概略文を入力
12週：作品概略文を入力
13週：レイアウト
14週：ポートフォリオ実制作
15週：ポートフォリオ実制作

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
授業の取り組み姿勢に加えて、以下を考慮して評価する。
「秀」作品が秀でている場合
「優」作品が優れている場合
「良」作品が良い場合
「可」作品が提出された場合
各課題に応じて参考資料、サンプルなどを配布又は紹介する。
野田 睦美（織作家）

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

野田 睦美【文化庁海外派遣員(染織,現代美術)】
提出日と提出時間を厳守すること。
閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

講師 古堅太郎、教授 鰕澤達夫

履修時期

後期（集中講義）

履修対象

2年次（現代表現）

講義形態

演習

概要

授業内容：ポートフォリオ、チラシ、名刺などの印刷物、デジタル1眼レフカメラによる作品の撮影も含め、制作
や展示に必要なグラフィック制作、画像補正、レイアウト、入稿データの作成など主にDTP印刷の基礎を学
ぶ。

科目の到達目標

クリエイターとして活動していくためには、作品の制作に加えポートフォリオやチラシ、カタログなどを通じたプ
レゼンテーションが必要不可欠である。このような活動において必要なデジタル1眼レフカメラやソフトウエア
（Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign等）の操作を習得し、印刷物による作品のプレゼンテー
ションの基礎的な知識と技術を習得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること
否
必修科目のため
作家や展覧会のカタログ、チラシ、ポスター、ウェブサイトなどに注目し、作品や展覧会の内容がグラフィック
デザインを通じてどのように表現されているか観察すること。
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

オリエンテーション
一眼レフデジタルカメラによる作品撮影の基礎知識
一眼レフデジタルカメラによる作品撮影
Photoshopを使った写真の補正とデータ管理の基本
メディアに合わせた画像処理の基礎知識
レイアウトの基礎知識
Illustratorによるレイアウト基本操作
画像とテキストを組み合わせた名刺の制作
画像とテキストを組み合わせた名刺の制作
画像とテキストを組み合わせたチラシの制作
画像とテキストを組み合わせたチラシの制作
InDesignによるポートフォリオ制作の基本操作
自作の作品画像を使用したポートフォリオ制作
自作の作品画像を使用したポートフォリオ制作
講評

※課題の内容・数・実施順序などについては、科目の到達目標により適した形で適宜改善を行う。
期末試験実施の有無

実施しない
① 画像処理・レイアウト・データ管理などの基礎的ルールの理解度
② 名刺、チラシ、ポートフォリオ制作課題の完成度
③ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesignの使用技術の習得度

評価方法・基準
上記3点から審査し点数化する。すべての課題を提出することを単位取得の最低条件とするが、上記3点にお
いて著しく低い評価だった場合にはデータの再提出を指示する。また、上記3点において完成度の高い作品
を「良」さらに優れたものを「優」さらに秀でたものを「秀」とする。
教科書等
担当者プロフィール

各課題において必要な資料等を随時配布または提示する
古堅太郎（現代表現領域 講師）

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高専修（美術）
閉じる

科目名

描出演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

講師 青木 伸介 教授 大塚 智嗣

履修時期

後期

履修対象

２年次（漆造形）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

漆を使った多様な表現技法をもとに、現代の塗装技術を踏まえた幅広い視野で学習し探求する。
広義の塗装表現についての知識と技術について理解し見識を深める。
技法を学び扱うことで、表現に必要な技術力と造形力を身に付ける。
課題の成果物を提出すること。
デザイン工芸学科１年次の専門科目を全て修得していること。
造形実習ⅡA・形体演習Ⅱを修得していること。
否
必修科目のため
次回までに前回のことを復習し理解を深めること。
◎漆造形基礎実技
加飾技法（螺鈿）
１：課題説明・導入
２：漆を使った表現１
３：漆を使った表現２
４：漆を使った表現３
５：塗装方法１
５：塗装方法２
６：課題への取り組み
７：課題への取り組み
８：課題への取り組み
１０：課題への取り組み
１１：課題への取り組み
１２：課題への取り組み
１３：課題への取り組み
１４：まとめ
１５：講評、制作物の提出
実施しない
受講態度、提出作品を評価
作品提出することを単位取得「可」の最低条件とする。さらに総合的観点から高い評価が認められるものを
（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
必要に応じて、随時資料を配布する。
2005年東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻漆芸修了
日本文化財漆協会理事
2010年〜2017年 東京藝術大学非常勤講師
2011年・2014年 筑波大学人間総合科学研究科 非常勤講師
2017年〜広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科漆造形専任講師

備考
閉じる

科目名

形体演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 吉田 幸弘
デザイン工芸学科全教員

履修時期

前期

履修対象

２年

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

モノを創造することにおいて重要で基礎的な知覚・観察力を実技課題を通して養う。
前半では特に形体を主眼に置き、コンピューターを用いた実技課題（提出2課題）を行う。
後半は専門分野ごと、前半で培った造形感覚を生かし、実材等による実技課題を行う。
コンピューター上の形体作成においても実材に触れ、観察を通じ、新たな発見や触発を促す。フォトリアリス
ティックな表現手法としての3DCGはもとより、3Dモデリングによるデッサンを行うことにより、より深い観察力
を養う。
デザイン工芸学科１年次専門科目をすべて修得していること。
否
必修科目のため
特に前半は、コンピューターの使用法を段階的に行うため遅刻・欠席厳禁。特に遅れが生じた場合次の週ま
でに自習し、遅れを取り戻しておくこと。
［前半］
1.鉛筆によるデッサン（ブランデーグラス）
2.計測し、断面図の作成
3.コンピューターによるデッサン（モデリング）
4.コンピューターによるデッサン（マッピング）
5.コンピューターによるデッサン（ライティング／レンダリング）
6コンピューターによるオリジナルデザイン
7.IBLによるライティング
8.IBLによるレンダリング
［後半］
9.各分野ごとに設定された課題の説明
10.課題制作の構想、素案作成
11.素案に対する担当教員からの助言
12.課題制作初期過程における担当教員の総合的指導
13.課題制作中期過程における担当教員の総合的指導
14.課題制作後期過程における担当教員の総合的指導
15.作品提出
実施しない
それぞれで制作した作品を点数化し評価する。１点でも未提出の場合は単位習得できない。
すべての作品提出を単位取得の最低条件とし、完成度の高い作品を（良）、さらに独創性に優れたものを
（優）、さらに秀でたものを（秀）とする。
ソフトウェアのマニュアルの抜粋等、内容、段階に合わせ適宜配布する。
吉田 幸弘（デザイナー 立体造形分野 教授）
吉田幸弘 車メーカーで5年間カーデザイン関連の業務を行う

備考
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

芸術学部 准教授 中村 圭（単位認定者）
芸術学部 教授 納島 正弘

履修時期

前期

履修対象

３年次（視覚造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

実際に外部に向けて発信するためのデザインを実践的に学ぶ。
視覚伝達を目的とした、デザインの思考と表現、応用と展開を目的とする。
造形実習ⅡBを履修していること
否
必修科目のため
チームワークには能動的に貢献すること。
B0301. クリエイターズ・リサーチ
指定されたクリエイターについてリサーチ・プレゼンを行う。
B0302. 大学祭企画
大学祭で実施する「デザイン」に関する企画をたてる。
B0303. 広島から発信するポスター
平和をテーマにしたポスターを制作する。
B0304. メディアミックス
指定された企業・商品について、様々なメディアの広告を制作する。
B0305. プロジェクト
別に指定する社会における実践的なデザインプロジェクトに取り組む。
実施しない
以下４点を総合的に鑑みて、秀、優、良、可、不可、欠席で評価する。

評価方法・基準

1.
2.
3.
4.

制作への日常的取り組み姿勢。
チェック及び講評（プレゼンテーション）への参加。
成果物に対する仕事量及びクオリティ。
チームへの貢献と協調。

なお、各課題で可未満の評価を与えた場合には、作品の再提出を求める。
指定する期日までに再提出がなかった場合は不可とする。
教科書等
担当者プロフィール

各課題に応じて、随時配布紹介する。
芸術学部 准教授 中村 圭
芸術学部 教授 納島 正弘

授業に関連する実務経
験
備考

特になし。
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

教授 笠原 浩、 講師 城井 文

履修時期

前期

履修対象

３年次（映像メディア造形）

講義形態

実習

概要

映像メディアイベントを協働制作として、その企画・実行を課題として課す。
後半には各自の方向性を見定める為に、指導教員とのディスカッションに重点を置き各自の定めた制作テー
マによる実制作に取り組む。また各自の制作スタイルの確認のためのドキュメント（ポートフォリオ制作）を並
行して進める。偏向を避けるため意図的に他のベクトルを取り入れ多様性を培う。そのため期間を２ターンに
分け展開を計る。協働性を養うための映像グループ制作も課す。

科目の到達目標

前半は各自の制作手法の模索するための実験制作に主眼を置きを今後の制作の礎となる方法の発見を試
みる。各種メディアの特徴の理解と映像表現の技術を高める。
後半は実践的映像制作課題をグループ制作で行うことにより、映像制作技術の向上と，コミュニケーション能
力を高めることを目的とし、かつ空間における映像演出の可能性を探る課題を課し映像媒体の拡大を図る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

デザイン工芸学科２年次専門科目を全て修得していること。
否
デザイン工芸学科３年前期映像メディア造形分野の必修科目であるため
・関連する展覧会，催しへの参加。
・映像作品の視聴。
<PR・CM映像制作グループワーク >
1. 研究計画～検討・指導
2. プロット提出・検討
3. 実制作～撮影、編集
4. 実制作～撮影、編集
5. 検討、ポスプロワーク
6. 講評
<メソッド研究課題>
7. 研究計画～検討・指導
8.プロット提出
9. 実制作～中間検討会
10. 各自のテーマによる成果作品制作①
11. 成果作品制作②
12. 成果作品制作③〜講評
<イベント制作課題>
13. 研究計画～検討・指導
14. プロット提出
15. プラン検討～中間検討会～（後期実制作へ繋げる）
実施しない
課題成果物（作品）の提出を最低条件とし、それを「可」とする。各課題において指導内容の反映，制作にお
ける計画性、表現の豊かさ、発展性等を評価し、さらに各課題の講評時にはそれぞれ課題への取り組みの
自己評価プレゼンテーションを行い、それらを合わせ総合的に評価し点数化し、それらを加点して「良」，さら
に優れた表現をしたものに「優」，特に優れた表現をしたものを「秀」とする。
適時指示する
笠原浩（映像メディア造形分野教授）
城井 文（アニメーション作家、映像メディア造形分野講師）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

教授 吉田 幸弘
講師 藤江 竜太郎

履修時期

前期

履修対象

３年次（立体造形分野）

講義形態

実習

概要

生活にかかわる衣食住といった要素から「座の文化」にスポットをあて、それぞれの基本となる造形理念とそ
の実現のための材料と製作技術、ならびにプレゼンテーションの基本を学ぶ。

科目の到達目標

大学資料館の収蔵品を調査し、その理念の一端と新しい造形表現実現のための製作を通じ、「座の文化」の
基本となる造形について理解する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン工芸学科２年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため
椅子や空間デザインの優れた事例を幅広く意識して学んでおくこと。
『座』
＜課題＞過去、現在の椅子の調査分析を通じ、オリジナルデザインの椅子の計画設計と、実材による１／１
制作をおこなう
＜出題意図＞人とモノ、場の相互関係を把握した上で、素材と構造の関係を知る
立体造形デザインのプロセスとその段階における意義と手法の習得
＜立案条件＞素材は自由とする
＜作品形式＞現物1点、三面図、調査レポート

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

１）課題説明
２）デザイナーズチェア：調査
３）デザイナーズチェア：計測
４）デザイナーズチェア：ドローイング
５）デザイナーズチェア：プレゼンテーション
６）素材加工：木工加工実習
７）素材加工：金属溶接実習
８）制作技法：取材
９）制作：立案
１０）制作：1/5模型
１１）制作：製図
１２）制作：素材実験
１３）制作：加工
１４）制作：プレゼンテーション
１５）展示
実施しない
「平常点」と提出された実作品とポートフォリオ、講評時の作品のプレゼンテーションを点数化し評価する。
一定の完成度を有する作品提出を単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創性、完成度の高い表現を
「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて配布する。
教授 吉田 幸弘
講師 藤江 竜太郎
吉田幸弘 車メーカーで5年間カーデザイン関連の業務を行う
大学資料館の収蔵資料の計測をふくめた調査発表、県内外の木工・家具メーカーの工場見学等に参加する
こと。
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

講師 古堅太郎、教授 鰕澤達夫

履修時期

前期

履修対象

3年次（現代表現）

講義形態

演習

概要

授業内容：各個人の特性に合わせた専門的な知識を学び、制作や展示を通じて各分野で実践的に通用する
知識と技術を身につける為の実習を行う。

科目の到達目標

◎現代表現では美術作家に加え、キュレーターやアートマネージャーなど美術作家以外の人材育成にも力を
注いでいる。本科目では、造形実習ⅡA、Bで得た基礎的な知識をもとに、自身の特性に合った専門を選択
し、その分野における専門的で実践的な知識を習得する。
◎造形実習ⅡA、Bで習得した基礎的な知識や技術を発展させ、作品を積極的に学外へプレゼンテーションし
ていく。また、各自の専門や制作に沿った戦略的なプレゼンテーションの技術を習得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デザイン工芸2年次の専門科目を履修済みであること。
否
必修科目のため
彫刻概論も合わせて受講することが望ましい。美術館やギャラリー、アートプロジェクト、アーティストトーク、
ワークショップなど興味のある作家や展示を積極的に訪れること。また、インターンなど学外の活動にも積極
的に参加すること。
◎各課題は、造形実習IIAで行った課題を基礎にしながら、より深い視点や思考の獲得、1年前に取り組んだ
作品がより発展できるように構成されている。1年間の実習で得た知識や経験を生かし、より専門性の高い表
現を獲得する。
◎オリエンテーションでは、各自の興味や制作、専門にあった卒業までの戦略的なロードマップを科目担当者
とともに制作し、それに沿った形で必要な知識や技術について重点的に習得する。
◎公募など学外のプレゼンテーションに加え、助成金の申請など展覧会や制作のマネージメントに関しても基
礎的な理解を深める。
◎各課題では週1回程度のグループディスカッションを行う。作品の良し悪しについての一方的で情動的な価
値判断ではなく、作品や素材、手法などを批評的に分析することにより、新たな価値基準の創出についての
思考法を身につける。
◎課題の内容・数・実施順序などについては、科目の到達目標により適した形で適宜改善を行う。また、課題
に含まれている公募は、応募期間などにより公募の内容や課題の実施順序が入れ替わる可能性がある。
1.「セルフマネージメント：ロードマップをつくる」
卒業時での具体的な達成目標を設定し、そのためにやらなければいけないことを挙げ、やるべき優先順位を
つけたスケジュールを作成する。

講義内容
2.「プレゼンテーション：作品を伝える」
プレゼンテーション用のアプリケーションで、制作した作品をまとめたデータを作成し、プロジェクターにるプレ
ゼンテーションを行う。自分自身の作品を客観的に分析し、作品の背景や意図などをよりよく理解してもらうよ
うにプレゼンテーションを行う力を身につける。
3.「戦略的アイデンティティ：広島について考える」
広島を訪れる人々は何を期待しているだろうか？広島という特殊な場所を背景に立ち上がる今までにない作
品や表現ではないだろうか？ヒロシマを作品として昇華することに本気で取り組み作品を制作する。
4.「公募」
学生や若手のアーティストを対象とした公募に応募する。公募の資料を読み込み、企画にあった作品の提案
と応募資料などの制作について実践的な知識を獲得する。
5.「エヴリディライフ：社会との接点としての日常」
自分の身のまわりで起こることは、常にその背景にある社会的な出来事と繋がっている。身近な出来事を
きっかけにしながら、その背景に注目し作品を制作する。
期末試験実施の有無

実施しない
主に提出された作品とプレゼンテーションによって審査する。特に以下の点に注目し点数化する。

評価方法・基準

◎作品や企画のアイデアやコンセプトの着眼点、内容、斬新さ
◎制作過程における手法、アイデアやコンセプトとの組み合わせ方
◎企画・作品・展示・プレゼンテーションの完成度
作品提出を単位取得の最低条件とするが、上記3点において著しく低い評価だった場合には作品の再提出ま
たはプレゼンテーションの再実施を指示する。また、上記3点において完成度の高い作品を「良」さらに優れた
ものを「優」さらに秀でたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール

各課題において必要な資料等を随時配布または提示する
古堅太郎（現代表現領域 講師）

授業に関連する実務経
験
備考

課題で制作した作品はもちろん、制作過程のスケッチやアイデアなどもできるだけ記録すること。特に作品展
示は高画質の写真や映像などで記録しておくこと。3年の後期には1年間の成果をまとめたポートフォリオを提
出すること。
【教職】中・高専修（美術）、高専修（工芸）
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

教授 南 昌伸 教授：永見 文人、

履修時期

前期

履修対象

３年次(金属造形)

講義形態

演習

概要

授業形態：実習
金属造形の表現の幅を広げるため、溶接技法、アクセサリー石留技法、七宝技法、鉄素材の基本加工等に
ついて演習し、課題に対する独自の表現を展開する。演習成果はグループ展示として発表を行う。

科目の到達目標

専門的な技法を習得し、作品表現の幅を広げる。作品制作における立案のプレゼンテーションを重ね、各自
のテーマに応じた、素材、技術の適切な選択と柔軟な展開が行える制作能力を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

デザイン工芸学科２年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目であるため
始業時には大切な説明が必ず行われるので、始業時間に遅れないようにし、ノートを確実に取るようにする。
習得した技術や表現方法を最大限に活かして自分独自の表現へと導ける様、関係書籍等からも、調査・研究
するようにする。
1 「七宝技法基礎演習1,2」【田部】
2. 「石留め技法演習1」【今城】
3. 「石留め技法演習2」【今城】
4週～5週 「溶接技法演習」（TIG溶接、CO2溶接、ガス溶接）【永見】
6. 「各自のテーマに沿った立案のプレゼンテーション【南・永見】」
7. 材料・技法研究（制作関連材料と加工技術等の研究）
8. 試作・マケット等の制作, プレゼンテーションと最終アイデアスケッチの
提出
9. 実制作（作品素材の選定確認と修正）
10. 〃（理論的表現を踏まえた素材の加工の研究）
11. 中間発表（完成予想図の提出と理論の検証）
12. 実制作 （全体像把握のための仮組と検証）
13. 〃 （作品完成に向けた表現とコンセプトの最終確認）
14. 〃 （作品完成、作品提出）
15. 公開展示の準備 、公開展示、プレゼンテーションと講評
実施しない
提示されたテーマに対する、作品制作とコンセプトの構築に整合性が取れていること、プレゼンテーション、受
講姿勢、完成作品の完成度を総合的に評価する。
作品提出をする事を単位取得「可」の最低条件とし、完成度の高い作品を「良」、
独創性に優れたものを「優」とする。完成度と独創性共に極めて優れた作品を「秀」とする。各単元の総合点
で評価する。
教科書：特になし
参考書：項目ごとに適宜資料を配付する
専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行っている。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

教授 大塚 智嗣
講師 青木伸介

履修時期

前期

履修対象

３年次（漆造形）

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

様々な素材を胎とした漆の造形表現の習得
宮島轆轤
乾漆造形
古典研究発表
基本的な轆轤の技術を身につけるとともに、地域の産業と繋がりを持ちながら研究を行い、社会との認識を
新たにする
乾漆の技術を身につけ、造形表現の幅を広げる
古典技法や表現を学びながら、歴史的背景と現代の漆表現について考察する。
デザイン工芸学科２年次までの専門科目を履修済みであること
否
必修科目のため
轆轤、乾漆の基礎的な造形力、技術の習得は毎回異なった指導を行います。
実習時間を厳守するよう心がけてください。
１：轆轤かんな制作準備
２：轆轤かんな制作 柄制作
３：轆轤かんな制作 根元部 鍛造
４：轆轤かんな制作 鍛造
５：轆轤かんな制作 鍛造 刃物整形 丸刃
６：轆轤かんな制作 鍛造 刃物整形 平刃
７：轆轤かんな制作 鍛造 刃物整形 片刃
８：轆轤かんな制作 鍛造 刃物整形 焼き入れ
９：轆轤かんな制作 鍛造 刃物整形 仕上げ
１０：デザイン（図面化）
１１：轆轤造形 練習
１２：轆轤造形 練習
１３：轆轤造形 揃いもの３点以上制作
１４：轆轤造形 揃いもの３点以上制作
１５：轆轤造形 揃いもの３点以上制作

講義内容

１：クロッキー
２：クロッキー
３：クロッキー
４：デザイン
５：デザイン
６：骨組み制作
７：塑像
８：塑像
９：塑像
１０：石膏
１１：石膏
１２：離形
１３：布貼り
１４：塗り、加飾等
１５：講評
その他 講評 古典研究発表

期末試験実施の有無

実施しない

評価方法・基準

実習状況、作品提出、作品講評を評価
基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の最低条件とする。さらに作品に感性の豊か
さや表現の的確さが認められるものを「良」優れたものを「優」特に優れたものを「秀」とする。

教科書等

カンナ制作のための金属、炭等は指定された業者より各自購入。
木材は実習費にて支給。ただし、作品１点を工房に寄贈することを条件とする。寄贈しない場合は各自にて材
料を購入。

担当者プロフィール

大塚智嗣：専門領域は漆を中心とした造形表現を行う。漆を通した表現を主体に工芸、デザイン、現代美術、
クラフト等枠にとらわれない多角的な造形表現を研究している。
藤本悟：宮島細工伝統工芸士
大塚智嗣

授業に関連する実務経
験

備考

１９９５〜東京芸術大学美術学部工芸基礎研究室 非常勤講師
１９９７〜東京芸術大学美術学部漆芸研究室 非常勤講師
２００１〜東京芸術大学美術学部 常勤助手
２００２〜広島市立大学芸術学部 常勤講師 （現教授）
青木伸介
２０１０〜２０１７ 東京芸術大学美術学部非常勤講師
２０１１・２０１４ 筑波大学人間総合科学研究科 非常勤講師
２０１７〜広島市立大学芸術学部 専任講師
轆轤機械の台数の関係上受講生が７名を超えた場合は講義内容を乾漆又は轆轤のどちらか選択制とする。
閉じる

科目名

造形実習ⅢA

単位数

6.0

担当者

教 授 倉内 啓
准教授 野田睦美

履修時期

前期

履修対象

3年次（染織造形）

講義形態

実習

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

染織の基礎技術の応用と展開を図り、染・織それぞれの分野での技術・素材・知識に対する専門性を深め
る。
＜染実習＞型染の技法を学び、糊防染と型による模様の創り方を修得し、浴衣制作を通じ着物制作の基本
についての知識を身につける。
＜織実習＞それぞれの織の技法を学び、経糸と緯糸の構築による模様の創り方を修得し、浴衣帯の制作を
通して表現の可能性を探る。また、織機を使用して組織織による模様の創り方を修得し、表現の可能性を探
る。
デザイン工芸学科２年次専門科目を全て修得していること。
自主性を持って積極的に課題に取り組むこと。
否
必修科目のため
課題に関連する図書や展覧会等を通し、それぞれの作家の表現や技法について調べること。
＜染実習＞
（担当：倉内 教授）
第1回目. 型染の基礎知識
第2回目. 取材→スケッチ,エスキース→図案（草稿）
第3回目. 型彫り
第4回目. 地張り→糊置き
第5回目. 色さし
第6回目. 定着→水元
第7回目. 仕立て（浴衣縫製：特別講師）

講義内容

＜織実習＞
（担当：野田 准教授）
第8回目. 組織織の基礎知識
第9回目. 浴衣帯の研究→エスキース→図案
第10回目. 織物設計図を作成
第11回目. 経糸と緯糸の精練、漂白、染色等
第12回目. 整経→筬通し→綜絖通し→タイアップ
第13回目. 試織→製織
第14回目. 浴衣帯の仕立て
＜講評＞
第15回目. 合同講評（担当：染織造形常勤教員）
2つの課題の実作品等を展示し制作のプロセス等について講評を行なう。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

実施しない
作品の展示および作品のプレゼンテーション（講評日）を担当の教員が点数化し評価する。
作品提出することを単位取得「可」の最低条件とし、造形力、技術力のある完成度の高い表現を「良」、優れ
たものを「優」、特に優れているものを「秀」とする。
各々の課題に応じて参考資料等、随時配布又は紹介する。
倉内 啓 （染作家）
野田睦美（織作家）
倉内 啓 【実務経験：1987年4月〜1990年3月 日本毛織㈱（テキスタイルデザイナー）】
【教職：中一級、高二級（美術・工芸）、高一級（工芸）】
野田睦美【文化庁海外派遣員(染織,現代美術)】
各課題は提出日時を厳守し、講評日は必ず参加すること。
閉じる

科目名

総合表現研究（演習）

単位数

2.0

担当者

（責任者）教授 永見 文人
他、非常勤講師9名

履修時期

通年

履修対象

２年次（デザイン工芸学科共通）

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

視覚造形、映像メディア造形、立体造形、金属造形、染織造形、漆造形、現代表現のそれぞれの分野から
各1名と他の領域から2名の現在活躍中のデザイナー、作家等を非常勤講師として招き、講義（スライドレク
チャー）を受講し、各分野で行われる課題制作との連携を図っていく。
それぞれの専門分野において、導入から応用へと課題を展開していくにあたり、様々な領域の現況と実際に
ついて講義し，広い視野に立った考察と、それぞれの専門領域における制作研究をより促進していくことを目
的とする。
デザイン工芸学科の3年次の専門科目を受講していること。
否
デザイン工芸学科3年次の必修科目のため。
開講される講義はすべて出席すること。各講義後出席ノートを作成、提出すること。
非常勤講師による特別講義（スライドレクチャーを中心に）
（※講師の都合により講義の日程と順番は変更あり→掲示伝達）
第1回目. 導入と解説
第2回目. 漆造形分野からの講義
第3回目. 染織造形分野からの講義
第4回目. 映像メディア造形分野からの講義
第5回目．視覚造形分野からの講義
第6回目. 立体造形分野からの講義
第7回目. 金属造形分野からの講義
第8回目. 現代表現分野からの講義
第9回目. 分野以外の領域からの講義
第10回目. 分野以外の領域からの講義
第11回目. 各分野での考察1
第12回目. 各分野での考察2
第13回目. 各分野での実習との連携1
第14回目. 各分野での実習との連携2
第15回目. まとめ（レポート）
実施しない
最終レポートと毎回の出席ノートの提出を課し，積極的参加度を加味し総合的に評価する。
レポートは講義の内容を取り上げながら、各自の専門性や、制作研究について盛り込んだものとする。
教科書：特になし
参考書：項目ごとに適宜資料を配付する
・永見 文人
金属造形作家。
日展会友 現代工芸美術家協会本会員
【教職：中一級、高二級（美術・工芸）、高一級（工芸）】

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

テーマ研究（演習）

単位数

6.0

担当者

教授 笠原 浩
デザイン工芸学科全教員

履修時期

通期

履修対象

３年次

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

与えられたテーマに沿って、作品制作を行う。また、公開展示し講評も一般公開する。
プレ卒業制作として評価し、これにより4年次の卒業制作に入る事ができるかを判断する。
2020年のテーマは4月中旬に発表とする。
１、自由に作品を制作するのではなく、与えられたテーマを深く考察し、自分の表現手段によって作品にする
こと。また、同じテーマでありながら、さまざまな表現手段の中で自分の専攻の特質を再考察する。
２、展覧会を企画することで、広報のあり方や展示効果などについて実体験し学ぶ。
３、展覧会を催すことにより、自分の作品と社会あるいは地域との関わりを認識する。
デザイン工芸学科2年次までの専門科目をすべて修得していること。
否
デザイン工芸学科３年必修科目であるため
与えられたテーマについて、関連する書物や展覧会図録等を参考に事前に調べること。
与えられたテーマに沿って作品を制作する。展覧会を学生自身が企画し、運営する。
第１回：導入・全体ガイダンス 授業の概要説明
第２回：共通テーマと、個々の研究の経緯についてプレゼンテーション
＜以下分野別指導により差異があるが、基本的な実技実習の流れとして＞
第３回：提出された研究テーマを基に、担当教員との調整
第４回：研究テーマ、研究計画のプレゼンテーション
第５回：意見交換後の研究テーマの考察、調整、修正
第６回：調整後の研究テーマについて、担当教員からの助言
第７回：研究計画書の作成
第８回：研究計画について担当教員による指導
第９回：研究計画の修正
第10回：個々のテーマに関する事例調査、資料等の収集
第11回：収集した研究事例の整理、分析
第12回：整理した事例の分析
第13回：制作の構想／素案作成
第14回：制作の構想／素案提示 担当教員との意見交換
第15回：制作の構想／修正
第16回：構想に基づく実験の考察
第17回：実験の結果についての担当教員の助言
第18回：構想に基づく実験結果の修正（素材的側面及び技術的側面から）
第19回：本制作 実験の検証結果と本制作との考察
第20回：本制作 本制作の考察に対する担当教員からの助言
第21回：本制作 制作初期過程における担当教員の総合的指導
第22回：本制作 制作中期過程における担当教員の総合的指導
第23回：本制作 制作後期過程における担当教員の総合的指導
第24回：本制作 制作完成前における担当教員の総合的指導
第25回：本制作 完成 担当教員による確認、調整
第26回：本制作 完成作品提出
第27回：プレゼンテーション資料制作
第28回：制作作品最終提出 確認 講評会の為の展示、セッティング
第29回：合同発表会（公開講評）／研究成果プレゼンテーション（教員全員参加）
第30回：作品撮影、ポートフォリオ用資料制作、レポート提出（各所属分野）
実施しない
作品とコンセプト及びプレゼンテーションを重視した採点をする。
作品の提出およびプレゼンテーション（講評日）を担当の教員が点数化し評価する。作品提出することを単位
取得「可」の最低条件とし、コンセプト、造形力及び技術力のある完成度の高い表現を「良」、優れたものを
「優」とし、特に優れたものを「秀」とする。
必要に応じて資料を配布する。
笠原 浩（映像メディア造形分野 教授）

授業に関連する実務経
験
備考

課題は提出日時を厳守し、講評日（公開プレゼンテーション）には、必ず参加のこと。
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

芸術学部 教授 納島 正弘（単位認定者）
芸術学部 准教授 中村 圭

履修時期

後期

履修対象

３年次（視覚造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

チームワークによる企画立案、実施、管理などを学ぶ。
これまで学んで来たデザインに対する捉え方、取り組み方、そして技法等の総合学習をする。
造形実習ⅢAを履修していること。
否

履修取消不可の理由

必修科目のため

事前・事後学修

授業中指示する

講義内容
期末試験実施の有無

評価方法・基準

1. 大学祭での展示等企画及び実施
実施しない
1.
2.
3.
4.

制作への日常的取り組み姿勢。
チェック及び講評（プレゼンテーション）への参加。
成果物に対する仕事量及びクオリティ。
チームへの貢献と協調。

以上の４点を総合的に鑑みて、秀、優、良、可、不可、欠席で評価する。
なお、各課題で可未満の評価を与えた場合には、作品の再提出を求める。
指定する期日までに再提出がなかった場合は不可とする。
教科書等
担当者プロフィール

各制作に応じて、随時配布紹介する。
別途本学のホームページかインターネットで検索

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

講師 城井 文、 教授 笠原 浩

履修時期

後期

履修対象

3年次（映像メディア）

講義形態

実習

概要

各自のコンセプトの方向性を見定めるため、指導教員とのディスカッションに重点を置き、各自の定めた制作
テーマによる実践（作品制作）に取り組む。また各自の制作スタイルの確認のためのポートフォリオの制作・
更新を並行して進める。

科目の到達目標

実践（作品制作）と理論（作品解説）によって相互に探求し、映像メディアに関して応用的な表現ができる。
グループワークでは、空間における映像演出の可能性を探る課題を課し、映像媒体の拡大を図る。パーソナ
ルワークでは、ネットワークの社会的背景を充分に考慮して自己の立脚点を見つめ、制作意図を明確にして
作品制作の方向性を探り、個性的な表現方法を発見する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

造形実習ⅢAを修得していること。
否
デザイン工芸学科３年後期映像メディア造形分野の必修科目であるため
・自主的な展覧会や上映会を企画する、または作品をコンペティションに応募する等の学外活動を通して、今
後の実践（作品制作）や理論に活かせるよう知見を広める。
・映画やメディアアートだけでなく広く「芸術」に触れ、今後の実践（作品制作）や理論に活かせるように知見を
広める。
＜グループワーク＞
1. グループワークによる映像メディア作品の立案（大学祭での展示等企画）
2. 「映像と空間」のための理論（テクノロジーの選択、検討、テストピースの制作）
3. 「映像と空間」のための実践（共同制作）
4. 学内外の鑑賞者に向けた発表（大学祭）、映像及び写真によるアーカイブ化
5. 1から4で習得した内容に関する「振り返り（レポート提出）」
＜パーソナルワークA-①＞
6. 前期に行ったメソッド研究を反映させた作品の立案・検討
7. テストピースの制作、プロットのプレゼンテーション
8. 実践、中間検討会
9. 実践＋理論、講評、作品及び作品解説文の提出
＜パーソナルワークA-②＞
10. 作品の立案・検討、テストピースの制作、プロットのプレゼンテーション
11. 実践、中間検討会
12. 実践＋理論、作品及び作品解説文の提出
13. 作品発表、プレゼンテーション
14. 講評＋ポートフォリオの作成・更新、提出
＜パーソナルワークB＞
15. 4年次の造形研究（演習）に備えた研究計画書の立案、計画書の提出
実施しない
課題による成果物（作品、作品解説文、レポート、ポートフォリオ、計画書）の提出を最低条件とし、それを
「可」とする。作品に対する計画性、表現力、実現力のほか、言語化する力などを総合的に評価し点数化した
ものを加点して「良」、さらに優れた表現をしたものに「優」、特に優れた表現をしたものを「秀」とする。
各課題に応じて参考資料等、随時配布又は紹介する。
城井文（アニメーション作家、映像メディア造形分野講師）
笠原浩（映像メディア造形分野教授）

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

教 授 倉内 啓
准教授 野田睦美

履修時期

後期

履修対象

3年次（染織造形）

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

染織の基礎技術の応用と展開を図り、個々の創作に対する意識の向上と創作表現に必要な技法のクオリ
ティーの向上を目指す。
＜アートプロジェクト＞各自自由な素材と技法を使い、コンセプト重視の作品制作を行なう。テキスタイル作品
が現代の生活の中でどのように取り入れられるかを考察し、現代アート作品として表現の幅を拡げる。
デザイン工芸学科2年次までの専門科目及び造形実習ⅢA（染織造形）を履修していること。
計画性を持って積極的に課題に取り組むこと。
否
必修科目のため
課題に関連する図書や展覧会等を通じ自己意識を確立させ、制作後は作品の記録とプロセスをまとめるこ
と。（ポートフォリオの作成）
指導教員と相談の上、計画書を作成し制作を行なうこと。
＜アートプロジェクト＞
第１回：導入・全体ガイダンス 授業の概要説明
第２回：テーマと、事前研究の経緯についてのプレゼンテーション
第３回：研究計画書の作成→修正
第４回：個々のテーマに関する事例調査、資料等の収集
第５回：収集した研究事例の整理、分析
第６回：制作の構想／素案作成→修正
第７回：素材的側面及び技術的側面の実験
第８回：実験結果の考察（素材的側面及び技術的側面から）
第９回：本制作 制作初期過程における担当教員の総合的指導
第10回：本制作 制作中期過程における担当教員の総合的指導
第11回：本制作 制作後期過程における担当教員の総合的指導
第12回：本制作 制作完成前における担当教員の確認、調整
第13回：本制作 完成作品提出、展覧会の為の搬入→展示
第14回：研究成果プレゼンテーション（講評会：染織造形教員）
第15回：作品撮影、ポートフォリオ用資料制作、レポート提出
実施しない
実習作品の提出および作品のプレゼンテーション（講評日）を染織造形の教員が評価する。
作品提出することを単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、造形力及び技術力のある完成度の高い表現
を「良」、優れたものを「優」、特に優れたものを「秀」とする。
また、作品の写真・レポートの提出を課す。
各々の課題に応じて参考資料等、随時配布又は紹介する。
倉内 啓 （染作家）
野田睦美（織作家）
倉内 啓 【実務経験：1987年4月〜1990年3月 日本毛織㈱（テキスタイルデザイナー）】
【教職：中一級、高二級（美術・工芸）、高一級（工芸）】
野田睦美【文化庁海外派遣員(染織,現代美術)】
講評日（プレゼンテーション）には、必ず参加すること。
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

教授 吉田 幸弘
講師 藤江 竜太郎

履修時期

後期

履修対象

３年次（立体造形分野）

講義形態

実習

概要

生活に関わる衣食住といった要素にスポットをあて、グループワークの中でリーダー的な立場で大学祭に向
けて展示する空間づくりをすすめる。

科目の到達目標

空間におけるイメージの表現、その実施のための計画、グループワークのためのリーダー的な立場での関わ
り方ができるようになる。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

造形実習ⅢAを修得していること。
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
前期中の県内外の店舗調査見学旅行に参加すること。
1.『食の空間』
・市大祭における模擬店の店舗設計と実制作、運営をグループワークによって行う。
・店舗における空間認識と各要素における関係性の把握により、立体造形デザインのプロセスとその段階に
おける意義と手法の習得
１）店舗の調査
２）グループワークの進め方
３）昨年度の事例から問題点を抽出
４）アイデアの共有方法
５）イメージの具体化
６）イメージパースの制作
７）３面図の作成
８）３D模型制作
９）店舗計画
１０）店舗運営計画
１１）店舗施工
１２）店舗運営
１３）運営記録
１４）ドキュメント制作
１５）店舗解体
実施しない
「平常点」と提出された実作品とポートフォリオ、講評時の作品のプレゼンテーションを点数化し評価する。
一定の完成度を有する作品提出を単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創性、完成度の高い表現を
「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて資料を配布する。
教授 吉田 幸弘
講師 藤江 竜太郎
吉田幸弘 車メーカーで5年間カーデザイン関連の業務を行う
展示する空間づくりのため、大学祭実行委員会に事前登録しておくこと。
作品制作において必ずモックアップを制作し、実材を基にアイデアの検証をおこなうこと。
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

講師 古堅太郎、教授 鰕澤達夫

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

演習

概要

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業内容：課題への取り組みを通じて、現代美術の基礎的な知識を習得し、作品制作・展示・プレゼンテー
ションの基礎的な力を身につける。
◎現代表現では美術作家に加え、キュレーターやアートマネージャーなど美術作家以外の人材育成にも力を
注いでいる。本科目では、造形実習ⅡA、Bで得た基礎的な知識をもとに、自身の特性に合った専門を選択
し、その分野における専門的で実践的な知識を習得する。
◎造形実習ⅡA、Bで習得した作品を積極的に学外へプレゼンテーションしていくための基礎的な知識や技術
を発展させ、各自の専門や制作に沿った戦略的なプレゼンテーションの技術を習得する。
造形実習ⅢAを修得していること
否
必修科目のため
現代美術論も合わせて受講することが望ましい。美術館やギャラリー、アートプロジェクト、アーティストトー
ク、ワークショップなど興味のある作家や展示を積極的に訪れること。また、インターンなど学外の活動にも積
極的に参加すること。
◎各課題は、造形実習IIAで行った課題を基礎にしながら、より深い視点や思考の獲得、1年前に取り組んだ
作品がより発展できるように構成されている。1年間の実習で得た知識や経験を生かし、より専門性の高い表
現を獲得する。
◎オリエンテーションでは、各自の興味や制作、専門にあった卒業までの戦略的なロードマップを科目担当者
とともに制作し、それに沿った形で必要な知識や技術について重点的に習得する。
◎公募など学外のプレゼンテーションに加え、助成金の申請など展覧会や制作のマネージメントに関しても基
礎的な理解を深める。
◎各課題では週1回程度のグループディスカッションを行う。作品の良し悪しについての一方的で情動的な価
値判断ではなく、作品や素材、手法などを批評的に分析することにより、新たな価値基準の創出についての
思考法を身につける。
◎課題の内容・数・実施順序などについては、科目の到達目標により適した形で適宜改善を行う。また、課題
に含まれている公募は、応募期間などにより公募の内容や課題の実施順序が入れ替わる可能性がある。

講義内容

1.「サイトスペシフィック：場所と作品の関係について考える」
作品とそれが展示される場所や空間、歴史との関係は重要な要素である。展示される空間によって作品の持
つ意味や鑑賞者に与える印象も全く違う。また、展示される空間や場所のコンテクストと作品を関連付けるこ
とにより、作品の意味や価値をより高めることができる。場所と作品の関連性について考察しながら制作す
る。
2. 「公募」
学生や若手のアーティストを対象とした公募に応募する。公募の資料を読み込み、企画にあった作品の提案
と応募資料などの制作について実践的な知識を獲得する。
3.「タブー：なぜやってはいけないのか？」
日常や社会に潜む「暗黙の了解」やタブーについて考察する。日常の違和感は時として「やってはいけない」
という社会のルールに対する本質的な批判になりえる。違和感を見つめ直し、そこの潜む矛盾や社会的な批
判について考察し、作品に展開する。

期末試験実施の有無

実施しない
主に提出された作品とプレゼンテーションによって審査する。特に以下の点に注目し点数化する。

評価方法・基準

◎作品や企画のアイデアやコンセプトの着眼点、内容、斬新さ
◎制作過程における手法、アイデアやコンセプトとの組み合わせ方
◎企画・作品・展示・プレゼンテーションの完成度
作品提出を単位取得の最低条件とするが、上記3点において著しく低い評価だった場合には作品の再提出ま
たはプレゼンテーションの再実施を指示する。また、上記3点において完成度の高い作品を「良」さらに優れた
ものを「優」さらに秀でたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール

各課題において必要な資料等を随時配布または提示する
古堅太郎（現代表現領域 講師）

授業に関連する実務経
験
備考

課題で制作した作品はもちろん、制作過程のスケッチやアイデアなどもできるだけ記録すること。特に作品展
示は高画質の写真や映像などで記録しておくこと。3年の後期には1年間の成果をまとめたポートフォリオを提
出すること。

【教職】中・高専修（美術）、高専修（工芸）
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

責任者 教授：永見 文人、 教授：南 昌伸

履修時期

後期

履修対象

３年次
3年次（金属造形）

講義形態

実習

概要

2つの制作プロジェクトの計画と作品制作を通じて、金属造形の基礎技術の応用と展開を図り、個々の創作に
対する意識の向上と創作表現に必要な技法のクオリティーの向上を目指し、各自のキャリア形成に繋げる。
＜プロジェクト制作1＞
各自の架空のブランドを設定し,商品企画から販売までのプロセスを通じ、モノづくりのシステムについて関心
を高める。作品出品の構成メンバーは、金属造形分野全学生とし、学内で行う。展示の企画から店舗設計、
展示レイアウトなどの準備を、学部3年生が中心となって行う。

科目の到達目標

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

＜プロジェクト制作2＞
共通のテーマに応じ、個々に作品を制作し展示する。来客者にプレゼンテーションすることで表現の幅を広げ
る。コンセプトからプレゼンテーションに及ぶグループ内での個々の作品発表を計画・実施する事で、制作と
発表の幅を広げていく。作品出品の構成メンバーは、金属造形分野学部3年生のみとし、作品展示は、学外
の画廊で行う。3年次の課題作品も展示し、各自の制作方針なども含め、プレゼンテーションする。
造形実習ⅢAを修得していること。
否
必修科目のため。
課題に関連する図書や展覧会等を通じ自己意識を確立させ、制作後は各自、作品の記録とプロセスをまとめ
ること。（ポートフォリオの作成）
指導教員と相談の上、計画書を作成し制作を行なうこと。
＜プロジェクト制作1＞
1. 学園祭における金属造形分野の出店に向けた共同テーマ研究と個々のブランドイメージの作成と整理
2. 作品制作のための素材・技法研究、広報のためのリフレット等作成
3. 作品制作、店舗の見取図と作品の展示・販売計画の作成（ロゴマーク、タグ、店舗装飾等）
4. 模擬店のための店舗設営及び作品のディスプレー
5. 作品展示期間：会場風景の撮影、来場者へのプレゼンと意見交換の記録をレポートとして整理
6. 作品の記録と展示プロセスをまとめグループで1冊提出
7. プレゼン及び講評会
＜プロジェクト制作2＞
8. 学部3年生の学外展に向けた個々の制作コンセプトの作成と整理
9. 展示計画の作成（商品,ロゴマーク,店舗装飾等）,広報用のリフレット等の計画
10. 作品制作のための素材・技法研究
11. 中間プレゼン（各自の制作コンセプトと来客者へのプレゼン方法の確認）
12. 作品制作のための素材・技法研究、広報のためのリフレット等作成
13. 作品展示期間：会場風景の撮影、来場者へのプレゼンと意見交換の記録
14. プレゼン及び講評会
15 レポートの整理
実施しない
作品のプレゼンテーション（講評日）と、作品の写真・展示プロセス等をまとめたレポートを加味して提出作品
を総合的に評価する。作品提出することを単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、造形力及び技術力の
ある完成度の高い表現を「良」、優れたものを「優」、特に優れたものを「秀」とする。
教科書：特になし
参考資料：項目ごとに適宜資料を配布する。

担当者プロフィール

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行っている。
・永見文人：日展 会友、現代工芸美術家協会 本会員
・南 昌伸：現代工芸美術家協会 本会員

授業に関連する実務経
験

専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行うと同時に、
平成6年の開学依頼、金属造形分野の学生の指導を担当している。

備考

・中学校一種免許（美術）必修科目
・高校一種免許（美術） 必修科目
・高校一種免許（工芸） 必修科目
閉じる

科目名

造形実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

教授 大塚智嗣
講師 青木伸介

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

造形実習ⅢAの轆轤制作した作品を仕上げる。（木地見せ、漆塗りなど）
乾漆技法を応用した独創的な造形制作を行う。
轆轤の塗り工程を習得しながら、新たな漆の可能性を追求する。
漆の造形的展開、及び新たな漆の可能性を追求する。
デザイン工芸学科２年次までの専門科目及び造形実習ⅢAを履修済みであること
否
必修科目のため
漆分野での基礎的な造形力、技術の習得は毎回異なった指導を行います。
１：デザイン
２：デザイン
３：プレゼンテーション
４：乾漆制作 原型
５：乾漆制作 石膏
６：乾漆制作 離形
７：乾漆制作 漆造形（布貼り）
８：乾漆制作 漆造形（塗り、加飾等）
９：古典研究発表
１０：轆轤摺り、塗り工程講義
１１：轆轤摺り工程実習
１２：轆轤摺り工程実習
１３：轆轤塗り工程実習
１４：轆轤塗り工程実習
１５：講評
※摺り漆講義後の工程は各自自由に表現する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

実施しない
実習状況、作品提出、レポート提出、作品講評を評価
基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の最低条件とする。さらに作品に感性の豊か
さや表現の的確さが認められるものを「良」優れたものを「優」特に優れたものを「秀」とする。
必要に応じて配布する。
大塚智嗣：専門領域は漆を中心とした造形表現を行う。漆を通した表現を主体に工芸、デザイン、現代美術、
クラフト等枠にとらわれない多角的な造形表現を研究している。
大塚智嗣
１９９５〜東京芸術大学美術学部工芸基礎研究室 非常勤講師
１９９７〜東京芸術大学美術学部漆芸研究室 非常勤講師
２００１〜東京芸術大学美術学部 常勤助手
２００２〜広島市立大学芸術学部 常勤講師 （現教授）
青木伸介
２０１０〜２０１７ 東京芸術大学美術学部非常勤講師
２０１１・２０１４ 筑波大学人間総合科学研究科 非常勤講師
２０１７〜広島市立大学芸術学部 専任講師
轆轤機械の台数の関係上受講生が７名を超えた場合は講義内容を乾漆又は轆轤のどちらか選択制とする。
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

芸術学部 教授 納島 正弘（単位認定者）
芸術学部 准教授 中村 圭

履修時期

前期

履修対象

４年次（視覚造形）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

各自が考えたテーマに取り組み、卒業制作のための実験や技法の習得、自主テーマ制作の公開展示を行
い、卒業制作への展開をはかる。
自発的に取り組むべき課題を設定し、それに対して建設的に取り組む為の様々なプロセスを学ぶ。
デザイン工芸学科３年次専門科目を全て履修していること。
否
必修科目のため
これまでの成果を踏まえ、自分の未来を見据えて自発的創作に取り組むこと。
1. 現存する事案のブランディングのプロジェクト（調査）
2. 現存する事案のブランディングのプロジェクト（考察）
3. 現存する事案のブランディングのプロジェクト
（まとめ・プレゼンテーション）
4. 広島から発信するポスター（テーマの決定）
5. 広島から発信するポスター（調査・分析と考察）
6. 広島から発信するポスター（制作）
7. 広島から発信するポスター（展示発表・コンペティション）
8. 研究計画書（卒業制作）にのっとった各自の研究
9. 研究テーマについての考察（ディスカッション）
10.研究テーマの調査と分析
11.研究プランの立案と計画（研究計画書の調整）
12.研究テーマ企画の展開
13.研究テーマの実施と制作（表現技術の習得）
14.公開展示（ディスプレィとプレゼンテーションテクニック）
15.講評
16.記録（ポートフォリオ）
実施しない
1.
2.
3.
4.

制作への日常的取り組み姿勢。
チェック及び講評（プレゼンテーション）への参加。
成果物に対する仕事量及びクオリティ。
チームへの貢献と協調。

以上の４点を総合的に鑑みて、秀、優、良、可、不可、欠席で評価する。
なお、各課題で可未満の評価を与えた場合には、作品の再提出を求める。
指定する期日までに再提出がなかった場合は不可とする。
教科書等
担当者プロフィール

なし
芸術学部 教授 納島 正弘

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

教授 笠原 浩、 講師 城井 文

履修時期

前期

履修対象

4年次（映像メディア造形）

講義形態

演習

概要

卒業制作を前提とした調査・研究及びその実験制作を主題とする。さらにそれを基に公開展示について検討
し、実施する。

科目の到達目標

表現制作においては緻密な研究計画が必要とされる。卒業制作に向けて表現の可能性をはかるため、実験
制作を行い、現実的な制作計画の準備を行う 。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

デザイン工芸学科３年次までの専門科目の単位を習得していること。
否
デザイン工芸学科４年前期映像メディア造形分野の必修科目であるため
・関連する展覧会，催しへの参加。
・映像作品の視聴。
この課題においては指導教員とのディスカッションを重ね、各々研究制作における計画性を明確にいていく。
１回：導入・全体ガイダンス。
２回：卒業制作を踏まえた実験制作におけるプランニング、事前研究についてのプレゼンテーション。
３回：研究計画書の作成
４回：制作の構想／素案作成、プロトタイプ制作
５回：プロトタイプ制作、問題修正
６回：テクニカルフローの検証、マテリアル考察
７回：実験結果の考察、中間プレゼンテーション
８回：本制作 制作初期過程における担当教員のディスカッション
９回：本制作 制作中期過程における担当教員のディスカッション
10回：本制作 制作後期過程における担当教員のディスカッション
11回：本制作 作品プレゼンテーション（講評）
12回：公開展示に向けての検討、ブラッシュアップ
13回：広報検討及び展示計画
14回：公開展示準備
15回：公開展示・作品撮影、ポートフォリオ用資料制作、レポート提出
実施しない
制作プロセスでのプレゼンテーション、および提出作品により評価する 。
作品提出することを単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創性、完成度の高い表現を「良」、さらに優
れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
各制作に応じて参考資料等、適時配布又は紹介する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

教授 吉田幸弘
講師 藤江 竜太郎

履修時期

前期

履修対象

4年次（立体造形分野）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

学部在学中における習得した成果を卒業制作にむけ制作および公開展示にむけた計画を具体化する。
各自のテーマに対し、その実現に必要な技法、素材、実験、さらにはすでに先行している公開作品例の検討
を通じ、高い次元での制作とプレゼンテーションができるようになる。
デザイン工芸学科３年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目のため
関連するテーマの調査を行い、ファイルに整理をすること。
・卒業制作に向けた個別のテーマに対し、技法、素材、実験を踏まえたディスカッションを繰り返す。
１）オリエンテーション
２）テーマの調査
３）調査結果の検証
４）テーマの事例検証
５）文献での調査
６）テーマからのアイデア構築
７）技法の調査
８）技法の実験
９）素材の調査
１０）素材の実験
１１）アイデアの具体化
１２）制作計画
１３）展示計画
１４）展示準備
１５）展示・プレゼンテーション
・テーマについて深く考察することに加え、これまでの各課題の連続性についても意識すること。
・週１回程度の中間チェックを行い、最終提出日には学外での展示を行う。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実施しない
「平常点」と提出された実作品とポートフォリオ、講評時の作品のプレゼンテーションを点数化し評価する。
一定の完成度を有する作品提出を単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、独創性、完成度の高い表現を
「良」、さらに優れたものを「優」、さらに秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて資料を配布する。
教授 吉田 幸弘
講師 藤江 竜太郎
吉田幸弘 車メーカーで5年間カーデザイン関連の業務を行う

備考
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

教授 鰕澤 達夫

履修時期

前期

履修対象

4年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

現代表現領域、学部の集大成として、卒業制作の準備、制作を行うと同時に、
インスタレーション、ドキュメンテーション、アーティストブックについても
思考、制作する。授業形態：演習
作品制作、作品の記録としての写真撮影からドキュメンテーションの制作、アーティストブックの制作をトータ
ルに行なう事で、自身の特性に合った専門的で実践的な知識を習得する
デザイン工芸学科３年次専門科目を全て修得していること
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

個々が、いままでの実技課題を振り返り、自身の特性に合った作品形態を考え、
表現すべき内容が何なのか？を今一度思索する事
○卒業制作に向けての準備として
01. 自身の制作テーマに関連する現代美術作家の調査
02. 上記のリサーチで集めた美術作家や作品、制作手法などを分析
03. 上記のリサーチと分析を基礎にしながら自身の作品コンセプトの構築
04. 作品コンセプトにあったマテリアルや技法のリサーチ
05. 上記で集めたマテリアルや技法の試作
06. 試作を経てマテリアルや技法の決定
07. インスタレーションを含む展示方法の検討と試作
08. 展示方法の決定
09. 実制作
10. コンセプトと実制作の関連性について再検証
11. 制作仕上げ
12. 展示
13. ドキュメンテーション作成（作品撮影、コンセプトの言語化など）
14. ドキュメンテーションまとめ
15. ポルトフォリオ、アーティストブックの制作
実施しない
○作品、企画のコンセプトの斬新さ
○制作過程での手法、アイデアの面白さ
○作品、インスタレーションの完成度
なし
鰕澤達夫 現代美術家 アートディレクター 現代表現領域 教授

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

教授：南 昌伸、教授：永見 文人

履修時期

前期

履修対象

４年次(金属造形)

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

授業形態：演習
個々の卒業制作のテーマに応じたコンセプトの構築と、習作を行なう。
卒業制作を進める上で、各自のテーマに沿って、取材、素材研究・技法研究、試作等を重ね、完成度の高い
作品を完成させる事のできる力を身に付けさせる。
デザイン工芸学科３年次専門科目を全て修得していること。
否
必修科目であるため
各自のテーマに沿って出来る限り多くの事例を調査し、自身の独自性を見出だせる様にする。
コンセプトからプレゼンテーションに及ぶ作品制作のプロセスを重要視しながら、計画、立案、制作が行なえる
様にする。
【前期】
1週 取材
2. 素材・技法研究
3． 中間プレゼンテーション 1
4. 習作
5. 習作
6. 中間プレゼンテーション 2
7. 制作
8. 制作
9. 制作
10. 制作
11. 中間プレゼンテーション 3
12. 制作
13. 制作
14. 公開展示
15. 講評、卒業制作検討会
実施しない
各自の卒業制作において、コンセプトと作品制作との構築に整合性が取れていること,
中間プレゼンテーション能力、受講姿勢、完成作品の完成度を総合的に評価する。
作品提出をする事を単位取得（可）の最低条件とし、完成度の高い作品を（良）、
独創性に優れたものを（優）とする。完成度と独創性共に極めて優れた作品を（秀）とする。各単元の出席状
況と作品評価との総合点で評価する。
教科書：特になし
参考資料：項目ごとに適宣資料を配布する。
専門は金属工芸である。材料、技術の可能性を常に意識しながら工芸、金属造形の分野において研究・作品
発表を行っている。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

教授 大塚 智嗣
講師 青木 伸介

履修時期

通期

履修対象

４年次（漆造形）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

研究テーマに即した、調査、実験、習作、制作を行う
前期に作品発表
自己の表現と素材、技法等について深く研究することにより、独創的な表現をみいだす
（共通）３年次終了時で基本的な単位を取得していること。
通常の講義履修単位は１００単位以上であること。
否
必修科目のため
（共通）学部での創作と制作の集大成と考えること。
1.2.3プレゼンテーション ：研究内容、計画を中心に行う
4.5調査 ：研究の為の調査を中心に進める
6.7.8実験 ：研究の為の素材、技法の実験を進める
9.プレゼンテーション ： 具体的な研究方法 を 説明する
10.11習作 ：研究制作
12.プレゼンテーション ：研究制作の経過報告
13.14.習作 ：研究制作
15.講評
16.17.プレゼンテーション ：研究制作の展開方法等の説明
18.19.20.21.22 制作 ：研究制作
23.プレゼンテーション ：研究制作の経過報告
24.25.26.27.28.29.30制作 ：研究制作
30.講評
実施しない
制作状況、作品提出、レポート提出、作品講評を評価
作品提出することを単位取得「可」の最低条件とする。コンセプト、独創性、完成度の高い表現を「良」、優れ
たものを「優」特に優れたものを「秀」とする。
必要に応じて配布する。
大塚智嗣：専門領域は漆を中心とした造形表現を行う。漆を通した表現を主体に工芸、デザイン、現代美術、
クラフト等枠にとらわれない多角的な造形表現を研究している。
青木伸介：2005 東京芸術大学大学院美術研究科工芸専攻漆芸修了 日本文化財漆協会理事
大塚智嗣
１９９５〜東京芸術大学美術学部工芸基礎研究室 非常勤講師
１９９７〜東京芸術大学美術学部漆芸研究室 非常勤講師
２００１〜東京芸術大学美術学部 常勤助手
２００２〜広島市立大学芸術学部 常勤講師 （現教授）
青木伸介
２０１０〜２０１７ 東京芸術大学美術学部非常勤講師
２０１１・２０１４ 筑波大学人間総合科学研究科 非常勤講師
２０１７〜広島市立大学芸術学部 専任講師

備考
閉じる

科目名

造形研究（演習）

単位数

12.0

担当者

教 授 倉内 啓
准教授 野田睦美

履修時期

前期

履修対象

4年次（染織造形）

講義形態

演習

概要

卒業制作の前段階での作品制作及び模擬展示を通して、プレ卒業制作としてプレゼンテーションさせる。

科目の到達目標

個々の卒業制作のテーマに応じた取材、素材・技法研究、試作等により、表現の可能性と質を高め、卒業制
作につなげる。

受講要件

デザイン工芸学科３年次終了時までの専門科目を修得し、卒業の要件となる単位を90単位以上修得してい
ること。
計画性を持って積極的に研究に取り組むこと。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

否
必修科目のため
テーマに関連する図書や展覧会等を通じ自己意識を確立させ、制作後は作品の記録とプロセスをまとめるこ
と。（ポートフォリオの作成）
主たる指導教員と相談の上、計画書を作成し制作を行なうこと。
＜プレ卒業制作＞
第１回：導入・全体ガイダンス 授業の概要説明
第２回：個々のテーマと、事前研究の経緯についてのプレゼンテーション
第３回：研究計画書の作成→修正
第４回：個々のテーマに関する事例調査、資料等の収集
第５回：収集した研究事例の整理、分析
第６回：制作の構想／素案作成→修正
第７回：素材的側面及び技術的側面の実験
第８回：実験結果の考察（素材的側面及び技術的側面から）
第９回：本制作 制作初期過程における担当教員の総合的指導
第10回：本制作 制作中期過程における担当教員の総合的指導
第11回：本制作 制作後期過程における担当教員の総合的指導
第12回：本制作 制作完成前における担当教員の確認、調整
第13回：本制作 完成作品提出、講評会の為の展示、セッティング
第14回：研究成果プレゼンテーション（講評会：染織造形教員、非常勤全員）
第15回：作品撮影、ポートフォリオ用資料制作、レポート提出
実施しない
作品の提出および作品のプレゼンテーション（講評日）を染織造形教員が評価する。
作品提出することを単位取得「可」の最低条件とし、コンセプト、造形力及び技術力のある完成度の高い表現
を「良」、優れたものを「優」とし、特に優れているものを「秀」とする。
また、作品の写真・レポートの提出を課す。
各々の課題に応じて参考資料等、随時配布又は紹介する。
倉内 啓 （染作家）
野田睦美（織作家）
倉内 啓 【実務経験：1987年4月〜1990年3月 日本毛織㈱（テキスタイルデザイナー）】
【教職：中一級、高二級（美術・工芸）、高一級（工芸）】
野田睦美【文化庁海外派遣員(染織,現代美術)】
講評日（最終プレゼンテーション）には、必ず参加すること。
閉じる

科目名

卒業制作（演習）

単位数

12.0

担当者

教 授： 永見文人，南 昌伸，鰕澤達夫, 吉田幸弘 , 納島 正弘 , 倉内 啓 , 笠原 浩, 大塚智嗣
准教授： 野田睦美, 中村 圭
講師： 藤江竜太郎, 青木伸介, 古堅太郎, 城井 文

履修時期

後期

履修対象

４年次（デザイン工芸学科共通）

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

本卒業制作はデザイン工芸学科における4年の実習と創作研究活動の集大成としての成果発表を行い、自
らの創作活動を確認し、社会へのメッセージを発信する。
制作を通じて感性、知性、品性に磨きをかけ、より高次の創作基盤を身につける。
デザイン工芸学科３年次終了時までの専門科目を修得し、造形研究（演習）を履修していること。
卒業の要件となる単位を90単位以上修得していること。
計画性を持って意欲的に研究・制作に取り組むこと。
否
デザイン工芸学科 4年次の必修科目のため。
創造的な成果をめざしその達成を心がけること。
事故が無いよう自己管理を心がけること。
各自スケジュールを設定し、制作に集中すること。
それぞれの分野、個人において卒業制作内容が異なるが、概ね次のプロセスを経て最終的に卒業制作展に
て発表を行う。
また分野ごと適時中間チェックを行う。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

＜卒業制作＞
第１回：導入・全体ガイダンス 授業の概要説明
第２回：個々のテーマと、事前研究の経緯についてのプレゼンテーション
第３回：研究計画書の作成→修正
第４回：個々のテーマに関する事例調査、資料等の収集
第５回：収集した研究事例の整理、分析
第６回：制作の構想／素案作成→修正
第７回：素材的側面及び技術的側面の実験
第８回：実験結果の考察（素材的側面及び技術的側面から）
第９回：本制作 制作初期過程における担当教員の総合的指導
第10回：本制作 制作中期過程における担当教員の総合的指導
第11回：本制作 制作後期過程における担当教員の総合的指導
第12回：本制作 制作完成前における担当教員の確認、調整
第13回：本制作 完成作品提出、講評会の為の展示、セッティング
第14回：研究成果プレゼンテーション（講評会：デザイン工芸学科教員全員）
第15回：作品撮影、ポートフォリオ用資料制作、レポート提出
実施しない
卒業制作作品の提出、および作品のプレゼンテーション（講評日）を全員の教員が評価する。
作品提出することを単位取得の最低条件とし、コンセプトや造形力及び技術力のある完成度の高い表現を
（良）、優れたものを（優）とし、特に優れているものを（秀）とする。
また、卒業制作展での作品の展示および作品記録を課す。
分野別に指示。
別紙参照。
授業担当教員は全てデザイン工芸学科の担当教員である。学部1年から4年までの実技の指導を行なってい
る。
最終プレゼンテーション（講評日）には、必ず参加のこと。
閉じる

科目名

美学

単位数

4.0

担当者

教授 関村 誠

履修時期

通年

履修対象

３年次

講義形態
概要

授業形態：講義。西洋美学は、18世紀に学問としての地位が確立されたが、美学的思索そのものは、理想的
美が論じられ、芸術文化の栄えた古代ギリシアに源流をもっている。この講義では、古代ギリシアを起点とす
る美学思想の概説を通じて、美や芸術の基本的な諸問題を考察する。前期は、美学史上の基礎概念を扱
い、後期では、とりわけ空間意識の多様性を検討し、制作者の考えるべき問題点を提示する。

科目の到達目標

前期は、美学の歴史の中で扱われた重要な問題を理解し、美や芸術についての思考方法を身につける。 後
期は、芸術活動の意義を、空間や場所との関わり方の多様性を考察することで理解し、思考する力を身につ
ける。

受講要件

特になし。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

美や芸術に接する自らの感性を反省し深めてほしい。
１、美学とは何か
２、古代ギリシアの美、見えない形
３、創造の能動性
４、芸術と狂気
５、模倣芸術論
６、現れの諸様態
７、現れと幻影
８、夢と現
９、光と精神
10、ロマネスクとゴシックの美学
11、影の美学
12、内在性と写実性
13、抽象と情念
14、アニミズムの感性
15、前期のまとめ
16、芸術における空間把握の多様性
17、遠近法と世界観
18、だまし絵の伝統と遠近法
19、環境世界と芸術空間
20、芸術における寓意表現
21、光の表現と「現実」の問題
22、芸術における象徴
23、近代芸術の空間意識
24、まなざしの動態
25、絵画と身体
26、芸術と風土
27、日本人と〈間〉の感性
28、「見ること」と「感じること」
29、〈もの〉と〈こと〉
30、後期のまとめ
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

平常点（受講票の記入内容など）30％、期末レポート（前期と後期）70％
講義のなかでプリント配付、また下記以外の参考書を適宜指示する。
参考書：今道友信『美について』、講談社現代新書、1973
今道友信編『講座美学』全５巻、東京大学出版会、1984-5
佐々木健一『美学辞典』、東京大学出版会、1995
佐々木健一『美学への招待』、中公新書、2004
東京芸術大学で博士（美術）、ブリュッセル自由大学で哲学博士を取得。古代ギリシアを中心とする哲学・美
学を専門としている。主な著書は『像とミーメーシス プラトンからの美学』勁草書房、Platon et la question des
images, Ousia, Bruxelles.

閉じる

科目名

日本美術史

単位数

4.0

担当者

国際学部 准教授 城市 真理子

履修時期

通年

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態《講義》 新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。オンライン授
業はオンデマンドで、webclassに各回ごとに授業内容を掲載する。URL等で美術資料のデータベース等を閲
覧し、課題を行う。前期は「日本美術史」（中世～近世初期）を対象とし、絵画・工芸の通史について、毎回、
各回のテーマごとに主な作品の資料を読み、関連作品も含め画像を閲覧して、課題を行う。時代もジャンルも
多岐にわたるが、通史のなかでの各作品の位置づけや関係が把握できることをめざす。
また、日本美術の用語・概念、主題と表現技法、時代による様式の変化などの基本的な知識を学習する。
後期も、新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。オンライン授業はオン
デマンドで、webclassに各回ごとに授業内容を掲載する。URL等で美術資料のデータベース等を閲覧し、課題
を行う。「日本美術史」（古代・中世・近世）を対象とし、絵画・工芸の通史について、毎回、各回のテーマごとに
主な作品の資料を読み、関連作品も含め画像を閲覧して、課題を行う。時代もジャンルも多岐にわたるが、通
史のなかでの各作品の位置づけや関係が把握できることをめざす。
また、日本美術の用語・概念、主題と表現技法、時代による様式の変化などの基本的な知識を学習する。

科目の到達目標

日本美術史を概観する基礎的な知識を学習することで、基本的な文献を理解し、作品を鑑賞する力を養う。

受講要件

展覧会鑑賞の小レポート作成のため、入館料（500～1000円程度）等が必要な場合がある（感染症の状況で
変更あり）。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

例年は、日本美術の展覧会の鑑賞・日本美術関係の読書を日頃から積極的におこない、美術作品を見る目
や知識を養うことを勧めているが、今年は感染症対策で休館する美術館が多い。様々な美術館のホーム
ページの所蔵品紹介やデータベースを閲覧することを勧める。また、中止となった展覧会の紹介動画など各
館の学芸員の活動にも注目してほしい。
例年、作品分析ワークシートを配布しているが、感染症の状況により変更する。
各自が主担当教員に質問・相談することができる（Eメール等）。
１ 前期授業の概要・美術史入門
２ 南北朝・室町時代の美術―和漢の関係について
３ 室町時代の工芸と唐物趣味
４ 室町時代の美術―禅の美術
５ 室町時代の美術―如拙と周文
６ 室町時代の美術―詩画軸
７ 室町時代の美術―雪舟
８ 室町時代の美術―狩野派
９ 室町時代の美術―やまと絵
１０ 桃山時代の絵画―狩野永徳
１１ 桃山時代の絵画―長谷川等伯
１２ 桃山時代の諸派
１３ 桃山時代の南蛮美術
１４ 桃山時代の工芸
１５ 前期のまとめ
１６ 後期授業の概要 仏教美術の基礎
１７ 仏像・仏画・工芸―飛鳥時代・白鳳時代
１８ 仏像・仏画・工芸―奈良時代
１９ 仏像・仏画・工芸―平安時代前期
２０ 仏像・仏画・工芸―平安時代後期
２１ 平安時代やまと絵の発生と展開
２２ 仏像・仏画・工芸―鎌倉時代
２３ 鎌倉時代のやまと絵
２４ 室町時代への過渡期の美術
２５ 江戸時代前期の絵画―京狩野・江戸狩野・土佐派
２６ 江戸時代中期の絵画―応挙と四条派
２７ 江戸時代中期の絵画―若冲・蕭白
２８ 江戸時代後期の絵画―浮世絵・琳派
２９ 江戸時代後期の絵画―狩野派・文人画
３０ 後期のまとめ
実施しない
前期
授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等の平常点で評価する。
（１）webclassの課題で美術史の基礎概念・用語が理解できている。70％
（２）課題ワークシートの完成度。30％
後期 感染症収束が危ぶまれる場合は前期と同様。収束が確実であれば、下記とする。
①期末レポート 60%
授業で学んだ作品の基礎情報が理解できている。

②授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等 40%
（１）美術史の基礎概念・用語が理解できている。
（２）課題ワークシートの完成度。
教科書等

『カラー版日本美術史年表』（辻惟雄監修、美術出版社、2002年）を、学生用のテキストとする。
『日本美術館』（小学館、1997年）を主要参考書として授業を進行する。

担当者プロフィール

日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とする。博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美
術は幅広いジャンルを扱った経験がある。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考

一部、特別講師による講義が入ることがある。
閉じる

科目名

東洋美術史

単位数

4.0

担当者

非常勤講師 西尾 歩

履修時期

通年（集中講義）

履修対象

３年次

講義形態
概要
科目の到達目標
受講要件

【授業形態：講義】
中国美術を主軸として、アジア諸地域の美術をとりあげ、それぞれの造形作品について美術史学的に説明す
る。
１．東洋美術に関する基礎知識の習得。
２．美術史学的に、造形作品を見て考え説明する能力の習得。
特になし。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

復習を行うこと。また、美術館・博物館や寺社に行って作品を実際に見たり、図書館で美術出版物等を閲覧し
たりして、中国美術を含め、世界中の造形美術に幅広く接すること。
講義内容
第１回 導入
第２回 西アジア メソポタミア・ペルシアの美術
第３回 インド 仏教美術のはじまり～仏像の出現
第４回 中国 古代１ 殷墟遺跡
第５回 中国 古代２ 西周～戦国時代の造形
第６回 中国 古代３ 秦始皇帝陵
第７回 中国 古代４ 長沙出土帛画
第８回 中国 古代５ 画論
第９回 中国 漢時代における西域との交流～仏教伝来
第10回 中国 魏晋南北朝１ 出土絵画
第11回 中国 魏晋南北朝２ 顧愷之
第12回 中国 魏晋南北朝３ 画論
第13回 中国 魏晋南北朝４ 仏教美術
第14回 中国 隋唐時代における西域との交流 ソグドの文化
第15回 中国 唐時代１ 仏教美術
第16回 中国 唐時代２ 絵画
第17回 中国 唐時代３ 画論～水墨画のはじまり
第18回 中国 五代 王処直墓壁画
第19回 中国 北宋時代１ 山水画（１）
第20回 中国 北宋時代２ 山水画（２）
第21回 中国 北宋時代３ 花鳥画
第22回 中国 北宋時代４ 画論
第23回 中国 宋時代の仏教美術
第24回 中国 南宋時代１ 宮廷絵画
第25回 中国 南宋時代２ 牧谿
第26回 中国 元時代１ 馮道真墓壁画
第27回 中国 元時代２ 文人画
第28回 中国 明時代１ 浙派と呉派
第29回 中国 明時代２ 董其昌、藍瑛
第30回 中国 清時代の絵画

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

平常点30％ 授業内容を理解出来ているかどうかをみて評価します。
レポート 70％ 美術史学的説明が出来ているかどうかをみて評価します。
教科書は使用せず、配布資料を用意します。
絵画、金属工芸など、中国美術を研究しています。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

現代美術論

単位数

2.0

担当者

講師 古堅太郎

履修時期

後期

履修対象

3年次

講義形態

講義

概要

授業内容：近代以降の美術史を中心に、歴史的な運動、作家を特定のテーマに沿って考察する。歴史的な背
景、その時代における意義、作品のコンセプトなどについても考察し、近現代の美術史についての広範な知
識を獲得する。

科目の到達目標

◎近現代の美術史の流れや時代背景、それぞれの運動や作家の相関関係について基本的な知識を習得す
る。
◎当時の社会背景の中で、国内外のアーティストの表現とコンセプトを読み解く力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

3年次以上
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

◎講義で取り上げる作家名や運動などについて告知するので、事前に調べておくこと。
◎美術館やギャラリー、アートプロジェクト、アーティストトーク、ワークショップなど興味のある作家や展示を
積極的に訪れること。
各授業ごとにテーマやアーティストなどを1名から3名程度設定し、それぞれのアーティストの活動、作品を時
代背景などを踏まえ解説する。下記の授業計画は2019年度の実績であり、2020年度の授業で取り上げる
アーティスト、デザイナー、キュレーターなどの内容・数・実施順序などについては、科目の到達目標により適
した形で類似した実績や活動を行っているものに適宜改善する。

講義内容

期末試験実施の有無

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

導入01『アートの境界』
導入02『文脈という見えない価値』
本論01『フェリックス・ゴンザレス＝トレス、ツァオ・フェイ』
本論02『サイモン・デニー、ヘギュ・ヤン』
本論03『会田誠、島袋道浩』
本論04『パトリシア・ピッチニーニ、ミカ・ロッテンバーグ』
本論05『スターリング・ルビー、ティム・ホーキンソン』
本論06『トマス・サラセーノ、サイモン・フジワラ』
本論07『ヤン・ヴォー、Chim↑Pom』
本論08『パメラ・ローゼンクランツ、ジェニー・ホルツァー』
本論09『カオスラウンジ、イアン・チェン』
本論10『マウリツィオ・カテラン、リー・キット』
本論11『オラファー・エリアソン、ルイーズ・ブルジョア』
本論12『村上隆、サムソン・ヤン』
総括01『なぜ、現代美術のアーティストはつくらないのか？』

実施しない
レポート提出（2000字程度）
◎授業の中で取り上げたテーマやアーティストの中から1人以上を選びレポートを作成する。
◎書籍やインターネットなどで調べた内容をそのまま書くのではなく、リサーチから分かったこと、考えたこと、
感じたことなどをまとめること。

評価方法・基準
平常点60%、レポート40%で総合評価を行う。なお、レポートについては、提出を単位取得の最低条件とする
が、リサーチの分量が少なく、内容に独自性が乏しい場合には再提出を指示する。平常点とレポートの内容、
リサーチの精度、視点の独自性などを総合的に評価し、良いものを「良」さらに優れたものを「優」さらに秀で
たものを「秀」とする。
教科書等
担当者プロフィール

各課題において必要な資料等を随時配布または提示する。
古堅太郎（現代表現領域 講師）

授業に関連する実務経
験
備考

学芸員資格取得関係科目
【教職】高専修（工芸）
閉じる

科目名

工芸材料概説

単位数

2.0

担当者

准教授 野田 睦美
教授 南 昌伸
講師 青木伸介
非常勤講師 畑絢子
非常勤講師 松本寛治
非常勤講師 宮田洋子
非常勤講師 山嵜勝弘

履修時期

前期

履修対象

芸術学部２年次

講義形態

講義

概要

金属、染織(繊維・染料)、漆、木、土、ガラス、プラスチック等の工芸に関わる材料と技法について基本的事項
を概説し、造形作品の材料としての可能性を考える。

科目の到達目標

材料と技法の基礎的事項を学びながら、造形作品の素材としての可能性を研究し、各自の創作活動に生か
せる基礎知識を修得する。

受講要件
履修取消の可否

特になし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学習として、各材料について調査を行い、疑問点、質問内容等を整理する。
講義及び事後学習として、事前学習について調査したことや疑問点、質問内容について研究する。
第１回 導入（准教授 野田）
第２回 金属材料と技法 Ⅰ（教授 南）
第３回 金属材料と技法 Ⅱ（教授 南）
第４回 染織材料と技法 Ⅰ（准教授 野田）
第５回 染織材料と技法 Ⅱ（准教授 野田）
第６回 漆材料と技法 Ⅰ（講師 青木）
第７回 漆材料と技法 Ⅱ（講師 青木）
第８回 木工材料と技法 Ⅰ（非常勤講師 松本）
第９回 木工材料と技法 Ⅱ（非常勤講師 松本）
第１０回 陶芸材料と技法 Ⅰ（非常勤講師 原紺）
第１１回 陶芸材料と技法 Ⅱ（非常勤講師 原紺）
第１２回 ガラス材料と技法 Ⅰ（非常勤講師 宮田）
第１３回 ガラス材料と技法 Ⅱ（非常勤講師 宮田）
第１４回 プラスティック材料と技法 Ⅰ （非常勤講師 山嵜）
第１５回 プラスティック材料と技法 Ⅱ （非常勤講師 山嵜）
講義の順番は変更になることがあります

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
レポートの提出を課し、レポートの内容をもって評価する。
レポートの内容は、講義で得た知識だけでなく、造形作品の素材としての可能性について自らの考察及び研
究について述べられたものが望ましい。
教科書：特になし
参考書：各講義で適宜資料を配付する
野田睦美 織作家、デザイン工芸学科染織造形准教授

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

版画制作演習

単位数

2.0

担当者

准教授 釣谷幸輝（単位認定者）、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要

四つの版式を代表する木版画、石版画、銅版画、シルクスクリーンの技法を概説し、版画についての基本的
な理解をした上で、銅版画（黒のみ）、シルクスクリーン（多色）のどちらかを選択し版画制作演習を行う。その
体験を通して版画全体の考え方と表現について理解を深め、その面白さを体験していく入門的な授業であ
る。

科目の到達目標

版表現について理解しながら版画の持つ独自な表現力と造形の構造を体験し、自身の専門の領域における
表現との関わりについて横断的に考察を深める。

受講要件
履修取消の可否

中・高校において版画制作体験があることが望ましいが、授業は初めての体験として進める。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

基礎的な技法の体験を軸にしながら、版表現について考えていく授業であるから、実習への真摯な取り組み
を大切にする。
《受講希望者多数の場合、人数を制限することがあります。授業日初日の出席者の中からくじ引きで決定す
る。１５名程度》
銅版画とシルクスクリーンによる版画制作実習

講義内容

期末試験実施の有無

１ 版画概論、課題説明
２ 銅版画技法のデモンストレーション
３ シルクスクリーン技法のデモンストレーション
４ 下絵制作（個別相談）
５ 製版 グランドの塗布、目立て、版分割の計画等
６ 製版 下絵の転写、ニードルによる描画、目立て、製版原稿の作成
７ 製版 ニードルによる描画、目立て、製版原稿の作成
８ 製版 エッチング腐食（1回目）、太い線による製版、感光乳剤の塗布、焼き付け、現像
９ 製版 エッチング腐食（2回目）、細い線による製版、シルクスクリーン刷り（1版目）
10 製版 アクアチント腐食（1回目）、薄い調子による製版、シルクスクリーン刷り（2版目）
11 製版 アクアチント腐食（2回目）、濃い調子による製版、シルクスクリーン刷り（3版目）
12 試し刷り
13 修正
14 本刷り、乾燥、サイン入れ
15 作品提出、講評会
実施しない

評価方法・基準

各課題への取り組み姿勢を重視する。
各自選択した銅版画、シルクスクリーンの作品から１点を提出。提出作品についてそれぞれの技法における
版画表現についての理解力、表現内容を評価する。そのうえで内容や造形において積極的な工夫が認めら
れた場合「良」とし、授業に向かう姿勢を含めた総合的観点において高い学習成果が認められるものを「優」
とする。さらに独創性を有する制作を「秀」と認定し、作品提出を条件に「可」以上、未提出の場合を「不可」と
する。

教科書等

視聴覚教材。講義・演習で紹介する各書。『版画の技法と表現』町田市立国際版画美術館刊、『世界版画史』
美術出版社刊。
特に受講生が用意する必要はない。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

教材費として7,000円程度が必要。
閉じる

科目名

写真（映像）概論

単位数

2.0

担当者

教授 笠原 浩

履修時期

前期

履修対象

2年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

一般的に写真とは「記録」と「表現」の媒体とされています。また、言葉としての写真の意味
のphotographは、photoは光でgraphは記録で、光を記録する意味があります。本講義においてはこの両極と
して存在するメディアをその原理と歴史から学び取り、「写る」写真から表現として「みる」写真へと昇華させる
ことへの導入とします。さらに光を記録し、時間軸へと展開する映像（動画像）についてもその基本原理から、
その代表的なカテゴリーである「映画」についてもその歴史を辿り、いかに表現として変化してきたかを学びま
す。
現在主流となっているデジタルカメラを基にデジタル画像の基本にも触れていきます。
カメラの基本原理を理解し、自身の表現手段として利用応用できるようななる。
レンズ効果、照明効果を理解し自身の表現手段として利用応用できるようななる。
写真および映像に興味があり、何らかのカメラ（出来れば１眼レフ）を持っている事。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

授業においてはなるべく実践的な講義にするため、各自35mm１眼レフカメラを持参する事が望ましい。
１ 写真についての基礎知識（写真の歴史と創造者たち）
２ 撮影機材の原理と基本1
３ 撮影機材の原理と基本2
４ デジタル画像基礎
５ 報道写真
６ 肖像写真
７ フィルムビフォー・フィルムス
８ 映像史１
９ 映像史2
11 アニメーション
12 ディジタルフォトとマルチメディア
13 まとめと課題
14 課題
15 課題
実施しない
①授業の理解度を測るため不定期にレポートを課し、その平均点より
90点以上 で秀とし、80点以上で優、70点以上で良、60点以上で可 、それ以下を不可とする。
特になし
笠原浩 デザイン工芸学科映像メディア造形分野担当 教授

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油彩画材料論

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 森永昌司

履修時期

後期

履修対象

１年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

タブロー（ヨーロッパの油彩画）の制作に必要な材料について技法史的な検証を踏まえつつ、油彩画（西洋絵
画）を構成する空間的・歴史的な広がりについて体系的に概説する。
授業形態: 講義（テストピースの作成などの実験を伴う）
絵画芸術の展開・発達について「材料・技法」を通して理解を深めることを目的とする。油彩画を構成する基
礎的な知識を身につける。
油彩画について深く理解したい学生であれば、要件は問わない。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

特に芸術学部油絵専攻の学生は、必修のカリキュラムの中で行われる実技と重複する「下地作り」なども行う
ので、なるべく１年次に履修すること。
１ オリエンテーション
２ 油彩画の起源とその検証
３ 顔料について
４ メディウムについて
５ 基底材と下地について（テストピースの作成）
６ テンペラ技法について（テストピースの作成）
７ 混合技法について（テストピースの作成）
８ グリザイユ・カマイユ技法について（テストピースの作成）
９ 白亜地（Ｆ２０号の作成）
１０ インプリミチューラ（テストピースの作成）
１１ ファット・オーバー・リーンによる着彩（テストピースの作成）
１２ エマルジョン下地（テストピースの作成）
１３ エマルジョン下地（Ｆ２０号の作成）
１４ 資料作成・各自の研究レポート
１５ まとめ（レポート提出）
実施しない
資料（テストピース）の作成と課題による各自の研究レポートの提出により評価する。（試験は行わない）
課題の設問に則り、各自の取り組みがなされたかどうかを総合的に評価するものとし判定の基準については
以下の通りである。
取り組みの内容が満たされていれば「可」とし、提出レポートなど、取り組みの内容に深化の認められたもの
を「良」とする。さらに、授業態度も含めた総合的観点において高い学習成果が認められたものを「優」とす
る。 その中でさらに秀でた学習成果の認められたものを「秀」とする。
特に指定しない
1959年 広島県に生まれる。1986年 東京藝術大学大学院美術教育研究室修了。1992年 東京藝術大学大学
院後期博士課程退学。1996年 ロシア国立博物館の訪問研究員としてロシアイコンの現地調査・研究を行
う。1998年 第4回美の予感（東京・大阪・京都・横浜高島屋）。1999年 富田賞候補作品展（東京日本橋高島
屋）2000年 美しすぎる嘘・現代リアリズム絵画展、新世紀をひらく美（東京・大阪・京都・横浜高島屋）。2002年
写実・レアリスム絵画の現在（奈良県立美術館）。2003年 存在の美学 現代写実絵画研究所同人展（東京・横
浜・大阪・名古屋・京都 高島屋 2005、2007年）。2010年度文化庁新進芸術家在外研修制度により ロシア・サ
ンクトペテルブルクに滞在する（一年間）。2014年 ＬＩＧＨＴ森永昌司個展（東京・大阪・京都 高島屋）2014年
存在の美学（東京・大阪・京都 高島屋、札幌芸術の森美術館）。2014年 特別展（八千代の丘美術館 広島県
安芸高田市）

授業に関連する実務経
験
備考

教材費として3000円程度を必要とする。
閉じる

科目名

油絵入門

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎（単位認定者）、講師
原崇浩、講師 菅亮平

履修時期

第３ターム（後期）

履修対象

１年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

油絵の材料・技法を概説し、理論と演習を通して、油絵の基礎的な表現方法を体験し、あわせて油絵の鑑賞
眼を養うことを目的とする。
授業形態：日程およびスケジュール説明、参考書による講義、演習及び実習、中間及び最終講評。
描画を実際に行うことで絵画に対する鑑賞眼を養い、絵画・芸術への認識を深める。
画材を購入する必要がある。
詳しくは講義時に説明する。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

経験の有無は問わないが、積極的な取り組み姿勢を望む。
１ 導入
２ 油絵の材料・技法の概説
３ 鉛筆デッサン 幾何形態 （選出とセッティング）初歩的な方法論、演習
４ 鉛筆デッサン 〃 （道具の使い方、構図について）
５ 鉛筆デッサン 〃 （明暗、空間について）
６ 油彩 静物 用具説明、「静物画」について
７ 油彩 〃 有色下地
８ 油彩 〃 モチーフ選び
９ 油彩 〃 モチーフセッティング
10 油彩 〃 有色下地上に木炭及び鉛筆による下書き
11 油彩 〃 油絵具による下描き
12 油彩 〃 白色浮出による描写
13 油彩 〃 固有色の描写
14 油彩 〃 仕上げ
15 油彩 〃 講評、まとめ
（授業ごとに６名の油絵専攻教員全体で分担し、多様な教員による指導を行なう。）
実施しない
実習中の取り組みの積極的参加度や授業態度を重視し、作画した作品を採点する。
実習中の指導に則して関心を持って制作したと認められ、講評時に作品提出がなされた場合に、単位取得の
基準を満たしたものとして評価する。
判定基準として課題への取り組みの姿勢が最低限に満たされ、講評時に作品提出がなされている場合は
「可」とし、提出作品の内容に工夫が認められる場合「良」とする。これらに加え、制作において各々が問題意
識と自分の取り組むべき課題意識を見つけ出す積極的性や工夫など、授業態度も含めた総合的観点におい
て高い学習成果が認められたものを「優」とする。さらにその中で完成度が高い制作について「秀」とする。
教科書：特になし
参考書：佐藤一郎 「絵画制作入門」（東京藝術大学油画技法材料研究室）
各人油彩道具一式を必要とする。新規購入の場合、おおよそ8,000円程度。
詳しくは講義時に説明する。
受講希望者多数の場合、人数制限することがある。
別掲参照。

授業に関連する実務経
験
備考

新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

日本画入門

単位数

2.0

担当者

芸術学部教授 藁谷 実、教授 今村雅弘、准教授 前田 力、准教授 荒木 亨子、助教 古賀くらら

履修時期

後期

履修対象

芸術学部１年（日本画専攻学生を除く）

講義形態

演習

概要

授業形態：演習
設定される課題：古典模写、静物制作
・日本画という名称は明治時代に西洋画に対して作られたもので、それ以前の日本の絵画は絵巻物、花鳥
画、金碧障壁画、山水画、水墨画等、様式や技法材料によって様々な名称があった。現代において日本画と
はこれらの材料、絹や和紙等に膠を用いて顔料を定着させて描く絵画として一般に認識されている。
課題1では古典模写によって様式や技法を体験し、課題2において自らのデッサンをもとに日本画の材料を使
い制作する。

科目の到達目標

・古典作品模写により日本画の伝統的な技法や絵画性を学ぶ。
・素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、日本画についての知識、思考、技術を
学ぶ。

受講要件
履修取消の可否

定員を２０名とする。芸術学部学生は定員を超えた場合、抽選とする。
画材を購入する必要がある。
詳しくは講義時に説明する。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

・美術館、本学芸術資料館などの展示会場にて作品鑑賞を行う。
1 ガイダンス（日本画概説及び授業の説明）
課題A 模写
心棒作り、模写の説明、絵巻の資料鑑賞、ドーサ引き
2 模写
3 模写、仕上げ、講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】採点

講義内容

課題B 日本画制作
4 F4号にデッサン、着色写生、参考作品鑑賞
5 本紙にトレース、骨描き、墨隈
6 絵の具の説明、地塗り、本画制作
7 本画制作 講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】 採点

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の各段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造
形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。実習を通して観察力と基礎的な表現技術を習得し、作品提
出する事を単位取得（可）の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを
（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
必要に応じて提示する。
藁谷 実 ・公益財団法人 日本美術院同人
今村 雅弘・一般社団法人 創画会会員
前田 力 ・公益財団法人 日本美術院招待
荒木 亨子・一般社団法人 創画会会員
古賀くらら・日本画家
前田 力・2000年4月から杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

備考
閉じる

科目名

絵画論

単位数

2.0

担当者

教授教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎（単位認定者）、講師 原崇
浩、講師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

２年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

教育的、研究的進展に資する為、油絵専攻の教員が、各々の「絵画論」を展開する。
授業形態：講義
油絵専攻教員の各自の造形観から、絵画表現の実際や多様な考え方を知り、柔軟な造形思考を持つように
する。
油絵専攻の学生については、２年次の受講が望ましい。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

絵画について言及する為、興味をもって取り組んでほしい。

講義内容

１ 絵画的なものの見方とは（西洋古典絵画の紹介Ⅰ）森永
２ 絵画的なものの見方とは（西洋古典絵画の紹介Ⅱ） 森永
３ 版画論１ 版画の歴史と変遷について 釣谷
４ 版画論２ 現代の版画シーンについて 釣谷
５ 絵画論考Ⅰ 絵画の歴史と理論 石黒
６ 絵画論考Ⅱ 絵画の形式と内容について 石黒
７ 絵画論１ 原
８ 絵画論２ 原
９ 絵画論１ オランダの光 志水
１０ 絵画論２ 芸術と科学 志水
１１ 絵画論１ 菅
１２ 絵画論２ 菅
１３ 絵画論１ 田中
１４ 絵画論２ 田中
１５ まとめ（授業及び絵画に関するレポート）

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
レポート提出（試験は行わない予定）
レポートの設問に則り、各自の課題として取り組みがなされたかどうかや、毎授業、受講票の記入を課し、平
常点等とともに総合的に評価する。
評価基準 秀：積極的な授業への取り組みと独自の視点の特に優れたレポートを提出したもの
優：積極的な授業への取り組みと独自の視点のレポートを提出したもの
良：積極的な授業への取り組みを行ったが、レポートにおいて独自の視点に欠ける場合
可：レポートを提出しただけで、積極性が認められない場合
特になし

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

文化財学研究

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 髙間 由香里

履修時期

前期（集中講義）

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

仏像のふしぎ、仏様にまつわる話、仏像と仏画のできるまで等、知られざる仏教美術の世界を、実在する作
品を例に挙げながらわかりやすく解説する。また、美術品に関する実際の調査や研究現場のリアルタイムの
情報も、随時公開していく。
仏教美術を身近に感じ、その鑑賞をより深く実のあるものにするための基礎的な知識を修得する。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

次の講義内容に即して予習・復習を行うこと。
1．仏教美術とは
2．仏教の基礎知識
3．浄土教思想について
4．浄土教美術Ⅰ
5．浄土教美術Ⅱ
6．密教について
7．密教美術Ⅰ
8．密教美術Ⅱ
9．仏画の描き方
10．仏像の作り方
11．絵巻物の描き方
12．美術品の調査方法Ⅰ
13．美術品の調査方法Ⅱ
14．現代の文化財保護
15．まとめ・テスト
実施しない
受講態度・積極性を最重視し、最終コマのテストを加味して総合的に判断する
特になし。
広島大学大学院博士課程後期修了。博士（文学）。
現在、大阪教育大学教員養成課程美術教育講座専任講師。

授業に関連する実務経
験
備考

遅刻は厳禁とする。
閉じる

科目名

現代美術演習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

教授 鰕澤 達夫 教授 チャールズ・ウォーゼン

履修時期

通年

履修対象

芸術学部1年~4年

講義形態

演習

概要

現代美術演習は前後期をとうして演習を行い、美術学科・デザイン工芸学科から選択授業として少人数の定
員によりマンツーマンの作品チェックを行うことで、作品の概念構築をはかり、インスタレーション等、作品設
置・記録を行う、また中間チェックとして、プレゼンテーションと講評を前後期1回づつ行う

科目の到達目標

受講する学生個々の作品について指導し、作品内容の意見交換を行い、作品と表現との整合性をはかり、
自身の作品コンセプトの構築とプレゼンテーション能力を習得する

受講要件
履修取消の可否

なし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

自身が制作する作品のコンセプトに近い作家を数多くリサーチすることで、作家の表現の内容を
理解する事
個々が表現内容の概念構築を行い、個人チェックを重ねる事により
作品を完成させる、自身の作品に足りないものを理解し、マテリアルと内容、
コンセプトと内容、相互の関係を思考する事で、作品のクオリティを高める、
作品の設置やプレゼンテーション、中間チェックを前後期1回づつ行う事で、
作品を制作する
実施しない
作品のコンセプトと同時に個々のプレゼンテーション能力を総合的に評価する
前後期、最低2回の個人チェックと2回の中間チェック、及び2回の講評に必ず参加する事
特になし
現代表現領域 教授 鰕澤達夫 現代美術家 アートディレクター
彫刻専攻 教授 チャールズ・ウォーゼン 現代美術家

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

現代美術演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 鰕澤 達夫 教授 チャールズ・ウォーゼン

履修時期

通年

履修対象

芸術学部2年〜４年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

現代美術演習Ⅰをさらに展開、発展させた作品制作を行う
現代美術演習Ⅰ同様に、前後期を通して演習を行い、マンツーマンのチェックを行うことで、
作品の概念構築をはかり、インスタレーション、作品設置・作品の記録とプレゼンテーションを行う
受講する学生個々の作品について指導し、作品内容について意見交換を行い、作品と表現との整合性を習
得する
現代美術演習Ⅰの受講者が対象
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

多くの作家の作品をリサーチする事で、表現者としての方向性を模索する事

講義内容

現代美術演習Ⅰ同様、個々に表現内容の概念構築をマンツーマンで行い、
作品設置と記録及びプレゼンテーションと中間チェックを行う

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
作品の設置と同時に個々のプレゼンテーション能力を総合的に評価する。
前後期、最低2回の個人チェックと2回の中間チェック、及び2回の講評に参加する事
特になし
現代表現領域 教授 鰕澤達夫 現代美術家 アートディレクター
彫刻専攻 教授 チャールズ・ウォーゼン 現代美術家

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

現代美術史Ⅰ

単位数

2.0

担当者

准教授 石松 紀子

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要

第二次世界大戦後の1945年から1980年代までに展開した、アメリカ、ヨーロッパ、日本における美術動向を
理解する。時代背景や社会状況を考慮しながら、それぞれの時代を映し出す多様な芸術表現の意味を検討
し、現代美術史を概観する。

科目の到達目標

1945年から1980年代までの美術動向について理解し、そのアウトラインを戦後史のなかに位置づけることが
できる。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

自主的に現代美術の展覧会を見に行き、実際に作品や美術作家に接する機会をつくる。
1. イントロダクション
2. リアリズム
3. 抽象表現主義
4. アンフォルメル
5. 反芸術１（ネオダダ他）
6. 反芸術２（読売アンデパンダン展他）
7. ポップ・アート
8. ミニマル・アート
9. ランド・アート
10. コンセプチャル・アート
11. もの派
12. ヴィデオ・アート
13. パフォーマンス・アート
実施しない
中間レポート50%、期末レポート50%
必要に応じて資料を配布する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

実務経験：福岡アジア美術館に勤務
本授業はオンライン授業で行います。授業で使用した画像・動画や資料等については、著作権上、授業外で
無断で使用・複製しないようにしてください。
閉じる

科目名

芸術工学

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 定國 伸吾

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

本講義では、表現を前提にしたプログラミング＝“クリエイティブ・コーディング”を学ぶ。プログラミングやアル
ゴリズムの基礎を学んだ後、静的なコード、インタラクションのあるコード、ライブラリを活用した複雑な表現や
コンテンツ制作と進める。
プログラミングを用いた表現の可能性と手法を知る。
プログラミングを用いた表現を実践する。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

次の講義内容について、予習・復習を行うこと。
1.クリエイティブ・コーディングの概要
2.ツールの設定
3.図形と色
4.プログラミングとアルゴリズム基礎
5.基礎制作課題
6.画像および音声の活用
7.コードによるアニメーション（乱数と変数）
8.コードによるアニメーション（配列）
9.マウスインタラクション
10.応用制作課題
11.ライブラリの活用と紹介
12.音声を用いたインタラクション
13. 画像解析を用いたインタラクション
14.最終制作課題（制作時間）
15.最終制作課題（制作時間およびプレゼン）
実施しない

評価方法・基準

制作課題により評価する．

教科書等

適宜プリントを配布する．

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

専門はユーザーインターフェイス。博士（情報科学）（名古屋大学）。大同大学、広島国際学院大学を経
て、2017年から静岡理工科大学に勤務。緩やかで曖昧な変化をユーザーインターフェイスとする手法につい
て研究をおこなう他、ネットワーク上の情報を活用した子供向けの遊びを提案・発表する等している。
車両向けHUDの実装など

備考
閉じる

科目名

アートマネージメント概論

単位数

2.0

担当者

准教授 石松 紀子

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

現在の日本のアートをとりまく状況について具体的な事例を通して、美術館等のキューレーション、マネージメ
ントの実践的な方法を指導する。
美術館等のキューレーション、マネージメントの実践的な方法について理解する。
特になし。
美術館等のキューレーション、マネージメントに興味のある学生は、学科関係なく歓迎します。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

美術館等を訪問し、キューレーション、マネージメントの視点から見学等を行う。
１ 美術館の運営（1） （担当：竹澤雄三）
２ 美術館の運営（2） （担当：竹澤雄三）
３ まちづくりと美術館（1） （担当：松田弘）
４ まちづくりと美術館（2） （担当：松田弘）
５ アートと企業（1） （担当：古谷可由）
６ アートと企業（2） （担当：古谷可由）
７ インディペンデント・キュレイター（1） （担当：伊藤由紀子）
８ インディペンデント・キュレイター（2） （担当：伊藤由紀子）
９ まちづくりとギャラリー（1） （担当：木村成代）
10 まちづくりとギャラリー（2） （担当：松波静香）
11 展覧会のつくり方（1） （担当：松岡剛）
12 展覧会のつくり方（2） （担当：松岡剛）
13 オルタナティブな活動とマネジメント（1） （担当：今井みはる）
14 オルタナティブな活動とマネジメント（2） （担当：今井みはる）
15 まとめ （担当：石松紀子）
※外部講師との日程調整等により、内容・順序を変更する場合がある。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施しない
平常点（受講票の記入内容など）30%、期末レポート70%
特に指定しない

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

実務経験（竹澤雄三）広島市現代美術館に勤務経験有
実務経験（松田弘）東広島市美術館に勤務
実務経験（古谷可由）ひろしま美術館に勤務
実務経験（伊藤由紀子）広島女学院大学に勤務
実務経験（木村成代）art space HAPに勤務
実務経験（松波静香）gallery Gに勤務
実務経験（松岡剛）広島市現代美術館に勤務
実務経験（今井みはる）アートギャラリーミヤウチに勤務
実務経験（石松紀子）福岡アジア美術館に勤務経験有

備考
閉じる

科目名

彫刻概論

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン

履修時期

前期

履修対象

芸術学部 美術学科・デザイン工芸学科 3年次

講義形態

講義

概要

作家活動の実践を通して、彫刻芸術の歴史、理念、技法、素材等について解説していく。彫刻専攻の教員に
よる、自己作品の解説および専門領域からの彫刻芸術の考察の他に、毎年４名の美術関係者を非常勤講師
として学外から招聘し、オムニバス形式で多角的な内容をもって授業を展開していく。卒業後の作家活動や
美術業界での様々な仕事に就く上での具体的、実践的な取り組みを聴講出来る機会であり、受講者のキャリ
ア形成の学習授業として位置付ける。

科目の到達目標

彫刻専攻の教員や学外から招いた美術関係者の、実践を元に培われた多種多用な彫刻観・芸術観に触れ、
自身の芸術における問題と照らし合わせ考察することを目的とする。

受講要件
履修取消の可否

芸術学部美術学科・デザイン工芸学科3年次
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前に担当講師の情報を出来るだけ集め、講師の活動の背景を知っておくよう努める。
質疑応答の機会が設けられるため、予め質問内容を考えておく。
講義の中で、用語や作家名など知らない情報が出てきた場合、事後に調べ確認しておく。
第１回 導入、自己の作品を通して（教授 伊東敏光）
第２回 日本とアメリカの現代美術（教授 伊東敏光）
第３回 自己の作品を通して（教授 チャールズ・ウォーゼン）
第４回 自己の作品を通して（教授 前川義春）
第５回 国内外の彫刻シンポジウムについて（教授 前川義春）
第６回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師）
第７回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師）
第８回 現代美術作家の制作現場（教授 チャールズ・ウォーゼン）
第９回 自己の作品を通して（助教 丸橋光生）
第10回 自己の作品を通して（非常勤特任教員 七搦綾乃）
第11回 国内外のアーティスト・イン・レジデンスについて（非常勤特任教員 七搦綾乃）
第12回 表現の場（助教 丸橋光生）
第13回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師）
第14回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師 ）
第15回 まとめ・レポート（助教 丸橋光生）
※順番は変更されることがあります。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
講義への取り組み姿勢を評価の基準とする。最終日に行うレポートから授業への理解度を計る。それらの総
合により、「秀」、「優」、「良」、「可」を評価する。
必要に応じて参考資料・作例等の提示、またはコピーを配布する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

工芸制作Ⅰ（演習）

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 粟根 仁志

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

七宝は、奈良時代に大陸から日本に伝わり、明治時代に著しく進歩を遂げた美術工芸品である。金属とガラ
ス（ガラス質の釉薬）の複合素材である特性を理解し様々な表現手段を学ぶ。
七宝の素材を通し想像力や表現力を身につけ、教育現場などに役立てられるようにする。
美術学科2年次以上
否
日本画・油絵専攻の学生で、「中学校教諭一種免許」取得希望の学生の必修科目のため。
書籍等で七宝の概略を知っておく
1 素材と道具の説明、及び扱い方。
2 各種技法について
3 [単色] 裏引き、下地釉薬について・単色の色差し
4 [多色I] 透明、半透明、不透明釉薬を使った色分け
5 [平脱] 純銀箔を使った表現・グラデーションについて
6 [フリット] フリット粒を使った表現
7 [噴釉] 異なる性質の釉薬を使った表現
8 [書き割り] 下層の色を表層に反映させる表現
9 [多色Ⅱ] 透明釉薬を主とした色分け
10 [マーブル] ホットワーク・有線七宝の下地作り
11 [有線] 金属線を釉薬間の間仕切りとして使用する伝統技法
12 [有線] 植線
13 [有線] 色差し
14 [有線] 研ぎ・仕上げ
15 製作 これまでの技法を使った自由制作
16 制作 技法の決定
17 制作 素地作り 銅板の裁断
18 制作 素地作り 銅板の成形
19 制作 下地作りI 下地釉薬の焼成
20 制作 下地作りⅡ 下地釉薬の焼成
21 制作 テスト板の制作
22 制作 テスト板を使った技法及び色調のテスト
23 制作 加飾I 選択した技法を使っての制作
24 制作 中間チェック
25 制作 加飾Ⅱ 選択した技法を使っての制作
26 制作 加飾Ⅲ 選択した技法を使っての制作
27 制作 組み立て
28 制作 仕上げ
29 講評
30 個々の全作品を写真撮りでデータとする
実施しない
作品講評および授業に臨む姿勢
特になし
公益社団法人 日本工芸会正会員 〈日本伝統工芸展 鑑査委員〉
公益社団法人 日本七宝作家協会 理事
神戸芸術工科大学 クラフト・美術学科 非常勤講師
(2012年4月～2016年3月) 担当科目:七宝演習Ⅰ.Ⅱ
美術学科日本画専攻、油絵専攻の学生で、中学校一種免許（美術）修得希望者の必修科目です。
教材費として5000円程度必要になる。
閉じる

科目名

工芸制作Ⅱ（演習）

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 原紺 絢子

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

やきものは古来から日本人の生活の中に浸透し親しまれている。
この演習では、磁土による鋳込み技法を通して着想から具現化までのプロセスを体験し習得する。
粘土や石膏の扱いを学び、教育現場などの実践に役立てられるようになる。
デザイン工芸学科所属学生対象
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

文献や博物館等でやきものについて学んだり鑑賞したりすること。
１ 導入 やきものについて、型もの制作について
２ デザイン
３ 石膏原型制作
４ 石膏原型制作
５ 石膏原型制作
６ 使用型制作
７ 鋳込み制作
８ 鋳込み制作
９ 鋳込み制作
１０ 鋳込み制作
１１ 素焼き窯詰め
１２ 窯出し・絵付け
１３ 絵付け・釉掛け
１４ 釉掛け・本焼き窯詰め
１５ 窯出し・講評・掃除
実施しない
受講状況と積極的参加度で評価する。
特になし。
陶芸作家 比治山大学非常勤講師【2011年4月〜現在 担当科目：陶芸Ⅰ・Ⅱ
基礎造形演習Ⅰ・Ⅱ 造形表現（工芸） 造形研究Ⅱ 等】

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（工芸）
受講希望者が15名を上回る際は、教職（高一種：工芸）取得希望者を優先します。
作業工程が毎回異なりますので出席を重視します。
演習の材料費として5000円程度かかります。
閉じる

科目名

デザイン概論

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 納島 正弘

履修時期

通年

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要

デザイン世界への導入講座である。
デザインを学ぶうえで必要な知識として、デザイン史を中心に広汎で様々なメディアを、オムニバス形式によ
る構成でデザインが人間社会に与える影響のあり方を考察し理解を深める。
パワーポイントによる写真とヴィデオ映像を中心に授業を進める。

科目の到達目標

デザインの歴史は文明の歴史とも言える、世界の歴史とともにデザインが人間社会と経済とどのように関わ
り変化してきたのかを学びデザイン世界の幅広さと奥深さを知る。【温故知新】古きをたずね新しきを知ること
によって未来のデザインが如何にあるべきかを見つける。

受講要件
履修取消の可否

なし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

講義中に指示する。
１ 太古の昔に見るデザインの息吹“応用美術”と“純粋美術”
２ ルネサンスの思想“万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ”
３ 近代デザインの覚醒“イギリス産業革命”
４ 中世への回帰“ウィリアム・モリスのデザイン思想”
５ お手本は自然界“有機的フォルム、アール・ヌーヴォー”
６ 文明の力が生んだ“機能的フォルム、アール・デコ”
７ 街を彩るメディアの華“ポスターの時代”
８ シンプルこそ美しい“モダンデザインの確立、バウハウス”
９ デザインが国策に利用“大衆心理とプロパガンダ”
10 地下鉄をブランド化 “アートディレクターの元祖フランク・ピック”
11 輝ける超大国アメリカ “50年代を彩ったUSAデザイン”
12 目指すは一等国“高度成長期を支えた日本のデザイン”
13 デザインは社会のために“ソーシャルデザインの思想”
14 産業にも社会にも “デザイン経営とブランディング”
15 まとめ“デザイン思考が世界を救う”／課題レポート
実施しない
①授業の理解度を測るため毎回レポートを提出。
②期末テーマを与えレポートを提出
①と②の総合評価とする。
S(秀)レポートで90点以上 場合。
A(優)レポートで80点以上 場合。
B(良)レポートで70点以上 場合。
C(可)レポートで60点以上 場合。
D(不可)レポートで60点未満 場合。
なし
非常勤講師：福島治（グラフィックデザイナー）予定

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

工芸概論

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 清水 愛子

履修時期

前期

履修対象

１年

講義形態

講義

概要

テーマは工芸の境界線。工芸とはどのようなものか、最初に決めつけてしまうことなく、疑問を大切に、工芸と
いう概念の変遷、工芸品の歴史、現在における工芸のあり方を通じて、多角的に考察を行なう。こうした試み
を踏まえ、これからの工芸のあり方、あるいは受講者自身が興味ある分野において、自分がどのように取り
組んでいきたいかを考えるきっかけとなることを目指す。

科目の到達目標

工芸というジャンルを様々な角度から考察することで、工芸に対する認識を深めると共に、多角的なものの見
方や捉え方を今後の制作においても応用できるようになること。

受講要件
履修取消の可否

学習意欲があること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

授業後、自分で興味を持った事柄については、各自で掘り下げ、その過程で質問があれば積極的に来てもら
いたい。
1 工芸とは ガイダンス
2工芸を支えているもの 博物館、美術館における工芸
3工芸を支えているもの 国法制度 国宝の陶磁器
4工芸を支えているもの 国法制度 国宝の染織・漆工
5工芸を支えているもの 国法制度 人間国宝による陶芸作品
6工芸を支えているもの 国法制度 人間国宝による陶芸作品染織作品
7工芸を支えているもの 工芸団体・公募展（事例：日本伝統工芸展）
8工芸を支えているもの 技（事例：京友禅）
9工芸を支えているもの 茶道・華道å
10工芸の境界線 01 枠組みとその越境
11工芸の境界線 02 陶芸作家の活動
12工芸の境界線 04 染織作家の活動
13工芸の境界線 05 漆工作家・金工作家の活動
14工芸の外部
15まとめ、補足
実施しない
受講状況50％、レポート50％の総合により評価する。
レポートは最終授業時間に提出予定。
授業中に随時プリントを配布する。
陶芸史、特に近代京都における陶芸を専門としている。

授業に関連する実務経
験

京都造形芸術大学(2004-2008)、大阪芸術大学(2005-2008)、京都精華大学(2007-2011)、近畿大学(20072011)、関西大学(2009-2010)、同志社大学 (2009-2011)で工芸概論、工芸史、陶芸論などの非常勤講師を勤
める。
2014年より広島市立大学にて工芸概論を担当している。

備考

「工芸」に対して各々が持っているイメージや先入観をいったん取り払った上で、授業に臨んでもらいたい。ま
た授業では、学生からの質問に時間を取ることもあり、そうした時間を大切にしたく、毎回シラバスの通りに進
まない場合もある。
閉じる

科目名

色彩論

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 納島 正弘

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要

カラー時代と呼ばれて久しい現代，私たちの暮らしは，色彩をぬきにしては考える事はできません。しかし商
品計画等に意識的に色彩が採用されたのは今世紀になってからでした。我々はそれを色彩革命と呼んでい
ます。それがTV等メディアのカラー化を契機として第２次色彩革命へと変貌をとげていきます。こうした色彩社
会について考え学習をしていきます。

科目の到達目標

コミュニケーションを効果的に行うための，色彩学的な知見を得る
色彩学の基本から色彩の文化的側面，暮らしの中で色彩がどのように使われているかなど，実例を交えなが
ら講義を行ない色彩学と色彩の効用についての理解を深めたい。

受講要件
履修取消の可否

なし
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

講義のねらいにも書かれているように、本講義は、人の暮し（日常）の中の色彩を学ぶ授業です。常日頃よ
り、色彩に高い関心と興味を持つ事が最も大切であり、それが何よりの予習、復習と成ります。
１：色彩を学ぶうえで（導入）
２：色彩の物理的側面／光と色彩，スペクトル，電磁波と波長
３：色彩の生理的側面／なぜ色を感じるのか（金 秀敬）
４：色彩の心理的側面／温度感，重量感，味覚，色彩の心理影響
５：対比現像と残像／同時対比，継続対比，対比現像の効果応用
６：色とは／色と色材のちがい，加算（法） 混合と減算（法） 混合
７：そのほかの代表的な混合方法／並置混合，回転混合
８：表色系について／マンセル表色系 オストワルト，ＰＣＣＳ
９：色彩の三属性／明度と彩度と色相，原色とは何か、「トーン」という概念
10：色彩学のすすめ（尾登誠一）
11：色の名前／色名法について，基本色名と系統色名，固有色名
12：異色間の同色（渡辺邦夫）
13：黄金比（大友一貴）
14：暮らしのなかの色彩／衣食住と色彩，企業と色彩計画
15：まとめ／環境と色彩，暮らしの中で色彩をどのようにするか
実施しない
①授業の理解度を測るため毎回レポートを課す。
②講義中に課題（異色間の同色）提出
①と②の総合評価とする。
S(秀)レポートと課題で90点以上 場合。
A(優)レポートと課題で80点以上 場合。
B(良)レポートと課題で70点以上 場合。
C(可)レポートと課題で60点以上 場合。
D(不可)レポートと課題で60点未満 場合。
なし

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形応用研究Ⅰ

単位数

2.0

担当者

芸術学部担当教員

履修時期

担当教員と相談の上

履修対象

芸術学部 1年次、２年次、３年次、４年次

講義形態

演習

概要

大学設置の理念に照らし合わせ、地域に貢献する国際的視野にたった芸術分野の人材育成と、国際的、社
会的活動を率先して行く具体的実質的な活動を行うための基礎的な能力を養成する。具体的には、芸術分
野のボランティア活動等の地域貢献や、企業との積極的なインターンシップなどの活動、学外組織との連携
による課外活動、海外での学術交流協定に基づく交流活動など、各種プロジェクトに創造的に参加し創作活
動の応用の幅を広げる。

科目の到達目標

多様な芸術の発表や方法を知ることにより、将来の独自の芸術活動や発表活動を行うための基礎的、横断
的な知識を身につけ、地域連携、産官学連携、国際連携に対応できる幅広い芸術活動が可能となる力を身
に付けることで自身のキャリア形成に繋げる。

受講要件
履修取消の可否

芸術学部１年次、２年次、３年次、４年次
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

国際的、社会的活動並びに、応用創作活動に、自ずからその意味を見出し、積極的に関わるようにする。
プログラムによっては、受講人数等の制限が発生する場合がある。また、この授業は本学部の理念に照らし
将来を展望する特に重要な授業なので、積極的に取り組むようにする。
履修に当たっては、担当教員と相談の上、計画書を提出すること。
年次を跨いで行った活動に関しては、活動の最終年次に履修登録を行うこと。
必修単位（卒業要件、専門科目単位）を充分に満たす見込みの上で履修すること。
各プログラムごとに、２単位の授業計画に沿って行なう。
プログラムへの参加時間が１５回分に相当し、プログラム担当教員の計画、指導に沿って取組み、その成果
は、成果発表、レポート、作品の提出の何れかの形で評価を得ることとする。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

[プログラム例]
・芸術分野における地域連携やボランティアなど、社会的芸術活動への創造的参加。
・博士課程学生のプロデュースによる社会的芸術活動への支援、参加。
・大学間交流・海外の大学との教員および学生交換プログラムにおける、研究授業、ワークショップへの参
加。
・企業とのコラボレーションによるインターンシップ等。
実施しない
[取組姿勢、レポートおよび作品]
プログラムに対する取組姿勢、取組の成果発表、提出されたレポートおよび作品について評価する。
必要に応じて、随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

造形応用研究Ⅱ

単位数

2.0

担当者

芸術学部担当教員

履修時期

担当教員と相談の上

履修対象

芸術学部３年次、４年次

講義形態

演習

概要

造形応用研究Ⅰの発展編として設置。
大学設置の理念に照らし合わせ、地域に貢献する国際的視野にたった芸術分野の人材育成と、国際的、社
会的活動を率先して行く具体的実質的な活動を行うための基礎的な能力を養成する。具体的には、芸術分
野のボランティア活動等の地域貢献や、企業との積極的なインターンシップなどの活動、学外組織との連携
による課外活動、海外での学術交流協定に基づく交流活動など、各種プロジェクトに創造的に参加し創作活
動の応用の幅を広げる。

科目の到達目標

造形応用研究Ⅰを学習し、多様な芸術の発表や方法を知ることにより身につけた知識をもって積極的に地域
連携、産官学連携、国際連携に対応できる幅広い芸術活動が可能となる力を身に付け、自身のキャリア形成
に繋げる。

受講要件
履修取消の可否

造形応用研究Ⅰの単位を取得した者
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

国際的、社会的活動並びに、応用創作活動に、自ずからその意味を見出し、積極的に関わる事。
プログラムによっては、受講人数等の制限が発生する場合がある。また、この授業は本学部の理念に照らし
将来を展望する特に重要な授業なので、積極的に取組むようにする。
履修に当たっては、担当教員と相談の上、計画書を提出すること。
年次を跨いで行った活動に関しては、活動の最終年次に履修登録を行うこと。
必修単位（卒業要件、専門科目単位）を充分に満たす見込みの上で履修すること。
各プログラムごとに、２単位の授業計画に沿って行なう。
プログラムへの参加時間が１５回分に相当し、プログラム担当教員の、計画、指導に沿って取組み、その成
果は、成果発表、レポート、作品の提出の何れかの形でして評価を得ることとする。

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

[プログラム例]
・芸術分野における地域連携やボランティアなど社会的芸術活動への創造的参加。
・博士前期課程学生のプロデュースによる社会的芸術活動への支援、参加。
・大学間交流・海外の大学との教員および学生交換プログラムにおける、研究授業、ワークショップへの参
加。
・企業とのコラボレーションによるインターンシップ等。
実施しない
[取組姿勢、レポートおよび作品]
プログラムに対する取組姿勢、取組の成果発表、提出されたレポートおよび作品について評価する。
必要に応じて、随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

現代美術史Ⅱ

単位数

2.0

担当者

准教授 石松 紀子

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要

1980年代から2000年代までに展開した、アメリカ、ヨーロッパ、日本、アジアにおける美術動向を理解する。時
代背景や社会状況を考慮しながら、それぞれの時代を映し出す多様な芸術表現の意味を検討し現代美術史
を概観する。

科目の到達目標

1980年代から2000年代までの美術動向について理解し、そのアウトラインを戦後史のなかに位置づけること
ができる。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

自主的に現代美術の展覧会を見に行き、実際に作品や美術作家に接する機会をつくる。
1. イントロダクション
2. ジェンダー
3. ネオ・エクスプレッショニズム
4. ニュー・スカルプチャー
5. シミュレーショニズム
6. YBA
7. ネオ・コンセプチャル・アート
8. 写真／メディア・アート
9. スーパーフラット
10. リレーショナル・アート
11. 多文化主義
12. アジアの現代美術１(アジア美術展)
13. アジアの現代美術２（東アジア）
14. アジアの現代美術３（東南アジア）
15. 国際展/美術市場
実施しない
平常点（受講票の記入内容など）30%、期末レポート70%
必要に応じて資料を配布する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

実務経験：福岡アジア美術館に勤務

備考
閉じる

科目名

図法及び製図

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 藤山 信博

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

芸術学部の学生が作品を制作する上で必要となる内容に特化した手書きによる図法を学ぶ。3次元として表
現するために透視投影図の基礎概念とその応用方法を分かりやすく教授する。
学生自らの考案又は創造した形態を、誤解なく第三者に伝えるための図面の書き方を修得する。
止むを得ない事情（公欠、病欠、部活動、等）を除き、第1回ガイダンスを受講すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験
備考

講義内容に即して復習し、講義毎の課題を次週に提出する。
1. ガイダンス 製図の基本事項 線の用法 寸法の表し方
2. 第一角法と第三角法
3. 第三角法（三面図）
4. 等角投影（アイソメトリック）
5. 第三角法と等角投影の実践1 デスクのトレース
6. 第三角法と等角投影の実践2 デスク自由設計
7. 1消点簡略図法1（縮尺に合わせたフレームの作成法）
8. 1消点簡略図法2（矩形形態）
9. 1消点簡略図法3（斜線のある形態）
10. 2消点簡略図法1（斜線のある形態）
11. 2消点簡略図法2（曲線、円のある形態）
12. 2消点簡略図法3（家具単体）
13. 家具自由設計（実習 第三角法 三面図）
14. 同上 （実習 2消点簡略図法）
15. 同上 （プレゼンテーション）
実施しない
課題と提出状況および積極的参加度
全課題を提出とし、その内容や提出期限を考慮して総合的に評価する。
特になし
参考図書：第三角法による工業図学（工学図書株式会社）
プログラム学習による図面の読みかた（廣済堂科学情報社）
販売はしない。授業ごとにプリント配布。
一級建築士。
1992 宇都宮大学大学院工学研究科建築工学専攻修士課程修了
1993 東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻黒川研究室
2000～藤山建築デザイン事務所主催。住宅、店舗、家具、プロダクト他設計。
2000年5月～現在 設計業務に従事
プロジェクトペｰパｰＡ3 5mm方眼罫 1冊、 トレｰシングペｰパｰＡ3 1冊、
三角スケｰル、30cm直定規、コンパスあるいは円定規が必要。経費は受講者の自己負担とする。 第1回目の
講義で詳細を説明する。
閉じる

科目名

材料技法演習

単位数

2.0

担当者

単位認定者：藤江竜太郎 （講師）
非常勤講師：松本寛治（木工）
非常勤講師：山嵜 勝弘（塗装）

履修時期

後期

履修対象

芸術学部２年次以上

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

材料技法として様々な素材が上げられるが、この演習では木材による素地造形と仕上げ塗装、手板による金
属塗装を行う。
素地造形、素材ごとの塗装技法について理解することで、多様な表現にも応用ができるようになる。
芸術学部１年次専門科目を全て修得していること。
木材の素地造形と塗装技法に興味を持ち、積極的な演習に励む姿勢を有していること。
否
事前に材料の準備があるため
事前・事後学習としてに木工加工品、塗装物について調査をする。
1）木工導入
2）材料準備
3）図面作成
4）丸鑿実習
5）平鑿実習
6）ジグソー実習
7）ヤスリ研磨実習
8）カンナ実習
9）塗装導入
10）木材塗装・ワイピング
11）木材塗装・下地塗装
12）金属塗装・下地塗装
13）金属塗装・調色
14）仕上げ塗装
15）器具のメンテナンスについて
実施しない
積極的参加度にて評価する。
必要に応じて資料を配布する。
藤江竜太郎 芸術学部立体造形 講師
松本寛治 木工作家 非常勤講師
山嵜勝弘 非常勤講師

授業に関連する実務経
験
備考

作業環境を考慮し、16名という定員を設ける。定員を超える場合は抽選とする。
したがって初回の演習（9:00時間厳守）に出席できない学生は履修できないものとするので十分注意するこ
と。
演習の材料費として6,000円徴収いたします。
閉じる

科目名

地域実践演習

単位数

1.0

担当者

単位認定者：森永昌司（教授）
中村圭（准教授）、青木伸介（講師）

履修時期

集中講義

履修対象

芸術学部３年次

講義形態

演習

概要

各担当教員の指定する演習対象地域において、その地域の特性を理解した上で、それぞれの専門分野でこ
れまで培ってきた専門的知識や技術・方法等を活用し、地域の魅力の創造や課題解決に取り組む。

科目の到達目標

地域特性・課題を正しく理解し、総合的視野から課題解決方法、または、地域の魅力の創造・発信方法を企
画・立案・実践できるようになる。また、今後自らの創作活動においても、社会の中でどのように位置付けてい
くか考察できるようになる。

受講要件

これまでの専門教育で培った知識や技能を、地域で実践的に活用する姿勢で演習に臨む姿勢を有している
こと。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前学習：演習対象地域を、各自で調査すること。
事後学習：取り組んだことを、各自で資料にまとめること。
1.担当教員毎による演習導入：演習内容について
2.担当教員毎による演習導入：演習地域について
3.担当教員毎による実践的取組み：地域調査
4.担当教員毎による実践的取組み：地域特性・課題の共有
5.担当教員毎による実践的取組み：課題解決方法の提案
6.担当教員毎による実践的取組み：魅力創造の企画
7.担当教員毎による実践的取組み：魅力創造の立案
8.担当教員毎による実践的取組み：魅力創造の実践
9.担当教員毎による実践的取組み：魅力発信の企画
10.担当教員毎による実践的取組み：魅力発信の立案
11.担当教員毎による実践的取組み：魅力発信の実践
12.担当教員毎による合同報告会準備：プレゼンテーション
13.担当教員毎による合同報告会準備：グループディスカッション
14.担当教員毎による合同報告会準備：ドキュメント制作
15.合同報告会
＊実際のシラバス進行は、各担当教員によって異なります。詳しくは年度始めの学年別ガイダンスで配布す
る履修案内資料を参照してください。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

実施しない
以下３点について、担当教員が定める基準を満たした場合、単位取得（可）の条件とする。さらに総合的観点
から高い評価が認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
⒈ 地域特性・地域課題を正しく理解ができたか。
⒉ 以下のいずれかに取り組んだか
⑴地域の課題を解決するための、専門的かつ実践的な取組み。
⑵地域の魅力を創造・発信するための、専門的かつ実践的な取組み。
⒊ 取組み内容の報告。
各担当教員が指定する。
森永昌司（美術学科油絵専攻・教授）
中村圭（デザイン工芸学科視覚造形・准教授）
青木伸介（デザイン工芸学科漆造形・講師）

授業に関連する実務経
験
備考

履修希望者は、履修登録前に、指導を希望する担当教員に必ず相談をすること。
活動内容によっては、学科専攻を横断して履修を行うことが可能。
履修登録は前期履修期間中に行うこと。但し、ガイダンスはオンラインで行うため注意すること。
閉じる

科目名

美術解剖学Ⅰ

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 今井 良枝

履修時期

前期

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要

【造形表現のための人体解剖学】
美術解剖学Ⅰでは基礎となる「骨」について学ぶ。
※骨標本や解剖図などを用いて解説する。受講者は自分の体や骨標本をデッサンすることによって骨の構
造に対する理解を深める。

科目の到達目標

①人体構造の機能や美しさを各々の視点で発見する。
②解剖学的知見をそれぞれの制作に応用する力をつける。
（人体の凹凸をただ表面的になぞるのではなく、内部構造を意識しながら人体を捉えることによってより的確
で深い表現が出来る。）

受講要件
履修取消の可否

生命に対する畏敬の念を持っている方。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

講義内容の予習・復習を行うこと。
1 なぜ美術解剖学が必要なのか？
2 全身の構成
3 プロポーション
4 骨学概論
5 頭部の骨
6 脊柱
7 胸郭
8 上肢の骨格Ⅰ（鎖骨・肩甲骨）
9 上肢の骨格Ⅱ（上腕・前腕）
10 上肢の骨格Ⅲ（手）
11 下肢の骨格Ⅰ（骨盤）
12 下肢の骨格Ⅱ（大腿・下腿）
13 下肢の骨格Ⅲ（足）
14 制作への応用
15 まとめ
※受講生の理解度や関心により一部内容を変更することがある。
実施しない
課題、授業への取り組みや意欲、授業態度などを総合的に評価する。
教科書：プリント配布。
参考書：授業の中で紹介する。参考までに「プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系」（監訳：坂
井 建雄／松村 讓兒）など。
専門： 油絵、美術解剖学
制作活動を行っている作家による授業
◆美術解剖学の授業は、ただ単に体の構造の知識を得るのではなく、人体の機能や美しさなどに感動するこ
とに大きな意味があると思っている。驚きや感動、知りたいと思う気持ちを大切にしつつ、授業に臨んで欲し
い。
※デッサン道具と色鉛筆（12色程度）を持参。
閉じる

科目名

美術解剖学Ⅱ

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 今井 良枝

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

【造形表現のための人体解剖学】
美術解剖学Ⅰで学んだ「骨」の次の段階として、「筋」について学ぶ。
※解剖図などを用いて解説する。受講者は、作品制作を通して解剖学的知識の応用を体験する。
①人体構造の機能や美しさを各々の視点で発見する。
②解剖学的知見をそれぞれの制作に応用する力をつける。
生命に対し畏敬の念を持っている方
※すでに『美術解剖学Ⅰ』を受講していること。ただし、成績評価が欠席を原因とした不可の場合は受講した
とみなされません。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

講義内容の予習・復習を行うこと。
講義内容 1 人体の基本構造について
2 筋学概論
3 全身の筋
4 頭頚部の筋Ⅰ（表情筋）
5 頭頚部の筋Ⅱ（咀嚼筋ほか）
6 体幹の筋（前面）
7 体幹の筋（側面）
8 体幹の筋（後面）
9 上肢の筋Ⅰ（上腕・前腕）
10 上肢の筋Ⅱ（手）
11 下肢の筋Ⅰ（大腿・下腿）
12 下肢の筋Ⅱ（足）
13 皮下組織
14 制作への応用
15 まとめ
※受講生の理解度や関心により一部内容を変更することがある。
実施しない
課題、授業への取り組みや意欲、授業態度などを総合的に評価する。
教科書：プリント配布。
参考書：授業の中で紹介する。参考までに「プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系」（監訳：坂
井 建雄／松村 讓兒）など。
専門： 油絵、美術解剖学
制作活動を行っている作家による授業
◆美術解剖学の授業は、ただ単に体の構造の知識を得るのではなく、人体の機能や美しさなどに感動するこ
とに大きな意味があると思っている。驚きや感動、知りたいと思う気持ちを大切にしつつ、授業に臨んで欲し
い。
※デッサン道具と色鉛筆（１2色程度）を持参。
閉じる

科目名

美学Ⅰ

単位数

2.0

担当者

教授 関村 誠

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態：講義。西洋美学は、18世紀に学問としての地位が確立されたが、美学的思索そのものは、理想的
美が論じられ、芸術文化の栄えた古代ギリシアに源流をもっている。この講義では、古代ギリシアを起点とす
る美学思想の概説を通じて、美や芸術の基本的な諸問題を検討していく。
美学の歴史の中で扱われた重要な問題を理解し、美や芸術についての思考方法を身につける。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

美や芸術に接する自らの感性を反省し深めてほしい。
１、美学とは何か
２、古代ギリシアの美、見えない形
３、創造の能動性
４、芸術と狂気
５、模倣芸術論
６、現れの諸様態
７、現れと幻影
８、夢と現
９、光と精神
10、ロマネスクとゴシックの美学
11、影の美学
12、内在性と写実性
13、抽象と情念
14、アニミズムの感性
15、まとめ
※授業の順序は変更することがある。
実施しない
平常点（受講票の記入内容など）30％、期末レポート（前期と後期）70％
講義のなかでプリント配付、また下記以外の参考書を適宜指示する。
参考書：今道友信『美について』、講談社現代新書、1973
今道友信編『講座美学』全５巻、東京大学出版会、1984-5
佐々木健一『美学辞典』、東京大学出版会、1995
佐々木健一『美学への招待』、中公新書、2004
東京芸術大学で博士（美術）、ブリュッセル自由大学で哲学博士を取得。古代ギリシアを中心とする哲学・美
学を専門としている。主な著書は『像とミーメーシス プラトンからの美学』勁草書房、Platon et la question des
images, Ousia, Bruxelles.

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

美学Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 関村 誠

履修時期

美学

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態：講義。西洋美学は、18世紀に学問としての地位が確立されたが、美学的思索そのものは、理想的
美が論じられ、芸術文化の栄えた古代ギリシアに源流をもっている。この講義では、とりわけ空間意識の多様
性を検討しつつ、芸術の諸問題を考察する。

科目の到達目標

芸術活動の意義を、空間や場所との関わり方の多様性を考察することで理解し、思考する力を身につける。

受講要件
履修取消の可否

特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

美や芸術に接する自らの感性を反省し深めてほしい。
１、芸術における空間把握の多様性
２、遠近法と世界観
３、だまし絵の伝統と遠近法
４、環境世界と芸術空間
５、芸術における寓意表現
６、光の表現と「現実」の問題
７、芸術における象徴
８、近代芸術の空間意識
９、まなざしの動態
10、絵画と身体
11、芸術と風土
12、日本人と〈間〉の感性
13、「見ること」と「感じること」
14、〈もの〉と〈こと〉
15、まとめ
※授業の順序は変更することがある。
実施しない
平常点（受講票の記入内容など）30％、期末レポート（前期と後期）70％
講義のなかでプリント配付、また下記以外の参考書を適宜指示する。
参考書：今道友信『美について』、講談社現代新書、1973
今道友信編『講座美学』全５巻、東京大学出版会、1984-5
佐々木健一『美学辞典』、東京大学出版会、1995
佐々木健一『美学への招待』、中公新書、2004
東京芸術大学で博士（美術）、ブリュッセル自由大学で哲学博士を取得。古代ギリシアを中心とする哲学・美
学を専門としている。主な著書は『像とミーメーシス プラトンからの美学』勁草書房、Platon et la question des
images, Ousia, Bruxelles.

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

日本美術史Ⅰ

単位数

2.0

担当者

国際学部 准教授 城市 真理子

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

授業形態《講義》 新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。オンライン授
業はオンデマンドで、webclassに各回ごとに授業内容を掲載する。URL等で美術資料のデータベース等を閲
覧し、課題を行う。「日本美術史」（中世～近世初期）を対象とし、絵画・工芸の通史について、毎回、各回の
テーマごとに主な作品の資料を読み、関連作品も含め画像を閲覧して、課題を行う。時代もジャンルも多岐に
わたるが、通史のなかでの各作品の位置づけや関係が把握できることをめざす。
また、日本美術の用語・概念、主題と表現技法、時代による様式の変化などの基本的な知識を学習する。

科目の到達目標

日本美術史を概観する基礎的な知識を学習することで、基本的な文献を理解し、作品を鑑賞する力を養う。

受講要件

展覧会鑑賞の小レポート作成のため、入館料（500～1000円程度）等が必要な場合がある（感染症の状況で
変更あり）。

履修取消の可否

可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

例年は、日本美術の展覧会の鑑賞・日本美術関係の読書を日頃から積極的におこない、美術作品を見る目
や知識を養うことを勧めているが、今年は感染症対策で休館する美術館が多い。様々な美術館のホーム
ページの所蔵品紹介やデータベースを閲覧することを勧める。また、中止となった展覧会の紹介動画など各
館の学芸員の活動にも注目してほしい。
例年、作品分析ワークシートを配布しているが、感染症の状況により変更する。
各自が担当教員に質問・相談することができる（Eメール等）。
１ 授業の概要・美術史入門
２ 南北朝・室町時代の美術―和漢の関係について
３ 室町時代の工芸と唐物趣味
４ 室町時代の美術―禅の美術
５ 室町時代の美術―如拙と周文
６ 室町時代の美術―詩画軸
７ 室町時代の美術―雪舟
８ 室町時代の美術―狩野派
９ 室町時代の美術―やまと絵
１０ 桃山時代の絵画―狩野永徳
１１ 桃山時代の絵画―長谷川等伯
１２ 桃山時代の諸派
１３ 桃山時代の南蛮美術
１４ 桃山時代の工芸
１５ まとめ
実施しない
授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等の平常点で評価する。
（１）webclassの課題で美術史の基礎概念・用語が理解できている。70％
（２）課題ワークシートの完成度。30％
『カラー版日本美術史年表』（辻惟雄監修、美術出版社、2002年）を、学生用のテキストとする。
『日本美術館』（小学館、1997年）を主要参考書として授業を進行する。

担当者プロフィール

日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とする。博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美
術は幅広いジャンルを扱ってきた経験がある。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考

一部、特別講師による講義が入ることがある。
閉じる

科目名

日本美術史Ⅱ

単位数

2.0

担当者

国際学部 准教授 城市 真理子

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

講義

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

授業形態《講義》 新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。オンライン授
業はオンデマンドで、webclassに各回ごとに授業内容を掲載する。URL等で美術資料のデータベース等を閲
覧し、課題を行う。「日本美術史」（古代・中世・近世）を対象とし、絵画・工芸の通史について、毎回、各回の
テーマごとに主な作品の資料を読み、関連作品も含め画像を閲覧して、課題を行う。時代もジャンルも多岐に
わたるが、通史のなかでの各作品の位置づけや関係が把握できることをめざす。
また、日本美術の用語・概念、主題と表現技法、時代による様式の変化などの基本的な知識を学習する。
新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。
日本美術史Ⅰと同じ。
展覧会鑑賞の小レポート作成のため、入館料（500～1000円程度）等が必要な場合がある（感染症の状況で
変更あり）。
可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

例年は、日本美術の展覧会の鑑賞・日本美術関係の読書を日頃から積極的におこない、美術作品を見る目
や知識を養うことを勧めているが、今年は感染症対策で休館する美術館が多い。様々な美術館のホーム
ページの所蔵品紹介やデータベースを閲覧することを勧める。また、中止となった展覧会の紹介動画など各
館の学芸員の活動にも注目してほしい。
例年、作品分析ワークシートを配布しているが、感染症の状況により変更する。
各自が担当教員に質問・相談することができる（Eメール等）。
１ 授業の概要 仏教美術の基礎
２ 仏像・仏画・工芸―飛鳥時代・白鳳時代
３ 仏像・仏画・工芸―奈良時代
４ 仏像・仏画・工芸―平安時代前期
５ 仏像・仏画・工芸―平安時代後期
６ 平安時代やまと絵の発生と展開
７ 仏像・仏画・工芸―鎌倉時代
８ 鎌倉時代のやまと絵
９ 室町時代への過渡期の美術
１０ 江戸時代前期の絵画―京狩野・江戸狩野・土佐派
１１ 江戸時代中期の絵画―応挙と四条派
１２ 江戸時代中期の絵画―若冲・蕭白
１３ 江戸時代後期の絵画―浮世絵・琳派
１４ 江戸時代後期の絵画―狩野派・文人画
１５ まとめ
実施する
感染症の収束が危ぶまれる場合。
授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等の平常点で評価する。
（１）webclassの課題で美術史の基礎概念・用語が理解できている。70％
（２）課題ワークシートの完成度。30％
感染症が確実に収束していれば、下記。
①期末レポート 60%
授業で学んだ作品の基礎情報が理解できている。
②授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等 40%
（１）美術史の基礎概念・用語が理解できている。
（２）課題ワークシートの完成度。

教科書等

『日本美術館』（小学館、1997年）を主要参考書として授業を進行する。
『カラー版日本美術史年表』（辻惟雄監修、美術出版社、2002年）を、学生用のテキストとする。

担当者プロフィール

日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とする。博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美
術は幅広いジャンルを扱ってきた経験がある。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考

一部、特別講師による講義が入ることがある。
閉じる

科目名

西洋美術史Ⅰ

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 古谷 可由

履修時期

通年

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

西洋美術の巨匠たちの「作品」と同時代の「美術理論」をとりあげ、「鑑賞と創作」との関連のなかで、西洋美
術の歴史を概観する。
Iでは、古代からバロックまでの流れを概観する。
近現代につらなる西洋美術の歴史を理解する。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

各回スライドリスト（授業で使った作品のリスト）を配布する。事後に図録およびネット等で再度確認のこと。
第１回 導入
第２回 「芸術」の概念と近代美術
第３回 美術批評と美術史
第４回 古代Ⅰ
第５回 古代Ⅱ
第６回 中世Ⅰ
第７回 中世Ⅱ
第８回 ルネサンスⅠ（前ルネサンス）
第９回 ルネサンスⅡ（初期ルネサンス）
第10回 ルネサンスⅢ（盛期ルネサンス）
第11回 ルネサンスⅣ（北方ルネサンス）
第12回 ルネサンスⅤ（ヴェネツィア派）
第13回 マニエリスム
第14回 バロックⅠ
第15回 バロックⅡ
実施する
試験による得点に、授業態度等の平常点を加味して評価。
特になし。
公益財団法人ひろしま美術館学芸部長（学芸員）
1997年～現在：公益財団法人ひろしま美術館に学芸員として勤務

備考
閉じる

科目名

西洋美術史Ⅱ

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 古谷 可由

履修時期

通年

履修対象

２年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

西洋美術の巨匠たちの「作品」と同時代の「美術理論」をとりあげ、「鑑賞と創作」との関連のなかで、西洋美
術の歴史を概観する。
Ⅱでは、17世紀から20世紀の流れを概観する。
近現代につらなる西洋美術の歴史を理解する。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験

各回スライドリスト（授業で使った作品のリスト）を配布する。事後に図録およびネット等で再度確認のこと。
第１回 導入
第２回 近代とは
第３回 フランス・バロック
第４回 ロココ
第５回 新古典主義
第６回 ロマン主義
第７回 風景画の成立
第８回 レアリスム
第９回 前印象派
第10回 印象派Ⅰ
第11回 印象派Ⅱ
第12回 ポスト印象主義Ⅰ
第13回 ポスト印象主義Ⅱ
第14回 20世紀美術の特質
第15回 総括・まとめ
実施する
試験、受講状況で評価。
試験は、「芸術」について、とくに自らの考えが述べられるかどうかに重点を置いて採点する（記述式）。
特になし。
公益財団法人ひろしま美術館学芸部長（学芸員）
1997年～現在：公益財団法人ひろしま美術館に学芸員として勤務

備考
閉じる

科目名

芸術と知的財産権

単位数

1.0

担当者

丞村 宏

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要

古典的な東京五輪・公式エンブレム問題、JASRAC音楽教室問題、海賊版リーチサイト事件、ティラミスヒー
ロー事件等から、「漫画村」事件、リクナビ内定辞退率のデータ提供事件、AIと著作権、ダウンロード違法化・
スクショもNG？等の直近の知的財産権に関する事例等を通じて、「自分の権利は主張する、相手の権利は
尊重する」ための基礎的な法律や制度を体系的に習得する。

科目の到達目標

アーティスト・デザイナー・クリエーターとして、自分の権利は主張する・相手の権利は尊重する為の、著作権
法を中心とした知的財産権の基礎を習得する。

受講要件
履修取消の可否

特に無し
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

「概要」に記載した事件に加え、日本にはまだ無い著作権の「追及権」等、知的財産権関連の最近のニュー
ス・疑問点等を把握しておく。
事後学習用にプリントを配布し確認小テスト等の課題を課す。
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

知的財産権の概要 著作権とは（著作物、著作者の権利）
著作権の制限規定・保護期間
著作者人格権・著作隣接権
著作権侵害
追求権・肖像権・クリエイティブコモンズ他
商標権・意匠権
先行技術調査（Jプラットパット実習及び海外DBの紹介）
知的財産権の活用と契約

実施しない
平常点と演習レポート、小テスト及び各回の質問内容で総合的に判断する。
各回プリントを配布する。
【参考書】18歳の著作権入門（ちくまプリマー新書）
「ネットの自由」VS.著作権（光文社新書）
文化のための追及権―日本人の知らない著作権（集英社新書）

担当者プロフィール

下記、実務経験後、特許庁事業・大学知的財産アドバイザーとして国公立の各大学に着任。更に全国の芸術
系大学における知財の仕組み等につき調査し、現在に至る。

授業に関連する実務経
験

1976年4月～2005年3月 自動車部品メーカーに勤務（知的財産部門・品質保証部門・技術管理部門等にて、
日米欧知財係争・グローバル品質保証・米国PL訴訟/米国リコール対応・ISO日本代表エクスパートとして国
際標準化に従事）

備考
閉じる

科目名

工芸制作Ａ（演習）

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 粟根 仁志

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

七宝は、奈良時代に大陸から日本に伝わり、明治時代に著しく進歩を遂げた美術工芸品である。金属とガラ
ス（ガラス質の釉薬）の複合素材である特性を理解し様々な表現手段を学ぶ。
七宝の素材を通し想像力や表現力を身につけ、教育現場などに役立てられるようにする。
美術学科2年次以上
否
日本画・油絵専攻の学生で、「中学校教諭一種免許」取得希望の学生の必修科目のため。
書籍等で七宝の概略を知っておく
1 素材と道具の説明、及び扱い方。
2 各種技法について
3 [単色] 裏引き、下地釉薬について・単色の色差し
4 [多色I] 透明、半透明、不透明釉薬を使った色分け
5 [平脱] 純銀箔を使った表現・グラデーションについて
6 [フリット] フリット粒を使った表現
7 [噴釉] 異なる性質の釉薬を使った表現
8 [書き割り] 下層の色を表層に反映させる表現
9 [多色Ⅱ] 透明釉薬を主とした色分け
10 [マーブル] ホットワーク・有線七宝の下地作り
11 [有線] 金属線を釉薬間の間仕切りとして使用する伝統技法
12 [有線] 植線
13 [有線] 色差し
14 [有線] 研ぎ・仕上げ
15 製作 これまでの技法を使った自由制作
16 制作 技法の決定
17 制作 素地作り 銅板の裁断
18 制作 素地作り 銅板の成形
19 制作 下地作りI 下地釉薬の焼成
20 制作 下地作りⅡ 下地釉薬の焼成
21 制作 テスト板の制作
22 制作 テスト板を使った技法及び色調のテスト
23 制作 加飾I 選択した技法を使っての制作
24 制作 中間チェック
25 制作 加飾Ⅱ 選択した技法を使っての制作
26 制作 加飾Ⅲ 選択した技法を使っての制作
27 制作 組み立て
28 制作 仕上げ
29 講評
30 個々の全作品を写真撮りでデータとする
実施しない
作品講評および授業に臨む姿勢
特になし
公益社団法人 日本工芸会正会員 〈日本伝統工芸展 鑑査委員〉
公益社団法人 日本七宝作家協会 理事
神戸芸術工科大学 クラフト・美術学科 非常勤講師
(2012年4月～2016年3月) 担当科目:七宝演習Ⅰ.Ⅱ
美術学科日本画専攻、油絵専攻の学生で、中学校一種免許（美術）修得希望者の必修科目です。
教材費として5000円程度必要になる。
閉じる

科目名

工芸制作Ｂ（演習）

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 原紺 絢子

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

やきものは古来から日本人の生活の中に浸透し親しまれている。
この演習では、磁土による鋳込み技法を通して着想から具現化までのプロセスを体験し習得する。
粘土や石膏の扱いを学び、教育現場などの実践に役立てられるようになる。
デザイン工芸学科所属学生対象
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

文献や博物館等でやきものについて学んだり鑑賞したりすること。
１ 導入 やきものについて、型もの制作について
２ デザイン
３ 石膏原型制作
４ 石膏原型制作
５ 石膏原型制作
６ 使用型制作
７ 鋳込み制作
８ 鋳込み制作
９ 鋳込み制作
１０ 鋳込み制作
１１ 素焼き窯詰め
１２ 窯出し・絵付け
１３ 絵付け・釉掛け
１４ 釉掛け・本焼き窯詰め
１５ 窯出し・講評・掃除
実施しない
受講状況と積極的参加度で評価する。
特になし。
陶芸作家 比治山大学非常勤講師【2011年4月〜現在 担当科目：陶芸Ⅰ・Ⅱ
基礎造形演習Ⅰ・Ⅱ 造形表現（工芸） 造形研究Ⅱ 等】

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】高一種（工芸）
受講希望者が15名を上回る際は、教職（高一種：工芸）取得希望者を優先します。
作業工程が毎回異なりますので出席を重視します。
演習の材料費として5000円程度かかります。
閉じる

科目名

東洋美術史Ⅰ

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 西尾 歩

履修時期

通年（集中講義）

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

【授業形態：講義】
中国美術を主軸として、アジア諸地域の美術をとりあげ、それぞれの造形作品について美術史学的に説明す
る。
１．東洋美術に関する基礎知識の習得。
２．美術史学的に、造形作品を見て考え説明する能力の習得。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

復習を行うこと。また、美術館・博物館や寺社に行って作品を実際に見たり、図書館で美術出版物等を閲覧し
たりして、中国美術を含め、世界中の造形美術に幅広く接すること。
講義内容
第１回 導入
第２回 西アジア メソポタミア・ペルシアの美術
第３回 インド 仏教美術のはじまり～仏像の出現
第４回 中国 古代１ 殷墟遺跡
第５回 中国 古代２ 西周～戦国時代の造形
第６回 中国 古代３ 秦始皇帝陵
第７回 中国 古代４ 長沙出土帛画
第８回 中国 古代５ 画論
第９回 中国 漢時代における西域との交流～仏教伝来
第10回 中国 魏晋南北朝１ 出土絵画
第11回 中国 魏晋南北朝２ 顧愷之
第12回 中国 魏晋南北朝３ 画論
第13回 中国 魏晋南北朝４ 仏教美術
第14回 中国 隋唐時代における西域との交流 ソグドの文化
第15回 中国 唐時代１ 仏教美術
第16回 中国 唐時代２ 絵画
第17回 中国 唐時代３ 画論～水墨画のはじまり
第18回 中国 五代 王処直墓壁画
第19回 中国 北宋時代１ 山水画（１）
第20回 中国 北宋時代２ 山水画（２）
第21回 中国 北宋時代３ 花鳥画
第22回 中国 北宋時代４ 画論
第23回 中国 宋時代の仏教美術
第24回 中国 南宋時代１ 宮廷絵画
第25回 中国 南宋時代２ 牧谿
第26回 中国 元時代１ 馮道真墓壁画
第27回 中国 元時代２ 文人画
第28回 中国 明時代１ 浙派と呉派
第29回 中国 明時代２ 董其昌、藍瑛
第30回 中国 清時代の絵画
実施しない
平常点30％ 授業内容を理解出来ているかどうかをみて評価します。
レポート 70％ 美術史学的説明が出来ているかどうかをみて評価します。
教科書は使用せず、配布資料を用意します。
絵画、金属工芸など、中国美術を研究しています。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

東洋美術史Ⅱ

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 西尾 歩

履修時期

通年（集中講義）

履修対象

３年次

講義形態

講義

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否

【授業形態：講義】
中国美術を主軸として、アジア諸地域の美術をとりあげ、それぞれの造形作品について美術史学的に説明す
る。
１．東洋美術に関する基礎知識の習得。
２．美術史学的に、造形作品を見て考え説明する能力の習得。
特になし。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

復習を行うこと。また、美術館・博物館や寺社に行って作品を実際に見たり、図書館で美術出版物等を閲覧し
たりして、中国美術を含め、世界中の造形美術に幅広く接すること。
講義内容
第１回 導入
第２回 西アジア メソポタミア・ペルシアの美術
第３回 インド 仏教美術のはじまり～仏像の出現
第４回 中国 古代１ 殷墟遺跡
第５回 中国 古代２ 西周～戦国時代の造形
第６回 中国 古代３ 秦始皇帝陵
第７回 中国 古代４ 長沙出土帛画
第８回 中国 古代５ 画論
第９回 中国 漢時代における西域との交流～仏教伝来
第10回 中国 魏晋南北朝１ 出土絵画
第11回 中国 魏晋南北朝２ 顧愷之
第12回 中国 魏晋南北朝３ 画論
第13回 中国 魏晋南北朝４ 仏教美術
第14回 中国 隋唐時代における西域との交流 ソグドの文化
第15回 中国 唐時代１ 仏教美術
第16回 中国 唐時代２ 絵画
第17回 中国 唐時代３ 画論～水墨画のはじまり
第18回 中国 五代 王処直墓壁画
第19回 中国 北宋時代１ 山水画（１）
第20回 中国 北宋時代２ 山水画（２）
第21回 中国 北宋時代３ 花鳥画
第22回 中国 北宋時代４ 画論
第23回 中国 宋時代の仏教美術
第24回 中国 南宋時代１ 宮廷絵画
第25回 中国 南宋時代２ 牧谿
第26回 中国 元時代１ 馮道真墓壁画
第27回 中国 元時代２ 文人画
第28回 中国 明時代１ 浙派と呉派
第29回 中国 明時代２ 董其昌、藍瑛
第30回 中国 清時代の絵画
実施しない
平常点30％ 授業内容を理解出来ているかどうかをみて評価します。
レポート 70％ 美術史学的説明が出来ているかどうかをみて評価します。
教科書は使用せず、配布資料を用意します。
絵画、金属工芸など、中国美術を研究しています。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

材料技法演習（木工）

単位数

1.0

担当者

単位認定者：藤江竜太郎 （講師）
非常勤講師：松本寛治（木工）

履修時期

後期（第３ターム）

履修対象

芸術学部２年次以上

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

材料技法として様々な素材が上げられるが、その中で当演習では木材による素地造形を行う。
素地造形について理解することで、木材による多様な表現にも応用ができるようになる。
芸術学部１年次専門科目を全て修得していること。
木材の素地造形に興味を持ち、積極的な演習に励む姿勢を有していること。
否
事前に材料の準備があるため
事前・事後学習としてに木工加工品について調査をする。
1）木工導入
2）材料準備
3）図面作成
4）丸鑿実習
5）平鑿実習
6）ジグソー実習
7）ヤスリ研磨実習
8）カンナ実習
実施しない
積極的参加度にて評価する。
必要に応じて資料を配布する。
藤江竜太郎 芸術学部立体造形 講師
松本寛治 木工作家 非常勤講師

授業に関連する実務経
験

備考

第4タームに開講される材料技法演習（塗装）を併せて履修することが望ましい。
作業環境を考慮し、16名という定員を設ける。定員を超える場合は抽選とする。
したがって初回の演習（9:00時間厳守）に出席できない学生は履修できないものとするので十分注意するこ
と。
演習の材料費として3,000円徴収いたします。
閉じる

科目名

材料技法演習（塗装）

単位数

1.0

担当者

単位認定者：藤江竜太郎 （講師）
非常勤講師：山嵜勝弘（塗装）

履修時期

後期（第４ターム）

履修対象

芸術学部２年次以上

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

材料技法として様々な素材が上げられるが、この演習では木材の仕上げ塗装と手板による金属塗装を行う。
素材ごとの塗装技法について理解することで、多様な表現にも応用ができるようになる。
芸術学部１年次専門科目を全て修得していること。
塗装技法に興味を持ち、積極的な演習に励む姿勢を有していること。
否
事前に材料の準備があるため
事前・事後学習として塗装物について調査をする。
1）塗装導入
2）木材塗装・ワイピング
3）木材塗装・下地塗装
4）金属塗装・下地塗装
5）金属塗装・調色
6）仕上げ塗装
7）有機溶剤の危険性について
8）器具のメンテナンスについて
実施しない
積極的参加度にて評価する。
必要に応じて資料を配布する。
藤江竜太郎 芸術学部立体造形 講師
山嵜勝弘 非常勤講師

授業に関連する実務経
験

備考

第３タームに開講される材料技法演習（木工）を併せて履修することが望ましい。
作業環境を考慮し、16名という定員を設ける。定員を超える場合は抽選とする。
したがって初回の演習（9:00時間厳守）に出席できない学生は履修できないものとするので十分注意するこ
と。
演習の材料費として3,000円徴収いたします。
閉じる

科目名

専門演習Ⅰ

単位数

3.0

担当者

芸術学部担当教員

履修時期

担当教員と相談の上

履修対象

特別聴講学生

講義形態

演習

概要

特別聴講学生の為に設定された特別演習科目である。受講生の希望する専門分野の担当教員とディスカッ
ションを重ねながら、専門性の高い制作課題に取り組む演習課題となる。

科目の到達目標

志望する指導担当教員の専門分野における、専門的な調査、研究、分析能力を身に付ける。また、高度な創
作研究が行なえる様、研究テーマに対する思考力と展開力を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否

履修に当たっては、担当教員と相談の上、計画書を提出すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

設定された研究テーマに沿って充分な調査と、資料収集を行なう。
指導担当教員との意見交換を積極的に行い、常に課題を整理し研究ノートとして記録を取る様にする。
各々指導担当教員との協議の上、その専門性を考慮し設定される。
（受講者の滞在期間スケジュールによっては集中型に設定も可能。）
実施しない
研究計画および研究スケジュールに基づいた、作品、ポートフォリオ、研究レポートの提出による評価。
作品提出をすることを単位取得の最低条件「可」とし、その完成度、課題に対する取り組み姿勢などを評価し
「良」、優れたものを「優」、特に秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて、随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

専門演習Ⅱ

単位数

3.0

担当者

芸術学部担当教員

履修時期

担当教員と相談の上

履修対象

特別聴講学生

講義形態

演習

概要

特別聴講学生の為に設定された特別演習科目である。受講生の希望する専門分野の担当教員とディスカッ
ションを重ねながら、専門性の高い制作課題に取り組む演習課題となる。

科目の到達目標

志望する指導担当教員の専門分野における、専門的な調査、研究、分析能力を身に付ける。また、高度な創
作研究が行なえる様、研究テーマに対する思考力と展開力を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否

「専門演習Ⅰ」の単位を取得済みであること。
また、履修に当たっては、担当教員と相談の上、計画書を提出すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

設定された研究テーマに沿って充分な調査と、資料収集を行なう。
指導担当教員との意見交換を積極的に行い、常に課題を整理し研究ノートとして記録を取る様にする。
各々指導担当教員との協議の上、その専門性を考慮し設定される。
（受講者の滞在期間スケジュールによっては集中型に設定も可能。）
実施しない
研究計画および研究スケジュールに基づいた、作品、ポートフォリオ、研究レポートの提出による評価。
作品提出をすることを単位取得の最低条件「可」とし、その完成度、課題に対する取り組み姿勢などを評価し
「良」、優れたものを「優」、特に秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて、随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

専門演習Ⅲ

単位数

3.0

担当者

芸術学部担当教員

履修時期

担当教員と相談の上

履修対象

特別聴講学生

講義形態

演習

概要

特別聴講学生の為に設定された特別演習科目である。受講生の希望する専門分野の担当教員とディスカッ
ションを重ねながら、専門性の高い制作課題に取り組む演習課題となる。

科目の到達目標

志望する指導担当教員の専門分野における、専門的な調査、研究、分析能力を身に付ける。また、高度な創
作研究が行なえる様、研究テーマに対する思考力と展開力を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否

「専門演習Ⅰ・Ⅱ」の単位を取得済みであること。
また、履修に当たっては、担当教員と相談の上、計画書を提出すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

設定された研究テーマに沿って充分な調査と、資料収集を行なう。
指導担当教員との意見交換を積極的に行い、常に課題を整理し研究ノートとして記録を取る様にする。
各々指導担当教員との協議の上、その専門性を考慮し設定される。
（受講者の滞在期間スケジュールによっては集中型に設定も可能。）
実施しない
研究計画および研究スケジュールに基づいた、作品、ポートフォリオ、研究レポートの提出による評価。
作品提出をすることを単位取得の最低条件「可」とし、その完成度、課題に対する取り組み姿勢などを評価し
「良」、優れたものを「優」、特に秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて、随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

専門演習Ⅳ

単位数

3.0

担当者

芸術学部担当教員

履修時期

担当教員と相談の上

履修対象

特別聴講学生

講義形態

演習

概要

特別聴講学生の為に設定された特別演習科目である。受講生の希望する専門分野の担当教員とディスカッ
ションを重ねながら、専門性の高い制作課題に取り組む演習課題となる。

科目の到達目標

志望する指導担当教員の専門分野における、専門的な調査、研究、分析能力を身に付ける。また、高度な創
作研究が行なえる様、研究テーマに対する思考力と展開力を身に付ける。

受講要件
履修取消の可否

「専門演習Ⅰ～Ⅲ」の単位を取得済みであること。
また、履修に当たっては、担当教員と相談の上、計画書を提出すること。
可

履修取消不可の理由
事前・事後学修
講義内容
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

設定された研究テーマに沿って充分な調査と、資料収集を行なう。
指導担当教員との意見交換を積極的に行い、常に課題を整理し研究ノートとして記録を取る様にする。
各々指導担当教員との協議の上、その専門性を考慮し設定される。
（受講者の滞在期間スケジュールによっては集中型に設定も可能。）
実施しない
研究計画および研究スケジュールに基づいた、作品、ポートフォリオ、研究レポートの提出による評価。
作品提出をすることを単位取得の最低条件「可」とし、その完成度、課題に対する取り組み姿勢などを評価し
「良」、優れたものを「優」、特に秀でたものを「秀」とする。
必要に応じて、随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

准教授 前田 力

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻１年次

講義形態

実習

概要

授業形態：実習
人体は生命のある自然の造形として豊かな表情を持つ。
日本画専攻において人体デッサンは、絵画表現に必要な観察力や造形力を身に付け、感受性を涵養する重
要な基礎実習の一つと位置づけている。
短時間で対象を捉えて表現するクロッキーと、時間をかけて描き込むデッサンを行う。

科目の到達目標

人体デッサンを通して骨格等の形態や、空間、質感、調子等の造形的要素を把握し、基礎的な観察力、表現
力を高める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

美術学科日本画専攻１年次
否
必修科目の為
美術館や画集等でデッサンの研究、鑑賞をしておくこと。
授業開始日までにクロッキーブック1冊とB2パネルを購入し、パネルには画用紙を水張りしておくこと。
デッサンは基本的に鉛筆、練りゴムを用いることとするが、クロッキーの際には木炭やパステル等任意の描
画道具を用いてもよい。
期間を通じ、1週間〜2週間を1クールとした下記内容の実習を行なう。
但し、進捗状況および日本画実習の全体カリキュラムを鑑み、若干の構成変更を行なう場合がある。
その際は事前に受講生に変更の主旨および内容を伝える。

講義内容

《実習1日目・2日目》
クロッキー
・解説（実習前もしくは実習中に適宜実施）
・５分ポーズ または １０分ポーズのローテーション（ポーズは任意、受講生間で計画・相談すること)
《実習3日目〜最終日》
・固定ポーズの設定（教員による指定、または任意に受講生間で計画）
・固定ポーズでデッサン（20分ポーズ・10分休憩を1セットとし、1日6セット行なう）
《最終日・デッサン終了後》
・受講生によるプレゼンテーション（クロッキー・デッサンの自己評価）
・教員による講評（クロッキー・デッサンについての客観的評価）

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

実施しない
実習への取り組み姿勢および理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。
提出作品から観察力、造形力、表現技術の到達度をはかり、点数化して評価する。
各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認め
られるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
特になし。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示する場合がある。

担当者プロフィール

現在 公益財団法人日本美術院招待
2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

授業に関連する実務経
験

2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

備考

・教職に関する授業
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

准教授 荒木亨子

履修時期

通年

履修対象

美術学科日本画専攻２年次

講義形態

実習

概要

人体は生命のある自然の造形として豊かな表情を持つ。
日本画専攻において人体デッサンは、絵画表現に必要な観察力や造形力を身に付け、感受性を涵養する重
要な基礎実習の一つと位置づけている。
短時間で対象を捉えて表現するクロッキーと、時間をかけて描き込むデッサンを行う。

科目の到達目標

人体デッサンを通して骨格等の形態や、空間、質感、調子等の造形的要素を把握し、基礎的な観察力、表現
力を高める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１年次における日本画専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
美術館や画集等でデッサンの研究、鑑賞をしておくこと。
授業開始日までにクロッキーブック1冊とB2パネルを購入し、パネルには画用紙を水張りしておくこと。
デッサンは基本的に鉛筆、練りゴムを用いることとするが、クロッキーの際には木炭やパステル等任意の描
画道具を用いてもよい。
年間を通じ、1週間から2週間を1クールとした下記内容の実習を行なう。
但し、進捗状況および日本画実習の全体カリキュラムを鑑み、若干の構成変更を行なう場合がある。
その際は事前に受講生に変更の主旨および内容を伝える。
《実習1日目・2日目》
クロッキー
・５分ポーズ または １０分ポーズのローテーション（ポーズは任意、受講生間で計画・相談すること)

講義内容
《実習3日目・最終日》
・固定ポーズの設定（教員による指定、または任意に受講生間で計画）
・固定ポーズでデッサン（20分ポーズ・10分休憩を1セットとし、1日6セット行なう）
《最終日・デッサン終了後》
・受講生によるプレゼンテーション（クロッキー・デッサンについての自己評価）
・教員による講評（クロッキー・デッサンについての客観的評価）
期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢および理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。
提出作品から観察力、造形力、表現技術の到達度をはかり、点数化して評価する。
各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認め
られるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
特になし。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示する場合がある。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・教職関係科目
閉じる

科目名

日本画実習Ⅲ

単位数

10.0

担当者

教授 今村 雅弘

履修時期

通期

履修対象

美術学科日本画専攻３年

講義形態

実習

概要

授業形態：実習
日本画実習Ⅲでは、課題として古典作品模写、人物制作、樹木制作、風景制作、自由制作を行う。日本画実
習Ⅰ、Ⅱで学んだ基礎的な日本画の知識や思考方法、技法材料研究を基に、各自のテーマに応じた個性的
な創作研究を行う。
模写課題では日本画実習Ⅰ、Ⅱの模写をふまえた、より高度な模写実習を行う。

科目の到達目標

制作課題：素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、各自の個性に応じたテーマ
や表現を追求しながら、日本画についての知識、技術を修得する。
模写課題：高度な模写に取り組むことで、古典的表現や、材料技法の知識を深める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
前期
課題１ 日本画制作「樹木制作」 大学近辺の樹木を主題とした日本画制作（50号）
１ 素描、スケッチ 、制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
２ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
３ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
課題２ 日本画制作「風景制作」 風景を主題とした日本画制作（50号）
４ 素描、スケッチ、制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
５ 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
６ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
７ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
課題３ 模写「扇面法華経冊子」 日本画実習Ⅰ、Ⅱの模写をふまえた、より複雑・高度な模写実習
８ 原本研究【関連図書や模本による基底材・描画材料の調査研究】
制作準備【パネル、支持体、描画材料 等】
９ 模写制作（上げ写し）【古典技法研究、造形性、表現力についての研究】
技法材料研究【金銀泥、嚥脂綿 等】
１０ 模写制作（彩色）【古典技法研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【模写作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容

課題４ 日本画制作「自由制作」 各自テーマを自由設定した日本画制作（50号）
１１ 素描、スケッチ、制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
１２ 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１３ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１４ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【展示実習、作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
後期
課題５ 日本画制作「人物制作」 人物を主題とした日本画制作（50号）
１５ 素描
制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
１６ 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１７ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１８ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１９ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
課題６ 日本画制作「自由制作」 各自テーマを自由設定した日本画制作（100号）
２０ 素描、スケッチ
制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
２１ 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
２２ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】

２３ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
２４ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
２５ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
合同講評会（日本画専攻教員全員による） 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、成果を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品によ
り観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条
件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優
れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

教職関係科目
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅲ

単位数

2.0

担当者

教授 今村雅弘

履修時期

通年

履修対象

美術学科日本画専攻３年次

講義形態

実習

概要

授業形態：実習
人体は生命のある自然の造形として豊かな表情を持つ。
日本画専攻において人体デッサンは、絵画表現に必要な観察力や造形力を身に付け、感受性を涵養する重
要な基礎実習の一つと位置づけている。
短時間で対象を捉えて表現するクロッキーと、時間をかけて描き込むデッサンを行う。

科目の到達目標

人体デッサンを通して骨格等の形態や、空間、質感、調子等の造形的要素を把握し、観察力、表現力を高め
る。
自己の制作表現に繋がるデッサン方法を実践研究する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
美術館や画集等でデッサンの研究、鑑賞をしておくこと。
授業開始日までにクロッキーブック1冊とB2パネルを購入し、パネルには画用紙を水張りしておくこと。
用具は基本的に鉛筆、練りゴムを用いることとするが、木炭やパステル等任意の描画道具を並行して用いて
もよい。
年間を通じ、1週間〜2週間を1クールとした下記内容の実習を行なう。
但し、進捗状況および日本画実習の全体カリキュラムを鑑み、若干の構成変更を行なう場合がある。
その際は事前に受講生に変更の主旨および内容を伝える。
《実習1日目・2日目》
クロッキー
・５分ポーズ または １０分ポーズのローテーション（ポーズは任意、受講生間で計画・相談すること)

講義内容
《実習3日目〜最終日》
・固定ポーズの設定（教員による指定、または任意に受講生間で計画）
・固定ポーズでデッサン（20分ポーズ・10分休憩を1セットとし、1日6セット行なう）
《最終日・デッサン終了後》
・受講生によるプレゼンテーション（クロッキー・デッサンについての自己評価）
・教員による講評（クロッキー・デッサンについての客観的評価）
期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢および理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。
提出作品から観察力、造形力、表現技術の到達度をはかり、点数化して評価する。
各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認め
られるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。
特になし。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示する場合がある。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

教職関係科目
閉じる

科目名

古美術研究（演習）

単位数

6.0

担当者

芸術学部教授 今村雅弘 ／非常勤講師 矢野健一郎 ／非常勤講師 重森千靑 ／特別講師 橋爪節也 ／日
本画専攻常勤教員

履修時期

通期

履修対象

美術学科日本画専攻３年

講義形態

演習

概要

古美術研究事前講義を２度受講した後、実際に歴史の流れに沿って奈良から京都へと古美術に触れながら
研究旅行をする。また、旅行中に古美術研究現地講義を受講。特別拝観や一般拝観を通して飛鳥、白鳳、奈
良、平安、鎌倉時代を中心に国宝、重要文化財に指定されている仏像、建築物、障壁画、庭等の研究を行
う。

科目の到達目標

優れた古典作品を直接見ることにより、日本美術の特性である深い精神性や象徴性を感じ取り、伝統的な造
形の理解を深め、自己の美意識を高める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１，２年の日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
寺院、仏像、障壁画等について事前に研究し現地での拝観に備える。注意する点としては、特別拝観、一般
拝観とも寺や仏像は重要な美術品であると同時に信仰の対象でもある。他の拝観者の迷惑にならぬ様、振
る舞いには気を配ること。
指導教員 日本画専攻全教員、非常勤講師 非常勤講師 矢野健一郎
（７月上旬）古美術研究事前学内講義（１） 担当：非常勤講師 矢野健一郎
（７月上旬）古美術研究事前学内講義（２） 担当：非常勤講師 重森千靑
内容
１ 仏像彫刻の解体と修理
２ 仏像のレントゲン撮影による内部構造
３ 天平時代の塑像の構造
４ 玉眼の方法
５ 吉野蔵王権現堂 蔵王権現の修理
６ 円城寺、運慶作大日如来模造等
７ 日本庭園について

講義内容
古美術研究旅行
古美術研究旅行は、１１月下旬から１２月にかけて以下の行程で行う。
奈良
興福寺 当麻寺 飛鳥 聖林寺 大野寺 室生寺 法隆寺 中宮寺 宝輪寺 法起寺 東大寺 新薬師寺 奈良国立博
物館 秋篠寺 平城京跡 薬師寺 唐招提寺
京都
大徳寺 妙心寺 智積院 養源院 醍醐寺 法界寺 平等院 南禅寺 円徳院 教王護国寺 京都国立博物館
※見学施設に関しては、施設、日程の都合等で変更の可能性がある。
期末試験実施の有無

実施しない

評価方法・基準

古美術研究事前学内講義、現地講義の積極的参加度、古美術研究旅行の研究内容を総合的に評価する。
参加状況及び講義研究旅行への取り組み姿勢を評価の基準とする。授業の中で行われる質疑応答から授
業への理解度を計る。それらの総合により（秀、優、良、可）を評価する。

教科書等

古美術研究の手引きを作成し持参のこと。また研究室より「古美術見学手引き」を貸出すが終了後必ず返却
すること。

担当者プロフィール

今村雅弘／日本画家、一般社団法人創画会会員
矢野健一郎／矢野造形技法研究所代表、奈良教育大学文化財造形非常勤講師
重森千靑／(有)重森庭園設計研究室 代表、京都工芸繊維大学非常勤講師
橋爪節也／大阪大学教授、美術史学会、美学会、大正イマジュリィ学会所属

授業に関連する実務経
験
備考

交通費、宿泊費、拝観料等に関しては、入学時資料に掲載した金額を準備しておくこと。
詳細は旅行前に指示する。
閉じる

科目名

材料実習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

准教授 前田 力

履修時期

前期

履修対象

美術学科日本画専攻１年

講義形態

実習

概要

日本画と言う名称は明治時代に西洋画に対して作られたもので、それ以前の日本の絵画は絵巻物、花鳥
画、金碧障壁画、山水画、水墨画等様式や技法材料によって様々な名称があった。現代に於いて日本画は
これらの材料、絹や和紙等に膠を用いて顔料を定着させて描く絵画として一般に認識されている。材料論演
習では、その特徴的な材料の基本的な知識や使い方を学習する。

科目の到達目標

日本画材料は、初め不便で扱いが困難に感じるかもしれないが、日本ではこの技法が途絶えること無く受け
継がれてきた。日本画制作の実習の中で材料の魅力を感じ取り、正しい扱い方を身につけたい。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

美術学科日本画専攻１年次
否
必修科目の為
必要な画材は、授業で指示する。
日本画材料の解説と実習
１ 和紙について解説
・雲肌麻紙、薄美濃紙を基底材とした制作
・和紙の諸相について実習を通して学ぶ（学外実習）
２ 膠について解説
・絵具の接着材や礬水として膠を使った制作
３ 墨、硯について解説
・骨描きや、模写による墨を使った制作
４ 顔料について解説
・天然岩絵具、新岩絵具、水干絵具、染料等を使った制作
５ 筆、刷毛について解説
・絵刷毛、礬水刷毛、面相筆、彩色筆、則妙筆、隈取筆を使った制作
６ その他の材料
・念紙、乳鉢等を使った制作
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、出席状況を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品
により観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）
の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特
に優れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。

担当者プロフィール

現在 公益財団法人日本美術院招待
2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

授業に関連する実務経
験

2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

備考

・日本画実習Ⅰと並行して学習する
・教職に関する授業
閉じる

科目名

材料実習Ⅲ

単位数

2.0

担当者

教授 今村雅弘 /非常勤講師 月岡裕二

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻３年

講義形態

実習
設定される実習課題：日本画技法における金属材料技法
金属泥、金属箔ー砂子、金属箔ー野毛・截金、金属箔を用いた日本画制作・研究

概要
・材料実習Ⅲでは日本画制作における金属材料の技法のうち、金銀泥、砂子、野毛、截金等の伝統技法を実
習を通して基本的な知識や使い方を学習する。
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

制作の中での新たな可能性を見出す為に古典への理解を深め伝統的な技法を知識とともに体得する。
１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・関連作品、図版の鑑賞
・授業の後も各自の制作の中で実践し、材料の知識や技法を確実なものとする。
「金、銀泥」
・金、銀泥技法材料の解説【金、銀泥の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金、銀泥技法実習【溶き方、描法】
「金属箔」
・金属箔技法材料の解説【金属箔の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金、銀泥技法実習【礬水（ドーサ）、箔あかし、箔押し（平押し）、仕上げ、礬水引き】

講義内容

「金属箔ー砂子」
・金属箔ー砂子の解説【砂子技法の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金属箔ー砂子技法実習【礬水（ドーサ）、砂子の作り方、砂子を蒔く、仕上げ、礬水引き】
「金属箔ー野毛・截金」
・金属箔ー砂子の解説【野毛・截金技法の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金属箔ー砂子技法実習【礬水（ドーサ）、竹刀の使い方、削り方、・截金の作り方、截金を施す、仕上げ、礬
水引き】
「金属箔を用いた日本画制作・研究」
・実習で習得した金属材料技法を用いた日本画制作の可能性を研究・実践する。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、成果を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品によ
り観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条
件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優
れたものを（秀）とする。
必要に応じて紹介
今村雅弘 日本画家、一般社団法人創画会会員
月岡裕二 切金砂子師、日展会員、日本新工芸家連盟理事

授業に関連する実務経
験
備考

教職関係科目
閉じる

科目名

日本画実習Ⅳ

単位数

10.0

担当者

芸術学部 教授 藁谷 実

履修時期

通期

履修対象

美術学科日本画専攻４年

講義形態

実習

概要

授業形態：実習
設定される実習課題：人体デッサン、自画像制作、自由制作
日本画実習Ⅳでは、日本画実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで学んだ基礎的な日本画の知識や思考、技法材料研究を基に、
より実践的な日本画制作として各自のテーマに応じた創作研究を行う。卒業制作を視野に入れた応用力を養
う実習授業となっている。

科目の到達目標

・制作課題：素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、各自の個性に応じたテーマ
や表現を
追求しながら、日本画についての知識、技術を修得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

１、２、３年次の日本画専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
課題Ⅰ 人体デッサン 裸婦のデッサン（15号程度）
1・人体クロッキーを通して観察力、造形力を高める。
2・人体デッサンを通して観察力、造形力を高める。
課題Ⅱ 日本画制作「自画像制作」自画像の日本画制作（15号）
3・素描
4・制作計画【下図、基底材選定 等】
5・制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
6・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
7・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
8・講評会 【講評（教員）作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
課題Ⅲ 日本画制作「自由制作」 各自テーマを自由設定した日本画制作（60〜100号）
9・素描、スケッチ
10・制作計画【下図、基底材選定 等】
11・制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
12・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
13・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
14・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
15・講評会 【講評（教員）、作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
特になし。
藁谷 実・公益財団法人 日本美術院同人

授業に関連する実務経
験
備考

教職に関する授業
閉じる

科目名

絵画論演習

単位数

2.0

担当者

助教 古賀くらら 、教授 藁谷実 、教授 今村雅弘 、准教授 荒木亨子

履修時期

前期

履修対象

美術学科日本画専攻4年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

授業形態：演習
設定される演習課題：古典材料技法演習、近代日本画史、ポートフォリオの制作、プレゼンテーション、日本
画制作
絵画論演習では、創作活動に関連する事柄について課題を設定し、知識、技法を学ぶ。
1、2、3年次における日本画専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
この授業では、作家としてのキャリア形成の観点から、より広く専門性の高い知識を得るために日本画の近
代史や画論を通じた古典材料技法を学び、また現代の作家活動におけるプレゼンテーションスキルを学修す
る課題である。
課題1 ポートフォリオの制作とプレゼンテーション
・制作準備【ファイル、作品写真 等】
課題2 近代日本画史講義
課題3 画論に見る伝統的な材料を用いた彩色方法を学ぶ
・本朝画法大伝、画筌、丹青指南 等
課題4 日本画制作
・日本画制作【技法・材料研究】
・講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
必要に応じて提示する。
古賀くらら（日本画家） 藁谷実（公益財団法人 日本美術院同人） 今村雅弘（一般社団法人 創画会会員） 荒
木亨子（一般社団法人 創画会会員）

授業に関連する実務経
験
備考

教職関連科目
閉じる

科目名

技法演習（裏打技法）

単位数

2.0

担当者

芸術学部教授 藁谷 実、非常勤講師 半田昌規

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻4年

講義形態

演習

概要

授業形態：演習
設定される課題：裏打ち講義及び演習
日本画制作の主な基底材となる和紙や絹の薄くしなやかな味わいを損なわずに補強するために本紙への裏
打ちを学び活用する。

科目の到達目標

和紙の性質や保存について理解を深め、裏打ち技法を身につける。3年次までは薄美濃紙に迎え打ちの実
習を行ってきたが、4年次では卒業制作の基底材とする大作用和紙の裏打ち技法を習得し、卒業制作を行
う。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

1、2、3年次の日本画専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目
各自制作の中で実践し、確実に技法を習得すること。
裏打ち演習
Ⅰ 実技解説
１、道具の準備、使い方の解説
２、裏打ち紙の準備、喰い裂き継ぎ
３、本紙準備【紙取り、ドーサ引き】
４、生麩糊 糊炊き、裏ごし、糊溶き
５、裏打ち【迎え打ち】
６、乾燥
７、パネル下張り
８、本紙張り込み
９、乾燥
Ⅱ 実技解説の後、各自卒業制作の本紙に裏打ち後、制作を行う。
１０、裏打ち（１から９の工程を実施）
１１、裏打ち（１から９の工程を実施）
１２、裏打ちを施した本紙に制作
１３、裏打ちを施した本紙に制作
１４、裏打ちを施した本紙に制作
１５、裏打ちを施した本紙に制作
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
特に無し
藁谷実 公益財団法人 日本美術院同人
半田昌規 株式会社半田九清堂代表取締役

授業に関連する実務経
験
備考

教職に関する授業
閉じる

科目名

材料実習Ⅱ（金属材料）

単位数

2.0

担当者

准教授 荒木亨子、非常勤講師 月岡裕二

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻２年

講義形態

実習

概要

設定される実習課題：日本画技法における金属材料技法
金属泥、金属箔ー砂子、金属箔ー野毛・截金、金属箔を用いた日本画制作・研究
・材料実習Ⅱでは日本画制作における金属材料の技法のうち、金銀泥、砂子、野毛、截金等の伝統技法を実
習を通して基本的な知識や使い方を学習する。

科目の到達目標

伝統的な技法を知識とともに体得し、古典への理解を深めるとともに、自己の制作の中で新たな可能性を探
る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・関連作品、図版の鑑賞
・授業の後も各自の制作の中で実践し、材料の知識や技法を確実なものとする。
「金、銀泥」
・金、銀泥技法材料の解説【金、銀泥の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金、銀泥技法実習【溶き方、描法】
「金属箔」
・金属箔技法材料の解説【金属箔の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金、銀泥技法実習【礬水（ドーサ）、箔あかし、箔押し（平押し）、仕上げ、礬水引き】

講義内容

「金属箔―砂子」
・金属箔―砂子の解説【砂子技法の種類ついて、技法の特徴、材料特性 等】
・金属箔―砂子技法実習【礬水（ドーサ）、砂子の作り方、砂子を蒔く、仕上げ、礬水引き】
「金属箔―野毛・截金」
・金属箔―砂子の解説
【野毛・截金技法の種類ついて、技法の特徴、材料特性、竹刀の使い方、削り方、截金の作り方、截金】
・金属箔―砂子技法実習【礬水（ドーサ）、仕上げ、礬水引き】
「金属箔を用いた日本画制作・研究」

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
必要に応じて参考資料を紹介
荒木亨子・一般社団法人創画会会員
月岡裕二・切金砂子師・日展会員 日本新工芸家連盟理事

授業に関連する実務経
験
備考

・経費は受講者の自己負担とする。
・教職関係科目
閉じる

科目名

構成演習

単位数

1.0

担当者

芸術学部 准教授 荒木 亨子

履修時期

前期

履修対象

美術学科日本画専攻２年

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

設定される演習課題：古典作品模写、日本画制作
・古典作品模写を通して日本の伝統的な絵画性を学び、平面作品における画面構成の学修を行う。
・日本画制作を通して画面構成を学ぶ。日本画における構図、構成の研究
構成演習Ⅰをふまえ、日本の伝統的な画面構成を学ぶことで、今後の制作を深める。
デッサンを元に、下図、本画へと、制作を通して形、線、明度、彩度、色相による基礎的な構成力を身につけ、
独自の表現への展開を図る。
１年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず広く作品を研究鑑賞し、構成、構図の理解を深める。
絵巻の観察と模写
「随身庭騎絵巻 研究・模写」
・原本研究【古典作品から絵巻の画面構成、画面展開を見る】
・模写制作【古典作品における絵画性、造形性についての研究】
・講評会【講評（教員）、模写作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容
日本画制作における画面構成
「日本画制作」
・素描 ・制作計画【小下図制作、下図研究会、大下図制作】
・日本画制作【日本画制作を通し技法・材料研究、造形性、表現力についての研究を行う】
・講評会【講評（教員）、作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・日本画実習ⅡAの内容と並行して行う
・教職関係科目
閉じる

科目名

構成実習Ⅱ（平面）

単位数

2.0

担当者

教授 今村 雅弘

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業形態：実習
設定される実習課題：古典の観察と模写、日本画制作における画面構成の研究、発表。
・古典作品模写を通して日本の伝統的な絵画性を学び、平面作品における画面構成の学修を行う。
・日本画制作を通して画面構成を学ぶ。平面作品における構図、構成の研究
・古典絵画作品の研究、プレゼンテーション
構成実習Ⅰをふまえ、日本の伝統的な画面構成を学ぶことで制作への可能性を探る。
デッサンを基に、下図、本画へと、制作を通して形、線、明度、彩度、色相による基礎的な構成力を身につけ、
独自の表現への展開を図る。
１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
日本画に限らず広く作品を研究鑑賞し、構成、構図の理解を深める。
１ 古典絵画の観察と模写
課題１ 「扇面法華経冊子 研究・模写」
・原本研究【古典作品から絵巻、扇面、屏風、軸の画面構成を見る】
・模写制作【古典作品における絵画性、造形性についての研究】
・講評会 【模写作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容

２ 日本画制作における画面構成
課題２ 「日本画制作」
・素描
・制作計画【小下図制作、下図研究会、大下図制作】
・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
・講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
3 日本の古典絵画研究
課題３ 「古典絵画における画面構成」
・古美術研究旅行に対する事前研究
・個人発表【該当作品に対するプレゼンテーション】

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、成果を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品によ
り観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条
件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優
れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・日本画実習Ⅲの内容と並行して行う
・教職関係科目
閉じる

科目名

彫塑演習

単位数

2.0

担当者

准教授 荒木亨子

履修時期

後期

履修対象

日本画専攻２年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

設定される演習課題：モデルの首部を粘土で造る、塑造制作（首）
・首像制作を通して、人体の構造や動きを捉える観察力と基礎的な造形力を養う。
・彫刻制作の基本的技術を段階的に修得する。
１年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・関連作品、図版の鑑賞
・使用した材料の知識や技術、立体造形の考え方等を確実なものとする。
塑造制作（首）を主題とした彫塑演習
１課題説明
２素描・クロッキー 制作計画【クロッキー・デッサン等】
３粘土練り
４心棒制作 制作準備【心棒づくり、粘土、支持体等】
５塑像制作 【技法、材料研究、表現性についての研究】
６塑像制作 【技法、材料研究、表現性についての研究】
７塑像制作 【技法、材料研究、表現性についての研究】
８塑像制作 【技法、材料研究、表現性についての研究】
９塑像制作 【技法、材料研究、表現性についての研究】
１０塑像制作【技法、材料研究、表現性についての研究】
１１塑像制作【技法、材料研究、表現性についての研究】
１２塑像制作【技法、材料研究、表現性についての研究】
１３塑像制作【技法、材料研究、表現性についての研究】
１４塑像制作【技法、材料研究、表現性についての研究】
１５講評会【講評（教員）、塑像作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
実施しない
立体の把握力、基礎的造形力、技術の修得度の到達度を点数により評価する。
授業中に図版等の参考作品を必要に応じて提示
今井眞正 彫刻家・陶芸家
木村東吾 美術家

授業に関連する実務経
験
備考

・事前に指定した用具、画材を用意すること。
・教職関係科目
閉じる

科目名

卒業制作（演習）

単位数

9.0

担当者

教授 藁谷 実、教授 今村 雅弘、准教授 前田 力、准教授 荒木 亨子、助教 古賀くらら

履修時期

通期

履修対象

美術学科日本画専攻4年

講義形態

演習

概要

授業形態：演習
設定される課題：卒業制作（150号）
・卒業制作は学部4年間の集大成であり、同時に作家としての出発点でもある。これまで積み重ねた創作の
内容をさらに
深め、制作時間を十分にとって高い完成度を求める。

科目の到達目標

・卒業制作：・素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、日本画についての知識、
思考、技術を修得する。150号の大作に取り組むことによって、各自の能力を引き出し、創作能力を高める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

1、2、3年次における日本画専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
課題：卒業制作 150号の日本画制作
１、モチーフ、テーマの考察、資料収集
２、素描、スケッチ取材
３、素描、スケッチ取材
４、制作計画【小下図、大下図 等】
５、制作計画【小下図、大下図 等】
６、小下図研究会【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
７、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
８、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
９、日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１０、日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１１、日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１２、中間講評会【（日本画専攻教員全員による）作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
１３、日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１４、合同講評会【（日本画専攻教員全員による）作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
１５、卒業制作展【額装、キャプション・目録作成、記録、搬入搬出作業】
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
特になし
藁谷 実 ・公益財団法人 日本美術院同人
今村 雅弘・一般社団法人 創画会会員
前田 力 ・公益財団法人 日本美術院招待
荒木 亨子・一般社団法人 創画会会員
古賀くらら・日本画家
前田 力・2000年4月から杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

備考
閉じる

科目名

日本画実習ⅠＡ

単位数

4.0

担当者

芸術学部 准教授 前田 力

履修時期

前期

履修対象

美術学科日本画専攻１年

講義形態

実習
授業形態：実習
設定される実習課題：植物制作、動物制作、古典作品模写

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

・日本画は飛鳥・奈良時代、中国大陸や朝鮮半島から仏教文化の流入とともに渡来した画家集団が行った絵
画制作に始まり、その表現技法は時代の流れの中で形を変えながらも現代まで受け継がれている。日本画
実習Ⅰでは、良い伝統を新たな世代に伝え、その感性に応じた創作の中で生かされるよう課題制作を通して
指導する。
・素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、日本画についての知識、思考方法、技
術を修得する。
・古典作品模写により日本画の伝統的な技法や絵画性を学ぶ。
美術学科日本画専攻１年次
否
必修科目の為
古典から現代までの日本画はもとより、広く芸術作品を美術館や画集等で研究鑑賞すること。
必要な画材は、授業で指示する。
前期
課題１ 日本画制作「植物制作（百合）」 植物を主題とした日本画制作（B2サイズ）
１ 植物写生 ・制作準備【小下図、大下図 等】
２ 日本画技法材料講義【日本画制作の解説、日本画技法材料講義】
３ 日本画制作【技法・材料研究】
４ 講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
課題２ 日本画制作「植物制作（菊）」植物を主題とした日本画制作（B2サイズ）
５ 植物写生 ・制作準備【小下図、大下図 等】
６ 日本画制作【技法・材料研究】
７ 講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】

講義内容

課題３ 日本画制作「動物制作」 動物を主題とした日本画制作（50号）
８ 素描、スケッチ （安佐動物公園）
９ 制作計画【小下図、大下図 等】 、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
１０ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１１ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１２ 合同講評会（日本画教員全員による）
【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）、展示実習】
課題４ 日本画制作【技法・材料模写「鳥獣戯画」「病草紙」模写実習 （白描）
１３ 原本研究【関連図書や模本による研究】 、制作準備【パネル、支持体、 等】
１４ 模写制作【臨写技法、上げ写し技法、墨線の研究】 ・技法材料研究【墨について 等】
１５ 講評会 【模写作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】研究、表現性についての研究】

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、出席状況を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品
により観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）
の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特
に優れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。

担当者プロフィール

現在 公益財団法人日本美術院招待
2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師 （2004年3月まで）

授業に関連する実務経
験

2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師 （2004年3月まで）

備考

・各課題について事前に指定した用具、画材を用意すること。
・課題３「動物制作」では授業の一環として学外施設でのスケッチを行う。経費は受講者の自己負担とする。
・教職に関わる授業

閉じる

科目名

日本画実習ⅠＢ

単位数

4.0

担当者

芸術学部 准教授 前田 力

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻１年

講義形態

実習
授業形態：実習
設定される実習課題：風景制作、静物制作、自画像制作

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

・日本画は飛鳥・奈良時代、中国大陸や朝鮮半島から仏教文化の流入とともに渡来した画家集団が行った絵
画制作に始まり、その表現技法は時代の流れの中で形を変えながらも現代まで受け継がれている。日本画
実習Ⅰでは、良い伝統を新たな世代に伝え、その感性に応じた創作の中で生かされるよう課題制作を通して
指導する。
・素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、日本画についての知識、思考方法、技
術を修得する。
・日本画の伝統的な技法や絵画性を学ぶ。
美術学科日本画専攻１年次
否
必修科目の為
古典から現代までの日本画はもとより、広く芸術作品を美術館や画集等で研究鑑賞すること。
必要な画材は、授業で指示する。
後期
課題１ 日本画制作「風景制作」を主題とした日本画制作（50号）
１ 素描、スケッチ
２ 制作計画【小下図、大下図 等】 、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
３ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
４ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
５ 講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】

講義内容

課題２ 日本画制作「静物制作」を主題とした日本画制作（50号）
６ 素描、スケッチ
７ 制作計画【小下図、大下図 等】 、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
８ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
９ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１０ 講評会【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
課題３ 日本画制作「自画像制作」 絹本を用いた日本画制作（20号）
１１ 素描、スケッチ
１２ 制作計画【小下図、大下図 等】 、制作準備【絹本下準備、描画材 等】
１３ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１４ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１５ 講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、出席状況を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品
により観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）
の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特
に優れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。

担当者プロフィール

現在 公益財団法人日本美術院招待
2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師 （2004年3月まで）

授業に関連する実務経
験

2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師 （2004年3月まで）

備考

・各課題について事前に指定した用具、画材を用意すること。
・教職に関わる授業

閉じる

科目名

構成演習Ⅰ（平面）

単位数

2.0

担当者

准教授 前田 力

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻１年

講義形態

演習
授業形態：実習
設定される実習課題：

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

日本画の画面構成は、多様で独特の様式が見られる。仏教美術の左右対称な構成、絵巻物の連続的な構
成、障壁画に見られる大胆な金箔による面や鎗霞みによる構成、浮世絵に見られる豊かなみせかたのアイ
デア、現代日本画の西洋の絵画表現を取り入れた構成と興味深い。日本画の制作実習を通し、これらの文
化的財産を学び、新しい日本画の創造を目指す。
絵巻を観察し、模写することにより古典的な線描の構成を体感する。また、写生から小下図、大下図、本画制
作という行程の中で、日本画の表現様式に触れ、絵画的な構成力を養う。
美術学科日本画専攻１年次
否
必修科目の為
日本画の各時代の様式を美術館や画集等で研究鑑賞する事。
１ 絵巻の観察と模写
・複製や画集により絵巻の構成を研究
・絵巻模写
・講評
２ 日本画制作を通して
・デッサン、スケッチ
・下図制作と下図研究会
・大下図制作
・本画制作
・講評
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、出席状況を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品
により観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）
の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特
に優れたものを（秀）とする。
必要に応じて画集等を提示。
現在 公益財団法人日本美術院招待
2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月）
2000年4月～杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師 （2004年3月まで）
・日本画実習Ⅰと並行して学習する
・教職に関する授業
閉じる

科目名

日本画実習ⅡＡ

単位数

6.0

担当者

准教授 荒木亨子

履修時期

前期

履修対象

美術学科日本画専攻２年

講義形態

実習

概要

設定される実習課題：古典作品模写、写生旅行、風景制作、人物制作
・日本画実習ⅡAでは、日本画実習Ⅰで学んだ基礎的な日本画の知識や思考方法、技法材料研究を元に、
より実践的な日本画制作として各自のテーマに応じた創作研究を行う。学生個々の表現的指向、能力を開発
するため多様な課題による制作を中心に行い、絵画表現に必要な基礎を学ぶ。併せて写生旅行を行うなど、
実践的研究を実施する。
・模写課題では日本画実習Ⅰの模写をふまえた、より高度な模写実習を行う。

科目の到達目標

・模写課題：高度な模写に取り組むことで、古典的表現や、材料技法の知識を深める。
・制作課題：素描、制作準備、日本画導入部から作品完成に至る各段階で、各自の個性に応じたテーマや表
現を追求しながら、日本画についての知識、技術を習得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

１年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
課題１ 模写「随身庭騎絵巻」日本画実習Ⅰの模写をふまえた、より複雑・高度な模写実習
１ 原本研究【関連図書や模本による基底材・描画材料の調査研究】
制作準備【パネル、支持体、描画材料 等】
２ 模写制作【古典技法研究、造形性、絵画性についての研究】
技法材料研究【墨、水干絵具、朱 等】
３ 模写制作【古典技法研究、造形性、絵画性についての研究】
技法材料研究【墨、水干絵具、朱 等】
講評会【講評（教員）作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
課題２ 写生旅行 「風景制作」をふまえたスケッチを行う
４ スケッチ、素描
制作計画【スケッチ場所の調査研究、基底材選定 等】、制作準備【スケッチブック、基底材、描画材 等】
制作【技法、構図・構成、表現力の研究】
５ 制作【技法、構図・構成、表現力の研究】
講評会【講評（教員）スケッチのプレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
課題３ 日本画制作「風景制作」写生旅行でスケッチしたものを元に日本画制作（５０号）
６ スケッチ、素描、制作計画【下図、基底材選定 等】 、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
７ 日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
８ 日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
９ 日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会【講評（教員）作品のプレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
課題４ 日本画制作「人物制作」人物を主題とした日本画制作（５０号）
１０ 素描、制作計画【下図、基底材選定 等】、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
１１ 素描、制作計画【下図、基底材選定 等】、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
１２ 制作計画【下図、基底材選定 等】 、制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
１３ 日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１４ 日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１５ 日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会【講評（教員）作品のプレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示。
模本は日本画専攻所有の資料を必要に応じて提示。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・各課題について事前に指定した用具、画材を用意すること。
・課題２ 写生旅行では１週間ほど学外でのスケッチを行う。経費は受講者の自己負担とする。
・教職関係科目

閉じる

科目名

日本画実習ⅡＢ

単位数

4.0

担当者

准教授 荒木亨子

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻２年

講義形態

実習

概要

設定される実習課題：風景制作、人物制作、自由制作
・日本画実習ⅡBでは、日本画実習Ⅰで学んだ基礎的な日本画の知識や思考方法、技法材料研究を元に、
より実践的な日本画制作として各自のテーマに応じた創作研究を行う。学生個々の表現的指向、能力を開発
するため多様な課題による制作を中心に行い、絵画表現に必要な基礎を学ぶ。

科目の到達目標

・制作課題：素描、制作準備、日本画導入部から作品完成に至る各段階で、各自の個性に応じたテーマや表
現を追求しながら、日本画についての知識、技術を習得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

１年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
課題１ 日本画制作「風景制作」を主題とした日本画制作（50号）
１ 素描、スケッチ
２ 制作計画【小下図、大下図 等】
３ 制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
４ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
５ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
講評会 【作品のプレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
課題２ 日本画制作「人物制作」を主題とした日本画制作（50号）
６ 素描、スケッチ
７ 制作計画【小下図、大下図 等】
８ 制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
９ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１０ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
合同講評会（日本画専攻教員全員による）【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
課題３ 日本画制作「自由制作」各自テーマを自由設定したした日本画制作（３0号）
１１ 素描、スケッチ
１２ 制作計画【小下図、大下図 等】
１３ 制作準備【パネル、基底材、描画材 等】
１４ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
１５ 日本画制作【技法・材料研究、表現性についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】
実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・各課題について事前に指定した用具、画材を用意すること。
・教職関係科目
閉じる

科目名

構成演習Ⅱ（平面）

単位数

1.0

担当者

芸術学部 准教授 荒木亨子

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻２年

講義形態

演習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

設定される演習課題：古典作品模写、日本画制作
・古典作品模写を通して日本の伝統的な絵画性を学び、平面作品における画面構成の学修を行う。
・日本画制作を通して画面構成を学ぶ。日本画における構図、構成の研究
構成実習Ⅰをふまえ、日本の伝統的な画面構成を学ぶことで、今後の制作を深める。
デッサンを元に、下図、本画へと、制作を通して形、線、明度、彩度、色相による基礎的な構成力を身につけ、
独自の表現への展開を図る。
１年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず広く作品を研究鑑賞し、構成、構図の理解を深める。
絵巻の観察と模写
「随身庭騎絵巻 研究・模写」
・原本研究【古典作品から絵巻の画面構成、画面展開を見る】
・模写制作【古典作品における絵画性、造形性についての研究】
・講評会【講評（教員）、模写作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容
日本画制作における画面構成
「日本画制作」
・素描 ・制作計画【小下図制作、下図研究会、大下図制作】
・日本画制作【日本画制作を通し技法・材料研究、造形性、表現力についての研究を行う】
・講評会【講評（教員）、作品プレゼンテーション（学生）、客観的な自己作品評価の研究】
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により観察
力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条件とす
る。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優れたも
のを（秀）とする。
授業中に画集等の参考作品を必要に応じて提示
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・日本画実習ⅡBの内容と並行して行う
・教職関係科目
閉じる

科目名

日本画実習ⅢＡ

単位数

6.0

担当者

教授 今村 雅弘

履修時期

前期

履修対象

美術学科日本画専攻３年

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

授業形態：実習
日本画実習Ⅲでは、課題として樹木制作、風景制作、古典作品模写、自由制作を行う。日本画実習Ⅰ、Ⅱで
学んだ基礎的な日本画の知識や思考方法、技法材料研究を基に、各自のテーマに応じた個性的な創作研究
を行う。
模写課題では日本画実習Ⅰ、Ⅱの模写をふまえた、より高度な模写実習を行う。
模写課題：高度な模写に取り組むことで、古典的表現や、材料技法の知識を深める。
制作課題：素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、各自の個性に応じたテーマ
や表現を追求しながら、日本画についての知識、技術を修得する。
１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
前期
課題１ 日本画制作「樹木制作」 大学近辺の樹木を主題とした日本画制作（50号）
１ 素描、スケッチ 、制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
２ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
３ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
課題２ 日本画制作「風景制作」 風景を主題とした日本画制作（50号）
４ 素描、スケッチ、制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
５ 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
６ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
７ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容
課題３ 模写「扇面法華経冊子」 日本画実習Ⅰ、Ⅱの模写をふまえた、より複雑・高度な模写実習
８ 原本研究【関連図書や模本による基底材・描画材料の調査研究】
制作準備【パネル、支持体、描画材料 等】
９ 模写制作（上げ写し）【古典技法研究、造形性、表現力についての研究】
技法材料研究【金銀泥、嚥脂綿 等】
１０ 模写制作（彩色）【古典技法研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【模写作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
課題４ 日本画制作「自由制作」 各自テーマを自由設定した日本画制作（50号）
１１ 素描、スケッチ、制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
１２ 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１３ 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
１４ 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【展示実習、作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、成果を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品によ
り観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条
件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優
れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

教職関係科目

閉じる

科目名

日本画実習ⅢＢ

単位数

4.0

担当者

教授 今村 雅弘

履修時期

後期

履修対象

美術学科日本画専攻３年

講義形態

実習

概要

授業形態：実習
日本画実習Ⅲでは、課題として古典作品模写、人物制作、樹木制作、風景制作、自由制作を行う。日本画実
習Ⅰ、Ⅱで学んだ基礎的な日本画の知識や思考方法、技法材料研究を基に、各自のテーマに応じた個性的
な創作研究を行う。
模写課題では日本画実習Ⅰ、Ⅱの模写をふまえた、より高度な模写実習を行う。

科目の到達目標

模写課題：高度な模写に取り組むことで、古典的表現や、材料技法の知識を深める。
制作課題：素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、各自の個性に応じたテーマ
や表現を追求しながら、日本画についての知識、技術を修得する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
・日本画に限らず、優れた芸術作品に数多く触れる。
・スケッチ、素描など作品制作の基礎となる研究、学修を行う。
後期
課題５ 日本画制作「人物制作」 人物を主題とした日本画制作（50号）
2 素描
制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
3 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
4 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
5 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
6 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容
課題６ 日本画制作「自由制作」 各自テーマを自由設定した日本画制作（100号）
10 素描、スケッチ
制作計画【下図、支持体選定 等】 、制作準備【パネル、支持体、描画材 等】
11 日本画制作（小下図、大下図）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
12 日本画制作（骨描、彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
13 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
14 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
15 日本画制作（彩色）【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
合同講評会（日本画専攻教員全員による） 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、成果を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品によ
り観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条
件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優
れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

教職関係科目
閉じる

科目名

構成実習（平面）

単位数

2.0

担当者

教授 今村 雅弘

履修時期

後期

履修対象

３年

講義形態

実験

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

設定される実習課題：古典の観察と日本画制作における画面構成の研究、発表。
・古典作品研究を通して日本の伝統的な絵画性を学び、平面作品における画面構成の学修を行う。
・日本画制作を通して画面構成を学ぶ。平面作品における構図、構成の研究
・古典絵画作品の研究、プレゼンテーション
構成演習Ⅱをふまえ、日本の伝統的な画面構成を学ぶことで制作への可能性を探る。
デッサンを基に、下図、本画へと、制作を通して形、線、明度、彩度、色相による基礎的な構成力を身につけ、
独自の表現への展開を図る。
１、２年次における日本画専攻の専門科目をすべて単位修得していること。
否
必修科目のため
日本画に限らず広く作品を研究鑑賞し、構成、構図の理解を深める。
１ 日本画制作における画面構成
課題１ 「人物制作」
・素描
・制作計画【小下図制作、下図研究会、大下図制作】
・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
・講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

講義内容

２ 日本の古典絵画研究
課題２ 「古典絵画における画面構成」
・古美術研究旅行に対する事前研究
・個人発表【該当作品に対するプレゼンテーション】
３ 日本画制作における画面構成
課題３ 「日本画制作」
・素描
・制作計画【小下図制作、下図研究会、大下図制作】
・日本画制作【技法・材料研究、造形性、表現力についての研究】
・講評会 【作品プレゼンテーション、客観的な自己作品評価の研究】

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
実習への取り組み姿勢、理解度、成果を実習進度の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品によ
り観察力、造形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。各課題における作品提出を単位取得（可）の条
件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを（良）、優れたものを（優）、特に優
れたものを（秀）とする。
画集等の参考資料を必要に応じて提示する。
一般社団法人創画会会員

授業に関連する実務経
験
備考

・日本画実習ⅢBの内容と並行して行う
・教職関係科目
閉じる

科目名

版画制作実習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

准教授 釣谷幸輝（単位認定者）、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

実習

概要

版画領域の凹版の代表的な技法である銅版画による制作実習をノン・トクシック技法により行う。主にハード
グランドエッチングなどの代表的な腐食法とドライポイントやメゾチント等による直接法の中から一種ないしは
数種を選択し、銅版画の基本的な技術とその概念の理解を深めるとともに、制作者の健康と地球環境に優し
いノン・トクシック（無害な）版画技法を修得する実習である。

科目の到達目標

銅版画の様々な技法が持つ表現力を体験する中で、芸術表現としての銅版画における造形の考え方につい
て学ぶとともに、ノン・トクシック技法を学ぶことで、制作者の健康や地球環境に対する認識をも理解する。ま
た油絵における造形の考え方を比較しながら、版表現と油絵による絵画表現との関係についても考察を進め
る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

版画の基礎的な理解のあることが望ましいが、講義は初めての体験として進める。
否
必修単位のため
版による造形の概念と表現について、自覚的かつ積極的な制作と考察を行う。
１ 授業説明 版画概論 銅版画概論
２ デモンストレーション
３ 下絵制作（個別相談）前半
４ 下絵制作（個別相談）後半
５ 製版 グランドの塗布、目立て
６ 製版 下絵の転写、ニードルによる描画、目立て
７ 製版 ニードルによる描画、目立て
８ 製版 エッチング腐食（1回目）、太い線による製版
９ 製版 エッチング腐食（2回目）、細い線による製版
１０ 製版 アクアチント腐食（1回目）、薄い調子による製版
１１ 製版 アクアチント腐食（2回目）、濃い調子による製版
１２ 試刷り 修正
１３ 提出用作品の刷り
１４ Ed.分の刷り 乾燥、サイン入れ
１５ 作品提出、講評会
実施しない

評価方法・基準

制作態度および作品のクオリティ。授業で制作した作品１点を提出。
銅版画の概念と基本的な技術の理解度、作品の密度と完成度、表現力を評価する。
提出作品の内容や造形において工夫が認められる場合「良」とし、授業に向かう姿勢を含めた総合的な観点
において高い学習成果が認められるものを「優」とする。その中でさらに独創性をもつ制作について「秀」と認
定する。作品提出を条件に「可」以上とし、未提出の場合「不可」とする。

教科書等

視聴覚教材。講義、実習で紹介する各書。『版画の技法と表現』町田市立国際版画美術館刊、『世界版画史』
美術出版社刊。
受講生は特に用意する必要はない。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

教材費として7,000円程度が必要。
閉じる

科目名

学外演習

単位数

2.0

担当者

助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

学外の美術館での展覧会や芸術関連施設に赴いて研修を行う。
授業形態：演習
絵画表現の為の技術力の向上ばかりではなく、学内での実習中心の研鑽と並行して、美術館などの実地に
て研修を行うことによって、表現活動を取りまく社会的な環境を知り、文化的な教養を深め、表現領域の幅広
さを知ると共に鑑賞眼と批評精神を養う。
この科目は、油絵専攻の学生は２年次必修科目であるので履修すること。
否
必修科目であるため。
事前学修のための参考プリントを配布する。
美術館や芸術関連施設などに於いての研修を伴うので、事前の下調べを行う。
（会場や施設の環境に配慮した行動を心掛け、積極的な態度で研修に取組むこと。）
１ 事前学習① ガイダンス
２ 事前学習② グループ分け
３ 事前学習③ グループによる視察計画
４ 事前学習④ グループによる視察計画のプレゼンテーション
５ 事前学習⑤ 事前学習④により視察場所の決定
６ 事前学習⑥ 行程表作成
７ 実地研修① 美術館等芸術関連施設の見学
８ 実地研修② 美術館等芸術関連施設の見学
９ 実地研修③ 美術館等芸術関連施設の見学
１０ 実地研修④ 工場見学
１１ 実地研修⑤ 工場見学
１２ 実地研修⑥ 工場見学
１３ 実地研修⑦ 県内の美術館①視察と学芸員によるレクチャー
１４ 実地研修⑧ 県内の美術館②視察と学芸員によるレクチャー
１５ レポート提出
・美術館等での研修 学芸員活動への理解
・作家活動への自覚 展示活動の実際について
・絵の具の製造工場等に赴き、材料についての見識を深める
県内外の学外施設の見学を伴う演習であり、交通費、宿泊費、入館料等の実費が必要となるため履修の取
り消しは認めない。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
レポートの設問に則り、事前学習への取り組みに加え、各自の課題として知見が深まったかどうかを総合的
に評価する。評価基準は以下の通りである。
秀：レポートはもとより、事前事後の特に優れた結果が得られたもの。
優：積極的な研修を行い、レポートにおいても独自の視点が見られる場合。
良：積極的な研修を行ったが、レポートにおいて独自の視点に欠ける場合。
可：レポートを提出しただけで、積極性が認められない場合。
必要に応じて資料を配布する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

県外の学外施設の見学を行う。交通費、宿泊費、入館料等の実費が必要となる。これらの経費は受講者の
自己負担とする。
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩（単位認定者）、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

実習

概要

デッサン実習Ⅰで経験した基礎的な訓練としてのデッサンを一歩進め、より大きなフォーマットで修練を重ね
る。
描く行為の根幹に立ち戻り、デッサンそのものの意味を考察する。

科目の到達目標

形態、明暗、量感、諧調、など、古典的な意味での正確な描写力を、この時点で身につけることを目標にす
る。しかしながらデッサンは単なる再現描写の技術にとどまってはならない。視覚認識について深く考察する
ことも目標とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１年次に「デッサン実習Ⅰ」を履修済みであること。
否
２年次必修の専門科目である
課題シートが掲示板に発表される。そこで指示される材料・支持体を受講学生は準備しなければならない。
教職員、周囲の学生、そしてモデルなど、この授業に関わる全ての人間に対し最低限の配慮と心遣いを忘れ
ず、相互の制作環境を尊重し合うこと。アトリエ内での静粛さを保ちながら、積極的な態度で臨むことを求め
る。
１年次のデッサン実習Ⅰの発展として捉え、その理解は、より深化したものであるべきである。
木炭紙（倍判 1000×650 mm）に描画する。あるいは支持体を自作する場合、倍判以上の面積に相当する作
品の提出を求める。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

第１回. ガイダンス（素材・描画材、デッサンの表現の様々な事例）
第２回. モデルのポーズを確定する。巨大なモチーフの組み上げを、学生間で合議の上完了させる。
第３回. 実技課題制作・モチーフ配置変更期限
第４回. 実技課題制作・支持体の決定期限
第５回. 実技課題制作・エスキース終了
第６回. 実技課題制作・転写
第７回. 実技課題制作・明暗などを基準に荒描き
第８回. 実技課題制作・
第９回. 実技課題制作・適宜個別に講評をおこなう
第１０回. 実技課題制作・細部検討
第１１回. 実技課題制作・描写を詰めてゆく
第１２回. 実技課題制作
第１３回. 実技課題制作・仕上げ
第１４回. ディスカッション及び講評会（担当教員）
第１５回. 講評会・作品記録（担当教員・記録担当学生）・モチーフの解体
実施しない
担当教員により提示される課題シートの内容を理解した上での制作を求める。実習中の取り組み姿勢を評価
の基本条件のひとつとし、提出作品の内容を点数化して評価する。
評価基準について。授業態度を含めた総合的観点において、提出作品の内容が満たされていれば「可」。提
出作品の内容や造形に学習効果が認められた場合「良」。高い学習成果が認められたものを「優」とし、さら
にその中で独自性を表した制作について「秀」と認定する。
特になし。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油絵材料・技法演習（古典技法）

単位数

2.0

担当者

非常勤講師 赤木 範陸

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

実習

概要

ヨーロッパが，過去数百年の間に蓄積した実践的絵画技術によって得られた知見があってようやく近・現代の
芸術に到達したことを考えると，西洋の古い系譜を持たない日本が明治期に如何に器用に西洋画を受容した
としてもその足場は未だに貧弱で危うい。数世紀の伝統と知見に裏打ちされた古典絵画技法（ここではフラン
ドル派の混合技法）を用いて実際に作品として描画することで，古い過去から現代に至る西洋絵画の底に横
たわる，かつては工房の秘密であったシステム化された絵画構築を合理的に理解し，感覚のみを拠り所とし
ない，知と理に裏打ちされた絵画制作を試みる。

科目の到達目標

板（生亜麻布）上に白亜と鉛白による地塗りを施した支持体を自製し，テンペラの下層描き，インプリマトゥー
ラ，ハッチングや混合白による明部モデリングとラズール等，水性と油性による層状の絵画層を構築しながら
制作する事で，古典絵画の重層的構造を物理的側面から理解し，自らの今後の制作に於いても応用が出来
るようになる事を目的とする。

受講要件

数人のグループ分けをし，共同で作業する段階があるので欠席すると材料も少なく（使い切った場合は自己
負担），欠席者に対する救済措置はしないので欠席はしないこと。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

否
必修科目のため。
予備知識として必要と思われる事は自分で事前に調べておく事。授業中での必要事項はしっかり学習する
事。教わる内容を反復するだけの受講態度では授業について来る事さえも危うい。
第１回：シナ合板パネル（F４号、テストピース）にサイジング（前膠塗り）、乾燥を待つ間にオリエンテーション
（金箔地及び卵黄テンペラの科学的・物理的性質、演習全体の流れ）、前膠乾燥後に麻布貼り（完成後、乾燥
させる）
第２回：エマルジョン地塗り材による地塗り作業，モチーフセッティング
第３回：制作：完成したエマルジョンキャンヴァスに木炭，鉛筆によるデッサン
第４回：制作：デッサンを完成
第５回：制作−テンペラメディウムを調合し，単色テンペラ絵具による陰影部の下層描き
第６回：制作−陰影部描画の完成後，着色樹脂によるインプリミトゥーラ
第７回：制作−白色テンペラ絵具による明部のモデリング
第８回：制作−明部のモデリング完成後，薄白掛けをし，調合した乾性油によるラズール
第９回：制作−モデリングとラズールの反復により中層描きを完成
第１０回：制作−テンペラ絵具と油彩絵具の交互の使用による上層描き
第１１回：制作−ファット・オーバー・リーン（油性分を増やしながら）上層描き
第１２回：制作−さらに樹脂分を増やしながら上層描き
第１３回：制作−完成へ向けて（オプティカル・グレーを意識）
第１４回：制作−完成へ向けて（ディテールの描き入れ）
第１５回：完成へ向けてディテールの描き入れやスグラッフィートによる調整をしたのち、各自のプレゼンテー
ションに加え講評をする。
実施しない
受講態度（出席を含む）、作品の完成度（技術的な習熟度）、及び発表（作品のプレゼンテーション）姿勢に対
する加重評価
オリジナルテキスト（横浜国立大学）
1988年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業、1990年東京藝術大学大学院博士前期課程修了
1990年DAAD(ドイツ学術交流会)により国費留学生として渡独、1996年ミュンヘン国立芸術大学(Akademie
der Bildenden Künste, München)教会芸術研究室修了（Diplom M.A.／Meisterschülerの称号授与）横浜国立
大学教授

授業に関連する実務経
験
備考

第一週目は数人のグループにより共同で作業するので欠席しないこと。欠席しても個別に材料の用意や指導
は行なわないので次年度の再履修となる。
最履修の場合でも教材費はその都度の支払いになる。
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅲ

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎（単位認定者）、講師
原崇浩、講師 菅亮平

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

１・２年次に修得した基礎的な能力に加えて、より一層の制作に必要なデッサンの充実に取組む。
授業形態：実習
木炭紙大 以上を提出
絵画表現の基礎を確立させることを目的とする。
デッサン実習 ⅡA、デッサン実習ⅡBの単位を取得していること。
否
必修科目のため
この科目は、油絵専攻の学生は3年次必修科目であるので履修すること。
ガイダンス、カリキュラムごとの課題説明、講評会に必ず出席すること。
この科目は、各担当教員の提示するカリキュラムによる実習を行い、「表現力」を高めるために開講される。
デッサン実習 ２の発展として捉え、実習内容はより高度で確かなものを求める。
１. ガイダンス（デッサンについて）
２. 「人物デッサン」 モチーフ（対象）に対する考察（デッサンの表現の様々な事例）
３. 制作（１）素材・描画材は課題ごとに指示します、下地準備、取材など
４. 制作（２）エスキース制作、教員とのディスカッション
５. 制作（３）本画面への下描き、テストピースの作例
６. 制作（４）描画：構図のバランスを考える
７. 制作（５）描画：色と全体の調子を確認する
８. 制作（６）中間講評
９. 制作（７）講評をふまえ再取材、部分の変更等
１０. 制作（８）形態の充実、細部の描写
１１. 制作（９）全体の整理
１２. 制作（10）描き込み
１３. 制作（11）描き込み
１４. 制作（12）仕上げ
１５. 講評・まとめ
実施しない
実習中の取り組みの姿勢と講評会（中間講評を含む）への参加を評価の基本条件とする。課題ごとに、提出
作品の造形力や表現内容について点数化して評価する。実習中の指導に則して表現力や技術力の修得に
ついて関心をもって制作したと認められ、作品提出が完了（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取
得の基準と条件を満たしたとものとして評価する。判定の基準として日々の取り組みや提出作品の内容が満
たされていれば「可」とし、提出作品の内容や造形に工夫が認められた場合「良」とし、授業態度も含めた総
合的観点において高い学習成果が認められたものを「優」とする。その中でさらに独自性を表した制作につい
て「秀」と認定する。
随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

古美術研究（演習）

単位数

6.0

担当者

教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎（単位認定者）、講師 原崇浩、講
師 菅亮平（※毎年2名により引率担当する）

履修時期

通年（研究旅行は12月に実施）

履修対象

３年次

講義形態

演習

概要

ルネッサンスを揺籃したイタリアでの長期研修旅行を通して、西洋絵画の歴史・空間と実際の作品に触れる。
授業形態: 演習

科目の到達目標

油彩画の起源である西洋絵画の源流をイタリアに辿り、油絵の制作に必要なフレスコ画やテンペラ画の古典
絵画を踏まえた知識の充実をはかる。
現地の空気に触れながら実物を目にすることにより、造形の原理を紐解きながら専門性を高める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

事前の説明会等のガイダンスに必ず参加すること。
否
必修科目のため
この科目は油絵専攻の学生は３年次必修科目である。
積極的な姿勢で事前演習に参加することが求められる。
・歴史的観点から、ルネッサンス期を中心とした資料研究を行う。
・地理的な観点から、ギリシァ・ローマ期の芸術の系譜を検証し学ぶ。
・イタリアを中心に現地視察を行う。
・事前演習の中で、プレゼンテーションやレポート制作を行う。
以上の目標のため、必要に応じてスライド、ビデオ等の教材を使用する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
演習中の取り組みの姿勢（出席状況を含む）とレポートの提出を評価の基本条件とする。
レポートの設問に則り、各自の課題として有意義な取り組みがなされたかどうかを総合的に評価する。
評価基準は以下の通りである。
秀：演習に参加し積極的な研修を行い、レポートにおいても各人の研究に繋がる独自の視点が認められた場
合。
優：演習に参加し積極的な研修を行い、研修旅程中の積極性が見られ、充実したレポートが提出された場
合。
良：演習に参加し積極的な研修を行い、レポートが提出され一定の学習効果が認められた場合。
可：演習に参加しレポートを提出しただけで、積極性が認められない場合。
随時提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

旅行費用が（3７万円程度）必要である。（徴収時期等については別途指示する）
新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。*
閉じる

科目名

油絵実習ⅡＡ

単位数

5.0

担当者

原崇浩（単位認定者）他: 教授 森永昌司、准教授 石黒賢一郎、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、講師
菅亮平、助教 田中智美

履修時期

前期

履修対象

２年

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

油絵の基礎課程としての基本的な表現について、実習を通して修得し、併せて油彩画表現の基礎力の深化
を計る。
授業形態：実習
西洋の伝統絵画としての油彩画の基本概念を養う。
油絵実習 IA、油絵実習IB、デッサン実習 I、構成実習 I を履修していること。
否
2年次必修の専門科目である。
この科目は、油絵専攻の学生は2年次必修科目であるので履修すること。
ガイダンス、各カリキュラムごとの課題説明、講評会に必ず出席すること。
この科目は油絵専攻教員全員で分担し、各教員の提示するカリキュラムによる実習を行い、油絵造形の総合
的な基礎力の深化を計るために開講される。
・ガイダンス（はじめに）
・油彩とデッサンとの関連性について
〈初歩的なデッサンと最終的な油絵の中間に位置する描画材料（木炭、鉛筆、パステル、水彩、テンペラ等）を
使用する制作実習をおこなう。〉
・油彩画の表現について
〈油絵具による制作に慣れるため、その前段階にある描写表現の必然性を重視しながら、その効果の様々を
知る為の実技・実習をおこなう。また、本格的な技法解釈を呈示した上で学生の力量や問題意識に応じた
デッサンやタブローの自己目標の立て方を学ぶ。〉
・講評・まとめ

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

1 風景画（油彩） 課題説明 スケッチ
オイル・スケッチ 「ファット・オーバー・リーン」の理解
2 〃 下層描き
3 〃 中層描き
4 〃 上層描き
5 〃 作品提出 講評会
6 コスチューム（油彩） 課題説明 デッサン
「白色絵具」の発色を重視した描き方を学ぶ
7 〃 テンペラ絵具による粗描き
8 〃 油彩による下層描き
9 〃 混合技法による中層描き
10 〃 油彩による上層描き 講評
11 人体（油彩） 課題説明 デッサン
「人体」の形態（プロポーション・ムーブマン）を学ぶ
12 〃 キャンバスにデッサン
13 〃 油彩による下層描き
14 〃 油彩による中層描き
15 〃 油彩による上層描き 講評
実施しない
実際のカリキュラムの進行上、評価対象は油彩作品のみとは限らないので注意すること。
作品評価（カリキュラムごとの作品の合計評価）と受講姿勢の評価を総合する。
作品評価の基準は、各教員の経験的主観にならざるを得ないが、おおよそ次の通りである。
秀：油絵の基本的特性を理解し、完成度と表現力を有し、特に優秀と認められる場合。
優：油絵の基本的特性を理解し、完成度と表現力を有すると認められる場合。
良：油絵の基本的特性は理解しているが、完成度か表現力のいずれかが欠けると認められる場合。
可：油絵の基本的特性を理解しようと努めているが、完成度と表現力のいずれも欠けている場合。
教科書は特にないが、参考書籍を随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油絵実習ⅣＡ

単位数

6.0

担当者

教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩（単位認定者）、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

前期

履修対象

４年

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

学部４年間の総括としての大画面作品（100号を目安とする）の制作。３年次迄の実習の延長上にあると共
に、それを卒業制作に繋げる為の習作の制作を行う。なお、この科目は卒業制作と併行して行う。
授業形態: 実習
卒業制作と並行し大作への取り組みを行い、各自の絵画表現のあり方を省察する。
デッサン実習 III、油絵実習 IIIA、油絵実習 IIIB、構成実習 III を単位取得していること。
否
4年次必修の専門科目である。
この科目は、油絵専攻の学生は4年次必修科目であるので履修すること。
卒業制作との連携を踏まえて実習に取組むこと。
教育実習等の在時のスケジュールに考慮して、実習計画を立てること。
版式を用いた表現並びに平面作品以外の作品を制作する場合は教員の指示に従うこと。
この科目は、各自の設定する課題に取組み、概ね100号以上、１点の油絵制作、もしくは版画制作を行うこと
により、油絵の表現の充実と学部において学んだことの集大成を目指す。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

１. ガイダンス 「テンペラ・混合技法・油彩・版式」など、各自の課題による
２. 様々な事例研究：５０〜８０号程度の油絵作品制作
３. 制作（１）素材・描画材の指示
４. 制作（２）取材・研究
５. 制作（３）エスキースの作成
６. 制作（４）習作：１００号程度の油絵作品制作
７. 制作（５）原寸大の下図を作成
８. 制作（６）プレゼンテーション（中間講評）
９. 制作（７）基底材の準備
１０. 制作（８）下層描き
１１. 制作（９）創作意図の検証
１２. 制作（10）中層描き
１３. 制作（11）上層描き
１４. 制作（12）写真撮影・ポートフォリオ作成など
１５. 講評・まとめ
実施しない
実習中の取り組みの姿勢（出席状況を含む）と講評会（中間講評を含む）への出席を評価の基本条件とす
る。提出作品の造形力や表現内容について点数化して評価する。実習中の指導に則して表現力や技術力の
修得について関心をもって制作したと認められ、作品提出が完了（提出作品は記録で残します）した場合に、
単位取得の基準と条件を満たしたとものとして評価する。判定の基準として出席状況などの取り組みや提出
作品の内容が満たされていれば「可」とし、提出作品の内容や造形に工夫が認められた場合「良」とし、出席
率や授業態度も含めた総合的観点において高い学習成果が認められたものを「優」とする。また、その「優」
の中で秀でて学習成果の認められたものを「秀」とする。
随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油絵実習ⅣＢ

単位数

6.0

担当者

教授 森永昌司（単位認定者）、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

４年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

学部４年間の総括としての大画面作品（100号を目安とする）の制作。３年次迄の実習の延長上にあると共
に、それを卒業制作に繋げる為の予備的な研究の制作を行う。なお、この科目は卒業制作と並行して行う。
授業形態：実習
卒業制作と並行し大作への取り組みを行い、工夫を重ねる事などをして、各自の絵画表現のあり方や材料技
法の研究をし、オリジナルの絵画作品を描く。
油絵実習 ⅣA を単位取得していること。
否
4年次必修の専門科目である。

事前・事後学修

この科目は、油絵専攻の学生は4年次必修科目であるので履修すること。
卒業制作との連携を踏まえて実習に取組むこと。教育実習等の在時のスケジュールに考慮して、実習計画を
立てること。
卒業制作展への運営実務にも積極的に取り組むこと。
版式を用いた表現並びに平面作品以外の作品を制作する場合は教員の指示に従うこと。

講義内容

この科目は各自の設定する課題に取組み、概ね100号以上、１点の油絵制作を行う。油絵の表現の充実と学
部において学んだ事の集大成を目指す。
１. ガイダンス（デッサンについて他、研究計画書の提出）
２. 様々な事例研究：１００号以上の油絵作品制作
３. 制作（１）素材・描画材は指示。下地準備、取材など
４. 制作（２）取材したもののエスキース制作、教員とのディスカッション
５. 制作（３）本画面への下描き、テストピースの作制
６. 制作（４）描画：バランスを考える
７. 制作（５）描画：色と全体の調子を確認する
８. 制作（６）中間講評
９. 制作（７）講評を含まえ再取材、部分の変更等
１０. 制作（８）形態の充実、細部の描写
１１. 制作（９）全体の整理（絵具の重ねに注意）
１２. 制作（10）描き込み
１３. 制作（11）仕上げ
１４. 総合講評・まとめ （講評会）
１５. 総合講評・まとめ （作品展示）

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
実習中の取り組みの姿勢と講評会への積極的参加を評価の基本条件とする。提出作品の造形力や表現内
容について点数化して評価する。実習中の指導に則して表現力や技術力の修得について関心をもって制作
したと認められ、作品提出が完了（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取得の基準と条件を満たし
たとものとして評価する。判定の基準として授業への取り組みや提出作品の内容が満たされていれば「可」と
し、提出作品の内容や造形に工夫が認められた場合「良」とし、授業態度を含めた総合的観点において高い
学習成果が認められたものを「優」とする。また、その「優」の中で秀でて完成度の高い制作や表現を行ったと
認められたものを「秀」とする。
随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油絵基礎演習

単位数

2.0

担当者

講師 菅亮平

履修時期

前期

履修対象

１年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

多様な表現の展開可能性を持った油絵の基礎課程として開講する。
「自室あるいは生活空間から」と題した本科目では受講生の生活環境を題材とし、絵画、ドローイング、写真、
映像、立体など任意の表現素材・手法に基づいた自宅での自由制作課題とする。
授業形態：演習
身近な場所から作品の主題を発見し、制作行為を通して構想を深める態度を身につける。
油絵専攻の学生は１年次必修科目であるので履修すること。
否
1年次必修の専門科目である。
油絵専攻共同研究室の専用オンラインプラットフォームで必要事項の伝達及び課題提出を行うため、受講生
は事前の登録を行う。
［課題概要］
画家やアーティストは、それぞれが生まれ育った場所あるいは生活する環境の様々な条件から作品制作を
出発します。また「家」や「部屋」というパーソナルな場所には自ずとそこに暮らす人のパーソナリティ（人間性）
やリアリティ（真実性）が反映され、そこで過ごした時間の痕跡が刻まれていきます。そして近現代の多くの画
家・アーティストたちが、自身の生活空間を題材とした絵画作品・アート作品を制作してきました。彼らは閉ざ
された私的空間の中を注意深く観察し、そこから生まれたインスピレーションや問題意識を作品の主題やそ
の背景に設定したのです。
本課題に取り組むにあたって、まず皆さんの身の回りの状況を改めて見渡してみてください。新入生である皆
さんの中には、親元や郷里を離れ一人暮らしを始めたばかりの学生もいるでしょう。出来たばかりの「自分の
部屋」は、これからの新生活の展望を反映するものではないでしょうか。あるいは、各自の趣味や関心に基づ
いて収集した衣服や家具、コレクションなどの中に、皆さんのアイデンティティを端的に物語る事物が見つか
るかもしれません。
自室や生活空間の中で気づいたこと、発見したこと、注目した風景を題材にして作品を創ってみましょう。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

［カリキュラムの進行］
１ 課題説明のガイダンスを行う。（オンライン上での動画視聴）
２ 本課題の主題に関する参考作品例の解説レクチャーを行う。（オンライン上での動画視聴）
３ 各自の生活環境をリサーチして作品の題材となる対象や風景を選定する。
４ ウェブ会議アプリケーションを用いて個別の中間チュートリアル（１）を行い、各自の制作方針を決定する。
５ スケッチ、ドローイング、写真・映像撮影などを通して、作品制作のための具体的なプランニングを行う。
６ プランニングとチュートリアルの内容を基にして、必要な素材や機材を揃えて制作準備を行う。
７ 受講生は順次作品制作にとりかかる。
８ 各自が設定した狙いに基づいて表現方法を工夫しながら作品制作を進める。
９ 課題期間の中盤で制作の進捗状況をオンラインの専用プラットフォーム上で報告し、チャット形式で中間
チュートリアル（２）を行う。
１０ 受講生は各自で完成に向けて作品の細部に注意を払いながら制作を進める。
１１ 課題期間の後半で作品を完成させ、同時に講評に向けたプレゼンテーションの準備を行う。
１２ 作品タイトルを決定し、キャプション情報と説明文を準備する。
１３ オンラインの専用プラットフォーム上で作品を撮影した画像と説明文を提出する。
１４ 作品の現物あるいはその記録を大学へ持参し、対面形式で講評を個別に行う。
１５ 受講生がそれぞれの提出作品について相互にコメントし合うことで次作に向けた課題を検証する。
実施しない
演習中の取り組みの姿勢や授業態度と課題説明の捉え方や講評会でのプレゼンを評価の基本条件とし、提
出作品の造形力や表現内容について点数化して評価する。
指導に則して表現力や技術力の修得について関心をもって制作したと認められ、作品提出が完了（提出作品
は記録で残します）した場合に、単位取得の基準と条件を満たしたものとして評価する。
判定の基準として課題への取り組みや提出作品の内容が満たされていれば「可」とし、提出作品の内容や造
形的に工夫がなされているものを「良」とする。これらに加え、制作において各々が問題意識と自身の取り組
むべき課題意識を見つけ出す自己分析をはじめとする積極的な取り組みの姿勢や工夫など、授業態度も含
めた総合的観点において高い学習成果が認められたものを「優」とする。その中でさらに独自性を表した制作
について「秀」と認定する。
別途提示する

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

※ 新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生
は大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。

閉じる

科目名

デッサン実習Ⅰ

単位数

4.0

担当者

教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩（単位認定者）、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

前期

履修対象

１年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

デッサンの制作を主内容に、デッサンを通して事物の見方や認識についても考察する。
授業形態：実習
あらゆる造形活動を行う上で根幹の力となり得、伝統的かつ基本的な技術と言えるデッサン力を養い、その
行為の意味を考察する。
この科目は、油絵専攻の学生は1年次必修科目であるので履修すること。
否
１年次必修の専門科目である。
各課題ごとに課題説明、講評会を行う。
課題の為の事前準備、アトリエでの設営、片付けに参加する事。
この科目は油絵専攻教員全員で分担し、各教員の提示するカリキュラムによる実習を行う為に必須な、造形
の総合的な基礎力を習得するために開講される。 絵画思考の原点たるデッサンの重要性を理解することを
前期の課程を通して学ぶ。

講義内容

伝統な素材である木炭、鉛筆などを用いて、受験絵画とは違う認識と時間感覚で、トレーニングとしての実習
を展開する。
【主なカリキュラム】
１ 石膏デッサンA1 胸像石膏像（木炭紙大）課題説明、石膏選び、グループ分け、「石膏デッサン」への見解に
ついて
２ 石膏デッサンA2 胸像石膏像（木炭紙大）実習・・構図、形、明暗、捉え方、材料の扱いについて
３ 石膏デッサンB1 全身石膏像（倍判）課題説明、石膏選び
４ 石膏デッサンB2 全身石膏像（倍判）実習・・構図、形、明暗、捉え方、材料の扱いについて
５ 石膏デッサンA・B 胸像石膏像作品、全身石膏像作品のプレゼンと講評
６ コスチューム・デッサンA1 着衣・人物（木炭／木炭紙）課題説明
７ コスチューム・デッサンA2 着衣・人物 実習・・クロッキー、posing、（人体の構造、フォルム、バランスついて）
８ コスチューム・デッサンA3 着衣・人物 実習・・画面における人体と空間の関係、材料の特性や扱い方につ
いて
９ コスチューム・デッサンA4 着衣・人物 「人体デッサンA」作品のプレゼンと講評
１０ 人体デッサンB1 人体 課題説明「ドローイングと肉体性」
１１ 人体デッサンB2 人体 実習・・有色地のドローイング
１２ 人体デッサンB3 人体 実習・・高密度のドローイング
１３ 人体デッサンB4 人体 「人体デッサンB」作品のプレゼンと講評
【各カリキュラムの流れ】
・課題説明ガイダンス（受講上の注意点、実習の概要解説）
・制作
・中間講評
・制作
・講評と作品提出 （時期はその都度掲示及びメールで指示する）
・作品記録

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
実習中の取り組みの姿勢と課題説明の捉え方や講評会でのプレゼンを評価対象とし、提出作品の造形力や
表現内容について点数化して評価する。
実習中の指導に則して表現力や技術力の修得について関心をもって制作したと認められ、作品提出が完了
（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取得の基準と条件を満たしたものとして評価する。
判定の基準として課題への取り組み、提出作品の内容が満たされていれば「可」とし、提出作品の内容や造
形的に工夫がなされているものを「良」とする。これらに加え、優れて総合的に達成されたものを「優」とし、そ
の中で、さらに独自性を表した制作について「秀」と認定する。
別途提示する

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生
は大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。

閉じる

科目名

油絵実習Ⅰ

単位数

4.0

担当者

教授 森永昌司（単位認定者）、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

１年次

講義形態

実習

概要

洋画の堅実な基礎力の獲得を目指し、主に15世紀後半から 16世紀にかけてのヴェネツィア派に見られる技
法面での大きな変化、つまり板からキャンバスへという支持体の移り変わりと絵画組成の変革を、実習を通し
て追体験しその重要性を理解する。

科目の到達目標

人体をモチーフとした制作を中心に実習する。
表現としての巧妙さや発想の斬新さはこの授業では要求しない。古典技法と、現在主流となっているプリマ描
きやドローイング絵画風の作画法などとの相違点を理解すること、つまり絵画の構造の歴史的変遷の理解
と、描法を修得することを目標とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

特になし。
否
１年次必修の専門科目である。
課題シートで指示される描画材料と支持体を受講学生は用意しなければならない。
教職員、周囲の学生、そしてモデルなど、この授業に関わる全ての人間に対し最低限の配慮と心遣いを忘れ
ず、相互の制作環境を尊重し合うこと。アトリエ内での静粛さを保ちながら積極的な態度で臨むことを求める。
この科目は、３つのパートにより構成され担当教員の指示に従いながら実習を行い、油絵造形の基礎力を確
かなものにすることを目標としている。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

第１回. 解説（技法の歴史的な変遷について：グリザイユ・カマイユ）
第２回. モデルポーズの決定。
第３回. 実技課題制作・地塗り層の白色を生かし、暗色で形態を描きおこす。
第４回. 実技課題制作・適宜個別に講評を行う。
第５回. 実技課題制作・作品記録（担当教員・記録担当学生）
第６回. 解説（吸水性下地、エマルジョン地など、下塗りと上層描きの関係など）
第７回. 支持体のサンプル試作。モデルポーズ決定。
第８回. 実技課題制作・各種サンプルに対応した絵の具層塗布試験
第９回. 実技課題制作・描画
第１０回. 実技課題制作・作品記録（担当教員・記録担当学生）
第１１回. 解説（ヴェネツィア派の絵画技術について）
第１２回. 実技課題制作・暗色の地塗り層から明色で形態を描きおこす
第１３回. 実技課題制作・適宜個別に講評を行う。
第１４回. 実技課題制作・描画
第１５回. 講評会・作品記録（担当教員・記録担当学生）
実施しない
担当教員により提示される課題シートの内容を理解した上での制作を求める。実習中の取り組み姿勢を評価
の基本条件のひとつとし、提出作品の内容を点数化して評価する。
評価基準について。授業態度を含めた総合的観点において、提出作品の内容が満たされていれば「可」。提
出作品の内容や造形に学習効果が認められた場合「良」。高い学習成果が認められたものを「優」とし、さら
にその中で独自性を表した制作について「秀」と認定する。
特になし。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油絵実習ⅡＢ

単位数

2.0

担当者

教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩（単位認定者）、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

２年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

油絵の基礎課程としての基本的な表現について、実習を通して修得し、併せて油彩画表現の基礎力の深化
を計る。
授業形態：実習
西洋の伝統絵画としての油彩画の基本的な見方、描き方を修得する。
油絵実習 IIAを単位履修していること。
否
２年次必修の専門科目である。
この科目は、油絵専攻の学生は2年次必修科目であるので履修すること。
ガイダンス、各カリキュラムごとの課題説明、講評会に必ず出席すること。
この科目は油絵専攻教員全員で分担し、各教員の提示するカリキュラムによる実習を行い、油絵造形の総合
的な基礎力の充実を計るために開講される。
・ガイダンス（はじめに）
・油彩とデッサンとの関連性について
〈初歩的なデッサンと最終的な油絵の中間に位置する描画材料（木炭、鉛筆、パステル、水彩、テンペラ等）を
使用する制作実習をおこなう。また、油彩画制作全体のシステムを理解する努力を求めて行く〉
・油彩画の表現について
〈比較的大きな制作画面にも取組みつつ、単に絵具に慣れるだけではなく、画面を積極的に構築する柔軟性
を求めて行く。人体をモチーフとするカリキュラムが多いが、油絵材料、技法演習、古典技法との連続性を重
視して課題制作に取組んで行く〉
・講評・まとめ
なお、夏期休業時、課題制作作品の提出、講評も併せて行う。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

1 人体（ヌード／油彩）課題説明 クロッキー、ポーズ決め
2 〃 下 絵 （入れ方、描写の状態を考えた構図等を考える。輪郭を正確に写し取る）
3 〃 油彩制作（色数を抑えた絵具で工夫する）
4 〃 油彩制作（絵具の調子について注意）
5 〃 油彩制作（絵具の重ねによる色に注意）
6 〃 油彩制作 講評
7 人体＋静物（ヌード／油彩） 課題説明 クロッキー、モチーフ選び
8 〃 下 絵 人物と静物の構想画を練り、ポーズを決定を行う（この間に支持体の用意をしておく）
9 〃 下 絵 構想が固まったら、構図と全体の制作進行を考えた下絵を作る
10 〃 油彩制作（地塗り、下塗り）
11 〃 油彩制作（細部にこだわらず、大きく捉える）
12 〃 油彩制作（色の重ねに注意する）
13 〃 油彩制作（描き込み）
14 〃 油彩制作（仕上げ：画面整理、細部のチェック）
15 〃 講評
実施しない
実際のカリキュラムの進行上、評価対象は油彩作品のみとは限らないので注意すること。
作品講評（カリキュラムごとの作品の合計評価）と受講姿勢の評価を総合する。
作品評価の基準は、各教員の経験的主観にならざるを得ないが、おおよそ次の通りである。
秀：「優」の中で、さらに独自性を表した制作について「秀」と認定する。
優：油絵の基本的特性を理解し、完成度と表現力を有すると認められる場合。
良：油絵の基本的特性は理解しているが、完成度か表現力のいずれかが欠けると認められる場合。
可：油絵の基本的特性を理解しようと努めているが、完成度と表現のいずれも欠けている場合。
教科書は特にないが、参考書籍を随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

油絵実習ⅢＡ

単位数

6.0

担当者

教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩（単位認定者）、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

前期

履修対象

３年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

油絵実習 I・II の応用・展開として、より習熟した表現を目指し、担当教員の指導のもと、各自の課題を自覚し
ながら制作に取り組む。
授業形態：実習
4年次卒業制作を念頭に、各自の絵画表現を探究する。
油絵実習ⅡA・ⅡB、デッサン実習ⅡA・ⅡBの単位取得をしていること。
否
３年次必修の専門科目である。
油絵専攻の学生は３年次必修科目であるので履修すること。
各自自主的な取組み研究をすること。
担当教員の提示するカリキュラムによる実習を行い、油絵造形の総合的な基礎力を習得するために開講さ
れる。デッサン実習 ２の発展として捉え、実習内容はより高度で確かなものを求める。 「ものの見方」につい
て具体的な作業の中で学ぶ。
制作条件：５０号以上の絵画作品の提出。
技法は自由選択。絵画として提示出来得るもの。ただし専攻としては油絵あるいは版画作品を推奨する。
１. ガイダンス
２. 「人物 油彩」 モチーフ（対象）に対する考察。油彩表現の様々な事例
３. 制作（１）素材・描画材は課題ごとに指示します、下地準備、取材など
４. 制作（２）エスキース制作、教員とのディスカッション
５. 制作（３）本画面への下描き、テストピースの作例
６. 制作（４）描画：構図のバランスを考える
７. 制作（５）描画：色と全体の調子を確認する
８. 制作（６）中間講評
９. 制作（７）講評をふまえ再取材、部分の変更等
１０. 制作（８）形態の充実、細部の描写
１１. 制作（９）全体の整理
１２. 制作（10）描き込み
１３. 制作（11）描き込み
１４. 制作（12）仕上げ
１５. 講評・まとめ
実施しない
実習中の取り組みの姿勢と講評会（中間講評を含む）への参加を評価の基本条件とする。課題ごとに、提出
作品の造形力や表現内容について点数化して評価する。実習中の指導に則して表現力や技術力の修得に
ついて関心をもって制作したと認められ、作品提出が完了（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取
得の基準と条件を満たしたとものとして評価する。判定の基準として日々の取り組みや提出作品の内容が満
たされていれば「可」とし、提出作品の内容や造形に工夫が認められた場合「良」とし、授業態度も含めた総
合的観点において高い学習成果が認められたものを「優」とする。その中でさらに独自性を表した制作につい
て「秀」と認定する。
随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生
は大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

油絵実習ⅢＢ

単位数

6.0

担当者

教授 森永昌司（単位認定者）、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

３年次

講義形態

実習

概要

１～２年次、そして油絵実習ⅢAで培った洋画の基礎を踏まえ、自主的なテーマ設定による自由制作をおこな
う。

科目の到達目標

各人の創意を画面に反映出来る思考法と技術を学ぶ。絵画への問題意識の萌芽を認め、これを言語化〜作
品化することを目標とする。これは４年次の卒業制作へのスムーズな橋渡しの意味もあり、プレ卒業制作展
の開催までを目標とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由

事前・事後学修

３年次前期に「油絵実習ⅢA 」を履修済みであること。
否
３年次必修の専門科目である。
教職員、周囲の学生、そしてモデルなど、この授業に関わる全ての人間に対し最低限の配慮と心遣いを忘れ
ず、相互の制作環境を尊重し合うこと。アトリエ内での静粛さを保ちながら、積極的な態度で臨むことを求め
る。
油絵実習ⅢＢと並行して3年次後期は、版画制作実習、油絵材料技法演習、古美術研究演習が開講される
ため、制作時間の確保に充分留意して取組むこと。
履修者全員に制作計画書の提出を課すが、題材は自由であり、学外での取材も認めるが大学構内での制作
を基本とし、モデル使用の希望者には場を提供する。
油絵制作の基礎習得を果たしたことを前提とし、個々の応用力を評価するために開講される。
卒業制作を見据えた制作とし、プレ卒業制作展の開催の企画運営までを目標とする。
技法選択やモチーフ、内容などは特に指定しないので自由度は高いが、単なる感情の発露に留まらない、コ
ンセプトの明瞭さを併せ持った成果物を求められる。
制作条件：５０号以上の絵画作品の提出。
技法は自由選択。絵画として提示出来得るもの。ただし専攻としては油絵あるいは版画作品を推奨する。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

第１回. ガイダンス 制作計画書の提出
第２回. 制作計画書に基づく個人面談
第３回. プレ卒業制作展の運営チームを組織
第４回. 実技課題制作・制作計画書に基づく個人面談
第５回. 実技課題制作
第６回. 実技課題制作・プレ卒業制作展の運営会議
第７回. 実技課題制作・中間講評を踏まえた部分変更やプレゼンテーション内容の確認
第８回. 実技課題制作・プレ卒業制作展会場の決定
第９回. 中間講評（全教員）
第１０回. 実技課題制作・中間講評を経ての問題点の洗い出し
第１１回. 実技課題制作
第１２回. 実技課題制作・プレ卒業制作展の運営会議
第１３回. 実技課題制作・講評を踏まえた変更やプレゼンテーション内容の確認
第１４回. ディスカッション及び講評
第１５回. 講評会（全教員）・作品記録（記録担当学生）
実施しない
担当教員により提示される課題シートの内容を理解した上での制作を求める。実習中の取り組み姿勢を評価
の基本条件のひとつとし、提出作品の内容を点数化して評価する。
評価基準について。授業態度を含めた総合的観点において、提出作品の内容が満たされていれば「可」。提
出作品の内容や造形に学習効果が認められた場合「良」。高い学習成果が認められたものを「優」とし、さら
にその中で独自性を表した制作について「秀」と認定する。
特になし。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

版画制作実習Ⅱ

単位数

3.0

担当者

准教授 釣谷幸輝（単位認定者）、助教 田中智美

履修時期

前期

履修対象

２年次

講義形態

実習

概要

四版種のひとつである凸版技法の中から、緻密で写実的な版画表現が期待出来る木口木版画技法を学ぶ
実習である。「版木の準備」「下絵の制作」「製版」「摺り」の基本的なプロセスに加え、バレンによる「雁皮刷り」
も行う。

科目の到達目標

凸版技法における造形の考え方と版表現についての体験を進めながら、木口木版画特有の美意識と構造に
ついて考察し、またバレンによる雁皮刷りを通して、日本の伝統的な技術についても理解を深める。これらの
体験と考察を通して自らの専門領域である油絵との造形における考え方の相違を比較研究する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

『版画制作実習１』等で、ほかの版式による版画体験があることが望ましい。
否
必修単位のため。
凸版、木口木版画の歴史的背景を自覚的に調査し、積極的に制作に取り組む。
１ 授業説明 版画概論 木口木版画概論
２ デモンストレーション
３ 下絵の制作（個別相談）前半
４ 下絵の制作（個別相談）後半
５ 下絵の転写、製版 輪郭の彫り
６ 製版 明暗描写
７ 製版 立体感の描写
８ 製版 ディテールの表現
９ 製版 バランス調整
１０ 試し摺り
１１ 修正
１２ 提出用作品の摺り
１３ Ed.分の摺り、乾燥、サイン入れ
１４ 講評会 前半
１５ 講評会 後半
原則としてすべてオンラインによる講義とする。
ただし、３、４における個別相談では材料の受け渡しを兼ねて対面とし、授業終了後には個別に作品を提出
すること。
また、オンラインに対応できない学生や対面での受講を強く望む学生に対しては、新型コロナ対策を踏まえた
環境下においてそれを受け入れるものとする。

期末試験実施の有無

実施しない

評価方法・基準

制作態度および作品のクオリティによって評価。授業で制作した作品１点を提出。
凸版の概念と技法の理解度、作品の密度と完成度、また表現力を重視し評価する。
提出作品の内容や造形に工夫が認められる場合「良」とし、授業に向かう姿勢を含めた総合的観点において
高い学習成果が認められるものを「優」とする。さらにその中から独創性を持つ制作について「秀」と認定す
る。作品提出を条件に「可」以上とし、未提出の場合「不可」とする。

教科書等

視聴覚教材。講義の中で紹介する各書。『版画の技法と表現』町田市立国際版画美術館刊、『世界版画史』
美術出版社刊等
特に受講生は用意する必要ない。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

教材費として7,000円程度が必要。
新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

卒業制作A（演習）

単位数

4.0

担当者

芸術学部 教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎（単位認定者）、講師
原崇浩、講師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

前期

履修対象

４年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

「授業形態：演習」
学部４年間の総括としての大画面作品（100号を目安とする）の制作を行う。
油絵実習ⅣAと並行し大作への取り組みを行い、各自の絵画表現のあり方や材料技法の研究を通して、4年
間の集大成としての作品を完成させる。
卒業制作着手要件単位数を満たしていること。
否
必修科目のため
この科目は、油絵専攻の学生は4年次必修科目であるので履修すること。
油絵実習ⅣAでの大作制作との連携を踏まえて計画的に実習に取組むこと。
教育実習等の在時のスケジュールに考慮して、実習計画を立てること。
卒業制作展への運営実務にも他専攻との協調性を持って積極的に取り組むこと。
この科目は各自の設定する課題に取組み、100号以上150号以下、１点の油絵制作を行う。油絵の表現の充
実と学部において学んだ事の集大成を目指す。
１. ガイダンス（デッサンについて他、研究計画書の提出）
２. 様々な事例研究：100号以上150号以下の作品制作
３. 制作（１）素材・描画材は指示。下地準備、取材など
４. 制作（２）取材したもののエスキース制作、教員とのディスカッション
５. 制作（３）本画面への下描き、テストピースの作制
６. 制作（４）制作：バランスを考える
７. 制作（５）制作：色と全体の調子を確認する
８. 制作（６）中間講評
９. 制作（７）講評を含まえ再取材、部分の変更等
１０. 制作（８）形態の充実、細部の描写
１１. 制作（９）全体の整理
１２. 制作（10）仕上げ①
１３. 制作（11）仕上げ②
１４. 総合講評・まとめ （講評会）
１５. 総合講評・まとめ （作品展示）
実施しない
実習中の取り組みの姿勢と講評会への積極的な参加を評価の基本条件とする。提出作品の造形力や表現
内容について点数化して評価する。実習中の指導に則して表現力や技術力の修得について関心をもって制
作したと認められ、作品提出が完了（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取得の基準と条件を満
たしたとものとして評価する。判定の基準として授業への取り組みや提出作品の内容が満たされていれば
「可」とし、提出作品の内容や造形に工夫が認められた場合「良」とし、授業態度を含めた総合的観点におい
て高い学習成果が認められたものを「優」とする。また、その「優」の中で秀でて完成度の高い制作や表現を
行ったと認められたものを「秀」とする。
随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

卒業制作Ｂ（演習）

単位数

4.0

担当者

教授 森永昌司（単位認定者）、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎、講師 原崇浩、講
師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

4年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

学部４年間の総括としての大画面作品（100号を目安とする）の制作を行う。
授業形態：演習
油絵実習ⅣBと並行し大作への取り組みを行い、各自の絵画表現のあり方や材料技法の研究を通して、4年
間の集大成としての作品を完成させる。
卒業制作着手要件単位数を満たしていること
否
4年次必修の専門科目である。
この科目は、油絵専攻の学生は4年次必修科目であるので履修すること。
油絵実習ⅣAでの大作制作との連携を踏まえて計画的に実習に取組むこと。
教育実習等の在時のスケジュールに考慮して、実習計画を立てること。
卒業制作展への運営実務にも他専攻との協調性を持って積極的に取り組むこと。
この科目は各自の設定する課題に取組み、概ね100号以上150号以下、１点の油絵制作を行う。油絵の表現
の充実と学部において学んだ事の集大成を目指す。
１. ガイダンス（デッサンについて他、研究計画書の提出）
２. 様々な事例研究：１００号以上１５０号以下の作品制作
３. 制作（１）素材・描画材は指示。下地準備、取材など
４. 制作（２）取材したもののエスキース制作、教員とのディスカッション
５. 制作（３）本画面への下描き、テストピースの作制
６. 制作（４）制作：バランスを考える
７. 制作（５）制作：色と全体の調子を確認する
８. 制作（６）中間講評
９. 制作（７）講評を含まえ再取材、部分の変更等
１０. 制作（８）形態の充実、細部の描写
１１. 制作（９）全体の整理
１２. 制作（10）仕上げ①
１３. 制作（11）仕上げ②
１４. 総合講評・まとめ （講評会）
１５. 総合講評・まとめ （作品展示）
実施しない
実習中の取り組みの姿勢と講評会への積極的参加を評価の基本条件とする。提出作品の造形力や表現内
容について点数化して評価する。実習中の指導に則して表現力や技術力の修得について関心をもって制作
したと認められ、作品提出が完了（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取得の基準と条件を満たし
たとものとして評価する。判定の基準として授業への取り組みや提出作品の内容が満たされていれば「可」と
し、提出作品の内容や造形に工夫が認められた場合「良」とし、授業態度を含めた総合的観点において高い
学習成果が認められたものを「優」とする。また、その「優」の中で秀でて完成度の高い制作や表現を行ったと
認められたものを「秀」とする。
随時指示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

構成演習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

准教授 志水児王

履修時期

前期

履修対象

１年次

講義形態

演習

概要

絵画の歴史のなかで繰り返し登場するモチーフやメタファーとしての「鏡」。渡された「鏡」を１人１枚以上自由
に使用して描く。また鏡を設置する場所は各自がアトリエや学内からフィールドワークと通じて探し出し、モ
チーフと場を設定する事から演習が始まります。

科目の到達目標

モチーフの魅力を引き出すためにアトリエや学内をフィールドワークしながら、オリジナリティ溢れる鏡の扱い
方や場との構成を積極的に見つけ出し制作する。

受講要件

この科目は、油絵専攻の学生は1年次必修科目であるので履修すること。
場所の設定、リサーチなど各々生徒がアトリエや大学校舎内（屋外可）での制作場所を決定する事になりま
すが、演習期間、演習時間中は常に課題に集中し、相互の制作環境を尊重し合い、アトリエ内での静粛さを
保ちながら積極的な態度で臨む。また校舎内、屋外での制作時は、用意したシートなどを使用して校舎を汚
す事の無い様に注意する事。

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

否
必修科目のため
鏡を扱った絵画や美術作品などの参考作品をリサーチし鑑賞する。（ガンダンス時に参考作品を鑑賞）
この科目では、モチーフである１枚の鏡を自画像を描くための素材としてだけでなく、鏡の扱い方によって鏡と
その鏡が置かれた空間との構成の魅力を探ろうとするものである。制作過程において、アトリエ及び学内にお
けるフィールドワーク、エスキース、また屋外では天候の関係上、写真撮影などを各自行っておく。
制作は基本的に平面作品とするが素材や手法は個々のエスキースに応じて面談しながら個別に指導する。
１ ガイダンス及び講義。後フィールドワーク開始。
２ フィールドワーク（モチーフと場所の構成と関係性の考察）
３ フィールドワーク（テーマの考察）
４ 面談（エスキースーアイデアの構成）
５ 面談（エスキースー構想）
６ 制作（エスキースから下書き）
７ 制作（試作の展開）
８ 制作（制作の発展）
９ 制作（制作の展開）
１０ 制作（制作のプラン確認）
１１ 制作（制作の展開）
１２ 制作（制作の詳細確認）
１３ 制作（細部の仕上げと調整）
１４ 制作、講評準備
１５ プレゼンテーションおよび講評（個別または合同）
（授業を通じて必要に応じて個別面談と個別指導を行う。講評会では、各自、制作過程の説明を含めた５分
程度のプレゼンテーションを行う。）
実施しない
提出作品の表現内容、造形性、完成度など、特に挑戦的な実践を高く評価します。実習中の取り組みの積極
的参加度や授業態度、自らの創作に対しての模索や実験・実践に対して関心をもって制作したと認められ作
品提出が完了した場合に点数化して評価します。評価基準については授業態度を含めた総合的観点におい
て、提出作品の内容が満たされていれば「可」。提出作品の内容や造形に学習効果が認められた場合「良」。
高い学習成果が認められたものを「優」とし、さらにその中で独自性を表した制作について「秀」と認定する。
参考資料を必要に応じて個別に提示または配布する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生
は大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

構成演習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

准教授 志水児王

履修時期

後期

履修対象

2年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

テーマによる制作。テーマは課題開始１週間前に共同研究室前廊下に掲示する。
平面作品に限らず、素材、形式は自由とする。（面談時に要相談）
自分を取りまく身近な環境を再考察し、制作上必要なテーマの見つけ方、構成力や表現力を養う。
表現の多様性を積極的に知ろうすることで自身の表現の幅や新たな可能性を積極的に見出だそうとする。
この科目は、油絵専攻の学生は2年次必修科目であるので履修する事。
全生徒が同一のモチーフを描く演習とはアトリエの使用方法が異なり、各自が各々のテーマに従って制作し、
かつ実験的な要素のある演習であるため、アトリエでの制作場所や制作時間がバラバラになりがちだが、演
習期間、演習時間中は常に課題に集中し、相互の制作環境を尊重し合い、アトリエ内での静粛さ、緊張感を
保ちながら積極的な態度で臨む事。
否
必修科目のため
ガイダンス時に参考となる作品を鑑賞する。
ガイダンス時には作例を示しながら課題テーマを指示する。制作過程においては、コンセプトとエスキースを
練り、制作スケジュールを立てる。学内外での取材、並びにデッサン、エスキース、写真撮影なども必要に応
じて各自行なう。素材や表現方法に関してはエスキースやプランなどに沿って個人面談しながら指導する。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

１ ガイダンス、後フィールドワーク開始。
２ フィールドワーク（モチーフの発見）
３ フィールドワーク（テーマの発見）
４ 取材、プラニンニング補助
５ 面談（プランニングーアイデアの構成）
６ 面談（プランニングー構想）
７ 制作（試作と実践）
８ 制作（制作の発展）
９ 制作（制作の展開）
１０ 制作（継続）
１１ 制作（個別中間講評）
１２ 制作（制作の詳細確認）
１３ 制作（細部の仕上げと調整）
１４ 制作、講評準備
１５ プレゼンテーション、講評会（合同又は個別）
（講評会では、各自、制作過程の説明を含めた５分程度のプレゼンテーションを行う。）
実施しない
創作に対する関心と洞察力、表現の多様性を理解しようとし、自らの視野を広げ、視点を掘り下げようとする
挑戦的な実践を高く評価します。実習中の取り組みの積極的参加度や授業態度、自らの制作・表現に対して
の自覚や積極的な模索と追及が認められ、作品提出が完了した場合に点数化して評価します。
評価基準については授業態度を含めた総合的観点において、提出作品の内容が満たされていれば「可」。提
出作品の内容や造形に学習効果が認められた場合「良」。高い学習成果が認められたものを「優」とし、さら
にその中で作品の独自性を発揮したものについて「秀」と認定する。
また授業態度・面談時でのコミュニケーション能力や講評時でのプレゼンテーション能力も評価の対象とす
る。
必要に応じて提示。またはコピーを配布する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生
は大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

構成演習Ⅲ

単位数

2.0

担当者

准教授 志水児王

履修時期

前期

履修対象

３年

講義形態

演習

概要
科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

テーマによる制作。テーマは課題開始１週間前に共同研究室前廊下に掲示する。
平面作品に限らず、素材、形式は自由とする。（面談時に要相談）
自分を取りまく身近な環境を再考察し、制作上必要なテーマの見つけ方、構成力や表現力を養う。
表現の多様性を積極的に知ろうすることで自身の表現の幅や新たな可能性を積極的に見出だそうとする。
この科目は、油絵専攻の学生は3年次必修科目であるので履修する事。
全生徒が同一のモチーフを描く演習とはアトリエの使用方法が異なり、各自が各々のテーマに従って制作し、
かつ実験的な要素のある演習であるため、アトリエでの制作場所や制作時間がバラバラになりがちだが、演
習期間、演習時間中は常に課題に集中し、相互の制作環境を尊重し合い、アトリエ内での静粛さ、緊張感を
保ちながら積極的な態度で臨む事。
否
必修科目のため
多様なテーマによって制作された作品や事例などをリサーチする。（ガイダンス時に参考となる作品を鑑賞す
る）
ガイダンス時には作例を示しながら課題テーマを指示する。制作過程においては、コンセプトとエスキースを
練り、制作スケジュールを立てる。学内外での取材、並びにデッサン、エスキース、写真撮影なども必要に応
じて各自行なう。素材や表現方法に関してはエスキースやプランなどに沿って個人面談しながら指導する。

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

１ ガイダンス、後フィールドワーク開始
２ フィールドワーク（モチーフの発見）
３ フィールドワーク（テーマの発見）
４ 取材、プラニンニング補助
５ 面談（プランニングーアイデアの構成）
６ 面談（プランニングー構想）
７ 制作（試作と実践）
８ 制作（制作の発展）
９ 制作（制作の展開）
１０ 制作（継続）
１１ 制作（個別中間講評）
１２ 制作（制作の詳細確認）
１３ 制作（細部の仕上げと調整）
１４ 制作、講評準備
１５ プレゼンテーション、講評会（合同又は個別）
（講評会では、各自、制作過程の説明を含めた５分程度のプレゼンテーションを行う。）
実施しない
創作に対する関心と洞察力、表現の多様性を理解しようとし、自らの視野を広げ、視点を掘り下げようとする
挑戦的な実践を高く評価します。実習中の取り組みの積極的参加度や授業態度、自らの制作・表現に対して
の自覚や積極的な模索と追及が認められ、作品提出が完了した場合に点数化して評価します。
評価基準については授業態度を含めた総合的観点において、提出作品の内容が満たされていれば「可」。提
出作品の内容や造形に学習効果が認められた場合「良」。高い学習成果が認められたものを「優」とし、さら
にその中で作品の独自性を発揮したものについて「秀」と認定する。
また授業態度・面談時でのコミュニケーション能力や講評時でのプレゼンテーション能力も評価の対象とす
る。
参考資料を必要に応じて個別に指示または提示する。

担当者プロフィール
授業に関連する実務経
験
備考

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生
は大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。
閉じる

科目名

彫塑演習

単位数

2.0

担当者

講師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期

後期

履修対象

美術学科油絵専攻１年次

講義形態

実習

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

モデルの首部を粘土で造る、塑造-首-制作を行なう。はじめにクロッキーをおこない、モデルを様々な方向か
ら観察し、構造、奥行き、動き、量を捉え、次に、クロッキーを参考に心棒を組み、粘土づけをしていく。粘土づ
けの際はさらにモデルをよく観察し、表面的な表現にとどまらず、より構造的で立体的な捉え方を身につけ
る。また技術面では、心棒組み、粘土付け、石膏取り等の基本技術を習得する。
首像制作を通して、人体の構造や動きを捉える観察力と基礎的な造形力を養う。また彫刻制作の基本的技
術を段階的に身に付ける。
油絵専攻１年次
否
１年次必修の専門科目である。
塑造作業ができる服装で授業に臨む事
塑造 -首-

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

１ 課題説明、クロッキー、粘土練り
２ クロッキー、心棒づくり
３ 粘土粗付け（粘土に慣れる）
４ 粘土粗付け（量感を意識する）
５ 制作（頭部の対称性）
６ 制作（頭部と顔の各部の位置と比率の確認）
７ 制作 粘土付け（後頭部の観察）
８ 制作（頭部と顔のバランスと比率）
９ 制作 粘土付け（前頭部）
１０ 制作（部分の機能と構造の追求）
１１ 制作（粘土付け）耳の位置
１２ 制作（粘土付け）顎の位置
１３ 制作（細部への追求）
１４ 制作（全体と部分のバランス、仕上げ）
１５ 講評
実施しない
実習中の取り組みの積極的参加度や授業態度と講評会での自己分析を基本条件とし、提出作品の造形力
や表現内容について点数化して評価する。
実習中の指導に則して表現力や技術力の修得について関心をもって制作したと認められ、作品提出が完了
（提出作品は記録で残します）した場合に、単位取得の基準と条件を満たしたとものとして評価する。
判定の基準として課題への取り組みの姿勢や提出作品の内容が満たされていれば「可」とし、提出作品の内
容や造形に工夫が認められた場合「良」とする。これらに加え、制作において各々が問題意識と自分の取り
組むべき課題意識を見つけ出す自己分析をはじめとする積極的な取り組みの姿勢や工夫など、授業態度も
含めた総合的観点において高い学習成果が認められたものを「優」とする。その中でさらに独自性を表した制
作について「秀」と認定する。
特になし
今井眞正 彫刻家・陶芸家
木村東吾 美術家

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 伊東敏光
担当教員：芸術学部 教授 前川義春、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻１年次

講義形態

実習

概要

モチーフを様々な方向から観察し、構造、奥行き、量を捉え、デッサン表現する。
この『デッサン実習Ⅰ』は、『彫刻実習Ⅰ』の「塑造（首像）」、「塑造（胸像）」と関連し、彫刻制作をおこなう上で
重要な「対象を観察し構造的に把握する力」を養う目的がある。また立体的な対象を、平面上に表現する絵
画的技術の習得を目的とする。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

デッサンを通して、絵画表現の基礎を学び、また彫刻制作に必要な対象に対する観察力と立体的な把握力、
内部構造について理解する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

美術学科彫刻専攻１年次
否
必修科目のため
人体の構造や形態を理解するために解剖学的観点の知識も必要である。各自資料を収集したり、画集等に
よる研究に取り組むこと。
【前期】
デッサン －首像－（指導教員：教授 前川義春、助教 丸橋光生）
第１回 課題解説
第２回 頭部全体のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第３回 頭部各部位のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第４回 デッサン制作①（人体の構造の学習／骨格）
第５回 デッサン制作②（人体の構造の学習／筋肉）
第６回 デッサン制作③（人体の構造の学習／各部位）
第７回 デッサン制作④（デッサン技術の研究／量感の表現）
第８回 デッサン制作⑤（デッサン技術の研究／陰影の表現）
第９回 デッサン制作⑥（デッサン技術の研究／細部の表現）
第1０回 デッサン制作⑦（デッサン技術の研究／構造の表現）
第１１回 デッサン制作⑧（デッサン技術の研究／動勢の表現）
第１２回 デッサン制作⑨（参考作品の研究／西洋）
第１３回 デッサン制作⑩（参考作品の研究／東洋・日本）
第１４回 デッサン制作⑪ 仕上げ
第１５回 講評

講義内容

【後期】
デッサン －胸像－（指導教員：教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾
乃）
第１回 課題解説
第２回 胸像全体のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第３回 胸像各部位のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第４回 デッサン制作①（人体の構造の学習／骨格）
第５回 デッサン制作②（人体の構造の学習／筋肉）
第６回 デッサン制作③（人体の構造の学習／各部位）
第７回 デッサン制作④（デッサン技術の研究／量感の表現）
第８回 デッサン制作⑤（デッサン技術の研究／陰影の表現）
第９回 デッサン制作⑥（デッサン技術の研究／細部の表現）
第1０回 デッサン制作⑦（デッサン技術の研究／構造の表現）
第１１回 デッサン制作⑧（デッサン技術の研究／動勢の表現）
第１２回 デッサン制作⑨（参考作品の研究／西洋）
第１３回 デッサン制作⑩（参考作品の研究／東洋・日本）
第１４回 デッサン制作⑪ 仕上げ
第１５回 講評

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して観察力と基礎的な表現技術を修得し、作品提出
することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを
「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。 提出作品により造形力、表現力、技術の修得度を
点数化し評価する。
参考作品等、デッサン資料
伊東敏光：専門領域は金属を中心としたミクストメディアの彫刻である。素材は表現対象によって金属、石、
木、ブラスチック等から選択し組み合わせる場合が多いが、一貫して自然の形態から抽出したフォルム（形）

を研究し、その造形化と彫刻表現の可能性を追求している。
授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 伊東敏光
担当教員：芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻２年次

講義形態

実習

概要

この『デッサン実習Ⅱ』は、前期『テーマ制作(ミクストメディア)』の課題「100枚ドローイング」、後期『彫刻実習
Ⅱ』の「塑造（全身100㎝程度）」と関連し、彫刻制作をおこなう上で重要な「対象を観察し構造的に把握する
力」を養う目的がある。また立体的な対象を平面上に表現する絵画的技術の習得を目的とする。講評時に、
学生によるプレゼンテーションを行う。
また、後期『写真撮影講習』の課題において、彫刻作品の写真撮影の基礎を学び、後期『彫刻実習Ⅱ』の「塑
造（全身100㎝程度）」で制作した作品を撮影、出力する。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

ドローイングを通して、絵画表現の展開を学び、また彫刻制作に必要な描写力や、構造的な把握力、発想力
の学習をおこなう。
デッサンを通して、絵画表現の基礎を学び、また彫刻制作に必要な対象に対する観察力と、立体的な把握
力、内部構造について理解する。
彫刻作品を撮影し出力する技術を身につける。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
人体の構造や形態を理解するために解剖学的観点の知識も必要である。各自資料を収集し、また画集等に
よる研究に取り組むこと。
【前期】

講義内容

「100枚ドローイング」（指導教員：教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生）
第1回 課題説明
第2回 ドローイング制作①（描画材の研究／鉛筆、色鉛筆）
第3回 ドローイング制作②（描画材の研究／コンテ）
第4回 ドローイング制作③（描画材の研究／パステル）
第5回 ドローイング制作④（描画材の研究／水彩絵具）
第6回 ドローイング制作⑤（描画材の研究／墨）
第7回 ドローイング制作⑥（描画材の研究／マジック）
第8回 ドローイング制作⑦（描画材の研究／複合素材）
第9回 ドローイング制作⑧（支持体の研究／紙）
第10回 ドローイング制作⑨（支持体の研究／紙以外の支持体）
第11回 ドローイング制作⑩（参考作品の研究／西洋の表現）
第12回 ドローイング制作⑪（参考作品の研究／東洋・日本の表現）
第13回 ドローイング制作⑫（参考作品の研究／現代の表現）
第14回 ドローイング制作⑬（展示方法の研究）
第15回 展示、講評
※期間中、スライドを用いた作例紹介を行う
【後期】
「デッサン -塑像全身-100㎝程度」（指導教員：教授 伊東敏光、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第1回 課題解説
第2回 全身のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第3回 各部位のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第4回 デッサン制作①（人体の構造の学習／骨格、筋肉）
第5回 デッサン制作②（人体の構造の学習／各部位）
第6回 デッサン制作③（人体の構造の学習／量感、陰影の表現）
第7回 デッサン制作④（デッサン技術の研究／細部の表現）
第8回 デッサン制作⑤（デッサン技術の研究／構造の表現）
第9回 デッサン制作⑥（デッサン技術の研究／動勢の表現）
第10回 デッサン制作⑦仕上げ
第11回 デッサン講評
第12回 写真撮影講習（彫刻作品撮影の基礎、カメラの使い方等）
第13回 写真撮影講習（彫刻作品の撮影）
第14回 写真撮影講習（編集、出力）
第15回 写真講評

期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により描写
力、構造的な把握力、発想力の到達度を点数化し評価する。 実習を通して描写力、構造的な把握力、発想
力を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが
認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール

参考作品等、ドローイング資料
伊東敏光：専門領域は金属を中心としたミクストメディアの彫刻である。素材は表現対象によって金属、石、
木、ブラスチック等から選択し組み合わせる場合が多いが、一貫して自然の形態から抽出したフォルム（形）
を研究し、その造形化と彫刻表現の可能性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

デッサン実習Ⅲ

単位数

2.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 伊東敏光
担当教員：芸術学部 准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

前期

履修対象

美術学科彫刻専攻３年次

講義形態

実習

概要

全身裸体のデッサンをおこなう。立ちポーズの人体を様々な角度から観察し、全身の構造、奥行き、量を捉え
表現する。『彫刻実習Ⅲ』の「塑造（全身）」 と関連し、彫刻制作に必要な対象を構造的、立体的に把握する力
を高めるとともに、それを平面上に表現する絵画的表現技術を向上させる。講評時に、学生によるプレゼン
テーションを行う。

科目の到達目標

1、2年次に段階的におこなった人体各部の観察、表現を基に、このデッサン実習では特に全身の動きと各部
の関係に留意し、人体全身の構造的な理解に努め、合わせてデッサンを通して絵画的表現力を高めることを
目指す。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
人体の構造や形態を理解するために解剖学的観点の知識も必要である。各自資料を収集したり、画集等に
よる研究に取り組むこと。
「デッサン -塑像全身-」（指導教員：教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七
搦綾乃）

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

第１回 課題解説
第２回 全身のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第３回 各部位のクロッキー（鉛筆、コンテ）
第４回 デッサン制作①（人体の構造の学習／骨格）
第５回 デッサン制作②（人体の構造の学習／筋肉）
第６回 デッサン制作③（人体の構造の学習／各部位）
第７回 デッサン制作④（デッサン技術の研究／量感の表現）
第８回 デッサン制作⑤（デッサン技術の研究／陰影の表現）
第９回 デッサン制作⑥（デッサン技術の研究／細部の表現）
第1０回 デッサン制作⑦（デッサン技術の研究／構造の表現）
第１１回 デッサン制作⑧（デッサン技術の研究／動勢の表現）
第１２回 デッサン制作⑨（参考作品の研究／西洋）
第１３回 デッサン制作⑩（参考作品の研究／東洋・日本）
第１４回 デッサン制作⑪ 仕上げ
第１５回 講評
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して観察力と基礎的な表現技術を修得し、作品提出
することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを
「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。
必要に応じて参考資料、作例等の提示、またはコピーを配布する。
伊東敏光：専門領域は金属を中心としたミクストメディアの彫刻である。素材は表現対象によって金属、石、
木、ブラスチック等から選択し組み合わせる場合が多いが、一貫して自然の形態から抽出したフォルム（形）
を研究し、その造形化と彫刻表現の可能性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

古美術研究（演習）

単位数

6.0

担当者

芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

演習

概要

古美術研究事前講義を学内で２度受講した後、毎年12月8日から12月17日の期間に京都、奈良への古美術
研究旅行を行う。また旅行中に2度の古美術研究現地講義を受講する。特別拝観、一般拝観を通して飛鳥、
白鳳、奈良、平安、鎌倉時代を中心に国宝、重要文化財に指定されている仏像、建築物、障壁画、庭等の研
究を行う。

科目の到達目標

精神性の高い日本の古美術を講義と実際の拝観から総合的に研究することにより、歴史性、造形性の深さを
体感し、自己の造形力を高める。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
特別拝観は研究機関だけに許可されるもので、個人では拝観できない重要な古美術が多く含まれている。古
美術研究旅行は寒さの厳しい時期に行われるが、体調を整え見逃すことの無い様、十分注意すること。
「古美術研究（演習）」指導教員：彫刻専攻全教員、非常勤講師 矢野健一郎、重森千青
（７月上旬）古美術研究旅行特別事前講義（１）担当：非常勤講師 矢野健一郎
（７月上旬）古美術研究旅行特別事前講義（２）担当：非常勤講師 重森千青
内容
１、仏像彫刻の解体と修理
２、仏像のレントゲン撮影による内部構造
３、天平時代の塑造の構造
４、日本庭園の基本理念と様式
５、庭園構成について(1)：理想郷を作る → 植物や石による表現方法
６、庭園構成について(2)：遠近法の活用 → 狭小な空間の見せ方
※古美術研究旅行特別事前講義は、科目「彫刻論（古典研究を含む）」に含まれます

講義内容

古美術研究旅行「京都」
・教王護国寺（東寺）－五重塔、小子房、霊宝館
・広隆寺
・大徳寺－真珠庵、聚光院，大方丈、孤蓬庵
（古美術研究現地講義（１）担当：非常勤講師 重森千靑）
・神護寺－多宝塔、金堂
・南禅寺－本坊、天授案、金地院
・三十三間堂（蓮華王院）
・京都国立博物館
・六波羅蜜寺・醍醐寺・法界寺・平等院
古美術研究旅行「奈良」
・東大寺－南大門、大仏殿、俊乗堂、戒壇院、法華堂、開山堂
（古美術研究現地講義（2）担当：非常勤講師 矢野健一郎）
・唐招提寺－新宝蔵
・薬師寺・秋篠寺
・西大寺－本堂、四王堂
・円城寺・岩船寺・浄瑠璃寺
・蟹満寺・室生寺・大野寺
・長谷寺・聖林寺・安倍文殊院
・法隆寺・中宮寺・法輪寺
・新薬師寺・興福寺
※研究旅行の引率として、前後半各1名、彫刻専攻の教員が同行します。
※研修先は、予告なく変更される場合があります。

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
古美術研究事前学内講義、古美術研究現地講義の取り組み姿勢、古美術研究旅行の研究内容を総合的に
評価する。
講義、研究旅行への取り組み姿勢を評価の基準とし、授業の中でおこなわれる質疑応答等から授業への理
解度を計る。それらの総合により、「秀」、「優」、「良」、「可」を評価する。
「古美術研究の手引き」を受講者全員で作成する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考

宿泊費等に関しては、事前の指示通り振り込み払込を行うこと。
閉じる

科目名

卒業制作

単位数

10.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 前川義春
担当教員：芸術学部 教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非
常勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻４年次

講義形態

実習

概要

学部４年間の集大成としての卒業作品を年間を通じて制作する。実材作品（木彫、石彫、金属、セラミックス、
ミクストメディアより選択）の制作を行ない1点以上を提出する。 ４年間のカリキュラムで身につけた素材の加
工技術、表現方法を生かし、独自の彫刻表現を探求していく。 またそれらの作品を卒業制作展に出品する。
講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

素材の加工技術を含めた造形研究をおこなう。この過程を通じて、彫刻作家としての専門的表現能力の充実
を目指す。卒業制作展においては、他専攻の教員や美術館学芸員はじめ多くの有識者、観覧者の意見を聞
き、4年間の学習・研究成果を分析し、展開を図る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１、２、３年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。また卒業の用件となる128単位
のうち、90単位以上を習得していること。
否
必修科目のため
学部での集大成の作品制作となるため、それまでの3年間の作品制作を振り返り、そのことを基盤にして卒業
制作に挑むこと。なるべく早い時期から卒業制作のプランを温め、必要な下調べや資料収集などを進め、必
要に応じて教員と相談し意見を求めるようにすること。また毎週の制作後には自己の制作を振り返り、問題点
を発見し、更に良い制作に結びつけるようプランを見直すようにすること。
１、 実材制作（指導教員：＜石彫＞教授 前川義春 ＜金属＞教授 伊東敏光 ＜木彫＞准教授 田中圭介、非
常勤特任教員 七搦綾乃 ＜セラミックス、ミクストメディア＞教授 チャールズ・ウォーゼン、 助教 丸橋光生
【前期】
第1週 導入、卒業制作概要説明
第2週 プランニング、アイデアスケッチ
第3週 プランニング、資料収集
第4週 プランニング、作品スケッチ・図面
第5週 素材選択、購入
第6週 素材研究、実験
第7週 簡易素材による模型制作
第8週 プラン確認・修正
第9週 実材模型制作（モデリング系素材：心棒制作、カービング系素材：大荒取り）
第10週 実材模型制作（モデリング系素材：荒付け、カービング系素材：荒取り）
第11週 実材模型制作
第12週 実材模型制作（細部）
第13週 実材模型制作（仕上げ）
第14週 展示計画
第15週 講評

講義内容
【後期】
第1週 実材制作スケジュール確認
第2週 素材購入、制作場所の設定
第3週 制作準備（場所、道具、素材、他）
第4週 プラン最終確認、技法・技術確認
第5週 実材制作（モデリング系素材：心棒制作、カービング系素材：大荒取り）
第6週 実材制作（モデリング系素材：荒付け、カービング系素材：荒取り）
第7週 実材制作
第8週 実材制作（細部）
第9週 実材制作（仕上げ）
第10週 実材制作（着色、素材保護のための塗装）
第11週 展示計画確認（場所・工程）
第12週 展示方法確認（運搬・梱包）
第13週 展示準備（台座制作・空間設営）、運搬・保管準備
第14週 撮影・プレゼンテーション準備
第15週 プレゼンテーション・講評・採点
２、 卒業制作展
・実材作品1点以上を卒業制作展に出品する事により公開展示し、広く社会に発表する。
期末試験実施の有無
評価方法・基準

実施しない
通常授業への取り組み姿勢、研究の進捗状態を実習の段階ごとにチェックし評価の前提とし、提出作品によ
り造形力、表現力、独自性を点数化し評価する。実材作品（木彫、石彫、金属、セラミックス、ミクストメディア）
による彫刻研究を進め、造形力、表現力を強化し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに研
究に独自性が認められるものを「良」、加えて芸術性の高いものを「優」、より優れたものを「秀」とする。

教科書等
担当者プロフィール

特になし
前川義春：石を中心とした素材で彫刻制作を行っている。現代のランドスケープから日本の伝統的造園まで
を研究し、都市環境や地域の風土に根ざした彫刻表現の可能性の追求と展開を行っている。

授業に関連する実務経
験
備考
閉じる

科目名

実材制作実習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 伊東敏光

履修時期

前期

履修対象

美術学科彫刻専攻2年次

講義形態

実習

概要

「金属実習（動物制作）」からなる科目。 金属造形の基礎として鉄及び銅の絞り加工、鉄の溶接・溶断による
制作をおこなう。技術面に重点をおき、道具づくりと基本的加工技術を体験によって修得していく。また動物の
動き、形態を観察することで生体の構造を理解し、動きや量を捉える観察力と基礎的な造形力を養う。講評
時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

銅と鉄の素材感、加工技術、表現方法の違いを体験的に習得し、金属による彫刻制作のプロセスと造形につ
いて理解する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
動物彫刻の様々な作例、および金属彫刻の作例を調査する。
作業服や安全靴等、安全確保のための装備を教員の指示に従って準備する。
金属実習 –動物制作-（指導教員：教授 伊東敏光）

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

第１回 課題説明・作品モチーフの取材（動物園）
第２回 模型、スケッチ等の提出・作品プランの決定
第３回 溶接、溶断実技講習 （ガス溶接・溶断）
第４回 溶接、溶断実技講習 （電気手溶接・半児童自動溶接）
第５回 工作機械（シャーリング、高速カッター、ベルトサンダー等の安全講習）
第６回 電動工具（グラインダー等）の実技講習
第７回 道具づくり（唐紙鎚７分、９分）
第８回 器制作（銅板鍛金による器づくり）
第９回 制作（動物制作）／心棒づくり
第１０回 制作（動物制作）／鞴を使用しての鍛造
第１１回 制作（動物制作）／鉄板の立体加工
第１２回 制作（動物制作）／鉄板の鍛金加工
第１３回 制作（動物制作）／鉄材の複合（ガス、電気等）
第１４回 制作（鉄による動物制作）／仕上げ加工（油焼き、錆び付け等）
第１５回 講評
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを
単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを「良」、優れたも
のを「優」、より優れたものを「秀」とする。 提出作品により、表現力、技術の修得度を点数化し評価する。
必要に応じて資料を配布する。
伊東敏光：専門領域は金属を中心としたミクストメディアの彫刻である。素材は表現対象によって金属、石、
木、ブラスチック等から選択し組み合わせる場合が多いが、一貫して自然の形態から抽出したフォルム（形）
を研究し、その造形化と彫刻表現の可能性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

構成実習Ⅱ（平面・立体）

単位数

2.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン
担当教員：芸術学部 教授 前川義春、教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員
七搦綾乃）

履修時期

後期

履修対象

美術学科彫刻専攻2年次

講義形態

実習

概要

「実材制作（課題制作）」
石彫、木彫、金属、ミクストメディアの4種類から一つの素材を選択し、課題を各素材別に制作する。制作期間
中はそれぞれ別の工房に分かれて制作を進めるが、課題説明とプランニングおよび講評は全受講者共通で
行う。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

石彫、木彫、金属、ミクストメディアについての専門的技術と表現特性を学ぶと共に、共通の課題に対して
様々な表現があることを知る。素材と彫刻表現の関係とその可能性について体験的に学習し、作品として表
現するための造形力を養う。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
課題制作と同時に、彫刻の歴史やその変遷を学ぶこと、また現代進行形の美術を知ることが大切である。
「実材制作（課題制作）」（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授
田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃）

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

第1回 「実材制作」課題説明
第2回 参考作品の紹介
第3回 プランニングと素材選択、作品プランの決定（素材別指導）
第4回 指導教員へのプレゼンテーション①
第5回 教員からの指導を受け、再度プランニングと素材選択、作品プランの決定（素材別指導）
第6回 指導教員へのプレゼンテーション②
第7回 素材、プランに関して指導材料の調達
第8回 制作（ドローイングやマケット制作から作品のイメージを明確にする）
第9回 制作（材料加工の技術的指導）
第10回 制作（造形技術指導）
第11回 制作（中間ミーティング等における進捗状況の確認)、新たな展開を踏まえての完成までの最終スケ
ジュール確認
第12回 制作（表現の展開に関する指導）
第13回 制作（展示方法に関しての指導）
第14回 制作仕上げ
第15回 作品展示、講評（合同）
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。
実習を通して観察力と基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに
作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」と
する。
担当教員が必要に応じて参考資料作例等の提示、またはコピーを配布する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

構成実習Ⅲ（立体）

単位数

2.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン
担当教員：芸術学部 助教 丸橋光生

履修時期

後期

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

「セラミックス実習」からなる科目。
複雑な寄せ型と土の素材感を引き出す制作を行う。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。
セラミックスの技法を習得する。土、プラスティック、ブロンズ等の素材に適応する技術を学び、それを作品と
して表現するための造形力を高めるとともに、より高度な表現技術の習得を目指す。
1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
セラミックス彫刻の作例を調査する。各技法の習得については段階的に説明が入るため、遅刻、欠席が無い
ように心掛ける。実習以外の時間も有効に使い、毎回の実習に着いてくるように心掛ける。
「セラミックス実習」（指導教員、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常勤講師 杉谷一考）

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

第1回 課題内容、素材の概要説明
第2回 寄せ型作品プランニング
第3回 寄せ型作品原型制作
第4回 寄せ型制作、寄せ型への土込め
第5回 脱型、修正、乾燥
第6回 手捻り、紐造技法説明
第7回 手捻り作品、紐造作品プランニング
第8回 手捻り作品制作
第9回 手捻り作品制作仕上げ
第10回 紐造作品制作
第11回 紐造作品制作仕上げ
第12回 ガス焼成、加彩説明
第13回 電気焼成、加彩
第14回 電気焼成、加彩
第15回 作品展示、講評
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、進捗度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。
実習を通して彫刻基礎の応用と展開をはかり、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品
に感性の豊かさや表現の的確さ、個性が認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」
とする。
担当教員が必要に応じて参考資料、作例等の提示、またはコピーを配布する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習Ⅲ

単位数

10.0

担当者

代表教員：芸術学部 准教授 田中圭介
担当教員：芸術学部 教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常
勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

実習
「実材制作１、２（導入・プランニング）」、「塑造（人体全身像）」からなる科目。

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

「実材制作１、２（導入・プランニング）」では、1：課題テーマ、2：自主テーマからなる彫刻作品制作のためのプ
ランニングをする。表現したいイメージを彫刻として実現するために必要な、素材の選択・作業工程の段取り・
コンセプトの強化などについて指導教員とミーティングを行い、実制作の計画を建てる。学生によるプレゼン
テーションを行う。
「塑造（人体全身像）」では１、２年次に行った人体塑造（首像、胸像、全身像（小））の研究を基に、全身像の
制作を行う。彫刻制作に必要な対象を構造的、立体的に把握する力を高め表現技術を向上させる。講評時
に、学生によるプレゼンテーションを行う。
1、2年次に習得した彫刻の基礎を駆使し、さらに高次な表現技術を体験し、卒業制作の準備となる基礎固
め、応用力を身につけることを目的とする。
1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
１、２年次とは違い受け身の授業から、自発的、能動的な制作へと移行する。日常生活でも彫刻の研究、準
備を怠らない心構えを持つ。
【前期】
「 実材制作１（導入・プランニング）」
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭介、助教 丸橋光
生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 課題説明、彫刻表現の展開に関する指導（作例紹介等）
第２回 プランニング・ 素材の選択
第３回 指導教員へのプレゼンテーション
「塑造 -人体全身-」（指導教員：教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦
綾乃）

講義内容

第４回 課題説明・クロッキー
第５回 クロッキー
第６回 芯棒制作
第７回 塑造（空間）
第８回 塑造（量感）
第９回 塑造（動き）
第１０回 塑造（比率）
第１１回 塑造（形態）
第１２回 塑造（質感）・講評
第１３回 石膏取り（雌型成型）
第１４回 石膏取り（緒方成型）
第１５回 石膏取り（割り出し・修正）
【後期】
「 実材制作２（導入・プランニング）」
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭介、助教 丸橋光
生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 課題説明・彫刻表現の展開に関する指導（作例紹介等）
第２回 プランニング・ 素材の選択
第３回 指導教員へのプレゼンテーション①
第４回 彫刻表現の展開に関する指導
第５回 プラン修正
第６回 指導教員へのプレゼンテーション②
第７回 構造計画の指導
第８回 素材加工技術の指導
第９回 造形技術の指導
第１０回 作業工程の構築
第１１回 マケット制作
第１２回 素材研究
第１３回 コンセプトとヴィジュアルイメージの確認

第１４回 最終プレゼンテーション準備
第１５回 最終プレゼンテーション
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、進捗度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して彫刻基礎の応用と展開をはかり、作品提出する
ことを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さ、個性が認められるものを
「良」、優れたものを「優」、さらに優れたものを「秀」とする。
各指導教員が必要に応じて参考資料、作例等の提示、またはコピーを配布する。
田中圭介：主に木を素材に彫刻を制作。歴史的、風土的、個人的な、木と人間の関係を軸として、認識と実在
をテーマに彫刻表現の可能性と人間の普遍性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻論（古典研究を含む。）

単位数

2.0

担当者

芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン

履修時期

前期

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

講義

概要

作家活動の実践を通して、彫刻芸術の歴史、理念、技法、素材等について解説していく。彫刻専攻の教員に
よる、自己作品の解説および専門領域からの彫刻芸術の考察の他に、毎年４名の美術関係者を非常勤講師
として学外から招聘し、オムニバス形式で多角的な内容をもって授業を展開していく。卒業後の作家活動や
美術業界での様々な仕事に就く上での具体的、実践的な取り組みを聴講出来る機会であり、受講者のキャリ
ア形成の学習授業として位置付ける。なお、「古美術研究旅行特別事前講義」が含まれる。

科目の到達目標

彫刻専攻の教員や学外から招いた美術関係者の、実践を元に培われた多種多用な彫刻観・芸術観に触れ、
自身の芸術における問題と照らし合わせ考察することを目的とする。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
事前に担当講師の情報を出来るだけ集め、講師の活動の背景を知っておくよう努める。
質疑応答の機会が設けられるため、予め質問内容を考えておく。
講義の中で用語や作家名など知らない情報が出てきた場合、事後に調べ確認しておく。
（指導教員：教授 伊東敏光、教授 前川義春、教授 チャールズ・ヴォーゼン、助教 丸橋光生、非常勤特任教
員 七搦綾乃、学外非常勤講師4名）

講義内容

第１回 導入、自己の作品を通して（教授 伊東敏光）
第２回 日本とアメリカの現代美術（教授 伊東敏光）
第３回 自己の作品を通して（教授 チャールズ・ウォーゼン）
第４回 自己の作品を通して（教授 前川義春）
第５回 国内外の彫刻シンポジウムについて（教授 前川義春）
第６回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師）
第７回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師）
第８回 現代美術作家の制作現場（教授 チャールズ・ウォーゼン）
第９回 自己の作品を通して（助教 丸橋光生）
第10回 自己の作品を通して（非常勤特任教員 七搦綾乃）
第11回 国内外のアーティスト・イン・レジデンスについて（非常勤特任教員 七搦綾乃）
第12回 表現の場（助教 丸橋光生）
第13回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師）
第14回 学外美術関係者講義（学外非常勤講師 ）
第15回 まとめ・レポート（助教 丸橋光生）
※順番は変更されることがあります。
「古美術研究旅行特別事前講義」
（指導教員：非常勤講師 矢野健一郎、重森千青）
（７月上旬）古美術研究旅行特別事前講義（１）担当：非常勤講師 矢野健一郎
（７月上旬）古美術研究旅行特別事前講義（２）担当：非常勤講師 重森千青
内容
１、仏像彫刻の解体と修理
２、仏像のレントゲン撮影による内部構造
３、天平時代の塑造の構造
４、日本庭園の基本理念と様式
５、庭園構成について(1)：理想郷を作る → 植物や石による表現方法
６、庭園構成について(2)：遠近法の活用 → 狭小な空間の見せ方

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

実施しない
講義への取り組み姿勢を評価の基準とする。最終日に行うレポートから授業への理解度を計る。それらの総
合により、「秀」、「優」、「良」、「可」を評価する。
必要に応じて参考資料・作例等の提示、またはコピーを配布する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）

閉じる

科目名

実材制作基礎演習（工芸制作を含む。）

単位数

4.0

担当者

芸術学部 教授 前川義春

履修時期

後期

履修対象

美術学科彫刻専攻1年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

石を素材とした彫刻制作の基礎として、石材加工に必用な道具づくりと、安山岩や花崗岩を素材とした六面
体の制作をとおして、石彫の基本技術を習得する。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。
石彫の基本技術を身につけるとともに、素材の特性を理解することを目的とする。
美術学科彫刻専攻1年次
否
必修科目のため
石彫美術の歴史を予習して授業に望み、授業後は石彫美術の今後の展開について対話を行う
石彫実習 ―六面体― （指導教員：教授 前川義春）

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

第1回 ガイダンス（石彫について・石材について・道具について）道具づくり（石頭1.1kg、0.8kg、0.5kg用・コヤス
ケ・刃トンボの柄入れ）
第2回 鞴火おこし、クサビ作り、鑿の頭の成型
第3回 鑿づくり（先鑿・燕鑿・平鑿・丸鑿・端切）
第4回 鑿の焼き入れ（水焼き・油焼き）
第5回 墨掛けとねじれ取りの講習、矢穴掘り、石割り
第6回 本墨掛けとコヤスケ掛け、コヤスケ払い、底面荒取り
第7回 側面①荒取り
第8回 側面②荒取り
第9回 正面荒取り
第10回 後面荒取り
第11回 天面荒取り
第12回 底面矩場づくり、ねじれ取り
第13回 底面全面小叩き仕上げ
第14回 底面角切と側面矩場だし
第15回 底面砥石かけ、艶出し、講評、採点
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により表現
技術の到達度を点数化し評価する。
実習を通して基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに作業の手
順や表現の的確さが認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。
提出作品により技術の修得度を点数化し評価する。
参考資料を必要に応じて配布する。
前川義春：石を中心とした素材で彫刻制作を行っている。現代のランドスケープから日本の伝統的造園まで
を研究し、都市環境や地域の風土に根ざした彫刻表現の可能性の追求と展開を行っている。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習Ⅰ

単位数

8.0

担当者

代表教員：芸術学部 准教授 田中圭介
担当教員：芸術学部 教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常
勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻１年次

講義形態

実習

概要

「塑造（首像）」、「塑造（胸像）」からなる科目。
人体の構造を理解し、動きや量を捉える観察力と基礎的な造形力を養う。技術面では、塑造の芯棒作り・粘
土付け・石膏取り等の基本技術を習得していく。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

制作を通して、彫刻的な人体理解の基礎（骨格、構造、肉づけ等）を学び、対象を把握する観察力と、それを
作品として表現するための造形力を養う。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

美術学科彫刻専攻1年次
否
必修科目のため
人体の構造や形態を理解するための手段として、観察を第一とするが、解剖学的観点の知識も不可欠であ
る。各自資料を集めるなどして人体の骨格や筋肉のあり方を調べることが必要である。
【前期】
「 塑造（首像）」
（指導教員：教授 前川義春、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 課題説明
第２回 クロッキー
第３回 芯棒制作
第４回 塑造（空間）
第５回 塑造（量感）
第６回 塑造（動き）
第７回 塑造（比率）
第８回 塑造（骨格）
第９回 塑造（筋肉）
第１０回 塑造（表情）
第１１回 塑造（質感）・講評
第１２回 型取り（シリコン層成型）
第１３回 型取り（石膏層成型）
第１４回 型取り（ジェスモナイト雄型成型）
第１５回 型取り（修正・展開）

講義内容
【後期】
「 塑造（胸像）」
（指導教員：教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 課題説明
第２回 クロッキー
第３回 芯棒制作
第４回 塑造（空間）
第５回 塑造（量感）
第６回 塑造（動き）
第７回 塑造（比率）
第８回 塑造（骨格）
第９回 塑造（筋肉）
第１０回 塑造（表情）
第１１回 塑造（質感）
第１２回 塑造（仕上げ）・講評
第１３回 石膏取り（雌型成型）
第１４回 石膏取り（雄型成型）
第１５回 石膏取り（修正）
期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して観察力と基礎的な表現技術を修得し、作品提出
することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを
「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。 技術の修得度・造形力、の到達度を点数により評価
する。
参考資料・美術解剖図・作例を必要に応じて提示、コピーを配布する。

担当者プロフィール

田中圭介：主に木を素材に彫刻を制作。歴史的、風土的、個人的な、木と人間の関係を軸として、認識と実在
をテーマに彫刻表現の可能性と人間の普遍性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

構成演習Ⅰ

単位数

2.0

担当者

代表教員：准教授 田中圭介
担当教員：非常勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

前期

履修対象

美術学科彫刻専攻１年次

講義形態

演習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

木彫の基礎として、道具の仕立て、道具の使用方法を学び、課題テーマをもとに木彫作品を制作する。講評
時に、学生によるプレゼンテーションを行う。
木彫道具（刀・鑿・鉋）の刃の研ぎ方を習得する。
木彫道具（刀・鑿・鉋・鋸）の使い方を習得する。
木彫の造形技術を習得する。
美術学科彫刻専攻１年次
否
必修科目のため
彫刻における素材の理解は、日常の気の配り方からも深まる。このことを念頭に「木」についてよく考察する
機会にする。また道具作り、道具の使用方法の習得については段階的に説明が入るため、特に遅刻・欠席の
無いように心掛ける。段階ごとの到達目標があり、到達しなければ次に進めない。授業以外の時間も有効に
使い、毎日の実習に着いていくよう心掛ける。
木彫 （指導教員：非常勤特任教員 七搦綾乃）

講義内容

第１回 ガイダンス、道具配布、道具づくり（刀の柄の養生・鑿の冠付け・刀の裏表研ぎ）
第２回 道具づくり（刀の柄の養生・鑿の冠付け・刀の裏表研ぎ）
第３回 道具づくり（鑿裏研ぎ）
第４回 道具づくり（鑿表研ぎ）
第５回 作品プラン提出・鋸の使い方・丸太分割
第６回 鉋の使い方・面だし
第７回 制作（鋸による木取り）
第８回 制作（鋸のよる粗取り）
第９回 制作（鑿による粗々彫り）
第１０回 制作（鑿による粗彫り）
第１１回 制作（鑿による彫り）
第１２回 制作（鑿・刀による細部彫り）
第１３回 制作（鑿・刀による仕上げ）
第１４回 制作（講評会に向けての展示の準備）
第１５回 講評
※期間中に木彫作品例の紹介をスライドで行う。
※期間中に木工機械室講習を２日行う。

期末試験実施の有無
評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

実施しない
実習中の取り組み姿勢、理解度を念頭に、道具作りの技能習得の到達度、道具使用の技能の到達度、そし
て提出作品による造形力、表現技術の到達度を総合的に点数化し評価する。 実習を通して木彫による表現
技術と造形力を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現
の的確さが認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。
道具作りのテキストを配布。
必要に応じて、美術解剖図・作例等を提示。
田中圭介：主に木を素材に彫刻を制作。歴史的、風土的、個人的な、木と人間の関係を軸として、認識と実在
をテーマに彫刻表現の可能性と人間の普遍性を追求している。
七搦綾乃：自然物、自然現象をモチーフに、木彫作品を制先している。伝統的な木彫技術をベースに、それに
とらわれない制作方法を模索、実践している。

授業に関連する実務経
験

備考

木彫道具は専攻で受講者全員分を購入し授業初日に配布する。受講者が既に所持している道具で重複する
ものがある場合、商品の返品が可能であれば返金という対応も考えられるため、所持している木彫道具を初
日に持参すること。
【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

実材制作実習Ⅱ

単位数

2.0

担当者

代表教員：芸術学部 准教授 田中圭介
担当教員：芸術学部 教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常
勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

実習

概要

「実材制作１」、「実材制作２」からなる科目。
木彫、石彫、金属、ミクストメディアの中から素材を選択し、前期１点、後期１点（計２点）の制作を行う。制作
テーマは１、２年次におこなった実材実習・演習を基に、各自が設定するが、実材彫刻制作の応用力を高め
るよう、担当教員の指導のもと進めていく。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

制作テーマ及び素材を各自が選択することにより、自己の彫刻の世界を模索し、より主体的に制作する姿勢
を養う。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
1、2年次とは違い、より積極的な制作への姿勢が必要である。日頃から彫刻素材に触れ、素材の特性を良く
理解すること。
【前期】
「 実材制作１」（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭
介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 課題説明・プランニング
第２回 指導教員へのプレゼンテーション
第３回 プラン修正・材料の調達
第４回 制作（ドローイングやマケット制作から作品のイメージを明確にする。）
第５回 制作（作品の構造・制作工程の確認）
第６回 制作（基礎としての材料加工の技術的指導）
第７回 制作（基礎としての造形技術指導）
第８回 制作（応用としての材料加工の技術的指導）
第９回 制作（応用としての造形技術指導）
第１０回 制作（中間ミーティング等における進捗状況の確認）
第１１回 制作（彫刻表現の展開に関する指導）
第１２回 制作（新たな展開を踏まえての完成までの最終スケジュール確認）
第１３回 制作（講評時の展示の仕方を決定、準備する。）
第１４回 制作（仕上げ）
第１５回 展示・講評

講義内容
【後期】
「実材制作２」（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭
介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃））
第１回 課題説明・プランニング
第２回 指導教員へのプレゼンテーション
第３回 プラン修正・材料の調達
第４回 制作（ドローイングやマケット制作から作品のイメージを明確にする。）
第５回 制作（作品の構造・制作工程の確認）
第６回 制作（基礎としての材料加工の技術的指導）
第７回 制作（基礎としての造形技術指導）
第８回 制作（応用としての材料加工の技術的指導）
第９回 制作（応用としての造形技術指導）
第１０回 制作（中間ミーティング等における進捗状況の確認）
第１１回 制作（彫刻表現の展開に関する指導）
第１２回 制作（新たな展開を踏まえての完成までの最終スケジュール確認）
第１３回 制作（講評時の展示の仕方を決定、準備する。）
第１４回 制作（仕上げ）
第１５回 展示・講評
期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等

実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、進捗度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して彫刻基礎の応用と展開をはかり、作品提出する
ことを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さ、個性が認められるものを
「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」とする。
各担当教員が必要に応じて参考資料作例等の提示、またはコピーを配布する。

担当者プロフィール

田中圭介：主に木を素材に彫刻を制作。歴史的、風土的、個人的な、木と人間の関係を軸として、認識と実在
をテーマに彫刻表現の可能性と人間の普遍性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習Ⅳ

単位数

10.0

担当者

芸術学部 教授 伊東敏光

履修時期

通年

履修対象

美術学科彫刻専攻４年次

講義形態

実習

概要

①１、２、３年次で培った塑造表現の技術をもとに、塑造（等身人体）の制作をおこなう。 人体の構造、量塊、
動勢等を研究し、学部４年間の集大成となる作品を制作する。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行
う。
②木、石、金属、セラミックス、ミクストメディアから各自が選択し、実材による小作品の制作を行う。講評時
に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

①人体を表面的に捉えるのではなく、その骨格や構造を意識しながら塑造による造形研究をおこなう。この過
程を通じて、自然界の様々なものを構造的に理解しながら造形化する彫刻性を養い、彫刻作家としての専門
的表現能力を習得する。
②独創的な彫刻作品を制作するため、実材（各素材）の性質を加工技術を含めて十分に理解し、素材と造形
との関係を実制作を通して探求する。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

１、２、３年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
通年実習であるため、展覧会等での作品鑑賞や画集等による作例調査、日頃のデッサンやプラン模型の制
作等、日常的に彫刻の調査・研究を心がける事。
【前期】
①小作品制作
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ヴォーゼン、准教授 田中圭介、助教 丸橋光
生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 作品の構想（素材研究及びドローイングによる試作等）
第２回 作品の構想（素材研究及び粘土による試作等）
第３回 各実材担当教員によるプランのチェックと材料調達
第４回 制作準備（作品構想とコンセプトの確認）
第５回 制作準備（素材加工方法の調査と使用機械の調整）
第６回 制作準備（加工方の技術練習）
第７回 制作（心棒など構造部分）
第８回 制作（粗づけ、粗彫り等）
第９回 制作（全体フォルム）
第１０回 制作（部分と全体の関係）
第１１回 制作（同時代性の考察）
第１２回 制作（独創性の探求）
第１３回 制作（展示空間と作品の関係）
第１４回 制作（仕上げ）
第１５回 展示、講評
②塑像制作・前期と後期共モデルを使用し、等身大全身像を制作する。
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾
乃）

講義内容

第１回 ポーズ決めとクロッキー
第２回 デッサン
第３回 心棒づくり（構造）
第４回 心棒づくり（動き）
第５回 塑造（粘土練り、粗づけ）
第６回 塑造（構造）
第７回 塑造（動勢）
第８回 塑造（量塊）
第９回 塑造（作り込み-細部）
第１０回 塑造（作り込み-部分と全体の関係）
第１１回 塑造（仕上げ）
第１２回 講評
第１３回 石膏取り（外型づくり）
第１４回 石膏取り（内型づくり）
第１５回 石膏取り（割り出し・修正）

【後期】
塑造制作・前期と後期共モデルを使用し、等身大全身像を制作する。
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾

乃）
第１回 ポーズ決めとクロッキー
第２回 デッサン
第３回 心棒づくり（構造）
第４回 心棒づくり（動き）
第５回 塑造（粘土練り、粗づけ）
第６回 塑造（構造）
第７回 塑造（動勢）
第８回 塑造（量塊）
第９回 塑造（作り込み-細部）
第１０回 塑造（作り込み-部分と全体の関係）
第１１回 塑造（仕上げ）
第１２回 講評
第１３回 石膏取り（外型づくり）
第１４回 石膏取り（内型づくり）
第１５回 石膏取り（割り出し・修正）
期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

実施しない
通常実習への取り組み姿勢と作品の制作過程を通して、彫刻制作における基礎的な到達度を過程毎に
チェックし、提出作品により技術と表現力の修得度、独創性を点数化し評価する。 実習を通して彫刻的造形
力と表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現
の独創性が認められるものを「良」、高次の造形表現、芸術性が表れているものを「優」とし、優の評価基準で
秀でたものを「秀」とする。
特になし
伊東敏光：専門領域は金属を中心としたミクストメディアの彫刻である。素材は表現対象によって金属、石、
木、ブラスチック等から選択し組み合わせる場合が多いが、一貫して自然の形態から抽出したフォルム（形）
を研究し、その造形化と彫刻表現の可能性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習ⅡＡ

単位数

6.0

担当者

芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン

履修時期

前期

履修対象

美術学科彫刻専攻2年次

講義形態

実習

概要

「テーマ制作（ミクストメディア）」と「3Dスキャン＆プリント講習」からなる科目。
「テーマ制作（ミクストメディア）」では、彫刻制作に必要な対象を構造的、立体的に把握する力を養うとともに、
素材による表現の違いを学び、応用力を養う。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。
「3Dスキャン＆プリント講習」では、3Dスキャナー・編集ソフト・3Dプリンターの使い方を学び、実際にそれらの
技術を使って作品を制作する。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標

アイデアから完成した作品までの過程を習う事とともに、より高度な表現技術の習得を目指す。
１年次に習得した塑造、木彫、石彫実習で培った基礎をさらに展開、応用し、造形力を高めるとともに、より高
度な表現技術の習得を目指す。
3Dスキャナー・編集ソフト・3Dプリンターの使い方を習得し、これらの技術による独自の表現を模索しその可
能性を知る。

受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
日頃から様々な素材を使用した現代の彫刻表現、３Dスキャンとプリント技術に目を向けること。
「テーマ制作（ミクストメディア）」（指導教員、教授 チャールズ・ウォーゼン）

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

第1回 テーマ制作課題説明
第2回 興味のある作家をリサーチし、スライドを用いてプレゼンテーションを行う。
第3回 作家をリサーチし、プレゼンテーション1
第4回 作家をリサーチし、プレゼンテーション2
第5回 ミクストメディア課題説明
第6回 ミクストメディア、作品プランニング・素材研究
第7回 ミクストメディア作品プランニング、マケット制作
第8回 ミクストメディア作品プラン教員へのプレゼンテーション
第9回 ミクストメディア素材購入
第10回 ミクストメディア作品制作
第11回 ミクストメディア作品制作（仕上げ）
第12回 ミクストメディア作品展示、講評
第13回 3Dスキャナーハードウェア・ソフトウェア紹介、3Dプリント作品プランニング
第14回 3Dプリント作品プラン教員へのプレゼンテーション、制作、3Dプリント
第15回 3Dプリント作品展示、作品プレゼンテーション、講評
※期間中に 作例紹介をスライドで行う
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。
実習を通して観察力と基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに
作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」と
する。
参考資料・美術解剖図・作例等の提示。必要に応じてコピーを配布する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習ⅡＢ

単位数

4.0

担当者

代表教員：芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン
担当教員：芸術学部 准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

後期

履修対象

美術学科彫刻専攻2年次

講義形態

実習

概要
科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

「塑造（全身100センチ）」。ヌードモデルを基に100㎝程度に縮小した人体塑造を行う。実際のモデルを縮小し
て再構成することで、プロポーションや比率を的確に捉える観察眼と構成力を養う。講評時に、学生によるプ
レゼンテーションを行う。
表現したい内容をしっかりと持ち、像全体を的確にコントロールし、作品として自立することを目指す。
1年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
人の骨格をよく理解して実習に臨むこと。
「 塑造 -全身100㎝-」 （指導教員：准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦綾乃）

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等
担当者プロフィール

第1回 課題説明・クロッキー
第2回 デッサン
第3回 芯棒作成
第4回 粘土荒付け
第5回 粘土肉付け
第6回 重心調整 脚部調整
第7回 骨格部位置調整
第8回 粘土量、厚み調整
第9回 肉付き部制作
第10回 頭部、四肢制作
第11回 再度重心調整
第12回 再度骨格部位置調整
第13回 細部制作
第14回 全体調整
第15回 全体調整、講評
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。
実習を通して観察力と基礎的な表現技術を修得し、作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに
作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを「良」、優れたものを「優」、より優れたものを「秀」と
する。
参考資料・美術解剖図・作例等の提示。必要に応じてコピーを配布する。
チャールズ・ウォーゼン：アメリカ、ドイツ、日本でのアーティスト活動と生活経験を基に、国際的視野から現代
彫刻を研究している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習ⅢＡ

単位数

6.0

担当者

代表教員：芸術学部 准教授 田中圭介
担当教員；芸術学部 教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常
勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

前期

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

実習
「実材制作１（導入・プランニング）」、「塑造（人体全身像）」からなる科目。

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

「実材制作１（導入・プランニング）」では、1：課題テーマ、2：自主テーマからなる彫刻作品制作のためのプラン
ニングをする。表現したいイメージを彫刻として実現するために必要な、素材の選択・作業工程の段取り・コン
セプトの強化などについて指導教員とミーティングを行い、実制作の計画を建てる。学生によるプレゼンテー
ションを行う。
「塑造（人体全身像）」では１、２年次に行った人体塑造（首像、胸像、全身像（小））の研究を基に、全身像の
制作を行う。彫刻制作に必要な対象を構造的、立体的に把握する力を高め表現技術を向上させる。講評時
に、学生によるプレゼンテーションを行う。
1、2年次に習得した彫刻の基礎を駆使し、さらに高次な表現技術を体験し、卒業制作の準備となる基礎固
め、応用力を身につけることを目的とする。
1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
１、２年次とは違い受け身の授業から、自発的、能動的な制作へと移行する。日常生活でも彫刻の研究、準
備を怠らない心構えを持つ。
「 実材制作１（導入・プランニング）」
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭介、助教 丸橋光
生、非常勤特任教員 七搦綾乃）
第１回 課題説明、彫刻表現の展開に関する指導（作例紹介等）
第２回 プランニング・ 素材の選択
第３回 指導教員へのプレゼンテーション
「塑造 -人体全身-」（指導教員：教授 伊東敏光、准教授 田中圭介、助教 丸橋光生、非常勤特任教員 七搦
綾乃）

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

第４回 課題説明・クロッキー
第５回 クロッキー
第６回 芯棒制作
第７回 塑造（空間）
第８回 塑造（量感）
第９回 塑造（動き）
第１０回 塑造（比率）
第１１回 塑造（形態）
第１２回 塑造（質感）・講評
第１３回 石膏取り（雌型成型）
第１４回 石膏取り（緒方成型）
第１５回 石膏取り（割り出し・修正）
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、進捗度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して彫刻基礎の応用と展開をはかり、作品提出する
ことを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さ、個性が認められるものを
「良」、優れたものを「優」、さらに優れたものを「秀」とする。
各指導教員が必要に応じて参考資料、作例等の提示、またはコピーを配布する。
田中圭介：主に木を素材に彫刻を制作。歴史的、風土的、個人的な、木と人間の関係を軸として、認識と実在
をテーマに彫刻表現の可能性と人間の普遍性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

科目名

彫刻実習ⅢＢ

単位数

4.0

担当者

代表教員：芸術学部 准教授 田中圭介
担当教員：芸術学部 教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、助教 丸橋光生、非常
勤特任教員 七搦綾乃

履修時期

後期

履修対象

美術学科彫刻専攻3年次

講義形態

実習
「実材制作２（導入・プランニング）」からなる科目。

概要

科目の到達目標
受講要件
履修取消の可否
履修取消不可の理由
事前・事後学修

1：課題テーマ、2：自主テーマからなる彫刻作品制作のためのプランニングをする。表現したいイメージを彫刻
として実現するために必要な、素材の選択・作業工程の段取り・コンセプトの強化などについて指導教員と
ミーティングを行い、実制作の計画を建てる。学生によるプレゼンテーションを行う。
1、2年次に習得した彫刻の基礎を駆使し、さらに高次な表現技術を体験し、卒業制作の準備となる基礎固
め、応用力を身につけることを目的とする。
1、2年次における彫刻専攻の専門科目をすべて履修し終えていること。
否
必修科目のため
１、２年次とは違い受け身の授業から、自発的、能動的な制作へと移行する。日常生活でも彫刻の研究、準
備を怠らない心構えを持つ。
「 実材制作２（導入・プランニング）」
（指導教員：教授 前川義春、教授 伊東敏光、教授 チャールズ・ウォーゼン、准教授 田中圭介、助教 丸橋光
生、非常勤特任教員 七搦綾乃）

講義内容

期末試験実施の有無
評価方法・基準
教科書等
担当者プロフィール

第１回 課題説明・彫刻表現の展開に関する指導（作例紹介等）
第２回 プランニング・ 素材の選択
第３回 指導教員へのプレゼンテーション①
第４回 彫刻表現の展開に関する指導
第５回 プラン修正
第６回 指導教員へのプレゼンテーション②
第７回 構造計画の指導
第８回 素材加工技術の指導
第９回 造形技術の指導
第１０回 作業工程の構築
第１１回 マケット制作
第１２回 素材研究
第１３回 コンセプトとヴィジュアルイメージの確認
第１４回 最終プレゼンテーション準備
第１５回 最終プレゼンテーション
実施しない
通常実習中の取り組み姿勢、進捗度を実習の段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形
力、表現技術の到達度を点数化し評価する。 実習を通して彫刻基礎の応用と展開をはかり、作品提出する
ことを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さ、個性が認められるものを
「良」、優れたものを「優」、さらに優れたものを「秀」とする。
各指導教員が必要に応じて参考資料、作例等の提示、またはコピーを配布する。
田中圭介：主に木を素材に彫刻を制作。歴史的、風土的、個人的な、木と人間の関係を軸として、認識と実在
をテーマに彫刻表現の可能性と人間の普遍性を追求している。

授業に関連する実務経
験
備考

【教職】中・高一種（美術）
閉じる

