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ごあいさつ

　象の会の皆様、今年度より学長・理事長を務めます赤松
玉女です。新米学長ですが、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
　私自身も本学の出身者で、この春まで教員として２５年間努
めてまいりました。私が入学をしたのは、今熊野校舎の時代、
その後学生として沓掛移転も経験しました。人生の半分を京都
芸大とともに過ごしてまいりましたが、この間に博士課程の
開設や日本伝統音楽研究センター、芸術資源研究センター、ギャ
ラリー＠KCUAの設置など、大学は大きく発展を遂げました。
2012年には公立大学法人化し、運営の形も大きく変わりまし
た。そして現在、2023年度に予定されるキャンパス移転を
目指して、様々な課題に取り組んでいます。街中に大学があった
頃を記憶している者として、本学をよく知る学長・理事長とし
て、二つのことを心がけていきたいと思っています。
　まず一つ目は、移転を大学のさらなる飛躍の好機とするた
めに、学外で京都芸大の良さ、面白さを大いにアピールして、
現在の芸大の幅広い活動を知っていただき、４年後に街中に

京都芸大がやってくる、戻ってく
ると期待していただけるような、
機運を高めていきたいと思います。

　二つ目に、学内では女性で初めての理事長という立場で言え
ること、できること、すべきことがあると思っています。学生
たちに最高の学生時代を送ってもらうために、本学の高度な
研究と質の高い教育をさらに充実させるために、ダイバーシ
ティーや男女参画、多様な価値観と言われる時代ですが、真の
意味でお互いを認め合う寛容な大学づくりに注力したいと思い
ます。
　梅原猛先生をはじめ、法人化以前に本学の教員が学長になる
ことはありましたけれども、本学出身の実技教員が学長、さら
に理事長になるのは初めてです。初めてだからこそ失望させな
いよう、しっかり取り組みたいと思っています。至らぬ点が多々
あると思いますけれども、誠心誠意、尽力してまいりますので、
どうぞよろしくお願いします。

京都市立芸術大学 学長　　　　赤
あか
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＜移転先予想図＞ 河原町塩小路より西南を見る

1



　この春、四年間の学長職を務め終えました。途中、しばらく体
調を崩したりもしましたが、多くの職員の方々のお支えも得て、新
キャンパスの実施設計に入るところまでたどり着けました。そして
後は赤松先生に託すことになりました。
　いまや女子学生が９割近くになる京芸で、ようやく女性学長を
戴けたことをとてもうれしく思っています。赤松先生は、何より明
るく、どんな苦境にあっても絶対逃げない、しかと体を張る、そん
な頼もしい学長です。よもやどなたもその御足を引っ張ることのな
きよう、心から願っています。
　芸術にかぎらず、仕事というのはいずれも体を張ってやるもの
です。みなの苦境を知りつつ口ごもる人、そっと身を隠す人は、「大
人」とは申せません。大義より損得を先に考える人がいかに多いか、
このところの世情を見て痛感します。そして、みっともない「大人」
にだけはなるまいと、おのれを叱咤する毎日です。
　四年前、学長職に就かせていただいたとき、学生諸君の「応援団
長」を務めるのがわたしの役目だと思い定めました。ですから退任
後も、たとえばいろんな集いで音楽学部の学生や卒業生の演奏に

ふれたりすると、ほんとうにうれしくなり
ます。
　そんな学生諸君の研鑽に「応援歌」を、
というわけではありませんが、そういう思いも込めて、わたしには
過大ともいえる「哲学」の課題に、この秋から取り組むことにしてい
ます。大学運営という、そもそもわたしには不似合いな仕事による
15年間の空白を、人生の最終コーナーで一気に埋めたいと願って
います。そしてこれこそが、こんどは大学の外から学生諸君に贈る、
連帯の挨拶になると思っています。
　いまも土や石、顔料や布を前に呻吟しておられる諸先輩方の姿
から、勇気をもらっています。安定とか大団円というのを、美しい
とは思いません。生き恥をさらしても、喘ぎ、悶えつづけていこう
と思います。きれいな答えがないということ、そのことをむしろ歓
び、それに挑みつづけたいからです。芸術と技術（工作）と学術とが、
人びとの〈生〉を支える三つのアルスとしていきいきと交わる様を、
夢として見果てることなく。

務めを終えてはじめての夏に
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　今年の芸大祭（11月2日～4日）開催に際し、従来から課題となっ
ていた飲酒事案に対する対応策が、芸大祭実行委員会と大学で協
議されていましたが、7月30日に最終案がまとまり教授会で決定さ
れる段階に至りました。最終案は、＜芸大祭で提供できる酒類を
アルコール度数6％未満の350㎖の缶を1日3本以内に制限、利用者
はチケットを模擬店で購入し、それを芸大祭本部や自警団で缶に
替えて飲酒、そのため利用者は管理バンドを装着、それらの管理
に必要な人員や経費は模擬店が案分して負担、これに違反すれば
即閉店、次年度も閉店＞など、従来に無い極めて厳しい内容となっ
ています。
　同窓会は、この制限案が実質的に禁酒を強いる内容と捉え、「象
の店」が目指す《おいしいお酒と湯豆腐の店》の真逆だと考え反対を
訴えてきました。「象の店」は、ご承知のとおり学生と同窓生、教
員など多様な人々の交流を演出し、コミュニケーションが深まるス
テージとして機能してきました。同窓生にとっては一献傾けながら
旧交を温め、母校の現在と未来を共有していく場でもありました。
お酒は、その交流を促す潤滑剤として重視してきた想いがあります。

　同窓会象の会「総務委員会」で最終案を検討した結果、お酒の無
い「象の店」をイメージすることができず、この案で開店することは
不可能と判断し、残念ながら今回は休店することに致しました。
　この間、同窓生・学生・関係者が築き上げてきた交流の実績は、
貴重な財産だと自負しています。今後、お酒抜きで同じ効果を得
られる新たなステージを築くことができるのか？　難しい課題です
が、同窓生各位のお知恵をお借りして考えて参りたいと存じます。
　6年にわたってご贔屓下さいました同窓生、関係者の方々には、
心から感謝申し上げ、休店に至ったこと、誠に申し訳なくお詫び申
し上げます。
　末尾ながら、芸大祭は予定どおり開催され、学生の運営する芸
大祭模擬店（お酒は無し）は開店していますので、是非訪ねて下さ
るようお願い致します。

2019年8月吉日　　　「象の店」店主　上村淳之　と　役員一同

　今年のテーマでは、来場者と主催する学生の両者が共に楽しむこ
とができ、その高揚感が１つのエネルギーとなって芸大祭全体が充
実したものとなることを目指しています。
　当日の芸大祭では様々な民族衣装、料理、音楽、言語が集結し交
差する場として、参加者に非日常や異文化に触れる体験を楽しんで
もらいたいと考えています。

　また芸大祭をきっかけに生まれる様々な交流と協働を通して、1人
ひとりが持つ個性や文化、歴史といったものを互いに尊重し理解し合
うことができればと願っています。他者に出会い理解することで、自
分も変化し成長するという意味を込めて、「出会い」「私」という言葉を
加えました。
　芸祭を通じ未知のものに出会い自分自身が成長していく、その
エネルギーに満ちた芸大祭となるよう本部一同尽力致します。

芸祭長　高岸航平（工芸科　2回生）

芸祭テーマ「出会い、民族、私。」

芸大祭／実質的禁酒で「象の店」休店を決定

京都市立芸術大学 前学長
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　7月7日（日）16時から2019年度の同窓会象の会役員会を、17時
30分から懇親会を、「からすま京都ホテル」2階・双舞の間で開催し
ました。出席の役員は59 名（出席役員34 名、委任状25名）で提案
の5議案が審議され賛成多数で全議案が可決承認されました。それ
らの内容について報告します。
　司会は望月副会長。黙祷の後、上村会長から開会の挨拶。その
後議長（安井代表幹事）を選出し、議事録署名人（阿部副会長、安井
代表幹事）を指名しました。

1号議案＜2018年事業報告＞
・新入生に入学祝品「芸大130年の歩み京の美都の響き」贈呈 ４月3日
・2018年度役員会、懇親会の開催（からすま京都ホテル） 7月8日
・「会報 象」67、68号の発行と編集委員会開催 8月、2月
・総務委員会の開催 9月18日
・芸大祭に同窓会模擬店「象の店」出店 11月3日～5日
・旧今熊野校舎と崇仁地域の見学ツアー（22名参加） 11月4日
・同窓会展開催（ギャラリー＠KCUAにて、12人12点出展） 　
　　 2月16日～3月3日
・音楽学部同窓会「真声会」との連絡会議 1月７日
・新卒業生、修了生に「同窓生名簿2015」贈呈、終身会費納入依頼 3月
・新入生に同窓会入会案内と入会金納付のお願いを送付 3月
・卒業式で芸大作品展同窓会賞授与 賞状、副賞 11点 3月25日
・大学支援（支援事業ルール未整備のため未執行）
・同窓会後援名義使用申請1件、同窓生の作品展HPに掲載85件

2号議案＜2018年決算報告＞
・一般会計決算＝収　入： 9,945,043円

支　出： 5,953,637円
繰越金： 3,991,406円

・基金特別会計＝繰越金：21,460,000円
・名簿発行特別＝繰越金：  △358,410円
・財産合計＝25,092,996円（昨年度＝24,050,726円）

3号議案＜2019年度事業計画＞
・新入生に入学祝品品「芸大130年の歩み京の美都の響き」贈呈 ４月3日
・総務委員会の開催 ４月24日、他
・「五芸祭」が京都芸大で開催、補助金支出 5月23日～26日
・2019年度役員会、懇親会の開催（からすま京都ホテル） ７月7日
・「会報 象」69号、70号の発行と編集委員会開催 9月、2月
・音楽学部同窓会「真声会」との連絡会議 年2回予定
・芸大祭に同窓会模擬店「象の店」出店 11月2日～4日
・同窓会展開催（ギャラリー＠KCUAにて） 11月9日～24日

－漆工＜塗装＞専攻　今熊野/沓掛時代を振り返る－　
・芸大作品展に同窓会賞（13点予定）の賞状、副賞授与 3月25日
・新卒業、修了生に「同窓生名簿2015」を贈呈、終身会費納付依頼 3月
・新入生に同窓会入会案内と入会金納入のお願いを送付 3月
・同窓会ホームページ運営委員会開催（更新と保守管理） 随時
・大学支援の実施（大学からの申請に基づき）
・同窓会後援名義使用許可、同窓生の作品展をHPに掲載
＜新規事業＞
・会誌「象」、「会報象」の合本製本
・ 「京都芸大同窓会アートフェア（仮称）」の実施、「同窓生名簿

2020」発行のため、実行委員会と編集委員会を立ち上げ実施に
向けた活動を行う。

4号議案＜2019年度予算＞
・2019年度一般会計＝ 収入10,191,500円（ 300万円を基金特別

会計から繰入）
支出：9,011,000円

・基金特別会計＝　収入21,740,010円 支出　3,000,000円
・同窓生名簿会計＝収入  △351,400円 支出　      1,000円

5号議案＜幹事役員などの一部交代補充について＞（役員名簿参照）
・教員の退任、異動で学内幹事3名が交代し承認されました。
　　退任＝赤松玉女（油）、吉岡俊直（版）、塚田　章（P）
　　新任＝金田勝一（油）、田中栄子（版）、高井節子（P）
・併せて名誉会長、名誉副会長も交代となりました。
　　 退任＝ *鷲田清一（名誉会長）、淀野　実（名誉副会長）、赤松

玉女（名誉副会長）
　　新任＝ 赤松玉女（名誉会長）、上田　誠（名誉副会長）、中原

浩大（名誉副会長）
・ 学外幹事4名が事情で退任し、代わって3人の新幹事が承認さ

れました。
　　退任＝ 杉本　清（D）、酒井雅子（洋）、毛呂裕子（芸）、村田

ちひろ（染）
　　新任＝松本陽子（版）、硲　康治（日）、多田晶子（染）

・発言された意見と答弁
上…村会長：同窓会も最近その活動が目に見えるようになってきたよ

うに思います。芸祭の「象の店」などで学生と卒業生の交流の場が
広がってきたのも喜ばしいことです。また来年に同窓生名簿が発
行されるようですが、これも資料価値が高いと思っています。最近、
教員の就任退任の時期を調べる必要があり、いろいろ調査したが
よくわからなかったので、来年発行される名簿では、旧教員の就
任期間がわかるように整備をお願いしたく思います。
野…崎代表幹事：会長ご指摘のとおり、従来の名簿の旧教員リスト

では就任時期は明示されていますが退任時期が記載されていま
せん。そこまで調査できなかったのが理由ですが、「大学100
年史」。などを基に調べれば判る部分もありますので、より資
料的価値を高めるためにも次回名簿に記載できるよう努力いた
します。

【懇親会】司会：阿部副会長
　開会挨拶を上村会長。来賓として赤松玉女学長、上田　誠副
理事長、中原浩大 美術学部長、栗本夏樹 研究科長、藤本信和 
事務局長をご紹介。
　赤松学長よりご挨拶をいただき、藤本事務局長から大学移転の
現状について説明。上田副理事長の挨拶と発声により乾杯。その後、
時間まで出席者大いに懇親を深めました。また、女性学長と女
性役員の交流の輪が広がり、いつもと違う和やかな懇親会とな
りました。19時40分に望月副会長の閉会挨拶でお開きとしまし
た。

2019年度　同窓会象の会
「役員会」　「懇親会」を開催
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同窓会役員名簿（2019 年度）

　令和元年5月23日から26日にかけて、第65回五芸祭京都大会
「京花水月」が京都市立芸術大学で開催されました。開催地の「京
都」と四文字熟語の「鏡花水月」を掛け合わせ、京都の地で、はか
なく風流な祭りにすることをコンセプトに、企画・イベントや
競技が行われました。期間中は晴天に恵まれるなか、各競技会
場では熱戦が繰り広げられ、京都芸大は昨年度に続き総合1位を
獲得しました。また、今春就任された赤松学長より、総合1位に
輝いた京都芸大に優勝旗がもたらされました。
　来年度は金沢で開催されます。（来年度より五芸祭の日程が従
来の４日間から３日間に変更されます。）さらに、次回の京都大
会までの間に沖縄大会を開催する計画も発表されました。
　現在新しい委員長を中心に次回金沢大会に向けての準備を
はじめており、今後さらに素晴らしい大会を開催できるように
委員一同これからも頑張っていきます。

五芸祭実行委員会　　　　　　
委員長　内藤　穂乃香（2回生）

その他の優勝競技：バドミントン男子シングル、サッカー

赤松学長から内藤委員長へ
優勝旗の授与

体育交歓会(ラグビー部) 7人制優勝／宝が池公園球技場

体育交歓会（テニス部）男女混合優勝／小畑川中央公園テニスコート

五芸祭報告　昨年度に続き総合１位！
2019年5月23日（木）〜26日（日）　京都市立芸術大学にて

名誉会員　 中西　　進　　　　　　　　　　　　　潮江　宏三　　　　　　　　　　　　　建畠　　晢　　　　　　　　　　　　　鷲田　清一……●
顧　問 中井　貞次

名誉会長 赤松　玉女（理事長・学長）●
名誉副会長 上田　　誠（副理事長）●　　　　　藤本　信和（事務局長）　　　　　　　中原　浩大（美術学部長）●　　　　　　栗本　夏樹（研究科長）

学　内 学　外

会　長 上村　淳之（1957（昭 32）日）
副会長 望月　重延（1967（昭 42）塗） 阿部　　緑（1983（昭 58）染）

代表幹事 　安井　友幸（漆工） 野﨑　邦雄（1969（昭 44）洋）
会　計 　藤本　英子（環境Ｄ） 小畑　　剛（1970（昭 45）洋）
監　査 　長谷川直人（陶磁器） 水野　　收（1979（昭 54）日）

幹　事

　大野　俊明（日本画） 　三宅　五穂（1951（昭 26）彫） 　中井　貞次（1954（昭 29）染） 　榊原　吉郎（1957（昭 32）洋）
　金田　勝一（油画）● 　矢田　精治（1958（昭 33）洋） 　芦田　裕昭（1959（昭 34）日） 　伊藤　義明（1959（昭 34）図）
　田中　栄子（版画）● 　舞原　克典（1961（昭 36）洋） 　二階堂　忠（1962（昭 37）洋） 　川口　凱正（1963（昭 38）日）
　金氏　徹平（彫刻） 　佐野　　賢（1966（昭 41）彫） 　古川加津夫（1970（昭 45）Ｄ） 　竹内　三雄（1972（昭 47）彫）
　砥綿　正之（構想設計） 　中野　順二（1972（昭 47）塗） 　出井　豊二（1973（昭 48）Ｄ） 　辻　喜代治（1973（昭 48）塗）
　滝口　洋子（ＶＤ） 　佐藤　敬二（1974（昭 49）Ｄ） 　小山　格平（1976（昭 51）Ｄ） 　岩間　　香（1977（昭 52）日）
　高井　節子（ＰＤ）● 　松尾　　恵（1980（昭 55）染） 　松本　陽子（1982（昭 57）版）● 　市川　博一（1982（昭 57）陶）
　日下部雅生（染織） 　東田　幸治（1983（昭 58）油） 　児玉　靖枝（1984（昭 59）油） 　村岡　幸信（1985（昭 60）日）
　田島　達也（芸術学） 　河原　有伽（1986（昭 61）版） 　茶谷　文子（1986（昭 61）ＰＤ） 　谷本　天志（1989（平 1）油）
　横田　　学（教職） 　安藤　吉準（1989（平 1）構） 　辻野　宗一（1990（平 2）日） 　新田　恭子（1990（平 2）染）

　硲　　康治（1991（平 3）日）● 　安井　健二（1992（平 4）ＶＤ） 　渡邉　野子（1993（平 5）油）
　福岡　　崇（1994（平 6）ＰＤ） 　吉岡　佐知（1995（平 7）日） 　新道　牧人（1997（平 9）彫）
　福本　双紅（1997（平 9）陶） 　正垣　雅子（1998（平 10）日） 　新道　尚美（1998（平 10）陶）
　川越　里美（1998（平 10）陶） 　北里美絵子（1998（平 10）染） 　黒川　彰宣（1999（平 11）彫）
　人長　果月（1999（平 11）構） 　徳永　杏子（1999（平 11）ＶＤ） 　小川久美子（1999（平 11）染）
　閑林　宏祐（2001（平 13）日） 　谷口　晋也（2001（平 13）陶） 　吉岡　千尋（2004（平 16）油）
　井手本貴子（2005（平 17）日） 　谷澤紗和子（2005（平 17）油） 　久門　剛史（2005（平 17）彫）
　佐野　　曉（2005（平 17）漆） 　古川きくみ（2007（平 19）環Ｄ） 　公庄　直樹（2007（平 19）漆）
　中川　愛子（2008（平 20）環Ｄ） 　中村　　潤（2009（平 21）彫） 　萩原　佳奈（2010（平 22）漆）
　村井　　都（2013（平 25）版） 　濱野　志織（2014（平 26）芸） 　多田　晶子（2014（平 26）染）●

●印は新任
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　崇仁地域への移転を控えて、今熊野学舎・沓掛学舎時代の漆工
（塗装）専攻の教育やその成果を漆工（塗装）卒業生・修了生から応
募のあった当時の作品と本学芸術資料館収蔵作品を中心に検証し
ます。

【出展者】
平舘嘉邦、冬木偉沙夫、藤崎誠、内藤拓男、宇野文夫、三木表悦、
新海玉豊、山口秀明、井上隆雄、西村千鶴、望月玉船、大野護、
金子賢司、田村博文、岡崎秀樹、山中晴夫、片山晴比古、阿佐見徹、
後藤健吉、林玖瞠、栗本夏樹、安井友幸、北原美保、村上尚美、
三木啓樂、川端圭介、笹井史恵、金潤姫、都呂須早苗、李東郁、
沈明姫、大矢一成、中村聡美、下條華子、岸野有紀子、宮木康、
染谷聡、鶴岡舞、入澤あづさ、谷川美音、山西杏奈、熊田悠夢、
鄭炳蜜、内海紗英子、福場友美子

　明治42年に開校した京都市立絵画専門学校は、京都市立美術
工芸学校の上級学校として設置されたが、当初絵画専攻しかな
かった。やがて昭和13年になりようやく図案科が設置され、改
組した美術専門学校で図案科は工芸科と改称した。昭和22年従
来の図案科の課程を継承する工芸科図案部に加え新たな課程と
なる工芸科漆工部が設置された。このとき西洋画科と彫刻科も
設置されており、基本的に美術工芸学校との教育課程の摺り合
わせを行ったものと思われる。現在の芸術大学漆工科の直接の
源流は今熊野校地にはじまった。
　美術工芸学校の漆工科は明治28年に設置された。当初は東京
美術学校と深い関係を持っており、京都の蒔絵師が中心となっ

て教員を務めている。戦後は新制高等学校として美術高等学校
となり、日吉ヶ丘高等学校との統合を経て現在の銅駝美術工芸
高等学校に継承された。しかし、昭和23年に美術専門学校に着
任した東京美術学校出身の北村久造（大通）の後任として、美術
工芸学校を退任した京都の蒔絵師平舘酋（嘉邦）が昭和24年に着
任し教程の構築に関わっているところから、両者の教育内容に
継承する部分は多かったと思われる。
　昭和25年美術専門学校が美術大学に昇格すると漆工部は塗装
専攻となり、学部卒業後の進路となる専攻科も設置された。昭
和30年に東京美術学校図案科出身の明石聖一（朴景）、美術工芸
学校卒業の冬木理紗男（偉沙男）が、同35年に工芸指導所から太
田喜久太郎が加わり、長らく1人体制が続いた漆工教育が複数教
員による体制に改められている。昭和38年に平舘が退任すると、
美術大学の卒業生である藤崎誠、新海治（玉豊）が教員となり、
芸術大学改組後の昭和45年には、退任する太田の後任として望
月重延（玉船）が加わって４人教員体制が確立した。戦後は洋塗
装がカリキュラムに加わり、乾漆が比重を高めている。大学が
沓掛校地に移転した昭和55年には、従来の専攻科に代わり高度
な漆工教育の場となる大学院美術研究科が設置され、同年塗装
専攻は漆工専攻に改称した。
　平成5年に退任した冬木の後任として栗本夏樹が教員となり、
以後、平成10年に藤崎退任の後任として山中晴夫が、平成16年
に新海退任の後任として安井友幸が、平成21年望月退任の後任
として笹井史恵が教員となり、芸術大学出身者へ教員の交代が
進んだ。その間、平成12年には大学院に博士課程が設置され、
教育研究体制の整備も進んでいる。大学が公立大学法人に移行
した翌年、平成25年には山中が退任し、大矢一成がその後任と
なっており、加飾、髹漆、乾漆、木工を軸とした教育体制は現
在も継続している。　　　　　 　　（芸術資料館　松尾 芳樹）

2019年度　同窓会展の案内

1959 年 平舘嘉邦「春馬蒔絵飾盆」

2017 年 福場友美子「僕らはまだこの世
界をほんの少し知っているに過ぎない」

現在の沓掛校舎 今熊野校舎

漆工（塗装）専攻の今熊野時代・沓掛時代
を振り返る

漆工専攻のながれ－美術工芸学校から芸術大学まで

2019年11月9日(土）～11月24日(日)<月曜休館>…入場無料
　　　　　　　　　　　　　　11:00 ～ 19:00
京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA
トークイベント
2019…年 11…月 23…日（土祝）13:00 ～ 15:00

漆工専攻の歴史を顧み、今後より一層の発展を期待すべ
く、同窓会員の懇親を深めるため、漆工同窓会を開催い
たします。
同窓会展の展示・トークイベントも併せてご来場下さい。

＜漆工同窓会＞

日時：2019年11月23日（土・祝）
　　　17:00～19:00
会場：ANA クラウンプラザホテル京都

撮影：井上隆雄
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　同窓会では、5年毎に同窓生名簿の内容を補正して発行して
きました。来年2020年が新たな名簿発行の年になり、大学創立
140周年記念名簿として準備に取り掛かっています。基本的に
は従来の名簿編集方針と内容を踏襲する形で発行しますが、そ
の概要をお知らせします。

書　　名： 京都市立芸術大学美術学部同窓会象の会「同窓生名
簿2020」

内　　容：B5版　約500頁
　　　　　 表紙、口絵（カラー写真/大学生活）、学制変革一

覧、刊行に寄せて、祝辞、目次、
　　　　　＜名簿編＞同窓生、在校生、中退者、留学生、
　　　　　＜資料編＞ 沿革史、現役教員、歴代校長学長など、

各校旧教員、同窓会会則、役員名簿、索
引、編集後記、広告、奥付

発行部数：2,000部
発 行 日 ：2020年（令和2年）7月1日
頒布価格： 1冊　4,000円＜事前予約購入は3,500円＞　共に送料込
　　　　　 事前予約購入は、2020年2月から発行日までに申し込み

され、同窓会名義の口座へ代金を入金された方に適用し
ます。購入は、同窓生一人につき1冊と限定します。

掲載事項： 卒業（修了）年、専攻、同窓生氏名（作家名）、住
所、電話、勤務先など。

　　　　＊ 住所、電話、勤務先など非掲載希望の場合はお受け
しますが、氏名は掲載します。

　　　　＊ 掲載内容について2020年2月発行予定の会報（70号）
送付時に掲載内容を記載した返信ハガキを同封しま
す。その内容を変更したい場合、訂正して返信くださ
い。（変更のない場合は返信しないでください）

不明調査： 会報69号を送る時点で送付先不明の方が約1,900名お
られ、そのリストを同封しています。消息をご存じの方
は事務局まで連絡下さい。頂いた情報をそのまま名簿
掲載することは致しません。情報に基づき本人に連絡
後、掲載の確認を取ってから掲載します。

掲載広告： 名簿掲載の企業団体広告を募集します。広告料は次
の通りです。（カラー掲載の場合は、50％増しになります。）

　　　　　B5版全面： 7万円、1/2：5万円、1/3：4万円、
1/4：3万円、1/8：2万円　　広告原稿
は広告主が用意を原則とします。

　　　　　 同窓生の紹介で、その同窓生の氏名を広告面に入れ
ることで1万円を割引します（複数可）。ぜひとも多
くの同窓生のご協力を賜りますようお願いします。

　　　　 ［連絡先］
　　　　　事務局：☎090-7353-6999　 FAX 075-334-2218
　　　　　　　　　メールoffice@kyogei-ob.jp
　　　　　　　　　担当者：開本恭子

「同窓生名簿2020」の発行と事前予約の受付

名称は、フェアの部分をオークションなど、若干変更する予定です。

開催趣旨
　京都市立芸術大学は、2023年（令和5年）にJR京都駅東側エリ
ア、崇仁地域にキャンパス移転を予定しています。2018年末に
発表された移転整備基本設計は、設計者、大学、京都市の三者
が1年以上にわたって対話を重ねた結果生まれたものです。この
ように、大学が自ら強い意志を持って未来に進んでいく様子に、
美術学部同窓会象の会としても、できる限りの支援をしたいと
感じております。そこで、来るべき時代の新しい芸術大学を作
り上げると言う、私たちの母校が直面しているこの大きな仕事
への協働の一つの形として「京都芸大同窓会アートフェア2020」

（仮称）を開催いたします。

若干の経過
　この度の「京都芸大同窓会アートフェア2020」（仮称）開催は、
2016年3月に開催した同フェアの2回目となります。前回も大学
移転支援を目的に、堀川御池の芸大ギャラリー＠KCUAで9日
間開催し、同窓生248人から317点の作品を出品いただきました。
落札金額の中から1,000万円を大学へ寄付し、美術教育に必要な
設備備品の充実に役立てていただくようお願いしました。

　それから4年が経過し、前回確認した「5年後にも大学移転支援
のためオークションを開催しよう」という計画を実現させること
にしました。

開催の概要（案）
　本概要は、まだ決まったわけでなく、具体的な内容となって
いません。これから実行委員会で論議し決めていくことになり
ます。決まった内容は、来年2月発行の会報象70号でお知らせ
します。
・開催時期　　2021年1月5日（火）～11日（月）ごろ
・搬入準備　　2020年12月中旬～下旬
・会　　場　　 京都市堀川御池ギャラリー全館　（芸大ギャラ

リー@KCUA）
・その他　　　 詳細は未定です。
　今回も多くの同窓生をはじめ、美術愛好家、コレクター、画
廊などのご協力・ご支援を得て、前回以上の成果をあげられる
よう努力いたします。
　同窓生の皆様、ぜひとも貴方の作品を出品いただき、後輩た
ちを育てる力になって下さいますようお願い申し上げます。

「京都芸大同窓会アートフェア2020」（仮称）開催のお知らせ
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2018年度同窓会展
2019年2月16日（土）～3月3日（日）　京都市立芸術大学ギャラリー＠KCUAにて
	 主催：京都市立芸術大学美術学部同窓会象の会、京都市立芸術大学

長尾朋子
「10・01 の地図」
油画／ 1998 年制作

三浦洋子
「遠くの眠り」
油画／ 2000 年制作

松本　尚
「“THE NUCLEAR AGE” ポスター原画」
デザイン／ 2000 年制作

丸橋加奈子
「未来を奏でる素晴らしい情熱」
ビジュアルデザイン／ 1999 年制作

長谷川誠子
「ハゲワシ」
日本画／ 1997 年制作

松井紫朗
「FLOWER VASE」
彫刻／ 1986（2017−19 修復）年制作

堀部恵美子
「イミテーションとエンハンスメント」
版画／ 1999 年制作

三宅砂織
「水たまり」
版画／ 2000 年制作

野村陽子
「わたしのはなし」
日本画／ 1997 年制作

中村七海
「樹閑」
日本画／ 2000 年制作

米増由香
「ぬばたまの闇」
版画／ 2000 年制作

森下希和子
「ビルマの土」
日本画／ 1991 年制作

撮影：大島拓也
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「京都市立芸術大学作品展」同窓会賞受賞作品（11点）
2018 年度

増殖
高瀬　葵
美術研究科 絵画専攻 日本画　2回生　

Overlap…02-02
武田　紗也加
美術科　油画専攻　4回生

労働について語るときに彼女の語ること
関　雄輔
美術研究科 絵画専攻 構想設計　2回生

Trace…-Hydrangea-
武雄　文子
美術研究科 絵画専攻 版画　2回生

Repetit ive…Activity
野村　由香
美術研究科 彫刻専攻　彫刻　2回生

祈り
冨浦　智里
デザイン科 ビジュアル・デザイン専攻　4回生

Couper
吉田　悦子
美術研究科 デザイン専攻 プロダクト・デザイン　2回生

ボンボニエール
前田　あかね
工芸科 陶磁器専攻　4回生

あゆみ
髙橋　菜摘
工芸科 漆工専攻　4回生

明けわたる　さいごの晩と　ハイタッチ
山本　紗佑里
美術研究科 工芸専攻　染織　2回生

＜論文＞
飛鳥時代の仏教美術における着甲像の図像に関する考察
―法隆寺金堂四天王立像と中国・朝鮮半島の作例比較を中心に―

柴田　晶子
美術研究科 芸術学専攻　芸術学　2回生

会期＝2019年2月8日～11日　会場＝京都市立芸術大学構内、元崇仁小学校
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2017年（昭29）美術科油画専攻卒業

＜場所を変えると見えるもの＞

　私は、京芸卒業後、2年間京都・山科の共同アトリエで制作活

動を経た後、今年4月から愛知県立芸術大学大学院博士前期過程

油画・版画領域に進学しました。

　学部卒業後２年という時間を取ったのは、自分で自分の制作

のこと、作品のこと、生き方のことを考えたいと思ったためです。

　この時間をとることで自分の問題意識が明確になり、私にとっ

てとても有意義なものとなりました。これは一重に、共同アト

リエを始め、京都で出会った方々のお力添えのお陰です。

　愛知に行くことで、京芸の良さを客観的に見ることができま

した。

　今私は、大学院では絵画と空間の関係性について研究してい

ます。

　これからも京都で学んだからこそ得た視点でもって、絵画に

向き合い続けていきたいと思っています。

有
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 保
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行
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1973年（昭48）工芸科陶磁器専攻卒業

有
あり

岡
おか

 登
と

美
み

1973年（昭48）工芸科染織専攻卒業
1975年（昭50）同　専攻科卒業

　1973年に京都芸術大学を卒業して早４６年が経ちました。卒業
後私は嵯峨美術短期大学生活デザイン科に、登美は大垣女子短期
大学デザイン美術科、幼児教育科にそれぞれ教員として勤めて
いました。約20年前に京都郊外にあった住まいを、互いの通勤の
中間点として滋賀県の五個荘町（現在の東近江市）に移しました。
五個荘町は近江商人発祥の地であり、古い町並みが今も残るこの
地に魅力を感じていましたところ偶然にも五個荘町内に築二百年
の近江商人の旧宅を手に入れることが出来ました。定年退職を
機会に、ここを拠点として地域の魅力や芸術文化を紹介出来る
ギャラリーとして、2011年夏に画廊と喫茶と雑貨店の三つの部門
を設置したcafe&gallery Hakmokren（ハクモクレン）をオープン
いたしました。幸いギャラリーの方は京芸大の同級生や先輩、
後輩の助けを受けながら、年間７回ほどの企画展を開催して参り
ました。これも早9年目に入りました。古い和の空間に立体作品や
平面作品を展示する度に和空間の落ち着いた魅力と展示作品との
調和を発見しています。今までは制作発表する立場であった我々
が今は地元の若い作家や活躍する作家を紹介する立場になり、日々
勉強の思いで過ごしております。 （有岡保行）

同窓生が同窓生を紹介し、リレーしていく近況報告のコーナーです。懐かしい人と
出会う楽しみ、いつか自分に廻ってくるかも知れないドキドキ感のある連載です。

象の会・いろあわせ

次号に紹介される方は、

加
か

納
のう

　明
はる

香
か

さん
2017年（平29）美術科油画専攻卒業
2019年（平31）絵画専攻（油画）修了です。

次号に紹介される方は、

奥
おく

村
むら

 壽
とし

春
はる

さん
1971 年（昭 46）工芸科陶磁器専攻卒業
1973 年（昭 48）同　専攻科修了です。

❾

●前号でお知らせしていた藤原 信さん（1962 年彫刻卒）の掲載は、
ご本人が急逝されたため、編集者でバトンを金田恭明さん（1973
年陶磁器卒）に渡しましたが、金田さんから同級生の有岡さんご
夫妻にリレーされました。

ギャラリーにて　登美さん

ギャラリーハクモクレン内部
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新任のあいさつ
油画研究室　特任教授（油画）
児玉 靖枝

　本年4月より油画研究室特任教授として着任いたしま
した児玉靖枝です。赤松玉女教授の学長ご就任に伴い、
学長任期の4年間油画研究室の学生指導をお預かりする
ことになりました。私は1980年に本学に入学しました。
本学100期生、真新しい沓掛学舎でのスタートでした。
大学院修了後は総合基礎、教職研究室、油画研究室で
非常勤講師として2003年まで、その後も関西の美術系
私立大学で学生指導に携わりながら、美術館企画展、画
廊での個展を中心に創作活動を展開し、近年は日常の中

の非日常的な出会いを絵画体験と重ねながら具象絵画の
中の抽象性を際立たせることで、存在に対する〈まなざ
し〉を問う試みを続けています。2023年の学舎移転を控
え、社会・世界に向けて開かれた芸術大学へと更新を目
指す京都市立芸術大学に於いて、とうに終焉を宣告され
た「絵画」の可能性を、如何に開き、伝え、共に研究して
いけるのか、自問しながら努めていきたいと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

版画研究室　准教授（リトグラフ）
田中 栄子

　1995年に本学の大学院を修了後、作家活動をしな
がら複数の大学で版画や絵画の指導に携わってきまし
た。2003年に博士課程で学ぶ事となり、再び学生生
活を送りながら、大学で教える仕事、作品制作、子育
てとの何足ものワラジを履くカオスな生活の中、木村
秀樹先生や大西伸明先生、多くの先生方に助けていた
だき博士課程を修了する事ができました。そして今春
より、出原司先生の後任として再び版画専攻に戻って
参りました。私の専門とするリトグラフの特徴は、ア
ルミ版でも石版でも「描いたまま」が版になることです。
版を制作する事が同時に「描く」ことや「何をどう描くの
か」という絵画表現の本質的な部分もあわせて考える
必要があります。リトグラフの技法的な事だけではな

く、絵画や版画作品を制作してきた作家としての自身
の経験や実感を対話を通して伝えていくことで、学生
のより豊かな創作活動に導く手助けが母校でできれば
と願っています。さて、私の京都芸大での最初の仕事
は移転後のリトグラフ工房の設計でした。いくつかの
芸術大学の版画工房を見学させていただき、そこで教
えておられる先生方からアドバイスをいただいて、よ
り使いやすい工房を目指しました。本学の版画専攻を
創設された吉原英雄先生も同じように工房設計をされ
た事を思うと責任重大!ですが、吉原先生が培われた自
由・闊達・柔軟な気風を引き継ぎ、作品によって社会
へ広く発信していくことができる表現者を育む環境に
したいと思っております。

陶磁器研究室　講師（現代陶芸・陶磁器デザイン）
若杉 聖子

　この度、４月より新しく着任致しました若杉聖子と申
します。磁器の型を使った鋳込み技法で白磁にこだわり、
うつわからオブジェまで幅広く制作しております。最近
では、工芸のジャンルを超えてコラボレーション制作や、
母校でのワークショップなど開催しております。
　近畿大学文芸学部で４年間やきものを勉強した後、多
治見市陶磁器意匠研究所を修了、美濃焼の製陶所デザ
イナー勤務を経て、作家として個展を中心に活動して
参りました。近大で最初にやきものの基本を教えてくだ
さった先生方は、みな京都芸大出身で、制作に向かう姿

勢と思想には吉田隆先生と石田有作先生の存在が大き
く、京都芸大はずっと憧れの存在でした。着任してから
間もないですが、個性的な学生と先生方に囲まれて、新
しい発見と驚きで刺激的な日々です。
　制作活動を通して様々なご縁を頂く中で、勉強させて
頂きながら自身の表現の可能性を広げて参りました。こ
れからは京都芸大を拠点に、さらなる研鑽を積み、学生
のみなさんとともに、新しいやきものの可能性と、やきも
のを通した社会との繋がり方を探ってゆけたら幸せです。

日本画研究室　講師（絵画）
谷内 春子

　森のような樹々の間を抜けてアトリエ棟に向かうとき、
教員として赴任して三ヶ月たとうとしている今も、未だ
にふとした瞬間に不思議な感覚に陥ります。学生時代と
変わらない時間の流れ、その引力のようなもの、うごめ
いているものの正体は何なんだろうと、つい思いをめぐ
らしてしまうのです。この場所特有の曖昧な時間と空間
が秘めている、未知の力がここにはあるように思えてな
りません。それに日々触れながら、学生が制作に格闘す
る姿は頼もしく、そして羨ましくもあります。
　私は2015年に博士課程を修了し、その一年後嵯峨美
術短期大学で専任として勤めたのちに、こちらに戻って

くることになりました。懐かしいと思う部分も多い反面、
教員と学生とでは、やはり随分と違いがあって、新鮮に
感じる毎日です。
　他大学での経験は、様々な場面で、日本における美術
や文化といったものの危機的な状況を痛感することが多
かったのですが、ここではこの森に守られているのか、
その喧騒からはまだ距離があるように感じています。
　これから移転を控えていますが、なんとかこの未知数
ともいうべき曖昧な時間と空間は、そのままにと願って
います。とはいえ、私自身が未知数といっても過言では
ありません。何卒よろしくおねがいいたします。
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総合芸術学研究室　講師（建築・現代美術）
砂山 太一

　私はこれまで2014年度より5年間、総合芸術学専攻
の特任講師を務めさせていただき、この度、2019年度
より専任講師として京都市立芸術大学にお世話になる
ことになりました。彫刻と建築をバックボーンに、制
作から企画、批評まで、幅広く活動をおこなっています。
特に20世紀後半から現在にかけての現代美術やデザイ
ンに関する歴史的・文脈的な研究、および、21世紀以
後の先端技術を用いた制作の理論的かつ実践的な検証
を専門としています。私の出生地は洛西ニュータウン
の福西です。18才まで洛西にいました。幼少期より京

都市立芸術大学はいつも身近な大学として感じていま
した。その後、東京、パリと大学や建築事務所勤務の
時を過ごしたのですが、京都市立芸術大学の特任講師
として赴任したときは、原点回帰というか、とても感
慨深く、ある種の必然性を感じました。
　この度、私の強い夢でもあった京都市立芸術大学の
専任講師に着任することができ、嬉々たる思いである
とともに、この身に課せられた責任に身を引き締めつ
つ、さらなる精進に励んでいきたいとおもいます。

陶磁器研究室　特任講師（やきもの）
上田 順平

　「京芸って三回生から一人で窯たいてるらしいで！」　
他大学の三回生の時に聞いたその一言は、研究室の指導
の元、15人で一つの窯を焚いていた私には衝撃でした。
その事実？に驚き、その年の京都市立美術館の卒業制作
展を見に行くと、そこには予期せず、卒業制作に混じっ
て三回生の進級課題というより作品といった方が相応し
いような、焼きものによる様々な表現が混在して並んで
いました。そして、展覧会で活躍する現代陶芸？の旗手
達が教鞭を取っている事も知り、いつからか、京都芸大
の陶磁器専攻に対して「やきもの表現の虎の穴」といった
イメージを持つようになりました。記念受験の院試にて、
運良く沓掛の虎の穴に足を踏み入れたのが、15年前に

なります。 9年ぶりの虎の穴は、口径、奥行き、深さ、
そこで特訓する虎子の雰囲気も少し変化したように感じ
ます。時代も大学機関を取り巻く環境も変様し、虎の穴
に求められることも、京都芸大に求められることも大き
く変ってきていることを日々実感しています。
　崇仁の虎の穴と京都芸大は、やきものの世界にとって、
京都、日本、世界にとって、どの様な存在になりうるでしょ
うか。節目の前の3年という限られた期間の中で自分に
何が出来るのか、与えられた課題と時間を大切に、現在
の芸術教育とやきもの表現の可能性を学生達と共に探求
したいと思います。幅広い視野を持ち、虎視眈眈と、願
わくば、自主性と多様性を保持しつつ…。

令和元年度後期 芸術資料館収蔵品展（2019.9 〜 2019.12）
　開校135年を越える本学の教育史において、当館の収蔵品は蓄えられてきました。今年は、第1期では当館が収蔵する版画作品を展
示しました。近年元教員から寄付されたものや、本学の版画研究室が1975年頃から収集していた国内外の版画を紹介しました。第2期
では、江戸から明治にかけての弁当箱コレクションや、大川織物西陣織資料、西山翠嶂や黒田重太郎、藤本能道ら本学ゆかりの作家の
作品を昨年度の新収蔵品として学内初お披露目しました。第3期では、小合友之助や佐野猛夫、三浦景生など本学元教員たちのろう染
め作品を展示しました。9月からは以下の展示を開催しますので、皆様のお越しをお待ちしております。

第4期 「掛図と標本－美術工芸学校の教材」
9月17日（火）～10月20（日）

美術工芸学校には、明治中期以
来絵画、図案、彫刻、漆工の四
つの専攻が置かれました。その
教育では写生や模写をはじめと
する実技が大きな比重を占めま
したが、歴史や理科といった教
養を深める授業も重視されまし
た。その教育の場で活躍したの
が、肉筆による掛図や台紙貼さ
れた標本です。教養教育を支え
た資料を、初めてまとまった形
で紹介します。

谷口香嶠
《兜沿革図（戦国時代及び兜形式）》
1910年

　模写は古くから絵画の学習におけ
る一手段や、貴重で実見が難しい
本物の代用品などの役割を担ってき
ました。近代以降はその目的・役割
が変化し、それとともに様式も変遷
しています。変わらないものの代表
のように見える古画の模写ですが、
実は極めて歴史的な産物なのです。
　当館には、江戸時代から平成まで、
数多くの模写が所蔵されています。
これらを読み解くことで、人の手で
うつし伝えられてゆくものの可視化
を試みます。

第5期 「模写を読む－画家は何をうつしてきたのか」
10月26日（土）～12月1日（日）

村上華岳《釈迦成道図》（模本）
1912年
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● 今夏も猛暑に見舞われ、ニュースでも「危険な暑さ」とも表されま
したが、同窓生の皆様はいかがお過ごしでいらっしゃいました
でしょうか。

● 新元号「令和」となり、初めての会報の発刊となりました。鷲田
清一先生のご退任後、赤松玉女先生が新理事長・学長に着任され、
新体制での新しい節目の年ともなりました。

● 大学移転整備につきましては、2019年度に実施設計が完了し、
2020年～22年度にかけて建設工事、2023年度には新キャンパ
スの供用が開始される予定で進められている模様です。念願
であった同窓会事務所もしっかりと計画に組み込まれ、事務
棟の2階に設置される運びとなっています。

● 今年も11月2日（土）～4日（月）芸大祭が開催されます。今年で
7年目を迎えるはずであった同窓会「象の店」は、今年の芸大祭に
飲酒に対する規制案が提示されたため、一旦、休店することに

同窓会関係者や同窓生を名乗って、個人情報を聞き出したり、
物を売りつける事例がありますのでご注意ください
　同窓会からの案内は、同窓会の所在地（大学内に設置）や電話番
号が正しいことを必ず確認して対応ください。不審な点があれば
同窓会へ電話ですぐに問い合わせてください。

「同窓生名簿2015」の頒布について
　「同窓生名簿2015」は本年度で頒布を終了致します。（「同窓生名
簿2020」は2020年7月に発行予定です。）2015年版をご希望の方
は、代金3,500円（送料込）をご送金ください。但し、既に購入済の
方の追加購入（2冊目）はできません。

振込先：郵便局に備え付けの振替用紙（青色）を使って送金ください。
口座番号：01030-7-12844
加入者名：京都市立芸術大学美術学部同窓会
通信欄： 同窓生名簿2015購入と記載の上、氏名、卒業年、専攻、

住所（送付先）、電話番号をご記入ください。

● 同窓会後援名義使用
　同窓会会費を納入されている会員が主宰する作品展など（個展、
グループ展）で同窓会の後援名義使用を希望される方。

● 展覧会の案内、情報をお寄せください
　同窓会へ送っていただいた展覧会の案内や情報は、同窓会ホー
ムぺージや会報に掲載しています。

● 満80歳以上の会員で会費免除を希望される方はご連絡ください
　過去10年間、同窓会会費を連続して納入いただいていた満80歳
以上の会員で希望される方は、年会費を免除できます。

● 氏名、住所、電話、FAXなどを変更された時
　お忘れになると会報などの情報をお届けできなくなりますので、
郵便、FAX、メールなどの方法でご連絡ください。同窓会ホームペー
ジの住所変更フォームからも変更できます。

なりました。この6年間に湯豆腐と美味しいお酒を提供し、卒業
生、教職員、学生にとっての交流の拠り所としての役目を果たし
てきた大切な場であっただけに、開店できないことは残念なこと
です。今後、同窓生が楽しく集える場として、どのような形が
よいのかをしばらく模索することになります。

● 本報に同窓生便り『部活／記憶の彼方』を紙面の都合上掲載する
ことができませんでしたが、次号に「軟式テニス部」について掲
載したいと考えております。かつての部員の皆様からのご投稿、
写真などをお待ちしております。

● 最後になりましたが、本報69号発刊にあたり、記事を執筆してい
ただきました方々に厚く御礼申し上げます。今後とも皆様のご投
稿、ご意見、ご要望をお寄せいただきますようお願いいたします。

（ 会報編集委員長：阿部　緑 ）

201908-7000

● 上村会長の発案でスタートし、6年間続けてきた芸大祭模擬店「象
の店」が、残念ながらこの秋は休店することになりました。来年
以降どうしていくのか？　同窓生の知恵もお借りしたいと思いま
す。意見を事務局までお届けください。

● 来年2020年、母校の創立140周年を迎えます。同窓会象の会で
は、記念事業として「同窓会アートフェア2020」（仮称）の開催、「同
窓生名簿2020」の発行を予定しており、本年度から実行委員会
を立ち上げ準備に取り掛かります。

● 令和となり、今まで発行してきた会誌象や同窓会報がずいぶん
溜まってきましたので、今年中に合本製本して散逸を防ぎたい
と思います。

● 本年4月に大学副理事長の異動があり、長年お世話になった
淀野　実さん（世界人権問題研究センターへ）から、上田　誠
さん（京都市産業観光局長から）に交代されました。よろしく
お願いします。

● 来年2020年は、5年に一度の「同窓会象の会」の総会開催の年に
なります。同窓生全員に改めてご案内しますが、ご予定くだされ
ば幸いです。

　総会の日程：2020年7月5日（日）11:00～
　　　　　　　「ホテル日航プリンセス京都」にて

同窓会会費の納入をお願いします
　会費の納入状況は同封の払込取扱票に印字されていますので、未納の方は納入下さいますようお願いいたします。

事務局だより

編集後記

次の場合は、事務局までご連絡ください

12


