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絵 画02 絵 画 03

佐藤  麻里子 Sato  Mariko 研究生・油彩 岩本  峻太朗Iwamoto  Shuntaro研究生・油彩

・ shimmering air       112×162   キャンバス・油彩

・ 反映する世界       162×162   キャンバス・油彩

・ 呼吸       162×130.3   キャンバス・油彩

・ 街       162×194   キャンバス・油彩

・ 道       116.7×116.7   キャンバス・油彩

境界       130.3×194   キャンバス・油彩

仮想的な光       194×162   パネル・油彩



絵 画04 絵 画 05

高井  里枝 Takai  Rie 研究生・油彩 野中  さとりNonaka  Satori研究生・油彩

密室の庭       112×145.5   キャンバス・油彩

・ jardin vert       91×91   キャンバス・油彩

・ 幸福な帰路       130.3×162   キャンバス・油彩

・ まどろみ       130.3×162   キャンバス・油彩

・ ささやき       194×130.3   キャンバス・油彩 ・ 内       130.3×194   キャンバス・油彩

・ 散る       130.3×162   キャンバス・油彩

・ しだれ       162×130.3   キャンバス・油彩

・ 柔らか       162×130.3   キャンバス・油彩

きらめき       130.3×162   キャンバス・油彩



絵 画06 絵 画 07

宇佐  美鈴 Usa  Misuzu 油彩

群像Ⅱ       162×162   キャンバス・油彩

王  子駿Ou  Sisyun油彩

Self portrait 2015       162×162   パネル・油彩、テンペラ

・ 蒼の群像       130.3×162   キャンバス・油彩

・ 赤の人物       130.3×162   キャンバス・油彩

・ 群像Ⅰ       162×130.3   キャンバス・油彩

・ 人物Ⅰ       162×130.3   キャンバス・油彩 ・ 死物       60.6×91.0   パネル・鉛筆、インク

・ 静物Ⅰ       31.8×41   パネル・鉛筆、インク

・ 静物Ⅱ       59.4×84.1   紙・鉛筆



絵 画08

松下  依里香 Matsushita  Erika 油彩

海の中       130.3×194   キャンバス・油彩

・ 昼  間       162×162   パネル・油彩

・ 眠  り       130.3×162   パネル・油彩

・ 休  憩       162×130.3   キャンバス・油彩



10 VCD VCD 11

JIROMARU MAYU 次郎丸　まゆ WAKABAYASHI MIKI 若林　美希

『　架空のアイドルのプロデュース　』

わたしは、アイドルが好きです。
可愛くてカッコ良くてキラキラ輝いているアイドルが
好きです。この卒業制作で、わたしはアイドルになれ
て、夢が叶いました。
みなさんにキラキラを届けられたら嬉しいです。

『　くらしのすいぞくかん　～癒やしとくつろぎをテーマにした
　　　　　　　　　　　　　　　水族館のビジュアルデザイン～　』

水族館が好きで、疲れたときには水族館で心を休める
こともありました。
その時に思った様々な事を元に、癒やし、くつろぎを
テーマにした新しい水族館を自分なりに提案してみた
いと思い制作しました。



12 VCD VCD 13

TSUKUMI RINA 津久美　里奈 KAI MIZUHO 甲斐　瑞保

『　ドライフラワーを題材としたアクセサリー制作と展示　』

ドライフラワーを使用し、イヤリングやバレッタ等の
アクセサリーを制作しました。普段使いはもちろん、
飾るだけでも可愛いものができたと思っています。花
の新しい一面を見せることができたら幸いです。

『　切り絵　』

幼い頃から工作が好きでよく物を作ったり、切り抜く
作業をしていました。
その中でも切り絵のシャープな線や切り口、色のコン
トラストに魅力を感じました。
制作展では、切り絵らしさに加え白黒だけではない色
を使い好きな動物の切り絵を制作しました。



14 VCD VCD 15

CHENG JUNZE 程　駿澤 SHOU KAIEN 蒋　海燕

『　牡丹魂　Soul of Peony　』

私は中国洛陽出身です。地元で一番有名な花は牡丹
です。
私は小さい頃から牡丹が大好きです。
今回の卒業制作は、自分で描いた牡丹柄を使用して、
様々な自作３D模型に付けました。

『　私が好きな日本の風景　』

私は昔から細かい、手細工品、手作りが好きで、今回
は日本の風景を細かいビーズ絵で作りました。完成し
た作品は自分の家の壁飾りに出来ます。また、ビーズ
絵の新しい表現により別府を描くことが出来ました。



16 VCD VCD 17

OU TEN 王　典 TAKAHASHI HARUKA 髙橋　明花

『　私が好きな別府の風景　』

別府に来て４年程過ごしました。別府は静かで住みや
すい町なので、とてもこの町が好きです。
この事がきっかけで、卒業制作では「私が好きな別府
の風景」をテーマにした写真集を制作しました。自分が
好きな別府の風景を皆さんに見て頂きたいと思います。

『　キャラクターデザインと商品展開　』

妖怪やドラゴン、少し癖のある人間達が仲良く一緒に
暮らしている･･･。
そんな私の世界を「キャラクターデザインと商品展開」
というテーマで表現しました。ちょっと不思議でメル
ヘンな世界を楽しんで頂けたら幸いです。



18 VCD VCD 19

YOU SEN 楊　茜 TAKAHASHI HIROAKI 高橋　啓明

『　上海イメージ　－ネイルアートデザイン－　』

私のふるさとは上海です。上海にいるときから、ネイ
ルアートがとても好きでした。
卒業制作ではネイルアートを制作しました。
「上海の四季」「上海の祭り」「上海の娯楽、レジャー」
「上海の観光名所」この４テーマをネイルに描きました。
身近に上海の良さを感じてほしいです。

『　架空の世界観での絵本　』

作品のコンセプトは「架空の世界観での絵本」、つま
りファンタジーな絵本を作ろうというものです。理由
はいくつかありますが、一番はこの４年間で描いた作
品を整理していた際に気づいたファンタジーを題材に
した作品の多さです。
100枚近い作品群のファイルを開いた時、締め括りと
してこれ以上ないテーマを見つけた気分でした。是
非、手に取って頂ければ幸いです。



20 VCD VCD 21

RYU ENKYOU 劉　艶侠 DILSHAN PEIRIS ディルシャン　ピーリス

『　オリジナルコンバース　』

私がコンバースが好きで、「オリジナルコンバースを
作ったら？」という思いがきっかけになって始めたこ
の卒業制作。
４つのテーマを基に仕上げました。
少しでも皆さんの目にふれていただけたらと思います。

『　Mr. Me　Creativity　』

私の３番目の視点で、自分のアイディアを、自分の特
技となるイラストレーター、フォトショップを利用
し、多くの方々に見せるため「Mr. Me」のテーマのも
と作成した作品のコレクションです。



22 VCD VCD 23

YOU MUEN 姚　夢圓 RI JYUBUN 李　樹文

『　Travel to　別府　ウェブサイトデザイン　』

別府には様々な観光地がそれぞれの場所にあります。
地元の人でも知らない所があり、それ以上に県外から
の観光客は知らない所が多いと思います。
卒業制作では、観光客向けのウェブサイトを作りました。
別府の観光資源をまとめて紹介します。

『　Dream Ocean　』

私の夢について人々が喜ぶデザインを作りました。
私が作ったデザインがいつか認められ、技術を高め、
デザインの業界でデザインのプロになりたいです。



24 VCD VCD 25

FUKUI MASASHI 福井　眞志 KA RO 何　露

『　地元PR　－パッケージデザイン－　』

私は、22年間過ごしてきた地元、日出町をPRすること
を目的にお酒を中心にパッケージの制作を行いまし
た。年々人口の増加する日出町の良さを作品を通して
感じて頂き、訪れるきっかけに繋がればと思います。

『　wedding candle design　』

手作りすることが好きで友達にプレゼントとしてあげ
ることもありました。
「カワイイ！ありがとう」と喜ばれると自分でデザイ
ンをすることが楽しくなりました。卒業制作をきっか
けに「wedding candle」をテーマとして結婚式の身の
回りものをスイーツやクリームをイメージしたデコ
レーションに仕上げました。



26 VCD

RI GOU 李　豪

『　故郷・南京　』

外国人や、南京出身ではない人に、また、もっと南京
を知りたい人に自分の故郷・南京の歴史や文化と風
景、そして南京の過去と現在を知ってもらいたいです。
私の作品は、南京で有名な場所の写真を使い南京の変
化を展示しています。より多くの外国人に私の故郷を
知ってほしいと思います。



（ストーリーマンガ 29P）

『crush』

　今回卒制に取り組むにあたって、当初はアクション
系にしようと思っていたんですが、何を思ったか結果
的にホラーになってしまいました（汗）。自分自身、
あまりストーリーを考えるのが得意じゃないので、あ
れやこれややっているうちに、ページは増えるわ話は
複雑になるわで、まとめるのにとても苦戦しました。
なんとか形にはできたので、読んでもらえると幸いで
す。（笑）

CA CA

Imaoka Kouichi 今岡　滉一

28 29

（ストーリーマンガ 16P）

『Break Out』

　大学の総まとめになる卒業制作は、 自分が大学で学
んだこと・経験をマンガで表現したいと思い、大学野
球を舞台に描きました。一番時間がかかったのが、ス
トーリー考案とネームでした。頭の中でなんとなく描
きたいと思っていることを、実際に形にするまでが難
しいと改めて感じました。絵は下手ですが、今できる
ベストを尽くしました！

Arakaki Takuma 新垣　拓丸



（オリジナルストーリーを作成し、
FLashにてアニメーション制作（ムービークリップ））

『Linaria』

　欠陥アンドロイドが、自分を拾ってくれた博士に恋
をして悩む話です。タイトルに使用しているリナリア
の花言葉は、「私の恋を知ってください」です。家族
愛と恋情の中間のような、不器用な雰囲気を感じてい
ただけると幸いです。

CA CA30 31

（ストーリーマンガ 32P）

『太陽の花』

　最初の案はもっと短く四年の集大成としては稚拙
だったため、提出ぎりぎりまで試行錯誤してこうなり
ました。自分に対するメッセージも盛り込んだら思っ
たよりボリュームが出てしまい、詰め込みすぎた気も
しますが、どうか最後までこの人たちにお付き合いく
ださい。

Katano Misato 片野　実里 Kugimiya Aika 釘宮　愛花



（ストーリーマンガ 28P）

『FIST BUMP』

　わたしは人間以外のキャラクターが好きです。今回
は特に好きなケモノとよばれる獣人の話にしました。
いつもは、ファンタジーの世界にそういったキャラク
ターを登場させていましたが、今回は現代の世界を舞
台にアニメの「名探偵ホームズ」のような擬人化され
た犬が人間のように生活している話にしました。現代
が舞台ということもあり親子のちょっとした話でス
トーリーを考えて制作しました。

CA CA32 33

（ストーリーマンガ 32P）

『angrowler－エイングローラー－』

　「あー大人になりたくない。」だって体は成長しても
中身はいつまで経っても成長しないんだから。「成長…
したいなぁ。」そんなモラトリアムが制作の一歩目で
した。「angel（エンジェル）」と「grow（グロウ）」で
「angrowler」と名付けました。Kudou Mai 工藤　麻衣 Sawaki You 佐脇　陽



（ストーリーマンガ 24Ｐ）

『回便』

　この物語は実話を元にしたフィクションです。それ
まで築き上げた立場も何かひとつの失敗によって崩れ
落ちることがあります。今回はそれを題材にしました。
お下品な内容ですが、最後まで付き合ってもらえると
ありがたいです。またみなさんにこんな悲劇が起こら
ないことを、心よりお祈り申し上げます。

CA CA34 35

（ストーリーマンガ 34P）

『夢想伝心～After Days ～』

　私は大学生になって色んな所で学んだことを漫画に
したいと思い、この夢想伝心という物語を作りまし
た。私自身が言われたこと、感じたこと、考えたこと
を漫画にしています。これを見てくれた人が少しでも
理解して共感してくれたらと思いそして夢を持ってい
るのなら諦めず色んな人と支えあって叶えてほしいと
思いながら作った作品です。

Seino Keisuke 生野　佳祐 Yamamoto Ryuku 山本　龍駆



（ストーリーマンガ 16P）

『Something to tell you』

　いつも考えていることを言葉にしたかったのです
が、普段しないことをいきなり実践するのは難しいよ
うです。色々つめ込んだり考えたりしたような気はす
るのですが、見返すと絵もストーリーもましな方法が
あった気がします。言い訳のような、夜中に書いた日
記のような、コメントになりましたが、欠片でも伝わ
れば幸いです。

CA CA36 37

（ストーリーマンガ 20P）

『卒業～別れない～』

　この作品は、私自身の実話を物語化したものです。
主人公の氷さんと光さんは私と彼女です。私たちは、
昨年６月に結婚しました。私は、全ての人が自分の愛
する人を大切にすることを願います。

Den Ya 田　野 Tanaka Mika 田中 海香



／絵画

／デザイン

／マンガ・アニメーション
38



諫山 創　作『進撃の巨人』の文化史的考察
－製作過程・巨人の表現・ドイツ文化受容を中心に－

　論者は以前より日本の漫画、アニメーション等の
サブカルチャーに大きな関心を寄せていた。なかで
も大分県出身の漫画家諫山創氏原作『進撃の巨人』
（以下本作品）に対してストーリー、舞台設定が魅
力的であると感じていた。本作品は現在も講談社
『別冊少年マガジン』に連載中のこともあり、これ
まで学術的研究の対象としての例はほとんどない。
本論では、これまで出版されてきた原作漫画をは
じめとする本作品の関連文献、考察本、インター
ネットの情報、さらに別府大学生を対象に実施し
た作品認知度に関するアンケート調査の結果をも
とに、本作品の製作過程、巨人の特色、ドイツ文
化の受容に関して考察した。
　第１章では、本作品が連載に至るまでの過程とメ
ディア展開、国内外の評価の考察を行った。本作品
は新人作家によるデビュー作であり、老若男女幅広
く支持を受けている。その人気は掲載誌に留まるこ
となく、テレビアニメや実写映画、美術館での展覧
会など、芸術の面にまで広がり、海外での展開も
行われている。アンケートの結果では過半数以上の
学生が一度は読んだことがあると答えており、認
知度に関しても確かなものと言える。その一方で、
作中におけるグロテスクな描写に対しての否定的
な意見や、作品の影響からなる犯罪を懸念する声
も多く認められた。
　第２章では、本作品のルーツに関して考察を行っ
た。諫山氏が過去に影響を受けたとされる様々な
ジャンルの作品の中から、真倉翔原作、岡野剛作画
の学園ホラー漫画『地獄先生ぬ～べ～』、皆川亮二
作画、七月鏡一原案協力のSF漫画『ARMS』、ゲー
ムメーカー âge発表の恋愛アドベンチャーゲーム
『マブラヴ・オルタネイティブ』に注目して本作品
と比較し、その結果、普段私たちが過ごしている

のと何ら変わらないような日常生活が突如にして
奪われ、翻弄しながらも果敢に立ち向かう登場人
物たちの姿に表現の共通性が見られ、本作品の冒
頭でも大いに生かされていたことがわかった。
　第３章では、本作品における巨人の表現に注目
して、文化的特徴と現実世界にもたらした影響につ
いて考察した。世界に伝わる巨人の伝説について
は、ギリシャ神話や日本古来からの言い伝えなどに
登場する巨人を取り上げ、巨人という概念が、「悪」
や「凶暴」、「平和の象徴」など様々な形で人々に定
着していることを確認した。本作品に描かれた巨人
たちの分類では、布施英利氏の研究を参考に、
姿、行動、人に及ぼす危害の３点から分類した。そ
してフランシスコ・デ・ゴヤの絵画作品《我が子を
食らうサトゥルヌス》と本作品の描写を比較し、恐
怖に襲われる存在と恐怖を創りだす存在という点
に注目をおき、本作品において、人類が自ら生み
出した恐怖にその身を滅ぼされてしまうことへの
予言とそれに対する警鐘を、漫画作品という形で
描き出そうとしていた可能性を提示した。
　第４章では、本作品に描かれている生活文化に
関する典拠を、様々な媒体のメディアの情報から、
登場人物たちの名前、建造物、食文化の３点に注目
して考察した。なかでも円形に町を囲んだ城壁の町
ドイツのネルトリンゲンは、諫山氏独自のアレン
ジを施されながらも、雰囲気としてドイツの風景
を感じさせるものとして表現されていた。作中には
この他にも、登場人物名や登場する多くの生活文
化にはドイツがモデルとなり、作品の世界観に合
わせた舞台背景が造られていることが判明した。
　以上、文化的視点から本作品の特徴の一部を明
らかにし、本作品が現代日本文化の考察対象となる
ことを示した。

国際文化コース　４年　渡邊　和樹
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