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私は、可愛い服やカッコイイ服に身を包み、メイクを
して違う自分に生まれ変わる。そんなオシャレが大好
きです。今回、自分の顔をキャンバスにし、テーマを
設けた様々なメイクを写真集として作品にしました。
自分自身でモデルも行い、衣装にもこだわってみたの
で、たくさんの「私」を楽しんで頂けると嬉しいです。

MAESAKA MIKIKO　前阪　美貴子

『私×～ファッション×自然の写真芸術～』
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私はデザインと自分の好きな動物を今まで学んできた
デザインでアート作品を作りました。テーマは動物
で、私が動物好きなのと、来てくれる人が動物なら興
味を持ってくれると思い動物にしました。また、たく
さんの人に興味を持ってもらうために、色や配置など
にもひとつひとつこだわり、何度も微調節しながら制
作しました。

『Animal Art』

TAKEO MARI　竹尾　真理
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デザイン科に入ってフォトショップとイラストレー
ターを学ぶようになり、多くの種類のピンクがあると
いうことを知りました。その後、町に多くのピンク色
の小物を写真で撮って卒業制作を作ることにしまし
た。

『ピンク色をテーマにした写真デザイン』

WEON HWANHEE　元　歡喜
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高校生の時から洋服をデザインするのが夢であり、そ
れを目指して今まで頑張ってきました。そして、幸せ
になれる洋服は一生に一度ある結婚式で着る服である
ことを考えました。花嫁の輝いている姿が好きで、そ
んなドレスを作りたいと思いました。皆が幸せになれ
る服を作るのが私の目標です。

『結婚式の花』

KWON JINSOL　権　ジンソル
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私にとって花は身近なもので、押し花をしたり、写真
を撮ったり、絵を描いたりと、幼い頃から花が身近に
ありました。そこで、私の好きなバラ、ガーベラ、リ
シアンサス、ダリアの４つの花と花言葉をモチーフに
して、ポスターやフラワーボックスなどで花の特徴を
生かし、花の魅力を伝えられる作品を作りました。

TAKITA TOMOMI　田北　智美

『My favorite flowers』
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自分のデザインしたものが実際に使えるものになっ
て、それを多くの人が使ってくれたり、目で楽しめた
ら、とずっと思っていました。そしてどんなデザイン
にするか考えた時にパッと思い浮かんだのが動物の背
景です。動物の中に私たちが日々目にしている背景を
閉じ込めました。

『Life and artificial design』

CHENG CHINHSIANG　鄭　錦襄
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幼い頃からイラストを描くことがとても好きでした。
制作をするにあたって、最大限に自分の技術を生かせ
ると思い、「言葉」とオリジナルイラストを使用した
このテーマに決めました。最後まで思いを込めて好き
なように自分の世界を表現することができて本当によ
かったと思っています。

『オリジナルブランドの商品デザインの展開』

YAMAMOTO KAAI　山本　華愛
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今回自分の好きな海の生き物をモチーフに様々なデザ
インを考えてみました。タイトルは『手のひらの水族
館』という意味で小さな生き物だけを集めた少し珍し
い水族館になっています。私『らしさ』を出した作品
に仕上がったので感じ取ってもらえると嬉しいです。

『Palm Aquarium　手のひらの水族館』

TAKAGI SAYAKA　高木　紗也香
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『あたらしい　いせかいのそうぞう
－どっときゃらくたーげーむ－』

今回、自分の好きなドットを使って何か作りたいと思
いこのテーマにしました。制作にあたって、自分自身
を表現するにはと思った時、好きな事で制作できたら
とおもいました。また、ドットは日常でもよく目にす
るので、見る人が少しでも興味を持ってくれたら嬉し
いです。エイリアン一匹一匹特徴があるのでそこも見
てほしいです。NISIZAWA MAI　西澤　舞



19

マンガ・　　　　　　　　  
アニメーションコース

Manga animation

18



21ＣＡ

21

自分は、ストーリー漫画に挑戦して、絵柄や内容がガバガバですが、
何とか形にする事は出来ました。争いを好まないヒロインと、乱暴
な性格の主人公とその仲間達による、大人としての正しい姿や、暴
力のあり方について考えるストーリーを描いてみました。
変わった性格のキャラクター達による、真面目な事を考えるお話で
す。
読者の皆様も一緒に考えて頂ければと思います。

Hiramatsu Hayao　平松　駿

『言葉と暴力　－大人になるという事』
（ストーリーマンガ24P）
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山中街中問わず…彼らは貴方を睨んでいる…いつも貴方を怨み…こ
う呟く…喰い棄ててやる…と…
惨めで哀れな…人の堕とし児たち…
勝気な若手掃除屋「結戸木　彰虎」と、千代万を生きた「芥の神」
の出逢い。
誰の側にも潜み寄る「ごみ問題」を、民俗学的な要素を織り交ぜな
がらアクションダークファンタジーとして描きました。
４年間で学び得てきたもの全て、この一話でブチかまします！

Goto Masataka　後藤　大皐

『清掃員とごみ袋』
（ストーリーマンガ48P）
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Muguruma Tubasa　六車　翼

元の構想から整合性を求め紆余に曲折、数々の妥協（割りと積極的）
を経て完成と相成りました。
邂逅編５層のツインタニアっぽい子描きたいなーとか考えていたん
ですけど「この翼のボリュームで日常生活無理でしょ」と思い「そ
うだ鳥の羽一枚一枚が鱗っぽくなればいいんだ！」と発想を転換、
元ネタの影はいずこやら、ヒロイン『ハワ』が誕生しました。
ハワとはヘブライ語でイヴという意味です。もう二度と変な髪型の
キャラ作らねぇ。
キャラ一体あたりの経済性も大事と言うか、リソースガン無視は痛
い目見るからな。

『ハワ』
（ストーリーマンガ24P）
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Li Hanling　李　菡凌

この漫画は、中国の清の時代、有名な文学家である蒲松齡氏の小説
に基づいて制作されたものです。ストーリーはすこし改編しました。
主人公たちは愛のために駆け落ちし、色んな出会いを向かえます。
あれ？最後、登場した女の子は誰なのか？みなさん、楽しみにご覧
ください。

『倩女幽魂』
（ストーリーマンガ15P）
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町中の若者がどんどん都会へ流れてしまいやせ細っていく地方をど
げんかせんといかん！…という「地方創生」をテーマ、もといそれっ
ぽく匂わせる感じの作品にしました「驚天動地バサレストラグル」
です。よろしくおねがいします。
「バサレ」とは僕の地元の方言で「ものすごい」「ハンパねえ」みた
いな意味があります。「ストラグル」とは英語のstruggle（＝闘争）
です。いわば「天はおったまげ血は震えるほどものすげえ闘い」み
たいな意味のタイトルになってます。作品の内容と合致してるかど
うかはわかりません。
この作品を読んでから何年か経って地方の人口減少、若者流出など
の話題を見て、「ああ…こういう感じの漫画どっかで見たな…」と少
しでも地方消滅・創生に関する話題への興味、それに対するきっか
けみたいなものになれたら幸いだと思ってます。

Sugimoto Soutaro　杉本　颯太郎

『驚天動地バサレストラグル』
（ストーリーマンガ16P）
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Okabe Yushiro　岡部　勇志郎

ほっこりとあったかな気持ちになってほしいなぁ～
そんなことを思いながら描いたこの物語基本まったりと、笑った
り、泣いたり、怒ったり、喜んだり！な　４姉妹の日常をお楽しみ
いただけたら　嬉しいです！

『ひめくるーぷ』
（４コママンガ20P）
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Tanoue Mai　田ノ上　舞

私達は日常生活を送るうえで、さまざまな「モノ」にお世話になっ
ています。
モノ達は人の言葉を喋りません。しかし、もしかしたらモノ同士は、
人間たちが知らない間にひっそりとお喋りをしているかもしれませ
ん。
卒業制作は、その「モノ」のひとつである椅子をテーマに作り上げ
ました。
大学内でも様々な椅子にお世話になりました。
椅子がどんなことを考えているか、想像ですがお楽しみいただける
と幸いです。

『ナイスな日々』
（４コママンガ12P）
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Taguchi Yukiko　田口　由紀子

これは、不思議な郵便屋さんと飼い主を亡くした犬のお話です。タ
イトルは郵便屋とありますが、このお話の主人公は飼い犬のソラく
んです。ソラは飼い主を亡くしてから一年間、ずっと後悔してきま
した。ある日、同じ家で飼われている猫のルイから、不思議な郵便
屋さんのうわさを聞かされます。ソラは、なんとか手紙を書き上げ、
その郵便屋さんに会いに行きます。飼い主と犬の絆、家族を意識し
てこの物語を描きました。

『黄昏時の郵便屋』
（ストーリーマンガ24P）
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おはようございます。ゆふです。
【愛】をテーマに描きました。最初はとあるカップルの話だったの
ですが、自分がこの４年間の学生生活において一番実感したであろ
う【愛】とはやはり親からのものでした。親は自分以上に子供を愛
しています。一番身近な味方です。この作品を通して一人でも多く
の人が『私だけの』に気づいてくれると嬉しいです。この作品を書
き上げるにあたって手伝ってくださった方々、担任の金先生、そし
て最後までお世話になりました偉大すぎる田代先生に最大限の感謝
を。ありがとうございました。

Yuhu Mika　油布　美華

『僕のお母さん』
（ストーリーマンガ18P）
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【概要】
筆者は、卒業論文では、過去において炎がどのよ
うな重要性を持って、絵画に表現されてきたのかを
考察した。西洋美術史で炎は、キリスト教との関係
で語られることが多い。しかし、炎の表現に注目す
ることで、炎にはキリスト教以外にどのような意味
があるのか、時代と炎との関係にも注意しながら、
炎の重要性を明らかにすることを試みた。

【考察方法】
年代を中世から近世に限定し、小学館出版『世界
美術大全集』の７巻から17巻を参考資料とした。そ
のなかから炎が描かれている作品を抽出し、それら
を、独自の項目を立てて分析した。分析結果を表に
まとめ、それを解読した。

【考察結果】
わかったのは、炎の表現において中世と近世に違
いがあったことだった。中世の作品では、地獄や聖
人など全て宗教をテーマにしたものが多く認められ
た。それは、一般的に中世の時代は、キリスト教が
中心で、神を信じていた時代であったためと推察
できた。近世の炎の表現では、宗教性が見られる作
品の他に、中世とは違い、火災や料理、焚火、暖炉
など日常生活の表現も見られるようになり、マニエ
リスムでは一旦地獄で登場するが、バロックでは日
常の表現がほとんどを占めた。それは、近世では人
間性の自由を求め、個性を尊重しようとする文化運
動であるため、日常生活で見られる炎の表現が登場
したと推測できた。炎の形では、中世と近世の時代
ごとで違いはあまり見られず、たけのこ、言霊など
様々な形があるが、最も多かったのは、ライターか
ら出る火のような形であった。そのことは、火のイ

メージが時代を超えて、人間が思う炎の形は共通し
ている可能性が指摘できた。煙の表現は中世にはな
く、ルネサンスやバロックに認められた。近世にな
ると、物が燃えるときに、煙が生じるので、炎を正
確に見るということが反映されているのではないか
と推測した。最後に炎の色だが、中世では黄色や茶
色が使われている場合もあったが、赤、オレンジが
特に多く、近世になると、赤、オレンジ、黄色のす
べての作品に使われたり、煙の黒色が認められた。
さらに近世のバロックではどの時代にも最も多く使
われていた赤が一切使われていなかった。一般的に
炎は赤色と思われがちだが、よく見ると黄色やオレ
ンジ色をしている。そのため、バロックでは物を正
確に見始めたのではないかと推測できた。

西洋絵画に表された炎の表現をめぐる一考察
国際言語・文化学科　４年　古里　将輝
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【概要】
筆者は、20世紀にウィーンを中心に活躍した近代
建築家アドルフ・ロース（1870-1933）を考察する
ことにした。具体的に取り上げる対象として、現在
のチェコのプラハに造られた晩年の作品であるミュ
ラー邸に目を止めた。ミュラー邸は非常に入り組ん
だ構成で、ロースの特徴である「ラウムプラン」が
用いられている。その中でも夫人室に着目すること
で、ロースが、現代においてもヒントになるような
新しさを見せる設計をしていた可能性を明らかにし
たいと考えた。第一章では、アドルフ・ロースの生
涯、第二章では、ミュラー邸の概説において、ミュ
ラー邸の基本データと、ミュラー氏について、建物
の外観と内部の特徴について説明し、「近代建築の
五原則」との関係性も比較した。
本論第三章では、ミュラー邸の新規性として、ラ
ウムプランを用いて夫人室を造ったのはロースの独
自の表現であると仮説をたて、夫人室の歴史的事例
や同年代の事例と比較した。その結果、17世紀から
のヴェルサイユ宮殿や、19世紀のウィーンの王宮、
時代はさかのぼるがドイツの文豪ゲーテのワイマー
ルの家にも規模は違うものの夫人の部屋が組み込
まれ、さらにそれぞれが別の部屋と比べ小さく設計
されている点において、ロースがミュラー邸にもそ
れらの伝統を取り入れていた可能性が高いと考えら
れた。特にゲーテの家の夫人の部屋では、アルコー
ブの床が一段高くなり、一室のなかにまたもうひと
つの空間を作り出しているが、ミュラー邸よりも狭
く二人しか座れない。とはいえ、ヴェルサイユ宮殿
やウィーンの王宮よりもミュラー邸に近いが、ミュ
ラー邸のように周囲を囲まれ、垂直方向に独立した
空間ではない。そのため、ロースの設計したミュ
ラー邸の夫人の部屋は、豪邸の夫人室との共通性を

見せ、伝統を引き継いでいる一方で、垂直方向に独
立しつつ周囲を囲まれた狭い空間は、過去にない新
しい空間として造り出されていた可能性が高いとい
うことがいえた。
また、ロースがこのような夫人室を造ったのは、
男女の関係性の変化があったのではないかと推測
し、当時の社会状況を調べると、男女平等規定にも
後押しされ、このころから女性の地位が上がってき
ており、ドイツにおける結婚年齢の平均値が最低化
している時期にあたることがわかった。また、この
頃の世間では、景気が悪く、夫の仕事への不満や、
妊娠中絶問題が起こっており、女性たちにとって、
不安や悩み事、うわさ話などをしやすい状況でも
あった。ミュラー邸のクライアントであるミュラー
氏の存在に目を向ければ、かれは１万人も雇用して
いた大企業の社長であったことから、大変な数の社
員からの不満を耳にしていたにちがいなく、そうし
た不満は夫人の耳にも当然届いていた可能性は否定
できない。したがって、ミュラー邸の夫人室のよう
な狭い部屋は、そうした人には聞かれたくないよう
な話をするのに適
した空間であり、
その意味で時代に
適した空間だった
ことを確認した。
以上の検討に
よってロースの再
評価に一石を投じ
ることができたと
思う。

アドルフ・ロースのミュラー邸をめぐる一考察
〜夫人室の新規性〜

国際言語文化学科　４年　椎葉　貴紀
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