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3絵画

 ⿐桜　162×260㎝　キャンバス・油彩

 ⿐桜　91×233.4㎝　キャンバス・油彩

 ⿐桜　72.7×182㎝　キャンバス・油彩

塩﨑 桂奈

 ⿐桜　162×260㎝　キャンバス・油彩

2

2 絵画

⿐⿐ ごめんなさいⅠ　130×162㎝　キャンバス・油彩

乾　孝介

⿐⿐ ごめんなさいⅡ　180×180㎝　パネル・油彩
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5絵画

 ⿐理科教室　194×130.3㎝　キャンバス・油彩

 ⿐ Garden of……　162×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐ひとこひそめし　162×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐教えの庭　130×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐●●●に寄す　130×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐半夏生　130×162　㎝　キャンバス・油彩

 ⿐刈穂后　130×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐午后七時　72.7×72.7㎝　パネル・油彩

大海 夏美

 ⿐真玉町　112×162㎝　キャンバス・油彩

4

4 絵画

 ⿐ AvaNt-GaRde　162×130㎝×2　キャンバス・ミクストメディア
 ⿐ 本音と建前　162×130㎝　キャンバス・ミクストメディア
 ⿐ I want to be like a mom!　130×162㎝　キャンバス・ミクストメディア
 ⿐ Chandelier　91×116.7㎝　キャンバス・ミクストメディア
 ⿐ アソビゴコロ　91×116.7㎝　キャンバス・ミクストメディア
 ⿐ Sunset　116.7×80.3㎝　キャンバス・ミクストメディア
 ⿐ Burn the pages.　72.7×91㎝　パネル・ミクストメディア
 ⿐ I love cheap thrills!　53×65.2㎝　パネル・ミクストメディア
 ⿐ CAT WOMAN　30×25㎝　パネル・ミクストメディア
 ⿐ I like sweets♥　26×26㎝　パネル・ミクストメディア
 ⿐ Planet ～ moon＆earth ～　25×25㎝　パネル・ミクストメディア
 ⿐ 美意識　25×20㎝　パネル・ミクストメディア

杉安 優香

 ⿐ different dimension world
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7絵画

 ⿐意識　130×324㎝　キャンバス・油彩

 ⿐夜明けの寝室　162×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐いなづま　130×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐衣替え　162×130㎝　キャンバス・油彩

 ⿐ 17　時　162×130㎝　キャンバス・油彩

 ⿐レモンとテーブル　112×162㎝　パネル・油彩

 ⿐  さくらんぼのにおい　73×273㎝　キャンバス・油彩

 ⿐雪解けの音　65.2×212㎝　キャンバス・油彩

 ⿐季節のうつろい　91×91㎝　キャンバス・油彩

丸岡 あすか

 ⿐寝顔とカーテン　162×162㎝　キャンバス・油彩

研究生
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6 絵画

 ⿐木陰　130×162㎝　キャンバス・油彩

 ⿐深緑の向こう　162×130㎝　キャンバス・油彩

 ⿐孔雀図　145.5×112㎝　キャンバス・油彩

 ⿐重ね　91×116.7㎝　キャンバス・油彩

 ⿐放流　91×72.7㎝　キャンバス・油彩

 ⿐つれない視線　36.8×43.7㎝　パネル・油彩

髙原 奈央子

 ⿐青き洞　194×130.3㎝　キャンバス・油彩
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デザインコース
Design

8
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『 由布市観光PR　入浴剤パッケージ』

人の持つ感情の温かさを温泉と観光地を組み合わせて
表現しました。制作していくなかで意見を取り入れア
イデアを少しずつ盛り込み全体的なバランスを意識し
て作ったのでシンプルに仕上がりました。実際にモデ
ル協力のもと撮影に行き主観的イメージではあります
が雰囲気のある写真を撮れました。

Sibano Tsuyoshi　芝野 剛史

10 ＶＣＤ
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『wind music project 』

吹奏楽に関わる人達が思わず手にしたくなる、そんな
デザインを目指し制作した、吹奏楽のためのブランド
です。吹奏楽に携わる人々は自身の担当楽器に愛着が
あるもの。そこで、それぞれの楽器のデザインを用い
たグッズを展開していこうと制作しました。今回はそ
の中でも６つの楽器を中心とした展示となっていま
す。Kawano Honoka　河野 穂乃香
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『画素の思い出』

画素と言う意味はデジタル画像を構成する、色情報を
持つ最小単位の点です。しかし、この小さい点はいろ
いろな不思議な事ができます。私はこの小さい点にと
ても興味を持ちました。制作にあたって、自分自身を
表現するにはと考えた時、好きな事で制作できたらと
思いました。私はこんなに面白い想像の画素を皆さん
と分かち合えたらと、不思議な画素の世界を展示しま
す。

Li Hao　李 豪

12 ＶＣＤ
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『Chatnoir de Chaleur』シャノワール ド シャルール

私の好きな猫にアンティークの要素を掛け合わせた、
社会人の女性向けの雑貨ブランドです。タイトルはフ
ランス語で「黒猫のぬくもり」という意味で、ふと仕
事に疲れたとき、そこに猫のぬくもりを感じて癒され
てほしいという願いから、あたたかみを感じられる布
製品を中心に制作しました。展示ではブランドの雑貨
店を意識しています。Hasegawa Mai　長谷川 舞
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マンガ・　　　　　　
アニメーションコース

Manga animation
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この作品は元々ホラーゲームのストーリーとしてかんがえたもので
した。みる人によっては、ハッピーエンドともバットエンドともと
れるような終わり方を意識して描いています。

『優艶な鬼』
（ストーリーマンガ9P）

山地 江梨　Yamaji Eri

16 ＣＡ
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アイディアが浮かばなかったので昔の創作物を漁っていると出てき
たのがコレでした。作成当時高校生の自分は良い出来だと思ってい
たものでしたが、今読むと無茶苦茶な纏まり具合でしたので、調整
しました。ただ、ページをまとめることができませんでした。読む
人、頑張ってください。（笑）

『すれ違いファイター』
（ストーリーマンガ62P）

森﨑 亮介　Morisaki Ryousuke
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どこでもあるけど、どこにもない話。そんな日常的なことです。作
品はそのような感じで、あまり説明できることもないですし、私が
好きな食べ物はカレーです。最近、一週間も食べた。

『この花を』
（ストーリーマンガ12P）

金 率知　Kim Solji

18 ＣＡ

18

この作品は、主人公の男が、妹の不治の病を治そうと奮闘する話で
す。「人間の身勝手さ」と、大事な人のために頑張り続ける「人間の
一途さ」を表現してみました。表現できているとは、思いませんが
…。マンガ・アニメーションコースに所属しながら、絵をかくのは
好きだけど、下手なので、挿絵が中途半端な気がしますが、読んで
いただけたら嬉しいです!! 展示のセンスがないのつらい…。

『愛情の種類』
（ノベル11P）

井ノ口 里奈　Inokuchi Rina
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韓国には、このような言葉があります。“人間の欲はきりがなく、同
じ過ちを繰り返す。”はい、そんなもんです。ありがとうございます。
P.S　キツネくん可愛い！

『欲』
（ストーリーマンガ12P）

キム・フィジン　Kim Hwijin

20 ＣＡ
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『きものあるき』のこのストーリーを描くのに自分の環境を元に作
りました。小学一年生から日本舞踊を習っていて、着物を着る機会
が沢山あります。しかし、初めから自分で着れた訳ではなく母に教
わったり姉に教わったりして１人で着ることができるようになりま
した。主人公にはそんな経験を重ねてみました。主人公の祖母のモ
デルは私の父方と母方の祖母です。母方の祖母は母が結婚する前に
亡くなり、父方の祖母は私が産まれて直ぐ亡くなっているので私の
中で「おばあちゃん」という存在がどんな感じだろうか、こんなふ
うだと良いなぁ、と想像しながら描きました。踊りの会や初詣など
には、祖母の形見の着物を着たりしています。箪笥に眠っている着
物の記憶を、整理がてらに娘さんやお孫さんと話してみてはいかが
でしょう。

『きものあるき』
（ストーリーマンガ16P）

城 さとみ　Joe Satomi
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マンガコースのジュです、卒業制作は魔物と人類の戦争を描写のス
トーリーです。よろしくお願いします。ストーリーの内容は魔物が
街に侵入することになって、主人公と街を助けに行く少女と出会っ
て。二人は人類と魔物の戦うため、身を磨きて帝都に行くを決める。

『異世界冒険』
（ストーリーマンガ20P）

ジュ・ケイブン　Shou Qiong Wen

22 ＣＡ
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卒業制作に取り掛かる以前から「ラスボスが既に倒された後の漫画っ
て斬新じゃない！？」という考えが僕の中にありました。ゲームの
メインシナリオを終えてエンディングを見終えた後の世界で、勇者
と魔王はどう過ごすのかあれこれと考えた結果、世界を滅ぼす力を
持っているはずの魔王をルーチンワークのように倒しまくり、生活
費を得る俺TUEEE勇者という少年の心を壊しかねないストーリーが
誕生しました。自分が描いてみたいと思うシーンをふんだんに盛り
込みました。皆様、ゲームをする時、やられ役である敵キャラの心
情も少し考えてみてください。

『魔王城まで徒歩５分です』
（ストーリーマンガ15P）

河野 隼也　Kawano Junya
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精神疾患であるうつ病について取り上げた作品。難しくデリケート
なことを作品として構成。うつ病の女の子をモノクロに例えて、熊
のぬいぐるみが、心を閉ざした少女の心を開いていく作品。

キム・ミョンウン　Kim MyungEun

『モノクロムピクセル』
（Flashアニメーション）

24 ＣＡ
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実際には１つの悲しいストーリを描写したかったです。宝石を誘発
した事件。家宅の主人はどこからどうやって宝石を入手する。その
後ある神秘的な悪い組織に捉えて改造させられます。半分は人類の
意識、自分の記憶を持ちます。半分はロボットです。組織にコント
ロールをさせられます。宝石を探す、連続事件を引き起こす。これ
は時間制御の宝石です。もっとは完備なストーリの世界観を設定し
たいのです。なんかも準備が不十分でした。予想する紙面も達して
いません。また、結末の発展も思い通りにできていません。適当に
なってしまいました。これからもよろしくお願いします。

『未解決の案件事項』
（ストーリーマンガ16P）

ゼイ・トウ
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大分県別府市は日本で一番泉質の多い温泉地を誇る。別府八湯とし
て有名である。その別府の八湯、鉄輪・別府・柴石・堀田・亀川・
明礬・浜脇・観海寺の温泉をゲームキャラにして泉質や歴史を紹介
していくゲーム感覚ムービーで構成している。

『八湯ガールず!!　～別府応援プロジェクト～』
（ゲームムービー）

油野 あかね　Akane Yuno

26 ＣＡ
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美を求めてキャラクターを考え、BGMに合わせてそのキャラクター
たちをポップに表現していくFlashムービー。

『MEMORIES』
（Flashムービー）

與那覇 朝哉　Tomoya Yonaha
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28 ＣＡ
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色々なシナリオを複数人でダイスを振って進めていく心理ゲームの
ムービー作品。振ったダイスの目で攻撃力や防御力など、いろいろ
な効果を発揮するゲーム。オリジナルでのストーリーを制作できる
事から、膨大なゲームを行うことができる。今回は、その一例をムー
ビーにしている。

『星廻りの詩　－誰のための力』
（ゲームムービー）

中島 絵里加　Nakashima Erika
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国際文化コース
2017年度  卒業論文概要

International culture

30
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【概要】
卒業論文では、ル・コルビュジエの《サヴォワ邸》
に注目して、特に気になった浴室の特徴を中心に考
察した。
ル・コルビュジエの《サヴォワ邸》の内部では、
スロープや螺旋階段などが特徴的であるが、筆者は
浴室に注目した。なぜならば、浴室が寝室の隣にあ
ることが日本ではあまり見かけないからであり、ま
た浴室のデザインが独特だと感じたからである。こ
の考察をとおして《サヴォワ邸》の浴室の特徴を明
らかにしていくことが一つの目標となるが、さらに
《サヴォワ邸》がル・コルビュジエの代表作品であ
ることから、ル・コルビュジエの基本的な考えを理
解することにつながり、最終的にル・コルビュジエ
の独特な特徴を指摘することがこの論文の目的とし
た。
ル・コルビュジエは、近代建築の巨匠といわれる
ように、これまでの研究では多くが概説書である。
たとえば吉阪隆正による『ル・コルビュジエ（近代
建築家：第５）』や『ル・コルビュジエ辞典』など
があげられる。また作品集は早くからまとめられて
おり、1929年の『ル・コルビュジエ作品集1-2』（洪
洋社）がそれにあたる。その他にもル・コルビュジ
エの思想家、写真家、あるいは画家としての活動も
取り上げられている。また、《サヴォワ邸》に関し
ても、屋上庭園や遠近法との関係など、様々な角度
から考察されて、かなり全体像が明らかになってき
ている。
本論では、これらの研究成果を受けて、特に《サ
ヴォワ邸》の浴室に注目し、その特徴を、同年代の
建築家ミース・ファン・デア・ローエの《トゥーゲ
ントハット邸》とゲオルク・ムッヘの《実験住宅》
と比較検討することで、ル・コルビュジエの浴室の

デザイン上の特徴を明らかにすることを試みた。
本論第１章「ル・コルビュジエの生涯について」
では彼の78年間の生涯を３つの時代に分けて調べ
た。第２章「ル・コルビュジエの代表作について」
では、第１章と同様に３つの時代に沿って述べた。
第３章「サヴォワ邸」では、《サヴォワ邸》の全容と、
また浴室について概説した。第４章「近代建築の巨
匠との比較」では、《サヴォワ邸》の浴室と寝室を、
ミースの《トゥーゲントハット邸》とムッヘの《実
験住宅》と比較して検討した。その結果三人とも新
しい時代にあった浴室を設計していたが、ル・コル
ビュジエには古代ローマからの影響が認められた。
ル・コルビュジエは確かに古代ローマに高い関心を
持っていたので、その影響の可能性は高いと考えら
れ、そこにル・コルビュジエの独自性を認めること
ができた。
卒業論文では、ル・コルビュジエの《サヴォワ邸》
の浴室に注目して考察したが、それはあくまでも一
部に留まっている。しかしながら今回の浴室に注目
する考察を通して《サヴォワ邸》は、「近代５原則」
をふまえた新しさ
を具現しているだ
けでなく、過去の
時代の建築を参考
にして取り入れて
いた可能性が指摘
できた。

ル・コルビュジェのサヴォワ邸
　～浴室に見るル・コルビュジェの独自性～

国際言語・文化学科　４年　瀬戸口　健

2017 年度 卒業論文 
 

ル・コルビュジエのサヴォワ邸 
～浴室に見るル・コルビュジエの独自性～ 
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別府大学文学部・国際言語文化学科 

国際文化コース 

 

瀬戸口 健 

 

指導教員 安松みゆき 阿部淳 
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【概要】
筆者は、「村野藤吾に関する一考察～丹下健三と
比較して～」とする卒業論文において、村野藤吾
（1891 ‐ 1984年、以下村野と略記）の独自性を明
らかにし、そのことにより彼の再評価を試みた。
村野の先行研究を見てみると、酒井一光氏の「村
野藤吾のタイルの技法に関する一考察」（2015年）
や、小室暁子・是沢紀子氏の「村野藤吾設計の丸
栄百貨店に関する考察」（2015年）などがあり、村
野の作品や素材へ注目して検討されていることがわ
かった。他にも村野敦子氏の『ある日の村野藤吾：
建築家の日記と知人への手紙』（2008年、六耀社）
などがあげられ、作品や素材、手法はもとより、村
野日記まで整理され、かなり詳しく研究されている
ことがわかった。ただし、村野の作品や村野自身で
の検討において評価されているのみで、他の建築家
と具体的に比較検討して、村野の独自性を指摘して
いる先行研究は私見では見つからなかった。した
がって、卒業論文において、村野のデザインにおけ
る独自性を明らかにするために、ほぼ村野と同世代
で、日本を代表するモダニズム建築を残している丹
下健三（1913 ‐ 2005年、以下丹下と略記）と比較
し、村野の評価を新たに裏付けることを目的とした。
第一章「村野藤吾の生涯と作品」では、村野の生
涯を作品とともに振り返った。それによって村野が
初めから建築家を目指していたわけではなかったこ
とと、人との出会いに大きな影響を受けていたこと
が確認できた。また、建築家になってからの村野の
苦労、独立するに至った経緯、独立後の足取りなど
が把握できた。
第二章「丹下健三の生涯と作品」では、比較対象
である丹下の生涯を作品とともに振り返った。それ
によって丹下は、近代建築の巨匠であるル・コル

ビュジエに大きな影響を受けていたことが確認でき
た。また、丹下は建物の設計だけでなく、都市設計
も手掛けていたことと、国内の仕事のみならず、海
外での仕事もこなしていたことが把握できた。
第三章「村野藤吾と丹下健三の比較」では、両名
の作品を同じ用途かつ同年代のもので比較検討し
た。第一節では1950年代に建てられた市庁舎を比較
した。それによって丹下は基本的に機能性を重視し
ていたのに対して、村野は細部へのデザインにこだ
わりを見せ、作品に豊かな表情を演出していたこと
が確認できた。第二節では1980年代のホテルを比較
した。このことにより、丹下は従来の近代建築に見
られる装飾を徹底的に排除したデザインをとってい
たが、村野は細部へのこだわりを、建物の印象を崩
さずに表現しており、村野の凄みを確認することが
できた。また、そのことにより、村野が従来の近代
建築とは異なる独自のデザイン性を形成していたこ
とも確認できた。第三節では1980年代の美術館を比
較した。その結果、前節と同じように村野が近代建
築とは異なる村野独自のデザイン性を形成していた
ことが理解され
た。以上のように
村野は、丹下と比
較しても遜色な
く、むしろ独自性
という観点から優
れた感性のもとに
デザインしていた
可能性を推測でき
た。
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