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 ⿐逆光　F30号　アクリル

Shin Masateru　秦 真輝

 ⿐侵色　構成・不定形　アクリル

2

阿部 亜紀　Abe Aki

 ⿐はぜるもの　182×364㎝　パネル・油彩

 ⿐鏡面は凪　F10号　キャンバス・油彩

 ⿐瘡　F100号　キャンバス・油彩

 ⿐廻/巡/循　F100号　キャンバス・油彩

 ⿐蔽　F100号　キャンバス・油彩

 ⿐ slumbergarden　51.6×91.3㎝　パネル・油彩

 ⿐春の雨　F130号　キャンバス・油彩



デザイン
Design
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 ⿐ glicina　S120号　キャンバス・油彩

研究生丸岡 あすか　Maruoka Asuka

 ⿐モチーフ室　F130号　キャンバス・油彩

 ⿐気配　F120号　キャンバス・油彩

 ⿐春時雨　F30号　キャンバス・油彩

 ⿐青の静物　F20号　キャンバス・油彩

 ⿐スイセンとバラ　F6号　キャンバス・油彩

 ⿐ root　S100号　キャンバス・油彩

 ⿐景色　F6号　キャンバス・油彩

 ⿐ blume　S3号　キャンバス・油彩

 ⿐ blume　S3号　キャンバス・油彩

 ⿐ blume　S3号　キャンバス・油彩

 ⿐移ろい　F3号　キャンバス・油彩

 ⿐しだれ　F4号　キャンバス・油彩

 ⿐ Rose　S100号　キャンバス・油彩
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『猫
マオ

瞳
ジン

石
シー

ブランディング』

猫カフェのブームなど猫好きな人が多くいる中で、猫
にアレルギーがあって触れないという人もいる。そう
いう人々も含めた多くの猫好きの人たちのために、い
つでも猫を愛でることができる身につけるアクセサ
リーのブランドを作りました。

Kubota Hitomi　久保田 瞳

7

『 MEISTER BENTO』

『作った人が見えるコンビニ弁当の企画・デザイン』
お弁当のような加工品は使用している原材料がとても
多いので、食材の生産者ではなくお弁当の生産者すな
わち栄養士さんを全面に出し生産者と消費者を繋ぐ企
画とデザインです。

Suganuma Shusei　菅沼 秀征
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香辛料と鍋料理 『老鍋』

中国の鍋は多くの香辛料をベースの材料とする鍋と香
辛料の絶妙な組み合わせを人々が満喫しています。
それらの食文化を「老鍋」というブランドにして日本
を始めとして多くの知らない人々に紹介します。

Ryu Gyoyo　劉 曉煬

9

『御菓子司紅屋リブランディング』

「古い」というイメージの和菓子を若い人にも手に
取ってもらう為に、和菓子の魅力が伝わるデザインを
研究。御菓子司紅屋をテーマに、商品パッケージやイ
メージポスターの制作によりブランドイメージの再構
築を試みる。

Kouya Katsunari　神屋 克成



マンガ
Manga
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この度美術館に飾られるとあって、老若男女に読んでもらいたいと
思いスポーツという大衆的なジャンルを選び描きました。幅広い世
代の人が漫画という娯楽で別世界に行き、そこで得たものを持ち帰
ることで現実世界がより彩り豊かになれば良いと考えています。今
回の世界には「負けん気」を置いてきましたので是非拾って帰って
ください。

『 下克上 』
（ストーリーマンガ54P）

上野 貴陽　Ueno Takaaki

13

今回、戦闘シーンを見せたいと思ったためにストーリーは最低限の
ものになりましたが、楽しんで頂けると幸いです。今作は初めて最
後まで完成させた作品で、色々気づきがあったので今後に生かして
いきたいと思います。

『 護神 』
（ストーリーマンガ33P）

竹輪 勇騎　Takewa Yuki
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日本の伝統的な装束をベースにした創作衣装です。移ろいゆく季節
を感じていただけると嬉しいです。

『四季巡り』
（水彩イラスト）

渡部 伊代　Watanabe Iyo

15

読んで頂きありがとうございます！何これワケわからんなと思った
あなたの感性は正しいです。私もワケわからんなと思いました。し
かしこんな作品でもアニメ化されるという事で嬉しい限りです！そ
の勇気、とてもいいと思います。発狂しながら描いた日々が報われ
ますね！有難い！

『しらたまものがたり』
（ストーリーマンガ24P）

高野 明日香　Takano Asuka



アニメーション
Animation

アニメーション
Animation
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三人の道化師が主役となり、詩の物語。詩以外には一切の言葉は使わ
ずの切り絵風Flashアニメーション。一つ一つの詩が、起承転結の順に
なっており、最後の一節に繋がっていく。ハッピーはなくて、バッド
な展開。でも、見る人によってそれは違う。かの道化師は語った。「私
はどこにもいて、されどもどこにも存在しない。まさに、神のようで
はないのだろうか。だが、安心為されよ！　私が神であるのなら、そ
れこそ、笑いの種の為にあるかのようではないだろうか」「狂気が私を
作ったのではない。私が狂気を作り、私だけの狂気を孕んだのだ」

『ピエロノモノガタリ』
（カットアウトアニメーション（Flashカットアウト））

甲斐 翔士　Kai syoji

19

普段私たちは人と関わる中で、様々な感情や情景を表しています。
その感情を花言葉として表したのがこの作品です。例えば母の日に
贈るカーネーション。これは「母への愛」という花言葉です。この
映像には二人の女性が登場する為、主に友情関係の花言葉を使用し
ています。
何気ない生活の中で、私たちは知らず知らずのうちに大切な人か
ら、感情の花束を貰っていることを表現しました。

『Bouquet of words ～言葉の花束＝』
（ミュージッククリップ）

後藤 紗希　Goto Saki
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特別なコンセプトは無いのですが、４年間学んだFlashの技術や知
識を一つの作品にしたいと思い制作しました。自分だけの力ではな
く、音楽制作や台本のセリフなど自分の苦手分野は他に協力しても
らうスタイルにしました。ボイスキャストを募った際は、学校にあ
る機材を有効に活用したいと思ったので音声収録は学内のスタジオ
を使用しています。
時間的にかなり厳しい中での制作だったので、間に合うか不安でし
たがこうしてなんとか形にすることが出来て良かったです。

『Unicorn Star Children』
（Flashアニメーション）

後藤 有希　Goto Yuki
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少女の個性を色で表現しています。取り柄のない人間を特徴的な色
のない真っ白な少女として描きました。自分に色が無い事を気にす
る少女の前に魔女が現れることで物語が展開していきます。「目にし
た色を自分に写せる能力」を貰い外に出る少女が色々な色になって
見ながら自分にあった色を探し最終的に沢山の色を知る事で自分に
は、白という色がついていた事に気付き自信を持てるようになりま
す。この物語は、人間それぞれに個々の個性があり取り柄の無い人
間などいないのだという事を伝えています。

『君だけの色』
（Flashアニメーション）

吉野 佑奈　Yoshino Yuna
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ある日、動物についてのドキュメンタリー番組を見て、人間に負け
ない知恵を持っている動物に感心した。人間が存在しなければ、こ
れらの頭のいい動物たちはどれほど進化できるか興味をもった。そ
こで、頭いい動物のランキングの第一位と第二位を選んで想像の物
語を作りたいとおもいました。
ある日、人類は突然消えた、人類が消えた後チンパンジーは迅速に
進化した、イルカは海洋で一番頭がいい動物として、海洋のみなら
ず陸地への侵略を企んでいる、チンパンジーとの戦いは始まった。

『猿王』
（コミック・アニメーション（Flash））

端 志鵬　Tan Shihou

美術史
History of art

卒業論文概要
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【概要】
筆者は、昭和のデザイン界で活躍したグラフィッ

ク・デザイナー亀倉雄策（1915 ～ 1997）を考察す
ることにした。筆者が気になるのは、彼の生涯では
なく、余計なものを排除しシンプルな作品の特徴で
ある。亀倉とバウハウスの両者には影響関係がある
と、たとえば馬場マコト著『朱の記憶　亀倉雄策伝』
（2015）に指摘されている。ではバウハウスから影響
を得たとするならば、具体的な作品にどのようなかた
ちでそれが認められるのだろうか。それについて馬場
はそれ以上具体的に指摘していない。したがって、そ
のことを明らかにするために、亀倉とバウハウスの作
品を比較して共通性を見つけ、亀倉の作品の特徴であ
る余計なものを排除したシンプルな作品がバウハウ
スから影響を受けたことを考察した。なお今回取り上
げるバウハウスは、1919年に創立してから今年2019
年に100周年を迎える。100周年を記念してバウハウ
スが注目されていることもあり、亀倉の作品とバウハ
ウスを比較することには意義があるといえる。以下に
各章で考察した結果をまとめていく。
第一章「亀倉雄策の生涯」では、亀倉のデザイン
の特徴を考察するための前提として亀倉の生涯を、
第二章「亀倉に影響を与えたバウハウス」では、亀
倉に影響を与えたバウハウスのデザインの特徴を考
察するための前提として、バウハウスについてそれ
ぞれ紹介した。第三章「亀倉の作品とバウハウス」
では、亀倉とバウハウスとの影響関係を具体的な作
例との比較をとおして考察した。すなわち、亀倉の
作品のなかから代表的な作品６点を取り上げて、比
較対象となるバウハウスの作品と合わせて紹介し、
両者に認められる共通性を抽出することを試みた。
その結果、亀倉の作品がバウハウスと共通した点は、
構図、色の使い方、形、視点であったことがわかっ
た。すなわちそれらが亀倉の作品に対するバウハウ

スからの影響と言い換えることができる。
ではなぜ、亀倉はバウハウスに注目したのだろう

か。もちろんそのデザインが気に入っていたことは
まちがいない。しかし亀倉の作品をより詳しく見る
と、もう少し亀倉の求めた意味が推測できるように
なる。すなわち、亀倉の作品では、たとえば、《EXPO
‘70》試作のポスターのように、中央に家紋のような、
日本の伝統的な要素が認められるが、しかし全体で
はそれを大きく出したものであるよりは、むしろ日
本的な要素にこだわらない印象を与えている。そし
て周囲の有機的な曲線は、バウハウスに見られたも
のであるため、バウハウスがインターナショナルな
特徴を示す以上、亀倉の作品にもインターナショナ
ルな特徴を読むことが可能となる。そうした亀倉の
デザインを考えれば、バウハウスの作品は大いにヒ
ントになったことはまちがいない。このようにバウ
ハウスからの影響は、デザイン上で注目したのであ
ろうが、亀倉の求める伝統的かつインターナショナ
ルなデザインを追求するために、バウハスウスが大
きな影響を与えることになったと考えてよいだろう。
以上の検討に

よって亀倉の作
品は、バウハウ
スから影響を受
けて制作されて
いたことを具体
的に指摘するこ
とができた。

グラフィック・デザイナー亀倉雄策の作品をめぐる一考察
国際言語・文化学科　４年　志尾田　昌彰
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【概要】
16世紀にイタリアで活躍した画家ジュゼッペ・ア

ルチンボルド（1526-1593）の肖像画を、初めて鑑賞
した人物は第一に「不気味」という感想を抱くだろ
う。しかし、後述するようにアルチンボルドの作品
はその初期段階で完結するものではない。アルチン
ボルドの作品は何度も鑑賞し、脳の混乱と不快さを
も楽しむべき作品であり、その先にアルチンボルド
の本質となる卓越した技術が認められるからである。
しかし従来の研究では私見ながらその問題は検討さ
れていない。そのため、筆者は、本論文では、アル
チンボルドの作品から得られる「醜さ」を足がかり
にして、かれの作品を多角的に検討して、アルチン
ボルドの本質に迫ることを試みた。

まず、アルチンボルドの《冬》の肖像画での老い
における精緻な技法による「醜さ」をレオナルド・
ダ・ヴィンチ、フランドルの画家であるクエンティ
ン・マセイス、フィレンツェの画家ドメニコ・ギル
ランダイオ、盛期ルネサンスの画家ジョルジョーネ
と比較した。老いが与えるイメージは、肉体的に衰
え、死に近づいていくマイナスイメージと、精神的
に熟達したプラスのイメージに分けられた。アルチ
ンボルドの《冬》には老いの要素は多々認められる
が、醜い笑みを浮かべた老人にも、思慮深い老賢者
にも見えてしまう。この捉えられない姿が、鑑賞者
に底が知れないおぞましさをも感じさせ、他の画家
と一線を画する点でもある。

次に、寄せ絵の手法を用いた時に引き起こされる
「醜さ」を江戸時代の浮世絵師歌川国芳とヴェネツィ
アの作家トロメオ・ボッシ の《女性の頭部》、アルチ
ンボルドの二枚の《春》の肖像画と比較し検討した。
寄せ絵において構成物の陰影、輪郭が明確になり、
肖像画であった作品は静物画とみなされるほどに、
視覚的な不安定さが混乱を呼び、それが「醜さ」の

感覚に結びつくことになる。アルチンボルドの肖像
画は、構成する静物が緻密に描かれているため、静
物画としてみれば特段そこに不快な感性や奇怪さな
どが呼び起こされることはない。しかし、それら構
成物の集合体が肖像画だと判断した途端に、通常の
肖像画とは異なり、たとえば花や動物や魚などの塊
で出来上がった人物像が浮き上がる。そしてそれが
鑑賞者に奇妙な不快感を与え、最終的に醜いと認識
されることになる。それこそがアルチンボルドの「醜
さ」であり魅力でもある。

最後に、アルチンボルドの《水》の肖像画でその明
暗をエル・グレコと比較した。するとエル・グレコ同
様に独自の光と陰影の表現を使っていることが判明し
た。アルチンボルドの肖像画の《水》《大地》《大気》《四
季》は、光源の不統一と、《四季》をのぞく作品には、
暗闇に浮き上がるには不自然な明るさが指摘された。
リアルに描かれた構成物がありながら、その光と陰影
の不自然さが鑑賞者には違和感となって、アルチンボ
ルドの独自の「醜さ」に結びついた。

このようにアルチンボルドが、鑑賞者が初めに味
わう不快感や不気味さ、不愉快な混乱を掻き立てる
のは間違いない。そうした感覚を超え、より深く鑑
賞した先に驚くべき技術で描かれた花々や木々、動
物などが現れる。一枚の肖像画の前で何度もその混
乱の破壊と再構築を繰り返すことを求める作品であ
り、そこにアルチンボルドが絵画に求めた本質の具
現化を見出
すことがで
きるだろう。

ジュゼッペ・アルチンボルドにおける「醜さ」の一考察
国際言語・文化学科　４年　清田　桃香
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 ⿐涅槃　F100号　油彩

1976年卒業

横枕 義郎
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1982年卒業

宮本 修

 ⿐残留思念　S100号　油彩・アクリル
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 ⿐ Rebirth~2013　F150号　油彩

1998年研究生修了

荻田 美穂

31

2001年卒業

山本 大補

 ⿐ Before the Singularity 01　160×185cm　アクリル
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 ⿐室内からの風景Ⅱ　M100号　油彩

2001年研究生修了

佐藤 里香

33

2003年研究生修了

赤木 歩（旧姓 末房）

 ⿐絡まる　F100号　油彩
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2007年研究生修了

田口 玲子

 ⿐ Fleurir　F130号　油彩
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2008年研究生修了

川野 美華

 ⿐ Suche! Suche!　F80号　油彩
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2009年研究生修了

大津 郁代

 ⿐つむぎ歌　F120号　アクリル・紙
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2009年研究生修了

長浜 桂子

 ⿐けしき　S100号　アクリル
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2010年卒業

梅本 弥生

 ⿐海に生きた父　F12号　油彩

39

2012年卒業

佐藤 裕子（旧姓 林）

 ⿐外待雨　F100号　岩絵具
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2012年研究生修了

敷島 唯

 ⿐姿くらまし　S100号　油彩

41

2013年研究生修了

安部 沙保里

 ⿐夕陽がもたらす煌めき　S100号　油彩
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2014年卒業

後藤 詩織

 ⿐赤い風景　F50号　油彩
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2015年研究生修了

草場 菜穂子

 ⿐ルフランピンク　F120号　油彩
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2017年研究生修了

岩本 峻太朗

 ⿐静物　F130号　油彩

45

2017年卒業

丸岡 あすか

 ⿐偽名　F120号　油彩

44

2017年研究生修了

岩本 峻太朗

 ⿐静物　F130号　油彩

45

2017年卒業

丸岡 あすか

 ⿐偽名　F120号　油彩
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2018年卒業

髙原 奈央子

 ⿐青き洞　F100号　油彩

47

2018年卒業

大海 夏美

 ⿐ Garden of ......　S100号　油彩
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2018年卒業

杉安 優香

 ⿐ Burn the pages　72.7×91cm＋不定形　油彩 他



会期　2019年２月５日（火）～２月11日（月・祝）

会場　大分県立美術館　OPAM（大分市寿町２丁目１）

主催　別府大学文学部　国際言語・文化学科

後援　大分県　大分市　別府市　大分合同新聞社　OBS大分放送　TOSテレビ大分　OAB大分朝日放送

別府大学 文学部 国際言語・文化学科

発行日　2019年3月20日

発　行　別府大学文学部 国際言語・文化学科

〒874-8501

大分県別府市北石垣82

Tel   0977-67-0101

Fax  0977-66-9696

印　刷　佐伯印刷株式会社

〒870-0844

大分県大分市古国府1155-1

卒業制作展2019

指導教員　　松本　篤　　篠﨑　悠　子　　根之木　英二　　甲元　隆則　　金　孝源　　安松　みゆき　　阿部　淳

Picture

Design

Manga

Animation

History of art

Beppu University
Art Graduation Exhibition 2019

2019 卒業制作展
デザイン＆絵画コース
マンガ・アニメーションコース
国際文化コース
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Beppu University
Art Graduation Exhibition 2019
picture
design
manga
animation
history of art

別府大学 文学部 国際言語・文化学科 絵画&デザイン /マンガ・アニメーションコース
同時開催： 第２回大分キャラクター大賞展

同時開催： 第２回大分キャラクター大賞展
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