彫刻とは何か ?

What Is Sculpture ?

彫刻芸術は人類の歴史の中で最も古い芸術のひとつであり現在も尚、私たちの遺伝子

The art of sculpture is one of the oldest art forms in human history. As a type of
artistic expression, it has been passed down in an unbroken chain, like a part of

に脈々と引き継がれた美的表現の一つとして、文明を多彩に彩ってきました。その

our DNA, adorning human civilization in many colors. And, it is as vital today as

彫刻を一言で表現するならば「存在の芸術」と言えます。何故ならば、彫刻の材料

ever. It might be said that sculpture is the art of existence. This is because the

となる様々な物質には宇宙の記憶が、そしてそれを加工する技術には人類の記憶が

memory of the universe is contained in the various materials used to make

含まれているのです。よって現代において彫刻を創造することは、あらゆる文化や歴

sculpture, and the memory of humanity is contained in the various techniques
used to process those materials. It is because to create sculpture today means

史に触れながら自らの意志を「かたち」に現す芸術と云えるからです。彫 刻芸術の

to give tangible form to your own will while engaging with an entire spectrum of

概念は今も求心と拡張を繰り返しながら、更なる可能性を求めて進化し続けています。

cultures and histories. The concept of sculpture itself continues to evolve with the

その中で、私たちは 世界に誇る特異で 奇 抜 な伝 統 的 美 学を受け継いでいますが、

search for further possibilities as it alternately condenses and expands. We inherit
a world-renowned traditional aesthetic that is both singular and striking, but taking

この貴重な文化遺産を礎として、新たな彫刻表現の可能性を模索し世界に発信して行

this invaluable cultural heritage as our cornerstone, we must then search for new

かなければなりません。彫刻学科では伝統と革新を対立項と見なさず、過去に学び

possibilities in sculptural expression and present it to the world. In the Department

未 来を創 造する我 が 国 独自の芸 術 家の育成を目指しています。国内外でもトップ

of Sculpture, we do not view tradition and innovation as being in opposition;
rather, we aim to graduate unique artists who learn from the past to create the

クラスの設備を備え、様々な専門工房には経験豊かな専任教授 、講師が配属され伝

future. We offer some of the best facilities anywhere in the world, and our various

統的な手法から拡張を続ける現代美術まで、基礎課程から学ぶ事が出来ます。そし

specialized workshops and workrooms are staffed by highly experienced full-time
professors and instructors. Students have the opportunity to learn the full scope,

て専門課程では学生自らが目指す領域を自由に選択しながら、個々のもつ能力を最

from traditional techniques to the contemporary arts that expand on them, all

大限に発揮出来る制作環境を整えています。「彫刻を学ぶ事は全てを学ぶ事」です。

from the ground up. In the specialized course, students freely choose their specific

彫刻学科で培った様々な経験は芸術家としての、またはその他の様々な進路の礎と

area of study, and the workshop environment allows them to fully demonstrate
their individual abilities. To study sculpture is to study everything. The diverse

なり社会に貢献出来る事でしょう。

experience students gain in the Department of Sculpture enables them to make a
real contribution to society as artists or in whichever path they choose.

教育モットー

Educational Mission

国内外で作家として活躍する有能な講師陣とスタッフ陣のサポートの充実を図り、
学生一人一人との密度の高い対話・教育を行い、ものを創り出すことへの多様な姿
勢や視点、技術を伝えていきます。

Through highly focused discussion and instruction for each individual
student, and with full support from a team of exceptional instructors,
who themselves are active as artists in Japan and abroad, as well as helpful
staff members, we will convey a diverse range of stances, standpoints and
techniques for creative endeavor.
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入学・基礎課程

1 2年

Enrollment /
Basic Curriculum

Years
1 and 2

実習科目
Practicums

基礎課程では、彫刻における原初的な素材を直に触りながら手を通して思考する訓練を行います。身の回りの世界を真摯
に観察し、自らの視点でものを見て考える力を養い、時代に翻弄されない新たなイメージと造形力の構築を目指します。

In the basic curriculum, you will train to think through your hands while directly touching the primordial materials of
sculpture. You will sincerely observe the world around you and train yourself to see and think from your own perspective
in order to strive to develop new images and formative powers that are not dependent on the trends of the day.

造形制作

金属実習

石彫実習

塑像実習

Forming

Metal Sculpture

Stone Sculpture

Clay Sculpture

木彫実習

現代美術演習

ブロンズ・FRP・テラコッタ

実存実習 ( 身体表現実習 )

Wood Sculpture

Contemporary Art

Bronze, FRP, Terra Cotta

Physical Expression

１・２年では主に木・石・鉄・土など立体芸術にとって始源的な自然素材を媒体として「見ること」と「イメージする」
ことを繰り返し体験することで、物質と形態、そして自己との関係の認識を深め、内在する多様な潜在力を喚起し、
造形化する力を養います。さらに、現代美術演習ではミクストメディアを用いてアートの拡張性を前提としたトレー
ニングなども行い、現代美術の基礎知識を習得します。

In Year 1 and 2, you will repeatedly experience the process of seeing and imagining using as medium the primordial
natural materials of three-dimensional art, mainly wood, stone, metal and earth, and through this you will deepen
your awareness of substance, form and your relationship with them, awaken your various innate potentialities,
and foster the ability to form. Further, in the Contemporary Art course, you will train using mixed media on the
basic assumption of art’s expandability while acquiring basic knowledge of contemporary art.

専門課程

3 4年

Specialized
Curriculum

Years
3 and 4

実習科目
Practicums

彫刻は様々な物質と空間の問題を孕む造形表現であり、複合的な感覚器官を使った、極めて身体的な思考体験を喚起します。専門
課程では、同時代に生まれる多様なメディアを取り込みながら「彫刻」の新たな可能性を発掘し、自らの表現の確立を目指します。

Sculpture is the art of forming, and as such it is laden with problems of substance and space. You will use your integrated sense
faculties to pursue the art and awaken concrete thought-experience. In the specialized curriculum, you will seek to unearth new
possibilities in sculpture and establish your own form of expression while incorporating a range of contemporary media.

実習 : 塑像・石・木・金属・ミクストメディア

造形演習 : 石膏取り・ガス型鋳造・蝋型鋳造・FRP 型取り

Practicum: Clay Sculpture, Stone, Wood, Metal, Mixed Media

Forming Course: Plaster Casting, Gas Casting, Wax Casting, FRP Casting

卒業制作 : 表現者としての自覚のもと、彫刻の専門性と可能性を追求する
Graduation Project: Pursuit of sculpture specialization and possibilities based on your own awareness as an artist

３・4 年の専門課程では、基礎課程における様々な体験をもとに、自ら主体的に作品を制作します。課題ごとにテーマや素材
は勿論、制作場所も作業内容に応じて自由に選択しながら、表現領域の一層の拡張や深化を図ります。彫刻学科の制作環境は、
素材や表現内容に応じ独立した専門工房を備えています。さらに、それぞれの棟に専任教員を配置し、学生個々の指向性に応
じてディスカッションを重ねながら制作を進めていく責任ある指導体制を整えています。また、活躍する作家による講評やレ
クチャーの他、様々な課外ゼミや他学科との交流授業などを行い、客観的な批評性を養います。

In Year 1 and 2, you will repeatedly experience the process of seeing and imagining using as medium the primordial natural
materials of three-dimensional art, mainly wood, stone, metal and earth, and through this you will deepen your awareness of
substance, form and your relationship with them, awaken your various innate potentialities, and foster the ability to form.
Further, in the Contemporary Art course, you will train using mixed media on the basic assumption of art’s expandability
while acquiring basic knowledge of contemporary art.

彫刻学科では、表現者として更なる創作への意欲を発揮出来る場として、大学院棟を独自に設置し「理論の構築と実践」を目指します。

大学院

また、大学院生に対して様々な支援プロジェクトを実施し研究活動をサポートしています。

Graduate School

研究サポート
プログラム
R e s e a rc h S u p p o r t
P r og r a m s

The Department of Sculpture has its own graduate school building where students seek to build and practice theory. It is a place for artists
to further pursue their creative ambitions. In addition, various support projects are offered for graduate students in order to aid their
research activities.

大学院生専用スタジオ

大学院選抜展（都内ギャラリーにて年間 2 名を個展形式にて開催 /1 名 2 週間）

研究費補助制度（大学院全専攻対象）

Graduate Student Studio

Graduate school select exhibition (two students selected each year to exhibit at a gallery
in Tokyo; two weeks for each student)

Research stipend program (for all graduate
school majors)

学外講師を含めた講評会（年間 2 回）

美術史講座（年間４回）

成績優秀者奨学金（作品買い上げ）

海外留学支援

Criticism with outside instructors (twice yearly)

Art history courses (four times yearly)

Scholarship for excellence (artwork purchased)

Support for overseas study

特別プログラム
Special programs

実施プログラム
Programs

オンラインプログラム
Online programs

彫刻学科では学生やアーティストとして活躍する卒業生の研究発表の場として専門ギャラリーを併設、運営をしています。また、課外ゼ
ミや様々な分野の専門家を招聘したワークショップなど、多様な角度から作品と空間との関係を考えるプログラムを用意しています。
The Department of Sculpture owns and manages a dedicated gallery to serve as a place for students and graduates working as artists to exhibit
their research. There are also programs for thinking about the relationships between works and space from various angles, including
extracurricular seminars and workshops with outside specialists in a range of fields.

学生研究発表展

古美術研究ゼミ

課外研究ゼミ

企画展

彫刻論 A・B

Student research
exhibitions

Historical art
research seminars

Extracurricular
research seminars

Exhibitions

Sculpture Theory A / B

バーチャル展では五感で実素材に向き合ってきた学生が、身体的実感を伴わないバーチャルでの空間で彫刻表現を実践しました。
In the virtual exhibition, students accustomed to grappling with actual materials with all five senses practiced sculptural expression in a virtual
space without physical sensation.

制作環境
Workshop Environment

拡張を続ける表現方法に対応するため、本学科では広い敷地内に独立した専門工房棟が６棟、大小合わせて３０もの専門実習室を備
えています。伝統技法からミクストメディアまで、個々の学生のニーズに応じた設備とスペースが保たれた、理想的な制作環境です。
The Department of Sculpture has six specialized workshop buildings on its large campus in order to accommodate expressive methods that continue
to expand. There are 30 specialized workrooms of varying sizes as well. From traditional techniques to mixed media, it is an ideal workshop
environment with facilities and space to meet the needs of students.

基礎演習室

ゆとりのあるスペースで様々な基礎実習に対応します。

Basic workroom

Ample space for various types of basic practice.

木彫棟

石彫棟
Stone sculpture building

学内で一番大きな工房です。大型切削機やエアー工具が充実しており、様々な石材の加工ができます。

The largest facility in the department. Equipped with large stone cutters and pneumatic tools
for processing various stone materials.

鋳造室

大型バンドソーや、自由に屋外でも制作できる環境が整っています。

Wood sculpture building

Casting room

Large band saws and space for free creative work, including outdoor space.

300kg のブロンズ溶解炉、大型テラコッタの焼成に対応した窯を配備。

Equipped with 300-kg bronze melting furnace and kilns for
large terra cotta casting.

木彫
視聴覚室
Audiovisual room

中規模の様々なレクチャーを行うことができます。

Medium-sized venue for various lectures.

金属棟

ガス・TIG・アーク・半自動など様々な溶接設備が充実しています。

Metalworking building

A full lineup of welding equipment, including gas, TIG, arc, semi-automated and more.

その他の施設
Other facilities

塗装室
Painting room

樹脂室
Resin room

研究室
Research room

PC ルーム

ギャラリー
Gallery

活躍する卒業生を招いた企画展、学生の個展形式での研究発表や
課題発表など、年間を通して作品の展示が行なわれています。

Exhibitions held throughout the year, including planned exhibitions
of graduates who are practicing artists and research / project
presentations of current students in the form of solo exhibitions.

ミクスト
メディア棟
Mixed media building

大学院生の施設です。PC ルームや木材加工など様々な
制作に対応できます。

Facility for graduate students; includes a computer
room, woodworking equipment and other tools to
accommodate various types of work.

Computer room

木工室
Woodworking room

彫刻を学んだ先にある道

Career Paths

彫刻を学んだ先にある進路は多岐に渡ります。多くの卒業生が、国内外で活躍する

Students who have studied sculpture have many career paths. Most of the
department’s graduates demonstrate their professional ability to generate
forms in society, as practicing sculptors and modern artists here and abroad,
corporate designers, car design modelers, stage designers and more.
Together they move the world.

彫刻家や現代美術作家をはじめ、企業のデザイナー、カーデザインのモデラー、
舞台装置の美術作家など、形を生み出す職性を社会の様々な場面で発揮し、世界を
動かしています。

カーモデラー

彫刻家

池島康輔さん

仲子達郎さん

2008年

多摩美術大学美術学部彫刻学科卒業

2009年

2010年

東京芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了

同年

多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
スズキ株式会社入社

１）彫刻学科を志望した理由は何ですか？

１）彫刻学科を志望した理由は何ですか？
美術の専門課程のある高校に通っていたこともあり、その頃から彫刻を専門的に

将来立体を作る仕事に携わりたいという思いがあり志望しました。特別何かに

学びたいという希望がありました。

なりたいというような大きな理由は無かったと思います。
２）大学で学んだことで現在のお仕事に影響していることはありますか？

２）多摩美時代の印象的な出来事や学びは？

量感のとらえ方やかたちの見かたなど、立体を作る上での基本的な考え方はと

印象的なことが多すぎて、一言では語りきれません。多摩美で経験した事の多く

ても仕事に役に立っています。仕事ではインダストリアルクレイ（粘土）や３D

が現在の活動の礎であり学びでした。

ソフトを用いてモデリングを行いますが、そのどちらにおいても彫刻科で学んだ
ことが基礎となっています。

３）アーティストを志したのはいつですか？
多摩美在学中から、将来は作家として活動していきたいという思いがありました。

３）受験生にメッセージを！
彫刻を学ぶということはかたちを作るための技術と考え方を学ぶということで

４）受験生へメッセージを！
彫刻を通して自己を磨き、広く社会で活躍するための表現力を身につける学び

あり、それは仕事だけではなく自分の生き方や将来を支える大きな力となると

が多摩美にはあると思います。多摩美で良い彫刻をバリバリ作ってください！

思っています。
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