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芸術・文化の明日を担う美大生を育成

「国際瀧冨士美術賞」海外校紹介

International TAKIFUJI Art Award—Introduction of Overseas Schools
第8回

香港教育大学（中国）

Education University of Hong Kong (People’s Republic of China)

香港教育大学は 2019 年、国際瀧冨士美術賞の対象校とな
りました。海外としては 13 校目になります。
同大学は 1994 年に羅富国教育学院、香港工商師範学院な
ど５大学が合併し、香港教育学院として発足し、2016年に
現在の名称になりました。香港で唯一の教員養成大学ですが、
それ以外のコースも揃っています。メインのキャンパスは香港
北部の山間部、大埔地区にあり、学生数は約11,000人（学部
生約 6,000 人、大学院生約1,500 人など）で、教職員は約
1,500人です。同大には文理学部、語文学部など４学部あり、

公益財団法人 日本交通文化協会が手がける育英事業のひとつ「国際
瀧冨士美術賞」は、将来を担う若手芸術家を育成する奨学金制度です。
現在、国内13 校・海外12 校の優秀な美大生に奨学金を給付しています。

●創立：1994年 ●教員数：1,500人 ●学生数：11,000人（2017年）●所在地：中国 香港

このうち美術と音楽教育
は文理学部の
「クリエイ
ティブ・アーツと文化学
科」になります。
2019年は同学科の沈
頌恩
（Shun Chung yan）
さんが優秀賞を受賞し
ました。同行した指導
沈頌恩さんとローレンス・ウッド教授
教官のローレンス・ウッド
教授はスコットランドの美大で教えていた3年前、招かれて
同大教授となりました。
同教授によると、香港政府はアートが起業家精神を養い、ク
リエイティブなスタートアップやイノベーションの刺激になると

座談会 SPECIAL TALKS

「祝40周年」国際瀧冨士美術賞
若手受賞者が語りあう、アート その楽しさと夢。

...............................................

出席者 Participants:

佐野 藍

臼田 貴斗

第34 期
（2013 年）特別賞

第39 期
（2018 年）優秀賞・グランプリ

SANO Ai

みて、特にデジタルアートやプロダクトデザインの分野を積極的

(Special Jury Prize of 2013)

に後押ししています。ただ一方で、アカデミックな美術や音楽へ
香港教育大学の校舎とキャンパス
（同大学ホームページより）

川上 喜朗

第38 期
（2017 年）優秀賞

第38 期
（2017 年）優秀賞

(Prize for Excellence of 2017)

クレアーレアート作品紹介

XU Ning

KAWAKAMI Yoshiro

(Prize for Excellence of 2017)
●

審査員コメント：日比野 克彦. ....................................................... 10
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●

東京臨海高速鉄道 りんかい線 国際展示場駅
陶板レリーフ 手塚 治虫／株式会社手塚プロダクション

新橋駅 ゆりかもめ
（東京臨海新交通臨海線）
ステンドグラス・レリーフ 平松 礼二

コロナ禍は日本の文化芸術の基盤の
て総額５６０億円が盛られました。イベント
脆弱さを見せたと私は思います。
や公演の中止の損失は年内だけで6900億
報道によりますと、５月、演劇、音楽、 円になると言われていますが、緊急避難
映画の関係者が、経済的な損失の補填な
的な対策としてはまずまずでしょう。
どを目的とした基金の創設を求めて国に
ただそれはそれとして、このコロナ禍
要望書を手渡しました。これに対して文
を通して、日本は中長期的な文化芸術
化庁の担当者は「
（文化庁が所管する）日
政策を構築する機会とすべきと私は思っ
本芸術文化振興会に文化芸術復興創造
ています。５月末、政府幹部と政府関係
基金を創設し、民間から寄付を募集しま
者に対して「文化芸術の抜本的な振興の
す」と述べたと言います。同席したある
ための提言」を手渡したのもそのためで
劇作家は「それは基金ではなく、寄付を
す。19ページに
「提言」全文を載せました
集めて分配するだけです。現在の窮状に
ので、ぜひお読みいただければと思いま
は別予算で対応してほしい。国は文化を
す。その中でも触れましたが、米国は
大事に思っていることをお金で示してほ
1929年に始まる世界大恐慌の最中に、公
しい」
と反論しました。
共工事費の１％を文化芸術に割く今日の
６月上旬に成立した第二次補正予算に 「１％フォー・アート」
の先駆けとなる制度
は「文化芸術活動への緊急総合支援」とし
を生み出しました。危機の時こそものご

とを革新する機会であると肝に銘じたいと
思います。
国際瀧冨士美術賞は昨年40周年を迎
えました。その記念号として、ここ６年間の
若い受賞者５人に集まっていただき座談
会を持ちました。こうした若者たちのアー
トにかける熱い思いに追い風を送り、その
エネルギーを国造りに取り込んでいくよう
な文化芸術政策の実現に、当協会も尽力
していきたいと思っています。

滝 久雄
公益財団法人 日本交通文化協会
理事長

TAKI Hisao

Director General of
Japan Traffic Culture
Association
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• "Osamu Tezuka, Characters on Parade"
for Kokusai-Tenjijō Station, Rinkai Line
Original Painter: TEZUKA Osamu Supervisor: TEZUKA Productions

• "Four Seasons of Tokyo Bay (Shiki・Tokyo Bay)"
for Shimbashi Station, Yurikamome Line
Original Painter & Supervisor: HIRAMATSU Reiji

「佐渡彩景」

「夕凪の街 桜の国」

●

●

佐渡汽船 新潟港万代島ターミナル
金属・陶板レリーフ 宮田 亮平

広島高速交通 アストラムライン 本通駅
ステンドグラス こうの 史代

• "Splendors of Sado"
for Sado Kisen, Niigata Port Bandaijima Terminal
Original Painter, Supervisor and Producer: MIYATA Ryohei

• "Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms"
for Hondori Station, Astramline
Original Painter and Supervisor: KOUNO Fumiyo

「3つの色とわたしの夢」

●

「櫻花爛漫」

●

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 1F
陶板 日比野 克彦

• "Three Colors and My Dream"
for TAKI PLAZA 1F, Ochanomizu University
Supervisor: HIBINO Katsuhiko

「シュプリンゲン <世界に向かって>」

●

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 2F
ステンドグラス 中島 千波

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 3F
金属彫刻 宮田 亮平

• "Riot of Cherry Blossoms"
• "Springen: To the World"
for TAKI PLAZA 3F, Ochanomizu University
for TAKI PLAZA 2F, Ochanomizu University
Oringinal Painter and Surpervisor: NAKAJIMA Chinami Producer: MIYATA Ryohei

「出会いそして旅立」

「アイヌモシリ －神々の住む大地－」

●

●

小田急線下北沢駅 陶板レリーフ
原画: 宮永 岳彦 監修: 宮永 辰夫、小林 敬生、日高 康志

新千歳空港 ステンドグラス
ステンドグラスデザイン: 中野 竜志 アイヌ文様監修: 藤岡 千代美

• "Encounters and Departures"
for Shimokitazawa Station, Odakyu Line
Original Painter: MIYANAGA Takehiko
Supervisor: MIYANAGA Tatsuo, KOBAYASHI Keisei, HIDAKA Yasushi

Artists @ CREARE

12

「手塚治虫キャラクターズ大行進」

「四季・東京ベイ」

●

Thinking about culture and art under covid-19 pandemic

●

金丸実華子

●

• "Ainu Mosir -The land where the gods live-"
for New Chitose Airport
Stained Glass Designer: NAKANO Ryushi
Supervisior Ainu Pattern: FUJIOKA Chiyomi
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Artists @ CREARE Studio • KANAMARU Mikako & Maria SILCHENKO

コロナ禍のいまこそ
「１％フォー・アート」
の実現を
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Proposal about “1% for art” at the time of covid-19 pandemic

「国際瀧冨士美術賞」海外校紹介

●
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香港教育大学（中国）. .................................................... 20

International TAKIFUJI Art Award—Introduction of Overseas Schools

クレアーレ パブリックアートの未来を拓く

• Education University of Hong Kong (China)

. .............................................................. ................
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CREARE—Creating the Future of Public Art
● コロナ禍の中で文化芸術を考える 公益財団法人 日本交通文化協会 理事長 滝 久雄
• Thinking about culture and art under covid-19 pandemic / TAKI Hisao, Director General of Japan Traffic Culture Association

Copyright © 2020 Japan Traffic Culture Association Printed in Japan

「クレアーレ」
は、公益財団法人 日本交通文化協会の環境芸術推進活動の総称です。

20

USUDA Takato

(Prize for Excellence/
Grand Prize of 2018)

Works of CREARE ART

コロナ禍の中で文化芸術を考える

環境芸術推進活動の総称です。

寧

40 years History of International TAKIFUJI Art Award • Comment of Jury: HIBINO Katsuhiko

CREARE—Creating the Future of Public Art

クレアーレは、公益財団法人 日本交通文化協会の

許

(Prize for Excellence of 2016)

国際瀧冨士美術賞40年史

クレアーレ パブリックアートの未来を拓く

今回は国際瀧冨士美術賞40周年の特集号です。トップの
若手受賞者の座談会はお弁当を食べながら、３時間近いもの
になりました。２月初旬に行われたこの座談会の前日、偶然
ながら大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」が横浜
港に入港し、日本でコロナ・ウイルス問題に火がつきました。
しかし逆説的ながら、コロナ禍は文化芸術がいかに人々の
心や精神の糧になっており、日常生活に潤いを与えているか
知らしめたように思います。
（Ｍ）

大嶺かすみ
第37 期
（2016 年）優秀賞

OOMINE Kasumi

の支援は不十分で、それへの注力を政府に求めています。

編集後記 From the Editor
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The International TAKIFUJI Art Award has celebrated it’s 40th anniversary in 2019.
5 young prize winners had a round-table discussion on the art, life, dream etc.

題字：有馬 朗人
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「祝40周年」
国際瀧冨士美術賞
座談会
S P E C I A L
T A L K S

若手受賞者が語りあう、アートその楽しさと夢。
The International TAKIFUJI Art Award has celebrated it’s 40th anniversary in 2019.
5 young prize winners had a round-table discussion on the art, life, dream etc.

第34 期（2013 年）特別賞／東京藝術大学大学院修了、彫刻家
出席者： 佐野 藍
第37 期（2016 年）優秀賞／沖縄県立芸術大学卒業、会社員
大嶺かすみ
第38 期（2017 年）優秀賞／東京造形大学卒業、東京藝術大学大学院2 年在籍
川上 喜朗
（シュー
・
ニン）
第38 期（2017 年）優秀賞／多摩美術大学大学院 2 年在籍
許
寧
第39 期（2018 年）優秀賞・グランプリ／東京藝術大学大学院 1 年在籍
臼田 貴斗
公益財団法人 日本交通文化協会 理事長
司 会： 滝
久雄

Participants: SANO Ai (Special Jury Prize of 2013)
OOMINE Kasumi (Prize for Excellence of 2016)
KAWAKAMI Yoshiro (Prize for Excellence of 2017)
XU Ning (Prize for Excellence of 2017)
USUDA Takato (Prize for Excellence/Grand Prize of 2018)
Moderator: TAKI Hisao (Director General of Japan Traffic Culture Association)

自分と世界をつないだ受賞
許

私も受賞で得るところが大きかっ

たです。最初のころ、大学では作品で
どう自分をアピールするかということば
かりを考えていましたが、受賞を機に
どれだけ将来の人に役立つ作品を造れ

在しているか、何のために生きている
問 い か け て い こうと 思 っ て い ま す 。
現在、世界にあるアートはその時代、そ

す。自分たちの作品も、後世に残るよ
ます。
滝

許さんが言うように、美術賞が

自分と外の世界を繋ぐ窓になったとし
たら主催者として嬉しい。私は工房見

「笑 い」）
佐野

初 めまして、で も な い で す ね 。

学も対象にしていて、海外の受賞者が

佐野

私の時はスピーチがなく、軽く

挨拶するだけでした。でも前日に私た

5 年 前の授賞式のときにご挨拶させて

前日には海外の受賞者も一緒に「クレ

ちも工房見学をして、ワークショップで

いただきました。

アーレ 熱 海 ゆ が わら工 房 」を 見 学し、

ステンドグラスの作品を作りました。

ワークショップも行いました。考え方も、

これはいまも部屋に飾ってあります。

私はいま会社勤めをしながら、個

人的にぬいぐるみを造っています。沖縄

造っている姿勢も違うし、大きな刺激

県立芸術大学では絵画専攻で、第37 期

を受けました。

（2016 年）
のときに賞をいただきました。
滝

許

品を造ったのが楽しかった。めったに

に留学して、国内枠で国際瀧冨士美術

あのような機会はありません。また工

賞に応募して受賞されました。いま大

房では実際のステンドグラスと陶板レ

学院に在籍ですね。

リーフの制作の様子も見ることができ

はい。第38 期（2017 年）に賞を

滝

臼田さんは第39期（2018年）の

いただきました。
受賞者ですね。国際瀧冨士美術賞は昨
年40年になり、受賞者総数は780人に
CREARE NEWS No.14/2020
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す。かぶる方ではなくて造る方です。一
方で、個人的にぬいぐるみを造ってい
て、
「 マ ー ニ ー ズ シ ョッ プ 」と い う
ネットショップを立ち上げています。
これはマーニーちゃん、こちらは跳ね
るノミのノミボーイです。

働きながら制作する楽しさ
滝

大嶺

沖縄県芸では絵画専攻でしたよね。
大学で、自分で染めた布で作品

加してもらい、いろいろな人が集まるコ

士美術賞ではこれを応募作品として出

ミュニティーが作られ、さまざまな交

したのですが、大学で展示したとき、見

流が生まれてほしいと思っています。

に来た人が触ったり、かぶったりして、ぬ

そしてこれが単発でなく続くことが大

いぐるみとコミュニケーションして

事です。

いるのがとても面白かった。それから

そのような機会があると、それぞ

じで 、
「 芸 術 のために 考 えている人 が
いる」
と勇気がもらえます。
滝

（佐野さんが持参した作品に）
それは竜ですか。

佐 野 そうです。大学の修了制作で作

佐野 藍さん
（第34期 特別賞）

興味が湧いて、絵画だけでなく立体も
やるようになりました。
滝

会社勤めをしながら、ぬいぐるみ

大嶺

最初の会社はコマーシャル用の

を造り始めたきっかけは。
美術のセットを作る仕事でした。すご
く忙しくて、月に２日くらいしか休め
ない。給料も安い。ただ、たまの休み

品を造ったとき、粗取りして残った塊

にぬいぐるみ造ると癒されるんです。

で造りました。ポルトガルのピンクの

仕事は楽しいこともあったのですが、

大理石で、ローズオーロラと言います。

自分の作品を造りたいという思いがス

「ピンクドラゴン」
佐野 藍／ 2017 年／素材 大理石

トレスになって、退社しました。マー
ニ ー ズ ショップをネットで細々と始め、
半年ほどアルバイトをして現在のぬい
ぐるみの会社に入りました。いまは働
きながら造るというバンランスが自分
に丁度良く、これをベースにやってい
こうと思っています。
滝

大嶺

売れるでしょう。
SNS やインスタグラムを通じて

て、ふつうだと会えないような人と繋
がることができて面白いです。いろん
なイベントにも呼ばれ、最近は個展も
しました。また買ってくれた人が「こ
の子が自分の家族になりました」とぬ
いぐるみの写 真を S N S にアップして
くれたりしています。いろんな人の意

私も工房のワークショップで作

許さんは中国から多摩美術大学

許

るみの会社で正社員として勤めていま

を作るという授業があり、そのときぬい

と面白かったです。

授賞式に参加することです。授賞式の

大嶺

2

この賞がいいのは海外の美術大

私は卒業して三年ですが、ぬいぐ

ぐるみを造って展示しました。国際瀧冨

れの目標と考えは違っても、同じアー

大嶺

大嶺

学 や 授 賞 式・懇 親 会 は 受 賞 学 生 だ け

ティストとして立っているところは同

な アーティストですね。
（出席者一同

この作品は同時に何点か造って

でなく、指導教員や大学関係者にも参

許

るのかとか、そういう見方をするのか、

佐野

の制作期間は半年です。

ぐ窓になりました。私は何のために存

うに努力することが大事だと思ってい

上ります。

造 るのにど のくらい 期 間 が か

りました。受賞は自分と外の世界を繋

の 時 代 の 反 映 で 、 時 間 に 耐 え 、ア ー

こんにちは。皆さんはもう立派

滝

かったのですか。
いたので覚えていませんが、修了制作

ティストの生きた証として残っていま

滝

からイメージや形を借りることが多いで
す。

るかということにも目が向くようにな

かということをアーティストとして常に

座談会集合写真 左より大嶺かすみさん、臼田 貴斗さん、滝 久雄、許 寧さん、川上 喜朗さん、佐野 藍さん

私はイメージの世界のものをテーマに
して制作していますが、現存する生き物

て、このように造られているのだと知
りました。
大嶺

授賞式のあとの懇親会で、受賞

者たちが自分たちの作品を説明するス

ピーチも面白くて、そんな考え方があ

クレアーレ熱海ゆがわら工房でのレクチャー
（2019 年11月）

ステンドグラス工房の視察
（2019 年11月）

陶板レリーフ工房の視察
（2019 年11月）

クレアーレアート館でのワークショップ
（2019 年11月）
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臼田

パブリックアートでいうとボク

新幹線の大宮駅と上野駅間が開業した

ことのできるいい仕事だなと思います。

シス・ベーコン＊4 のどろどろした感じに

はアニッシュ・カプーア＊１を見てみた

1985 年には、故・平山郁夫先生に終着

パブリックアートへの野望もあります

魅かれていて、いまそのようなものを

い。ただパブリックアートは公共の場

駅となる上野駅にステンドグラス作品

が、自分の気持ちに正直に作品を造っ

造っています。なぜそうなったか分か

に置くものだから、自分のイメージを

「昭和六十年春 ふる里・日本の華」
を造っ

ていくことで、いずれパブリックアート

らないですが、卒業制作で造って以来、

にかかわるきっかけが訪れるかも知れ

その流れが続いています。

てもらいました。

出しすぎないようにしなければいけな
いから難しいと思う。
大嶺

（作品写真を回覧）

佐野

パブリックアートと言っていいか

分からないけど、タイに旅行したとき

２年の川上です。指導教員は布山タル

路上で食料を売っている生活感溢れる

私が公共建築費の１％を文化芸術にあ

で、雨風に強く、日本の風土に適して

てる「１％フォー・アート」の 法 制 化 を

いますが。東京造形大学では絵画専攻

います。私が素材としている大理石は

言い続け、運動をしているのもそのた

だったので、油絵も現在同時並行で描

カルシウムが含まれていて、酸性雨や

めで、実現すれば創作の機会がぐんと

いています。油絵や立体作品やアニメー

ほこりに弱い。だから屋内でないと難し

増える。欧米ではこの１％フォー・アー

ションなど、複合的な表現媒体を生かし

いです。また私の作風にかかわること

トの制度がアーティストを育てていま

ながら、主としてイラストのようなデフォ

ですが、好き嫌いが分かれる。団体の

す 。海 外 で の 仕 事 が 多 い 建 築 家 の 隈

ルメしたキャラクターをモチーフに作品

トップが私の作品を気に入ってくれて、

研吾さんも「１％フォー・アートがある

を造っているところです。

それ が 無茶苦茶、格 好 良くて、気 温、

動しました。日本のパブリックアートと
アートと言っても、国によってそれぞれ
に違うと感じました。
許

アートと社会の距離は以前より

近くなったと感じています。日本でも各
地で ア ート の ビ エ ン ナ ー レ が 開 か れ
ており、地方の活性化に一役買ってい
ます。また商店街や屋外に展示される

見や考えを聞くのも楽しい。普通の大

アートも増えている。見るアートから

学に行っていても普通の生活はできて

楽しむアートになっていると思います。

いたでしょうが、美大で学んだからこそ

美術館も展示以外にワークショップ、

こうい う 面 白 い 体 験 が で きる ん だ と

トークショーなどの企画を増やしてい

思います。一回造ることを覚えると、

ます。中国でも北京や上海のような大

やみつきになって、
「やらんといけん」
と

都市では私立の美術館が作られ、また

いう感じになっていまがある。目の前

ア ートギ ャラリー が 集 ま っ た 北 京 の

滝

東北新幹線の開業は 1982 年です

が、その開業記念に始発（当時）の大宮
駅にステンドグラス作品を造ってほしい
とドイツのルードヴィッヒ・シャフラッ
ト氏 ＊3 をくどきに行きました。氏はそ
のとき手がけていた仕事を後回しにし
て引き受けてくれました。氏の先生は
イサムノグチで、シャフラット氏も日本
に深い関心を抱いていて応じてくれた。
だからこの作品「光と水と生命」にも日
本的な雰囲気があるでしょう。
（作品写真を回覧）

大嶺

思ったより繊細ですね。私はまだ

生まれていない。現地で見てみたいです。
滝

最 近、英国で出版されたシャフ

ラット氏の作品集にも、この大宮のステ
ンドグラス作品が入っています。東北

滝

パブリックアートを入れたいと思っても

ことで、自分の造った建築物も変わる」

反対が起きる、ということが過去にあり

と言っています。建築に付加価値が付

リックアートとかかわるところがあり

ました。ですからいまは基本的に作品を

くのです。

ますか。

個人に収めています。

滝

佐野

どうしても好き嫌いがあるからね。
ええ。ただ個人的には好き嫌い

多様な表現媒体とその可能性
臼田

川上

川上君のやっている分野はパブ

アニメーションはパブリック

アートと親和性があります。 最近、お
客さんが参加できる映像作品が生まれ

僕は人間をモチーフに作品を制

ていて、例えばメディアアートの分類

作 し て き まし た が 、 以 前 はミケ ラン

になると思うのですが、人が手を振る

ある。ものごとは常に表裏一体だと思っ

ジェロとロダンにあこがれていて、格

と映像も反応するとか。分かりやすい

ています。私は大学を卒業してから身

好いいもの、感動する形を造りたかっ

例はチームラボ＊5 です。近年、東京藝

は重要なポイントと思っていて、嫌いが
あるから好きもある。死があるから生が

近な人の病気や死に遭遇してきました

た。ただ最近は変わってきて、人間の

大にもゲーム学 科 が 創 設されました。

が、制作をすることで救われました。

もつ毒々しい感じのものを造ってみたく

ここはｅスポーツ＊6 のような既存のゲー

ものを造るとは幸せなものを生み出す

て模索しています。個人的にはフラン

ムを使った遊びや競技とは異なります

います。
滝

私は 70 年代初めから駅や空港、

私はパブリックアートに関心があ

学校、図書館などの公共空間にパブリッ
クアートを設置してきて、これまで日本

フランドル絵画で、ベルギー、フランス、

全国 540 カ所を超えます。ただ駅など

イタリアなどヨーロッパを旅行して、教

では、作品の素材が傷まず、半永久的

会のステンドグラスを数多く見ました。

に残るものでなくてはダメです。皆さん

また日本交通文化協会のホームページ

が訪れた「クレアーレ熱海ゆがわら工

で 、 協 会 が これ まで か か わった パブ

房」がステンドグラスと陶板レリーフを

リックアートを検索し、大いに参考に

素材にしているのも、半永久的に持つ

しています。日比野克彦先生や宮田亮

からです。ステンドグラスはガラス素材

平先生などの作品は鮮やかで、素敵で

だからもちろんですが、陶板はまず 700

す。私も機会があったらパブリックアー

度ぐらいで素焼きして、釉をつけ、1200

トに挑戦してみたいという思いが強く

度の高温で焼成する。すると表面がガラ

あります。

スで覆われる。これが保護膜となる
（受
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賞者一同「なるほど」）。

光スポットになっているところも増えて

ります。自分の研究課題は13～14世紀の
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北京
「 798 芸術区」
のパブリックアート

＊2 のように若者の人気の観
「798芸術区」

＊1： Anish Kapoor（1954年～）
。インド出身の現代彫刻家で、現在は英国籍でロンドン在住。
仏教やインド哲学などの東洋的世界観とヨーロッパのモダニズムを融合させた独創的な
作品を手がける。第44 回（1990 年）
ベネチア・ビエンナーレでは英国を代表して出品し
デュエミラ賞、91 年ターナー賞、03 年大英帝国勲章 CBE など受章。

4

遅れて申し訳ありません。東京

ト教授です。いま短編アニメを作って

はまた違っていて、ひと口にパブリック

許

川上

藝大大学院アニメーション選考の修士

できる環境を生み出さないといけない。

誰かが感じたものをパパッと描いたよう

パブリックアートの魅力

日本はアーティストが力を発揮

滝

材の特性上、外に置けない。日本で外

で、それだけ身近なものになっていて感

のことを精一杯やっている感じです。

もってやっていきたいと思っています。

に 置 か れ ている石 彫 は 大 体 が 火 成 岩

湿度、空気感が絵と一体になっている。

「many, mimiboy, nomiboy 他」大嶺かすみ
／素材 ボア生地、綿

パブリックアートには強烈なあ

こがれがあります。ただ自分の扱う素

（大学の仕事を終えた川上さんが到着）

ストリートアートが素晴らしかったです。
場所の壁に、
ドーンと絵が描いてあって、
大嶺かすみさん
（第37期 優秀賞）

ないと思っています。長期的な視野を

JR大宮駅 2階自由通路西口正面
ステンドグラス
「水と光と生命」
原画：ルートヴィッヒ・シャフラット／設置時期：1982年6月

＊2： 別名、大山子芸術区。北京北東部の工場群跡地を 2000 年ごろからアーティストの工房や
ギャラリーに転用した現代アートの集積地。中国だけでなく外国のアトリエも進出し、
多くの若者や観光客が訪れている。
＊3：1924年～2011年。ドイツの造形美術作家で、国際的に知られたステンドグラス作家。研ぎ
澄まされた感覚で、独自の世界をステンドグラスで創り出し、多くの作品を残している。

JR上野駅中央改札外コンコース
ステンドグラス
「昭和六十年春 ふる里・日本の華」
原画：平山郁夫／設置時期：1985年3月
＊4： Francis Bacon
（1909年～1992年）
。アイルランド出身の英国人画家。具象絵画にこだわ
り続け、デフォルメされ、歪んだ、口を開けた人間像などを描き、現代美術に大きな影響
を与えた。
＊5： 2001年から活動を開始し、テクノロジー・デザイン・アートなどの境界を越えて、芸術的表
現を中心としたデジタルアートやコンテンツを制作している。プログラマー、エンジニア、

数学者、建築家、グラフィックデザイナー、CG アニメーターなどが参集し、その作品は
世界の美術館に収蔵されている。
＊6： エレクトロニック・スポーツ(electronic sports)」
の略称。コンピューターゲームやビデオ
ゲームを使って行う娯楽やスポーツ競技などを指す。
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有効に使われた奨学金
滝

皆さんは受賞の奨学金を何に

大嶺

作品に使いました。お金がある

使ったのだろう。

が、新しい遊びのかたちを作っていく
こ と を コ ン セ プ ト に し ています。VR
（バーチャル・リアリティ）を扱った体感
型ゲームの開発なども行われています。
私自身は深く関与しているわけでは
な い で す が 、 実 際 にプ レ イする 機 会
が多く、
「映像を体験する」という経験
はとても新鮮です。一人ですぐに開発
できるわけではないですが、在学中の
こうした経験が、後の活動で新しいア
イデアに繋がる可能性はあると思って
います。
滝

さまざまな表現媒体を川上君の

中ではどう整理しているのですか。
川上

アニメーションと絵画は、まっ

たく違う表現媒体です。アニメーショ
ンには時間の流れ、音、動き、展開が
存在しますが、絵画は一枚の画面内で
し か 表 現 が で きま せ ん 。で す から 描
くときの意識はまったく異なっていま
す。立体作品などはなおさらです。そ
の意識の切り替えにはいつも苦労して
います。
しかしそれは絵画が劣っているとい
う意味ではなく、絵画は一枚という限
られたなか、描かれていない要素や余
白も含まれているからこそ、鑑賞者が
その作品と自己を重ねられるのだと思
います。全て説明できている作品より
も、鑑賞者に問いや想像の余地を残し
た作品の方が僕は魅力を感じます。
そして立体も、絵画やアニメのような
平面の表現とは違う、手触りの魅力が
あります。描くのとは違い、空間に本
当に存在している、という説得力があ
ります。そうした表現媒体ごとの魅力
を自覚しながら、媒体ごとに自分が表
現したいものが形になっていくとき、面
白さを感じているのかもしれません。
6
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物の作品を見て「絶対この子がほしい」

なると思う。人間には本能として貢献

てくれて、「こういうのがあるから」と

と買ってもらうのが一番です。この間、

心があって、自分を他者のために役立

推 薦 し て い た だ い た の が きっ か け で

個展を初めてやったのもそのためです。

てたいという利他の気持ちが生まれな

す。特別賞で 10 万円をいただき、2 種

見に来てくれた方たちは SNS で繋がっ

がらに備わっていると私は考えていて、

類のエアー工具を買いました。ノミを

ていた人がほとんどで、
「この子はこう

2001 年に「貢献する気持ち」
（紀伊国屋

から、ちょっと試してみたいと思った

つけてエアーの力でピストンさせます。

でこうで」という私の説明に、楽しんで

書店）という本を出しました。皆さんに

ことができる。お金がないと妥協しな

石を彫るのは、最初はグラインダーで

もらえたのもよかったです。また買って

差し上げます。大嶺さんもあなたの作

ければならないことも、お金があれば

切ったり削ったりする大きな仕事です

くれた方が、私の作品と暮らしていると

品を買って喜んでくれる人がいないと

妥協せずにやれます。

けど、最後の細かい仕事でエアー工具を

想像するのも嬉しい。

つまらないでしょう。

臼田

僕は受賞後、英国のロイヤル・アカ

許

ベルギーのクレサンという会社

デミーに短期留学するのに使いました。
許 寧さん
（第38期 優秀賞）

るのを指導教員の深井隆先生が評 価し

使うと、木を削るように石が彫れる。
滝

佐野

ノミの刃は自分で研ぐのですか。
刃は自分で作ります。鍛冶屋さ

のロールキャンバスがあります。高額

んのように鋼を叩いて焼き入れして、自

なのですが、いただいた奨学金で No.９

分の好きな形にします。その刃を動か

とNo.15 のキャンバスを初めて買いま

す動力機械のエアー工具は3、4万円し

した。国際瀧冨士美術賞に応募した絵

ます。今でも大事に使っています。

ではさまざまな色を重ねていますが、新
しく買ったキャンバスでは余白を残すこ

滝

皆さん有効に使ってくれています

ね。ところでデジタルとインターネット

とを試みました。Nｏ.15のキャンバスは

の時代に皆さんはアーティストとして

独特の青味がかかっています。私は感

どう向き合うのか聞かせていただけま

情を抽象表現で表すタイプなので、青

すか。

味の上に緑系や紫系の色をどのように

スマホがなくなると困ります。

配置するかといった技法研究にとても

みんな 1 日 5 時間は見ていると思いま

役立ちました。

すよ。ただ人と人が直接会うのが大事

また No.9 で描いた作品はシェル美術

だと思っていて、ネットショップも実

AI とアーティスト
許

私もフェース・トゥー・フェースが

重要だと思っています。インターネットで
世界の距離が狭くなり、携帯でルーブル
美術館は見れるけど、同じ空間に身を
置いて、人の呼吸を感じながら言葉を
交わすのが大切です。いま私たちはここ
で互いの顔を見ながら話していますが、
SNSよりはるかに人間味ある豊かな情報
を得、また与えています。
臼田

僕はAIがレンブラントを描いたと

いうニュースにオッと思いました。もし
AI がボクの気持ちの変化まで汲み取っ
たらすごいなと思いますが、現在はそこ
まではいってない。

賞に入選しました。白いキャンバスに黄

佐野

色を使ったのですが、テンペラ絵画の

AIの時代、私は原始人になった

らいいと本気で思っています。私のもの

金箔のような効果が生まれ、コメントし

大嶺

佐野

それがあるから続けています。
大学のときにこの本を読みたかっ

た。大学のときは皆、この問題に翻弄
自分の追及のために造るのであって、人
に認められたいから造るのではないと言
われるのですが、それだけなら私は辛い
です。他者がいるからこそ自己を認識で
きる。見ていただき、楽しんでもらったり、
意見を聞けるからこそ続けられる側面も
あると思います。
滝

貢献心は自分のためであって、

フィランソロピー、つまり慈善とは違
います。慈善はどこか上から目線で、寄
付してあげるという強者の弱者に対する
姿勢がどこかにある。貢献心はそうで
が自分の喜びなのだという姿勢です。

カスできる点が沢山ある。しかし日本は

アーティストなどは自分の作品を人が

経済至上主義の方向にどんどん向いて
いる。それがつまらない。中身の多様

てくださった先生は「いままで見たこと

造りは相手が石だからうまく行かない

喜んでくれるという意味で、理解でき

ことが多く、石に誘導されることも多

るのではないですか。

奨学金をいただかなければクレサンの

い。たとえばクラックといって石にヒビ

キャンバスを買おうとは思わなかったで

が入ったら、割れ目に委ねて形を変え

しょう。

たり、模様を追いかけたりして彫って

ボクはアニメーション制作に使

いきます。石という原始的なものに対

いました。当時、油絵のアニメーショ

して私は真心で取り組んでいて、自分

ンを造っていて、アクリルの透明な板

が美しいものを追求していったら、AI の

で暗室を作り、カメラを三脚に設置し

統計的なものは凌駕できると思ってい

て、ちょっと描いて撮影、ちょっと描

ます。

いて撮影を繰り返しました。特に油絵

立体作家の場合、3Dスキャンが問題

具はお金がかかる。お陰様でこれが東

になっていますが、それによって自分の

京藝大大学院の合格につながったと思

立場が無くなるという恐怖は特にないで

います。

す。もちろんお客さんにアナウンスする

佐野

ときは SNS に頼っていますが。

私は石を削るエアー工具を買い

ました。それまで工具は大学で借りて

滝

人を集めるにはSNSは非常に向

佐野

ただ知らない間にAIに誘導され

いているんですよね。

いました。ただ雑に使っているわけで
はないのに、どういうわけか貧乏くじ
を引くように私が使うと壊れる。先生

ているのではと、ふと感じるときもあり

も悪気があって壊しているわけではな

ます。とくに買い物をしているときなど

いからと言ってくれたのですが、早く

は怖い。
滝

自分の道具がほしかった。しかし石を
買うとお金が残らない。国際瀧冨士美
術賞に応募したのは、やる気だけはあ

「時の舞」
シェル美術賞2019 入選
許 寧／ 2019 年／素材 キャンバスに油彩

この不透明な時代にあって、前

「螢火の身ごもり」川上 喜朗／ 2020 年／素材 アニメーション

なく、自分を他者のために役立てること

のない輝き」と言ってくださいました。

川上

川上 喜朗さん
（第38期 優秀賞）

されていると思います。彫刻家は黙々と

佐野

ＳＮＳ、ツイッターには自己顕示

欲という言葉がすごく出てきます。ちょっ

性を楽しく話 せる社会になってほしい
なと思う。
滝

アルゴリズムに支配された経済至

とでも何かやると「自己顕示欲だ」とか

上主義の傾向が日本では特に強い。国

言われる。素直に欲求を認められない

に文化の価値を認めさせなくてはいけな

人が多すぎる。だからこの本は嬉しい

い。そのためにはアーティストたちが横に

です。

繋がって吠えないと社会は変わらない。

滝

アーティストとして社会への要望

佐野

テレビなどで「男は年収幾らがい

作で10分間のアニメを作っていたので

い」
「幸せな家庭をもちたい」
とかよくやっ

すが、一日中やってもやっと 4 秒動い

ていますが、どう生きていくかという

たみたいな世界で、すごく手間がかか

はありますか。

川上

アニメーションは造るのにすご

く時間がかかります。先日まで修了制

過程をまったく無視しています。幸福

る作業です。それをずっと続けてよう

論ということを話し出すと
「女性はこう

やく音をつけて、いろんな要素を足し

いうのが幸せ」
「 男はこうがいい」とな

て 完 成となる 。 油 絵 にし ても 下 地 を

る。いろいろあっていいのですが、す

用意して、キャンバスを張って絵具を

ごくパターン化している。どう生きて

つけて、構図を考えてと、手間がかか

いくかといったことを話すと「なんだ、

るじゃないですか。それがいまの社会

コイツ」という空気になる。私は山集落

はＳＮＳやユーチューブの影響もあり

にアトリエがあって、周りには畑仕事を

ますが、インターネットで情報共有の

している人も多く、体を動かし健康で、

向きにものごとを解決しようとすると、

スピードが早くなった分、アートが断

労力が直接お金にならなくても出どこ

私が常々言っている「貢献心」がカギに

片的にしか鑑賞されなくなっていると

ろの分かる食材が手に入るなどフォー

感じています。その断片も、過剰に美
7
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臼田

臼田 貴斗さん
（第39 期 優秀賞・グランプリ）

チューセッツ工科大学
（MIT）
やハーバー
ド大学はリベラルアーツ、つまり一般

でなければいけない」と。 僕は進路を

教養に芸術教育を導入している。一般

選ぶときに辛い思いをしました。美術

教養の中で 30 ％を占めているともいい

を知らない先生に「エッ、美術に行く

ます。アートは非日常を生み出し、こ

んだ」と言われたけど、そこにもっと

れは美意識や感性や直観でものごとを

ない感覚を形として具現化できること
にあると思います。最終的に自分でも

皆さんにとってアーティストの

臼田

個人の漠然とした、何ともいえ

面白さとは何ですか。

可能性を見出してほしかった。親もそ

見ることにも通じる。社会システムが
揺らいでるいまの時代、倫理や理屈だ

想像もしなかった形になることがある

てほしい、いいところに就職してほし

けでなく、美意識や感性が極めて大事

ので、それも非常に面白いですね。

い、というところがあった。説得して

になっている。日本は戦後の経済至上

許

挑み続けることによって、予想

少しずつ変わってもらったのですが、

主義がすでに行き詰まっているのに、

もしていなかったことと出会えるのが

そういうところの意識、教育が変わら

そこへの転換がまだできていない。

面白いです。私はキャンバスに事前に

大嶺

臼田さんと同じで私も結構言わ

川上

僕の両親は表向き僕が美術に行

スケッチする習慣がなく、描くときは

くことに賛成してくれましたが、親の

感情に任せます。パターン化するのを

印象があります。じっくり鑑賞して作

れた。
「美術を学ぶためにお金払うの」

価 値 基 準 を 押し付 け てきたり、
「育て

避け、同じテーマでも、常に絵柄と表

品から何かを読み取る、という機会が

みたいの。肩身も狭かったです。それと

方を間違えた」と人格を否定されたり

現方法に新しいものを取り入れるよう

社会から減ってきています。鑑賞の流

沖縄は美術館も余りない。美術に触れる

することも多かった。だから表向きは

にしています。それによって思いがけ

れが速いなかで、それに順応して作品

機会がもっとあればいいのにと思う。

美術教員の免許の勉強をしつつ、作品

ない発見があると、本当に嬉しいです。

を作らなければいけないことに正直危
機 感 を 感 じています。アニメは 2 時間

臼田

英国は美術館がほぼタダなんで

はなるべく見えないところで描いていま

限界を決めず、献身的に努力していく

した。いまは実績も重なって、かつて

ことで、作品はもちろんですが、私自

とっても励みになるし、会社の人も喜

大きなスケールじゃないと伝えられな

よりは理解が深まりましたが。

身も磨かれていくと感じています。

ぶと思います。職場でアートについて

いメッセージというのがあると思うの

のコミュニケーションも生まれ、さら

で、それが発信できるようになるまで、

感性を高め、大人になって社会に還元

れ がたった2時間で消耗されてしまう。

してもらえば、見返りははるかに大きい

冷 静 に 考 え れ ば、 ア ニ メは コ スト パ

という考えでした。なんて素晴らしいん

中や、児童館に連れて行ってくれて、

もこれもやっていいんだ、ということで

フォーマンスの悪い作品作りです。

だと思いました。

昆虫を捕まえたり、絵を描いたり、工

す。こんな考え方もあるんだと、固定観

作をするなど、いろいろな体験をさせ

念から自由にしてくれますし、またそれ

てくれました。父はそれを見守ってい

がキッカケとなって人から人へどんどん

る感じでした。中学3 年まで将来の夢

繋がっていくところが面白いです。

そういうけど世界中の人がその

2 時間を見るとしたら、その積算した

滝

文化に対する価値基準が日本に

はまだない。もし
「１％フォー・アート」

時間は何倍も大きい。どこで比較する

法があれば「国家としてアートを振興

かであって、一人だけだと 2 時間で終

する」とのシグナルとなって、社会の

わ っ てしまうけど、世界の千万人以上

価 値 基 準 を 作 って いく。 米 国 の マ サ

が見てくれれば大きい。
川上

確かに映像だといろんな人が見

てくれる機会があるので、可能性は増
えますね。
許

談論風発した座談会

す。調べたら、子供が美術館に通って

の作品でも、2 年以上はかかります。そ

滝

私は人の個性をもっと大事にす

佐野

母は私が小さいころから自然の

は漫画家で、あとはバンド活動でベー

視されて結果のみが重視されている。
これがいいとなると、皆がそれを追い

川上

アーティストの面白さは、あれ

面白いかどうか自分でも分かりま

なるビジネスに繋がるかも知れない。

自分を高めていきたいです。現在はフ

もしそうであれば、私は作品を寄贈し

リーランスとして身近な仕事に向き合

ます。お金はいりません。

いつつ、そうした道 筋に向けて作品を

滝

受賞から10 年ごとに一作品寄贈

許

皆、協力すると思います。

してくださいとかね。
川上

造り続けたいと考えています。
許

口にするのは恥ずかしいのです

が、アーティストとしての夢は世界で

せ ん が 、 造 ることで 自 分 の 存 在 を 確

聞いていて思ったのですが、美

指折りの画家として絵で世界を繋ぎた

バンド活動をすることも考えましたが、

かなものと感じられる気がします。そ

術館のような場所で見せるよりは、オ

い。ただそのために人々の心に訴える

母は「大学に行ってみたら」と促してく

れを他者に見てもらい、他者と自分が

フィスの、ふだん仕事しているところに

作品を描けるようになることです。心

れました。父からは「これからの時代、

作品を介して想いを共有する。そんな

自分の作品が何気なく置いてあるとこ

を打つ作品は国籍、言語と関係ありま

安定した仕事なんて何一つないから、

ことができるのは面白いということかも

ろを見てみたいです。働いている方に

せん。またさまざまな国のアーティス

自分で何かを生み出せることは大事だ

知れないし、幸せなのだと思います。

どう感じてもらえるか興味があります。

ト仲間と連携しながら活動していくこ

佐野

作品が出会いをもたらしてくれる

滝

最後に皆さんの夢を聞かせても

らえますか。佐野さんは彫刻だけど、彫

変わらず私の仕事を支持してくれてい

ことです。制作は超個人プレイですが、

て、とくに母は展示をいつも楽しみに

それを展示したときに、作家でなければ

刻家としてやっていくのは難しい。独立

してくれています。

絶対お会いすることがないような方とも

してよくやっている。偉いですね。

許

かける。しかしアーティストでなくて

私は北京の師範大学油画専攻科

を卒業しましたが、美術教育についての

も、一人の人間として個性は大事にし

大嶺

スを弾いていました。高校を卒業して

よ」と言われていました。いまも両親は

る社会になってほしい。先ほどの話に
もありましたが、もの造りの過程が無

出会うことができる。そこに有り難さと
面白さを感じています。
滝

佐野

自転車操業でやっています（笑）
。

とも考えています。一緒にプロジェク
トやボランティア活動をしていきたい。
臼田

アーティストとしての夢ははっ

きりとはないですが、制作活動を続け
ていきたい。そのためにどうしていく

石彫で生活していくのは無理だと言わ

べきなのかを模索中です。シンプルに

てほしいと思う。とくに私の国は最近

授業がメインで絵を描くことがあまり

国際瀧冨士美術賞の全受賞者

れてきて、私はそこに疑問を持ちなが

強い感動を鑑賞者に与えられるような

豊かになって、70年代の日本みたいに

できませんでした。自分が一体何がや

780人が集まって展覧会をやったらど

ら必死に仕事をしてきました。場所も

作品を造っていきたいです。

うだろう。

ブランド品を皆が持つようになった。

りたいのか分からず、悶々としていま

自分に何が大切なのか見えなくなって

した。日本に来て画家になろうと決め

いる。そういう人には、もっと自分の心

ましたが、両親は学費、画材代などを

の叫びを聞いてほしい、と思います。

払い、支えてくれました。おそらく両親

美意識・感性の重要性
滝

個を大事にする時代に回帰する

ということですよね。そうでないと面
白くなくなる。
8

滝

ういう意識があって、いい大学に入っ

ないと厳しい。
しさを誇張した表現ばかりが目につく

アート–––その面白さと夢

いまの話で思ったのが日本の教

育に同調意識が強いことです。「こう
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「火星のふたり」臼田 貴斗／ 2019 年／素材 大理石

大嶺

すごいでしょうね。見るの大変

許

すごくやりたいです。国際瀧冨

だけど面白そう。

都内に拘らなければ安く制作できると
ころはありますし、情熱が伝われば助

大嶺

大きなビジョンはないです。仕

事と制作で、今できることをコツコツ

けてくださる方が沢山いるということも

やっていきたいです。マーニーズショッ

体験しました。何ごとも無理と決めつけ

プは需要がある限り、私のアイデアが

ず、日々制作しています。

尽きるまで続けていきます。

にとって私が画家になること以上に、

士美術賞アートフェアのようなもので、

私 が 自 分 自 身 を 見 つ け ることが 重 要

違う年に受賞した人同士のトークショー

で、見守ってくれていると感じます。

もあったりして。あと滝理事長への個人

くらいに作品が評 価されてほしいし、

話も大変面白かった。これからも頑張っ

両親が支えてくれていることへの感謝

的な要望ですが、理事長の関係会社に

スケールの大きな作品を作ってみたい。

てください。

も、私が描き続けていることのバック

私たちの作品を寄贈し、事務室に飾っ

アニメーションならもっと尺の長い作

グランドとして大きいものがあります。

てもらうのはどうでしょう。受賞者に

品を、絵画ならもっと広いスペースで。

川上

僕はもっと生活を支えてくれる

滝

皆さん、長い時間、ありがとう。

（2020年2月4日 於：協会大会議室）
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国際
瀧冨士美術賞
40年史

第 6 期 1985 年（昭和60 年）

40 years History
of International
TAKIFUJI Art Award

第 1 期 1980 年（昭和55 年）

対象校 国内 6 校
応募者 国内 50 人
受賞者 国内 12 人
【トピックス】
⃝対象校は東京の６美大
（東京藝術大学、
女子美術大学、多摩美術大学、東京造形
大学、武蔵野美術大学、日本大学）
⃝６月20日 選考委員会を東京會舘で開催
選考委員は、ルイ フランセン
（東京藝大講
師）
、田中正明（女子美大教授）
、運輸省と
日本国有鉄道 ( 以下国鉄 ) から計３人、
滝 久雄
（日本交通文化協会専務理事）
、
星野守之助
（日本交通文化協会理事）
⃝７月15日 授賞式・懇親会
（東京會舘）

第 2 期 1981年（昭和56 年）

対象校 国内 8 校
応募者 国内 62 人
受賞者 国内 17 人
【トピックス】
⃝金沢美術工芸大学と京都市立芸術大学が
加わる
⃝６月30日 選考委員会を東京會舘で開催
選考委員はルイ フランセン、小池岩太郎
（東京藝大名誉教授）
、運輸省および国鉄
から各１人、滝 久雄、星野守之助
⃝７月17日 授賞式・懇親会
（東京會舘）

第 3 期 1982 年（昭和57 年）

対象校 10 校 ( 国内 9 校／米国 1 校 )
受賞者 19 人 ( 国内 17 人／海外 2 人 )
【トピックス】
⃝対象校に愛知県立芸術大学が加わる。
海外はアメリカからプラットインスティ
テュート
（Pratt Institute ）
が参加
⃝選考委員はルイ フランセン、田中正明、
運輸省および国鉄から計３人、滝 久雄、
星野守之助
⃝8 月

授賞式・懇親会（東京會舘）

第 4 期 1983 年（昭和58 年）

対象校 11 校 ( 国内 9 校／米国 2 校 )
受賞者 20 人 ( 国内18 人／海外 2 人 )
【トピックス】
⃝アメリカより、アートセンター カレッジ
オブ デザイン(Art Center of Design)
が参加
⃝累計応募者100 人を超える
⃝６月22日 選考委員会
選考委員はルイ フランセン、田中正明、
運輸省および国鉄から計３人、滝 久雄、
星野守之助
⃝7 月

10

授賞式・懇親会（東京會舘）

CREARE NEWS No.14/2020

★CN14_P02_P19.indd 10-11

第

対象校 12 校 ( 国内 9 校／海外2 カ国3 校 )
受賞者 23 人 ( 国内18 人／海外5 人 )
【トピックス】
⃝中国から中央工藝美術学院が参加
⃝この期から 20 期まで審査に面接を導入
⃝選考委員会 ルイ フランセン、田中正明、
運輸省および国鉄から計３人、滝 久雄、
星野守之助
⃝6 月 授賞式・懇親会（東京會舘）
⃝授賞式から約一週間、受賞者作品展を
有楽町の東京都庁舎回廊で実施

第11期 1990 年（平成 2 年）

対象校 15校( 国内9 校／海外5 カ国6 校 )
受賞者 25人 (国内18人／海外7人＝米国２
・
韓国１・中国２・東ドイツ１
・ソ連１)
【トピックス】
⃝対象校は国内９校のほか、海外は米国
のプラットインスティテュートとアート
センター カレッジ オブ デザイン、中国の
中央工藝美術学院の3校に加え、韓国よ
り梨花女子大学校、東ドイツ(現ドイツ)
からベルリン美術大学、ソ連 ( 現ロシア )
からモスクワ美術工芸大学の3校が参加
⃝選考委員会 ルイ フランセン、田中正明、
運輸省および東日本旅客鉄道株式会社
(※国鉄の分割民営化による。以下JR東
日本 ) から各1人、 滝 久雄
⃝８月２日 授賞式・懇親会（東京會舘）

第12 期 1991年（平成 3 年）

対象校 15 校 ( 国内9 校／海外5 カ国6 校 )
受賞者 22 人 ( 国内17 人／海外3 カ国5 人
＝米国２・中国２・韓国１ )
【トピックス】
⃝国際瀧冨士美術賞に改称
⃝選考委員会 ルイ フランセン、田中正明、
運輸省および JR 東日本から各1人、
滝 久雄
⃝8 月中旬 授賞式・懇親会（東京會舘）

第14 期 1993 年（平成 5 年）

対象校 13 校 ( 国内９校／海外3 カ国４校 )
応募者 73 人
（国内57 人／海外16 人）
受賞者 21人
（国内16人／海外3カ国５人）
【トピックス】
⃝9 月 2 日 選考委員会 ルイ フランセン、
田中正明、運輸省および JR 東日本から
各 1 人、滝 久雄（日本交通文化協会
理事長）
⃝9 月29日 授賞式・懇親会（東京會舘）

第19 期 1998 年（平成 10 年）

対象校 13 校 ( 国内９校／海外3 カ国４校 )
応募者 82 人 ( 国内67 人／海外15 人）
受賞者 13 人 ( 国内9 人／海外3 カ国4 人）
【トピックス】
⃝９月 2 日 選考委員会 ルイ フランセン、
大津英敏
（多摩美大教授）
、運輸省および
JR 東日本から 計３人、滝 久雄
⃝9 月24 日 授賞式・懇親会（東京會舘）

第22期 2001年（平成 13 年）

対象校 15 校 ( 国内10 校／海外4 カ国5 校 )
応募者 68人( 国内54 人／海外14 人）
受賞者 15人(国内10人／海外4カ国5校5人）
【トピックス】
⃝沖縄県立芸術大学が加わり国内10校に。
海外はサリー インスティテュート オブ アート
アンド デザイン(英国)が参加し5校に
⃝8月23日 選考委員会 ルイ フランセン、
大津英敏、宮田亮平（東京藝術大学美術
学部長）、運輸省および JR 東日本から計
３人、滝 久雄
⃝10月30日 授賞式・懇親会（東京會舘）
⃝授賞式でサリー インスティテュート オブ
アート アンド デザイン( 英国 )のデザイン
学部長イアン デュローム氏が記念講演

第23期 2002 年（平成 14 年）

対象校 16 校 ( 国内10 校／海外5 カ国6 校 )
応募者 72 人 ( 国内52 人／海外20 人）
受賞者 16 人（国内10人／海外5カ国6人）
【トピックス】
⃝7 月26 日 第一次審査会
⃝9 月2 日 本審査会 ルイ フランセン、
大津英敏、宮田亮平、大成 浩（東京造
形大学教授）、国土交通省 ( ※運輸省よ
り再編。以下国交省 ) および JR 東日本
から計３人、滝 久雄
⃝10月30日 授賞式・懇親会（東京會舘）

第25期 2004 年（平成 16 年）

対象校 17校( 国内10 校／海外6カ国7 校 )
応募者 70 人 ( 国内52 人／海外18 人 )
受賞者 18 人 ( 国内11 人／海外6カ国7 人 )
【トピックス】
⃝7 月28 日 第一次審査会
⃝9 月1 日 選考委員会 ルイ フランセン、
大津英敏、宮田亮平（東京藝大副学長）、
大成 浩、国交省および JR 東日本から
計３人、滝 久雄
⃝美術賞設立25年を記念して
「25周年記念・
滝 久雄賞」
（グランプリ、賞金20万円 ) と
「 25 周年記念・特別賞」
（賞金10 万円）
を
国内・海外受賞者に授与。国内受賞者を
対象とした滝 久雄賞（グランプリ）
は毎年
設定
⃝
《 25 周年 瀧 久雄賞》
奥谷太一 (東京藝術大学)、
イルカー・バシリ
（シュトゥットガルト公立美術アカデミー）
《 25 周年 特別賞》
前田真知子 ( 金沢美術工芸大学 )、
唐 源羚 ( 清華大学美術学院 )
⃝10 月27 日 授賞式・懇親会（東京會舘）

対象校に加えて国内12 校に
⃝ 8 月4 日 第一次審査会
⃝9 月22 日 本審査会 ルイ フランセン、
大津英敏（多摩美大造形表現学部長）、
宮田亮平
（東京藝大学長）
、大成 浩、国交
省および JR 東日本から計３人、滝久雄
⃝11 月 6 日 授賞式・懇親会（東京會舘）

第32 期 2011年（平成23年）

対象校 19 校( 国内12 校／海外6カ国7校 )
応募者 90名 ( 国内69人／海外21人 )
受賞者 20人 ( 国内14 人／海外6カ国6人 )
【トピックス】
⃝8 月 9 日 第一次審査会
⃝9 月5 日 本審査会 大津英敏、
宮田亮平、大成 浩、国交省および
JR 東日本から計３人、滝 久雄
⃝10 月24 日 授賞式・懇親会（東京會舘）
⃝国内受賞者のうち東北芸術工科大学 1人
に東日本大震災復興支援特別賞を授与
⃝第31期から国内受賞者がクレアーレ熱海
ゆがわら工房を見学

第37 期 2016 年（平成28 年）

対象校 25校(国内13校／海外7カ国12校)
応募者 97人( 国内63人／海外34人 )
受賞者 21人( 国内14人／海外７人 )
【トピックス】
⃝京都造形芸術大学が加わり国内の対象
校13 校に

国際瀧冨士美術賞の現在の審査員は、

第39 期 2018 年（平成30 年）

対象校 25校(国内13校／海外7カ国12校)
応募者 94人 ( 国内61 人／海外33 人 )
受賞者 21人 ( 国内13 人／海外８人 )
【トピックス】
⃝7 月11 日 第一次審査会
⃝9 月10 日 本審査会 大津英敏、
宮田亮平、大成 浩、日比野克彦、
青木野枝（彫刻家）、国交省および
JR 東日本から各1 人、滝 久雄
⃝11月6 日 授賞式・懇親会（国際文化会館）
懇親会で澤和樹・蓼沼恵美子両氏の演奏

第40 期 2019 年（平成31年・令和元年）

対象校 26校(国内13校／海外7カ国13校)
応募者 101人 (国内70人／海外31人)

また指導教員も保護者的な立場で参加

受賞者 22 名 ( 国内14 人／海外８人 )
【トピックス】
⃝香港教育大学 ( 中国 ) が対象校に加わり
海外13 校に
⃝7 月16 日 第一次審査会
⃝9 月10 日 本審査会 大津英敏、
宮田亮平、大成 浩、日比野克彦、
青木野枝、国交省および JR 東日本から
各 1 名、滝 久雄
⃝11月12日 授賞式・懇親会
（国際文化会館）
※審査員
（敬称略）
の肩書は初出と変更時に記載

1980年に創設された国際瀧冨士美術賞
の歴史をまとめた
『国際瀧冨士美術賞40年
世界に挑むアーティスト発掘の歩み』が 9月
10 日刊行されました。若手受賞者や内外
の美術大学の指導教員たちの座談会、審
査員の方々のコメントなど盛りだくさんで
すが、目玉は16 人の受賞者 OB のインタ
ビューです。青木野枝さん、奈良美智さん、
原智さん、ヤノベケンジ
さん……。いまは第一線
で活躍されているアーティ
ストの方々の若き日の模
索、創作への拘り、これ
からの夢などが忌憚なく
語られています。ご関心
のある方は協会にご連絡
ください。

にしていることだ。

宮田亮平、大津英敏、大成 浩、日比野

し、人材を育成したという誇りと共に、今後

2016年から審査を担当されています

も切磋琢磨していこうという空気感……。

していて、教員として、また一表現者

多くの美術賞はトップスターを見つ

として、作品だけでなく作者の人柄も

克彦、青木野枝の５氏です。代表して

日比野先生のコメントをご紹介します。

東京藝大でも学生との対話は大事に

けることに目的がある。トップ以外意

見るようにしている。だから授賞式・

味がないというときもある。それと比

懇親会で受賞者と話すことも大切だと

国際瀧冨士美術賞は私がかかわる美

べると並列的で、受賞者、指導教員た

思っている。受賞者の様子や雰囲気を

術賞の中でも独特のものだと思う。応募

ちが手を取り合っている一体感を、審

探りながら言葉をぶつけ、そのリアク

する学生が指導教員の推薦書を添える

査員の一人として感じる。勝った、負

ションを見ながら、学生がより自信を

やり方。また内外の受賞者が一緒に工

けたでなく、時代を担っていく若手を

もって自分が気付いてない魅力を引き

房を見学し、ワークショップをし、授

育て、コミュニティーを作っていこうと

出せるような導き方をしようと努めて

賞式・懇親会では全員が一堂に会して

いう滝理事長のメッセージがしっかり

いる。皆、授賞式にはそれなりの緊張

交流し、経験を共有するという仕掛け。

形になっていると思う。
審査は、限られた資料を元に選ばね
ばならない難しさはあるが、他の美術賞

第29 期 2008 年（平成 20 年）

対象校 19 校 ( 国内12 校／海外6カ国7 校 )
応募者 95 人 ( 国内71 人／海外24 人 )
受賞者 20 人 ( 国内13 人／海外6カ国7 人 )
【トピックス】
⃝協会設立60 周年を記念して、広島市立
大学 ( 芸術学部 ) と東北芸術工科大学を

⃝海外受賞学生に国際グランプリ ( 賞金10
万円 ) を新設
⃝7 月21日 第一次審査会
⃝9 月14日 本審査会 大津英敏（日本藝術
院会員）
、宮田亮平（文化庁長官）
、大成
浩、日比野克彦
（東京藝大美術学部長）
、
国交省および JR 東日本から各1 名、
滝 久雄
⃝11月9日 授賞式・懇親会（八芳園）
懇親会で澤和樹氏(東京藝大学長)と東京
藝大学音楽学部学生4人の弦楽奏
⃝第36期から海外の受賞者・指導教員もク
レアーレ熱海ゆがわら工房見学会参加

審査員

日比野 克彦

東京藝術大学 美術学部長

感と心構えをもって出席しているので、
そういうときに聞いた言葉はしっかり
刻まれると思う。

と比べればさほどではない。ある意味、

これから国際瀧冨士美術賞は 40 年

指導教員が推薦しているということで

の蓄積をもっと活かしていってほしい。

一定のレベルが担保されている。

毎年の賞の運営はあったが、全体の蓄

応募作品を前に「さてさて、どうしよ

積を活かしていく動きは少なかったよ

う」「どうやって比べたらいいのか」と

うに思う。受賞者はこの美術賞に愛着

いった心理的な負荷はないし、どれを選

を 持 っているは ず で 、国 内 の 受 賞 者

んでも
「失敗した」
ということにはならな

OB の集まりや、そのネットワークなど

い。その中で心がけているのは、見落と

について、もっと見える形 で 発 信して

されがちなものを見落とさず、拾うよう

いくことにも賞の意義があると思う。
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クレアーレアート作品紹介

Works of CREARE ART

クレアーレアート第530号作品

新橋駅

ゆりかもめ
（東京臨海新交通臨海線） ステンドグラス

◎サイズ: ステンドグラス37㎡・レリーフ 6㎡

「四季・東京ベイ」原画・監修: 平松 礼二

"Four Seasons of Tokyo Bay
(Shiki・Tokyo Bay )"
for Shimbashi Station, Yurikamome Line
Original Painter & Supervisor:
HIRAMATSU Reiji

ステンドグラス作品「四季・東京ベイ｣
は、臨海副都心への玄関口であるゆりか
もめの新橋駅に設置されました。ホーム
と改札口をつなぐ階段にはガラスごしに
光 が 降り注ぎ、ターミナルを鮮やかに
彩りながら、外国人も多い乗降客を出迎
えています。
原画を描かれた日本画の平松礼二先生
は、「現代の琳派」という意味を込めて琳
派モダンと呼ばれています。琳派は日本
人の自然観や美意識を斬新で大胆な装飾
技法で表現しているのが特徴で、
１９世紀
末にヨーロッパを席捲した文化芸術潮流
ジャポニスムに大きな影響を与えました。
この作品は、一角三面を使い、屏風絵
のように配置されています。左面には春
の梅と桜、右面には秋の紅葉、正面には
名峰冨士を背に、一羽のゆりかもめが翼を
平松 礼二

原画
（部分）

広げ飛翔する夏の海が描かれています。
株式会社ゆりかもめの櫻井社長は「こ
の作品が、新橋駅のシンボルとして、駅
を利用される国内外のお客様の心に潤い
と安らぎを与え、日本の四季の魅力を伝
えていくものとなることを心から願います」
と語られました。

HIRAMATSU Reiji

日本画家。1941年、東京都出身。愛知大学卒業。伝統的な日本画技
法と印象派を取り入れ、革新的な日本画を制作。国内外からの評価も
高く、
フランス ジヴェルニー印象派美術館が作品多数を収蔵。2000年
から11年間
「文藝春秋」
の表紙画を担当。現在、( 財 )日本美術家連盟理
事、( 財 ) 美術文化振興会評議員、順天堂大学客員教授、町立湯河原美
術館名誉館長、愛知大学名誉博士。
＊この作品は宝くじの社会貢献事業として整備されました。

クレアーレアート第531号作品

東京臨海高速鉄道

りんかい線

国際展示場駅

Osamu Tezuka, Characters on Parade

陶板レリーフ

◎サイズ: 約H2.6m╳W8.8m

「手塚治虫キャラクターズ大行進」原画: 手塚 治虫

監修: 株式会社手塚プロダクション

"Osamu Tezuka, Characters on Parade"
for Kokusai-Tenjijō Station, Rinkai Line
Original Painter: TEZUKA Osamu
Supervisor: TEZUKA Productions

りんかい線国際展示場駅は、
アニメ・コ
ミックに関する多くのイベントが開催され
る東京ビッグサイトの最寄り駅です。こ
の駅に設置された陶板壁画の基となった
原画は、日本漫画界の巨星・手塚治虫先
生の手で1976年に描き下ろされました。
手塚治虫先生が亡くなられてから30年
経った2019年、この「Osamu Tezuka,
Characters on Parade」が完成しました。
本来92体の手塚キャラクターたちによる
大行進を描いたものですが、その中から
36体を選び、再レイアウトされました。
「ブラック・ジャック」や「火の鳥」
、
「ブッ
ダ」
、「ユニコ」
、「鉄腕アトム」など、おな
じみのキャラクターが大集合。かつて読
んだ漫画に思いを馳せたり、このキャラ
クターの漫画を手にとってみようとワク
ワクしたり、豊かな時間が過ごせるので
手塚 治虫

＊この作品は宝くじの社会貢献事業として整備されました。
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© TEZUKA PRODUCTIONS

原画
（部分）

はないでしょうか。
手塚プロダクションからは「人 間 だ け
でなく動物たちやロボット、宇宙人も加
わり楽しげに進むこのパレードの先が、
平和で明るい未来であることを手塚治虫
とともに願っています。
」
とコメントが寄せ
られました。

TEZUKA Osamu

漫画家／アニメーター。1928 年～ 1989 年。大阪府出身。大阪帝国大
学附属医学専門部を卒業、医師免許を取得、のち医学博士。デビュー
作の
「マアちゃんの日記帳」
で一躍人気漫画家になり、生涯に亘り描い
た漫画作品は 700タイトルを超える。日本初の本格的テレビアニメシ
リーズ
「鉄腕アトム」
を制作するなど、日本の漫画界・アニメ界に大きな
影響を与え、今もなお世界中の人々に読み継がれている。
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クレアーレアート作品紹介

Works of CREARE ART

クレアーレアート第542号作品

広島高速交通

アストラムライン

本通駅

ステンドグラス

◎サイズ: H2.8m×W7.0m

「夕凪の街 桜の国」原画・監修: こうの 史代

"Town of Evening Calm,
Country of Cherry Blossoms"
for Hondori Station, Astramline,
Original Painter and Supervisor:
KOUNO Fumiyo

被爆75周年を迎えた2020年、世界遺
産の原爆ドームや広島平和記念資料館
などがある平和記念公園の最寄り駅であ
るアストラムラインの本通駅に、こうの史
代先生の「夕凪の街 桜の国」をモチーフ
にしたステンドグラス作品が設置されま
した。
こうの先生の漫画の代表作の一つであ
る「夕凪の街

桜の国」は、原爆の被害

を受けた広島を舞台に、最もか弱き者た
ちにとって戦争とは何だったのか、原爆
とは何だったのかを伝える渾身の作品で
す。その中の一場面、桜の花びらが舞う
中、原爆ドームを背景に、裸足の主人公・
平野皆実が春空を見上げながら、母が
待つ家路を急ぐシーンがステンドグラス
という素材を通して表現され、生きること
の尊さ、平和の大切さがのびやかなタッ
こうの 史代

クレアーレアート第543号作品

佐渡汽船

新潟港万代島ターミナル

金属、
陶板レリーフ

◎サイズ: H4ｍ×W7m

「佐渡彩景」原画・監修・制作: 宮田 亮平

"Splendors of Sado"
for Sado Kisen
Niigata Port Bandaijima Terminal
Original Painter, Supervisor and
Producer : MIYATA Ryohei

チで描かれています。若葉の芽吹きや二
羽の燕などからも平和への願いが感じら
れます。
広島の松井市長は「本作品が展示され
ることにより、被爆体験や平和への思い
が次の世代に引き継がれるきっかけになる
ことを期待しています」と述べられました。

KOUNO Fumiyo

漫画家。1968 年、広島県出身。中学生のころから漫画を描き始める。
本職の漫画家を志して広島大学を中退し上京。1995 年に
「街角花だ
より」
でデビュー。2004 年に
「夕凪の街 桜の国」
で第８回文化庁メ
ディア芸術祭マンガ部門大賞、第９回手塚治虫文化賞新生賞を受賞。
2009 年に
「この世界の片隅に」
で第13 回文化庁メディア芸術祭マンガ
部門優秀賞受賞。

©こうの 史代／双葉社

＊この作品は宝くじの社会貢献事業として整備されました。

制作中のこうの氏

佐渡出身の宮田亮平先生の代表作
「シュプリンゲン」シリーズの作品モチー
フであるイルカ。その由来は、
「東京藝大
受験のため佐渡汽船に乗り、佐渡島から
新潟に向かうときに見たイルカの姿にひ
かれたことが芸術家としての『原点』」と
語られていますが、このパブリックアート
作品にも12匹のイルカの群れが躍動感
たっぷりに泳いでいます。「佐渡彩景」は

制作中の宮田氏

宮田先生が原画・監修を務められていま
すが、金属製のイルカは先生ご自身が手

板によって立体的に表現されています。

掛けられました。

陶板は「クレアーレ熱海ゆがわら工房」

そして、海運業の中心となった北前船、
歴史的価値の高い佐渡金山、観光客に人
たらい舟の部分
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伝統芸能の鬼太鼓の部分

は日本海を想像させます。

気のたらい舟、6月上旬ころに見ごろを迎

佐渡の魅力がたっぷりと詰まったこの

えるトビシマカンゾウ、伝統芸能の鬼太

作品は、佐渡汽船の新潟港万代島ターミ

鼓、さらに日本を象徴する朱鷺など、佐

ナルに設置されています。佐渡へ船旅さ

渡を代表する歴史文化や豊かな自然が陶

れる際は、ぜひご覧ください。

宮田 亮平

＊この作品は宝くじの社会貢献事業として整備されました。

（熱海市）の製作で、神秘的な青色の陶板

MIYATA Ryohei

金工作家。1945 年、新潟県出身。東京藝術大学大学院修了。
「日本現代工芸美術展」
大賞・文部大臣賞・内閣総理大臣賞や、
「日展」
特選等を受賞。2012年日本藝術院賞受賞。第9代東京藝術大学学長、
文部科学省文化審議会会長、NHK 経営委員、日展理事、現代工芸美
術家協会常務理事、横綱審議委員会委員などを歴任。
2016 年より文化庁長官。
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クレアーレアート作品紹介

Works of CREARE ART

クレアーレアート第535号作品

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 1F
陶板 ◎サイズ: H2.8m×W8.6m

「3つの色とわたしの夢」
監修: 日比野 克彦

"Three Colors and My Dream"
for Hisao&Hiroko TAKI PLAZA 1F, Ochanomizu University
Supervisor: HIBINO Katsuhiko

クレアーレアート第538号作品

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 3F
金属彫刻 ◎サイズ: H6m

「シュプリンゲン<世界に向かって>」
制作: 宮田 亮平

クレアーレアート第539号作品

小田急線下北沢駅 陶板レリーフ ◎サイズ: H2.6ｍ×W8.9ｍ

"Encounters and Departures"
for Shimokitazawa Station, Odakyu Line
Original Painter: MIYANAGA Takehiko
Supervisor: MIYANAGA Tatsuo,
KOBAYASHI Keisei, HIDAKA Yasushi

「出会いそして旅立ち」
原画: 宮永 岳彦

監修: 宮永 辰夫、小林 敬生、日高 康志

"Springen: To the World"
for Hisao&Hiroko TAKI PLAZA 3F, Ochanomizu University
Producer: MIYATA Ryohei

クレアーレアート第541号作品

新千歳空港

ステンドグラス ◎サイズ: H2.1ｍ×W1.6ｍ×8面

「アイヌモシリ－神々の住む大地－」

ステンドグラスデザイン: 中野 竜志 アイヌ文様監修: 藤岡 千代美

"Ainu Mosir -The land where the gods live-"
for New Chitose Airport
Stained Glass Designer: NAKANO Ryushi
Supervisior of Ainu Pattern:
FUJIOKA Chiyomi

クレアーレアート第537号作品

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 2F
ステンドグラス ◎サイズ: H2.8m×W7.9m

「櫻花爛漫」
原画・監修: 中島 千波

"Riot of Cherry Blossoms"
for Hisao&Hiroko TAKI PLAZA 2F, Ochanomizu University
Oringinal Painter and Surpervisor: NAKAJIMA Chinami

タンチョウヅル×チンヂリ

エゾヒグマ×チカラカラベ

アキアジ×カバラミブ

シマフクロウ×ルウンベ

オオワシ×ルウンベ 、キタキツネ×チカラカラベ、シャチ×チンヂリ、エゾシカ×カバラミブ

16
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金丸 実華子
KANEMARU Mikako

当 協 会 は クレ ア ーレ 熱 海 ゆ が
わら工房（静岡県熱海市泉）と緊密
な協力関係にあります。工房はス
テンドグラスと陶板のパブリック
アートを制作していますが、これ
を自分の作品に取り入れたり、技
術を習得したいという若手アー
ティストもおります。最近、協会
が仲立ちした２人の若手アーティ
ストを紹介しましょう。

Artists @ CREARE

文化芸術の抜本的な振興のための提言

マリア・シルチェンコ
Maria SILCHENKO

工科大学（山形県）
4 年の時に第36 期国

人で、フランスのパリ国立高等美術学校で

際瀧冨士美術賞を受賞しました。協会

絵画、彫刻を学んでいます。彼女は2018

は毎年、上野駅で開いている交通総合

年秋から６カ月の予定で、陶器制作を学

文化展の招待作家コーナーに、美術賞

ぶため東京芸術大学との短期の交換留学

OB の作品を飾ってきましたが、2019 年

で東京に滞在していました。同年11月の

は金丸さんに制作を依頼しました。

工房で陶板を制作する金丸さん

金丸さんは陶板を使った作品を造り

美術賞の授賞式の時、知り合いに誘わ
れ授賞式後の懇親会に出て、協会との

たいと、工房の宿舎に泊まり込んで陶

縁が出来ました。

板を一から制作しました。陶板を、と思っ

彼女は2019年３月に留学を終えてパリ

たのには理由がありました。2015年11月、

に戻らなければならなかったのですが、

美術賞の受賞式の前日、受賞者全員で
クレアーレ熱海ゆがわら工房を見学し
たが、ここで陶板に魅せられたのです。
「片岡球子先生の陶板の修復を見て、

東京藝大で学んだ作陶技術をもっと広げ
交通総合文化展会場に飾られた金丸さんの３作品
『季（とき）のうねり』。中央が陶板のコラージュ

たいと、工房で研修ができないか打診し
てきました。

2019年10月下旬の交通総合文化展で

こうして2019年２月から５月までの約

その力強さに圧倒されました。こんなパ

は、金丸さんの陶板レリーフ作品が会場

３カ月間、シルチェンコさんは工房脇の宿

ブリックアートがあったのだと」

中央を飾りました。左右には和紙を水で

舎に滞在して、陶板作品を造りながら技

この片岡珠子さんの陶板レリーフ『江

濡らして造ったコラージュ作品。タイト

術を習得していきました。工房は奥湯河

戸 の 四 季 』は1978年 、
「池袋サンシャ

ルは
『季
（とき）
のうねり』
。来場者に大変

原に近く、緑の中にあるので、寂しくな

イン 60」に設置され、当時、サンシャイ

好評で、会期中、会場に詰めていた金丸

るのではと少し心配しましたが、懸念は

ン 1 階の入り口正面に移設するため、工

さんに質問が相次ぎました。

房で修復が行われていました。

金丸さんは現在、建設会社で働きな

無用でした。時々、工房から約30分かけ
て徒歩で海岸に行き、デッサンをしたり、

その魅せられた陶板でしたが、学ぶこ

がら作家活動を続け、折々に展覧会に

海を眺めたりしていました。
「この素晴ら

とは多かったようです。板状にした粘土

出品しています。この文化展を機に、これ

しい環境にずっといたい。ここにいたら

を素焼きし、釉をかけて再び焼成。そ

からは陶板も素材に取り入れて制作の

いろいろな作品を生み出せると思う」と

れを砕いて、細かいかけらにし、コラー

幅を広げていきたいと語っています。

話していました。

ジュしようと思ったのです。

工房の釉薬の責任者である鈴村敦夫

「最初はあまり粘土の厚みの差がない

さんの提案で、陶板を担当する若い女性

方が目地が埋めやすいと思い、薄い粘土

スタッフ２人を含めた４人で、合同展を

の表面に模様をつけるだけでした。そう

開くことも決まりました。１カ月かけて

したら工房の方に『そんなの面白くない

制作したシルチェンコさんの作品は大小

よ。粘土の意味がないよ。もっと思いっ

10 点。会場は熱海市内の由緒ある起雲

きり楽しくやらないと』と言われました。
粘土を厚くし、指の形が残るほど力を入

工房で制作するシルチェンコさん

れて造り始めると、自由度が増しました。

閣で、４月下旬から約３週間開かれ、多
くの来場者が熱心に見ていました。
シルチェンコさんは会期中の5月上旬、

最初は頭で考えて造っていたのでしょう。

フランス滞在許可証の更新というやむを

その方の言葉がなかったら、のっぺりし

得ない事情で戻りましたが、時折、協会

た作品になっていたと思います。陶板を

にメールで、
「引き続き陶板制作を勉強

造りながら『手は最高の道具』という誰か
の言葉通りだなと改めて思いました」
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したいので時期を見てまた訪日します」
シルチェンコさん、起雲閣での展覧会

令和２年５月 吉日

コロナ禍のいまこそ
「１％フォー・アート」
の実現を

マリア・シルチェンコさんはウクライナ

金丸実華子さんは 2015 年、東北芸術

18

コロナウイルス問題で文化芸術に携わるアーティストの方々は苦しい環境に置かれています。
当協会の滝久雄理事長は５月末、政府幹部と政府関係者に対して
「文化芸術の抜本的な振興のための提言」
を手渡しました。

コロナ禍は世界各国で文化芸術に携わる人々をかつて
ない苦境に追い込んでいます。美術、音楽、舞台芸術、小
劇場などの各分野で、人々は仕事の機会を奪われ、表現
の場を失い、失業し、文化関連施設の維持に困難をきたし
ています。そうしたなか、先進国ではさまざまな緊急対策
が打ち出されております。
日本では、文化庁が文化施設の再開支援や、先端技術を
活用した鑑賞環境の改善、アートキャラバンなどの支援を
発表し、自治体でも文化芸術に携わる団体への緊急支援
や、アーティストへの応援事業、実演のネット配信など
を打ち出しています。そうした緊急避難的な対策は必要
でしょう。しかしこれらは予算も限られ、対象者も限定的で、
危機を乗り越えるには不十分と言わざるを得ません。
そもそも日本は世界第３の経済規模に比して、文化予
算は絶対額でも、国家予算比でも、先進国の中で極めて
少ないのが現実です。２０１７年、日本の国家予算に占める
文化予算の比率は0.11％で、英国
（0.16％）
、ドイツ
（0.49
％）
、フランス
（0.88 ％）
、韓国
（1.05 ％）
と比べてその差は
歴然です。また同じ年、国民1人当たりの文化予算額も
日本の 819 円に対して、円換算で英国2824 円、ドイツ
2634 円、フランス 7568 円、韓国5597 円です
（平成３０年
文化庁委託事業「諸外国における文化政策等の比較調査
研究事業報告書」
より）
。
今回のコロナ禍ではドイツのモニカ・グリュッタース文
化相は
「アーティストはいま、生命維持装置に必要不可欠な
存在」とその重要さを指摘し、芸術や文化の領域を含む
零細企業・自営業者に対して500億ユーロ（約 6兆円）を
拠出しました。
文化芸術は日本の数少ない成長産業である観光の重要
な推進力であります。外国人が日本に興味をもったきっか
けも日本食と並んで、アニメ、漫画、ゲーム、音楽、伝統
文化など、文化に絡むものが上位にあります。
また訪日外国人の観光客のうち29.3％が美術館・博
物館を訪問しています（２０１８年の観光庁調査）
。一昨年、
昨年と、訪日外国人は３０００万人を上回りましたが、こ
れは２０１８年の改正文化芸術基本法によって、
「文化の保
存」から「文化の活用」へ舵を切り、文化芸術が積極的に公
開され、観光に活用されるようになったこととも無縁では
ありません。
また文化芸術が人々の暮らしの上で果たす役割も見落と
すことができません。少子高齢化の日本にあって、人々は
ややもすると内向きになり、孤立し、周囲と絆を失いがち
になります。しかし文化芸術は人々に喜びと感動を与え、
それは癒し
（ヒーリング）
ともなります。また人々を結びつけ、
コミュニティーに求心力を与え、世代を超えた繋がりを
築きます。さらに多様性をはぐくみ、教育にも大きな効果
を生み出します。コロナ後を見据え、新しい生活スタイ
ルが求められているいま、文化芸術振興のため抜本的な政
策を打ち出す時期にあるのではないでしょうか。

公益財団法人 日本交通文化協会

理事長

滝

久雄

私たちはこの危機を文化政策転換のためのスプリング
ボード、つまりチャンスと捉え直し、緊急避難的な対策は
対策として、
いまこそ文化芸術振興のために抜本的な政策を
国として打ち出すべきだと考えます。当協会は 70 年以上
にわたって、微力ながら文化芸術振興にかかわってきまし
たが、その経験も踏まえて
「１％フォー・アート」
の法制化
を提案したいと思います。
今日、欧米では
「１％フォー・アート」
が文化芸術振興の
大きな駆動力となっております。公共建築費の１％（国に
よって１％～ 0.5 ％など幅があります）を文化芸術に割く
この制度のルーツは、１９２９年の世界恐慌のときの米国に
あります。
米連邦政府は未曽有の大不況の下、ニューディール政策
の一環として、失業している芸術家に公共建築や公園など
に飾るパブリックアートの制作を依頼しました。これは結
果として芸術家の支援にとどまらず、広く人々に芸術鑑賞
の機会を提供し、アメリカ文化のアイデンティティ作りに
寄与し、文化政策として稀に見る成功を収めたと後に言わ
れるようになります。これが公共建築費のおよそ１％を、
その建築物のためのアートに割く
「１％フォー・アート」
の
先駆けとなり、戦後の１９５０年代からフランスをはじめと
する欧州、そして米国で、この制度が取り入れられていき
ます。そこではもはや失業対策ではなく、文化芸術振興の
エンジンとして、文化芸術が国の一大産業となる上で大きな
役割を果たしました。
なぜ「１％フォー・アート」が文化芸術振興のエンジンと
なったかといいますと、これによって生み出される芸術家
の仕事量は、美術館の買い上げや、画廊が美術愛好家に
作品を販売するのとはまったく異なる次元で、そこから
数多くのアーティストたちがチャンスを得て育っていきまし
た。米国では音楽やパフォーマンスも広く「１％フォー・
アート」の対象となっており、公立施設のオープニングでは
音楽会やバレー、パフォーマンスが演じられます。こうし
たことを通して人々の文化芸術に対する関心が醸成され、
アート市場が拡大し、好循環が生み出されていきました。
文化芸術振興への波及効果は絶大なものがあります。
公共建築費の「１％」にあたる公的資金を文化芸術のた
めに使うことに議論がありましょう。しかし公的資金を使
うことは「文化芸術をコロナ後の国造りの軸に据える」
「真
の文化芸術国家の建設に取り組む」との国の明確な意思
表示となり、力強いメッセージの発出になると確信して
おります。これは日本においては個人の営みとして捉える
傾向の強かった文化芸術を、より広がりのある公共性と
の兼ね合いで捉え直すことにも繋がります。
９０年前の大恐慌の危機に際して、米国は革新的な文化
政策を打ち出すことで、文化芸術の世界に新たな地平を
切り開きました。日本もコロナ禍を従来の文化政策を大
転換させるチャンスとすべきと思います。
改めて
「１％フォー・アート」
の法制化を要望いたします。

と連絡があります。
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芸術・文化の明日を担う美大生を育成

「国際瀧冨士美術賞」海外校紹介

International TAKIFUJI Art Award—Introduction of Overseas Schools
第8回

香港教育大学（中国）

Education University of Hong Kong (People’s Republic of China)

香港教育大学は 2019 年、国際瀧冨士美術賞の対象校とな
りました。海外としては 13 校目になります。
同大学は 1994 年に羅富国教育学院、香港工商師範学院な
ど５大学が合併し、香港教育学院として発足し、2016年に
現在の名称になりました。香港で唯一の教員養成大学ですが、
それ以外のコースも揃っています。メインのキャンパスは香港
北部の山間部、大埔地区にあり、学生数は約11,000人（学部
生約 6,000 人、大学院生約1,500 人など）で、教職員は約
1,500人です。同大には文理学部、語文学部など４学部あり、

公益財団法人 日本交通文化協会が手がける育英事業のひとつ「国際
瀧冨士美術賞」は、将来を担う若手芸術家を育成する奨学金制度です。
現在、国内13 校・海外12 校の優秀な美大生に奨学金を給付しています。

●創立：1994年 ●教員数：1,500人 ●学生数：11,000人（2017年）●所在地：中国 香港

このうち美術と音楽教育
は文理学部の
「クリエイ
ティブ・アーツと文化学
科」になります。
2019年は同学科の沈
頌恩
（Shun Chung yan）
さんが優秀賞を受賞し
ました。同行した指導
沈頌恩さんとローレンス・ウッド教授
教官のローレンス・ウッド
教授はスコットランドの美大で教えていた3年前、招かれて
同大教授となりました。
同教授によると、香港政府はアートが起業家精神を養い、ク
リエイティブなスタートアップやイノベーションの刺激になると

座談会 SPECIAL TALKS

「祝40周年」国際瀧冨士美術賞
若手受賞者が語りあう、アート その楽しさと夢。

...............................................

出席者 Participants:

佐野 藍

臼田 貴斗

第34 期
（2013 年）特別賞

第39 期
（2018 年）優秀賞・グランプリ

SANO Ai

みて、特にデジタルアートやプロダクトデザインの分野を積極的

(Special Jury Prize of 2013)

に後押ししています。ただ一方で、アカデミックな美術や音楽へ
香港教育大学の校舎とキャンパス
（同大学ホームページより）

川上 喜朗

第38 期
（2017 年）優秀賞

第38 期
（2017 年）優秀賞

(Prize for Excellence of 2017)

クレアーレアート作品紹介

XU Ning

KAWAKAMI Yoshiro

(Prize for Excellence of 2017)
●

審査員コメント：日比野 克彦. ....................................................... 10

. ..................................................................................................................

●

東京臨海高速鉄道 りんかい線 国際展示場駅
陶板レリーフ 手塚 治虫／株式会社手塚プロダクション

新橋駅 ゆりかもめ
（東京臨海新交通臨海線）
ステンドグラス・レリーフ 平松 礼二

コロナ禍は日本の文化芸術の基盤の
て総額５６０億円が盛られました。イベント
脆弱さを見せたと私は思います。
や公演の中止の損失は年内だけで6900億
報道によりますと、５月、演劇、音楽、 円になると言われていますが、緊急避難
映画の関係者が、経済的な損失の補填な
的な対策としてはまずまずでしょう。
どを目的とした基金の創設を求めて国に
ただそれはそれとして、このコロナ禍
要望書を手渡しました。これに対して文
を通して、日本は中長期的な文化芸術
化庁の担当者は「
（文化庁が所管する）日
政策を構築する機会とすべきと私は思っ
本芸術文化振興会に文化芸術復興創造
ています。５月末、政府幹部と政府関係
基金を創設し、民間から寄付を募集しま
者に対して「文化芸術の抜本的な振興の
す」と述べたと言います。同席したある
ための提言」を手渡したのもそのためで
劇作家は「それは基金ではなく、寄付を
す。19ページに
「提言」全文を載せました
集めて分配するだけです。現在の窮状に
ので、ぜひお読みいただければと思いま
は別予算で対応してほしい。国は文化を
す。その中でも触れましたが、米国は
大事に思っていることをお金で示してほ
1929年に始まる世界大恐慌の最中に、公
しい」
と反論しました。
共工事費の１％を文化芸術に割く今日の
６月上旬に成立した第二次補正予算に 「１％フォー・アート」
の先駆けとなる制度
は「文化芸術活動への緊急総合支援」とし
を生み出しました。危機の時こそものご

とを革新する機会であると肝に銘じたいと
思います。
国際瀧冨士美術賞は昨年40周年を迎
えました。その記念号として、ここ６年間の
若い受賞者５人に集まっていただき座談
会を持ちました。こうした若者たちのアー
トにかける熱い思いに追い風を送り、その
エネルギーを国造りに取り込んでいくよう
な文化芸術政策の実現に、当協会も尽力
していきたいと思っています。

滝 久雄
公益財団法人 日本交通文化協会
理事長

TAKI Hisao

Director General of
Japan Traffic Culture
Association
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• "Osamu Tezuka, Characters on Parade"
for Kokusai-Tenjijō Station, Rinkai Line
Original Painter: TEZUKA Osamu Supervisor: TEZUKA Productions

• "Four Seasons of Tokyo Bay (Shiki・Tokyo Bay)"
for Shimbashi Station, Yurikamome Line
Original Painter & Supervisor: HIRAMATSU Reiji

「佐渡彩景」

「夕凪の街 桜の国」

●

●

佐渡汽船 新潟港万代島ターミナル
金属・陶板レリーフ 宮田 亮平

広島高速交通 アストラムライン 本通駅
ステンドグラス こうの 史代

• "Splendors of Sado"
for Sado Kisen, Niigata Port Bandaijima Terminal
Original Painter, Supervisor and Producer: MIYATA Ryohei

• "Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms"
for Hondori Station, Astramline
Original Painter and Supervisor: KOUNO Fumiyo

「3つの色とわたしの夢」

●

「櫻花爛漫」

●

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 1F
陶板 日比野 克彦

• "Three Colors and My Dream"
for TAKI PLAZA 1F, Ochanomizu University
Supervisor: HIBINO Katsuhiko

「シュプリンゲン <世界に向かって>」

●

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 2F
ステンドグラス 中島 千波

お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ 3F
金属彫刻 宮田 亮平

• "Riot of Cherry Blossoms"
• "Springen: To the World"
for TAKI PLAZA 3F, Ochanomizu University
for TAKI PLAZA 2F, Ochanomizu University
Oringinal Painter and Surpervisor: NAKAJIMA Chinami Producer: MIYATA Ryohei

「出会いそして旅立」

「アイヌモシリ －神々の住む大地－」

●

●

小田急線下北沢駅 陶板レリーフ
原画: 宮永 岳彦 監修: 宮永 辰夫、小林 敬生、日高 康志

新千歳空港 ステンドグラス
ステンドグラスデザイン: 中野 竜志 アイヌ文様監修: 藤岡 千代美

• "Encounters and Departures"
for Shimokitazawa Station, Odakyu Line
Original Painter: MIYANAGA Takehiko
Supervisor: MIYANAGA Tatsuo, KOBAYASHI Keisei, HIDAKA Yasushi

Artists @ CREARE
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「手塚治虫キャラクターズ大行進」

「四季・東京ベイ」

●

Thinking about culture and art under covid-19 pandemic

●

金丸実華子

●

• "Ainu Mosir -The land where the gods live-"
for New Chitose Airport
Stained Glass Designer: NAKANO Ryushi
Supervisior Ainu Pattern: FUJIOKA Chiyomi

マリア・シルチェンコ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Artists @ CREARE Studio • KANAMARU Mikako & Maria SILCHENKO

コロナ禍のいまこそ
「１％フォー・アート」
の実現を

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proposal about “1% for art” at the time of covid-19 pandemic

「国際瀧冨士美術賞」海外校紹介

●

19

香港教育大学（中国）. .................................................... 20

International TAKIFUJI Art Award—Introduction of Overseas Schools

クレアーレ パブリックアートの未来を拓く

• Education University of Hong Kong (China)

. .............................................................. ................

20

CREARE—Creating the Future of Public Art
● コロナ禍の中で文化芸術を考える 公益財団法人 日本交通文化協会 理事長 滝 久雄
• Thinking about culture and art under covid-19 pandemic / TAKI Hisao, Director General of Japan Traffic Culture Association
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「クレアーレ」
は、公益財団法人 日本交通文化協会の環境芸術推進活動の総称です。

20

USUDA Takato

(Prize for Excellence/
Grand Prize of 2018)

Works of CREARE ART

コロナ禍の中で文化芸術を考える

環境芸術推進活動の総称です。

寧

40 years History of International TAKIFUJI Art Award • Comment of Jury: HIBINO Katsuhiko

CREARE—Creating the Future of Public Art

クレアーレは、公益財団法人 日本交通文化協会の

許

(Prize for Excellence of 2016)

国際瀧冨士美術賞40年史

クレアーレ パブリックアートの未来を拓く

今回は国際瀧冨士美術賞40周年の特集号です。トップの
若手受賞者の座談会はお弁当を食べながら、３時間近いもの
になりました。２月初旬に行われたこの座談会の前日、偶然
ながら大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」が横浜
港に入港し、日本でコロナ・ウイルス問題に火がつきました。
しかし逆説的ながら、コロナ禍は文化芸術がいかに人々の
心や精神の糧になっており、日常生活に潤いを与えているか
知らしめたように思います。
（Ｍ）

大嶺かすみ
第37 期
（2016 年）優秀賞

OOMINE Kasumi

の支援は不十分で、それへの注力を政府に求めています。

編集後記 From the Editor

2

The International TAKIFUJI Art Award has celebrated it’s 40th anniversary in 2019.
5 young prize winners had a round-table discussion on the art, life, dream etc.

題字：有馬 朗人
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