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Sculpture
彫刻とは何か？

What is sculpture?
Sculpture is one of the oldest arts in human history, a mode of aesthetic expression that has added color 

and variety to civilizations worldwide and has been consistently passed on in our DNA up until today.

In a word, sculpture is the art of existence. 

The various materials used for sculpture are as old as the earth and imbued with cosmic memory, while the

techniques used to shape them are imprinted in biological memory as old as the human race.

Today, sculpture is the art of giving physical shape to our will, while engaging with diverse aspects of

culture and history.The concept of sculpture continues to evolve to this day, reaching further horizons of

possibility through repeated cycles of concentration and expansion. Under these circumstances, we 

in Japan should explore the potential of new sculptural expressions and disseminate them around the 

world, building on the precious valuable cultural asset of our unique and sometimes eccentric traditional 

aesthetics. In the Department of Sculpture, we aim to foster unique Japanese artists who learn from the 

past and create the future by integrating tradition and innovation. Students work with world-class 

quipment and facilities while studying under experienced,specialist professors and instructors in various 

specialized studios, giving them a firm foundation in basic processes used for everything from traditional

methods to ever-expanding contemporary arts.

In special courses, we offer an environment where students can maximize their capabilities to create works

while freely choosing the field they want to enter.“Students who learn sculpture have to learn everything.

”These students will contribute to society as artists, building on the diverse experiences obtained in the

Department of Sculpture and applying these experiences as the foundation for various career options.

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、私たちの遺伝子に脈 と々引き継がれた

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。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、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、

講師が配属され伝統的な手法から拡張を続ける現代美術まで、基礎過程から学ぶ事が出来ます。

そして専門過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。彫刻学科で培った様々な経験は芸術家として

また様々な進路の礎となり社会に貢献出来る事でしょう。



カリキュラム 基礎課程1・2年

Basic Exercise 1・2YearCurriculum

情報化社会において、私たちを取り巻く環境は極めて流動的でバーチャルなイメージに満ち溢れています。こうしたなかで、自らの視点でものを見る

こと、そして考える力を持つことは時代に翻弄されない確かな自分を確立するための一歩です。彫刻学科ではまず、身の回りの世界を真摯に見つめ、手を

とおしての思考訓練によって、一般化された情報に疑問を投げかけながらオリジナルなイメージの発掘と造形力を鍛えます。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 today’ s information-based society, our environment is filled with highly volatile and virtual images. In this environment, seeing things from
your own perspective and thinking for yourself is the first step to establish a solid individual identity thatwill never be swayed by the times. In 
the Department of Sculpture, students hone their originality and creativity while questioning the information that has come to permeate every 
facet of our lives, by taking a serious look at the world immediately around them and exercising the ability to think by themselves. In the first 
and second years, students deepen their understanding of the relationship between material objects, forms, and the self, activate their various
latent abilities and nurture their creativity through a cyclical process of seeing and envisioning, using basic natural sculpture materials 
including wood, stone, iron,and soil. Furthermore, in contemporary art practice, students are grounded in the basics of contemporary arts 
through training with mixed media on the premise of the arts’ extensibility.From the latter half of the second year onward, students choose 
materials and expressions freely, from traditional media and techniques to mixed media, installation, video, and so on, and produce works 
according to their desired paths, enabling them to move smoothly into the third year of the special course. Students are able to follow their 
own paths and explore their potential with various approaches because we pursue advancedcreativity and thought processes even in the 
basic course, as all materials and techniques are selected according to the same standards as special courses and specialized professors are 
appointed to teach each class.

1 年次　彫刻実技Ⅰ

2年次　彫刻実技Ⅱ

【基礎的な造形力を高め、彫刻表現の基礎を学ぶ】

【様々な彫刻表現の可能性と拡張性を探求し、自己表現の方向性を探る】　

●実習 1 - 造形制作 -
石と合板。異なる素材との関わりを通して身体と思考の両面から彫刻表現を試みる。

●実習 2 - 塑造実習 -
人体（等身大・頭部）のモデリングにより自然秩序の観察および追求を行う。

●実習 3 - 木彫実習 -
カービング技法による木彫基礎制作。与えられたテーマから具象・抽象表現を試みる。

●実習 4 - 現代美術演習 -
現代美術を前提として、ミクストメディアによる表現の可能性と拡張性を前提として数課題に分けながら
制作する。

●実習 5     - 金属実習 -
金属という物質をまず自分の中に取り込み、自己と彫刻との関係などを実感する。

●実習 6　  - 石彫実習 -
主に石材を用いながら、他素材とのコラボレーションや空間へのアプローチなど、実在表現の可能性を探る。

●実習 7・8 - ブロンズ・FRP・テラコッタ -
土の素材の展開としてブロンズ・FRP・テラコッタ等の技法を学ぶ。
彫刻実技（絵画）の中で基礎課程のまとめとして、パソコン実習を行うと伴に、ポートフォリオを
制作して 3年次からの専門課程への導入を図る。



カリキュラム 専門課程3・4年

3 年次　彫刻実技Ⅲ

4年次　彫刻実技Ⅳ

【表現力の向上とともに、自己表現の多角的検証から創造力を養う】

●実習 1,2,3,4 - 塑像・石・木・金属・ミクストメディア -
専門工房にて年間 4課題制作する。（4課題の中で自由に素材選択・変更・工房移動可能）

●造形演習 - 石膏取り・ガス型鋳造・蝋型鋳造・FRP型取り -
自由選択

彫刻は様々な物質と空間を含む造形表現であることから、無限の拡張性と可能性を秘めている未分化な表現領域であると言えます。それは、様々

な感覚器官を必要とする身体的な思考体験であり、多様なメディアとの関係性を前提とした複合的で社会的な表現です。

専門課程では、あらゆる可能性を否定せず開かれた「表現の場」と位置付け、同時代的な表現を見据えながらを「彫刻」の可能性を発掘します。

３・4年では、基礎課程における様々な体験をもとに、自ら主体的に制作していく課程です。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。

・古美術研究　主に京都・奈良方面の古美術研修旅行
・課外ゼミ　　各専任教員で年間 7講座開講（材料研究・施設・工場見学・展覧会鑑賞など）
・彫刻論 B　　 国内外で活躍するアーティストや研究者を招いてレクチャーを開催

●実習 5・6 - 塑像・石・木・金属・ミクストメディア -
専門工房にて年間 3課題制作する。（3課題の中で自由に素材選択・変更・工房移動可能）

●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と追求する -

Curriculum
In today’s information-based society, our environment is filled with highly volatile and virtual images. In this environment, seeing things from
your own perspective and thinking for yourself is the first step to establish a solid individual identity that will never be swayed by the times.
In the Department of Sculpture, students hone their originality and creativity while questioning the information that has come to permeate 
every  facet of our lives, by taking a serious look at the world immediately around them and exercising the ability to think by themselves. 
In the first and second years, students deepen their understanding of the relationship between material objects, forms, and the self, activate 
their  various latent abilities and nurture their creativity through a cyclical process of seeing and envisioning, using basic natural sculpture 
materials including wood, stone, iron, and soil.  Furthermore, in contemporary art practice, students are grounded in the basics of 
contemporary arts through training with mixed media on the premise of the arts’ extensibility. From the latter half of the second year onward,
students choose materials and expressions freely, from traditional media and techniques to mixed media, installation, video, and so on, and 
produce works according to their desired paths, enabling them to move smoothly into the third year of the special course. Students are able 
to follow their own paths and explore their potential with various approaches because we pursue advanced creativity and thought 
processes even in the basic course, as all materials and techniques are selected according to the same standards as special courses and 
specialized professors are appointed to teach each class.

Special Exercise 3・4Year



西洋・日本近代美術史講座 the westjapanese modern history lecture

成績優秀者奨学金（作品設置） classman scholarship

ゲスト講師による特別講義

ゲスト講師による講評会 prepared critique by Mr.Guest

大学院ミクストメディア棟

graduate class,mixed medhia studio

大学院ミクストメディア棟 graduate class,mixed medhia studio

special lecture by Mr.Guest大学院ミクストメディア棟

Graduate Program

大学院・彫刻専攻
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。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。

In the Department of Sculpture, we have established our own graduate school buildings as a venue for 
students to explore their art in 
greater depth, so that graduate students become firmly grounded in theory and steeped in practice. In 
addition, we support the research 
activities of graduate students in various ways.
Key means of support:
- Graduate school buildings
- Graduate school exhibitions for selected artists (solo shows held at a gallery in Tokyo for two students 
per year, two weeks per student)
- Research grant program (for all courses in graduate school)
- Review meetings with guest instructors from outside of the university (biannually)
- Art history lectures (quarterly)
- Scholarships for outstanding students (purchase of their works)
- Support for study abroad

大学院選抜展　（ギャラリイK / 京橋）
graduate school exhibitions for selected artists　（Gallery K /kyobashi）

・大学院棟設置

・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）

・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



Facilities工房・設備 全 6棟 30 の専門工房
拡張を続ける表現方法に対応する制作環境はきわめて重要です。

他の美術大学の多くが、一つの建物内で階層的に工房が配置されているのとは異なり、本学科では広い敷地内に独立した専門工房棟が6棟

建てられているのが特徴です。大小合わせて３０もの専門実習室を備えているのは本学科独自と言えます。

伝統的な技法からミクストメディアまで、個々の学生に対応した設備と、十分なスペースが保たれた、ゆとりある理想的な制作環境です。

It is vital to create a working environment suitable to the constantly expanding scope of art.
Unlike many other art universities where all studios are arranged hierarchically in a single building, our department features six specialized studios
 standing independently on a spacious site. We have as many as 30 small and large specialized studios, a unique advantage of the Tama Art
 University Department of Sculpture.
These facilities are an ideal working environment spacious enough for creative work and suitable for each student’s preferred approach, from 
traditional techniques to mixed media.
 

30specialized studios in six buildings 

石彫棟
stone studio

塑造・ミクストメディア棟
plastic cray & mixed media studio

彫刻棟ギャラリー
gallery

視聴覚室
AV room

金属棟
metal studio

木彫棟
wood studio

大学院・ミクストメディア棟
graduate school , mixed media studio

塑造・ミクストメディア棟
plastic cray & mixed media studio

研究棟
laboratory



石彫棟
stone studio

基礎実習室
basic practice studio

彫刻棟ギャラリー
gallery

視聴覚室
AV room

金属棟
metal studio

木彫棟
wood studio

大学院・ミクストメディア棟
graduate school , mixed media studio

塗装室
paint studio

鋳造室
casting studio

石彫棟
stone studio

塗装室
paint studio



special lectures学生研究発表展

課外研究ゼミ extracurricular seminars

Other Education Research

彫刻は空間の芸術とも言われるように、作品と空間との関係はとても重要です。

彫刻学科では専用ギャラリーが併設され学生の研究発表の場として、また、講評会や他学科との交流授業など、

年間をとおして活用されています。さらに活躍する卒業生を招聘し学内外に広く紹介する企画展なども毎年開催しています。

As sculpture is said to be a spatial art, the relationships between works of sculpture and the spaces they occupy are crucial.

 In the Department of Sculpture, we offer a special gallery as a venue for students to present their results, which is also

 used all year round for purposes such as artwork review sessions and exchange courses with other departments. In addition, 

we organize several exhibitions annually, including special shows where active graduates are invited to present their works

both on and off campus.　　

その他の教育設備

80周年記念　彫刻の超克　-  解体と習合  -

学生研究発表展 彫刻論B

課外研究ゼミ

課外研究ゼミ

古美術研究ゼミ

彫刻論A

2006年卒　関口光太郎
サンダー・ストーム・チャイルド展

2005年卒　中谷ミチコ
   souzou no kage展

2003年修了　小林耕二郎

 動物と動物のあいだ展

2007年修了　木村剛士
  誰もいないところからの眺め展

2006年卒　三宅感
見果てぬリアリティ展

2013年度 開催

2014年度 開催 2016年度 開催

2017年度 開催 2018年度 開催

Laboratory Exhibition
2015年度 開催



教員紹介Teacher introduction

須田 悦弘　客員教授
1992年　多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業
銀座雑草論（東京）（1993）、ギャラリー小柳（東京）（1997,99,07,10）、原美術
館（東京）（1999）、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（香川）（2006）、千葉市美
術館（千葉）（2012）、Figgionato Fine Arts（ロンドン）（2013）、Galeria Elvira
Gonzalez（マドリード/スペイン）、カルタヘナビエンナーレ（コロンビア/カ
ルタヘナ）（2014）、Loock Galerie（ベルリン/ドイツ）（2015）、Galerie Rene
Blou in（モントリオール/カナダ）（2016）

青木 野枝　客員教授
1983年　武蔵野美術大学大学院造形研究科(彫刻コース)修了
主な個展：国立国際美術館/大阪（1995）、目黒区美術館/東京（2000）、入善町
下山芸術の森　発電所美術館/富山（2004）、 Heyri Art Valley/韓国（2007）、
上海美術館/中国）（2008）、豊田市美術館、名古屋市美術館/愛知（2012）、
長崎県美術館（2019）。国際美術展：越後妻有アートトリエンナーレ（’03,’06,’
09）、瀬戸内国際芸術祭（2010、’13）、あいちトリエンナーレ（2013）。グループ
展多数。作品所蔵先：国立国際美術館（大阪）、新潟県立近代美術館、豊田市
美術館、広島市現代美術館、（株）資生堂、文化庁、ポーラ美術館他。

福永 治　客員教授
1980年　上智大学文学部卒業
広島市現代美術館 学芸課・課長補佐（1996～97）、東京都現代美術館 普及
部長(1999～02)、国立新美術館設立 準備室調査官（2003～05）、国立新美
術館 学芸課長（2006～07)、国立新美術館 副館長（2008～12）、広島市現代
美術館 館長（2013～）・美術評論家連盟会員

北澤 憲昭　客員教授
『眼の神殿――「美術」受容史ノート』(美術出版社)（1989）同書によってサン
トリー学芸賞を受賞。1998年、跡見学園女子大学教授に就任。2008年、女子
美術大学に転ずる(2017年、定年退職)。『岸田劉生と大正アヴァンギャルド』
(岩波書店)（1993）、『境界の美術史――「美術」形成史ノート』（ブリュッケ）
（2000）、「肉体――情報化時代における」展(広島市現代美術館) （2003）を
企画。『アヴァンギャルド以後の工芸――「工芸的なるもの」をもとめて』（美
学出版）（2003）、「アルス・ノーヴァ――現代美術と工芸のはざまに」展(東京
都現代美術館)（2005）を企画。『〈列島〉の絵画――「日本画」のレイト・スタイ
ル』(ブリュッケ)（2015）

笠原 恵実子　教授
1998年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
A.C.C.助成金によりアメリカ滞在（1990）、カルティエ現代美術財団アーティ
スト・イン・レジデンツによりフランス滞在（1991）、文化庁芸術家在外研修
員としてアメリカ滞在（1994）、POLAアート財団助成金（1997）、ニューヨー
ク美術財団助成金（2003）、個展（ダイチプロジェクツ、ニューヨーク） (1997)、
個展（ホワイトボックス、ニューヨーク）（2001）、シドニービエンナーレ(シド
ニー) (2004)、ヨアネウム美術館民族学博物館(グラーツ)、京都国立近代美
術館(京都)(2010)、横浜トリエンナーレ(横浜)(2014)、PARASOPHIA ：京都国
際現代芸術祭(京都)(2015)       

水上 嘉久　教授
1985年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
明日への造形・九州第7回展「イメージの突然変異、浮遊と中断」（福岡市美
術館/福岡）（1987）、臨海芸術88年の位相展（村松画廊/東京）（1988）、第19
回平行芸術展（エスパスOHARA・小原流会館/東京）（2004）、第21回現代日
本彫刻展 招待出品（宇部市/山口）（2005）、ARS KUMAMOTO「熊本力の現
在」展（熊本市現代美術館/熊本）（2006）、アートプログラム青梅（2007~13）、
KANEKO ART TOKYO 企画開催（東京）（2012,14,17）、第6回シューズボック
ス・スカルプチャー展（台湾芸術大学/台湾）（2015～19）、2017Singapore
International Miniature Sculpture Exhibition（シンガポール）（2017）、アー
トフォーラムin河鹿園（2018）

川越 悟　教授
1983年　東京芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
文化庁派遣芸術家在外研修員として１年間、アメリカフィラデルフィア滞在
（1999）、第四回プサンビエンナーレ（釜山/韓国）（1987）、TIAF’97東京イン
ターナショナルアートフェスティバル（東京）（1997）、ペンシルバニア大学
マイヤーソンホールギャラリー（フィラデルフィア）、ギャラリー21＋葉（東
京）（1992,03,07）、gallery21yo-j（東京）（2010,13,15）、アートプログラム青
梅（青梅市立美術館/青梅）（2014）、「美術における原風景」（コバヤシ画廊
/東京）（2016）、彫刻の五・七・五展（2017）

村井 進吾　教授
1978年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
開館35周年記念展サントリー美術館大賞展’94〈挑むかたち。〉（サントリー
美術館/東京）（1994）、洞爺村国際彫刻ビエンナーレ’95（北海道）（1995）、
雨引の里と彫刻展（茨城）（1996～2019年 毎回出品）、村井進吾〈思考する
石〉（大分市美術館/大分）（2001）、アーティストファイル 2009－現代の作家
たち（国立新美術館/東京）（2009）、村井進吾展 CARTA（ギャルリー東京ユマ
ニテ）（2014）、村井進吾展 －黒体/再封－（伊勢現代美術館/三重）（2016）、
村井進吾展 －再封－（ギャルリー東京ユマニテ/東京）（2016）、村井進吾展
 INGOT（ギャルリー東京ユマニテ/東京）（2018）

多和 圭三　教授
1980年　日本大学芸術学部芸術研究所修了
第5回公益信託タカシマヤ文化基金 新鋭作家奨励賞、第33回中原悌二郎
賞 優秀賞、鉄を叩く－多和圭三展（足利市立美術館/栃木、町立久万美術館
/愛媛、目黒区美術館/東京）（2010）、鉄と人 鈴木久雄・多和圭三展－彫刻の
領域2－（中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館/北海道）（2012）、多和圭三展
（古美術 長野/東京）（2014）、多和圭三新作展（ヒノギャラリー/東京）（2015）、
多和圭三展（ギャラリータケイ/静岡）（2016）、多和圭三【ブ、シ、シ、ツ】（ヒノ
ギャラリー/東京）（2017）「それから2」（国立新美術館/東京）（2018）

岡田 健太郎　非常勤講師
2002年　武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業
武蔵野美術大学共通彫塑研究室助手（2004）横浜市民ギャラリーあざみ野
Showcase Gallery（神奈川）（2016）、gallery &shop okeba（神奈川）（2018）、
「anywhere」熊澤酒造okeba gallery &shop(神奈川)（2013）、「Mondberg」
ギャラリーお風呂場（神奈川）（2014）「冬のシツラエ」kalokalohouse（神奈
川）（2014）、「第50回神奈川県美術展」神奈川県民ホールギャラリー（神奈
川）（2014,18）、「第11回大黒屋現代アート公募展」板室温泉大黒屋（栃木）
（2016,18）、「第1回アートハウス小矢部現代造形展」アートハウス小矢部
（富山）（2017,19）、「SICF18」スパイラルホール（東京）（2017）、「第27回UBE
ビエンナーレ（現代日本彫刻展）」ときわミュージアム（山口）（2017）

髙山 陽介　非常勤講師
2007年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
小屋に日が出る おはよう（ギャラリー・ハシモト/東京）（2014）、捨象孝（アキ
バタマビ21/東京）（2015）、多摩美術大学80周年記念展 彫刻の超克 －解体
と習合－（多摩美術大学彫刻棟ギャラリー）（2015）、囚われ、脱獄、囚われ、
脱獄（駒込倉庫/東京）（2016）、公開制作（府中市美術館）（2016）、「Yosuke 
Takayama at THE STEAK HOUSE DOSKOI」（XYZcollective/東京）（2016）、個
展「中庭」（CAPSULE/東京）（2016）、「コレクション＋行為と痕跡」（アーツ前
橋/群馬）（2016）、「SayonaraJupiter」（356mission/ロサンゼルス）（2017）

諸熊 仁志　非常勤講師
1998年　多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
ギャラリー21＋葉（東京）（1998）、BusanCulturalCe nter（韓国）（2002）、ガ
レリアグラフィカ bis（2002,04,06,08,10）、GALERIA DECO（サンパウロ/ブラ
ジル）（2005）、シャネル・ネクサス・ホール（東京）（2007）宮崎空港ビル（宮
崎）（2011,13）、西武池袋本店アート・ギャラリー（東京）（2011）、サガン・井
上ギャラリー（奈良）（2013）、ル・ベイン（東京）（2015）、プラザノース（埼玉）
（2016）、スペース・S（東京）（2016）

上野 茂都　非常勤講師
1987年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
佐賀町エキジビット 衛生博覧会（太田蛍一企画）（1985）、目黒美術館ニュ
ー目黒名<画>座展（1993）、旧細川侯爵邸（1995）、ギャラリー21＋葉（銀座）
（1992,93,98）、絵本「ふとんのきもち」原画展（札幌）（2001）、藍画廊（銀座）
（2005,06,08,11,13）、ビリケンギャラリー（青山）（2008）、淡路町画廊（神田）
（2010）、モノコト（名古屋）（2017）

New Staff 木村 剛士　専任講師
2007年　多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
河北新報 東日本大震災特別企画「1462days～アートするジャーナリズム～」
（旧河北新報社ビル）（2015）、Lonly Planet～世界の歩き方～（秋田）（2015）
大地の芸術祭 KAMIKOANI PROJECT AKITA 2015（上小阿仁）（2015）、秋田ア
ートプロジェクト 急がば廻れ（秋田）（2015）、あきたの美術（秋田県立美術館）
（2016）N.E.blood 21 vol.60 木村剛士展（リアスアーク美術館）（2017）、in co
ncrete（横浜）（2017）、かみこあにプロジェクト2018（上小阿仁村）（2018）、六
甲ミーツアート芸術散歩2018（神戸）（2018）、ART MIYAGI 2019 （宮城県美術
館）（2019）

New Staff

和賀 碧　副手
2016年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
木との語らい展（聖路加国際病院）（2011）、Art Program Ome ４大学学生
展　地への一滴（青梅市）（2012）、和賀碧展（ギャラリイK/東京）（2015）、C
OMMON SENSE（ギャラリイK/東京）（2017）、Shoes box sculpture exhibiti
on（台湾）（2019）

西村 卓　助手
2016年　多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
POLA×銀座蔦屋書店主催「美をとうとぶ」（銀座蔦屋書店・二子玉川蔦屋家
電）（2018）、銀座蔦屋書店主催「拡張都市」（銀座蔦屋書店）（2018）、第14回
三井不動産商業マネジメント・オフィース・エクスビジション（三井不動産商
業マネジメント株式会社本社）（2017）、東京現代美術画廊会議主催「新世
代への視点　西村 卓 展　－ここ－」（ギャラリィK）（2017）、DREAMS（ギャラ
リィK）（2014）

空閑 渉　副手
2016年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
浜松Open Art 第2回、第３回（静岡）（2018、2019）、多摩美院生がつくるも
の版画と彫刻展（東京）（2015）、空閑渉展（ギャラリイK）（2015）、虚の中に
空を視る（ギャラリーLE DECO）（2014）、八王子展（東京）、（2011）

村上直樹　副手
2017年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
晉作と仲間達展（浦和美術館）（2012）、アートプログラム青梅（青梅市）（2
013）、晉作と仲間達展（浦和美術館）（2014）、交差展（東京）（2014）、東京五
美術大学連合卒業修了作品展（国立新美術館）（2015）、北野生涯教育振興
会彫刻奨学生作品展（東京）（2015）、キリフリ谷の芸術祭（栃木）（2016）、東
京五美術大学連合卒業修了作品展（国立新美術館）（2017）、キリフリ谷の
芸術祭（日光市所野）（2017）、緑と道の美術展（神奈川）（2017）、キリフリ谷
の芸術祭（栃木）（2018）、大地の芸術祭　里山アートどうぶつ園（新潟）（20
18）、東京ハーヴェスト（虎ノ門ヒルズ）（2018）

New Staff

大野将章　副手
2015年　東京芸術大学大学院美術研究科木工芸研究室 修了
緑と道の美術展 in 黒川 2017（東京）（2017）、小東京☆銀座 vol.11（大東京
卸売市場）（2015）、042 art area project 2014 SUPER OPEN STUDIO（神奈川）
（Shiotsu studio）、SPORTS（東京芸術大学大学会館）（2014）、第2回 Derby
展（ギャラリーKingyo）（2013）、PUSHSTARTBUTTON（京都）（2013）、二科展
（新国立美術館）（2012）、ニジノウチュウ（東京）（2012）、大渡海 ひとりぼっ
ちの夕食（ターナーギャラリー）（2012）、9th ArtProgramOme 2011 山川の
間で（東京）（2011）、木との語らい（聖路加国際病院）（2011、2012）、デアイ
系（ここちやカフェ）（2010）

New Staff松井 雅世　非常勤講師
2013年　多摩美術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了
第27回財団法人北野生涯教育振興会彫刻奨学生作品展(日本大学/東京)
(2011)、松井 雅世展(ギャラリイK /東京)(2012)、MY Harmonious 2012(Sho
nandai MY Gallery /東京)(2012)、アートプログラム青梅 (青梅市立美術館/
東京)(2013)、方寸之間・想像之外-国際袖珍雕塑展(赤粒芸術/台湾)(2015)、
1985-2015彫刻奨学生の現在展(山梨県立美術館/山梨)(2015)、松井 雅世
展 (ギャラリイK /東京)(2015)、公益財団法人北野生涯教育振興会創立40
周年記念彫刻コンペティション入賞(中目黒公園/東京)(2016)

New Staff

開発 好明　非常勤講師
1993年　多摩美術大学大学院美術研究科修了
観客参加型の美術作品を中心に、2002年にPS1 MOMA「Dia del Mar/By 
the Sea」、2004年にヴェネチア・ビエンナーレ第9回国際建築展日本館、201
8年に妻有トリエンナーレ「越後妻有大地の芸術祭2018」に出品。また国外
では、ベルリンのニューナショナルギャラリーにて「berlin-Tokyo/Tokyo-Be
rlin」などに参加し国内外で活動している。毎年３月9日開催されている「サ
ンキューアートの日」の企画者としても知られる。

New Staff

中谷 ミチコ　専任講師
2014年　ドレスデン造形芸術大学マイスターシューラーストゥディウム修了
生きとし生けるもの（ヴァンジ彫刻庭園美術館）（2016）、再発見、ニッポンの
立体（群馬県立館林美術館／静岡県立美術館／三重県立美術館巡回）（201
6）、トリック、トリック、ハッ! っとトリック（平塚市立美術館）（2016）、3rd exhib
ition 平和の彫刻（NADiff a/p/a/r/t）（2017）、Horror Vacui」Produzenten（ド
レスデン）（2017）、when I get old Ⅱ（私立大室美術館）（2017）、私は一日歌
をうたう（埼玉）（2017）、越後妻有アートトリエンナーレ　大地の芸術祭（津
南町）（2018）、when I get old Ⅲ（私立大室美術館）（2018）、水を運ぶ舟（秋
山画廊）（2018）

New Staff

三宅 感　非常勤講師
2006年　多摩美術大学彫刻学科卒業
「みはじ展」/ギャラリー・ルデコ（東京）（2005）、岡本太郎記念館特別展示
「わたしの野花たち」/岡本太郎記念館（東京）（2017）、多摩美術大学彫刻学
科企画展「見果てぬリアリティ」/多摩美術大学彫刻棟ギャラリー（東京）（2
018）、「ブツの祈り」/Maebashi Works（群馬）（2018）、「NHKデジタル・スタ
ジアム」エンターテイメント・ムービー部門ベストセレクション（東京）（20
07）、「伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞」最終ノミネート（群馬）（2011）、
「第19回岡本太郎現代芸術賞」岡本太郎賞受賞/岡本太郎美術館（神奈川）
（2016）

New Staff田島 史朗　非常勤講師
1997年　多摩美術大学美術学部彫刻学科卒業
ポーラ美術振興財団在外研究生としてイタリアに滞在（2004）、砂鉄の物語
（焼火神社社務所/島根）（2009）、隠岐・アート・トライアル 2011（島根）（201
1）、The 15th UNDERWATER EXHIBITION AQUART IN AMAMI（奄美大島嘉
鉄沖）（2012）、石の語り部と隠岐の岩（島根）（2015）、縄文アートプロジェク
ト（茅野市美術館/長野）（2015）、日本クラフトデザイン協会と奄美に関わる
 作家展（田中一村記念美術館/鹿児島）（2015）

New Staff



Career Options
主な進学・就職先

［ 進学 ］
多摩美術大学大学院博士前期修士課程・東京藝術大学大学院・上越教育大学大学院・洗足こども短期大学・バンタンデザイン研究所
専門学校ヒコ･みづのジュエリーカレッジ・文化服装学院・海外留学（中国・ドイツ）

［ 就職・過去 10年 ］
公立・私立小・中・高等学校・相陽建設㈱・㈱ワールドコーポレーション・㈱せきど・ユーコーコミュニティー㈱・㈱ヨーガンレール
東京シャツ㈱・飛騨産業㈱・㈱ウェーブロックインテリア・㈱石澤研究所・㈱ヤマデン・㈱土屋鞄製造所・㈱丸昭・ニチハ㈱・㈱俄
日本街路灯製造㈱・日産自動車㈱・㈲シーホープ・㈱サン宝石・㈱トゥエンティイレブン・㈱壽屋・元気㈱・プラチナゲームズ㈱
㈱フォワードジャパン・㈱タカラトミーアーツ・㈱グッドスマイルカンパニー・清和産業㈱・㈱サザビーリーグ　アイビーカンパニー
アイングループ（アインズ＆トルペ )・㈱ラザフォードインターナショナル・㈱ＬＯＴＴＥ　ＪＡＰＡＮ・㈱ドレステーブル・㈱花満
㈱ユー花園・㈱ラックバッググループ・㈱レンタル＆クリーニング・㈱ＭＡＰＰＡ・㈱エヌ･デザイン・㈱レイ・四季㈱　劇団四季
㈱極東電視台・ケイアイエヌ㈲・㈱ティーズラボ・㈱アレックス・㈱Ｗｉｓｅ Ｒｅｐａｉｒ・㈱エクミス・㈱ ADKアーツ・㈱ワック
㈱東北新社・㈱アクア・テクバン㈱・ＵＴグループ㈱・日研トータルソーシング㈱・㈱アトリエブンク・㈱ランドスキップ・㈱フォルム
㈱ヤマトマネキン・㈱アディスミューズ・㈱フレームワークス・㈲モードスタジオ・㈱コスモスモア・㈱竹中庭園緑化・㈱アンス
㈱クラフト・㈱シミズオクト・㈱アックス・㈱京和・日本ステージ㈱・㈱俳優座劇場・㈱Mテック・金井大道具㈱・㈱ボルテージ
㈱角川大映スタジオ・㈲大澤製作所・㈱シーエスエス総合舞台・松岡屋ワークスタジオ・ディッグ・フィールズ・アンド・コー㈱
㈱コロプラ・㈱ Cygames・㈱アプリボット・㈱八芳園・高俊興業㈱・㈱ラッシュジャパン・吉忠マネキン㈱・㈱ヴァンドームヤマダ
㈱ミキモト装身具・㈱エイム・㈱白鳳堂・㈱京都きもの市場・㈱三越・㈱インフィックス　iR・㈱紀伊國屋書店・㈱アルファジャパン
㈲中村プロダクション・㈱鈴木貿易・㈱児玉会計・松岡信夫アンドアインズ・千葉研磨工業・オナガ歯科医院　その他

Tama Art University
Department of Sculpture 2019
多摩美術大学 彫刻学科 

〒192-0394

発行：多摩美術大学彫刻学科研究室

http://www2.tamabi.ac.jp/cgi-bin/choukoku/news/

東京都八王子市鑓水 2-1723
TEL 042-679-5622
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