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砂大学版画教宵研究

迎コンパの洗礼を受けつつ、研究室に専用のコー

ヒーカ ップを置く ことが許される、と云うわけで

す。

制作室は、学年別の区切りは無く、工房システ

ムとし、石版室、銅版室、孔版室と基本的に分け、

それぞれの部屋に大学院から 2回生までの机が、

プレス機を囲んで並んでいます。この方が、設備

等の効率も良〈、又、自ずと先輩からの刺激やア

ドバイスも受けられ、人間関係もスムーズに行〈

様です。

課題は、伊IJえば「人物をテーマにして……」と

云っ た風な出し方は一切無し。ただ10日までに、

版画作品を 2点以上作りなさい」と云った出し方

をします。そして、版種も自由、併用も自由です。

ですから、最初の合評でシルクを提出した学生が、

次回には銅版を持ってくると云った事もあります

し、又鋼、孔、石、木の全てを欲ばって、一枚の

紙の上に乗せてくる者もあると云った具合です。

これも、 4回生ともなると、自らの方法を確立す

る様になるから不思議なものです。

合評会も、 2回生の最初を除いて、全学年合同

でやります。イメージの範囲を規定する課題が無

いわけですから、内容、版種とも多種多様となり

ますが、教師側の批評のポイントは、「版画作品」

になっているかにかかって来ます。吉原教授の批

評は、鋭〈、しかし大変柔軟な感性の振幅を見せ

て、次々と眼前に提出される作品に対して行きま

す。

「作品とは何か?J r版画の特性を生かした作品

となっているかJ rこれは借り物ではなく、君自

身のイメージだろうかJ rボディを感じない、ノソと

云った、基本的な重い問いかけがくり返し行われ

る事は、学生達に、早〈作家的自立の姿勢を持っ

て欲しいという願いがあるからです。

⑤版画基礎

前項の「版画専攻」実技とは別に全学共通実技

としての「版画基礎」が、 1ヶ月単位で年4回(内

容は全て同じ)開講され、全専攻の学生が受講出

来る様になっています。 2回生後期以降のどの時

期に受けても良〈、 1講座2単位を修得する事に

なります。

必イ|多ではないのですが、年間60-70名の受講が

あります。版画に関しては、全くの素人集団です

から指導する側の研究室としては多くの労力を必

要としますが、日常の専攻から一時期離れての実

技は、新鮮な発見もある様で、一応に「面白かっ

た」と感想、を残して帰って行く学生達を見ると、

簡単には止められそうにもありません。

本学ではこの他に、全学の共通実技として、「フ

ォトグラフイ」を開講しています。

⑥大学院

留学生を含めて、常時 5-6名の院生がいます。

年に10数回の作品を持ち寄つての合同ゼミを中心

に動いています。作品合評のあと、フリートーキ

ングを行い、時には酒宴へと引継ぐ事もあります。

個展、グループ展、公募展への出品も盛んで、学

部生への良きアドバイス役ともなっています。

⑦共同研究室

7年前、現在地へ移転する時、専任の個人研究

室のスペースを一部提供し合って、中心に共同研

究室なるコミュニティスペースを取りました。こ

こは、合評会等に使用する他、常時学生にも開放

されていて、お茶を飲みながら、非常勤講師等を

囲んでの、情報交換を行う事が出来る、今では大

変重要な場となっています。

⑧テーマ研究

最後に、本学には、大変ユニークな授業形態が

ある事を御紹介いたしましょう 。

毎週木曜の午後(半年間 2単位)を使用します

が、まず、 4月と 10月に、その半年で共同研究し

たいテーマを、教員、学生から募集します。そこ

から、 10コマ程のテーマにしぼり、教授会に計っ

てそれぞれに複数の担当教員(実技、学科関係な

く)を決定し、学生に発表。学生は希望するテー

マに登録し、スタートします。(卒業までに、 2つ

のテーマを必修しなければなりません)

進行は、学生が主体的に進める場合もあり、又

教員同志が、議論し合いながら、学生はポカンと

聞いている場合もあります。例えば昨年の場合は、

「直接絵画と間接絵画」と云うテーマに、版画、

油画、哲学の教員が参加し、 15名程の学生と共に‘

見学等も含めて行いました。この授業のメ リット
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砂大学版画学会会則

第1:庫総則

第1条本会は大学版画学会と称する。

第2条本会は会員相互の協力により大学に於ける版画教

育の進歩発展をはかることを目的とする。

第3条本会の事務所は大学の版画研究室におく 。

第2意事 ー業

第4条本会 は 第 2条の目的を達成するために下記の事業

を行う。

1.機関紙、出版その他、研究調査に関する事業

2.研究協議会の開催

3.研究のための専門委員会または部会を設けるこ

とカずある。

4.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第 3章会員

第5条 本会は会員を以って組織する。

第6条 会員は大学に於いて版画教育にたずさわる者で入

会の手続きを完了した者とする。

第7条 会員は別に定められた会費を納入しなければなら

ない。

第 4章組織及び運営

第8条 本会の事業を運営するために次の役員をおく 。

1.会長 1名

2.事務局長 1名

3.運営委員 若干名

第9条会長は本会を代表する。

第10条事務局長は庶務、会計、事務を総括する。

第11条運営委員は事業、運営の企画を執行に当る。

第12条 本会に名誉会員、相談役、顧問、賛助会員をおく

ことが出来る。

第13条役員は総会において選出する、任期は 2年とし再

任を妨げない。

第14条 本会の会議は総会、運営委員会、専門委貝会とする。

1.総会は年 1回開き、本会の事業および運営に関

する重要事項を審議決定する。会長は必要に応じ

て臨時総会を召集することが出来る。

2.専門委員会は内容に即して会長が召集し案件の

作製、審議に当たる。

3.運営委員会は会長が召集し、本会運営の企画に

当たる。

13 一会報 No.l6ー

第5章会計

第15条 本会の経費は会費及び賛助会費をも ってこれにあ

第16条

第17条

第18条

てる。

第6章入会、退会

入会は本学会員2名以上の推薦者を必要とする。

入会は総会の承認を得るものとする。

退会は退会届を事務局に提出、総会の承認を得な

ければならない。

附 則

1.第7条による会員の会費は年額3，000円とする。

2.運営のために必要な細則は別に定める。

3.この会則は昭和49年11月 3日よりこれを施行す

る。





惨会員名簿

清水昭八 小金井市梶野町4-16-27
干184 TEL 0423-83-3733 武蔵野美大

清水 教 札幌市豊平区月寒束4条16丁目5-2
干004 TEL 011-851-9640 北海道女子短大

島田章三 名古屋市昭和区高峰町143-18
干466TEL 052-832-9385 愛知芸大

白井嘉尚 静岡市小鹿3-4-1静大宿舎214
〒422 TEL 0542-84-4531 静岡大

白木俊之 茨城県新治郡桜村梅園2-8-13
干305 TEL 0298-52-0710 筑 波 大

鈴木広行 名古屋市西区上名古屋1-5-8
千451TEL 052-522-0410 名古屋造形短大

園山晴己 神奈川県茅ヶ崎市下町屋2-9-59
干253 TEL 0467-82-5097 造 形 大

傍嶋康惇 千葉県船橋市喜野井4-8-14
〒274 TEL 0474-63-3240 都留文科大

田中 孝 大津市比叡平2-14-18 京都精華大

干520 TEL 0775-29-0530 京都芸大

田村文雄 小平市学圏西町2-12-8
〒187 TEL 0423-43-7282 女子美大

武市 勝 鳴門市里浦町粟津鳴門教育大宿舎3504
干772 TEL 0886-86-8514 鳴門教育大

高山 登 仙台市ひより台47-8
〒980 TEL 022-243-2605 宮城教育大

滝 純一 宗像市宗像町 日の里5-1-4-402
干836 TEL 0940-36-0493 福岡教育大

滝沢光広 愛知県ー富市大和町代永1219
〒491 TEL 0586-44-3330 名古屋造形短大

為金義勝 府中市武蔵野台2-35-11信濃荘203号
〒183 TEL 0423-25-8739 創 形大

長宗我部友子 大津市比叡平 3丁目42-14
〒520 TEL 0775-29-0376 成安女子短大

津地威汎 徳島市中吉野町3-11-2
干770 TEL 0886-87-1311 鳴門教育大

永井研治 八王子市子安町1羽 一1
〒192 TEL 0426-44-4476 武蔵野美大

中林忠良 崎玉県上福岡市駒林437
〒356 TEL 0492-63-1970 芸大

柳楽節子 兵庫県神戸市長田区上池田3-11-12
〒653 TEL 078-691-8354 兵庫女子短大

西 真 京都市北区平野上柳町28-21
〒603 TEL 075-462-2258 嵯峨短大

西村正幸 大阪府八尾市太子堂1-2-1 京都芸大
〒581 TEL 0729-23-1528 明石短大

野沢博行 岡崎市明大寺町字狐塚14-2サンハイツ岡崎A-407 
〒444 愛知教育大

野田哲也 柏市亀甲台2-2-4
〒277 TEL 0471-63-5332 芸大

馬場 章 川崎市麻生区高石5-1-26グリーンハイツ101
〒215 TEL 044-953-2932 女子美大

馬場梅男 績浜市金沢区富岡西4-7-20
干236 TEL 045-772-1770 造 形 大

橋本文良 京都市北区紫竹西北町33-12
〒603 京都精華大

塙太久馬 川崎市多摩区堰42-9 武蔵野美大

〒214 TEL 044-822-8492 武蔵野美術学園

浜西勝則 望書野市千村742-15小田急渋沢ハイツ1-508
干259-13 TEL 0463-87-3779 東 海 大

原 健 世田谷区野沢3-13-17 造形大

干154 TEL 03-421-2980 芸大
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平川晋吉

広畑正剛

深尾庄介

漂沢幸雄

福岡奉彦

吹田文明

漂草広平

星野美智子

藤岡慎

筆塚稔尚

古川仁史

堀井英男

前川直

舞原克典

松川幸寛

松浦昇

松島順子

丸山浩司

馬j刻 聖

皆川孝一

富田克人

宮下登喜雄

武蔵篤彦

村上文金

村上善男

森俊夫

森正一

森岡完介

山下哲郎

山野辺.a

宇都宮市峰町247-1
干321

世田谷区赤堤3-5-2
干156 TEL 03-324-0532 

世田谷区下馬3-17-2
〒154 TEL 03-414-6034 

千葉県市原市鶴舞308
〒294-04 TEL 0436-88-2034 

上越市西城町1-10西城宿舎1-203
〒943 TEL 0255守 22-0807

世田谷区砧3-33-4
〒157 TEL 03-417-7123 

佐賀市本庄町西寺小路884-3
干840 TEL 0952-22-1751 

杉並区善福寺1-14-10
〒167 TEL 03-390-5517 

横浜市栄区上郷町1709-19
〒247 TEL 045-894-4923 

所沢市上新井784-4
干359

八王寺市中野山王2-5-22
干192

八王子市宇津木町940-79
〒192 TEL 0426-45-3756 

岩手県盛岡市茶畑1丁目 1-6-411
干020

守山市川田町1548-13
〒524 TEL 07758-3-0028 

松本市空港東区8775-31
〒390-11

岐阜県大垣市上面二丁嵯唐

干503

大田区回国調布4-29-25
〒145 TEL 03-721-3062 

福島市上荒子1-1上荒子住宅2-202
〒960 TEL 0245-31-4393 

神奈川県茅ヶ崎市芹沢2511-2
〒253 TEL 0467-51-1497 

狭山市北入曽521-3

宇都宮大

玉 川 大

造形大

跡見短大

上越教育大学

多摩美大

佐賀大

女子美大

多摩美大

芸 大

造形大

書IJ 形

岩手大

京都芸大

松本短大

大垣女子短大

女子美大

福島大

広助大

〒350-13 TEL 0429-59-2527日本大学芸術学部

高知県高知市小津町10-41-532号
〒780

府中市新町1-12
〒183 TEL 0423-61-5634 

名古屋市西区山木2-34-3
干452 TEL 052“502-1472 

京都市右京区太秦原面影町6-1
干616

弘前市御幸町16-19~t奥舎

高知大

学芸 大

福岡教育大

名古屋芸大

嵯峨短大

〒036 弘前大

京都府綴喜郡宇治図原町大字岩山小字丸山1-40
干610-02 京都文教短大

静岡市西千代田町1-17
干420 常葉大

名古屋市昭和区川名本町3-39
〒466 TEL 052-762-6625 名古屋造形短大

福岡市東区香椎駅前3-17-21鐙鎧坂ハイツ森407
〒813 九州産業大

町田市広袴443-10
〒194-10 TEL 0427-34-5117 東海大





砂偏集後記

今号をも って私は、編集責任者を降りることに

なりました。少しばかり長くやり過ぎたと，思って

おりますが、カリキュラムの記事が完全には済ん

でいないので、少々、心残りです。しかし丁度、

研究会も学会となり、次の若い人達に新しい会報

の編集をやって頂き、フレ ッシュな会報が出来る

事を、期待したいと，思っています。

会報に記事を寄せて下さ った会員諸氏や、歴代

事務局の皆様と、発行にあたり常に御助力を頂い

た、新日本造形糊社の方々に、紙面を借りてお礼

申し上げます。

(関山記)

大学版画学会会報16号 1987.9 

編集スタ ッフ園山崎己/皆川孝一/木村繁之/

筆塚稔尚/小川正明/為金義勝

発 行 大学版画学会

印 刷 新日本造形株式会社 ・森印刷側
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，qヲ版画鎗具
様式会社サワヲワ~Jtス

悶文房堂の版画材料
(木版・銅版・石版)

資料をご請求下さい
東京都千代国区神国神保町 1-21 TEL (03) 291-3441 (代)

版画科 1年修石版・銅版・木版

武蔵 野 美 術 学 園

良い版材ぱ良い地金
版画期・鋼板・亙鉛板・リト用・ジンク板・アルミ板

詑 萩原 市蔵商庖
東京都千代田区神田紺屋町 43番 地

電話東京 (256) 3 5 9 1番 (代表)
武蔵野市吉祥寺東町 3-3-7 

洋画・デザイン材料・額縁・石膏像・版画

志幻画荘 ~~-7Ã
本 庖 〒460名 古屋市中区新栄町 3-6 

TEL <052> 961 - 0591 (代)
〒160 東京都新宿区西新宿 1丁目15-13
TEL <03> 346 - 2 72 8 0半ビル内)

石版画用ジンク研磨

タ商庖-フク版画用材料専門庖

東京営業所
大阪市鶴見区茨回諸口町1118

TEL 06-911-6561 

現代版
銀座ギャラリー

カプセル
〒104 東京都中央区銀座 8-16-108401 

画~ 
~ 日本版画保存

川崎市多摩区登戸 3460 吉沢英哲方

〒214 TEL. 044噂 911-9041

廊
J

F

代

町
画
ι何

時
動
開

創

ド

昔

日
灯電

。ぽiO~。~4色~~
7.7'影(不透明蛾)

~吋4~B株式会社

圏養 j青堂画廊
中央区銀座 5-5-15 でんわ 571-2471

翠
東京都台東区上野公園

芸術大学内宮 (821)7056 

画

丸の内画廊



首誕一両本造形(株)お2Z首主2
*エ ッ チング

*リトグラフ

*シルクスクリーン

東京本社 〒165
東京都中野区新井 1-42-8 TEL 03-389-1221 

大 阪 支社干540
大阪市東区森ノ宮中央 1-6 -20 TEL 06-943-1141 

大学版画学会

どなたでも、自由にお使いいただける唯一の版画工房です。

・毎日AM.9:00-PM.5:00(日曜 ・祭日休み)

・.師指導日 :毎週水 ・土曜の午後

楽プレス畿、用具他完備.グ

入会金、使用料、指導料一切不要.グ

事務局 日本大学芸術学部美術学科版画研究室内

干176東京都練馬区旭丘 2-42 TEL.03-972-2111 (内線238)




