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木彫による造形研究　2017
クロッキー＆ドローイング
岩井　義尚　Yoshinao Iwai

（美術学部）

作品の形の素は、「自然のモノをデッサンしていると、その源は球体、それ
も機械的な球体ではなく、心地良い球体の単体又は複合体である」と考える。
私の創作は、この考えを基に「視覚に訴えかけるのに重要である水平要素・
垂直要素」そのものが創り出す空間」を使い構成している。

第 40回   中部二元会展    2018.2.6 ～ 2.11
東桜会館ギャラリー（名古屋市）

テーマ；「動き」「流れ」「生」
立体作品における制作は、テーマからイメージし、形の根源を動物（人も含む）・
植物・自然現象から創作要素を探り、構成を考慮し、素材（木）を彫ることによ
り形（Form）を創り出す手法で具現化した単体又は集合体で表現している。

平面作品は、ペンで描く多くのフリーハンドの線の重ねにより、人物を構成し、
立体作品に影響するエスキースの要素を含むドローイングと人体クロッキー（各
種描画素材）により、テーマを表現する研究をしている。
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Form 1705
樟（クス）
台座；欅（ケヤキ）
H40×W46×D35（㎝）
台座別
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ペン画のドローイング
を基に、素材の木材・・
樟（クス）材へ、子供
の絡み合う形で「躍動」
「生」を表現した。

Form 1704「遊№11」
樟（クス）
台座；欅（ケヤキ）
H56×W24×D20（㎝）

原木（学生が制作断念した材）を
見てからアイディアスケッチを描
き制作した Form 1705 は、樟（ク
ス）材の一木作りの作品で、やわ
らかい厚い布の一ヶ所を紐で縛っ
て変化をつけて中身が溢れてくる
瞬間を捉えて彫り出し、「動き」を
表現した。
（中部二元会研究展出品　名古屋
市民ギャラリー）



Form 1801「遊№12」
樟（クス）　　　　　　　
台座；ブラックウォール
ナット
H75×W70×D12（㎝）
台座別

Form 1801「遊№12」は、遊シリーズ 12 番目の樟（クス）
材の一木作りの作品で、自然の木の形の中から三人の子
供が戯れる「動き」を彫り出して人と人との「つながり」
表現した。発端のアイディアは、1989 年頃のアイディア
スケッチからのものである。
（中部二元会展出品　名古屋市東桜会館）

1989 年頃のアイディアスケッチ

左側は、制作最終段階の
角度を変えた４つの画像
である。
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この「 Form 1701 変形」は、ちゅうしんアートギャ
ラリーの24回目の作品展のために会場に合わせ、
2016 年度に発表した 「Form 1701」 の主たる部材
を用いて、制作のコンセプトを維持した作品で、
「動き」と「生」を視覚的に表現した。

Form 1701　変形
ケヤキ＋イチイ＋チーク＋タモ 他
H138×W240×D70（㎝）

このアイディアスケッチは、「Form 1701」を制作
する時に同時に描いたものの一つで、「Form 1701 
変形」制作の基になっている。

中部二元展での「Form 1701」 ちゅうしんアートギャラリーでの「Form 1701 変形」
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クロッキー
（デッサン）
現在所属している中部二元会の研究会での成果で、和紙や上
質紙に筆ペンを主に色はパステルで、「動き」「流れ」「量」
を意識して描いている。同会の研究展出品及びクロッキー・
デッサンの講師をしている「Art of 20 歩」の会の作品展に賛
助出品している。

ドローイング
これらのペン画は、立体作品のために平面考察したもので、
素材が優先し、アイディアを考察したドローイングで、「動」
や「つながり」を特に意識し表現している。

H35×W130（cm）の和紙に筆ペン（カラーブラッシュ）とパステルを使用
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ドローイング
これらのペン画は、立体やレリー
フ作品のためのアイディアを平面
考察したもので、浮遊した子供の
形を借りて、「流れ」や「躍動」
を特に意識し表現している。

「Art of 20 歩」の会の作品展及び
「ちゅうしんアートギャラリー」
の作品展（中日信用金庫・名古屋
支店）に出品している。
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2018 年制作 陶磁作品群
Works, 2018 

加藤　真美　Mami Kato

 （芸術学部）
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 ( Seeschloss Ort.Palas ,Gmunden  Austria )
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I feel as if
 pots have character like human

Sitting quietly they sigh,
flow to nowhere.

Porcelain,Ash glazes 
Reduction 1280

東海市芸術劇場
Tokai City Art Theater 

2018/3/17~3/31
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　In 2017,I was selected as Annual residence artist of Tokai City Art Theater.
Though the year, I did demos and workshops,to make ceramics more familier to citizens.
These are the works made during my residency, and exhibited at Tokai Art Theater Gallery in March 2018.
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1280
Stone ware Ash sprayed
Reduction  gass kiln

Gallery CERA
－かたちしりとり－

2018/5/25~6/4

ｈ. 24.5㎝
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I have been working with porcelain by slab building for these 5,6 years. Somehow I felt a kind of limit in 
forming with this technique, so I decided to make by coiling, with iron rich stone ware.

 One day, I saw two cups inverted one on the top of the others. This silhouette was the beginning of imagination. 
When coiling ,I could imagine various forms which continues from present shape. It was such fun to work 
following spontaneous images, making without  prepared plans.
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 On 2018, “TOPFERMARKT Gmunden ” celebrated 30 year anniversary and Japan was  invited as the guest 
country. Six Japanese artists exhibited at Seeschloss Ort castle, besides participating the market.

  I placed 20 porcelain bowls “Moon Light” , with black-clay vessel, which looks like tower. It was impressive 
to see how my works look in historical architecture, in natural light .

My teapot, on poster

TOPFERMARKT Gmunden
オーストリア
2018/8/24~28
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There is “Double layers" as one of the features of my medal. 

This is the unique one which has no other examples.

It's the big feature of medal that there are “Obverse and Reverse". 

My “Double layers" made them developed from "Obverse and Reverse". 

Two faces can be appreciated at the same time by a medal of “Double layers" 

however usually both faces are appreciated while turning a obverse of a medal and the reverse over.

 The spatiotemporal difference each expresses by seeing two faces at the same time 

and the relation of the matter are emphasized.
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（ I was in Japan, I was watching the carriage procession on TV.） 

（ I was in U.K. William and Kate were not there.） 

At the end of March 2011,I had come to London to attend BAMS conference.
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Lampranthus spectabilis

Many the same medals are usually made but I make each one medal.

That has a physical reason.

The plants on my medal are collected from  my garden or roadside.

I use that as the part of the wax mold, bind with gypsum and bake it up by a kiln.

Plants will burn with wax and be space. And that waits the metal which melted to be poured.

I don't take a mold and I don't model plant. Plant is that itself is exchanged for metal.

That will be the part of the medal as the proof that I was in its location then.

Because itself is exchanged for metal, Plant can't reprint. It’s only one.



Ceramic as Contemporary Art
－IAC 国際陶芸アカデミー国際会議講演より－

田中　哲也　Tetsuya Tanaka

 （美術学部）
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My name is Tetsuya Tanaka. I come from SHIGARAKI, Japan. Today, I will give a presentation on my 

work which is ceramic works as contemporary art. 

My first series are QOO series. This name from Chinese or Japanese character  . This means sky 

or empty. For over ten years I am making ceramic works that were combined with metal. Though these 

works look like genuine metallic products, the main material is ceramics and only a few parts are real 

metal. This is (QOO)-KINMIRAI Nostalgia. This work is over 3 Meter. I exhibited it at BIWAKO 

biennale that international contemporary art biennale. I exhibited in old Japanese house. Recently in 

Japan, exhibiting contemporary art pieces in traditional space become trend. I feel contemporary art 

pieces are suitable to Japanese traditional space. Japanese traditional architecture is based on ZEN spirit. 

There is no decoration. Only there is comfortable space made of natural things such as light, wind, and 

so on. ZEN spirit is similar to concept of minimal art that fashioned at 20 century in U.S.A. and Europe. 

Maybe it is reason I feel so.

This is one of Thinking on the Wall series. Thinking on the Wall series combine ceramic and metal thing 

also. This part is motor head of grinder. Sometimes I use scrap things.
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These are tea wares. I am making functional art pieces also. Many Japanese ceramic artists are making 

fine art piece and functional art pieces both. There is almost no border between arts and crafts in 

Japanese ceramic arts. Japanese craft is called "KOUGEI". KOUGEI is slightly different from Western 

craft. In the West, art is considered to be higher than craft. In Japan, KOUGEI and arts is the same, 

sometimes the KOUGEI is higher than art. Please imagine sometimes one tea bowl is traded at 30 

thousands euro. These tea bowls are not antique. Japanese contemporary ceramic art is growing from 

this KOUGEI.

This is a flower vase. Japanese post war modern ceramic artists developed ceramic sculpture from 

functional objects like flower vase. In our generation, there are ceramic sculptures already. Sometimes I 

put sculptural element back into functional objects.
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Next are recent works. I am trying approach to contemporary art from ceramic art. We as a potter, make 

vessels. I am making vessels for invisible or things without shapes and volume. For example vessel for 

sounds, vessel for time, vessel for light or rays. This is HIBIKI vessel for sounds. If you stand in front 

of this work, you can hear outside sounds from works inside. 

This is KAGAYAKI. KAGAYAKI is vessel of lights or rays. I made KAGAYAKI body by translucent clay. 

I illuminated it with LED light from inside.
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This is installation work. I exhibited it at Kobe biennale. Kobe is a big port town. There are so many 

containers for shipping. I exhibited these in 12 meter container.

This is KAGAYAKI‐Vessel of light. I exhibited this work at Gyeonggi International Ceramic Biennale  

2015 in Korea.
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This is wall work of KAGAYAKI.

This works image from KATANA sword. My work is a Contemporary art and also KOUGEI craft. I have 
tried to create artworks by the new ceramic technique or idea developed from the basic and traditional 
way of KOUGEI. I am challenging to create my works with the aim of the fusion of KOUGEI art and 
contemporary art. I hope to be an artist who will expand a new style or area with possibility of my pursuit 
for this fusion and will greatly contribute to the ceramic culture.



Houran Yokoyama

（美術学部）
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Srinakharinwirot University



028

名古屋芸術大学研究紀要第40 巻（2019）



029



030

名古屋芸術大学研究紀要第40 巻（2019）



031



032

名古屋芸術大学研究紀要第40 巻（2019）

JAPAN EXPO in Paris
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