


　第36回卒業制作展によせて

　第36回卒業制作展の開催お慶び申し上げます。

　美専での勉学の成果として、このような形で皆様に

ご覧いただくことができますのも、学生一人一人の

努力の賜物であることはもちろんですが、ご指導いた

だいた先生方、学校生活全般でのサポートをしてくだ

さった職員の方々、そしてご家庭での精神的、経済的

支援や暖かい励ましなどがあって初めて可能になるも

のでした。本当にありがとうございました。

　しかし、社会人としてはこれからです。多くの希望

や不安を抱えての旅立ちになります。是非、今まで

学んだ知識や技術を武器に、そして新しい時代を切り

開くのだという勇気を持ってそれぞれの領域でチャレ

ンジして行ってください。皆さんの活躍を心より祈っ

ています。

　最後に、この卒業制作展の開催に際し関係各位の

多大なるご尽力に感謝申し上げるとともに、今後とも

暖かいご支援をよろしくお願い致します。

平成30年2月10日

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校

校長　横溝秀実



　学校法人 塚本学院・大阪美術専

門学校、初代理事長・校長として活

躍してこられた故塚本英世先生が、

芸術教育の必要性を提唱しこの美

章園の地に大阪美術学校を開設さ

れたのが1957年でした。

　当時、近畿の芸術教育は弱体化

し、商都大阪での文化教育の困難

性のみが指摘されておりました。

塚本先生はこうした時代背景の中

で、近畿地区での芸術教育の必要

性を力強く提唱されました。こうし

て多くの賛同者を得た塚本先生は

大阪美術学校を創設され、これが

母体となって浪速短期大学（現・大

阪芸術大学短期大学部）、 大阪芸

術大学の設置、そして大阪美術専

門学校へと発展致しました。塚本先

生は、この様に芸術教育の先駆者

としてその初志を貫徹してこられま

した。

 大阪美術専門学校では、初代校長

故塚本英世先生のこうした偉業を

偲び「塚本英世賞」を設けました。

20世紀から21世紀へ、そして輝か

しい未来へ飛翔しようとする若き

クリエイター、夢多き芸術家達に、

永遠の活躍を期待してこの賞を贈

ります。

校長挨拶

各賞紹介

■ 塚本英世賞／総合デザイン学科 コミュニケーションデザイン専攻

■ 校長賞／総合デザイン学科 イラストレーション専攻

■ ミネアポリス美術デザイン大学学長賞／総合デザイン学科 グラフィックデザイン専攻

■ 優秀賞／総合デザイン学科 空間デザイン専攻

■ 優秀賞／総合アート学科 絵画専攻

■ 優秀賞／総合アート学科 コミックイラスト専攻

■ 卒業制作賞／総合デザイン学科 プロダクトデザイン専攻

■ 卒業制作賞／総合アート学科 プリントメイキング専攻

■ 卒業制作賞／総合アート学科 ジュエリークラフト専攻

■ 卒業制作賞／総合アート学科 陶芸専攻

■ 卒業制作賞／総合アート学科 マンガ専攻

■  卒業制作賞／総合アート学科 映像・アニメ専攻

受賞者名簿

第36回卒業制作展ポスター公募・校長賞／総合デザイン学科 コミュニケーションデザイン専攻

01

03

04

06

08

10

12

14

16

17

18

19

20

21

22

24

0302



0504

塚本英世賞
総合デザイン学科　コミュニケーションデザイン専攻

『Ideal』 －mixed reality card game－　（B1パネル　Photoshop、Illustrator、AfterEffects、Premiere、AR）

𡈽田　航成（大阪府出身・大阪府立鳳高等学校・卒）
長い間、様々な人々に愛され続けているカードゲーム。そのコンテンツにスポットを当て、デジタル技術の進化と共にこれからどのような変
化を遂げるのか、自分なりに考察、研究し今回制作しました。好きな分野で楽しみながら制作でき、今まで自分が学んできたことや感じてき
たことを、ひとつの形にすることができました。
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校長賞
総合デザイン学科　イラストレーション専攻

マメキンソン　（アクリルガッシュ、クレセントボード、スタイロフォーム、紙粘土）

山﨑　菜央 （和歌山県出身・和歌山市立和歌山高等学校・卒）

芽が生えている豆、マメキンソン。外を見てみたい、色んな事をしたい、他の豆には無いそんな好奇心や向上心が、マメキンソンの芽には込
められています。マメキンソンがどんなキャラクターなのかを知ってもらいたいと思い、立体と絵本を制作しました。ちょっと格好つけで、
気取った姿のマメキンソンにクスッと笑ってもらえたら嬉しいです。



0908

ミネアポリス美術デザイン大学学長賞
総合デザイン学科　グラフィックデザイン専攻

言霊 （Illustrator、Photoshop、InDesign、イラストボード、紙、布）

吳　姿萱 （台湾出身・私立真理大学・卒）

様々な素材と手法でタイポグラフィや印刷手法などを研究し、遊び心を持って制作しました。さらに言葉の繊細さを出すために、壊れやすい
形態で表現しています。もっと言葉の力を意識してほしい。もっと慎重で丁寧に扱ってほしい。そういう思いを込めて制作しました。

ことだま
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優秀賞
総合デザイン学科　空間デザイン専攻

現代建築の深呼吸　～環境共生緑化建築～
賴　涵農　（台湾出身・嘉義東吳高級職業学校・卒）
私たちが日々生活する都市を、美しい自然と融和させるため、まるで森にいるような “緑化” 高層建築による景観で、都会に新しい豊かな自然
をもたらすように計画しました。環境に優しい自然の風景を多くの人々に提供することで忙しい日々の生活に、心も体もリラックスできるス
ペースを台北のオアシスとして提案します。



優秀賞
総合アート学科　絵画専攻

幻想楽園 （油彩、キャンバス）

陳　筱　（台湾出身・国立高雄應用科技大学・卒）
伝説の鯨列車が現れました。つまらない日々に不思議な現象が起きて、世界が繋がってきた。それぞれの生き物が勇気を出して列車を探し始
めた。希望と光の象徴の列車、人々の心の中に存在しているかもしれない、いつか自分のために旅に出る時、強くなる時、きっと見つける。

1312
「幻想楽園」（ カンヴァスに油彩・1622 × 2606 mm ）



優秀賞
総合アート学科　コミックイラスト専攻

生と死 （PhotoshopCC）

吳　珠憙 （韓国出身・大手前大学・卒）

作品の背景のモチーフになった韓国の、古い時代の宮殿の屏風である日月五峯圖の日と月を見て、生命と死の神があったらどうだろうかと思い、
自分なりに創作してみました。生と死は対極でありながら離れない関係だと思い、別の二枚ですが合わせると一枚に見えるように制作しました。

1514



卒業制作賞
総合デザイン学科　プロダクトデザイン専攻

プチママ　～おままごとセットデザイン～
積田　千尋 （兵庫県出身・神戸市立六甲アイランド高等学校・卒）

私は、子供の頃、ままごと遊びが好きで、20歳になった今、いとこの子の遊びを見ていると、やはりままごとが好きです。子供にとって、ま
まごとは時代が変化しても変わらない遊びです。そういう遊びのセットをデザインしてプロダクトデザインとして商品化するためCGで制作し
ました。いつまでも子供の心で遊べるデザインをかわいくまとめました。

卒業制作賞
総合アート学科　プリントメイキング専攻

チェキ 1～6 （紙にシルクスクリーン）

関　棋元 （中国出身・広州美術学院・卒）

版画の紙とインクの質感、手に取って鑑賞できる「触覚的」な所に、新たな写真の表現のきっかけを見つけられそうな予感がしました。そこで、
現在流行っていた「チェキ」の大型をテーマとして、日常写真を違う質感の紙の上にシルクスクリーンで刷り上げました。

1716

860 × 720 mm（6枚組）



卒業制作賞
総合アート学科　ジュエリークラフト専攻

金剛機械龍 （本体：真鍮、洋白、スズ　台：鉄、真鍮、銅）

大西　悠貴 （大阪府出身・私立天理高等学校・卒）

卒業制作賞

私がよく描く絵の中の龍を立体に作り、自由に動かしたかったので作りました。 夏季休暇を利用してメキシコへと赴き、現地で見たもの、感じたことを自分なりの表現で形にしました。異国の地で目に映るものは何もかも
が新鮮で、私に様々なインスピレーションを与えてくれました。古代メキシコから現代まで続く、人々の生命の力強さや自然の美しさ、食べ
物の美味しさなどを少しでも感じていただければ幸いです。

総合アート学科　陶芸専攻

Olla mexicana antiqua、Ruinas de cactus（陶土）

松井　充基 （三重県出身・三重県立上野高等学校・卒）

1918



卒業制作賞
総合アート学科　映像・アニメ専攻

「2／ 14｣（HDTV）

生元　茉莉奈 （大阪府出身・大阪府立かわち野高等学校・卒）

バレンタインの話です。

卒業制作賞
総合アート学科　マンガ専攻

デンドロビウムのストレス （Ｂ4原稿用紙、インク、CLIPSTUDIO）

入川　茜 （奈良県出身・奈良県立桜井高等学校・卒）

この作品は、男女の関係を面白おかしく描けたらいいなという思いで描き始めました。人間とは本当に様々で、ちょっと不思議な2人の関係を
見守っていただければ幸いです。　

2120



第36回卒業制作展  受賞者名簿 第36回卒業制作展  受賞者名簿

●塚本英世賞
総合デザイン学科 コミュニケーションデザイン専攻 G15-057 𡈽田　航成 『Ideal』 ーmixed reality card gameー

●専攻賞
総合デザイン学科 コミュニケーションデザイン専攻 G15-021 杉田　玲奈 「Pasth of video」　～単一視点からの演出表現～

 グラフィックデザイン専攻 G15-019 下屏　観月 星を探そう

  G15-032 平尾　彩菜 いとしいあじカレンダー

  G15-050 和気さくら ワ ラッセ～ねぶたをあなたの視点から

 イラストレーション専攻 G15-033 福塚季美子 まどろみ

 プロダクトデザイン専攻 G15-051 渡辺佳也子 Peroom　～愛犬のためのお部屋を～

 空間デザイン専攻 G15-045 山崎　穂高 図書館　～読みかけの本～

総合アート学科 絵画専攻 A16-013 落合　美希 さいごの旅へ

 プリントメイキング専攻 A16-022 丘　　乃安 室内の手がかり

 ジュエリークラフト専攻 A16-066 李　　佳玲 ベル

 陶芸専攻 A16-067 酒井　清華 みとおせる華器

 マンガ専攻 A16-020 木村　小町 ひらめきゃっする！

 コミックイラスト専攻 A16-044 早瀬　奈菜 かわいいフェアリー ～kawaii fairy～

  A16-048 藤上　玲奈 Adoraburu Caffé

  A16-049 藤嶋　辰貴 少女と花　①ひまわり ②ほたるぶくろ

●校長賞
総合デザイン学科 イラストレーション専攻 G15-044 山﨑　菜央 マメキンソン

●ミネアポリス美術デザイン大学学長賞
総合デザイン学科 グラフィックデザイン専攻 G15-015 吳　　姿萱 言霊

●優秀賞
総合デザイン学科 空間デザイン専攻 G15-056 賴　　涵農 現代建築の深呼吸　～環境共生緑化建築～

  絵画専攻 A16-034 陳　　筱婷 幻想楽園

●卒業制作賞
総合デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 G15-026 積田　千尋 プチママ　～おままごとセットデザイン～

総合アート学科

  コミックイラスト専攻 A16-008 吳　　珠憙 生と死

総合アート学科

プリントメイキング専攻 A16-019 関　　棋元 チェキ 1～6

陶芸専攻 A16-055 松井　充基 Olla mexicana antiqua　Ruinas de cactus

ジュエリークラフト専攻 A16-010 大西　悠貴 金剛機械龍

マンガ専攻 A16-007 入川　　茜 デンドロビウムのストレス

映像・アニメ専攻 A16-003 生元茉莉奈 「2／14」
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第36回卒業制作展ポスター公募★校長賞
総合デザイン学科　コミュニケーションデザイン専攻

PRAY （SAI、Photoshop）

島野　加奈子 （大阪府出身・YMCA学院高等学校・卒）

卒業する皆さんの未来を想い、“祈り ”をテーマに制作しました。安らぎや暖かさを表現したかったので、女神のような女性と色とりどりの花
をモチーフに選びました。




