下平 暢
（しもだいら とおる）

みはグラウンドにいるから。」と言う言葉をあてにグラウンドに行ってみた。確かにそこには薄

1999 年 京都アートスクール卒業 （旧 くいなばしアートスクール）

汚れたジャージに身を包み楕円球を追いかける彼の姿があった。
「ちょっとやってみる？」の

長野県立 赤穂高等学校出身。1999 年

3 浪の末、京都市立芸術大学美術科入学。

2004 年 京都市立芸術大学 大学院 絵画専攻 日本画修了。現在、京都市内の工房に
所属し、神仏具彩色に携わること 9 年目。
仕 事について
「 百年後に残る日本画をやりたいなら京都に来たらどうや！」
下平さんの受験生時代

ask 現学長 袖長省二先生の言葉から始まった京都での生活は現在 18 年目を迎えた。

1999 年 度京都市立芸術大学美術

現在の仕事は神仏具彩色。寺社仏閣の内装、障壁画制作、神仏具などの彩色の仕事

学部入試問題。
この時代は、
「一次試

である。保存修復の仕事を思い浮かべる人も多いかもしれないが、主には新たに制作する

験」の描写科目で、足切りが行われて

ことが中心の仕事であり、古くから使われている絵具や技法を用い制作している。寺院建

いた。
最終倍率は、
美術科 8.1 倍。
■描写……B3 画用紙／ 4 時間制作。

築の内装とは極楽浄土を再現したものであり、蓮の池や煌びやかな装飾の中に御本尊が

「与えられた白い買物袋（ポリ袋）、ス

安置され、そこにお参りする事で現世でも来世でも救われるというものである。彩色のお仕

コップ、ペットボトル（サントリーウーロ

事はそれだけでは成り立たないことも多く、建築があっての内装であり、仏具があっての彩

ン茶 500ml）
、
軍手（オレンジ色）」

色である為、
そこに関わる人は意外とたくさんいるのである。建築、仏具、漆、金箔、彫刻、仏

■色彩第一課題…… B3 画用紙／ 3
時間制作。
「紙風船、
アルミホイル」
■色彩第二課題……B3 ケント紙／ 3

像、表具、彩色、様々な職種の人がそれぞれの仕事を行うことで一つの寺院の仕事が成り
立っている。京都は古くから仏教における中心地としてご本山も多く、それに関わる職人さ

時間制作。
「高速で落下したりんごが

んも多い為、そういった環境の中で仕事が出来るということはとてもありがたい事である。
こ

ガラスと共に砕ける瞬間を色彩で表

の仕事をする上で仏教に対する知識、道具や技法に対する知識も必要であるが、大学で

現しなさい。
」※不透明水彩絵具１２

学んだこと、特に絵具の扱いや美術史の基礎的なものは今も役に立っていると思える。
もち

色セット使用。
色鉛筆不可。
■立体……4 時間制作。
油土１個、竹

ろんそれだけでは足りないことも多く、日々勉強であるが、幸いなことに京都は観光名所とな

ひご（細５本、太２本）、半透明紙８枚、

るような寺院も多くそういったところですばらしいものに触れ、思わぬ感動を受け、刺激され、

木綿糸１巻を使用し、
「影のある場所」

新たに物づくりへの意欲へとすることが出来る。

を表現しなさい。
※詳細については、
一部省略

美術としての日本画を描いているのとは少し違うが、「百年後に残る日本画をやりたいな
ら京都へ来い！」
と初対面のおじさんに言われたひと言は今も深く残っていて、今の仕事もお
そらく何らかの形で百年後も残っているであろう。

京都市立芸術大学 時代
そこで学んだのは絵具の扱い方と楕円球の追い方だった。

一言にラグビー部入部を決めてしまったが、
そこでたくさんの友人ができ、苦楽をともにし、得
たものはとても大きかった。大学は社会に出る前の小さな社会であり、人間関係、言葉遣い
など様々なことを学び準備の出来る時間である。

彩色を施した寺院の内装。仏教の思
想背景が彩色にも反映される。

受 験 生時 代
浪人すれば芸大に行ける。そう思って決めた浪人生活は実際には厳しいものだった。
浪人すれば芸大に行ける。合格できる。
そう思って決めた浪人生活は実際には厳しいも
のだった。
浪人一年目、先生の言うことは理解できているつもりだった。
実際には理解できて
いなかったのかもしれないが。
目の前にあるものをそのまま表現したい。見たまま描きたい。
そ
う思いながら描く自分と表現できないことへの葛藤が続く日々だった。
結果を出すことも出来ず浪人二年目を迎えた。
東京での挑戦、関東の予備校で夏期講習を受講し、そこでたくさんの刺激を受けた。
作

彩色に使う仕事道具。主に水干絵具
や岩絵具、
そして膠を用いる。

品に順位を付け、明らかな評価をくだされる。
そんな環境の中で上位に選ばれることもあっ
たが、課題も多く見つけることが出来た。
そこで受けた刺激や多くの経験はその後の自信に
もなり、京都に戻ってから反省や経験を元に課題にじっくりと取り組むことができた。
この頃、
長い時間かけて描いた石膏デッサンでそれまでのものが明らかに変わった気がした。
それ
は、描けなくなるところまで描き、更にその先まで描こうと思ったときの事であった。
この年、東
京藝術大学、
愛知県立芸術大学に挑戦するも残念な結果に終わる。
浪人三年目、まわりは合格していく中で残された自分、焦りながらも、手ごたえは感じてい
た。
自分の中で京都市立芸術大学受験への課題は、幅広い傾向への素早い対応と短時
間で作品を仕上げることだった。
「時間」に対しては苦労することも多かった。
だから完成す
る事、やりきる事を目標に取り組んだ。
それまでは主にデッサンと着彩を中心に進めていた

京都市立芸術大学 大学院 1 回生の
頃制作した作品。

が、三年目は更に、色彩、立体も取り組まなければいけなかった。立体構成において空間構
成は描写における捉え方と同じであり、問題はなかったが、色彩構成におけるテーマと色の
関係は苦労した一つであった。
感覚的に捉え配色する。
これは私の現在の仕事でも常に考
えながら作業を行っている事の一つである。
結果として合格するまでに三年間という時間がかかってしまったわけであるが、それは私
にとっては必要な時間であり、
そこで得たものは現在の仕事にも生かされている。

入学から半年後、総合基礎を終え日本画専攻に進んだ。
日々の制作から技術的なこと、
先生方からは描くことへの姿勢などを学ぶことが出来た。制作と並行する形で美術史に触
れる機会もあり特に演習として寺院や博物館などに出かけ実際に障壁画などを目にするこ

受験時代の作品。
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受験生へ

とでかなりの影響は受けていたのだろう。大学院一回生の夏、この頃始めたアルバイトが今

今、受験を目の前に｢時間｣に対する意識は常に頭の中にあることでしょう。大学に入学し

の彩色の仕事であり一年半後、修了を迎え、続けて彩色の仕事につくこととなり、現在に至

制作をしたり、卒業後、
ものづくりに関わる仕事に就いたり、
また作家として制作をするうえで

るわけであるが、とてもやりがいのある仕事で、限られた制約の中でいかに表現するかとい

必ず付いて回るのが
「時間」
です。
それをどう生かすかは、自分次第であり、時には遠回りも

うことは受験時代、学生時代に学んだことと基本は同じであり、
そこで学んだことが今も生か

必要なこともあります。限られた時間の中でいかに結果を出すのか。
そんな事を考えてみる

されていると思えるのである。

のも良いでしょうし、今しかできない体験をたくさんすることで今後必ず役に立つ場面もある

芸大入学 2 日目の昼休み、同学年にまだ友人のいない私は一学年先輩の友人の
「昼休

京都市立芸術大学 大学院修了制作。

でしょう。
そんな貴重な時間を有意義に過ごしてもらえれば良いのではないでしょうか。
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荻下 直樹
（おぎした なおき）

形や色にとどまらず、なぜそのモノが必要か、人が何を欲しているか、モノの本質的な価値

2005 年 彦根美術研究所卒業（現 京都アートスクール 滋賀 彦根駅前校）

や機能を徹底的に追及し、求めるところにあります。
私たちは、日々、最高の道具をつくるた

滋賀県立 虎姫高等学校出身。2009 年 金沢美術工芸大学デザイン科 製品デザイン

めに考え続けています。

専攻卒業。同年、
プロダクトデザイナーとしてソニー株式会社入社。

受 験 時代のこと

金 沢 美 術工 芸大 学で学んだこと

デザイナーにとって絵は、
言葉を上回るコミュニケーションツール
私は幼い頃からモノを作ることが好きでした。高校時代は理系に進み、漠然と工学部で

アイデアを思考する脳やメンタルの強化、
徹底的に細部にまでこだわる姿勢
金沢美術工芸大学では、絵を学ぶということは殆どなく、社会に出てプロダクトデザインを
するための実践的なプロセスを学び、実習を通してデザイナーとしてのスキルを鍛えていき
ます。就職に強い大学とも言われており、昔から数多くの優秀なデザイナーを輩出していま
す。私が在学中は、企業との産学協同プロジェクトも数多くあり、実践的な現場でデザイン開
発をし、企業へプレゼンテーションする機会もありました。
この経験は、直接今の仕事に繋
がっています。入学当初は、デザイン科の基礎課題として、伝統的な根性課題が用意され
荻下さんの受験生時代
2005 年 度金沢美術工芸大学製品
デザイン専攻入試問題。一次試験「鉛
筆デッサン」合格者のみ、二次試験受
験。
最終倍率は、
4.7 倍。

ています。線を千本引くとか、鯵（アジ）
を 30 方向から細密描写するとか、根性があれば誰

でもできる課題なのですが、この頃は、学校で寝ずに泊まり込みで作業することも多々ありま

した
（笑）。
これらの基礎的な課題も、アイデアを思考する脳やメンタルの強化、徹底的に細
部にまでこだわる姿勢に繋がっていると思います。

も受けようかなと思いながら過ごしていました。
高 2 の秋頃、真剣に進路を考えるようになり、
たまたま高校の図書館で見つけた
「進路と職業の本」
の中で、工業デザイナーという職業と

出会いました。
工業デザインとは、製品デザイン、プロダクトデザインなどとも呼ばれますが、
車、家電製品、家具、パッケージなど、いわゆるモノのデザインをする仕事です。
私は絵を描
くのも好きだったので、こんなにいい仕事はないと、自分の進むべき道を見つけた思いでし
た。
ただ、
工業デザイナーになるには美大受験をするというハードルがありました。
丁度その頃、高校の美術の先生から、美大のこと、美大を受験するために実技試験の
対策が必要であることを教えて頂きました。
その先生の紹介で、彦根美術研究所に週に
一、
二度通うようになりました。今まで全く考えになかった、美大を目指すことになりました。
デッサンを学びはじめ、最初は見よう見まねで描くことに必死でしたが、何枚も画用紙に描

■ 鉛筆デッサン…… B3 画用紙／ 5

き写すことで、だんだんと今まで見えていなかった世界が見えてくるようになりました。
普段は

時間制作。「三輪車」

見過ごす身の回りにある物と向き合い、形、色、素材、空間を、鉛筆の線一本によって表現

■ デザインスケッチ…… 5 時間制作。
面接あり。
「災害にそなえて『防災グッ
ズ』
を想定し
『防災セット』
を考え、それ
をもとに家庭での
『置き場所・置き方』
そして避難時の『携帯の仕方』などイ
メージを決定しなさい。
そして、その条
件をもとに防災グッズの『非常持ち出
し収納具』を自由な発想でデザインし、
完成予想図を
『色鉛筆スケッチ』
で仕上
げなさい。
」
※詳細については、
一部省略

プロダクトデ ザイナーの仕事

することができる。絵をうまく描きたいという欲求の中で、私にとって様々な新しい感覚の発

最高の道具をつくるために考え続ける

見があり、のめり込んだのを思い出します。
彦根美術研究所に在籍しながら、京都アートス

プロダクトデザイナーには、企業のデザイン部門に属するインハウスデザイナーと、様々な
クライアントを相手にするフリーランスデザイナーがいます。私は、最新のテクノロジーと、優
秀なデザイナーを数多く有する環境で、デザイナーとしての経験を積みたいと思い、ソニー
を志願しました。
入社後 3 ヶ月の実務研修を経て、パーソナルオーディオデザインチームに配属、2 年間

ウォークマン などのデザインに携わりました。
その後、ネットワークプロダクツデザインチー
企業でのものづくり
ムに移り、
ソニー初のタブレットや、VAIO のデザインを手掛けています。
は、商品企画、設計、
デザインの 3 つの部署からなるプロジェクトチームで、商品像をお互い

に議論しあいながら作り上げていきます。通常は、商品企画担当がプランニングしたものに
対して、デザイン担当がカタチを与えていくというプロセスが多いのですが、ソニーでは、良
いアイデアを出した者がプロジェクトを牽引していくという風潮があり、デザイン担当からの提
案で商品化に至ったケースも少なくありません。入社して一番最初にデザインした

ソニーデザインは東京本社を中心に
US,UK,Singapore,China に拠点を
置く。www.sony.co.jp/SonyInfo/design/

ウォー
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VAIO ® F i t 15 / 14 ／ 入 社 ４ 年 目、
タッチパネル搭載 薄型ノート PC のデ
ザインを担当。

クールの夏期講習へ参加したり、金美受験直前だけ金沢の画塾の講習へ参加したり、様々
な講師の元、たくさんの生徒の中で切磋琢磨し、技術を吸収できたことが短い時間での成
長に繋がったと思います。高 3 の冬、京都精華大学、大阪芸術大学、岡山県立大学の受
験を経て、
金沢美術工芸大学に合格しました。

どんなに面白いこと
デザイナーにとって絵は、言葉を上回るコミュニケーションツールです。
を考えても、頭の中のイメージを表現し、他者に伝えることができないと、デザイナーにはなれ
ません。
その基礎的なスキルを見るのが美大受験です。画塾で学んだデッサンは、今でもア
イデアを思考する時に役立っています。

大学の卒業制作 - onsou - 音に対する
感覚の拡張 をコンセプトに制作。

受験生へ
デザインは、モノを便利に使い易くするだけでなく、人の意識を変えたり、人を感動させた
り、人の人生を豊かにすることができる、素晴らしい可能性を持った職業です。
私がデザイン

クマン もそのケースの一つでした。
元々は ウォークマン 本体のデザイン依頼でしたが、

という考え方に感動したように、何かに感動した体験は、人の心の一番の栄養です。感動し

小型のスピーカーもセットでデザイン提案したところ、チーフアートディレクターの目に留まり、

た体験を忘れずに大事に持っておけば、
自分の本当にやりたいこと、やるべきことが見えてく

商品企画部にプレゼンすることになりました。見事関係者の心をつかむことができ、商品化

るはずです。
絵を描くことが好きな今の自分の可能性を拡げるには、
目の前の課題に挑戦す

に向けてプロジェクトが動き始めました。部署や役職に関係なく、意志のある者が物事を動

るしかありません。
自分の想いに正直に素直に、恐れずに精一杯頑張って下さい。精一杯

かせる環境を持つソニーの社風。時々肌で感じる度に、素晴らしいなと思います。

考え、行動に移した結果であれば、
どこの大学に行っても、
どんな仕事に就いたとしても、楽

プロダクトデザイナーの業務領域は、基本的には製品の意匠に関わるデザインですが、

Sony Tablet P シリーズ／ 入社２年
目、チームで作り上げたソニー初のタブ
レット。

受験時代に描いたデッサン。

しく充実した人生になると思っています。
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服部 しほり
（はっとり しほり）

仕 事について

2007 年 京都アートスクール卒業

常に作品を描いていないと、
描くことをやめてしまうだろうという確信があった

2013 年 京都市立芸術大学 大学院 絵画専攻 日本画修了。現在、画廊と契約し、日本
画家として生活しはじめて 1 年目。京都アートスクール非常勤講師。

に申せませんが、
わたしの場合を記します。

京都教育大学付属高等学校出身。2007 年 1 浪の末、京都市立芸術大学美術科入学。

服部さんの受験生時代
2007 年 度京都市立芸術大学美術
学部入試問題。
この時代は、
「一次試
験」の描写科目で、足切りが行われて
いた。
最終倍率は、
美術科 5.0 倍。
■描写……B3 画用紙／ 4 時間制作。
「缶詰
（カンパン）
、人工芝」 ※ 缶詰の
中のカンパンと氷砂糖を適量、外に出
して、
缶と共に描くこと。

「ボウル、色紙」 ※条件：与えられた
48 色から任意の 8 色を選ぶこと。
そ
のうちの 2 色はボウルに入れること。
■色彩第二課題（色彩）……B3 ケント
紙／ 3 時間制作。
「条件に従って色紙

いたく考えていたため、2 足のわらじという選択肢は、はなからありませんでした。常に作品
の画廊にお世話になっており、個展を中心に公募展やグループ展で様々な場所にて作品

発表をさせて頂いております。
まだ大学院を出て 1 年目なので、今年は制作のリズム作りに

して行うグループ制作では、各々の得意分野を活かし 1 つのものを成し遂げる新しい感覚

日本画専攻は１回生から
に胸が躍りました。1 回生後期よりそれぞれの専攻に分かれます。
上回生までカリキュラムがはっきりと分かる課題を導入していると言えます。対象を知り、対

話するその中で自己の表現をじっくりと探ります。
また毎年日本画専攻は人数が多く、多くの

た素材を使い、
立体表現しなさい。」

ask では大学 2 回生の頃より非常勤講師としてお世話になっており、現在も月に 2 度と

京都市立芸術大学について

2010 年
（大学 4 回生）
、高島屋京都店
『京都いいＭＯＮＯ再発見』広告起用。

下の最重要目標と定めてはいますが、そもそも大学入学は生徒の可能性を最大限に伸ば

サービス過多にならず学生の能動的な学習意欲を尊重

言う立場から制作活動や大学卒業後の話を語れればと思います。

京芸は、京都の数ある美術系大学の中で唯一の公立大学法人（在学時は公立）の大
学で長い歴史があり、京都市中の美術と大変深い関わりがあります。
特徴は、
サービス過多

風です。最新の施設や機材はありませんが、
学生は自ら探り考え、実行する力を育みます。

大学院進学
明確な意思を持って
大概、就職を考えていない作家志望の人間は、流れで大学院へ進学するような雰囲気
に疑問を感じていました。学費を払って大学にもう 2 年間通う意義、また、いつかの将来で

受 験 時代のこと、そして受 験 生 へ
美術やデザインなどを行う上での根幹
高校まで普通科におり運動部に所属していたため、現役生時はしっかりと受験に専念す
を受験の流れに沿わせることができず、訳も分からぬまま現役時代は終わりました。浪人生
となり毎日 ask へ通い始め一日の大半絵のことを考えるようになって、しがらみは薄れてゆき
ました。
もともと好きで得意なことを毎日行える喜びで心は常に満たされており、毎日鉛筆を

握り締め画用紙に美を捉えようともがくその経験は、
わたしの中で大変貴重なものとして今も
生きています。
ただ、予備校内が世界のすべてと感じてしまう一端があったことが難です。
受験のことばかり考え、酔っている部分があたことが恥ずかしいですね。
のめりこむことはよ
いことですが、予備校での成績だとか人間関係は、今思うと貴重であると同時に特殊な社

意思を持って受験をしたのですが、
その判断は間違っていませんでした。

会だったと感じます。
何かアドバイスをさせて頂くとすると、
とにかく受験を楽しむことでしょうか。
「好きこそものの

も脆すぎます。京芸日本画の大学院はゼミ制度が設けられ、
より先生と密に話し合い作品制

上手なれ」
と言いますが、まさにその通りで、好きだ・楽しいという気持ちを常にもつことが

作の助言を頂きました。
また、学外発表をしつつ先生方と大学関係の活動をすることで、
より

大切だと思います。特に私たちが行う実技の受験勉強は、受験勉強としてのみ捉えてよい

自己の意識や表現を高めてゆける糧となりました。
いつかの将来でなく、学部から続けて進

事柄ではなく、美術やデザインなどを行う上での根幹と成り得ます。
無駄なことなど 1 つも無

学を希望したのは、単純に居心地が良かったからです。
学びたいと感じる環境でした。
大学受験もしかり、何事も、
目標や意思を定めたのち、実行すべきだと考えます。

2010 年 『暗夜音頭』

ることができませんでした。
もともと絵を描くことは好きで得意だったのですが、自分のペース

はなく今すぐに進学をする意味を求めていました。募集締め切り日まで迷って、結果明確な
実際 4 年で学べることは殊に限られており、作家として世に出るには本当に作品も人間
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究して用いられている古典技法を探りながら絵画制作をしています。

す過程のスタート地点であるということもふまえて指導をします。
わたしはその中で、作家と

になりますが、
４回生時、すでに少しずつ学外にて発表を行っていたわたしは、大学院進学

ask 北山校での受験時代の写真。
後列左から 2 人目。

に天然の材料を用いて制作します。人物をメインモチーフとして扱うことが多く、古い絵を研

いう少ない頻度ですが関わらせて頂いています。ask は受験予備校なので大学進学を目

■立体……4 時間制作。
竹ひご・紙コッ

※詳細については、
一部省略

徹したいと考えています。
作品は日本画という絵画ジャンル作品で、岩絵具や顔料など、主

学友と共に課題に挑み議論し合い、
切磋琢磨して前に進むことができると感じます。

う機関はそれが本位であり至極当たり前なのですが、サービス過多な時代に珍しい良い校

ケント紙。
「
『躍動』をテーマに与えられ

2つ

のばかりで、絵ばかり描いてきた人間である自分は苦労しました。
しかし、他専攻学生と協力

彩で表現しなさい。
」※条件：与えら

プ（90ml 試飲用 40 個入り）
・凧糸・

を描いていないと、描くことをやめてしまうだろうという確信があったためです。現在は

ず、新入生全員で総合基礎という授業を受けます。
課題内容は実践的で複合素材的なも

にならず学生の能動的な学習意欲を尊重してくれるところだと思います。
そもそも大学とい

選び使用しなさい 他。

計をたてられるよう学生時より活動をしてきました。他に仕事を持ちながら絵を続けている方
はたくさんいらっしゃいますが、作品制作を仕事の傍らで続けるでなく一生の仕事として担

と不透明水彩絵具を使って自由に色
れた色紙は 48 色から任意の 5 色を

大学に入った当初より作家以外の道を一度も考えておりませんでしたので、作家として生

対象を知り、対話するその中で自己の表現をじっくりと探る
京都市立芸術大学（以下、京芸）
の美術科は、入学してすぐの半年は各専攻に分かれ

2013 年 3 月、京都蔵丘洞画廊での個
展の様子。
作品は完売。

京都市立芸術大学で学んだこと

■色彩第一課題（着彩）…… B3 画用
紙／ 3 時間制作。

日本画家として生活しています。作家と一言に言えど様々なケースがあるでしょうし一概

く、全てが自分の糧となり根となり幹となります。
教わるばかりでなく、知りたい学びたいという

2013 年 『武悪』

気持ちを忘れずに日々躍進する、
実りある受験時代として頂きたいものです。
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