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・絵画主な分野
・イラストレーション
・彫刻
・空間アート
・アニメーション
・インタラクティブ／メディア・アート
・映像

人間工学研究
文化施策研究など

・論文

・工芸
・製品デザイン
・インテリアデザイン

・ブランドデザイン
・視覚デザイン

・デジタル・コンテンツ

・建築デザイン
・都市デザイン
・ランドスケープデザイン

コンセプトメイキング

富山大学芸術文化学部第２回卒業生105名による卒業制作、卒業論文
および、研究生４名の作品（約110点）

 6. 展示作品

 1. GEIBUN 2 (※呼称：ゲイブン ツー）
- 富山大学芸術文化学部 第２回 卒業制作展 -

展覧会名称

2011年３月８日（火）～３月23日（水）［15日間］
※富山大学卒業式：３月23日（水）

 3. 会期

富山大学芸術文化学部卒業制作展実行委員会
（富山大学芸術文化学部、（財）高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館）

 8. 主催

高岡市、高岡市教育委員会 9. 共催

富山県、富山県教育委員会10. 後援

高岡商工会議所、高岡市美術館友の会11. 協賛

３月14日（月）のみ
※３月21日（月・祝）の翌22日（火）は通常は休館ですが、臨時開館します。

 4. 休館日

高岡市美術館
企画展示室１～３、ギャラリー、ハイビジョンホール

 2. 会場

 5. 観覧料 無料

７. WEB http://www.e-tam.info/（高岡市美術館ウェブサイト）
http://www.geibun.jp/artabe/index.php（芸文PRウェブサイト）

展覧会の概要
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「GEIBUN 2」の概要、みどころ

　平成23年３月。芸文＝富山大学芸術文化学部は、第２期卒業生を世に送り出します。

　４年前、全国各地から、この“ものづくりのまち”に集った学生たちは、芸文が提唱する融合教育

によって、芸術、工芸、デザイン、建築科学、文化施策などを志向しながらも、枠組みを越えた

色とりどりの成果を実らせました。それらをたくさんの方々にご覧いただきたいと思います。

　会期中はいつも学生たちが会場に待機しております。どうぞ作品の制作意図や、技法のこと

など、どのようなことでも近くにいる芸文生たちにお気軽におたずね下さい。自分たちの成果

がきっかけとなり、ご来場いただいたみなさんとの出会いと対話が生まれたらと、卒業生一同、

楽しみにしてお待ちしています。　

１今年度のテーマ「百花繚乱」
高岡に蒔かれた種子。芸文卒業生の成果約110点、咲き乱れる。

２企画展としての卒展、その新しいかたち
高岡市美術館との協働による、全国でも例をみない試み

　芸文は、短大時代より培ってきた地域連携と地域貢献の実績を引き続き発展させ、学生や

教育と地域社会がコラボレーション（協働）する幾多の事業を実現させてきました。2007年11月、

芸文と高岡市は包括的な連携協定を締結、地域と大学との連携の様々な試みを展開しています。

　「GEIBUN 2」もそのひとつの試みです。この４年間の成果を、市民をはじめ、広く地域のみなさん

と共有するため、高岡市美術館を開催会場としたのです。いわゆる"卒展"が、"公立美術館での

企画展"として開催されることは、全国でも例のない試みです。この展示を実現するために、

学生・教員・美術館学芸員により組織されたワーキンググループで多くの協議を重ねました。

美しい展示空間や意義深いイベントを通じ、新しい「卒展」のかたちを提案します。
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　「GEIBUN 2」では、学生たちの展示に併せて、芸文の学生たちが招聘した豪華なゲストによる

講演会を開催します。造形芸術、デザイン工芸、デザイン情報、造形建築科学、文化マネジメントの

各５コースに所属する学生たちが、"いまだからこそ、この方の声が聞きたい"と、それぞれの専門性

の中で熱望した、各界を代表する今日的トップランナー５名が、「GEIBUN 2」に登場します。

講演会は会期中の休日、祝日に開催されます。もちろん入場無料です。

　「GEIBUN 2」が、たくさんの方々と芸術文化を通して交流できる場となるように、みなさん

のご来場を楽しみにお待ちしております。

３「芸文５コースの学生による、豪華なゲスト招聘」学生たちが熱望した、各界のトップランナーたちのトーク･ミーティング
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富山大学芸術文化学部の概要

沿革 1983年、高岡短期大学開学。全国でも珍しい国立短期大学として、産業工芸学科、産業情報学科

（のちに産業造形学科、産業デザイン学科、地域ビジネス学科）が設けられた。2005年、富山大学、

富山医科薬科大学、高岡短期大学３校の統合により、富山大学芸術文化学部として４年制に移行。

理念 「芸術文化に対する感性と幅広い分野の知識・技術を活用し、人間と自然や社会とかかわりの中で

問題を発見し、解決しようとする意欲的な人材の育成」「地域の幅広い伝統産業を継承し、一層発

展させることのできる人材の育成」を目指し、『融合教育による総合的資質の育成』、『芸術文化の

創り手と使い手の育成』を教育目標とし、単に芸術家を育てることを主たる目標とした他大学とは

一線を画した教育・研究を行う。

コース
構成

１学部（芸術文化学部）１学科（芸術文化学科）５コースで構成。コース内訳は、造形芸術、デザイン

工芸、デザイン情報、造形建築科学、文化マネジメント。全教員がひとつの学科に所属、また学生の

科目選択範囲を広げ各コースの必修科目を極力少なくして、コースの垣根を越え、諸学問の融合教

育を受けることを可能にしている。



イベントの概要
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㊏ 13：30～

会期中の土･日･祝日は､芸文の５コースがホストとなって各界の豪華なゲストをお呼びし、
貴重なトーク･ミーティングを開催します。

７

19日

大竹 伸朗

vol.2

オープニング･セレモニー

造形芸術コース・プレゼンツ

美術家

聴講無料

ホスト･コースの紹介：
21世紀の芸術表現をリードできるアーティストを育てるため、
絵画、彫刻、メディアアート、立体造形、環境造形、ミクストメディア
（複合表現）など多岐にわたる分野の科目を開設。

イマジネーションの視覚化

造形芸術コース

おおたけ・しんろう：　東京都出身。武蔵野美大卒業（’74年入学）後、’82年個展を開始。以後絵本、写真、立体、

コラージュやパフォーマンスなど多種多彩な表現をみせ、一躍時代の寵児となる。また欧米はじめ海外で多くの

展覧会に参加。ガラクタや巨大なゴミを媒介にした作品を特徴とし、海外での評価も高い。‘88年愛媛県宇和島市に

在住。’06年「全景1955-2006」展（東京都現代美術館）、’09年香川県直島に「直島銭湯 I♥湯（アイラブユ）」を制作。

㊊ ９：00～／会場：高岡市美術館 エントランス前（予定）日

13日 19日 20日 21日
スペシャル・ゲスト講演会

当日は午前11時まで内覧会となります。（招待者のみ）

／会場：高岡市美術館 地下ハイビジョンホール（先着80名）

須藤 晃

㊐ 13：30～13日

ホスト･コースの紹介：

vol.1 文化マネジメントコース・プレゼンツ

音楽プロデューサー

「『既にそこにあるもの』その後」

「砂山のピストル」

文化・芸術の深い理解と、現代ビジネスに通用する実践的知識
を学び、文化事業企画運営、文化振興施策、文化産業の起業、
そして文化的まちづくりと、幅広い分野で活躍する人材を育成。

文化芸術による豊かな社会を追求

文化マネジメントコース

すどう・あきら：　‘52年富山県生まれ。’77年東京大学英米文学科卒業。同年CBSソニー（現SME)

入社。浜田省吾、村下孝蔵、玉置浩二、トータス松本らの音楽制作パートナーとして数々の名曲を発表

する。言葉、特に日本語による作詞・歌唱にこだわり、このことは、自身のプロデュースするミュージシャン

のみならず、その後の日本のアーティストに大いに影響を与えた。現在は作家としても活動中。
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21
vol.5

日
デザイン工芸コース・プレゼンツ

小泉 誠 家具デザイナー

㊊㊗ 13：30～

ホスト･コースの紹介：

デザイン工芸コース
芸術的感覚とデザイン造形力、技術を育成し、また日本文化の
伝統や世界の工芸・デザインの歴史と理論も学ぶ。工芸作家、
クラフト、インテリア、プロダクトデザイナーを世に送り出す。

アイディアと素材で未来をクリエイト

こいずみ・まこと：　プロダクト・家具・インテリア・建築など、生活に関わるすべてのデザインに

携わる。現在は生産現場と直接関わりながらデザインを進行。'02年グッドデザイン賞金賞、'03年

JCDデザイン賞優秀賞、DDA賞優秀賞。'00年より富山県富山市「木と出会えるまちづくり」委員、

'03年よりオリベ想創塾客員教授。同年にデザインを伝える場として「こいずみ道具店」を開設。

「デザインの役目」

20日
vol.3

五十嵐 太郎

㊐ 10：00～

いがらし・たろう：　‘67年パリ生まれ。‘90年東京大学工学部建築学科卒業。’92年東京大学大学院

修士課程修了。博士（工学）。現在、東北大学教授。第11回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展

日本館展示コミッショナーを務める。著書多数。最新刊に『ぼくらが夢見た未来都市』（共著、PHP

新書）、『空想 皇居美術館』（共編著、朝日新聞出版）などがある。

造形建築科学コース・プレゼンツ

建築史家・建築批評家

ホスト･コースの紹介：
建築分野では家具設計から環境デザインにわたる実務設計能
力を学び、製品科学分野では材料工学、人間工学などの製品設
計・製造技術等、工学から芸術まで多岐にわたる授業を展開。

造形建築と造形科学の融合

造形建築科学コース

「ヴェネチアビエンナーレ国際建築展について」

20日
vol.4

中島 信也

デザイン情報コース・プレゼンツ

㊐ 14：00～

CMディレクター

ホスト･コースの紹介：
現代社会における「答えを創り出す力」「コンセプトを創り出す
力」の育成を目指し、企業の制作部門だけでなく、企画・開発部
門で新たな事業を創出し得る人材を育てる。

からまった意図をほぐす力

デザイン情報コース

なかじま・しんや：　‘59年福岡県生まれ、大阪育ち。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業

後、’82年東北新社入社。タケダ「アリナミンV」、日清カップヌードル「hungry?」、ホンダ「StepWGN」、

サントリー「DAKARA」「燃焼系アミノ式」「伊右衛門」、資生堂「化粧惑星」「マキアージュ」など。数多く

のヒットCMを演出。資生堂の企業広告「新しい私になって」では作詞も手がける。

「デザインを勉強していたのにＣＭに来ちゃった！」

講演中
止



高岡市美術館の概要

ＪＲ北陸本線：「高岡駅」より 徒歩：20分（高岡駅・正面改札口より北東約２km）
バス：富山行「中川（なかがわ）バス停」下車、徒歩２分
ＪＲ氷見線：「越中中川（えっちゅうなかがわ）駅」下車、徒歩２分

能越自動車道 高岡北ICから約10分
高岡ICから約15分

北陸自動車道 小杉（こすぎ）ICから約20分
砺波（となみ）ICから約30分

地下駐車場 ２時間まで駐車料金無料
２時間を超えると30分ごとに100円
車高制限2.2メートル
※大型バスなどでご来館の場合はお問い合わせ下さい。

※高岡文化の森駐車場は無料です。

沿革 1951年8月、古城公園に開館。戦後の我が国で最も早く設立された公立美術館の一つ。1994年9月、

内井昭蔵氏設計による現在の建物を新築、移転した。美術・工芸の分野に優れた作家を輩出して

きた郷土の歴史を次代に伝えることを目指す一方、優れた企画展の運営を目指す。

高岡市美術館へのアクセス
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