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卒業して金沢市内の美術館や文化施設を管理運営
している（公財）金沢芸術創造財団の職員となり、2
年前からは富山県の黒部市美術館に勤務していま
す。私は大学院から入学しましたが芸術学専攻は
アットホームな雰囲気ですぐに馴染むことができ
ました。学部生や先輩、先生との距離が近く卒業し
てからも助けられることがあり心強いです。大学の
授業はバラエティに富んでおり、芸術について体系
的に学べることはもちろんのこと、ゼミで専門的な
知識を深め、研究に必要な語学も様々に学ぶことも
できます。特徴的なものとして実技の授業があり、
様々な技法について手を動かしながら体感できる
ことも魅力です。また、美大ならではの様々なプロ
ジェクトに参加する機会にも恵まれました。他専攻
の学生とワイワイ行うもの、先生の調査のお手伝い
等、実践的な作業をする中で難しいことも多々あり
ましたが、このとき積み重ねた経験や思考力は今で
もとても役に立っています。
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芸術学に関してよくある質問Q&A

他大学の芸術学とどこ
が違うの？

多様な実技をおこなっている
点が最大の特徴です。例えば、
絵画では、日本画、油彩画、フレ
スコ画など、またエッチングや
スクリーンプリントの版画技
法、彫刻では塑像や木彫、漆工
芸、コンピュータグラフィック
スなども学べます。

芸術学ってどんな役に
立つの？

美術や工芸作品、または造形
作家と社会との橋渡しや、新し
い出会いをつくりだす企画を
立てたり、展覧会を開催し、カ
タログを制作したり、また、作
品を調査・整理したりします。
ですから、高等教育や学問の世
界でも役立ちます。

卒業後はどうなるの？

美術館や博物館などの学芸
員、あるいは企画・出版関係、
コンピュータ関連に就職する
人、さらに教員（小中高から大
学まで）になる人もいます。と
くに学芸員をはじめとする専
門家が数多く育っており、卒
業生・修了生たちが美術館な
どの学芸員就職率は、全国で
もトップクラスです。また研
究者だけではなく、造型作家、
工芸家、絵本作家など多彩な
人材を多く輩出しています。
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卒業後の進路・活躍
愛知県陶磁資料館
石川県七尾美術館
石川県能登島ガラス美術館
石川県立美術館
石川県輪島漆芸美術館
伊丹市美術館
うつのみや妖精ミュージアム
金沢21世紀美術館
金沢市立中村記念美術館
金沢湯涌夢二館
金津創作の森
黒部市美術館
公益財団法人鍋島報效会 徴古館
静岡市美術館
女子美術大学歴史資料展示室
福井市自然史博物館分館
敦賀市立博物館
東京国立博物館
富山県立近代美術館
豊田市美術館
名古屋市美術館
福岡アジア美術館
古川美術館
北海道立釧路芸術館
ポーラ美術館
柳宗理記念デザイン研究所
山口市歴史民俗資料館
横須賀市美術館
横浜美術館
和歌山県立近代美術館
ヴァンジ彫刻庭園美術館
リンカーン郡歴史協会（アメリカ合衆国）
京都造形芸術大学
東京藝術大学
福井大学
和光大学
公立および私立中・高等学校美術教員
（他大学進学先）
九州大学
群馬県立女子大学
慶應義塾大学
神戸大学
昭和女子大学
東京学芸大学
東京藝術大学
東京大学
東北大学
ニューヨーク大学
ロンドン大学

卒業生の声



〈校外授業や学術的活動など〉

・学外研修（古美術研修）
主として京都や奈良の寺社・史跡を訪ねま
す。研修旅行前の授業では、京都や奈良の古
美術を中心とした歴史、造形的・文化財的価
値、およびそれらの保存と活用の現状につ
いて学びます。見学先は参加者自身が主体
的に計画を立て、時には非公開の寺社・茶室

などにも拝観申請を行い、予備研究成果と
しての研究レポートを持参して見学に臨み
ます。現地での作品を前にしてのディス
カッションにより、問題点を確認します。研
修終了後、研究レポートを完成させ、現地資
料を整理・保管し、今後の調査研究資料とし
て活用します。 尾小屋鉱山跡を訪問

・金沢芸術学研究会の開催と『芸術学 学報』の編集
芸術学専攻には学内外に開かれた金沢芸術学研究会
の事務局がおかれ、年1回の学術的研究会を開催し研
究者の発表の場としています。また、学内の学術雑誌
『芸術学 学報』を編集し、主として修士論文等のなか
から優秀なものを掲載しています。

彫刻技法の研究
デッサンによるモデル
の把握を行い、粘土で人
体像（首・胸像）を制作し
たのち、石膏成形して完
成させます。その過程で
素材への基礎的理解を
深め、用具などの取り扱
い方を習得するととも
に、彫刻に対する理解を
深めます。

芸術学演習 （調査研究の基礎②）
専門的な研究への入り口として、国内の歴史的美術作品の調査
（文献調査・実地調査）を実践します。芸術学関連の英書講読で
は、精読をおこない美学・美術史の知識を深めます。

絵画技法の研究
対象物をしっかり観察し、目から
得た情報から絵画表現の基本要
素である構成を考え、身近な描画
材料である鉛筆、ボールペン、クレ
ヨン、クレパスなどを用いて絵を
描きます。スクリーン工房では自分
の絵をTシャツに印刷します。また
じっくり時間をかけて、油彩画制
作を行います。様々な画材や技法
の実技経験を通して、絵画につい
ての理解を深めます。

卒業論文の執筆
論文執筆は担当教員がマ
ンツーマンで指導し、学
術的に高いレベルの成果
をあげています。テーマ
は美学、日本・東洋美術史、
西洋美術史、工芸史、絵画
表現のほか、現代美術、写
真、アニメなど、幅広い分
野から、各自が主体的に
設定します。卒業論文は、
製本して金沢21世紀美術
館で開催される卒業制作
展で展示し、同時に公開
講演会を実施します。

芸術学演習（調査研究の実践）
通称「買い物ゼミ」と呼ばれ
る授業では、各自がそれぞれ
関心ある美術品を購入し、そ
れについて多角的な調査、研
究を行い、口頭で研究成果を
発表した後、学内で購入品の
展覧会を開催します。世界各
地の工芸品や日用品、浮世絵
など、多種多様なものが展示
されます。そして3年次には専
門分野を選択して、卒業論文
の基盤となる専門演習を行い
ます。

芸術学演習 （調査研究の基礎①）
初年度の導入教育として、
美術史・芸術学を学ぶ上
で必要な基礎的スキルを
学びます。また、美術に必
要な英語力の向上を図る
ため、テクストを多読しま
す。金沢の文化財を対象
とする実地調査にも取り
組みます。

学内での中間発表

修士論文発表　於：金沢21世紀美術館

大学院における研究
美学、日本美術史、東洋美術史、西洋美
術史、工芸史のなかから専門とする分
野を選択し、マンツーマン指導のもと
で、より専門的な研究能力を高め、美
術館の学芸員や大学の教員をはじめ
とする研究者としての自立を目指し
ます。

・教授　山崎  剛 （やまざき つよし）　工芸史
工芸の歴史や理論、技法的な特質、現代の造形表現など、工芸史・工芸論に関する幅広い調査研究の成果
をもとに授業を行っています。

・准教授　水野 さや （みずの さや）　日本・東洋美術史
仏教美術を中心に、日本・東洋美術の諸現象について考察しています。宗教美術にあらわれる様々な形
は、人間のもっとも根源的なものを表現しているように思います。まずは身近なところから。

・講師　星野  太 （ほしの ふとし）　美学・芸術学
美・芸術・感性をめぐる諸現象を理論的に考察するのが美学の課題です。授業では、日々の感性的経験や
芸術作品への驚きから始まる美学の面白さを、皆さんに伝えていきたいと思います。

・教授　横山 勝彦（大学院専任）（よこやま かつひこ）　日本美術史・芸術学
｢ひと｣と｢もの｣がつくりだした豊かな芸術の世界。日本の近代から現代にスポットを当てて、さまざま
な角度からアプローチしたいと思います。

・教授　神谷 佳男（かみたに よしお）　版画
版画（銅版画、リトグラフ）と絵画の実技を担当しています。皆さんが夢中になって絵画制作に取り組め
るような授業を心がけています。

・教授　保井 亜弓 （やすい あゆみ）　西洋美術史・版画研究
教科書や解答集には載っていない答えを自ら求めることが大学で学ぶ学問です。容易ではないけれど、
その楽しさをぜひ知ってもらいたいです。

〈教員〉

芸術理論や美術史研究に多様な語学を連動させて、文章力、思考力を養います。
豊富な実技の学習を通して素材、技法、そして作品に対する理解を深めます。
文化財調査や企画展開催などの実践から研究に必要な専門能力を培います。

理論と実技の両方を学び、芸術学の基礎を修得します。彫
刻、工芸、デザインなどの実技科目、日本・東洋・西洋の美術
史に関する講義科目によって、芸術に関する知識と理解を
深め、専攻演習では美術作品や文献資料の調査、研究の方
法論、文章表現のノウハウを修得します。

理論と実技の両方を学び、調査研究の能力を高めます。絵画、
版画、工芸、美術表現などの実技科目、美学や近代美術史、工
芸史などの講義科目によって芸術に関する知識と理解を深
め、専攻演習では文化財の保存・活用、展覧会の企画・運営な
ど、芸術分野における調査研究の基礎を修得します。

研究の専門性を高めつつ、各自の専門分野を確立します。
美学、日本美術史、東洋美術史、西洋美術史、工芸史、絵画表
現から専門分野を選び、研究の専門性を高め、同時に美術
作品の収集と研究、発表、展覧会の開催などを通して、芸術
分野の研究活動を実践します。

研究論文の執筆を行い、その成果を公開します。専門性に応
じた個別指導を受けて調査研究を進め、定期的に行う中間
発表を交えて自己の研究テーマを深めます。また、その研究
成果を金沢21世紀美術館での卒論・修了制作展において
展示すると同時に公開講演を行います。

大学院では、学部での研究を
基盤として、研究者としての自
立を目指し、学術的なレベルの
高い専門研究を行います。

■ 芸術学演習（調査研究の基礎①）
■ 日本美術史、東洋美術史、西洋美術史
■ 彫刻・工芸・デザイン・映像メディアなどの実技
■ 語学（英・仏）

■ 芸術学演習（調査研究の基礎②）
■ 美学、工芸史、近代美術史
■ 絵画、版画、工芸、美術表現などの実技
■ 語学（英・仏・独・伊から選択）

■ 芸術学演習（調査研究の実践）
■ 専門演習（美学、日本・東洋美術史、西洋美術史、工芸史、
　 絵画表現から選択）
■ 絵画、コンピュータグラフィックスなどの実技
■ 専門語学（英、仏、独、伊、古文などから選択）

■ 芸術学演習（研究成果の発表）
■ 卒業論文
■ 専門演習（美学、日本・東洋美術史、西洋美術史、工芸史、
　 絵画表現から選択）
■ 専門語学（英、仏、独、伊、古文などから選択）

■ 修士課程

■ 博士後期課程

・美学コース
・日本美術史コース
・東洋美術史コース

・西洋美術史コース
・工芸史コース

理論と実技を学び、芸術の現場で活躍する人材育成
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工芸技法の研究
日本の工芸技法に関する
基本的な知識・技法を、制
作を通して学びます。金沢
卯辰山工芸工房における
演習により、各工芸分野に
対する広い理解力を身に 
付けることを目指します。

平成27年度 古美術研修

・学外活動の支援
教員の企画による美術館・ギャラリー・
文化財修理工房などの見学も随時行い
ます。また、金沢における展覧会の企画
など、学生による自主的な学外活動を
積極的に支援します。


