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Abstract
Was held an international sculpture symposium invited prominent sculptor Mr.Jo Kley of Germany in Tokyo Gakugei University in
February 2013.
Mr.Jo Kley and students were practicing Sculpture Symposium of the week.
What do students learn in the special environment of Sculpture Symposium.
And International Sculpture Symposium is it possible to connect to higher education.
This is a study to consider the human resource development in the International Sculpture Symposium.
Keywords: Sculpture Symposium
Department of Art, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 : 2013 年 2 月にドイツの著名な彫刻家である Jo Kley 氏を本学当講座石彫研究室へ招いて国際彫刻シンポジウム
を開催した。Jo Kley 氏と学生たちは 1 週間の彫刻シンポジウムを共に参加した。彫刻シンポジウムの特殊な環境の
中で学生たちは何を学んだのか。そして国際彫刻シンポジウムは，高等教育につなげられるのか。これは国際彫刻シ
ンポジウムにおける人材育成を考察する研究である。
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１．はじめに

２．本文

１．１

２．１

本研究は，平成 24 年度重点研究に採択された「アジ

本研究の目的は，国際的に著名な彫刻家と学生たち

アと欧米における国際芸術シンポジウムから国際的美

が連携して，彫刻公開制作を探求し，参加学生の国際

術教育への実践研究」の実践結果を踏まえて教育的立

的視野を広め，芸術における仕事に対する姿勢や自ら

場から彫刻シンポジウムが大学教育の中でどのような

の表現を効果的にコミュニケーション出来る人材育成

機能を果たしているのかを考察するものである。

を目的とする。このことは，本学学生の多くに見られ

彫刻シンポジウムについての説明は，東京学芸大学

る「組織形成力」といわれる能力が不足していること

紀要 芸術・スポーツ科学系 第 65 集に投稿した「彫

を重要視し，
「企画力」
，
「開発力」
，
「進行管理力」
，
「交

刻シンポジウムの考察」に記載していることからここ

渉力」
，
「実行力」
，
「決断力」
，
「伝達力」
，
「外国人との

では省略するが，筆者の朝野浩行は 1987 年から 2013

国際交流力」といった様々な能力を学生たちが習得で

年にかけてイタリア，フランス，ポルトガル，ドイツ，

きるよう国際的立場から指導できる人材育成の開発を

ルクセンブルグ，トルコ，中国，台湾，韓国などの多

行う。これは教員養成大学の美術における教科教育の

数の国際彫刻シンポジウムに参加してきた。それらの

展望と国際的発展を目標とする研究であり，情操的教

経験の中で培った能力は，彫刻制作の技術面だけでは

育を兼ね備えた重要な教科であることを国際シンポジ

なく国際舞台におけるコミュニケーション能力や精神

ウムから学び取ることによる国際的教育実践に繋げる

的な心の成長も実感している。それらのことはプロ

学生多数参加型の公開制作シンポジウムを目指す。

フェッショナルとして現代社会の中で仕事をしていく

公開制作（国際彫刻シンポジウム）を開催すること

ことに欠くことのできないことであり，国際彫刻シン

で，数多くの学生たちや地域住民の方々，広域的な教

ポジウムは各国各々の開催趣旨の違いはあれども若い

育関係者の方々の見学が出来，国際的な芸術作品への

彫刻家・芸術家の人材育成となる教育の現場であるこ

親しみや制作工程の紹介を広げられる。彫刻設置周辺

とは間違いのない事実である。そのことから大学で国

環境の活性化と生活の潤いを与えることをねらい，地

際彫刻シンポジウムを開催して，多くの学生たちに多

域社会へ芸術教育振興としての貢献ができる。参加す

様な現代社会の中で生きていく力を養成する教育とし

る多数の本学学生たちは，彫刻公開制作期間に彫刻家

て確立しようと常に考えていた。

と積極的な企画補助から制作補助に関わることによ
り，
「組織形成力」を総合的に習得できる。そのこと

１．２

から，今後の教員採用試験や企業採用試験に大きな自

本研究で招聘した作家は，ドイツの著名な彫刻家で

信を与え，卒業して各々の職場着任後も仕事に対して

ある Jo Kley 氏である。彼との関わりは 2008 年にさか

グローバルかつ積極的な姿勢を保てる人材育成となる

の ぼ る。 筆 者 の 朝 野 浩 行 が 2008 年 に ポ ル ト ガ ル の

ことが大きく期待できる研究である。

Simppettota International Sculpture Symposium に参加した

図 1 と図 2 は本研究広報パンフレットの表と裏であ

ときに前回 2006 年参加者 Jo Kley 氏の作品が展示され

る。このパンフレットの制作においても本学の芸術・

ているのを見て圧倒された。完成度の高い彼の作品は，

スポーツ科学系美術分野のグラフィックデザイン正木

構成力，バランス，感性，卓越した技術力だけではな

研究室藤澤瑞稀（当時，学部 3 年生）によるものである。

く，仕事に対する姿勢の構え方が極めて素晴らしく感

このパンフレットの他に広報用のバナーや横断幕のデ

じ取れた。その時に「いつか Jo Kley 氏と共に彫刻シン

ザイン及び制作も担い，シンポジウム開催の 4 ヶ月前

ポジウムで一緒に仕事をしたい」と強く思っていた。

から打ち合わせを繰り返し，素晴らしいデザインのパ

そ の 2 年 後 に 中 国 唐 山 市 で 開 催 さ れ た Tangshan

ンフレットとバナーを仕上げた。

International Sculpture Symposium で初めて Jo kley 氏と会

また，シンポジウム公開制作を Jo Kley 氏と共に行う

い，2012 年 に カ ナ ダ で 開 催 さ れ た Saint John

学生の選出も同時期に行い，積極的に取り組む意志の

International Sculpture Symposium でも一緒に仕事をする

強い学生 4 名が選ばれた。同 4 名は本研究の紀要投稿

ことができた。特にカナダの現場では 50 日間を通して

共同執筆者として以下に氏名を列記する。

彼の仕事ぶりを見ることができ，思っていた通りの素

高橋来春 （当時，学部 4 年生 彫刻研究室所属）

晴らしい彫刻家であると感じた。そして，彼こそが本

荒川新一郎（当時，学部 4 年生 彫刻研究室所属）

研究の趣旨に最適人者であることを確信した。

黒田千紘 （当時，学部 3 年生 彫刻研究室所属）
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いる彫刻家である。また，彼は現在，ドイツ国内にお
いて国際彫刻シンポジウムのオルガナイザーであり，
世界で注目されている国際芸術展「Nord Art」の役員
として芸術振興にも尽力している。さらに，周りから
の人望も厚く大変信頼される人物である。彼の絶大な
信頼感は彼自身の仕事が物語ってくれている。Jo kley
氏に来日依頼をしたときに即答で快諾してくれた。大
変タイトな日程であったが，彼の学生に対する育成精
神は旺盛であり，大変ありがたい気持ちでいっぱいで
あった。
図１

国際彫刻シンポジウムが人材育成につながる教育と
して確立する考察や Jo kley 氏を招聘した経緯は以上の
とおりである。

図３

図４

図５

図６

図２

板垣大地 （当時，学部 2 年生 彫刻研究室所属）
招聘作家来日の以前から学生たちは，シンポジウム
の様々な準備作業などの取り組みの様子から間接的に
も関わりを持ち，自分自身の能力，感性，技術を高め
ていこうとする意識を持って取り組んだ。
２．２
彼の経歴は図 2 に英語表記で記載されているが日本
語表記で簡潔に次に記しておく。
1964：ドイツ，ウルム生まれ
図８

1981 から 1984：ウルムの石工彫刻工房で見習い。
1991 から 1997：ドイツ，キールの Muthesius 美術学校

図７

で Jan Koblasa 教授に師事。
2007：ハンガリー，Pécs 大学で Colin Foster 教授に師事。

２．３
「Jo Kley と学生たちの国際彫刻シンポジウム」は次

（教養学博士号取得）
1995 から：キール近郊の採石場にアトリエ設立。

の日程のとおり実施した。

1998 から：アートコンセプト KleyCity の開始−タワー

《国際彫刻シンポジウム日程プログラム》

型の彫刻を世界 18 か国に設置。

2 月 1 日（金）

1992 から：世界 19 か国で 75 以上のモニュメント制作，
個展 30 回以上，グループ展 70 回以上，多数の国際彫
刻シンポジウムに参加。

彫刻公開制作 & 学生への技術指導①
（石彫室）13：00 〜 18：00
2 月 2 日（土）

これらの業績からわかるように世界的に認められて
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（芸術館） 9：00 〜 11：00
彫刻公開制作 & 学生への技術指導②
（石彫室）11：00 〜 12：00，13：00 〜 18：00
2 月 3 日（日）
「卒業・修了展」レクチャー②
（芸術館） 9：00 〜 11：00
彫刻公開制作 & 学生への技術指導③
（石彫室）11：00 〜 12：00，13：00 〜 18：00
2 月 4 日（月）

図 10

特別講演Ⅰ「彫刻家 Jo Kley の仕事」
（W301）13：00 〜 15：00
彫刻公開制作 & 学生への技術指導④
（石彫室） 9：00 〜 12：00，15：00 〜 18：00
2 月 5 日（火）
彫刻公開制作 & 学生への技術指導⑤
（石彫室） 9：00 〜 12：00，13：00 〜 18：00
2 月 6 日（水）
特別講演Ⅱ「ヨーロッパの石彫技術」
（石彫室） 9：00 〜 11：00
彫刻公開制作＆学生への技術指導⑥

図 11

（石彫室）11：00 〜 12：00，13：00 〜 18：00
（朝野）はイタリア語による会話が中心であるため学

2 月 7 日（木）
彫刻公開制作 & 学生への技術指導⑦

生への通訳を兼ねて朝野が講義通訳を担った。しかし，
Jo Kley は英語も堪能であるので講義後の質疑応答は直

（石彫室） 9：00 〜 12：00，13：00 〜 18：00
2 月 8 日（金）

接英語で質問するようにと学生へは伝えておいた。そ

彫刻公開制作 & 学生への技術指導⑧

して彼も学生への応対は英語で行った。多くの学生が

（石彫室） 9：00 〜 12：00

彼の仕事の姿勢に感化され多数の質疑応答が交わされ

「彫刻公開制作」は，石彫室を開放して Jo Kley と学

た。このことは，学生たちが自分の伝えたいことを的

生たちの作業を誰でも見学できるようにしている。ま

確に相手へ伝えようとする瞬間的な集中力がうかがえ

た，
「学生への技術指導」は，Jo Kley が参加学生たち

た。学生たちの必死に英語で伝えようとする気持ちは

や見学者たちに対して技術的な指導や制作の説明など

Jo Kley も直観でわかる。彼は質問を丁寧に聞き入れ，

を適宜行うものである。また，Jo Kley 氏による特別講

そして，詳しく答えた。それは学生たちにとってグ

義にも多数の学生が聴講し，彼の芸術観念や仕事の姿

ローバルなコミュニケーション能力を養成する効果的

勢を直に聴いた。

なトレーニングとなっていただろう。学生たちは本シ

Jo kley の特別講義はイタリア語で行った。彼と筆者

ンポジウムの全期間を通して Jo Kley とはすべて英語に
よる会話であった。それらは彫刻技術指導の話だけで
はなく，異国間の文化，食べ物，人々の感覚，社会情
勢，アートマーケット，人生観，日常の細かなこと，
笑い話など，様々な会話の中で自分の感性を伸ばして
いったことであろう。
Jo Kley と学生たちの交流は，シンポジウムの制作上
や特別講義だけではなく昼食時，夕食時にも及ぶ。シ
ンポジウムの期間中の昼食は主に本学学生食堂で共に
した。食生活が日本とは大きく違う Jo Kley に対して，
学生たちは日本の食習慣や食べ方の説明をしたり，食

図９

事を楽しませる工夫を全員が考えた。夕食は，学外へ
− 26 −
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出て毎日違う食堂を選んだ。その選定は，どのような

制作状況はどうですかと質問した時には，思ったより

日本食をどのようなロケーションで快適に楽しんでも

も時間がないので足は削り出さないことにして，計画

らうか思考を凝らしていた。食事は，仕事を成功させ

を変えてノミぎりで仕上げるとおっしゃっていたので

る上で大変重要である。外国の方が日本での食生活で

すが，長い時間考えた後にやはり削り出すことを決め

ストレスを感じたら，その人の仕事にも必ず影響する

られたようでした。様々な角度から作品を見たり，

からである。そのことは，筆者の朝野が国際彫刻シン

触ったり，石にスケッチをするなど，その決断に至る

ポジウムで数多くの外国へ出向いて経験していること

までの時間がとても長く，途中までは何をしているの

である。

だろうと思っていたのですが，ヨーさんの自分の作品
に真剣に取り組む，美しさを追求する姿勢が一番よく

２．４

分かる時間だったのではないかと思います。削り出す

次に共同執筆者 4 名の論述を記す。

と決めた後はとても仕事が早く，午前の最後から作業

高橋来春

を始めてその日の終わりにはほぼ形が見える段階にま

今回の国際彫刻シンポジウムに参加できたことは，

でなっていました。その集中力も，仕事に対する真剣

私にとって，非常に貴重な経験でした。このシンポジ

な姿勢からきているのだろうと考えています。

ウムの準備，期間中，終了後のそれぞれの場面で多く

今回のシンポジウムで，自分の作品に対する姿勢を

のことを感じ，考え，自分の中で様々な変化がありま

見直し，これからも制作を続けていこうと改めて決意

した。今までの自分の彫刻に対する思いを見直し，気

することが出来ました。今後大学を卒業すれば環境も

持ちを明確にするよい機会となったと思います。

変わり忙しくなるだろうとは思いますが，機会をつ

台湾でのシンポジウムは朝野先生のアシスタントと

くって彫刻に携わっていこうと思います。

しての参加であり，制作のお手伝いをしながら朝野先
生や他の彫刻家の方々の制作する姿を感心しながら見
ているだけでした。その時は，初めてのシンポジウム
の新鮮な環境に感動しながらも，作家の方々の作品へ
の姿勢，芸術観，仕事の技術といったこと全てが自分
とは違う次元の話であると感じていました。期間中の
全ての出来事に刺激を受けましたが，感心したり感動
したりするだけで自分の仕事にあまり反映されていな
かったのではないかと反省しています。
しかし，今回のシンポジウムでは参加者として，い
わばひとりの彫刻家として自分の作品を制作しまし

図 12

た。世界的な彫刻家の方と並んで作品を作る，自分の
仕事の姿勢を示すのです。シンポジウムの作品のアイ

荒川新一郎

ディアスケッチをしている際，今までと同じような気

私が今回のシンポジウムに参加するにあたって最も

持ちではいけないと感じました。

不安だったことは自分の語学力でした。私自身，今ま

これまでにないほど何度もスケッチを描き，自分で

で外国の方と英語での会話をほとんど経験してこな

納得のいく形，美しいと思える形を模索しました。そ

かったこともあり，自分の思いを英語で伝えられるか

の過程でこれまでの作品を振り返り，もっとブラッ

とても心配でした。しかしその不安は二日目でなくな

シュアップすることができたものもたくさんあったと

りました。Jo さんは，私の話す英単語を聞いて私の伝

思い反省もしました。

えたいことを的確に汲み取り，身振り手振りを加えた

制作の段階では，今までそこまで意識していなかっ

話でわかりやすく伝えてくれました。私がシンポジウ

た制作の工程，道具の使い方などにも自分の仕事の姿

ム中に Jo さんに感謝，尊敬することにこの相手の思い

勢や技術が明確に現れることを改めて感じました。手

をしっかり聞き取る姿勢があります。

作業で石頭を使うときの一回一回の動作もより意識し
て，気を配るようにしました。

シンポジウムでの制作は一週間という短期間でどう
作品を作り上げるか考える良い機会であったととも

ヨーさんの制作過程で一番印象的だったのはやはり

に，自分以外の方々が作品とどう向き合っているかを

足を削り出すか出さないかを考えていた時間です。朝，

覗くことができたという機会に大きい意義を感じまし
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た。特に自身のイメージを忠実に表そうという妥協を

を習得できるだろうということをこの経験から学びま

許さない姿勢，アクシデントや斬新な表現への工夫の

した。

凝らし方は印象に残りました。

今回のシンポジウムでは，毎日伝える，伝わるとい

Jo さんの作品制作，特別講義を見聞きし感じたこと

う経験が楽しく思えました。またプロフェッショナル

として自身のルーツや先人の残した作品や思いを大切

の制作の姿勢を見ることができたことが勉強になった

にし，自分の作品作りの糧にし，挑んでいる点でした。

とともに，自分自身の将来に強く影響の残る出来事に

少年時代の彫刻との出会いや世界中の歴史的作品を見

なったと思います。このシンポジウムを企画された朝

て感じた事，その点を知ってから，作品作りの前に Jo

野先生，来日してくださった Jo Kley さん，一緒に参加

さんからいただいたエジプトの鷹の彫刻を勉強すると

した皆さんに感謝します。

良いというアドバイスの意図を理解できました。それ
からはできるだけ鷹の彫刻の写真を集めて見て，過去

黒田千紘

の自分の鳥類のスケッチを見直し制作を進めました。

私がこのシンポジウムで学んだことは， 2 つある。

それにより，自身の表現に加えてモチーフから抜き出

1 つめは妥協しないこと， 2 つめは彫刻はじめ美術を

すべき所，モチーフに適した世界観の構築を考えて作

通して人と繋がれること，である。
はじめに，私の中で最も印象に残っている Jo 氏の言

品に盛り込めたと思います。
作品作り以外で私が学んだことは，それぞれの持つ

葉がある。それは，
「時間が無いから下半分を作るか

文化等を話し合い，交換し共感し合う機会を大切にす

迷った。しかし，大切な部分なのでやっぱり作ると決

ることでした。食事や休憩の間，Jo さん夫妻からドイ

めた」という言葉である。

ツの生活やヨーロッパ文化を話してくれました。また，

実は，私も今回「作品を 1 つ仕上げること」と言わ

私たちの会話から日本語をできるだけ覚えようとする

れた際，まず無理だと思ったし，無理だと言った。し

姿勢にとても感動しました。私もその姿勢にならいド

かし，この言葉を聞いた時，それは自分に妥協してい

イツ語を身に付けようとしましたが，もっと会話に盛

るだけだと思った。私は，そんな中途半端な気持ちで

り込めたら良かったと反省しています。将来外国に行

は一緒にシンポジウムをやっている意味が無い。そう

く際はその国の言葉や文化に強く感心を持つことを心

思い，できる限り完成に近づけようと決めた。

がけようと思いました。何よりその姿勢が早く外国語

私は最近，就職活動のほうに意識が集中してしまい，
あまり制作に手を付けられずにいた。また，自分は彫
刻が好きなのか，石が好きなのか，それさえわからな
くなっていた。このシンポジウムに参加を決める時で
さえ，やり通せるか不安はあった。でも今は参加して
良かったと自信を持って言える。
Jo 氏の，彫刻に対する真剣な姿勢を目の前で見た時，
久しぶりに制作したいと思った。そして，制作を楽し
いと，久しぶりに思えた。初めて石を彫り，完成させ
たときの感動を改めて味わったように感じる。
「妥協しないこと，それで自分が納得した作品が作
れるのか。
」これから卒業制作という今までで一番大
きな仕事に，私は取り組む。その時には，いつも自分
にそう問いかけるようにしたい。本当に納得してでき
た作品を，自信を持って発表できるように，心に留め
ておこうと思う。
次に，彫刻はじめ，美術は非言語のコミュニケー
ションであると思った。私は初めて Jo 氏の作品を写真
で見たとき，どんな意図があるかは想像しかできない
が，強いメッセージ性を感じた。強い思いがあって作
られた作品には，なぜか惹かれるものがあると思った。
そして，授業で説明を聞いて改めて，考え抜かれた

図 13
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き，ずいぶん刃に負荷がかかっていたことも分かって

意味を知って尚更作品の魅力を実感した。
私も，作品を展示した際，私の作品の前で足を止め

驚いた。このラインを作り出すのは難しいだろうとは

てくれる人がいると嬉しくなる。私が込めたメッセー

思っていたが，それが改めて分かったからである。し

ジが正しく伝わるか，はどうでもいい。そこから，何

かし，その分作品はやっぱり魅力的であると思った。

か感じとってくれたのだな，と分かればそれで十分で

このシンポジウムは，私にとって，彫刻の楽しさを
思い出させてくれた，とても大きな意味を持った時間

ある。
特に，見るだけではなく触ることもできる彫刻は，

であった。

それだけで強い存在感とメッセージ性を持っているよ
板垣大地

うに思う。
今回のシンポジウムで，彫刻の魅力や可能性は大き

今回，このシンポジウムに参加して，石彫家として

いと思った。言語が通じない国の人でも，作品を通し

世界的に活躍している Jo Kley 氏と制作を共にし，交流

てメッセージを受け取れる。これは美術全体にも言え

することは，私にとって強い刺激になり，私の彫刻に

ることでもある。

ついての感覚に幾分か変化を与えてくれたと感じてい
る。

【感想】

そもそも，私の専門分野は彫塑，つまり粘土であり，

素直に，楽しかったと言える。とても充実していた。
こんなに 1 日中制作に集中できて，制作を楽しいと思

石彫の経験自体ほとんどなかった。まずはその点に関

えたのは久しぶりである。

して，石彫経験の無い私のシンポジウム参加を承諾し

また，こんなに英語を使って会話したのは初めてで

てくださった朝野准教授並びに，温かく受け入れアド

ある。実は英語さえとても苦手で，伝わる英語が使え

バイスをくださった Jo 氏や先輩方に強く感謝を申し上

ない！と最初は恐れていたが，Jo 氏が真剣にくみ取っ

げたい。

てくれたおかげで，英語での会話も，恐れていたほど

しかし，石彫経験がない私がこの石彫シンポジウム

のものではないと気が楽になった。その点も，今回の

に参加したことに対して，私はネガティブな感覚を

シンポジウムで良かったな，と思ったところである。

持っていない。その理由としては，一点目に何より，

そしてなにより，私がずっと好きだと言っていた

「シンポジウム」という環境の中でプロの石彫家であ

『bull』の制作過程と，実物が見られてとてもうれし

る Jo 氏と制作時間だけに限らず多くの時間を共に過ご

かった。最後のコメントの際にも言ったが，私は朝野

すことができたということが挙げられる。一週間のシ

先生に作品集を見せて頂いた時から，ずっとこの作品

ンポジウムのなかで，彼が四角い石の状態から作品と

を好きだと言っていた。

して完成するまでの全作業が目の前で行われ，各制作

ここまでメリハリがあるのにシンプルな造形で，何

プロセスを経るごとに着実に石に命が吹き込まれてい

を作ったのかわかるデフォルメの仕方，美しいライン，

く光景は，石彫経験の少ない私にとっては特に驚きの

光の反射具合でさえ計算されつくしているのが衝撃

連続であり，またその作業の手際の良さや進行管理の

だったことは今でも覚えている。

点においてはプロ意識というものを見せつけられたよ

そのため，今回，
『bull』を作る過程を生で見られた

うに思う。また，この短期間で作業のすべての流れを

ことは一生の思い出である。余談だが，後々朝野先生

見ることによって，石彫における制作の全体感を学ぶ

に Jo 氏が使っていたカッターの刃を見せてもらったと

ことができた。この部分については以前から朝野准教
授から彼自身が参加したシンポジウムの話や，シンポ
ジウムというものの性質や魅力について聞いていたた
め，ある程度予測していたことであるし，期待通りと
言うこともできる。
寧ろ新鮮だったのは，休憩時間や食事中の会話の中
で彼が口にする言葉であった。私はその中に根本的な
価値観や美意識の違いを垣間見ることができ，それを
踏まえてもう一度彼の作品を鑑賞してみると，そこに
また違ったニュアンスが感じられるのが私にはとても
面白かった。特に今回は Jo 氏が自らの作品のモチーフ

図 14

としている『雄牛（Bull）
』について話すことが多かっ
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たが，牛に対するイメージひとつをとっても，彼が作

の向上に留まらず，アートと文化の関わりについて改

品に込めようとしているような雄々しく力強い『Bull』

めて考えるきっかけになったといえるし，また，美術

のイメージは，日本人の我々が持つそれとは多少の違

を始めてからまだ若い私にとっては，美術哲学自体に

いがある。もし，Jo 氏とのそのようなコミュニケー

まで影響を与える非常に貴重な体験となったと言え

ションがなければ，私は彼の作品のコンセプトを理解

る。そういった可能性を持ったシンポジウムという環

できていなかったであろうし，彼の作業する姿をみた

境にあらゆる方向性から魅力を感じることができた

り，一緒に過ごす中で性格や文化性を理解したりする

し，私の今後の美術活動に大きな影響を与えたこのシ

ことによって，この作品の新たな魅力を見出すことが

ンポジウムとそれによる出会いに感謝したい。

できたと感じた。
そしてこのシンポジウムでは，Jo Kley という一人の
人間を知ること，彼が石を割り出してからサインをい
れるまでの全プロセスを見ること，彼の作品を本人の
言葉を聞きながらじっくり鑑賞することが可能であ
り，この三つを通して，私は石彫という行為，そして
ものづくりという行為の本質についても考えを深める
ことができたと感じている。これは，作品を見るだけ，
特別講義を聴くだけでは不可能なことであった。つま
り，Jo Kley という石彫家との石彫を中心とした相対的
な関わりが，彫刻家としての私の中心核となる理論に
も大きな影響を与えてくれたし，モノを作るとはどう

図 16

いうことかという本質的な問いのヒントとなったとい
える。
このように，今回のシンポジウムは単なる石彫技術

図 17

図 18
図 15
（共著者文末の画像は，それぞれのシンポジウム公開
制作完成作品。
）
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３．まとめ

３．２
上にあげた 8 枚の画像，図 19 〜 26 は，Jo Kley の制

３．１

作過程の部分的な画像である。

学生たちにとって今まで経験したことのない「彫刻

図 19 の石材の割り出し作業から，図 20，図 21，図

シンポジウム」という特殊な行事の企画，運営，共同

22 の粗取り作業，図 23，図 24 の形出し作業，図 25 の

参加をとおして，様々な能力や技術，そして感性を身

磨き作業，図 26 の仕上げに至るまで，全て公開制作と

につけられたことは前述の学生論述の中から克明に伺

して石彫室を開放し，制作参加学生だけではなく多数

える。参加学生たちは，国際的視野を広め，芸術の仕

の学生たちが彼の仕事の様子を見学してきた。彼の極

事に対する「企画開発力」
，
「進行管理力」
，
「交渉力」
，

めて丁寧且つ卓越した技術力により進められる見事な

「国際交流力」といった様々な能力を習得することを

作業ぶりは，見るものを圧倒させた。彼自身の効率的

目的として実践し，見事に達成できた。それは大きな

な進行管理により大変完成度の高い素晴らしい彫刻作

人材教育として成立したことになる。著名な外国人芸

品が僅か 6 日間あまりで完成したことは驚異的なこと

術家を大学へ招待して，学生たちが共に「国際彫刻シ

である。

ンポジウム」を成功させようと取り組んだ高い意識の

学生たちは Jo Kley の優れた仕事に対する姿勢や能力

姿勢が彼ら自身の大きな成長へとつながった。それら

だけでなく，彼の西洋本場の紳士的な振る舞いや巧み

の身に付いた様々なことは卒業後の社会で大いに役立

な会話で人間関係の築き方も同時に教わったのであ

つ自分の能力となるであろう。

る。彼との交流期間は僅か 9 日間だけであったが，シ
ンポジウム公開制作の中で強い信頼関係が生まれた。
学生たちは彼からより多くのものを学ぼうと意識を高
め，一方の Jo Kley は短い期間ではあるが自分の能力や
芸術に対する考え方，そして仕事に対する情熱をでき
る限り，より多くの学生に伝えようとする意識で我々
に接してくれた。そのように各々の高い志のもとで大

図 19

図 20

学教育においてグローバル社会での様々な場面で対応
できる生きる力を養成する人材育成となる教育が「Jo
Kley と学生たちの国際彫刻シンポジウム」を通して明
確に確立することができた。そして，今後の本学の当
講座教育において大きな役割を担うプログラムである
ことを確信した。
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図 22
１）Jo Kley 著「JO KLEY 15 years of sculpture in stone」より
＊図 1 〜 2 はグラフィックデザイン正木研究室
藤澤瑞稀作成の広報パンフレットより
＊図 3 〜 26 は朝野浩行撮影画像より

図 23

図 24

図 25

図 26
− 31 −

