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SUMMARY

In the process of creating and exhibiting Japanese paintings, I try to create works that make 
life more enjoyable．The reason for creating small paintings and works of art is that it is easy 
to include craft elements such as decorativeness and the relationship with daily life．During 
the period of self-restraint, I held a solo exhibition on HP in May this year, and I am planning a 
solo exhibition at the venue next year.

In this Artist’s Notes, while analyzing and discussing my own work, I will reaffirm my 
thoughts and approach to creative activities, and discuss the results of the HP solo exhibition（*1） 
and my future activities from the two persphectives of an artist and an educator.
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制作と作品を整理する中で、素材や道具に触れ、思
考錯誤しながらの創作表現を体感し、創作活動が日
常化した。この期間が起点となり、HP 個展『端午
の風』を開催することができた。また、会場での個
展活動も再開する準備を始め、生活が活性化してい
る。
① 「ちょっと立ち止まって」
　2003 年～ 2015 年の間は、毎年のように個展等を
開催し、それを目標に描いていた。会場を選び、そ
の場を考えた発表に力を入れた。時には、学生との
展示や障がいのある高校生との展示に取り組み、企
画・監修展なども実践した。
　この 5 年近く、制作を続けながら展示方法や会場
選択に新たな工夫ができないかと考えている。
ちょっと立ち止まって、個展の在り方を顧みる充電
期間である。
②  人に見せる・飾るなど、会場や展示を考えながら

つくる。
　個展名を考え付けることを重視している。数点の
作品で構成し、見せ方・飾り方を考えた展示によっ
て一つの世界を構築できる。そして、個展のテーマ
にあった空間演出は、作品を引き立たせる。京都に
創作の場ができ、町家や寺などの建築物が身近にな
り、壁面や空間を生かす展示構想が多様になった。
表現の幅を広げることにも繋がっている。
③新たなモチーフ
　1 枚の作品が転機となって新しいモチーフとテー
マが見付かった。お茶の水の病院に行く途中に見る

「聖橋」である。予備校時代から見慣れた橋を背景に、
人物と猫と犬が歩いていく絵が浮かんできた。橋の
下には赤い「丸の内線」が走る。立ち並ぶビルには
群れを成す鳥などの動物が潜んでいる。手帳にアイ
デアスケッチを描きそれを基に完成させた。人物画

はじめに

　工芸の生活を楽しくする作品づくりを日本画制作
と展示の中で工夫し、創作活動に取り組んでいる。
小さな絵や作品をつくるのは、装飾性や生活とのか
かわりなど工芸的な要素を入れ易いことがその理由
である。自粛期間中の本年 5 月 HP 個展を開催し、
次年度は会場個展を計画中である。
　本制作ノートでは、自ら作品を分析・考察しなが
ら、創作活動への想いや取り組み方について再認識
するとともに、HP 個展（*1）の成果と今後の活動につ
いて、作家と教育者の二つの視点から論述していく。

１　HP個展までの創作経緯

（１）「見せる・飾る作品づくり」という研究テーマ
　「見せる・飾る作品づくり」を研究テーマに、教
材開発研究を始めたのは 1991（平成３）年のことで
ある。「自己が形成され、個々の興味が多様化する
高等学校の美術科教育（美術科教育には工芸科教育
も含む）において、表装や額装を考えた絵画学習を
取り入れ、作品を大切にする心・生活に生かす心を
育てようと考えた（自主製作本の本文より）。」研究
は 1 年間、東京藝術大学と都立教育研究所で行った。
　この研究がきっかけとなり、絵画制作とともに「工
芸」について学び、作品制作に工芸的な技法を入れ
たり展示の中に工芸作品を入れたりするようにな
る。そして数年が経ち、研究テーマを実践した展示
が 2003（平成 15）年の個展「季節をもどして」で
ある。ただ、同個展ではまだ考え方や制作内容が研
究テーマに伴ってなく、2005（同 17）年の「東と
西の間で」において、自分の追求したいものが形に
なっていった。
　そして、2020 年以後、小さなアトリエにこもり、
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　創作活動には、感性が必要である。学生の作品か
ら見付け出すものは新鮮な感性である。はじめての
材料・用具・技法を使って描く・つくる学生作品の
中に、素朴な造形への芯のようなものを感じる。そ
れが自分の制作によい影響を与えてくれる。
　似たことは、専門外の美術や工芸の制作において
も体験できる。何度か試みた陶芸の絵付けで、手や
道具が思い通りに使えない時、表したいもの・つく
りたいものを形にするには、本質を捉えて描くこと
が大切なことを理解できた。
（３）研究活動は、創作活動を自分の中で整理し

昇華させる。
　大学や学会で、美術や美術科教育についての論文
を発表している。様々な視点から論じていくと、自
分の考えが明確になり、次への構想に広がる。多く
の作品鑑賞もまた、創作活動の刺激になる。研究活
動といっても様々である。論文では、学生や後輩の
創作活動を紹介しながらまとめることもある。他者
の作品を観ること・作品について書き語ることは、
創作活動の意味や意義を探る手立てとなる。
（４）続けていく能力
　作品の評価を早く求めたいと考えることは、制作
者として当然の欲求だが、これは学生や若手作家の
陥る落とし穴でもある。優れた才能がありながら、
公募展に入選しない、コンクールで落選するなどで
自身の価値や将来を決めてしまう姿を見て来た。目
標はもっと先にある。65 歳を過ぎて絵を描き続け
ているが、満足のいく作品は数点である。しかし、
続けてきた実績から多くのものを学んできた。創作
活動には、続けていく能力が必要である。

３　この１年の制作記録

　前述１や２で論じたことを、自粛生活の中で考え
ながら創作活動に取り組んでいる。また、京都精華
大学へ来たことで、東京と京都で制作に打ち込める。
次三作品は、京都で現在制作中のものである。作品
を東京に持ち帰り描くことは意図的に避けている。

「京都」での制作は、作品に変化を与えてくれる。
さらに、研究を続けてきた「西（京）」の文化や伝
統を、作品に込められるからである。
（１）「何がつくりたいのか」を明確にする制作テーマ
　漠然と展覧会までに完成させなくてはと考えてい
た頃から、現在は『時』『夢の中』『東と西の間で（*2）』
など、意図を明確にした制作を継続している。一
方、制作中に自分の周りには納得できる作品を置

と動物やビルのある風景を一つの世界にまとめるこ
とができた。

『聖橋』日本画F4号・2016　　©Masahiro SUGIMOTO

（２）広がるイメージ
　毎日のように朝から膠を温め制作に取り組んでい
ると、学生時代の制作活動を体感的に思い出した。
転機となった『聖橋』日本画 F4 号・2016（平成
28）年以後、少しずつだが自分の描きたい世界が形
になっている。この感覚や作風で個展を開催したい
と、2020 年 4 月頃は考えていた。年内には実現し
ようと、新たな絵に取り組み、途中の作品に手を加
えている。

２　大学教員として、創作活動・研究活動で
感じること

　作品は人に見られ飾られ成長する。展覧会では意
図的に飾るが、偶発的に展示した場所で存在感を増
すものがある。大学教員となり、日本画や工芸を教
える中で完成した作品を学内に展示したり大学の年
報に掲載したりして、人に見せる場・見られる場を
つくってきた。日々の生活の中で作品が生かされる
ことを学生とともに実感するためである。
（１）美術や工芸を指導することとつくること
　現在「美術科・工芸科の教員」を目指す学生を指
導している。美術科教育法（工芸科教育法を含む）
には、教材研究と指導法がある。そのうち教材研究
と参考作品制作は、学生が考え・つくる主体的な学
習であり、学生自身の創作活動とも繋がっていく。
また、生活を豊かにし、潤いを与える教材や題材を
年間授業計画の中に位置付けることが「美術を生活
に生かす（愛好する）」観点から重要である。指導
する者にとって、つくることは必須条件となる。
（２）学生の感性が自分の作品に反映する。
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本画絵の具で描くのはその後である。
（１）兜と鎧姿の作品 2点
　日本の文様や伝統工芸に関心が強い。兜や鎧をど
のように描く（つくる）かが課題であった。顔の表
現と文様を組み合わせる過程に時間を掛けたが、作
業自体が工芸的であり、でき上がりを推測しながら
制作を続けることができた。
①『若！修吾』（*4）日本画 F3 号
　SM 縦に描き始めるが、構図が上手く決まらず一
回り大きなＦ 3 号横に変える。パネルを張り直して
念紙（*5）を使って本紙に転写したところ、人物と兜
や鎧のバランスがとれた。技法としては、線描、盛
り上げ、箔置き、削り出しなどを試みている。薄塗
と盛り上げの対比や、輪郭線、文様、背景などの調
和を考慮した作品づくりに心掛けた。
②『風！大輝』（*6）日本画 SM
　上記①と同じような絵肌ではなく下地に粗目の岩
絵の具を使った。当初の予定どおり SM 縦で制作す
る。兜の形に苦慮したが、孫の干支である「犬」に
したことで、画面構成と表現の方向性がほぼ定まっ
た。星座の「さそり座」と関連のある文様を甲冑に
入れるなど「遊び」の要素が加わり華やかさが生ま
れ、テーマに合った作品になった。
③ 2 枚を並行して描き進める。
　絵を描く時は、数枚同じようなテーマや技法で描
くのが常である。狭いアトリエで岩絵の具や箔を効
率よく使うために都合がよい。また、今回のような
対の作品では、資料収集に時間を掛け、形や絵柄が
共鳴し合う構成が必要となる。文様の組み合わせは、
制作中に閃いたり浮かんできたりしてきたものがほ
とんどで、不思議な調和をつくり出してくれた。5

いて、制作時の目標にしたりこれらの作品を越える
作品づくりに取り組んだりしている。チャレンジす
る気持ちや表現を忘れないためである。
（２）創作の喜び
　ここ数年、孫をモデルに人物画を描いている。幼
児は、仕草、体形、服装など、何をとっても発想力
をかき立てる。絵の中に様々なものを組み合わせる
自己の手法に合っている。表現への制約を無くし、
つくりたいもの・描きたいものに近付けてくれる。
（３）展示場所や額が絵を変える。
　「階段の壁面に飾ろう」などと展示場所を考える
ことで、制作は次の段階に入る。また、額選びは作
品づくりに欠かせない。額から仕上げへのイメージ
が湧くことも多い。
　制作時、これまでの絵やいくつかの額をアトリエ
と自室に広げながら制作を進める。絵や額の組み合
わせ方で作品の表情が変わる。イーゼルの上と壁に
掛けた作品では違って見える。展示場所を考えた制
作の仕上げの行程である。

４　作品制作における技法/手法と試み

　今回は「端午の節句」をテーマに描くとともに孫
の記録と記憶を残そうと考えた。前述したが、数点
の絵や作品を並行して制作していく。制作過程は、
アイデアを厚紙やスケッチブックに自由に描くこと
から始まる。その後、基底材をつくる。基底材はパ
ネルかアクリルボードに雲肌麻紙（*3）を張り込んだ
ものを使う。そこに下地を塗って、木炭、2B から
4B の鉛筆、水彩と油性の色鉛筆、薄墨などで直接
描いていく。その間に形や構図は変化していく。日

京都での制作中作品
©Masahiro SUGIMOTO 2021
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月 3 日には、構想していた以上の作品が完成した。
（２）他の 3点
①   『ふくろう』（*7）日本画 10 × 15㎝、『コノハズク』（*8）

日本画 10 × 10㎝
　「ふくろう」は、数年描き続けているモチーフで
ある。ただ、写生に忠実に描くのではなく、画面の
中にキャラクターや動物を入れて描くだまし絵的手
法を用いる。モチーフはふくろうだが、自らのポー

トレート的作品である。人物は「似せなくては」と
いう余計なこだわりがある。そこから離れることで
作品が描きたいテーマに近付く。
②「ストライダー」（*9）日本画 SM
　人物を物語的に描く、広がりのある構図で描くと
いう造形表現を試みている。本作品も背景や場の設
定を工夫して構成した。画面は、人物の背景を数枚
のスケッチや写真をコラージュ的に組み合わせてい

©Masahiro SUGIMOTO 2021 
 https://masahiro-sugimoto.com 杉本昌裕アートHP、個展『端午の風』

HP個展『端午の風』
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とめることができた。この間、昔からの友人と「迷っ
たら前へ進もう」とオンラインで誓ったのだが、本
ノートに記してきたように、今後も前進を続けてい
きたいと考えている。

［注］
（*1）  杉本昌裕アート HP を開設、HP 個展『端午の風』を令

和３（2021）年 5 月に開催。
（*2）  「東と西の間で」とは、自らが西洋画と日本画を学びそ

の間で表現方法に迷って制作していること、江戸と京

の芸術や文化の違いを研究し、それを踏まえながら現

代の日本画を模索していること、の二つの状況を個展

タイトルにしたことに始まる。

 ※  本テーマでの個展時は、京都精華大学で教員になる

とは考えてもいなかった。
（*3）   麻と楮（こうぞ）を主な原料に手漉きで漉かれた越前

和紙。日本画で使う和紙であり、強靭で厚塗りや盛り

上げなどに適している。
（*4）     『若！修吾』は、作品題名。以下、（*6）

『風！修吾』、（*7）『ふくろう』、（*8）『コ

ノハズク』、（*9）『ストライダー』であ

る。（右図は、前頁の掲載作品の配置

である）

 （*7） （*8）の作品には、額をつけた画像を掲載している。
（*5）   日本画で使う写し紙（カーボン紙）。和紙に「弁柄」を

アルコールと水で溶いて塗り、弁柄が乾いたらその和

紙を揉んでつくる。

『端午の風』
（*7）  （*9）
（*8）
（*4） (*6)

る。また、写真を反転して使うなどパソコンを活用
した。描きながらものを増やしたり減らしたりして
いく取捨選択から、まとまりのある作品に仕上がっ
た。
（３）リーフレットにする。
　展覧会ごとに DM をつくるとともにリーフレッ
トをつくる。展覧会のねらいや作品解説を挿入する
と、作品の見え方や存在感が増してくる。特に、作
品を文章で分析・考察しておくことは、後に、ポー
トフォリオとして残せるだけでなく、制作の過程を
振り返る資料としてこれからの創作に活用できる。

５　今後の活動に向けて

　人に見せる・飾る会場選びが現在の課題である。
コロナ禍で画廊は、個展でもグループ展でも見に来
る人が少ない。誰かに語り掛け、見てもらう作品と
会場を探す必要がある。また、「東と西の間に」い
る現在の環境を生かし、東京と京都での個展を模索
中である。
（１）次回個展への目標
　今回の HP 個展は、今後の創作への動機付けと
なった。作品を整理する中で、以前の未発表作品を
加えたいと考え始めた。「あの頃はこんな絵を描い
ていた」など、会場に並んだ作品が、時を超えた演
出効果を生み出すと想定している。
（２）いつがいいのか、どこがいいのか。
　教員として作家として、研究と授業のバランスを
取りながら制作に取り組み、相乗効果を生む活動を
続けてきた。また、東京と京都という場も与えられ
た。現時点でテーマに掲げる「時を超えて」と「東
と西の間で」が、環境を含めた創作活動として整っ
てきた。これまでの活動の成果を発表する時だと実
感している。

終わりに

　この制作ノートが紀要に発表される頃は、どのよ
うな日常が待っているのだろう。自粛期間中の創作
活動は、未知の体験の連続である。今回「制作ノー
ト」と題したが、技法・材料にはそれほど触れるこ
となく書き進めてきた。創作活動の中での気付きと
作品と創作への想いを振り返ることに力を注いだ。
その結果「生活を楽しくする創作活動」とは何かを
再考し、美術や工芸の必要性、その在り方、これか
らの方向性などを、美術科教育の視点も踏まえてま




