
会期：2021年7月12日（月）-8月7日（土）　会場：武蔵野美術大学美術館

休館日：日曜日・祝日　開館時間：10:00 –18:00（土曜日は17:00閉館）　入館料：無料

主催：武蔵野美術大学 美術館･図書館 　
※開催内容は、変更になる場合がございます。関連企画等、最新情報は当館ウェブサイトでご確認ください。
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　武蔵野美術大学 美術館・図書館では、「令和2年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作

品展」を開催します。

　武蔵野美術大学は、2019年に造形構想学部と大学院造形構想研究科を開設し、2学部

12学科・大学院14コースの新体制になりました。2021年3月には大学院造形構想研究科の

第一期生による修了制作・論文が発表され、今回は同研究科を加えて初の卒業・修了制作

優秀作品展開催となります。

　毎年の卒業制作および大学院修了制作では、特に優れた作品や研究成果を発表した学生に

対し優秀賞が贈られます。「優秀作品展」はこれらの受賞作品が、学科やコースを越えて一堂

に会した展覧会です。約100点の受賞作品は、学生が在学期間中に取り組んできた制作・研

究の集大成であり、これらの作品を総覧する事で、本学の美術教育における現在とこれから

の美術やデザインにおける卒業生の可能性を感じていただければ幸いです。

　また、本年は新型コロナウイルス感染症対策による学事変更にともない、4月開催から7月へ

と会期を変更し、各研究室の協力のもと出品作品についても選出したうえでの開催となります。

　本展では、美術館全体の空間を生かし、大小 5 つの展示室内では絵画やインスタレーション

をはじめ、グラフィック、プロダクト、建築など様々な分野における作品と美術・デザイン諸

分野の研究論文を展示します。吹き抜けの開放的なアトリウム空間には彫刻などの立体作品

が並び、館内にある美術館ホールでは、映画、アニメーションといった映像作品を上映します。

　学生は本学での学びを通じ、自らの表現あるいは社会の抱える問題に向き合い、探究した

結果、学科や専攻領域にとらわれない新たな段階の表現をみせてくれることもあります。こ

れら多彩で独創性あふれる作品が並ぶ本展は、活力に満ちた次世代の柔軟な発想に触れる

機会となるでしょう。

本展の趣旨

本展の見どころ

図版 1.メインヴィジュアル
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優秀賞受賞者一覧

井上 桜　     　笠井 晴子　　   加藤 まみ
井下 紗希　 　今井 理子　　   蔵満 明翔　　  佐伯 瑠美　　  田嶋 周造　　   田野 勝晴
津村 果奈　  　林 若菜未
パク エリ　  　松尾 華子
石﨑 朝子　  　黒瀧 舞衣　　  宮崎 準也
赤堀 映瑠　 　伊賀 さな　　  神田 つぐみ　   佐藤 梨夏　　  種村 すぎ菜　   濵田 汐音
菊井 海    　 　佐藤 駿太郎　  西村 俊亮　　  川崎 愛実　　  ション インテンヤン
吉原 千晶　 　中原 茜　　      竹内 侑良　　   坂川 ひかり　  吉田 弥桜　　   渡邊 悠加
塩月 彩矢　　田中 翔馬　　  露崎 紗也子　  飛塚 瑶子　　  中川 拓海　　   西山 洋平
平田 真裕子　　宮本 日向子
大西 加那子　　近藤 直輝　　  田澤 杏梨　　   藤井 康仁　　   二又 大瑚
有木 陽美　 　小林 克彰　　 チョウ ジュンイ
菊沢 天太　 　コウ ムロ　　   辻 敬太　　　   森 陽平　　       渡邉 実莉
赤木 音　  　伊藤 真珠　　 佐藤 菜々子　   西尾 なを
池田 苑夏 　  　岩野 真緒　　  岸 杏樹　　      木村 令奈　　   佐伯 詩央音　   林 苑芳
真部 和香子　　リ センキ

岡田 好美　　  佐藤 慧
河野 志保　　  下山 黎海　      田岡 智美　　   樋口 舞
竹内 志織
上久保 徳子

キョ ムライ　　竹間 祐佳　　 チョウ ガン　   テイ シン
ケイ ギョウヒ　デン エン　　 デービス 美心
矢舗 礼子
鈴木 結菜　　  ス ルイタツ　  チン ホウ

朝山 絵美　　 木越 純　　      北村 あずさ　   久々江 美都　  角 めぐみ
サイ ユウリン　チン イネイ　 リン ゲイダン

石橋 伊織　　 吉田 佐智子
岩根 和子
ラミマイラ

尾崎 菜奈
阿井 智子

鈴木 誠　　     高橋 由美

山田 さゆり
森川 理恵

〈造形学部〉
日本画学科
油絵学科［油絵専攻］

油絵学科［版画専攻］
彫刻学科
視覚伝達デザイン学科
工芸工業デザイン学科

空間演出デザイン学科

建築学科
基礎デザイン学科
映像学科
芸術文化学科
デザイン情報学科

〈大学院造形研究科〉
美術専攻
　日本画コース
　油絵コース
　版画コース
　彫刻コース
デザイン専攻
　視覚伝達デザインコース
　工芸工業デザインコース
　建築コース
　基礎デザイン学コース

〈大学院造形構想研究科〉
造形構想専攻
　クリエイティブリーダーシップコース
　映像・写真コース

〈造形学部通信教育課程〉
油絵学科
　絵画コース
　日本画コース
　版画コース
工芸工業デザイン学科
　生活環境デザインコース
　スペースデザインコース
芸術文化学科
　文化支援コース
デザイン情報学科
　コミュニケーションデザインコース
　デザインシステムコース
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図版 8.　大学院造形研究科 美術専攻 日本画コース
岡田 好美  《Mother》

図版 4.　造形学部 油絵学科 ［油絵専攻］
田野 勝晴  《縫光》

図版 5.　造形学部 視覚伝達デザイン学科
濵田 汐音  《色彩の主観的な美》

図版 6.　造形学部 建築学科
二又 大瑚  《図式と都市》

図版 3.　造形学部 空間演出デザイン学科　
飛塚 瑶子  《ここに風景がある》

図版 9.　大学院造形構想研究科 造形構想専攻
クリエイティブリーダーシップコース
木越 純  《金融機関による企業戦略としてのアートプロジェ
クトの事例研究》

図版 2.　造形学部 彫刻学科
黒瀧 舞衣  《衣に依る》

図版 7.　大学院造形研究科 デザイン専攻 
工芸工業デザインコース
デン エン  《Palette》

図版 1.メインヴィジュアル  デザイン：三上 悠里、 図版 2. 4. 5. 8.  撮影：稲口 俊太、 図版 3. 6. 7. 9.  撮影：大塚 敬太

プレス用図版をご希望の方へ ：
・下記の事項をご参照の上、ご希望の図版と、必要事項を Eメールにてお知らせください。
（お名前、ご所属、電話番号、Eメール、媒体名、掲載号、発行予定日、コーナータイトル）
・希望図版のご指定がない場合は、図版1. 本展メインヴィジュアルをお送りします。
　図版1. 以外の画像をご希望の場合は、希望する図版番号をお知らせください。
・図版 1. 以外の画像を使用する場合は、作家名・作品名等を必ず明記してください。 
・原則的には図版のトリミング、部分使用、文字載せはご遠慮ください。
・掲載内容確認のため、発行前に PDF等で原稿をお送りください。
・紙媒体は掲載見本のご寄贈（掲載ページの PDF可）、ウェブ媒体は掲載ページのURLお知らせ
  をお願いします。

お問い合わせ先：
武蔵野美術大学 美術館･図書館
東京都小平市小川町 1-736
phone: 042-342-6003  
fax: 042-342-6451
https://mauml.musabi.ac.jp

広報担当  
mail: prmsm@musabi.ac.jp

        


