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活躍する卒業生

後輩へのメッセージ
　一番大事なことはギリギリまで悩んでもいいのでは、と思い
ます。私は優柔不断でギリギリまで進路を決められませんでし
た。当時の渾身の直感に従って、10 年後も大学で研究と教育に
携わらせてもらっています。選択を迫られた時、これかな？と
思うものに賭けてみるのもアリかも知れません。
　大学に入ったら、視野を広げることを意識してみて欲しいと
思います。私の場合は、海外に行き少し視野を広げたつもりです。
就職すると長期で海外の「行ってみたい場所」に行くことはか
なり難しくなります。是非学生の間に海外に出掛けて色々感じ
取り、学んで欲しいと思います。
　最後に、大学では沢山の人に出会うと思います。その中に、きっ
と一人は生涯の友が見つかるのではないでしょうか。その友達
との出会いで人生が大きく変わることがあるかもしれませんよ。

現在のお仕事について
　九州大学応用力学研究所高温プラズマ理工学研究センターで
実験研究、総合理工学府先端エネルギー理工学専攻の研究室に
おいて学生指導を行っています。実験装置は球状トカマク
QUEST というもので、磁場と大電力高周波を使ってトーラス

（ドーナツ）型の真空容器にプラズマを高温にして閉じ込めます。
実験ではどのようにプラズマを加熱するか、プラズマに何が起
きるかについて研究しています。最近は、28GHz という高周波

大学時代について
　大学院の５年間では様々なことを体験しました。プラズマに
関する専門書の精読、実験、データ解析、学会発表、論文執筆
などは初めてのことばかりでした。仕事として今もそういうこ
とを行う毎日を過ごしていますので、良い経験を積ませてもらっ
たと思います。中でも研究室の中核となる大きなトーラス（ドー
ナツ）型のプラズマ実験装置を半年間かけて、学生の力で組み
立てた経験は達成感がありました。学生である自分たちのデー
タが国際連合ジュネーブ事務局の Assembly Hall で発表された
のも忘れられない体験です。これは、研究結果というのは自分
が辿り着けないようなところにも突然飛んで行ってしまうこと
があると思った経験でした。
　大学の講義では課題が多く、かなり勉強させられた記憶があ
ります。電子情報工学科の先生方は、IT 関連から電気・電子回路、
電磁気学、光学、量子力学や数学など非常に多様な顔ぶれでした。
そのおかげで理工学に関する多様な講義を受けることができた
と思います。大学院時代はプラズマの勉強が面白かったので、
面白いと感じれば勉強が苦ではないということがようやくわ
かった頃でした。教科書を読むだけでなく、論文を読むという
作業も必要ですので、語学も含めて様々な知識と能力を伸ばす
必要がありました。

九州大学
応用力学研究所・助教 恩地 拓己（おんち たくみ）様
2009年度　大学院工芸科学研究科博士後期課程 設計工学専攻 修了

を 250kW 以上の電力で入射できるジャイロトロンという装置
を使ったり、巨大なコンデンサバンクを使ったりして、プラズマ
中に 100kA 以上の電流を流すための挑戦をしています。プラズ
マ中に電流を流すとプラズマの温度・密度が上昇し、研究対象と
なる様々な現象が起きます。将来的には高温・高密度トカマクプ
ラズマの定常化を実現するのがグループの大きな目標です。
　仕事においてやりがいを感じるときは、自分の関わった論文、
特に自分が主著のものが出版された時でしょうか。論文を書い
て審査を通るというプロセスは、多大な労力を要する繊細な作
業です。また実験系ですので、論文を書くというところまでた
どり着くのに十分な実験・解析・議論、それに伴う予算が必要
になります。それでも論文を書くことによって、日本人だけで
なく海外の人も読んでくれたり、時には参考にしてくれたりし
ます。論文は半永久的に生き続けますので、そういう「残るもの」
を少しでも生み出せれば良いな、と思っています。

本学では、学会での受賞など学術研究活動において優秀な成績を収めた学生や、
課外活動及び社会活動などで活躍した学生を対象に学生表彰を実施しています。

平成28年度  学生の表彰

カナダでのポスドク時

IAEA-FEC2008会議時

所　　　属 表彰者氏名 受賞理由

生命物質科学専攻３年 有吉　純平

CSJ Student Presentation Award 2016　受賞

日本核酸医薬学会第２回年会　優秀発表者賞　受賞

東北大学多元物質科学研究所研究発表会　所長賞　受賞

国際学会における研究発表１件

論文及び専門書の執筆２件

生命物質科学専攻３年 TRAN THAO NGUYEN
Symposium on Ultrasonic Electronics : Young Scientist Award　受賞

筆頭著者として論文発表 1 件（Japanese Journal of Applied Physics）

材料創製化学専攻３年 柴田　光貴
日本材料学会第 64 期学術講演会　「日本材料学会優秀講演発表賞」　受賞

日本材料学会誌に寄稿２件

電子システム工学専攻２年 長谷川　慎

IEEE MTT-S Kansai Chapter 8th Kansai Microwave Meeting for Young 
Engineers Best Presentation Award　受賞

国際会議における発表２件

国際会議に投稿論文採択２件

建築学専攻２年 山口　昇

日本建築協会 U-35 委員会主催 第１回学生アイデアコンペティション
最優秀賞　受賞

第１回 RESIDIA リノベーションデザイン賃貸住環境学生コンペ
最優秀賞　受賞

AIJ　日本建築学会設計競技 2015　支部入選

歴史的空間再編コンペティション 2015 
第４回「学生のまち・金沢」設計グランプリ　第 11 位

デザイン学専攻２年 三谷　直樹

MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR DESIGNER AWARD 2015
柏木博賞　受賞

第 69 回高知県美術展覧会　グラフィックデザイン部門　山六郎賞　受賞

第 69 回高知県美術展覧会ポスターデザイン採択

TETSUSON2016　栗生明賞　受賞

TETSUSON2016　来場者賞　受賞
応用生物学課程２年 木村　優希 第６回サイエンス・インカレ　審査員特別賞　受賞

所　　　属 表彰者氏 名 所　　　属 表彰者氏名
応用生物学課程４年 勝部　弘花 情報工学課程４年 近藤　将成
生体分子工学課程４年 木下　沢泉 機械システム工学課程４年 原田　雅隆
高分子機能工学課程４年 開田　圭一 デザイン経営工学課程４年 片田　汰架
物質工学課程４年 川島　育生 造形工学課程４年 木村　嘉貴
電子システム工学課程４年 森本　尚太 先端科学技術課程４年 赤池　聖公 

学業成績優秀者

学術研究活動

所　　　属 表彰者氏名 受賞理由

学生と教員の
共同プロジェクト

学生フォーミュラ参戦プロジェクト

“Grandelfino”
第 14 回全日本学生フォーミュラ大会　総合優勝

課外活動

所　　　属 表彰者氏名 受賞理由

学生と教員の
共同プロジェクト

環境・エネルギー教育普及プロジェクト

“Kyo Tech Lab.”

（財）学生サポートセンター主催「学生ボランティア団体支援事業」採択表彰

京都市立洛陽工業高等学校創造技術科電気コース科目「課題研究」授業支援

京都市立洛陽工業高校・京都工学院高校、本プロジェクトとの高大連携締結

科学・ものづくり教室の企画及び運営

社会活動

※表彰式は、平成 29 年３月 25 日卒業証書学位記授与式後に実施。　※表彰者の学年は当時
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このたび美術工芸資料館では、2015から2016年に本館で企
画展示したハンガリー、ポーランド、チェコのポスターに関する
3度の展覧会の集大成となる「チェコ ポーランド ハンガリーの
ポスター展」を開催する (2017年6月19日～8月11日)。
本館が収蔵するチェコ、ポーランド、ハンガリーのポスター
は、1986年に寄贈された甲斐コレクションが基盤となってお
り、その後、ポーランドのポスターは、本学の助教授であった黒
崎彰氏が教材用にクラコフ版画ビエンナーレの賞金を充てて収
集した黒崎コレクションや、竹内次男元館長の竹内コレクショ
ンをはじめとして、多くのポスターが寄贈され、本館に収蔵され
ている日本のポスターに次いで二番目に多い700点の収蔵数に
なった。チェコのポスターは、2005年にヨゼフ・フレイシャー
のポスター群が加わって約180点になり、ハンガリーのポス
ターは約70点収蔵されている。
チェコ、ポーランド、ハンガリーは、第二次世界大戦後から
1989年までの約半世紀にわたり、ソ連の影響下にある社会主
義国となった。この体制下では、芸術家は公式な場で自由に芸術
活動をおこなうことを許されず、多くの芸術家たちは表現の場
を求めて、あるいは生活の糧を得る手段として、ポスターや絵
本、エディトリアルなどのグラフィックデザインの分野で活躍
した。これらの国々では、商品を売り込むための商業ポスターが
存在せず、演劇や映画、展覧会、コンサートなどの催しを告知す
る文化的なポスターが主に作られた。
1950年代初期の社会主義リアリズムの時代、デザイナーたち
はプロパガンダのポスターをデザインするように国家から強い
られたが、1950年代半ばから、いわゆる社会主義リアリズムの
典型的な写実的スタイルとは異なり、コラージュ、フォトモン
タージュ、写真、線画、絵画、タイポグラフィなどの技法を用い
た、より平面的で簡潔なデザインの芸術的なポスターが制作さ

れるようになった。特に1960年代はソ連による政治的な規制
が緩和され、検閲がほとんど機能しなくなった時期でもあった
ため、独創的なポスターが次々と生まれた。
ポーランドでは、1940年代後半からすでに、他のヨーロッパ
諸国や海外のものとはまったく異なる芸術的な方法でポスター
がデザインされ始めた。1948年にヘンリク・トマシェフスキ
が、ウィーン国際映画ポスターコンクールで受賞したのをきっ
かけに、ポーランドのポスターは国内のみならず、「ポーランド
派」として世界的に知られるようになり、その後チェコやハンガ
リーの人々にも影響を与えた。ポーランドのポスターは、写真を
用いた表現が少なく、手描きのイラストレーションを得意とす
る画家が先頭になって制作したことが特徴である。ポーランド
の国家が特に力を入れて取り組んだサーカスを告知するポス
ターは、ポーランドを代表するデザイナーが手がけた。「CYRK
(ポーランド語：サーカス)」という手書きの文字がレイアウトさ
れたポスターには、象や犬、クマ、ライオン、ピエロなどの色鮮や
かなイラストレーションが大胆に描かれており、隠喩やシンボ
ルを使いながらサーカスの雰囲気をユーモラスに伝えている。
ポスターには「サーカス」以外の文字情報は一切記載されずに、
イベントの詳細は、細長い紙に印刷されて、ポスターの下に添え
られていた。
ポーランドは1966年に、世界初の国際ポスターコンクールと
して「ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ」を開催し、第1回
大会では、ポーランドのヤン•レニツァとともに、日本のデザイ
ナーである永井一正、田中博が金賞を受賞した。その他の受賞者
には、亀倉雄策、福田繁雄、田中一光、アンディ•ウォーホルなど
もいる。また、1968年には、世界で初めてポスターを専門に扱
うヴィラヌフ・ポスター美術館がポーランドに設立された。
チェコでも、個性豊かな映画や演劇、コンサートなどのポス
ターが作られており、その中でもひときわ異彩を放つのが映画
ポスターである。チェコの映画ポスターは、映画『ピンク・パン
サー』のポスターのように、俳優の写真を大胆に加工してデザイ
ンしていることが多い。チェコのポスターを制作したのは、画家
だけでなく、建築家、彫刻家、タイポグラファー、イラストレー
ター、写真家、舞台芸術家など、あらゆる分野の芸術家であり、絵
画やイラストだけでなく、コラージュやフォトモンタージュ、タ
イポグラフィなど、幅広い表現手法が用いられた。それぞれの芸
術活動において独自の表現を追求していた芸術家によって個性
の強い映画ポスターが多く作られており、アーティストがポス
ターを自由に表現すること、見る側が自由に解釈することが大
切とされていた。
ハンガリーで、1960年代に特に人気を集めたのが、アメリカ
の現代アートやサイケデリックのポスターから刺激を受けた、

非常に鮮やかでカラフルな「ポップアート」のポスターだった。
社会主義体制下では様々な文化芸術活動が制限されていたが、
デザイナーたちは展覧会や雑誌などを通して、西側諸国を含む
世界中の芸術から影響を受け、独自のポスターを制作していた。
その一方で、検閲官たちは西側諸国の芸術様式の流行を把握し
ていなかったため、それらのポスターは許容される傾向にあっ
た。1960年代のハンガリーでも、印刷・出版物は国営広告会社
(MAHIR)に管理されており、ポスターを出版するか否かを決定
する審査員のメンバーに芸術家が加わっていたために、ポス
ターは検閲の対象にはならず、一定のデザインの質を保つこと
ができた。チェコの映画ポスターが、俳優の写真を大胆に加工し
てデザインしていることが多かったのに対して、ハンガリーで
は、映画『裸の羊飼い』のポスターに見られるような、ハイコント
ラストの白黒写真が好んで使用され、俳優を目立たせるような
形でコラージュされた。
街中に貼られたポスターは、必要最小限の宣伝の機能を備え
ながら、表現豊かなデザインが、見る人の心を癒やしたり、楽し

ませるものとなっていた。これらのポスターを通して、各国の文
化、言葉、生活、歴史背景から生み出される表現の違い、さらには
デザイナーひとりひとりの持つ個性や遊び心をお楽しみいただ
けると幸いである。
なお、美術工芸資料館では、館所蔵作品をひろく一般に知って
もらうために、2017年より「美術工芸資料館デザインコレク
ション」シリーズを青幻舎より刊行することとなった。第1冊目
となる「チェコ ポーランド ハンガリーのポスター」は2017年6
月、展覧会に合わせて刊行する。

(美術工芸資料館 技術補佐員　中川可奈子)

チェコ ポーランド ハンガリーのポスター

参考文献：
Marta Sylvestrová et al., Czech Film Posters of the 20th 
Century, Prague: Moravian Gallery in Brno and Exlibris 
Prague, 2004
ポーランドポスター展実行委員会『ポーランドポスター展 = Polish 
poster '50-'60』光画コミュニケーション・プロダクツ、2012年
武蔵野美術大学美術資料図書館編『ポーランドアート・ポスター展
―伝統と革新の半世紀』武蔵野美術大学美術資料図書館、1998年

ベドジフ・ドロウヒー
「ピンク・パンサー」(1963年 アメリカ映画) 1966年　AN.4738-68

コヴァーチ・ヴィルモシュ
「裸の羊飼い」(1966年 チェコスロヴァキア映画) 1967年　AN.4727-44

フベルト・ヒルシャー
「サーカス」 1970年代　AN.4904-87





INFORMATION

入試種別 募集要項
配布開始 出願受付期間 試験実施日 合格者発表 備　考

私費外国人留学生 配布中 9月1日（金）～9月6日（水） 9月22日（金） 10月4日（水）

ダビンチ（AO）入試 配布中 9月27日（水）～10月5日（木）
第１次選考：11月３日（金） 第１次選考：11月15日（水）

最終選考：12月2日（土） 最終選考：12月13日（水）

一般入試 10月下旬 1月22日（月）～1月31日（水）
前期：2月25日（日）・26日（月） 前期：3月7日（水）

後期：3月12日（月） 後期：3月22日（木）

平成30年度　京都工芸繊維大学　入学試験関係日程表

8月以降の主なイベント 学内・学外を問わず参加いただけるイベント等のご案内です。詳細は、それぞれの問い合わせ先へお気軽にお尋ねください。

大学公式 SNS
日々更新中です。
是非ご覧ください。

開催日 イベント 参加費
（有料･無料） 参加申込の必要 問 い 合 わ せ先 会　場

7月26日（水）～9月1日（金）
（休廊：月・火）

ME310/SUGAR 2016-2017
プロジェクト成果展示 無料 無 KYOTO Design Lab

E-mail:info@d-lab.kit.ac.jp
KYOTO Design Lab

東京ギャラリー

9月26日（火）～9月29日（金） 組紐ワークショップ 有料 有
伝統みらい教育研究センター

TEL:075-724-7844
E-mail:inoda@kit.ac.jp

13号館（総合研究棟）
4F多目的室

11月24日（金）～11月26日（日） 松ヶ崎祭 無料 無 松ヶ崎祭実行委員会
E-mail:kit.matsufes@gmail.com 松ヶ崎キャンパス

開催期間 展覧会名

平成29年9月25日（月）～11月2日（木） 纏う図案―近代京都と染織図案Ⅰ

平成29年10月2日（月）～10月29日（日） SDレビュー2017 第36回建築・インテリアのドローイングと模型の入選展

https://www.facebook.com/KIT.Kyoto

JQA-EM6962

@pr_kit @k-i-t

入試種別 募集要項
配布開始 出願受付期間 試験実施日 合格者発表 備　考

博士前期課程
一般

配布中

第Ⅱ期　資格認定申請締切　8月4日（金）
9月4日（月）～9月8日（金） 9月20日（水） 10月4日（水）

第Ⅲ期　資格認定申請締切　11月30日（木）
1月5日（金）～1月11日（木） 2月1日（木） 2月14日（水）

博士前期課程
社会人

第Ⅱ期　資格認定申請締切　11月30日（木）
1月5日（金）～1月11日（木） 2月1日（木） 2月14日（水）

博士後期課程
一般・社会人

第Ⅰ期　資格認定申請締切　8月4日（金）
9月4日（月）～9月8日（金） 9月20日（水） 10月4日（水）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　11月30日（木）
1月5日（金）～1月11日（木） 2月1日（木） 2月14日（水）

博士後期課程
外国人留学生

資格認定申請締切　11月30日（木）
1月5日（金）～1月11日（木） 2月1日（木） 2月14日（水）

※実施する専攻については、配付中の各募集要項にて確認してください

編集・発行　京都工芸繊維大学広報委員会
	 〒 606-8585　京都市左京区松ヶ崎橋上町
	 TEL（075）724-7016　FAX（075）724-7029
	 ホームページ　https	://www.kit.ac.jp/

表紙デザイン：中野デザイン研究室
撮 影 場 所：1号館横
写真のコンセプト：  まっすぐに前へと伸びる道路標識の矢印が、ポジティブで前向きな印象を与えます。

大学院

●再生紙を使用しています。

学　部

http://www.museum.kit.ac.jp/美術工芸資料館展覧会


