
目の前のことが好きで一生懸命になれたら、
ちゃんと自らの道は開かれる。

OB・OGからのメッセージ大　学　生　活　紹　介

はじめまして、岩田壮平です。現在、作家活動と大学の教員をして
います。河合塾で学んでいた当時、高校３年生でしたが、私は絵を描
き始めたのが高校２年生の冬期だったか３年になる春期だったかの講
習からでした。受験生のときは専科で学びましたが、たくさんいる周
りの仲間に比べ私は絵が下手くそで、にも関わらず負けん気だけは強
かったように思います。
東京芸大も愛知芸大も多摩美大・武蔵野美大も受験しましたが落ち
てしまいました。ただ唯一、金沢美大に合格し、悦び勇んで金沢での
大学生活が始まったわけです。
大学在学時代は土地柄もあり、古美術や美術工芸が当たり前のよう
に身近にありました。しかし大学での制作に至っては、それよりも海
に潜ったり釣りや投網に凝ったり冬はスキーばかりをしていました。
大学は実技の授業のほかに学科の授業もありましたが、ほぼ遊んでい
た思い出しか…ありません。
大学時代、制作に関してもちろん何も描いていなかったわけではな
く、絵を描くことは好きだったので、気が向いた時間に好きなものを
描いていました。
最近の大学の授業は、どこもしっかりと先生が教室を周り、学生と
コミュニケーションをはかりつつ指導をしてゆくのが当たり前となり
ましたが当時は、先生方も緩やかであまり指導らしい指導をするとい
うよりも、先生と生徒が一緒になって遊んでいたように思います。
日々、先生と一緒に釣りをしたり、ときにご飯を奢ってもらいながら、
互いに他愛もない話をする毎日がそこにはありました。

そのような中でのある日の会話のやり取りが一つ。先生と一緒にご
飯を食べながら、こう尋ねたことがありました。
「私は大学を卒業したあと、作家になることはできるのでしょうか？」と。
そんな漠然としたことをふと先生に聞きました。その応えは、
「そんなこと、私にはわからない。わからんが、神様がお前に絵を描
き続ける道を授けるのならば、ちゃんとその道に進むだろう。が、し
かし神様がお前にそれ以外の道でもっと素晴らしい道がある。そちら
へ進む方が幸せだ。とご判断されたら、きっと自然にそちらへ進んで
行くだろう。だから、そんなことを考えるよりも描くことが好きだっ
たら、いまは一生懸命それをやるしかないだろう」と、…。
他にも先生との対話はあるのですが、その中でもとくに印象深く、
このときの言葉はいまもなお事あるごとに思い出されます。悲しいと
き、嬉しいときも、その言葉を思い出しては、「大丈夫！自分はきっと
これで大丈夫」と、言いながら自らに起こるできごとを受け止めつつ
今までやってきたように思います。
現在、大学で教員をしていますが、学生達と接するたびにさまざま
な将来の不安と悩みを聞きます。その都度にこのエピソードを交えて
伝えています。
“先のことは確かにわからない、でも大丈夫！いまどんなに劣勢で不
安があっても、幸せ過ぎてかえって不安になっても、なんにも無いか
ら不安であっても、大丈夫。きっと、目の前のことが好きで一生懸命
になれたら、ちゃんと自らの道は開かれる” ってね。

金沢美術工芸大学　大学院美術工芸研究科絵画専攻修士課程修了
1995年度 日本画専科
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岩田 壮平さん
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武蔵野美術大学　日本画学科　教授
金沢美術工芸大学　非常勤講師
日展会員

充実した生活を送りたい人には良い大学です。

愛知県立芸術大学は自然に囲まれた場所にあります。そのた
め友人たちと虫を取りにいったり、染物に使うための植物を採
集したりなど、自然が近くにあるからこそできることがたくさ
んあります。また自然だけでなく設備も整っており、床暖房や
コロナ対策のサーキュレーターなど充実しています。
私がこの大学で一番素敵だと思うところは、大学にいる人達
の人柄です。突然ホットケーキを大量に焼き配布する人や、作
品なのか落書きなのかわからないものが道に描いてあったり、
大学ってこんなに自由でこんなにおもしろい人がたくさんいる
のだと感動しました。
この大学では同じアトリエで12人の同級生と制作するため切
磋琢磨することができ、困った時には教授方の的確なアドバイ
スを頂けます。
その人の考え方によると思いますが、制作も大学生活も充実
させたい人には良い大学だと思います。

愛知県立芸術大学　日本画専攻３年
2018年度 日本画日曜専科／2019年度 日本画本科
東邦高校出身

神谷 明音さん

自分らしさを応援してくれる人たちに出会えました。

私が東京芸術大学にきて最も良かったと思うのは、全国からさまざまな人が集まっ
ているので、多角的な視野が広がったことと、自分らしさを応援してくれる人たちに
出会えたことです。
まず、古美術研究旅行や、国宝模写を行える大学独自のカリキュラムはもちろん、
高いクオリティで共同制作したり、極め合えることを楽しめる点については、唯一無
二の大学だと思います。
東京にはたくさんのギャラリーがあり、画家本人にお話を伺えたり、アシスタント
になって考え方を学べる機会も多いです。日常に古典から最先端のものまであるので、
知識やセンスが磨かれます。
また私の場合、元は病がありました。だけど芸大に入ると、本当に多様な人がいて、
世の中はこんなにも自由で広いと知り衝撃。そんなおもしろくて変な人達と関わりを
続けるうち、少しずつ、自分らしさを受け入れてゆき、いつか同じように苦しんでい
る子を、美術の仕事を通して助けられる人になりたいと考えるようにもなりました。
そこではじめて、生きている楽しさに気づき立ち直ったのです。今の私があるのはあ
のとき芸大に挑戦したからに他なりません。芸大受験は、ただ絵がうまくなるだけじゃ
なく、誰もが人として飛躍できるチャンスでもあります。
みなさんも、まだやりたいことがわからなかったら、ぜひ芸大をめざしてみてほし
いなと思います。もしかしたら、そこでこそ生きやすく、本当のやりたいことが見つ
かるかもしれないですよ。

東京芸術大学　日本画専攻３年
2018年度 日本画専科／2019年度 日本画本科
東邦高校出身

加藤 愛理さん

１. Eden（万象）
２. Eden（海の記憶）

３. アトリエ風景（国宝模写）
４. 研究会の様子

１. 『草本花卉墨畫』第9回改組新日展より
２. 『何も見えない』第7回改組新日展より
３. 『花泥棒ー雪月花時最憶君』第6回東山魁夷記念日経日本画大賞展より
４. 『flower's spirit』
５. REALISM 現代の写実ー映像を超えて 東京都美術館より
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