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毎年恒例の図書館文化講演会が11月５日（木）、本学大宮キャンパスで開催されました。

今年は備前焼作家の的
まと

野
の

求
もとむ

氏をお招きし、10号館４階1041教室で、備前焼の歴史について講

演会を開催しました。

的野氏は1968年、本学工学部工業経営学科（現：技術マネジメント学科）をご卒業後、備前

市役所勤務を経て、1973年に備前焼作家として独立され、活発な創作活動を展開しておられま

す。

講演では、的野氏の豊富なご経験と該博な知識に基づき、備前焼の特徴や発展過程などが、

優しく素朴な語り口で懇切丁寧に説明され、とても有意義な講演会となりました。

以下、当日の講演会「備前焼の歴史について」の要旨をご紹介します。

岡山に江戸時代の藩校で特別史跡になっている閑谷
しずたに

学校
がっこう

がある。秋には紅葉が美しいが、屋

根の瓦は全て備前焼で作られている。

備前焼は、旧式土器（縄文式土器、弥生式土器）から須恵器へと発展し、律令制度が確立さ

れた後、瀬戸内市内の寒風
さむかぜ

という地域で寒風窯が発達した。寒風窯は高温を維持でき、強く焼

き締められ、壊れにくく水漏れもない陶器の作成が可能になった。これが時の権力者の庇護を

受け、備前焼の前身となった。905年の延喜式
えんぎしき

で、焼き物の生産量が多いのが備前
びぜんの

国
くに

だという記

載がある。平安時代の終わり頃には律令制度の崩壊がはじまり、陶工に対する庇護がなくなっ

た。そこで庶民が日常使う焼き物が作られるようになり、平安末期から鎌倉時代初期にかけて、

備前焼の特徴を備えることとなった。
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室町時代には経済活動が盛んになり、備前焼の強さと耐久性の良さが歓迎された。備前焼の

摺鉢は投げても割れないとか、茶碗を使うと中風
ちゅうふう

にならないという言い伝えが生まれた。室町

末期から安土桃山時代にかけて、千利休や古田
ふるた

織部
おりべ

など茶道の師匠が出て、備前焼の素朴さが

珍重された。桃山時代を過ぎると世情が安定し、窯が山麓から平地へおりてきて、幅5メートル、

長さ90メートルのような大型の窯が作られ、共同で焚くようになった。

豊臣秀吉の朝鮮出兵の時に、日本に連れて来られた陶工たちは、伊万里や有田で磁器の作成

を始めた。陶器が土の粘土をこねるのに対し、磁器は石を砕いて粘土にして使用する。磁器に

対し備前焼の陶器が競合し、互いに技術の向上を図った。

江戸時代には池田藩の保護のもと、窯奉行が任命され、陶工に扶持
ふち

を与えた。良い作品は参

勤交代の時に、朝廷や将軍への献上品として使われた。備前焼が全国的に広まったのは北前船
きたまえぶね

の存在が大きかった。

明治に入って池田藩

の庇護が受けられなく

なり、日常使用するも

ののほか、土管なども

作るようになった。し

かし、その状況の中で

も芸術作品といわれる

ものを細々と作り続け

た。備前焼では故金重

陶陽ほか、これまで5人

の人間国宝を輩出して

いる。現在は400人以上

の作家が活動している。
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講演会に引き続き、大宮キャンパス10号館２階ものづくりセンターで陶芸教室が開催され、

29名の教職員、学生、市民のみなさんが、的野氏とご子息のご指導をうけながら、陶芸に取り

組みました。

はじめに、的野氏のご子息が電動ろくろを使って手本を実演され、見事な手さばきに、参加

者から感嘆の声と拍手がおこり、井上学長も熱心に見学されていました。

その後、参加者のみなさんが手動ろくろを使って約１時間40分、思い思いに自分のイメージ

する作品を製作しました。なかでも、陶芸の部屋“夢雲
ムーン

”のみなさんは、経験豊富な慣れた手

つきで次々と作品を作り上げていました。

今回の開催にあたり、知的財産学部の大谷

真弓先生をはじめ、夢雲のみなさんには、会

場設営、作陶支援、後片付け等、様々な面で

本当にお世話になりました。厚くお礼申し上

げます。

なお、今回は備前の土を提供していただき、

的野氏のご好意により備前の窯で焼いていた

だくことになりました。本物の備前焼が誕生

いたします。

以下、参加者の感想の一部を紹介いたします。

的野求先生のご講演や実技のご指導を通して、感じましたことをいくつかお伝えいたします。

備前焼は渋く、花入れは花が長持ちする、酒器は酒がうまくなり、なにより手作りの温かさがあります。備

前焼の特徴は釉薬（ゆうやく、うわぐすり）を使わず、松割木で焼き締めますが、このときの炎のあたり方や

灰のかぶり方によって、表面に様々な模様や色合いが生じます。備前焼は2週間も焼き締めているので非常に

強いものです。釉薬をつけていないので、表面に土の粒子のでこぼこがあり、ビールを備前焼のグラスに注い

だときには泡がよく立ちます。的野先生は電動ろくろでひくとき、２～３回でさっと完成させるように集中さ

れていました。配られた備前の土は、なめらかな粒子の土の中に細かい石も入っていて、ふしぎな粘着性を持

っていました。

今回嬉しかったことは、的野先生が丁寧に話しかけてくださり、息子さんも一人一人に何度も指導していた

だいた事です。お二人とも伸びやかで優しいお人柄であり、素朴な自然美と偶発的な面白さのある備前焼の良

さそのものだと思いました。子が親の仕事を継ぐ、親子の情もいいと思いました。ご卒業された学校で、この

ように後輩や一般の方に講演と実技を指導してくださるのは、とてもすばらしいことだと思います。科学技術

の習得や生産・販売の厳しい競争社会の中で、学校だからこそ、自然や技術の原点を考えるこのような心を癒

す活動がとても重要かと思います。私も夢雲
ムーン

のスタッフとして、頑張る大学生を応援していきます。

校友会、学園、図書館で、これからもこのような有意義な活動を続けて下さればありがたいと思います。

（常翔学園高校生の保護者, 女性）

「感想1」
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今年満七十二才の私は、若い先生、学生さん方にまじって、陶芸の部屋“夢雲
ムーン

”でお世話になっている者で

す。そして、備前焼作家、的野先生の講習に参加させていただき、大へん楽しくいい勉強をさせていただきま

した。

的野先生、ご子息お二方にご指導いただき、下手ながらもすんなり抹茶碗が出来ました。素朴な先生方のお

人柄にもひかれ、是非岡山の的野先生の工房を見学させていただきたいと思います。又、いいチャンスに恵ま

れます事を望んでおります。ありがとうございました。
（近隣住民, 女性）

私は、父母が倉敷の出身なので、以前から備前焼が身近にありました。そして年を重ねるごとに、だんだん

と備前焼の土の色や風合いの中に素朴さ、そして力強さを感じて惹かれていきました。花瓶や湯のみとして日

常生活の中で使えば使うほどに味わいを楽しめます。今回はその備前焼のお話と制作が体験できて、大変うれ

しく思いました。歴史は古く千年以上前に遡ると知り、また初期のころは日用雑器として生まれながら、やが

て美術工芸品として高められたこともよくわかりました。

備前焼の良さは、やはり焼き色だと思います。自然の炎が生み出す色合いは、まさに人間の力の及ばぬとこ

ろにあり、どのように焼きあがるかわからぬ楽しみがあります。今回つたない作品ですが、出来上がりを楽し

みにしております。先生にはご子息とも優しくご指導いただき、感謝しております。ありがとうございます。

（大阪工業大学学生の保護者, 女性）

「感想2」
今回の備前焼の講演と体験は、備前焼を知るいい機会になりました。真摯な備前焼作家の朴訥ではありまし

たが、心のこもったお話が心に残りました。作品の出来上がりがとても楽しみです。有難うございました。

（大阪工業大学学生の保護者, 女性）

「感想3」

「感想4」
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2009年度　図書館展示会が開催されました

10月31日（土）～11月７日（土）、恒例の図書館展示会が

大宮本館４階第２閲覧室で開催され、工大ウォッチング大

賞応募作品や本学出身芸術家の作品、本学卒業生の作品を、

多くの方が熱心に鑑賞されました。

どの作品からも工大への深い愛情が感じられ、今後も是

非続けて欲しいという希望が寄せられると共に、工大が谷

甲州、たなかじゅん両先生の活発な創作活動の礎
いしずえ

となって

いることが再認識され

ました。

また、工大と常翔学園の長い歴史を紹介するパネルやＤ

ＶＤの上映も好評で、卒業生のご活躍や現役学生の学生生

活が垣間見え、大変興味深く拝見させていただき、本当に

有り難かった、などの感想が寄せられました。

2009年度　工大ウォッチング大賞が決定しました!!

大阪工業大学の名物行事「工
大ウォッチング大賞」に、今年も
多くのみなさんが素晴らしい作
品を応募してくださいました。
心より厚くお礼申し上げます。
どの作品も今の工大を、書道、
絵画、写真、陶芸、カレンダー、
ロゴ集、動画と、若い感性で自
由かつ個性豊かに表現していま
す。大宮本館では10月31日（土）～11月７日（土）、枚方分館では12月１日（火）～12月10日（木）
の期間、多くの方が熱心に鑑賞しました。
そして、12月10日（木）、大宮本館２階ロビーで工大ウォッチング大賞表彰式が開催され、11
月11日（水）の第２回図書館運営委員会で厳正に審査された入選作品が発表されました。

氏　名 テーマ 所　属

大　賞

優秀賞

優秀賞

佳　作

佳　作

佳　作

佳　作

奨励賞

上　田　泰　士

内　海　美　沙

山　下　貴　士

小　高　由　紀

梶　本　雄　平

池　内　　　淳

行　田　一　貴

村　瀬　健　太

学生歌（書・調和体）

工大ウォッチングカレンダー（カレンダー）

枯紫陽花釉丸壷（陶芸）

大阪工業大学と淀川（陶芸兼フラワーアレンジメント）

秋の夜の河川敷（陶芸）

淀川（写真）

雷魚図（水彩）

遊魚（絵画）

情報科学部情報ネットワーク学科2年

工学研究科都市デザイン工学専攻修士2年

工学部応用化学科3年

工学部生体医工学科3年

工学部生体医工学科2年

工学部技術マネジメント学科2年

工学部応用化学科3年

工学部電子情報通信工学科3年
※奨励賞は展示会の入場者の投票結果を参考に図書館で選定しました。

2009年度　工大ウォッチング大賞　入選作品
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2009年度　工大ウォッチング大賞入選作品紹介 

このコーナーでは工大ウォッチング大賞入選作品をご紹介します。

大学生活が２年目に

なり、これまでの交流

の輪がさらに広くなり

ました。今後、さらに

多くの方と知り合い、

友好関係が続くように

と、学生歌を書いてみ

ました。

様々な角度から工大とその周辺を写し、カレン
ダーにしてみました。写真立てには、河川敷にも
よく捨てられているハンガーを使用しました。

大阪工業大学前にある紫陽花をイメージした釉
薬を作り、これを用いて花の青、葉の緑、それら
の枯れた茶を一つの作品に表わしました。

情報科学部情報ネットワーク学科２年　上田　泰士　

学 生 歌　（書・調和体）

工大ウォッチングカレンダー（カレンダー）

工学研究科都市デザイン工学専攻修士２年
内海　美沙

枯紫陽花釉丸壷（陶芸）

工学部応用化学科３年
山下　貴士

優秀賞には次の２作品が選出されました。
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大阪工業大学と淀川（陶芸兼フラワーアレンジメント）
工学部生体医工学科３年　小高　由紀

淀川（写真）
工学部技術マネジメント学科２年 池内　　淳

秋の夜の河川敷（陶芸）
工学部生体医工学科２年　梶本　雄平

雷魚図（水彩）
工学部応用化学科３年　行田　一貴

工大の噴水や池に魚が泳いでいるのはご存じでしょうか？普
段は授業等であまり目にかける人は少ないと思います。しかし、
偶に見つけると「あ、魚だ」と小さな喜びを感じてしまいます。
縦にそびえ立つ校舎の間の小さなスペースで悠々と泳ぎ続ける
魚。たとえ目立たずとも、悠々と泳ぎ続ける彼らの生き方に何
かを学ぶことができたらと思い、私は彼らをテーマにしました。

しっかりとした器（土台）に生命力の強い野の
花（集まる人々）と、成長して手をかけて完成さ
せる花（技術、文化）を表現しました。

夜の淀川の河川敷と、その闇の中で風に吹かれ
て揺れるすすきをイメージして作りました。夜だ
けれど、月や星、対岸の明かりに照らされて、淡い
黄金色となったすすき。二つの蓋は、夜空と河川の
すすきをそれぞれ表現した色合いになっています。

大阪工業大学の横を流れる淀川と、大学周辺の
街並の調和を表現してみました。

裏のワンドに住む魚です。

遊魚（絵画）
工学部電子情報通信工学科３年

村瀬　健太

佳作には次の４作品が選出されました。
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2009年11月12日（木）、13日（金）の２日間にわ

たり、枚方市立長尾西中学校の生徒４名が枚方分館

に職場体験に来ました。

カウンターでの貸出・返却や、図書の装備、配架

（返却された本を書架へ戻す）、雑誌の廃棄、閉架書

庫の整理などの作業を色々と体験して頂きました。

生徒たちは、慣れない仕事で緊張し戸惑いながら

も、楽しく働いていました。

先生方や学生達も、中学生の慣れない手つきで一

生懸命貸出、返却をしている姿を優しい眼差しで見

守ってくれていました。

皆様、ご協力ありがとうございました。

常に成長！前進！広がる常翔教育！
大阪工業大学図書館報「ぱぴろにくす」 No.81（2010.1）
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★　生徒の感想　★
・体力を使う仕事もあり大変でした。
・図書館は本の貸出だけだと思っていたけど、大変だなと思いました。
・親切に教えてもらって、ありがとうございました。
・優しく教えてもらって、やりやすかったです。

女性ばかりなので、重労働はどうなるかと思いましたが、
若さなのか、黙々と作業をしてアッという間に予定をこな
していました。大変な作業も、一生懸命に取り組んでくれ
ました。
この職場体験が生徒達のいい経験になればと願っており

ます。


