
時間=11:30-19:00 ［学校によって開始時間や終了時間が異なる場合があります］　会場=BankART Studio NYK

 1月

20日［日］– 27日［日］  多摩美術大学 造形表現学部 映像演劇学科 卒業制作展
  「風にのれ！～情熱 想像力 明日へのメッセンジャー～」   NYK全館

 2月

  2日［土］– 11日［月］  倉敷芸術科学大学　有志合同卒業制作展2013「十字路」   NYK / 1F Miniギャラリー

  2日［土］–   3日［日］  横浜国立大学教育人間科学部マルチメディア文化課程卒業制作展覧会2012 NYK / 3Aギャラリー

  6日［水］– 10日［日］  HAKUSHI2012 「境界 “ The Boundary ”」    NYK / 3Aギャラリー

  8日［金］– 11日［月］ 　　女子美術大学芸術学部メディアアート学科卒業制作展「eclosion」  NYK/2A・2B・スタジオ203

21日［木］– 25日［月］  和光大学芸術学科 卒業制作展2013「I-MY-ME…」   NYK/3F＋1F Miniギャラリー

27日［水］– 3月3日［日］  阿佐ヶ谷美術専門学校卒業制作・修了制作展2013   NYK/2A・2B・スタジオ203

27日［水］– 3月3日［日］  駒沢女子大学人文学部空間造形学科卒業制作展2013   NYK/1F NYKホール

 3月

  1日［金］–   3日［日］  全国合同卒業設計展「卒、１３」     NYK/3Aギャラリー

  8日［金］– 10日［日］  多摩美術大学プロダクトデザイン専攻卒業制作展    NYK全館

14日［木］– 17日［日］  TETSUSON2013       NYK全館

20日［水］– 24日［日］  横浜国立大学卒業設計作品展 2013     NYK/1F NYKホール

※お問い合せ＝各展覧会の主催［中面参照］

今年も卒業展のシーズンがやってきました。BankART1929では、
「卒展」を「学内にむけての展覧会」であると同時に、社会が共有す
る「未来の卵展」と位置づけ、広く市民や専門家に開いていきたい
と考えています。ここ数年、卒業展の会場としては全国でも人気の
ある場所のひとつになり、今年も12校の展覧会が開催されます。
美術・建築・デザイン・クラフト等の多種多様な作品が、天井の高い
BankARTの空間に、のびのびと展開されることでしょう。全て無料
の展示になります。是非皆様、お誘い合わせの上、ご来館ください。

The graduation exhibition season has come. BankART1929 
intends to present the graduation exhibition not only as the 
events within school but also as the opportunity for society 
to share the exhibition of the future talent, so that they 
may be seen by more citizens and experts. In these years 
BankART Studio NYK has become one of the popular venues 
for the graduation exhibition. This year, we invite 12 schools 
exhibitions including fine arts, architecture, design and craft 
works. Various pieces will be shown in the BankART space 
in their own ways. All exhibitions are free of charge. Please 
don't miss them!

〒 231-0002 横浜市中区海岸通 3-9  BankART Studio NYK　
TEL 045-663-2812

横浜みなとみらい線「馬車道駅」6 番出口 [赤れんが倉庫口 ]徒歩 5分
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卒業展・修了展・学生展　 2013年1月-3月

卒業展・修了展・学生展



女子美術大学芸術学部
メディアアート学科卒業制作展
「eclosion」
2月8日［金］－11日［月］ 
NYK/2A・2Bギャラリー・スタジオ203
最終日16:00 迄
主催：女子美術大学芸術学部メディアアート学科4年有志一同
042-778-6111
http://eclosion2012.web.fc2.com/

女子美術大学芸術学部メディアアート学科4年有志
による卒業制作学外展eclosion開催いたします。
メディアアート学科らしいデジタルとアナログの融
合などの幅広い表現方法を活用して、可能性を探求
した各々の個性的で自由な世界感を展開します。楽
しんでいただければ幸いです。
また、ささやかではありますが2月8日(金)18:00から
会場にてパーティーを開催いたします。よろしけれ
ばご参加ください。

女子美術大学芸術学部メディアアート学科は
デジタルやアナログ表現を活用し、平面に表現
に限ることなくデザイン・アートに関することを
幅広く扱っている学科です。
そのため枠に捕われることなく自由な発想で無
限大の可能性を緑豊かな相模原キャンパスで
探求することができます。その環境を活かし私
たちは日々制作研究を行っています。
相模原キャンパス:〒252-8538 神奈川県相模
原市南区麻溝台1900

阿佐ヶ谷美術専門学校卒業制作・
修了制作展2013

和光大学芸術学科
卒業制作展2013「I-MY-ME…」

横浜国立大学卒業設計作品展
2013

全国合同卒業設計展「卒、１３」

2月27日［水］－3月3日［日］
NYK/2A・2Bギャラリー・スタジオ203
主催：学校法人阿佐ヶ谷学園　阿佐ヶ谷美術専門学校
03 - 3313 - 8655
http://www.asabi.ac.jp/

阿佐ヶ谷美術専門学校は、1945年創立の東京都杉
並区にあるデザインとアートを学ぶ専門学校です。 
この度、今年度卒業生による「卒業・修了制作展
2013」を開催する運びとなりました。卒業生・修了
生それぞれが、集大成として制作した作品を展示し
ます。ぜひ、多くの方々にご高覧頂きたくご案内申
し上げます。
□ 27日（水） 14:00～オープニングイベント座談
会・サウンドパフォーマンス、17:00～ オープニング
パーティー

「精神の真の自由を獲得し、人間性にもとづく
社会の実現を目指す」という理念に基づき、美
術・デザインの初心者でも高度な制作手法と思
考が身に付く独自の学習システムを通じ、デザ
イン、映像、イラストレーション、マンガ、アート
など様々な分野の第一線で活躍する卒業生を
多々輩出してきました。2012年度にはキャラク
ターデザイン科を新設、常に時代と向き合いな
がら教育・研究活動の活性化と質の向上を図っ
ています。

HAKUSHI2012 
「境界 “The Boundary”」

横浜国立大学教育人間科学部
マルチメディア文化課程
卒業制作展覧会2012

倉敷芸術科学大学 有志合同卒業
制作展2013「十字路」

2月21日［木］－25日［月］
NYK/3F＋1F Miniギャラリー

3月20日［水］－24日［日］
NYK/1F NYKホール
最終日17:00 迄

3月1日［金］－3日［日］
NYK/3Aギャラリー
18:00 迄

2月6日［水］－10日［日］
NYK/2Aギャラリー
最終日17:00 迄

2月2日［土］・3日［日］
NYK/3Aギャラリー
2月3日は16:00 迄

2月2日［土］－11日［月］
NYK/1F Miniギャラリー

主催：和光大学表現学部芸術学科
連絡先：044-989-7488(代)
artstudy@wako.ac.jp
http://www.wako.ac.jp/artex

主催：横浜国立大学工学部建設学科建築学コース
”y-sa” 学生有志
Y-GSAオフィス：045-339-4071

主催：全国合同卒業設計展「卒、１３」
03-5481-3827（国士舘大学理工学部建築学系南研究室）
sotsuten_2013@hotmail.co.jp

主催：HAKUSHI
HAKUSHI2012年度代表
koheikanomata@gmail.com
080-4449-7576　http://www.hakushi.cc/

主催：マルチメディア文化課程有志
080-4448-4125　
multen.info@gmail.com

主催：倉敷芸術科学大学有志 十字路展実行委員会
090-7127-9755
asyamobi@gmail.com

芸術学科生約80名による渾身の卒業制作。今年の
コンセプトは「I-MY-ME…」。「I-MY-ME…」を強く
求め、見つけようとしている。「I-MY-ME…」とは、
不透明感や矛盾を抱えつつも、葛藤しながら生み出
した自らに対する答えを「MINE」として示し、“曖昧
な私を私のものにする”という意味です。展示作品
は絵画、立体、写真、映像、インスタレーション、デザ
インの各分野にわたります。

横浜国立大学において建築を学び、卒業設計に取
り組んだ学生の作品を展示します。会期中、建築家
として活躍するOBによるクリティーク・イベントを開
催予定です。

建築を勉強している大学生の集大成でもある卒業
設計を、異なる大学から有志で募り展示会を行いま
す。初日は建築家の先生方を招いて講評会を、二日
目には分野の異なるゲストによる談論会、最終日に
はワークショップを行います。また１０周年となる今
年のテーマを「建築学生文化祭」とし、作品を通し
て家族、友人、身近な人から様々な人と人がつなが
るきっかけとなる展示会を目指します。

現代の私たちは様々な境界に囲まれて暮らしてい
ます。それはある人に取っては隔たりであったり、新
しい接点であったり、ただ漠然と存在する事象で
あったりします。美術を学ぶ私達は、境界と言うテー
マに対して各々が独自の考え方で表現します。ま
た、多くの人に私たちの『HAKUSHI』と触れてもら
うことで、境界と言うテーマに対するメンバーの考
えを知ってもらい、アートやデザインに触れて欲しい
と考えています。

マルチメディア文化課程は学部の改組によって
2011 年度から募集を停止し、2012 年現在の3・4
年生の卒業によってマルチメディア文化課程は消滅
することになりました。所属学生は様々な分野で活
動をしながらも芸術大学ではないため、これまで課
程あげての卒展は行うことがありませんでした。そ
こで課程がなくなってしまう今、成果物である映像、
写真、インスタレーション、パフォーマンス等の展
示・上演企画を実施します。

同大学で芸術を学んできた大学生活の集大成とも
いえる４名の展示。倉敷での卒業制作展出品作品が
メインとなりますが、併せて新作の展示も行います。
卒業を迎え進学・就職の分岐点に立った現在、これ
までの制作から導き出した今後の制作活動の指針
など、各学生の答えが詰まっています。
□オープニングパーティー
2月2日［土］ 19：00 - 　NYK / 1F Mini ギャラリー

和光大学は1966年に創設された文科系総合
大学です。芸術学科は表現学部の中に設置し、
一学年が100名にも満たない小規模な学科で
すが、あらゆる芸術表現、デザイン、そしてメ
ディア編集に取り組んでいます。常に芸術は文
化であることを意識し、学生たちには批評性を
忘れずに隣接領域を渉猟することを奨励し、そ
の結果近年の卒業生たちは多方面に活躍して
います。
所在地：195-8585東京都町田市金井町2160

横浜国立大学における建築教育プログラムで
は、空間に対する興味や感受性豊かな人材を
求め、創造力と独創力をもち、自分の頭脳と手
を動かし、思考したことを表現できる人材育成
に取り 組んでいます。 建築デザイン分野では、
現代の建築・都市の デザインに関する教育・研
究に取り組み、建築をデザインすることを通し
て全人格的な教育を行っています。 
横浜国立大学：横浜市保土ヶ谷区常盤台79

「 卒 、」は「 そつてん 」と読みます。 
関東を中心に、全国から有志で集まった建築を
学ぶ学生で構成されており、建築学生の集大成
とも言える卒業設計の発表の場所を設け、より
多くの人に建築のすばらしさや楽しさを伝えら
れるよう1年かけて企画・運営していきます。大
学・学年・地域を超えて様々な学生と意見を交
わし、刺激し合いながらフラットな関係を目指
しています。 

私たちHAKUSHIは多摩美術大学情報デザイン
学科を中心に2011年に活動を開始した国際グ
ループです。現在は国籍、学科、学校、学生や社
会人の枠を超えたメンバーが参加し、お互いが
別々の視点から関わり合う事の出来る制作活
動の場となっています。アジアのメンバーを主
体としたHAKUSHIは日本国内を拠点とし、国外
への展示なども行っています。

本課程は、数理科学や言語学といったコン
ピュータ科学の根幹を支える領域から、演劇や
映画といった旧来からすでにマルチメディアを
実現している文化活動までを扱う。文系、理系
といった枠にとらわれず、マルチメディアが作り
出す環境そのものを理論的に考察し、その文化
を能動的に発信する。現在は理系が理工学部、
文系が人間文化課程と改編し、新たな枠組み
へ歩みを進めている。
常盤台キャンパス：神奈川県横浜市保土ヶ谷区
常盤台79-2

瀬戸内海を見下ろす大平山にキャンパスを構
える岡山県倉敷市の私立大学。芸術と科学の
融合を目指し、芸術学部・産業学部・生命科学
部の三学部を設置しております。さらに芸術学
部は美術工芸学科・デザイン学科・メディア映
像学科の三学科に分かれ、伝統工芸からメディ
アアートまで様々な芸術分野を研究、追求して
います。

駒沢女子大学人文学部
空間造形学科 卒業制作展2013
2月27日［水］－3月3日［日］
NYK/1F NYKホール
18:30迄
主催：駒沢女子大学　空間造形学科
駒沢女子大学空間造形学科
042-350-7111（内線420）
m-saitoh@komajo.ac.jp
http://www.komajo.ac.jp/uni/faculty/spacedesign/index.html

この展覧会は「くらしの環境」をトータルに理解し、そし
てデザインを提案できる事を目標として学んできた
学生たちの4年間の集大成です。建築・インテリア・プロ
ダクト・陶芸、各分野からのジャンルを問わない多彩な
発想と提案を見てください。

駒沢女子大学空間造形学科は建築デザイン
コース、インテリアデザインコース（インテリア・
プロダクト・陶芸・織）があります。2年生までは
ジャンルの区別なく学生の選択により建築・イン
テリア・プロダクト・陶芸・織を自由に学ぶことが
でき、3年生より専門コースへと進んでいきます。
この過程を通してジャンルを超えた「くらしの環
境」をトータルに理解し、またデザインできるリビ
ングデザイナーの育成を目標にしています。
東京都稲城市坂浜２３８

多摩美術大学造形表現学部
映像演劇学科卒業制作展
「風にのれ！
  ～情熱 想像力 明日へのメッセンジャー～」

TETSUSON2013

1月20日［日］－27日［日］　
NYK/全館 (土日はトークショー開催につき21:30迄)

3月14日［木］－17日［日］
NYK/全館

主催：多摩美術大学 造形表現学部 映像演劇学科
03-3702-9410
info.eess2012@gmail.com

主催：TETSUSON2013実行委員会
090-2847-8047
2013info@tetsuson.com
http://tetsuson.com/

映像演劇学科は一言に括ることのできない表現を内
包しています。本展は映像20作品、上演7作品、及び
15人の展示作品を予定しており、会期中毎日表情を
変え、ご来場毎に新しい歩みを発見できる構成となっ
ております。作品から発信されるテンポは不揃いで、
困惑させるでしょう。しかし揺るがされた歩行は、日常
から自己防衛的に生み出された歩みでは気づけない
価値や新しい関係をすくいとることができるのではな
いでしょうか。

TETSUSON2013とは、2001年に創設され今年で
13年目を迎える日本最大級の卒業制作展示会です。
学内や同分野で完結してしまう事が多い学生同士の
交流を、ジャンルや学年の壁を超えて、立体的に関
係性が広まっていくことを目指します。
□14日[木]19:00からは開催を記念したパーティー
企画を、17日[日]には公開審査を開催致します。

ライヴ表現としての特質を持つ演劇やダンス、記録表現とし
ての特質を持つ映画や写真。これらの多彩な領域を往還可能
なカリキュラムの中で、一人ひとりが独自の〈表現〉を探ってい
きます。企画立案から作品制作、公開発表のプロセスを繰り返
し、実践を重ねます。プロデュース力や創造力を磨き、主体的
な表現活動を継続していく人材を育むため、演劇と映像の両
領域を〈身体〉というメディアに繋いで〈表現〉を発信すること
を目標とします。
上野毛キャンパス：東京都世田谷区上野毛3-15-34

TETSUSONとは、学生主体で運営する、学生クリエイタ―のた
めの卒業制作合同展示会です。2001年に発足して以来、分
野・大学・国などのあらゆる枠を超え、2000名を超える参加者
と共に、その時代ごとに新しい可能性を追求してきました。
様々な人々との交流のなかで新たな繋がりが生まれ、発展し
ていくことを目指します。
2002年度、グッドデザイン賞受賞。
2007年度、日本イベント大賞特別賞受賞。

多摩美術大学プロダクトデザイン専攻
卒業制作展 2013
3月8日［金］－10日［日］
NYK/全館 最終日18:30迄
主催：多摩美術大学プロダクトデザイン研究室
042-679-5624（電話受付時間 月～土　9:00～17:00）
taupdd.gwe2013@gmail.com
http://www.facebook.com/taupdd.gwe

多摩美術大学プロダクトデザイン専攻による
BankARTでの初の卒業制作展です。構造や造形の
可能性を徹底的に追求したモノ、モノと人との関係を
捉え直し、新しさを探求した提案等、70を超える個性
豊かな作品が集まりました。私達はまもなく社会へ飛
び立ちます。学生時代の制作・研究の集大成である本
展覧会から、私達の感性を感じて頂ければ幸いです。

多摩美術大学プロダクトデザイン専攻では、私達の生活を支
えるあらゆるモノに関わるデザインを学び、人々の生活を豊
かにすることを使命と考えています。学生の感性や能力をより
高める為、３つの方向性でスタジオを設定し、個々のビジョン
に合わせたカリキュラムを組んでいます。また海外大学や国
内外メーカーと積極的な共同研究を行い、世界で活躍するデ
ザイナーの人材育成を目指しています。
東京都八王子市鑓水2-1723

時間=11:30-19:00 ［学校によって開始時間や終了時間が異なる場合があります］　
会場=BankART Studio NYK

卒業展・修了展・学生展　 2013年1月-3月

全館使用
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3月


