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出展資料リスト 

    
出展資料リスト 

  

 
環境・建築デザイン学科 
 
花田佳明先生のオススメ！ 

「哲学的思考」 を養うならこれだ！ 
 

哲学の謎 

野矢茂樹／著  講談社現代新書 

図書  請求記号： B104 / NOY【貸出用複本有り】 
 
哲学の本というと学生諸君はどんなイメージをもつだろ

う。人生とは？愛とは？死とは？そんなことが書かれた本

だと思った人はぜひ本書を読んでほしい。本書にはそんな

辛気くさい話は登場しない。その代わり、「生物が絶滅し

て見るものがいなくなっても夕焼けは赤い？」「すべては

夢で世界は 5 分前に始まった？」「時間が流れるとしてそ

の速度はどれくらい？」といった不思議な問いとそれを巡

る対話が並ぶ。そして読者は、実在・時間・行為・知識・

自由といった言葉の意味、さらには言語それ自体が解体さ

れ、自分の足元が崩れ落ちる瞬間を目撃するだろう。本来

の哲学とは、人間の思考の限界を言葉という武器によって

知ろうとする、危険でしかもこの上なく魅力的な作業なのだ。 

あなたの哲学観はもちろん、ものを考えるという行為に対

する意識が大きく変化すること間違いなし。だまされたと

思って読んでほしい。そしてこの著者の別の本、たとえば

同じ講談社現代新書の『無限論の教室』（B410.1/NOY）など

へと読み進んで行くことを希望する。 

 

 
宮本万理子先生のオススメ！ 

「エコロジカル・ランドスケープ的思考」 
を養うならこれだ！ 

 

デザイン・ウィズ・ネーチャー（Design with Nature） 

イアン・L・マクハーグ／著  集文社 

図書  請求記号： 361.7 / MCH 【貸出用複本有り】 
 
Design with Nature は，米国ランドスケープ・アーキテ

クトであるイアン・マクハーグによって出版された書籍で

す。マクハーグは 1954 年よりペンシルベニア大学で教職

に従事し，同大学にランドスケープ・アーキテクト＆地域

計画学部を創設しました。その後米国環境庁において地球

環境データを見据えた米国の環境調査並びに環境施策研

究に従事した人物です。本書では，都市を生態学的視点か

ら科学的に調査・分析する手法が紹介されており，こうし

た手法はその後の地域計画等を専門とする人々に大きな

影響を与えました。本書が出版されて 20年近くが経ちま

すが，時代を問わず，都市計画，地域計画，ランドスケー

ププランニングを学ぶ人に愛されつづけている書です。 

 
 

  

クラフト・美術学科 
 
友定聖雄先生のオススメ！ 

「独創的思考」 を養うならこれだ！ 
 

アイディアのレッスン 

外山滋比古／著  ちくま文庫 

図書  請求記号： B141.5 / TOY【貸出用複本有り】 

 

皆さんは「セレンディピティ」という言葉を知っているで

しょうか？ 

芸工大のギャラリーの名前である「セレンディップ」と関

係する言葉である事は想像できますが、この意味を知る人

は少ないかもしれません。簡単にいえば「棚からぼたもち」

と言うような意味です。我々クリエイティブな仕事を目指

す者にとっては、誰もがアイディアが天から降ってくる事

を待ちわび、望んだ事がある事と思います。そのような、

「たなぼた」のアイディアがどのようにすれば天から降っ

てくるのか、或は、地面から湧いてでてくるのか、そのヒ

ントがこの本にあります。 

 

 

さくまはな先生のオススメ！ 

「現代アート的思考」 を養うならこれだ！ 
 

Sensation : Young British Artists  
from the Saatchi Collection 

Brooks Adams／【ほか】著  Thames and Hudson 

図書  請求記号： 702.33 / SEN【貸出用複本有り】 
 

伝説のアートコレクター、チャールズ･サーチ氏のお眼鏡

にかなった作品群が一挙に紹介されている本著。現代アー

トを語る上で外せない一冊である。ヤング ブリティッシ

ュ アーティスト、Young British Artistsの頭文字をと

って YBA。90年後半のロンドンはまさに YBAムーブメント

の花盛り。ロンドン中のアート学生らの目が恐ろしいほど

の迫力でギラギラと輝いていた。背広を粋に着こなしたサ

ーチ氏や辣腕ギャラリストらが卒展会場を闊歩する姿。そ

して、それを神妙な面持ちで見守る学生。期待、渇望、羨

望、落胆、様々な感情が渦巻く会場。留学生の端くれだっ

た私にとっても、あの独特の空気感は未だに忘れることが

できない。本著で紹介されているデミアン・ハーストの出

世作であるサメのホルマリン漬けの作品は、今なお、異彩

を放っている。また、ロン・ミュエックの床に寝転がる小

さな男「Dead Dad（死んだ父）」のハイパーリアルな彫刻

作品は、背徳感に苛まれつつ思わず笑ってしまうほどの絶

妙な仕上がりである。YBAが終焉しても、作品の根底にあ

る反骨精神とアーティストらの表現することへの貪欲さ

は決して色褪せることはない。 

 

  
映像表現学科  
 
本橋秀之先生のオススメ！ 

「妖界的思考」 を養うならこれだ！ 
 
妖鬼化（むじゃら) ① 
関東・北海道・沖縄編 
水木しげる／著  ソフトガレージ 

図書  請求記号： 726.1 / MIZ / 1【貸出用複本有り】 
 
水木しげるの妖怪原画集。恐ろしい異形たちがどこかユー

モラスに感じられるのは、それぞれの妖怪の解説文も書か

れた水木先生のおおらかさによるものでしょうか。 

不似合いな場所に見えた怪しい影、不気味な物音。そんな

不可解な現象に、多くの人たちが納得しやすい物語と名前

が付けられることによって、数々の妖怪たちが生まれてき

ました。地域によって付け加えられる物語が少しずつ違っ

ているのも興味深いものです。 

繊密に描き込まれたオールカラーの妖怪画をつらつら眺

めるだけでも十分に楽しめますが、情報ツールのない時代

に口伝えでじわじわと認知度が広がっていく過程を想像

するのも面白いかも。 

 

 

吉田雅則先生のオススメ！ 

「自然観察的思考」 を養うならこれだ！ 
 

生き物の描き方 : 自然観察の技法 

盛口満／著   

図書  請求記号： 725 / MOR【貸出用複本有り】 

 

デザインやアートを志す者にとって、自然の造形はインス

ピレーションを刺激する格好の材料です。 

わざわざ野山に出かけたりせずとも、少し戸外を出歩けば

自然に目にする何気ない草花や虫、そうしたありふれた存

在でも、よくよく観察してみれば思ってもみなかった「カ

タチ」を発見できることがあります。 

そこで見つけ出した気になるカタチをスケッチし、描き止

めてみてはどうでしょうか。そんな習慣が身に付けば、き

っと自分の創作にも新しい風を呼び込めるはず。でも、そ

うは言ってもどうもスケッチは苦手…。というあなた。こ

の本は、そんなあなたに是非手にとって欲しい一冊です。 

 

  
まんが表現学科 
 
橋本英治先生のオススメ！ 

「人生の終末的思考」 を養うならこれだ！ 
 

人間臨終図巻 上・下巻 

山田風太郎／著  徳間書店 

図書  請求記号： 914.6 / YAM / 1～2 

【貸出用複本有り※】 
 
人間の死亡率は 100％です。例外は寡聞にして聞いたこと

がありません。「この人々はあなたの年齢でこんな風に死

んだ」と帯にある山田風太郎渾身の「人間臨終図巻」。遅

かれ早かれ誰もが終わりを臨む日（臨終）を迎えるはずで

す。この本は自分の生き方を他人の年齢を通して考える書

籍です。一年に一度は必ずページをめくります。そう、自

分の誕生日に。死ぬまで手放せない本となることは必定で

しょう。はたしてあと何回めくれることか。「八百屋お七」

（15歳）から「泉重千代」（121 歳）まで登場します。 

山田風太郎作品は、忍法帖から時代もの、明治もの、現代

ものと多数あります。どれも面白い作品ばかりです。柳生

十兵衞ものは特におすすめです。 

 

※貸出用は「人間臨終図巻 1～4」＜新装版＞ 徳間文庫  
              B914.6/YAM/1～4 です。 
 

 

西村太一先生のオススメ！ 

「瞑想的思考」 を養うならこれだ！ 
 

シッダールタ 

（「世界文学大系 55巻 ヘッセ・カロッサ」 
               筑摩書房 所収） 
ヘルマン・ヘッセ／著 

図書  請求記号： 908 / SEK / 55【貸出用複本有り※】 
 
不思議感におそわれる本である。主人公シッダールタがお

釈迦さまと同じ名前でありながら、釈尊本人ではない一代

記。しかし、釈尊の葛藤・苦悩の人生をそのまま踏襲する

かのようなシッダールタの人生がたどられる。パラレル・

ワールドの人物が同じ世界にたちいたったかのような SF

的おもしろさ。 

彼を苦しみから解放するのは、彼が出会う釈尊ではなかっ

た。「ひとりの人間（＝息子）を愛し、愛に夢中になり、

愛ゆえに痴人」となった彼、断ち切れない愛執から彼を救

うのは・・・・。 
 

※貸出用は「シッダールタ」新潮文庫 B943 / HES です。 
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出展資料リスト 

    
出展資料リスト 

  

 
基礎教育センター 
 

久冨敏明先生のオススメ！ 

「考現学的思考」 を養うならこれだ！ 
 

考現学入門 

今和次郎／書  ちくま文庫 

図書  請求記号： B380 / KON【貸出用複本有り】 

 

常に鞄にコンベックス（巻尺）を入れている。日常生活や

旅先の街で気になる場所やモノを測るためだ。最新の計測

は京都の先斗町の最も狭い道幅=1510mm だ。計測すること

でその周辺の状況も合わせて把握することができる。この

ような観察と計測がいつの日か記憶の奥底から湧き出て

きてデザインをつくり出すのだ。街の中には多くのアイデ

アのヒントが隠れている。森の中できのこを見分ける様な

眼差しで街を観察しよう。今和次郎の「考現学入門」はそ

んな私のバイブルである。関連書籍「今和次郎採集講義」

青幻舎。 

 

※「今和次郎採集講義」380.1/KON 

 

 

尹智博先生のオススメ！ 

「音楽的思考」 を養うならこれだ！ 
 

造形思考 上・下 

パウル・クレー／著  新潮社 

図書 請求記号： 720.1 / KLE / 1～2【貸出用複本有り】 

 

『造形思考』と名付けられた書籍ではありますが、50 年

代以降に活躍した現代音楽家カールハインツ・シュトック

ハウゼンはこの書籍を指揮者であり作曲家のピエール・ブ

ーレーズに、「これを読めば、クレーは最高の作曲教師だ

ということが分かるよ」と紹介しました。そして、ブーレ

ーズは「クレーの絵と音楽の関係」について研究を始める

ほどこの書籍を愛読していました。 

この様に、ひとつの視点からのみ物事を捉えるのではな

く、視点を変えることによって全ての物事が皆さんの知識

の支えにもなっていきます。ぜひこの書籍をシュトックハ

ウゼンやブーレーズが捉えていた『音楽的思考』もしくは

皆さんの専門に合わせた『○○的思考』として読むことで、

領域横断的な考え方が身に付くきっかけとなる事を願い

ます。 

  
ファッションデザイン学科 
 

小北光浩先生のオススメ！ 

「ファッション的思考」 を養うならこれだ！ 
 

Farm 

Jackie Nickerson／写真 Jonathan Cape 

図書  請求記号： 748 / NIC【貸出不可】 

 
刊行当時、この本は、ファッションデザインのソースとし

てとても重宝されましたし人気がありました。なぜ当時、

この本がデザインソースとしてファッションで求められ

たのか、当時のファッションデザインの状況なども踏まえ

て考えてみてください。どんな流れで、何が必要とされた

のか？それを考える事が思考を得る方法です。本を読んで

他人の考えを鵜呑みにすることが思考ではありません。思

い考える事、そうしたことができる本に出会えるよう祈っ

ております(レポートなど出して頂ければコメント返させ

て頂きますよ）。 

 

 

金沢香恵先生のオススメ！ 

「アカデミックファッション的思考」  
を養うならこれだ！ 

 

ファッションの世紀： 

共振する 20世紀のファッションとアート 

深井晃子／著  平凡社 

図書  請求記号： 383.1 / FUK【貸出用複本有り】 

 
まだ二十歳くらいの頃古本市で手に取った展覧会の図録

が深井晃子氏との出会いだ。当時美術館で衣服（ファッシ

ョン）展示が取り上げられだした時代、いくつかのファッ

ション展で普段目にする事のない衣服との出会いに心踊

り、消費的に服が好きだった私に「ファッション」の面白

さを教えてくれたのが美術館である。キュレーターである

深井氏のアカデミックな視点で書かれたこの本は過去か

らの文化、美術、ファッションとの関係を解りやすく解説

し、現在がどの様に過去からつながっているのかを教えて

くれる。ファッション史、美術史と分断する事なく書かれ

た文面からは文化の中に位置づけられた衣服の立ち位置

を見る事ができ、ファッション表現の可能性を広げてくれ

る。 

「人間の身体に投影された、時代と社会の欲望のイメージ

として具現化したファッション。」という表現が印象的だ。 

 

  
ビジュアルデザイン学科 
 

榮元正博先生のオススメ！ 

「即興的思考」 を養うならこれだ！ 
 

デレク・ベイリー：インプロヴィゼーションの物語 

ベン・ワトソン／著  工作舎 

図書  請求記号： 764.7 / BAIw【貸出用複本有り】 

 
フリー・インプロヴィゼーション・ミュージックの巨匠デ

レク・ベイリーの評伝の邦訳。インプロヴィゼーションと

は「即興」のことで、はじめてベイリーの音を聞いたとき

は、全くちんぷんかんぷんだったが、驚きと開放感を感じ、

「分からなさ」を抱きつつ、今でも聞き続けている。 

デレク・ベイリーの哲学は、言語にたとえ「イディオマテ

ィック」と「ノン・イディオマティック」に分けており、

「ノン・イディオマティック」な演奏つまりあらゆる語法

から離れることによって自由な即興が可能になるのだと

言う。 

情報に溺れ「イディオム」に翻弄される現代においてこそ、

生きた音楽を常に模索していたベイリーの「即興」をめぐ

る思索を、もういちどたどり直してみたい。生きていくこ

とは、常に「即興」なのだから。 
 

 

萩原こまき先生のオススメ！ 

「複眼的思考」 を養うならこれだ！ 
 

おにぎりの丸かじり 

東海林さだお／著  文春文庫 

図書  請求記号： B596 / SHO【貸出用複本有り】 

 
この本は著者が抱くさまざまな「食」への疑問が、奇妙な

視点と独自のルールで考察・検証されたエッセイ集です。

一見くだらないような思いつきにも、著者は大真面目に体

を張って挑みます。フランスパンに頬ずりし、鴨南蛮の脂

に星の連なりを発見する著者の生き方は「見る」「感じる」

「作る」「楽しむ」など、私たちが忘れてしまいがちな、

もの作りの原点を思い出させてくれます。制作に行き詰ま

った時、ふとページをめくれば、ガチガチになっていた思

考や視点が、柔らかく広がるかもしれません。「丸かじり

シリーズ」として 30冊以上も出版されていますので、ま

ずは気になったタイトルから手に取ってみてはいかがで

しょうか。 

 

  

  
プロダクトデザイン学科 
 
曽和具之先生のオススメ！ 

「ワークショップ的思考」  
を養うならこれだ！ 

 

協同と表現のワークショップ： 

学びのための環境のデザイン 

茂木一司／編集代表  東信堂 

図書  請求記号： 379.6 / KYO /【貸出用複本有り】 

 

最近、ワークショップという言葉をよく耳にすると思いま

す。日本語では「協調型学習」とか「恊働型学習環境」と

呼ばれることもあります。もともとワークショップには、

「様々な分野や文化、知識、経験を持った人がコラボレー

ションし、互いの能力を生かしながら、問題解決にあたる

ための手法」という意味があります。デザインの世界にお

いても、今は、いろんな視点を持った人とのコラボレーシ

ョンなしでは、デザイン活動がしにくくなっています。こ

の本では、たくさんの人が協同して、ある表現を作ってい

くための環境づくりやツール作り、そして記録の仕方につ

いて書かれています。コラボレーション好きには必見の書

籍です！ 
 

 

田頭章徳先生のオススメ！ 

「デザイン的思考」 を養うならこれだ！ 
 

2分間ミステリ 

ドナルド・J・ソボル／著  ハヤカワ・ミステリ文庫 

図書  請求記号： B798/ SOB【貸出用複本有り】 

 
推理小説の醍醐味はトリックや謎を推理することにある。

「常識」や人間の心理を巧みに利用したもの、専門分野の

知識を要求されるものなど様々な謎掛けがあり、問題を解

く為に論理的に考えることはもちろん、常識を疑う視点や

日常的な観察の習慣が要求される。そして、これらはデザ

インに取り組む上で重要なスキルであり、推理小説は最高

の練習問題なのである。本書は、そんな推理小説の最も美

味しい推理の部分だけを詰め込んだものであり、タイトル

通り 2分程度で一話を読む事ができ、効率よく「考える」

習慣や、日常的に「観察」するトレーニングをすることが

できる。是非、本書をきっかけにして、思考や観察の習慣

を養って頂きたい。 
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