
Makiko Takagi

Toshiko Okamoto

Maho Tokuhara

Shimpei Otani

Ikko Okakita

Akira Ichikawa

Koji Kuwakino

Haruka Wada

Naoko Kogo

Shiori Kitaoka

Namiho Kataoka

Kano Uo

Toshiko Nakano

Daisuke Seki

Yuka Matsumoto

Tsukasa Kodera

Yoshio Miyake

Yasushi Nagata

p.030

p.067

p.163

p.151

p.136

p.121

p.202

p.230

p.214

p.009

contents_ prefacemonographinterviewresearchwork
curiositas

#prof.

The Stories about 

“Tsuyaku”
Arts and Media volume06_ 2016_  

2016年7月31日発行 

published on July 31, 2016

published by MATSUMOTOKOBO Ltd.

Gajoen Heights (room) 1010, 12-11 Amijima-cho, Miyakojima-ku, Osaka

5340026, Japan

telephone: +81-(0)6-6356-7701, facsimile: +81-(0)6-6356-7702

publisher / design / DTP: Hisaki Matsumoto 

print: SunM Color Co., Ltd.

bound: Shinnihon Bindery Co., Ltd.   

© 2016 by “Arts and Media” Editorial Committee

Arts and Media_volume 06

002

004

028

050

072

094

114

136

148

162

172

184

197

208

220

232

266

270

272

274

277

282-287

chapter 0_  preface_

［巻頭言］

chapter 4_  curiositas_

［特集］

chapter 1_  monograph_ 

［論文］

chapter 2_  interview_ 

［インタビュー］

chapter 3_  researchwork_ 

［研究ノート］

chapter 5_  #prof._

［ハッシュタグ・プロフ］

edited by  “Arts and Media” Editorial Committee

editor in chief: Koji Kuwakino 

editor in sub-chief: Naoko Tajima, Haruka Koike, Riho Shishido

editorial staff: Yuka Matsumoto, Haruka Wada, Tao Nishina, Jingo Watanabe

editorial adviser: Mari Nishimoto, Haruka Otsuki, Mayuko Kubo, Misako Hirahara, Liu Qingying

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
文
化
動
態
論
専
攻

 ア
ート
・メ
デ
ィア
論
研
究
室

vo
lu

m
e0

6_ 
20

16
_ 

A
rt

s a
nd

 M
ed

ia
大阪大学文学研究科アート・メディア論研究室が

編集・発行する学術雑誌『Arts and Media』。

「従来の学術雑誌の枠を超え，新たな方向性を目指す」

という目的を掲げ，2011年に創刊，
2016年7月には第6号が発刊されます。

目的を遂行すべく，変化・進化を続ける本誌には，

アートとメディアを軸に，ジャンルに囚われない

多種多様な論考のほか，インタビュー記事や学生の活動記録など，

多彩な内容が掲載されています。

あらゆる学知が詰め込まれ，「百学連環」の様相を呈す本誌を

どうぞお楽しみください。

アート・メディア論研究室
2007年に大阪大学と大阪外国語大学の統合を契機として，大阪大学文学研究科に新設
された。アートとメディアに関する深い理解と幅広い知識を身につけ，専門性と実践的能
力を生かしつつ社会で活躍できる人材の育成を目指す本研究室では，所属する学生の多
くが従来の芸術諸学が対象としてこなかった領域など，既存の枠を超えた研究が行われ
ている。また，実際に制作・実践を行い，参加・観察するという立場から研究を深めてい
る学生も少なくない。研究室ホームページhttp://arts-and-media.jimdo.com/

書誌情報
『Arts and Media』（年1回発行）定価＝本体1,800円＋税

編集：『Arts and Media』編集委員会
大阪大学大学院文学研究科文化動態論専攻 アート・メディア論研究室
〒560-8532 大阪府豊中市待兼山町1-5 桑木野幸司研究室
Tel. 06-6850-6347

発行所：松本工房
〒534-0026 大阪市都島区網島町12-11 雅叙園ハイツ1010号室
Tel: 06-6356-7701 / Fax: 06-6356-7702

http://matsumotokobo.com

発行者/デザイン/組版：松本久木

購入方法
ご注文は，全国の書店（ネット書店含む）までお願い致します。
また，松本工房オンラインショップでも直接ご購入いただけます。
http://shop.matsumotokobo.com
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人が集い，言葉を交わし，知が生まれる。あらゆる学問分野を横
断する大阪大学アート・メディア論研究室が贈る，知行一致の学術
誌。提撕の第６号。　　　　　　　　　 ISBN 978-4-944055-83-8

巻頭言 古後奈緒子｜間の場所をつくる
論文 市川 明｜レッシングの『賢者ナータン』について
 岡北一孝｜模倣と修整，アルベルティによるルチェッラーイ礼拝堂の聖墳墓
 大谷晋平｜『砂の女』にみられる「主観性」
 徳原真穂｜ストローブ＝ユイレのセザンヌ受容に関する一考察
 　　　　　─「かつてあの山は火だったのだ」という言葉をめぐって

 岡本紀子｜一九三六年：立原道造の京都散策─京都近代建築への関心とその影響

 高木繭絹子｜仏領期コーチシナ・サイゴンに於けるパリ外国宣教会の建築活動
インタビュー 和田春佳｜コンテンポラリー・ダンスを仕事にすること─関典子×素我螺部
研究ノート 桑木野幸司｜科学とアート：ルネサンス博物図譜小史
 北岡志織｜カンプナーゲルの難民問題に関する先駆的試みをめぐって
 松本祐香｜宝塚歌劇団『ベルサイユのばら』における翻案の手法─楽曲を中心に─
 片岡浪秀｜電波監理委員会の役割とそれを巡る新聞社の動向
 鵜尾佳奈｜一九六〇年代前半におけるロバート・モリスとグリーン・ギャラリー
 仲埜登志子｜晩年のグスタフ・クリムトとパトロンたち
 　　　　　─その関係性の在り方と肖像作品の表現に関する考察
 関 大輔｜占星術とイメージをめぐるヘルメス的考察
特集  〈通訳〉の話：（インタビュー）三田宏美/窓研究所/内野 花
 小池陽香/宍戸里帆/仁科泰生/渡部陣悟
#prof 桑木野幸司｜自動機械人形の詩学：庭とマシンと風景
 圀府寺 司｜随想 『ユダヤ人と近代美術』からアート・マーケットへ
 古後奈緒子｜「ドキュメント／アクション」から「ドキュメンテーション／アーカイヴ」へ
 永田 靖｜雲門舞集の新しい劇場
 三宅祥雄｜螺旋と反復の物語─ヒッチコック「めまい」の余白に
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渾沌から紡ぎ出す，
境域的思索

多彩な知性の化学反応が，次なる創造を可能にする。学問の多様性
と愉しみのない世界に，未来はない。新奇に真摯な学術誌。進境
の第５号。　　　　　　　　　　　　　　ISBN 978-4-944055-73-9

学知が秘める，
快楽の極致

既存の敵に牙剥く時代は終わった。象牙の塔から飛び出した若者た
ちが，邪意なき目で世界の真実を追究する。新しい学問の萌芽たる
学術誌，興隆の第4号。　　　　　　　　ISBN 978-4-944055-64-7

牙なき時代の学問

数百年前の美術も昨日の演劇も，絶えず問い続ける限り「現在」の
問題である。その思考と活動の軌跡をまとめた現在進行形の学術誌，
堂々の第3号。　　　　　　　　　　　　ISBN 978-4-944055-54-8

知性を腐らせるな

飽くなき探究心と柔軟な感性は，国や文化や時代の境界を，いとも
容易く超えていく。進化する知と美の最前線に鋭く迫る学術誌，躍
進の第2号。　　　　　　　　　　　　　ISBN 978-4-944055-50-0

共鳴する，
越境のクリエイティビティ

新領域を切り拓く若者たちが，狭いキャンパスには収まり切らぬ研究
成果を，大胆かつ美しいデザインで世に解き放つ。学術誌の常識を
覆す，気鋭の創刊号。　　　　　　　　　ISBN 978-4-944055-49-4

アカデミーは，狭すぎる
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巻頭言 圀府寺 司｜書を捨てず，町に出よう
論文 市川 明｜ブレヒトと日本/中国─叙事詩的演劇への道

 松田正隆｜カフカの消息
 岡野由美子｜美術館来館者を取りまく情報環境
 高原みずき｜企業メセナ研究─財団活動における日本と欧米の芸術文化政策の比較

 山田正吾｜映画『SELF AND OTHERS』のテクスト分析
 田村恒憲｜スポーツ新聞の紙面に見るニュース製作の方法─関係の構築作業

インタビュー 西尾真由子｜メディアアートとデザインの展望─KMOとCACをめぐって

 川西 遥｜「2010年の森村泰昌論」アフター・インタビュー
報告 川井遊木｜大阪府立現代美術センター「キッズ・アートラボ2009」
 松本ひとみ｜私の出会った地域と活動
 櫻井つかさ｜ECLIPSE Master Class─「世界を音でつなぐ」の報告
 松尾真恵｜“KEBAB”とは何だったのか─“KEBAB”ドイツ公演報告記

エッセイ 小野紗也香｜多層的な演劇の可能性
 鳥集あすか｜ティム・バートン監督作品『アリス・イン・ワンダーランド』の
 　　　　　  プロモーションに参加して
#prof 永田 靖｜IFTR大阪大会のために
 三宅祥雄｜ハッピーエンドにあらがって
 市川 明｜アキラ・イン・ワンダーランド
 圀府寺 司｜ウーケ・ホーへンデイク監督《新しいアムステルダム国立美術館》
 　　  ─夢と現実の闘争劇としての集団肖像画
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書籍に関するお問い合せはアート・メディア論研究室までお願い致します。
問い合わせフォーム：http://arts-and-media.jimdo.com/mail/　電話：06-6850-6347
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