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セイカ生のありのままの姿がここに！
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生態図

辰家さんに
聞きました！

A

ラクターデザインコースはデジタ

ルで、たまに授業でペンを握ると

のショートカッ
きなんかに
「戻る」

トがないことにヤキモキしたりし

Q

マンガ学部に入って
良かったと思ったことは
ありますか？

ますね。

A

私も含めて、スマホゲームをやって
いる人はたくさんいます。協力プレ
イや、ひとりのプレイをみんなで見
守ったりなんかも。友だちからの誕
生日プレゼントがプリペイドカード
だったときは、
「くるところまできた
な」という気持ちでした（笑）
。

少し特殊な例かもしれないんですが、pixiv な
どで好きになった作家さんが下級生だったと

わかったことですね。しかも貼り出された作

品で判明したんですよ。私もすごく好きな作
家さんだったのでうれしいんですけど、絵の
うまさに焦りも出てきて、複雑な気持ちでし
た。こういうのってマンガ学部ではよくある
ことで、入学してからできた友だちが、じつ
は入学以前から Twitter でフォローしあってい
た作家さんだったり、
「あれ？

この絵って

pixiv のランキングでよく見た絵柄に似ている
というか、そのもの」と思って聞いてみたら

本人だったり、なんて話も、いろいろな人か
ら聞きますし、私自身も体験しました。

れぞれに「やりたい」ことをもって
というか。でも最初から、やりたい
ほとんどの人が 4 年間の学生生活で

寡黙な人が多いんですか？

デザイン学部生には
どんな人がいますか？

Q

明るくて朗らかな人ばかりなん

小山さんに
聞きました！

Q

夏休みなどの長期の
休みの日はどのように
過ごされていますか？
夏休み期間に開催されるワークショップ

シーなんかがマグマのようにグ

に参加することが多いと思いますね。私

ツグツと煮えたぎっている人が

は、海外の協定校の学生とグループで作品

どんなに気をつけても、指
先や毛先にインク、絵の具、
土なんかがついちゃって、
せっかくオシャレな服装を
しているのに…と思うこと
もしばしば。

A

を作りあげるというワークショップに参

加しました。フランスの学生たちと、一緒

A

に金継ぎで作品を仕上げましたね。英語が

不慣れなのでボディランゲージを交えつ

ことも珍しくないんです。でも、

つコミュニケーションをとったんですが、

なんだかんだと合わせてくれる

意外と通じて（笑）
。すごく良い経験にな

人ばかりなんですけどね。

りましたね。

シンプルながらもオシャレな人が多
いですね。でもみんな、作業時には
エプロンや作業着を身につけて、額
に汗をかきながらやっています。
着替えをもってきていて、作業時に
はその服に着替えて…という人も多
い。靴まではき替える人もいます。

ポピュラー
カルチャー学部生には
どんな人がいますか？

以外のこともよく話したり聞いたり。聞き上手ばかり
という印象ですね。みんな寛容というか、それぞれの

趣味や興味を認めているんだと思います。

A

ファッションコースは個性が

いろいろな
服装に表れるので、
ファッションが毎日見られま

A

す。
教室のなかはさながらプチ

ファッションショーのよう

（笑）
。あとは、真面目な人が多
いので、授業や制作は静かに

しっかりとやっていますね。

もできて、
しかも笑わずに真剣に聞いてくれ
なかなかないですよ、
こんな大学。
る。

しないし、否定もしない。お互

いがお 互 いのスタイルを 尊重
しあっているんです。

Q

これまでで
一番驚いたことは
なんですか？

装で接客するんです。先輩も後輩も関
係なく、一丸になってなにかをすると

A

いう経験は高校ではしたことがなかっ
たので、最初はとても驚きました。で

も、これをきっかけに友だちや知り合
いがたくさんできましたし、とても貴

重な経験になりました。

Q

芸術学部生には
どんな人が
いますか？

職人肌のアーティストのような

貴志さんに
聞きました！

スコードを決めて、それに合わせた服

本当にいろんな服装の人
ばかりなので、なかなか
「これ」というものはな
いんですが、モード系の
ファッションを好む人が
一定数はいますね。

男の子は意外とキレイ好
きな人が多いんです。私
たちの机は散らかってい
るのに、男子の机はきっ
ちり整頓されているなん
て光景は日常です。

版画専攻
3年生

みんなで協力しながら、その年のドレ

も
で呼びますし、
「〜さん」
研究室もすごく気

研究の相談はもちろんなんですが、
人生相談

りですね。そしてそれを侵害も

出すんですよ。1 年生から 4 年生まで

先生との距離がすごく近いところです。
名前

いで入っていく猛者もいるくらいです
（笑）
。

A

イルをもっている 人 たちばか

学祭のときに、コースをあげてお店を

ずばり、
人文学部の
良いところって
どこですか？

なかには扉をノックもしな
軽に訪ねられて、

周りに流されない、自分のスタ

f Arts
Faculty o

や、やりたいことに関しての話題は当然として、それ

Q

日常風景は
どのような
ものでしょうか？

Faculty of
Popular Culture

A

いえ、おしゃべりな人が多いと思います。好きなこと

ities

Q

か もく

Q

カメラを持ち歩く
人も多い。作品づ
くりも兼ねて、パ
シャリパシャリと
いろんなところを
撮っていますね。

of Kyoto Seika

学年があがっていくと、必
ず1冊 は 研究 に 関 する 書籍
を持ち歩くようになりま
す。読み込みすぎて本がボ
ロボロになっている人も。

人文学部生は

梅田さんに
聞きました！

だいたいの人は、大きめの手
提げカバンを持ち歩いていま
すね。中身は文房具に手帳、
スケッチブック、本などさま
ざま。たくさんは入らないの
で、大学からなにかを持ち帰
るときは紙袋を使います。

します。なので、
熱い議論になる

ファッション
コース 2年生

Q

f Huma
n

見つけていきますね。

ライフ
クリエイション
コース 2年生

芸術学部

ことをもっている人は少ないんです。

する人もいます（笑）
。教室清掃の日に苦

労して剥がしてますね。

プワークになると頻繁に顔を出

宮西さんに
聞きました！

Faculty
o

A

いて、それが自分の芯になっている

は、机に接着剤でつけちゃう大胆なことを

にも垣間見えるんですが、
グルー

文学専攻
4年生

人文学部生には
どんな人がいますか？

芯のある人が多いですね。みんなそ

A

机に置いたり、カバンにつけたり。なかに

多いんです。それは個人の制作時

ポピュラー
カル
チ
ャ
ー
学
部

Q

メガネ率の高さは、もはや
伝統的。最近は、丸メガネ
派が増えてきましたね。フ
レームも細いものが流行っ
ています。 なかには2本 を
使い分けている人も。

ガチャガチャが置いてあるんですが、それ

をやる人はけっこういますね。出たものを

わりやライバル心、
譲れないポリ

リュックや大きいバッ
グは、あまり持ち歩き
ませんね。意外と荷物
が少ないんです。なの
で、たまにすごく小さ
なバッグで来る人もい
ます。
「それ、通 学 用
じゃなくてお出かけ用
だよね」みたいな（笑）
。

人文
学
部

スケジュール帳はマストアイテ
ムですね。授業の日や予定、レ
ポートの締め切り日なんかを書
いています。スケジュール帳に
は、みんなそれぞれで密かなこ
だわりをもっていますよ。

服はシンプルイ
ズベスト！ で
もだれかと被る
こ と も 多 く て、
悩みの種です。

本館の 1F にある文具店「画箋堂」の前に

その内面は創作へのこだ
ですが、

小物やアクセが好
きな人が多いです
ね。シルバーはよ
く見かけます。

Design

てマンガの書き方がデジタル・ア

ナログで分かれるんですが、キャ

それとも芸大？

キャラクター
デザイン
コース 2年生

スケッチブックは必需品
ですね。時間が空くと、
目の前の風景を描いた
り、考えをまとめるため
にメモをしたり、いろい
ろな使い方があります。

Faculty of

て細かく注文したりされたりして

います（笑）
。あと、コースによっ

Q

どんなことが
流行っていますか？

部
デザイン学

が見たい！」と、自分の欲に従っ

セイカ生のありのままの姿がここに！

のシュチエーションのあのキャラ

セイカ生 の
生態図

しているので、
「あんたの絵で、こ

京都精華大学 のイメージは︑ マンガ？

しますね。相手の絵柄を知りつく

それぞれの学部 ごとに︑学生 の行動 やこだわりもマチマチ︒

nga

友だちと「描き合いっこ」をよく

じつは個性豊 かな５ つの学部 で構成 されていて︑

マンガ学部生の
を
「あるある」
教えてください。

そこで︑５人 の現役 セイカ生 に︑所属 する学部生 のあるあるネタや︑

Q

学生生活の実態 をざっくばらんに語 ってもらいました︒

学部
マンガ

f Ma
lty o
Facu

Ecological
map
リュック の 人 が 多 い で す
ね。デジタル派は、基本的
にパソコンとペンタブだけ
を入れています。

A

人が多いと思われがちなんです
が、じつは社交的な人たちばか

りなんですよ。合評や発表も多

いので、コミュニケーション能

力が鍛えられるんでしょうね。

Q

これまで出会った人の
なかで、
印象に残って
いる人はいますか？

「緑」にとてつもないこだわりをもってい
る人がいるんですが、その人が一番印象に

A

残っていますね。服も緑で、持ち歩くアイ
テムも緑ばかり。作品ももちろん緑色にあ

ふれていて、なんと机に置いているティッ
シュも緑の箱を選び、使用するコピー用紙
まで緑の紙にするほどなんです。

