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藪野 健の芸術 文化資源の解説

 
早稲田キャンパス

1「ジオルジオ　君の歌がきこえる」（中央図書館 2 階）
Giorgio, I Can Hear You Singing

1989 年
162×324cm　100S×2　
油彩・キャンヴァス
第 43 回二紀展 1989 年／
個展 1990 年

藪野健がイタリア北部
の海上都市ヴェネチア、
サンティ・ジョバンニ・エ・
パウロ広場にて、デッサ
ンをしているときに出

逢った、ノラという女性の話をもとに描いた作品。
「私の名はノラ。あなたの左のデッサンの橋の向こう側２軒目３階に、ジョルジ

オの家があったのよ。私たちは、この広場で出逢って、右のデッサンの裏手の小学
校に通ったの。そして、中央のこの教会で結婚式を挙げ、左の市立病院で子供たち
を産んだわ。でもね、いまは哀しい。聖バレンティーノの日に私は花を贈ることは
できない。この水路の先に浮かぶ、あのサン・ミケーレ島に彼は眠っているからな
の。」（『絵画の着想』）

中央にはノラと夫のジオルジオ、左側には病院から子供を抱いているノラ、右側
の水路には夫ジオルジオの棺の乗せた船。この絵には彼女の人生、家族愛、その一
瞬一瞬が凝縮され豊かな情感をもって描かれている。

2「眼ざし注がれる時」（8 号館 2 階）
When You Look Hard

1997 年
162×259cm　200M
油彩・キャンヴァス
第 51 回二紀展 1997 年

「ローマ、回教、カトリックの
各時代が混じり合った、不思議
な階段の町を描いた。そして
この巨大な階段をかけ抜けた
人々をこのアトリエで考えなが
ら描きすすめた。学生時代から
構想していて、デッサンを重

ね、ようやく描けたのだ。画面の画家はこの地で同じ場所を描いている父。今は静
まりかえっている。」（『絵画の着想』）
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3「集り散じて」（14 号館 1 階）　創立 125 周年記念絵画
Atsumari Sanjite : Meet and Part with Youth’s Delight

2000 年
259×194cm　200F
油彩・キャンヴァス

この作品は、創立 125 周年を記念して、
校歌の一節にあるように「同じき理想の
光」のもとに「集り散じる」人々が描かれて
いる。

藪野健は早稲田キャンパスには「精神的
な学問の結界」が存在すると述べている。
そしてこの結界の中にオール早稲田を描
き、大熊（大隈）座、カシオペア座（W のイ
ニシアル）を描くことで、巨大な「護符」を
貼った。

早稲田の学生、校友、教職員、関係者は、
この永遠なるまなざしに、いつも見守ら
れ、護られている。早稲田大学が最も大
切にしたい絵画である。

4「早稲田 2011」（大隈タワー 16 階 校友サロン）
Waseda 2011

2011 年　37×102cm　ミックステンペラ、インク、パステル・紙

2009 年から始めて、震災のあった 2011 年に描き終えた。その間いくつかの建物が
消え、また加わった。今はこの風景からまた変わっている。まるで校歌の一節のよ
うだ。“集り散じて人は変れどー”。いつまでも描き続けていける風景である。（藪野健）

※校友サロンへの入場には、早稲田カード、校友カード、または両カード所持者の同伴者が必要です。
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集 り 散 じ て

創立当初から今日まで

それぞれの時代の校舎が早稲田のキャンパスには揃っている。

校歌にあるように

「集り散じて、人は変れど」

人生劇場の役割を見事に果してきた。

空からみると

大隈講堂がメインキャンパスと約 30 度程軸線が振れていることがわかる。

学苑は門や塀で取り囲むのではなく

精神的な学問の結界を軸線でつくっているように思える。

講堂から銅像に向かって歩いていると

街の中から学問の場に移っていく深い配慮が体験できる。

左右には建築家が心を込めて造りあげた校舎群。

軸線を伸ばすと大久保理工キャンパスに。

さらにファサードから戸山キャンパスに伸び、東伏見のグラウンドに飛ぶ。

東伏見、人間科学部、本庄キャンパスと点線を結んでいくと

天空の星座が呼応しているのに気づく。

大熊座（大隈さん）、カシオペア（W のイニシアル）・・・

まるで早稲田の、学苑のうつろいをみつめ、学生を見守っているかのようだ。

この学苑には校友の母校に寄せる熱い思いから、校舎を加えてきた。

14 号館をみつめながら 125 周年の学苑を想う。

2000 年 3 月 24 日

藪 野 　 健

※キャンパスの名称は、原文のまま変更を加えずに記載しました。
※現在では、大久保理工キャンパスは「西早稲田キャンパス」に、東伏見のグラウンドは「東伏見キャン
パス」に、人間科学部は「所沢キャンパス」に、それぞれ名称が変更になっています。

（創立 125 周年記念絵画）
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5「佇めば全てが現れ」（小野梓記念講堂ロビー）
Everything Appears If You Stand Still

2005 年
194×259cm　200F
油彩・キャンヴァス
第 57 回二紀展 2003 年

夏の日、何もかも静か
に過ぎゆく。冥界と現世
がほんの瞬間、まばたき
する間に入れかわる。そ
んな時、実に多くの人々
に出逢える。行きてかえ
らぬ遠い日々の人へ。彼
らはアトリエに現れ、会
話を交わし、笑いかけ、
淋し気に去って行った。
窓の外にはナポリ港がひ

ろがり、地響きとともに大噴火が始まったように思った。
都市風景が変わらないということは何と素敵なことだろう。記憶が何代かにわ

たって甦るのだから。かつて父が話してくれた丘や、祖父の描いた場所にどうして
も行きたかった。（藪野健）

6「宮殿にて」（小野梓記念講堂ロビー）
At The Palace

1971-1974 年
130×194cm　120F
油彩・キャンヴァス

（寄贈：二宮崇氏）

「宮殿に一歩足を踏み
入れると、巨大な一筆書
きの迷路がひろがる。誰
もいないのに低いささや
き声が。」「スペインで学
生時代を送ったが、その
間、町を巡り、広場でい
こい、宮殿を訪ねた。未
知の現実の風景に出逢い
引きずりこまれ、プラド

やサン・フェルナンドの美術館の作品群に圧倒された。そんな中で描き始めた作品
で、当時の作品には色彩がない。」（『絵画の着想』）
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7「内部空間譜」（小野梓記念講堂ロビー）
Record of Internal Space

1969-1973 年
112×162cm　100P
油彩・キャンヴァス

（寄贈：神谷和明氏）

建築のことを考えると
楽しくなる。

実在していないが、空
想の中では次々と、建物
の中を歩きまわることが
出来る。（藪野健）

8「内部空間譜（宮殿にて）」（小野梓記念講堂ロビー）
Record of Internal Space （at The Palace）

1969-1973 年
162×112cm　100P
油彩・キャンヴァス

（寄贈：神谷和明氏）

子供の頃、自分は老人で、子供時
代を思い出しているのだと思いこん
でいた。

子供の時の都市と、現在の自分の
２つの地図をいつも描いていた。

その地図の中の宮殿である。
（藪野健）
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9「君が行った日、それは夏だった」（小野梓記念講堂ロビー）
It was Summer When You Went on The Pilgrimage

2011 年
194×259cm　200F
油彩・キャンヴァス
第 65 回二紀展 2011 年

巡礼途上で。
画面左は冥界。戦災

が、地震、津波が。
大樹が全てをみつ

め、そして、巡礼の路
を示してくれる。

遠いサンティアーゴ
への道を。（藪野健）

10「あなたはここでこう語り始める」（小野梓記念講堂ロビー）
You Begin to Talk So Here

2012 年
194×259cm　200F
油彩・キャンヴァス
第 66 回二紀展 2012 年

４人の少年使節が
ローマのポポロ門を
くぐり、教皇への謁見
の場に急いだ。

旅のつかれから１
人が落馬しそうにな
る。貴族が馬車から身
を乗り出して支え、無
事だったという。

ポポロ広場の丘に
たつと、さまざまな物
語が展開していく。

（藪野健）
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11「建築家と語る日」（小野梓記念講堂ロビー）
A Day Talking with Architects

2013 年
117×91cm　50F
油彩・キャンヴァス
第 11 回春季二紀展 2013 年

ヴェネツィア本島対岸の教会の塔か
ら町の全てが見渡せる。デッサンをし
ていると強い夏風で、吹き飛ばされ
そうになる。建築史家の友人が、私
を支えてくれた。大声でないと会話
が出来ない。設計者のパラッディオの
声が重なってきこえたように思った。

（藪野健）

12「どんなに時が刻まれても」（小野梓記念講堂ロビー）
No Matter How Much Time Passes

2013 年
162×259cm　200M
油彩・キャンヴァス
第 67 回二紀展 2012 年

広場に佇むと、塔の大き
な時計がみえる。広場には
集まり、別れ、又集まる。

「では明日又」と言葉を交
す。思いがけない友人と広
場で逢うことが出来る。子
供時代の話が出て、学校生
活に及び異国での苦労話は
楽しかった日々に移ってい
く。時計塔の鐘が鳴ると

「では明日又」。顔ぶれは代っていくが話は尽きないのだ。僕がいた南の港町の広場。
（藪野健）
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13「記憶の手帖から」（小野梓記念講堂ロビー）
From A Notebook in My Memories

1995 年
182×227cm　150F
油彩・キャンヴァス
第 49 回二紀展 1995 年

パリ左岸、デカルト街
への道。何度もここでた
たずみ、会話を交し、食
事をとり、映画館に通い、
友人達を待った。ある時
は右手へ。別の年代には
左の旧城壁の傍で、僕は
立ち止まり、又同じ場所
にやって来て、まさにこ
の場所を確かめたのだ。

（『絵画の着想』） 

14「彩春南風」（小野梓記念館地下 1 階）
South Wind Adding Colour to Spring

1987 年
162×162cm　100S
油彩・キャンヴァス
第 41 回二紀展 1987 年／早稲
田今昔展 1988 年

藪野健は 1985 年 12 月～
1986 年１月にかけて早稲田
大学古代エジプト調査隊に
参加し、ルクソールにて着
想を得ている。模写してい
るキャンヴァスの背後はルク
ソールのクルナ村、ナイル
川の朝もや。そして対岸の
次第に遠くなるリビア高地
砂漠の風景には、滞在中に
彼岸へと旅だった師の坂崎
乙郎（1928-1985、本学政治
経済学部教授）への敬愛の
思いが込められている。
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15「語りつぐ丘」（８号館 2 階）
The Hill Hand Down a Story from Generation to Generation

　　　
161×129cm　100F
油彩・キャンヴァス
両洋の眼展

地中海は、眺める場所によって表情が変
わる。

立ち寄ったニースの丘から、港、町が広
がってみえる。同じ場所に、学生時代に立っ
たことを思い出していた。（藪野健）

16「語りつがれた町」（中央図書館 3 階）
The Story of a Town Handed Down From Generation to Generation

1988 年
130×194cm　120F
油彩・キャンヴァス
第 42 回二紀展 1988 年／第
11 回日本秀作美術展 1989
年／個展 1990 年

ゴヤの生地、アラゴン
のフェンデトードスに出か
けた。中央白壁の家がゴ
ヤの生まれた家。荒涼と
した町の教会の丘に佇む
と、少年時代のゴヤに会
える。いたるところゴヤの
記憶に彩られている。見

上げるとスペイン戦争で傷ついた鐘楼が眼に入った。（藪野健）

※図書館への入館には、原則として学生証・教職員証・図書館カード・早稲田カード・校友会カード・
WASEDAサポーターズ倶楽部会員証、エクステンションセンター会員証等が必要となります。詳細は
03-3203-5581へお問い合わせください。
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17「風の塔」（中央図書館 4 階）
Wind Tower

1987 年
116×116cm　50S
油彩・キャンヴァス
個展 1990 年

アラゴンの小さな町にひどく大きな
塔が残っていて、目がくらみそうに
なる。かつての回教の塔がキリスト教
の教会の鐘楼になっているのだ。風
音は２つの響きを伝えている。

町から離れた丘から人々の会話が
土の壁にこだまして、まるで歌のよ
うにきこえてくる。ふと回教の時代、
キリスト教に改宗した頃のこの町のた
たずまいを思いおこしていた。

（藪野健）

18「1936 詩人の部屋」（Step21 施設棟 1 階）
1936, A Poet’s Room

1984-1990 年
146×146cm　80S
油彩・キャンヴァス
個展 1990 年

スペインの詩人であり劇作家で
もある、フェデリコ・ガルシー
ア・ロルカ（1898-1936）。グラナ
ダの郊外に心ひかれる。スペイン
戦争が始まった年の夏に殺害され
たが、謎のままである。

ロルカの死、炎に包まれる共和
国軍機、遠くに日常の町の風景。
スペイン戦争の遠い思い出と幻
惑。炎の尾を引き共和国軍の戦闘
機が、彼の亡くなった町を横切っ
ていく。（藪野健）

※図書館への入館には、原則として学生証・教職員証・図書館カード・早稲田カード・校友会カード・
WASEDAサポーターズ倶楽部会員証、エクステンションセンター会員証等が必要となります。詳細は
03-3203-5581へお問い合わせください。
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19「僕が詩人だった時」（Step21 宿泊棟 1 階）
When I Was a Poet

1985 年
162×162cm　100S
油彩・キャンヴァス
個展 1990 年

グラナダはグラナータ（ざくろ）か
らきている。机の上にはグラナータ。

若くして亡くなった詩人は、この
教会の前を歩いて行く。とても魅力
的な男だった。「フェデリーコ、君は
何処へ行くのか。」（藪野健）

 西早稲田キャンパス

20「時を刻むことをやめた町で」（63 号館ロビー・2 階壁面）
In The Town Where to Stop Time Pass

2007 年　130×324cm　100F×2　油彩・キャンヴァス

大学町は中世がそのまま残っている。レコンキスタドールや、ナポレオン戦争、
内乱と幾つかを経ているが、何ごとも無かったかのようである。広場では学生たち
が行き交い語り合う。広場に佇むと青春時代が甦える。（藪野健）
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21「遠い日を歩く」（51 号館・1 階壁面）
Walking in Distant Waseda Memories

2014 年
80×130cm　60M
油彩・キャンヴァス

大学令による大学となった、
1920（大正９）年頃の早稲田大学
キャンパスを描いた作品である。
政治経済学部、法学部、文学部、
商学部、理工学部と大学院が設置
された当時の様子をうかがい知る
ことが出来る。

藪野健はよく「絵を描いていると、どんな時代にも出掛けることができ、どんな
人とも出逢え、またどんな場所にも訪れることができる。」と述べている。絵の中
で早稲田の遠い日を歩いているのである。

 日本橋キャンパス

22「1936 詩人の部屋 Ⅱ」（学生ラウンジ）
1936, A Poet’s Room Ⅱ

1990 年
162×162cm　100S
油彩・キャンヴァス

暗殺されたグラナダの詩人
フェデリーコ・ガルシア・ロルカ
の部屋を訪れた後に描いた作
品。ロルカは詩人であると同時
に画家・ピアニストとしても一流
であった。
「『僕はもっと詩を書き、絵

を描き、演出するんだ』暗殺さ
れた詩人のつぶやきが聞こえて
くる気がした・・・。」（『絵画の
着想』）

※日本橋キャンパスは都心に立地していることからセキュリティゲートを設置していますので、見学は事
前の確認が必要となります。早稲田大学日本橋キャンパス03-3272-6788
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 所沢キャンパス

23「語りかける日（Ⅰ）」（100 号館 D ゾーン 4 階・所沢総合事務センター前壁面）
When You Talk （Ⅰ）

1995-2006 年
182×227cm　150F
油彩・キャンヴァス
個展 2007 年

塔にのぼると町が見渡せ
る。

戦争で消失した町並みが
つかのま姿をあらわしたよう
に思った。

その風景の中に、僕も行っ
てみたい。（藪野健）

 本庄キャンパス

24「丘を巡る日」（本庄高等学院・中央廊下）
A Day Touring Around The Hill

　　
130×162cm　100F
油彩・キャンヴァス

地中海からアラゴンを経て、
大西洋に出る。

道すがら、回教時代の記憶の
街を巡る。

知られていないとびっきりの
町がある。レコンキスタでカトリッ
クの町になったが、ソス・デル・
レイ・カトリコもそんな町の１つ
だった。

中世の騎士たちが行き来する
姿をふとみたように思った。

（藪野健）
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 高等学院

25「記憶のアトリエを開ける」（70 号館正面玄関・左側壁面）
Opening The Studio of Memories

2004 年
194×259cm　200F
油彩・キャンヴァス
第 58 回二紀展 2004 年／
個展 2007 年

地中海をのぞむ高台
の地。

窓を開けると風が通
り抜け、青春の日々出
逢った人たちが、語り
かけてくる。

（藪野健）

 北九州キャンパス

26「室内のセレナータ」※旧「母と子の王国」（研究棟正面玄関ロビー）
Serenata in The Room

1981 年
162×162cm　100S
油彩・キャンヴァス
第 35 回二紀展 1981 年

画室の中壁には、出かけた都市の古
地図。解剖の図。

机上の馬とともに思いは出かけた町
を巡っていく。（藪野健）
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27「光ふる日」（教室棟西側ロビー）
A Day Sunshine Pours on The Hill

2001 年
182×227cm　150F
油彩・キャンヴァス
第 10 回三越個の会展 2001 年

若松、小倉は父の育った場
所で、若松の町を炭を積んだ
貨物電車 が通り抜ける。

父も、ここでイーゼルをた
てて描いた。もう 100 年近く
になる。（藪野健）

 早稲田大学が所蔵する藪野健の油彩画作品
（画像のある作品のみ。一般公開はしておりません。）

「建築家の部屋」 
 1977 年 

162×162cm　100S
油彩・キャンヴァス 

 「聖クララの部屋」
（Arq. K. IMAI に）

油彩・祭壇画形式（三連式）
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「朝の丘」
1985 年

97×162cm　100M
油彩・キャンヴァス

「内部空間（Ⅲ）」
1970 年

90.9×116.7cm　50F
油彩・キャンヴァス

「内部空間（Ⅳ）」
1970 年

53.3×53.3cm　10S
油彩・キャンヴァス

「内部空間（Ⅰ）
1968-1970 年

112.3×145.4cm　80F
油彩・キャンヴァス

「内部空間（Ⅱ）」
1969-1973 年

45.4×45.4cm　8S
油彩・キャンヴァス

「ある日・丘」
（政治経済学術院所蔵）

1986 年
162×194cm　130F
油彩・キャンヴァス
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※「早稲田風景」に関するデッサン（スケッチ）は、320点以上もの寄贈があります。

「早稲田 1927」
73×92cm　30F

油彩・キャンヴァス

「1924 早稲田」
162×194cm　130F
油彩・キャンヴァス

「早稲田風景」
59×79cm　25P

油彩・キャンヴァス

「早稲田 1932」
61×92cm　30M

油彩・キャンヴァス
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■藪野 健（やぶの・けん）

早稲田大学栄誉フェロー、文化推進部参与
日本藝術院会員、二紀会副理事長

＜略　歴＞
1943 年 9 月 1 日　愛知県名古屋市に生まれる
1967 年　早稲田大学大学院文学研究科芸術専攻美術史修士課程修了
1970 年～1971 年　マドリード、サン・フェルナンド美術学校プロフェソラード留学
1976 年 本学理工学部講師（西洋美術史）、武蔵野美術大学講師（絵画）、1984 年 本学政治経済学

部講師（芸術）、同理工学部建築学科講師（設計実習）、1988 年 本学第二文学部講師、1989
年 本学理工学部機械工学科講師などを経て

1990 年　武蔵野美術大学造形学部映像学科教授（絵画、表現論）
1999 年　早稲田大学芸術学校教授（～2010 年）
2010 年　早稲田大学基幹理工学部表現工学科教授
2011 年 4 月～2012 年 10 月本学會津八一記念博物館館長
2014 年　早稲田大学栄誉フェロー

＜受賞歴＞
1967 年・1969 年　二紀展奨励賞受賞
1975 年　昭和会展優秀賞受賞　作品：「小さい町」
1975 年　シェル美術賞展三等賞　作品：「まちの門」
1977 年　二紀展宮本賞受賞　作品：「僕の小学校」「建築家の部屋」
1978 年　安井賞展佳作賞受賞　作品：「僕の小学校」
1982 年　二紀展菊華賞受賞　作品：「遠い日の僕の村」
1985 年　日本青年画家展優秀賞受賞　作品：「1936 春 アラゴン」
1991 年　二紀展文部大臣賞受賞　作品：「時を刻み、又時が」
2009 年　日本藝術院賞受賞（親授）・同会員　作品：「ある日アッシジの丘で」
2012 年　早稲田大学大隈記念学術褒賞受賞　研究題目：「絵画・藝術工学・都市藝術表現」

＜作品収蔵＞
早稲田大学、早稲田実業学校、大隈記念早稲田佐賀学園、日本藝術院、衆議院（憲政会館）、東
京都現代美術館、愛知県美術館、神奈川県立近代美術館、栃木県立美術館、豊橋市美術博物館、
浜松市立美術館、府中市美術館、新潟市立美術館、小山市立車屋美術館、箱根の森美術館（フジ
テレビ）、トヨタ博物館、伊勢現代美術館、村内美術館、笠間日動美術館、森美術館（いわき市）、
日本医科大学、北里大学、常磐大学、白鴎大学、駒場東邦中・高等学校、愛光学園高等高校、名
古屋中・高等学校、東日本旅客鉄道、みずほ銀行、立山酒造、アカデミーヒルズ など

＜著　書＞
『たてものをかく―建築と絵画―』［単］（ポプラ社 1983 年）、『早稲田小辞典』［共］（論創社 1984
年）、『明治建築の旅』［共］（新潮社 1988 年）、『東京２時間ウォーキング 下町編』［単］（中央公論
新社 2001 年）、『東京２時間ウォーキング 山の手編』［単］（中央公論新社 2002 年）、『東京２時間
ウォーキング 都心編』［共］（中央公論新社 2002 年）、『藪野健都心を描く』［単］（読売新聞社 2002
年）、『横浜２時間ウォーキング』［共］（中央公論新社 2002 年）、『東京２時間ウォーキング 都電荒
川線』［共］（中央公論新社 2002 年）、『パリ２時間ウォーキング』［共］（中央公論新社 2002 年）、『絵
画の着想―描くとはなにか―』［単］（中央公論新社 2003 年）、『漱石 ２時間ウォーキング』［共］（中
央公論新社 2003 年）、『荷風 ２時間ウォーキング』［共］（中央公論新社 2004 年）、『プラド美術館　
名画に隠れた謎を解く』［単］（中央公論新社 2006 年）、『東京２時間ウォーキング 銀座・日本橋』

［共］（中央公論新社 2008 年）、画集『早稲田風景（仮）』（中央公論新社 2015 年予定）

略　歴


