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39 号〆切　2019 年 8 月 1日（必着）

　         人形というジャンルの人形     四谷シモン
KOYAALA 通信は、チーム・コヤーラがコヤーラ・クラブ会員に発行するニュース・レターです。発行日 3 月 1日、6月 1日、9月 1日、12 月 1日

1970 年代と現在を比べて
何か感じるものはあります
か？

僕が始めた頃、一匹狼で
やっていたのは僕と辻村
（寿三郎）さんや、現代人
形美術展の生き残りみたい
な人たちくらいで、あとは
伝統的な職人の方々以外は
人形はほとんど家庭の主婦
が趣味でやっているような
ものでした。だから東京都
現代美術館（球体関節人形

展　2004 年）では、この大変な人形の世界でこんなに作っ
ている人たちがいると知って、びっくりしました。『DOLL 
FORUM JAPAN』で知ってはいたけど、人形を作って生きて
いくという世界は、非常に困難ですから。伝統とは違う、創
作でやっていくというのは並大抵でない。それが今、これだ
け球体関節人形を作る人が増えたということは驚異です！
僕が若い頃ベルメールを見ていた時代と、大変な違いです。
もう、山が築き上がりましたね。そしてものすごくうまい人
がいる、才能がある人が出てきていますね。

ものをつくる人間はやっぱり皆、見てもらいたいんです。今
はまず発表の場がある。公募展だけじゃなく、個展もやれる。
人形教室を 40 年やってますけど、展覧会の案内は常にきま
すね。皆、手をあげてるんですよ。「ここにいますよー、き
てください、私も人形を作ってますよ」と。こんなに作って
いる人がいるんだなと思います。僕たちの若い頃からみると、
人形はそれだけ認知されたということでしょうね。
ツィッター、Facebook で、人形の人達を見てますけども、
すごく面白い！　玄人と言ってよいかわからないけど、甘え
がない、隙がない、ぴしっと決めてる人もいますね。

でも技術がうまくなった先でどうして良いかわからないとい
う、上級者の悩みも時々耳にします。

KOYAALA 通信発行時期は 3の倍数月。
前号より、この KOYAALA 通信発行月は 3の倍数月の 1日とさせて
頂きます。ご理解をよろしくお願いいたします。
今後の発行予定
39 号　2019 年 9月 1日　38 号　2019 年 12 月 1日
DM同封希望の方へ
39 号へのDM同封対象は 9月初旬から 11 月中の展示会期です。

ドールワールドフェスティバル 2019
チーム・コヤーラも参加します！ ブース no H8
コヤーラ・クラブ会員もたくさん出店しています。
6 月 15 日 ( 土 ) 12:00 ～ 17:00
16 日 ( 日 ) 10:00 ～ 16:00
東京都立産業貿易センター 台東館 ( 浅草 )
創作人形、レプリカドールやぬいぐるみ、雑貨や素材の展示販売
主催　ドールワールドNAW実行委員会

昔人形青山　青山恵一さんの追悼本企画　
予約・ご支援募集中！

関西で創作人形の拠点ともいえた昔人形青山。店主の青山恵一さんが
昨年 9月 6日に逝去されました。
いま大阪を中心に、青山さんを偲ぶ追悼本企画が立ち上がっています。
発行は9月初旬。印刷費、制作費を予約と支援金でまかなうため、支援・
協力者を募集しています。
本の予約はこの通信に同封する予約票をご利用ください。予約票がな
い場合は青山恵一追悼本出版実行委員会にお問い合わせいただけれ
ば、予約票と送金口座情報をお送りいたします。

実行委員会連絡先　
珈琲舎／書肆アラビク　〒 530-0016 大阪府大阪市北区中崎 3-2-14　
TEL 06-7500-5519 Email cake@qa3.so-net.ne.jp
※お問い合わせの際には「青山追悼本」である旨、お知らせください。

・書名　「人形気分」四六判　144 ページ（予定）
・内容　『DOLL FORUM JAPAN』「人形気分」抜粋記事や人形誌掲載記
事、寄稿文
・発行時期 9 月初旬
・予価　1800 円（本体価格）

青山恵一追悼本出版実行委員会
呼びかけ人代表 　森内 憲 ( 珈琲舎 / 書肆 アラビク )
実行委員 　竹内淳子（画家・昔人形青山 現店主）／羽関チエコ ( 元
DOLL FORAM JAPAN 編集発行人 ) ／高野明子 ( クラフトアート人形
コンクール実行委員会・マリアパブリケーションズ ) ／藤林 美保 ( 乙
女屋 ) ／石田百合 ( 人形作家 )

「第 4回それからの人形たち」展
会期　2019 年 6月 4日（火）～ 6月 9日（日）
会場：NHKふれあいホールギャラリー（東京都渋谷区）
出品作品　
2018 年　創作人形公募展　受賞者 9名の近作
第 1回からの創作人形公募展　出品者 60 名の近作／チーム・コヤ
ーラ　メンバー 5名の作品／ゲスト作家 13名の作品を予定

チーム・コヤーラの創作人形公募展は 2018 年の開催をもって一旦
終了させて頂きました。
会場となったNHK ふれあいホールギャラリーも今年 6月をもって
閉館いたします。私たちにとっても第 4回の「それからの人形た
ち展」は同会場にて開催したいと思い、今回は、過去 4回の公募
展の総括も兼ねて過去出品者 69 名の方が出品、ゲスト作家交え 90
人近い出品となります。

ゲスト出品作家（50 音順）　井桁裕子 / 上野延子 / 岡田好永 / くる
はらきみ / 月光社 / 髙橋操 / 千神けい子 / 中村寝郎 / 長谷川裕子 /
水澄三恵子 /三輪輝子 /矢部藤子 /山吉由利子 / よねやまりゅう

Poupée de Jeune homme

3・6・9・12

それは表現する人には、生涯つきまとうことですよ。ものを
つくる人のフィロソフィーの問題、人形哲学みたいなものか
な。平田郷陽さんは市松人形から、生き人形、木目込みとずっ
とやってましたよね。迷いがなかったのかわかりませんが。
堀柳女さんもずっとやってましたよ。僕は正直な話、偉そう
なこと言えないけど、ものを作って苦しんでしまうことは必
ずあるんです。作り続けていくとすりゃ仕方ないですね。

シモンさんという先達の存在は大きな目標であり励みになる
と思います。

僕は他に生きる道がないから。子供の頃から人形が好きで、
中学に行っている頃から、いい人形を作りたいと漠然と根拠
もなく、それからずーっとそうでしたから。不思議なもんで
すね。運命というと簡単だけど。なんだろう、やっぱり好き

チーム・コヤーラは「第 4回それからの人形展」を 6月 4日から 9日まで開催します。3日には恒例のミーティング＆パーティを開催。出品者と
プロの作家が集う場で、四谷シモン氏とよねやまりゅう氏による座談会「創作人形の時代」（仮題）を開催します。エコール・ド・シモン展開催中
の会場に四谷シモン氏を訪ね、シモンさんにとって人形と時代について語って頂きました。　　　　　　　　　　　　　　　　取材　羽関チエコ

追悼本「人形気分」関連イベント　

昔人形青山コレクション展　8 月中開催予定　
会場　大阪・珈琲舎／書肆アラビク（住所上記参照）
※昔人形青山所蔵の市松人形の逸品を展示販売。収益は本の制作費
にあてられます。
創作人形と昔人形展（仮題）　9月 19 日～ 9月 25 日
会場　京都・昔人形青山　
 京都市北区小山東大野町 69 　TEL075-415-1477
※本の発行にあわせて開催します。



サーニット粘土に挑戦

ジャコノヴァ・アニヤ　Bakeneko ワークショップは 5月 2日～ 6日のあいだ、FANTANIMA! 東京展会
場で開催されました。

maru さんは羊毛で動物
作品を制作します。
右はmaru さんが講習会
で作ったペンダント

今年の FANTANIMA のワークショップは、ウクライナの人
気作家の Bakeneko さんことジャコノヴァ・アニヤさんでし
た。私も大ファンのひとりです。３種類のワークショップの
中から、私はサーニット粘土で作るモンスターのペンダント
ヘッドを受講しました。
ウクライナの森からやってきたような可愛らしい不思議な生
き物！彼女の作品の透明感はサーニット粘土からできるので
すね。

サーニット粘土は、ちょっと硬めの粘土ですが、練っていく
と手の温度でだんだんと柔らかくなり、扱い易くなっていき
ます。そこから；
①まぁるく丸めて、グルーを付けたペンダントの台座へ
②顔に十字の印をつけます。
③十字印のやや下に目の位置を決めます。目は、左右ちょっ
と離れた感じが、かわいいそうです。
④鼻と口の線を引いていきます。
⑤目のくぼみと口のへこみを作っていきます。（今回は参加
者みんなが牙を付けたいとリクエストをした為、牙を差し込
む穴を作りました。）
⑥耳は、粘土を丸めて２等分し、しずく型にしたものを平ら
にのばします。道具で凹ませ耳のくぼみを作ります。耳の形
や長さはお好みで。
⑦顔の上部の左右に耳を差し込む穴を作り、グルーで耳を付
けたらヘラで整えていきます。
⑧形作りが終わると、針で毛並みを描いていきます。毛並み
の描き方も教えていただきました。
まだこの段階では、真っ白で目の周りがピンクで、本当に可

愛く仕上がるの？とちょっと不安。
先生はカワイイ　カワイイと褒めて下さいますけど…
⑨パステルを削って、粉状にし、好きな色に調合してもらい、
先生の指定ポイントに色を置いていき、ブラシで色をぼかして
いきます。
⑩温度調節出来るオーブンで 15 分。一回目の焼き上がりの時
に、作ったキバにグルーを付けて、穴に差し込みます。さらに、
顔の出っ張った部分に白でハイライトを入れます。どんどん可
愛くなっていきます。
⑪ 2回目の焼成を終え完成となります。ツヤなしニスを吹き
付けました。

先生の指導の元、可愛いペンダントヘッドができました。
ワークショップの楽しいところは、好きな作家様に教わりなが
ら、自分で作れるところ！先生の作品であっても、なんとなく
自分のテイストが入っていて、一層可愛い！
サーニット粘土は弾力あり、最初はちょっと戸惑う質感でした
が、一工程が終わる毎に先生が回って、手際よく、アドバイス
と手直しをしてくれました。　
石塑粘土や陶土を使ってみた事はありましたが、今回のサー
ニット粘土は、乾いてない状態で色をつけたり、柔らかい状態
でグルーで他素材を付けたり、瞼の部分でしたが種類の違う粘
土を使用したりと驚きが多く、いろいろな表現ができる粘土だ
と、とても勉強になりました。この粘土は日本では手に入りづ
らいようですが、色々なヒントを頂いたと思っています。
言葉に壁はありましたが、作る楽しさに壁はありませんでした。

~Bakenekoワークショップに参加して~  安田眞理 (maru)

ということですね。平面でパステルで描こうとすると真っ白
い空間がこわくて、どこに手をやっていいのか不安を生じる。
でも人形だと立体だから、手で触って作れることに安心する
んですね。　
この人形って、何ものなんだろうと思っていたときにベル
メールを見て「ああそうか、何の謎もないんだ。何か謎が隠
されているかと思ったけど人形そのものだ」って知ったんで
す。それから市松人形だとか、三つ折人形だとか、そういう
ものに出会っていくんですよ。なんだ、関節人形って日本に
あるじゃない！って。そういうもののなかに飛び抜けていい
ものがあるんです。そこにあるのは技術ですね。人形は細や
かな世界だから、職人はそれを追求していったんでしょう。

僕たちの若い頃の世代では人形というジャンルにおける文
学？そういう言い方していいのかな ･･･ テーマみたいなもの
があった。言語がつきまとう人形というのはあって、今のみ

第 38回エコール・ド・シモン展（六本木ストライプズ・スペース）2019/8/18-5/26
四谷シモン人形教室　エコール・ド・シモン　
〒 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-5-4　TEL & FAX　03-3402-9488
http://www.simon-doll.jp/       入学生随時受付中

なさんも大多数、それをやっている。でも僕にとってはテー
マが人形、人形しかないんですよ。人形というジャンルで何
を表現するかというと、人形を表現するんですよ。たとえば
ベルメールの人形に「夕日を見てる母子像」なんてつけられ
ないでしょ？　
僕にとって唯一ついている言語は「人形」です。

これからの人への応援のメッセージをお願いします。

なにしろ持続です！
並大抵の苦労ではないと思いますけど、それが当たり前とい
うことです。作る人は好きなんですよ。好きだから止められ
ないんです。これはどうしようもない。好きだということが
ひとつの原動力で、己を信じて、好きな世界をやり続けると
いうことですね。そのことについては、いつの時代でもやる
人はやる。時代は関係ないと思います。

チーム・コヤーラの創作人形展での交流をきっかけに自主的
なグループ展が生まれました。表参道から脇道に入ったギャ
ラリーの大きなウインドウ越しに見える布、粘土、張り子、
ビスクなど素材や技法の異なる人形に、ほとんどの通行人が
目をとめていました。人数と点数が多いとグループ展は渾然
としがちですが、白い壁の明るい会場はかえってそれぞれの
違いを効果的に見せていました。
今回会場を訪れて改めて原宿という地域の面白さを感じまし
た。通行人は日本の若い世代や買い物客、各国からの観光
客、ファッション関係者などが入り乱れています。竹下通り
のチープなものから表参道から青山通りの高級品まで、量産
品からマニアックなアイテムまであらゆるものを吸収する好
奇心に溢れた町だと思いました。この原宿・表参道で自由な
表現である創作人形を試してみるのは、ある意味正しいこと
だと思いました。
自ら展覧会を開催し、一般に公開するのは作り手にとって貴
重な経験です。本展では個々の作品に課題を感じる部分も見
られますが、このような場所で作品発表を継続することは、
確実にステップアップにつながると思いました。　　（羽関）

表参道創作人形展 「11colors」REPORT

5 月 18 日～ 5月 26 日　ART・IN・GALLERY（東京都渋谷区）
出品者　いだあつよ、うのきょうこ、尾花智子、小林久仁子、柴﨑弘子、月乃光、
原田万紀、張り子人形のやま、風らい坊、ほびっと工房


