近江学園造形教育の 38 年―谷村太元副園長に聞く
田平 麻子・星野 志穂
滋賀県立近代美術館では、滋賀県立近江学園か

谷村――いえ京都工芸繊維大学。
谷村

ら管理換された陶作品 43 点を現在所蔵している。
2017 年度の管理換の際に作品についてお教えを

田平――美術の先生を目指していらっしゃったの
田平

いただいた谷村太元近江学園副園長がその年度末

ですか？

に定年退職されることとなり、1979 年から 38
年間近江学園で携わられた造形教育での経験につ

谷村――いいえ、化け学を取ってたので、工業化
谷村

いてうかがった。

学科でしたので。

谷村 太氏（守山学園園長、元滋賀県立近江学園

田平――恩師とおっしゃいますと？
田平

副園長）
谷村――高校の時に陶芸で一緒にさせてもらって
谷村

聞き手：田平 麻子 書き起こし：星野 志穂

いた先生です。今はもう定年されて、定年後はび
谷村太氏（以下谷村）――私がここに来ることに
谷村太氏（以下谷村）

わこ成蹊スポーツ大学にしばらくおられました。

なったきっかけは、私の高校の恩師から連絡が

その先生もいろいろと焼き物が好きな方で。

あって、
（1979 年の）3 月くらいだったんじゃな
いですかね、試験を受けたのは。元々教員になろ

田平――高校の頃から陶器作りをされていらっ
田平

うとしていたんですけど、今までおられた窯業科

しゃったのですね。失礼ですがお生まれとお育ち

の職業指導員が定年退職されるので、その採用試

の場所をお聞きしてもよろしいですか？

験を受けないかというのがそもそものきっかけ。
そのときのここの条件が、いわゆる陶芸の窯とか

谷村――京都府の相楽郡というところです。信楽
谷村

焼けるように調整してとか、そういうことを分

の向こう側に和束町っていうお茶の街があるんで

かってる人というのが条件やったみたいで、それ

すけど、そこの出身です。

でどうやということでお声がけがあって、受けた
という話ですね。ちょうど 3 月 5 日くらいだった

田平――京都にお生まれで陶器作りとなると京焼
田平

んじゃないですかね、試験は。それで 3 月 12 日

とかになりますか？

くらいにもう内定通知みたいなのが来て、ぱぱっ
ていう感じでしたね。そうでなければもう四国に

谷村――信楽焼ですよ。山超えたら信楽なんです。
谷村

行こうかと思ってたんで。教員で。ここは自宅か

あちらを抜けると京都府なんです。すぐ奈良県に

らそんなに遠くないので、親も近い方がいいとい

なりますけど、ちょうどその間だったので。今私

うことで、こちらに寄せてもらったっていうのが

どもの前を通ってるバスも信楽までは行ってまし

きっかけです。

た。今はもう行ってないですけど昔は普通に信楽
行きとかありました。

田平――先生のご出身は教員養成課程の大学です
田平
か？

田平――高校の理科の先生を目指してらっしゃっ
田平
たということですね。
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谷村――そうなんです。まさにみんなと畑が全然
谷村

田平――わりと最初の方からカリキュラム的に谷
田平

違うんです。だからここに来て障害とかね、初め

村先生の創意創案を生かされて作られたという

てでした。

か、活動をされることができたということです
か？

田平――最初に指導員として入られた時に教えに
田平
なる相手の方が、最初想定されていた高校生では

谷村――そうですね、ここがそういう自由なとこ
谷村

なくて障害のある方で、年齢的にはお近い方も多

ろがあったのでね。昔ですと、例えば一回窯を焚

かったと思うのですが、苦労とか経験されたこと、

くといくらぐらいは最低売上を出してとかいう話

思われたことがありますか？

もあったけど、それをクリアしたらいいですよ
ね、って話をしていて。当時は抹茶碗とか花瓶と

谷村――最初はびっくりしましたねやっぱり。障
谷村

かをろくろでひいて焼いて稼いだんですけど、も

害というのにびっくりしたのではなく、当時は学

うやめて葉っぱの皿とか、葉っぱを取ってきて、

校の先生とかも、もともと施設の中に養護学校が

主にはクズの葉っぱですけど、謄写版のローラー

あったりして、私が来た時には学校は移転してま

で写し取って皿にするとか籠とかをやりました。

したけど、まだいろいろな交流があったりしてい
ましたのでいろんな事にびっくりというか、学校

田平――写し取る手法とか言うのは谷村先生のご
田平

の先生が普通に来て、ちょっと泊まっていこうと

創案ですよね。やはり高校や大学での活動の経験

かもあったり、今じゃ絶対考えられないような、

でしょうか。

通常学校なんて思ってたらこういう世界もあると
谷村――何なんでしょうね、こうしたらできるや
谷村

いう感じでびっくりしました。

ん、というかそんなのが多かったですね。
田平――今までご経験されていた高校との違い、
田平
施設との違いとか養護学校の違いとか、そういっ

田平――やはり周りにこれだけ自然に囲まれてて
田平

た中で馴染まれた部分というのは、まず最初には

いろんな材料もあってというところもあるので

やっぱりものづくりを通してということでしょう

しょうか。

か？
谷村――そうですね、いろんなものがあったんで
谷村
谷村――ものづくりというより、一緒に遊んだか
谷村

ね。

な。
田平――その自由さというのが先生方のカリキュ
田平
田平――土を通してですか？
田平

ラムにも活かされるっていうのは、近江学園の特
色ですか？

谷村――土というか、みんなと一緒に遊ぶ。土日も
谷村
別に何かある訳ではない時は一緒に生活して遊ん

谷村――造形というか自由な、それはあると思い
谷村

で慣れるところからやったかな。それと私の前任者

ますね。造形をやり出したのは、一回好きに作っ

がされてきた事を一学期間は同じようにして思っ

てみるかみたいなので、当時でっかい壺を作った

たんですけど、粘土って可塑性があって自由に好き

子がいて、自分で顔をつけたりしてやってたので

な形になんでもなりますよね、それはもう型だけで

面白いやんとか言って。そんなことで随分とみん

なくていいやんみたいに変わって随分といろんな

なが変わったかな。ただそれをずっとやってると

作品を変えていったかなっていう風に思います。

どうしても飽きるんですよね。なのでできるだけ
（ 62 ）
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通常の時はいろんな製品を作る、それで３年間で

田平――きっちりとした作り方のベースがもとに
田平

何を作っていくかみたいなのを作ったんです、当

あって、造形の部分もあって。

初は。例えば最初は箸置きでみたいな、こういう
ので片手を押して、そしたらそのあとは粘土の紐

谷村――だから広がるというか、だから比較的大
谷村

作って、そしたらこの紐を作って花瓶を作るとか

きくって結構落ちてる子のもありますけど、他の

籠を作るとかみたいな形とか。あと粘土の板で皿

施設から比べると壊れずに付いてるかなという風

作るとか花瓶作るとかみたいな形のことを３年間

に思います。それはそういう部分があってかなと

ぐらいかけていろんなことをやるようにして、そ

思っています。

の合間合間に造形を入れたり、何か行事があった
あとに造形を入れたりするのが、私が造形活動を

田平――余談になりますけれども、今回（2017
田平

やり出した最初だと思います。そうするとやっぱ

年度）たくさんの作品を管理換いただいたことで

り変化があるんですね。外に出て行事の時の刺激

いろいろな委員の先生方に見ていただきまして、

があると、例えば最初粘土をちぎってこういう型

大変立派な作品で、滋賀県の陶の作品は澤田真一

押しだけをしてた子が、紐を作るとか積み上げる

さん一人じゃないと、やはりこういう根元の大き

とか。たたらとか粘土の板同士でしたら、伸ばし

な部分があっての才能だとおっしゃってくださる

て付けるとかいうことを教えることで結構広がる

先生もいらっしゃいまして、ありがたく思ってお

んですよね、造形が。広がっていくし、物も大き

ります。近江学園での教育の特色という部分では、

くなったりとか、いろんな物に変わっていくとい

自由というところで谷村先生がわりときっちりと

うのが随分わかったんで、そりゃそう教えてない

した陶芸の部分を教育されていくというところが

ですけど、物を付けるとかそういうなのはやって

特色でしょうか。

るかな。今もだからそれは一緒かなと思います。
他の施設と違うのはそこだと。ものを作るのをど

谷村――私だけではなく、みんなですね。他の施
谷村

うする、板を作るのはこうするとやりやすいよと

設にはないと思いますけどね。

か、こうやって付けとくと剥がれへんよとかって
いうのを教えてあげる、そういうことは教えられ

田平――ものすごく大きな登り窯を作られてい
田平

ます。だけどあとは造形のとこになると自分たち

らっしゃいますけど、あちらを作られたのは先生

はどうするのかという。

が入られてからですよね？

田平――作り方をきっちり、基礎的な部分を教え
田平

谷村――そうですね、平成元年とか 2 年でしょう
谷村

られるというのは、やはり先生のご経験ですとか

ね。

学識だと思うのですが、以前からというよりは、
田平――ご苦労と言いますか、窯を作られるだけ
田平

谷村先生からですか？

でも大変なご労力だったと思うのですが、皆さ
谷村――そうですね。それまでは花瓶とかそうい
谷村

んのご協力ですとかご理解ですとか、そういった

うものしか作ってませんでしたし。籠とか葉っ

ところはいかがでしたか。やはり機運があってで

ぱの皿とかいろんなものは私になってからですか

しょうか。

ね。だから作品が随分と変わったって言われまし
たね。今はそんなに珍しくないですけど当時だと

谷村――機運というより、ここは南郷からこっち
谷村

籠とか珍しかったと思うんで。

に移転してきたでしょう。南郷では薪の窯があっ
たんですよ。なので年配の先生が懐かしいといっ
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て協力してくれました。なのであまり苦労はし

と、釉薬がかかっている場合との見分け方の基準

なかったですね。やっぱり電気窯やガス窯等で焼

みたいなものはございますか。

いてると限界があるなと思ったんです。釉薬をか
けて意図する色に掛けて出すわけで、子供たちは

谷村――（作品を持って）これは薪ですね、ひっ
谷村

どう思ってるかもわからないので、もうありのま

つかないように、どれだけ流れるかわからない。

まに任せた方がいいっていうので薪を。最近思っ

そんなに流れないようなとこは付いてないですけ

てるのはその辺りですね。昔はやっぱりみんなが

ど。わざとこれは溶けないのがわかってるからし

集ってわいわいがやがややってたので、年配の先

てないですけど、これは童仙房という、ポンと叩

生はすごく懐かしかったみたいですね。いろんな

いたら割れる粘土でするんです。これは色をつけ

人が来てそこで寝ながら食べながら飲みながら、

ています。こういう違いがあります。こういう電

みたいなのが昔の南郷の地でもあったというので

気窯のものは（流れの違いが）何もなくて形が違

それがここでもあるというので。

いますね。

田平――釉薬をかけられるということに関しまし
田平

田平――焼成の窯に入れる時の形というか安定の
田平

ては、釉薬をかけられた色の着いた作品であって

させ方が違うということですか。

も、かけられることによって引き立つ場合もある
と思いますし、先生の選択眼も生かされるのかな

谷村――そうですね。たまたまボンと置いても流
谷村

と思うんですが、それはいかがですか。

れないですよね。電気窯のだったら流れないよう
に釉薬調整しておけばですけど、薪は分からない

谷村――私は限られた釉薬しか使っていなかった
谷村

ので、温度が上がるとたくさんかかると垂れてき

です。3 種類の組み合わせしかしてなかったので、

ます。なので使わないようにするんですね。

自分で単体で買ってきて混ぜていました。微妙な
色加減はできるので自分でやってました。ベース

田平――その辺りは先生のご経験で。
田平

は 3 種類か透明を入れて 4 種類しか使ってなくて
それの組み合わせでいろんな色を出したりしてま

谷村――そうですねしばらくすると分かります。
谷村

した。最近の子は結構いろんな色を使うけど、使
い切れんやろとか釉薬のバケツばっかり増えるや

田平――こちらの登り窯とかを使われて、ある程
田平

んって言ってます。こういう場合はこれをちょっ

度焼けるようになるのにどれぐらいかかります

と足してやるとこんな色になるんやでとか。

か。

田平――ビビッドな色を使われている先生もい
田平

谷村――その時の調子にもよるというか、調子と
谷村

らっしゃいますが、それはまた先生の個性でしょ

いうよりも詰め方なんですけどね。火の通りをど

うか。

ういう風に計算するか。邪魔すると後ろが行かな
いとか。なので火の流れさえ見られるようになる

谷村――それはそれで良いのかと思います。必ず
谷村

と大体綺麗に焼けるかなと思います。上がらない、

どれかの作品は釉薬は使ってましたよ。薪だけで

いやそりゃ何かあるんだろうとか。

はやっぱり展示をした時に微妙なアクセントとか
ないので。全部 100％してる訳ではなく微妙には。

田平――火の流れの調子を見られるようになるの
田平
にしばらく時間がかかりますか。

田平――自然釉で釉薬が全くかかってない場合
田平
（ 60 ）
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谷村――経験がいるのかなと思います。例えば薪
谷村

田平――展覧会というのはご本人ご家族にとって
田平

窯だと煙突を一段プラスしてやるとちょっと引

もすごくよい機会になるのですね。逆にちょっと

きが良くなったりとか。引きすぎると一段取るか

刺激が強いと言いますか、たくさんの人にいろい

とか。うちの窯はそれができるようにしてあるん

ろ聞かれたりすることで調子を崩されたりとかそ

です。中に詰めるものの大きさとかでも変わるの

ういうようなことはありますか？

で。場合によっては窯をちょっと膨らまして上に
プラスしたり、外してそこを足して焼いたり。自

谷村――それはあまりないですね。だいたいお話
谷村

分たちで作ってますから、これを外したらこれく

は私らの方がしてたかなと思います。
「土と色」

らいで上げたから煙突ももうちょっと積もうとか

も本当に昔からなので、京都新聞社さんとさせて

ね。だいたいその辺は経験と当日見ながらで、
やっ

いただいてまして、近江学園は第 1 回目から出て

ぱり降ろそうとか積もうみたいなこともやります

ます。第 1 回目が私が近江学園に就職した年か次

ね。

の年か、私は現実的には第 1 回目はやってないん
です。第 2 回目ぐらいからはずっと関わってたと

田平――先生のご指導の下に、皆様で試行錯誤さ
田平

思います。後半は事務局とかさせてもらってまし

れていらっしゃるという感じになってくるんです

たね。これのスタンスも京都と滋賀と一緒にやっ

よね。

てましたけど違いとかもあって、
これの副題が「ち
えおくれの世界」ってついてて、この言葉に随分

谷村――最近は別に何もしてないですけどね。最
谷村

抵抗等もある施設とかもあったり。

後出てきたときだけ、こうすればいいと言ってま
す。

田平――京都新聞社さんでも「ちえおくれ」とい
田平
う言葉がどうかということがあったとお聞きしま

田平――「土と色」という展覧会にずっと携わら
田平

した。

れてきたということで、作品を発表することや展
示に関してお考えになられるところをお教え頂け

谷村――余談ですけど京都新聞の担当者はこれで
谷村

ればと思います。

いいって最初は言ってたんですよ。後半になって
くるとやっぱりとか。昭和 54 年とか 3、4、5 年、

谷村――展示することで子供たちがそこに飾られ
谷村

その頃じゃないですか。その副題を付けていただ

ているのを見るとやっぱり嬉しいし喜ぶし、ご家

いたのは新聞社だったように思います。その当時

族とかにも見に行ってほしいみたいな思いを持っ

はそれで良く分かったのかなと思いましたので。

たり、場合によっては新聞とかにちょっと載せて

無記名でずっとこの展覧会はやってきたかなと思

いただくと、俄然がんばって制作も変わりますね。

います。

西川智之君が良い例で、彼はこういう人形を作っ
ていたんですけど、
「パイナップル」を作ったと

田平――無記名ということであってもやはり自分
田平

きに「八木一夫が出会った子供たち」
（1993 年）

の作品が展示されているという……

という滋賀県立陶芸の森でやっていただいた展覧
会で、あの時にどの新聞社さんにもその作品を載

谷村――はい、それは自分で分かりますし。
谷村

せていただいたので、それからすごく変わりまし
たね、制作意欲が。やっぱり認められることでや

田平――それと聞けば分かりますね。
田平

りがいを感じるし、形になるのかなって思ってま
すね。

46

谷村――無記名ではあったんですけど、この場所
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には誰々の作品とかそれぞれの施設が名前は書

活動に関して思われるところはございますか。

いておいてたので。ただ名前を展示してほしくな
い保護者もたくさんいて。だから名前も、今もそ

谷村――私らがやってきたこの「土と色」と今の
谷村

うなんですけど、いるということすら隠してほし

いわゆるアール・ブリュットは微妙に、という

いっていう保護者がおられるので、そうするとそ

か大分違うのかなと。私らは作家とかそういうも

ういう子供たちが一生懸命がんばって良い作品が

のを作ってる訳でも何でもないですし。何より本

できてもその子たちのは飾れなくなるので、だか

人さんが作った作品は作ってしまえば完結してし

ら名前はつけない。一つだけなかったら何でって

まってますよね。人の目から見られるとかそんな

言われるので、だったら全部付けないでおこうと

こと何も気にしていない。多分アール・ブリュッ

いうのが主だったと思います。だからうちの展覧

トで今やられてる作家さんたちも一緒なのかなと

会も名前はほとんどつけてないと思います。

は思うんですが、何か違うところでずっとそれを
作っていくと、本人さん自体が充電する期間とか

田平――そういった配慮が美術館ではまだまだ行
田平

もないような感じの忙しさで。今までのこの「土

き届いていない部分もあると思います。

と色」をやっててそれから今でもいろんなところ
からお声がけいただいてますけど、最近は、ここ

谷村――また違うのかなと思います。その作者が
谷村

何年間かは違った感じになってるかなと私は感じ

固定されてて出したら、その名前の表示はあって

てて。障害を持ってる人たちがものを作ると何で

もいいのかなって思いますし、それはそれで良い

も良いみたいな感じのことになってきてるのか

んですけど、ただ「土と色」の性質からすると、

な。それは違うと思うので、もうひとつしっくり

名前まではなくても、がんばったら、良いのが

いかないところもあります。

できたら展示するというスタンスで行けばいいの
かなって思っていましたね。あえて名前はずっと

田平――例えば先生にとって、陶芸作品として素
田平

なかったです。これも 10 回、8 回ぐらいからみ

晴らしいと思われる子供さんの作品の基準は何か

んな名前もつけようとか言う施設も出てきました

ございますか。

けど、とりあえず 10 回目までは今までのパター
ンで行こうとずっと押し通されたように思います

谷村――難しいですけど 38 年あまりずっと携
谷村

ね。吉永太市先生がこれは深く関わっておられま

わってきたなかで、あの子のこれはすごいなって

したので。

思ったのは、やっぱり何人かしかいないですね。
何が良いって言われるとやっぱりいろんな対応し

田平――吉永先生が退職されるまで。
田平

ていろんなことをしていくところかなと、その子
の作品自体が。さすがに僕も自分も感心するよう

谷村――退職されてからも一緒になんやかんやと
谷村

なものがあって良いな、欲しいなと思ったのは本

やってましたので。何かあると言ってこられます

当に 4、5 人くらいだと思います。私の感性かど

ので、近江学園に用事がある時は私を呼び出しま

うか知らないですが、私は長いことやってきてそ

す。私が今年退職といったら、もう辞めるのか、

の人達のはすごいと思いましたけど、それ以外は

もっとおれ、とか言って。いやいやおれませんっ

難しいかなと思ったりするのも多々あるのかなと

て言って笑ってたけど。来づらくなるって笑いな

思います。

がら。そんな感じの関係です。
田平――先生の陶芸家としての審美眼と言います
田平
田平――今アール・ブリュットと銘打たれている
田平

かご趣味だったり。
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谷村――それはそうだと思います。
谷村

があるんですよ。その殻を取るのにちょっとか
かっちゃう。３年のうちに、どこかで認められた

田平――ちなみに特に素晴らしいと思われていま
田平

り、展覧会に出てみんなからすごいとかって言わ

した作家さんは。

れると途端に変わってくる。ぐうっと伸びてくる。
その中で大きくするにはどうしたらいいかとか、

谷村――村木勇に、西川と石野光輝もそうですし、
谷村

いろんないわゆる製品を作ってるのでそこの比率

あと黒沢浩三くらいかなと思います。この辺の人

が入ってきてかなり広がりを持っていろんなもの

はすごいなと思うんですよね。あとの人たちはこ

を作るようになっていくのかなと思います。

れは面白いなとか良いなと思っても何か違うんで
すよね。いくつかいろんなパターンで見たときに、

田平――意外と言いますか思いつかなかったこと
田平

トータル的に何でもその人たちのは面白いと、ど

で、既成概念で自由に作っていいって言われても

れを作ってもらっても面白いと私は思いました。

作れないですよね、いくら子供さんといっても。

他は北村徹とかね面白いのはありますね、細長い
顔をちょんちょんといっぱい、ご存知ですかね。

谷村――しばらくすると、ちょっとずつ試してき
谷村

彼は本当に最後だったんですよ、あれを作り出し

ます。最初に花瓶の時になんかちょっと人形つけ

たのは。まだもうちょっと期間があるときっと広

ようかとかわざと誘導したりとかそういうふうな

がったと思うんですがね。うちは児童施設なので、

形で、それ面白いとか言うと今度はそれで作って

他の施設への移行が決まって、今は、かいぜ寮っ

くるとか広がっていくので。最初の殻というか、

ていう彦根の施設にいますけど、多分やってない

それを作ってもどうもないよっていうのを教えて

ので残念だなと思いますね。

からじゃないとなかなかそこには行かないです。

田平――やはり 3 年間でのご制作という、とても
田平

田平――自由に作るっていうことの難しさですよ
田平

短い期間にすごく充実した作品を作られていると

ね。そこに導かれる先生方の指導方法であります

いうのが特色でしょうか。あとは年齢的なものと

とか、技術のベースを教えられて何か生徒さんの

か。

個々の個性が出てこられた時に誘導されてという
ような、すごく細かく観察されてタイミングとい

谷村――高校の年齢で入ってきて、一番最初の造
谷村

いますか。

形って何を作ると思いますか。初めて来てぱっ
と。来年も 7、8 人新入生が入ってくるんですよ。

谷村――前にお話したかもしれないですけど、造
谷村

一度は体験させて、初めて好きなものを作りって

形作品を作っているときに私らが手を入れたら

言った時に一年目の子は何を作ると思いますか。

残るんですね。他の施設でこことここは職員の人
の手が入ってるというのが分かるんです。これは

田平――身近な動物とかですか。
田平

やっぱりやりたくないなっていうのがあって、こ
この部分だけちょっと違うとか押さえ方とか見方

谷村――動物だったらいいですけど違うんです
谷村

とか、だから作品全体でなくそういうところに目

よ。コップとか、昔だったら灰皿とか、器、そう

が行ってしまうのか分からないですけど、できる

いうものを作る。何でかと言うと、やっぱり今ま

だけやっぱり本人さんが全部作るというふうにし

での概念というか、普通粘土で作るのは器という

たいと思うので。だから一番何が興味があるのか

その辺が抜けきらない。ちょっとユニークなもの

とか、西川君だったら何かどっか行ったらと思っ

を作る子も、学校にいる時に作って笑われたとか

たら、それを見てそれを作る。石野君だったら本
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を持ってきて見たりとかしてました。

の子は作ろうと思ってるなっていう時に、ちょっ
と最初は固めの粘土で出して土台はしっかりして

田平――石野さんはどんな本を見ていらっしゃっ
田平

あとはちょっと柔らかいので細工しやすいように

たのですか。

するとか。そこはこっちで調整できる、あげる粘
土を変えてやる。西川の時なんか、西川はめちゃ

谷村――動物の本が多かったです。動物の図鑑み
谷村

くちゃ速いから同じ固さのように見えて同じ固さ

たいな。

じゃない粘土を渡す。微妙に、作る速度に合わせ
て固さが変わってるんです。一本これは 3、4kg、

田平――やっぱり動物がお好きなんですね。
田平

もうちょっとあるかな、5kg はないか。微妙に変
えてやると短時間で早くできますよね。それをし

谷村――はい、結構見てましたね。
谷村

ないとなかなかうまくできないので潰れたりす
る。潰れたりすると次やる気がなくなってしまう

田平――見ながら作られたり。
田平

のでそれがないように。

谷村――こうやって一生懸命付けてるでしょ、落
谷村

田平――粘土の重さとか子供の頃はよくわからな
田平

ちたりするじゃないですか。そしたら同じように

くて作って失敗しますね。

こうやって作ってこうしたら付くよっていうのを
教えると、同じようにする。一生懸命やってる時

谷村――ちょっと固さを変えたら随分と違うの
谷村

は教えるけど遊んでる時に強制することはしない

で。あまり極端に変えると割れたりしますけど。

です。困っている時はそういうアドバイスをして

それは大事なことかなと思っています。

ました。
田平――作られる作品を見据えられて粘土を提供
田平
田平――子供さんによってタイミングとかは違う
田平

するというのも大きいですね。

と思うのですが、声を掛けるタイミングですとか、
やっぱり先生方の日頃の観察やご指導の賜なので

谷村――造形の時は大事だと思います。あんなに
谷村

しょうか。

大きいのを作ろうと思ったら下が柔らかかったら
駄目なので。貼り付けるときは付きやすいように

谷村――指導というか放ったらかしたというか、
谷村

柔らかめのものにします。

私たちは作りやすい固さの粘土を提供する。例え
ば手に粘り付く、柔らかいほうが良いといっても

田平――「土と色」のお話に戻りまして、京都・
田平

手に付いたらやりたくなくなるんですよね。だか

滋賀でやられていたということで、京都のスタン

ら一番やりやすい固さってどの固さっていうので

スと滋賀のスタンスの違いは何になりますか？

粘土を提供する。固ければ割れたりするから、そ
れはそれで面白くないのでどの固さが一番良いか

谷村――滋賀の人達は自然にできるんですよね、
谷村

というのをきちっと伝えるというのが一番大事だ

作品が粘土だと。だから 2 年に 1 回とやっぱり新

と思うんです。造形の時はとりわけ。他の製品も

しい作品がすうっと出てくるんですよ。2 年間、

そうなんですけど、機械ろくろする時は通常より

うちらだと回転してますから、一麦寮さんとかで

柔らかめにとか、ちょっと大きいものを最初にし

もできてるけどちょっと違うのができてくるんで

ようと思うと微妙に固めにしておこうとか。それ

すよ。でもその頃は京都から出てくるのは 2 年前

を用意してあげられると、どれくらいの作品をこ

の滋賀の作品によく似たものが出てきたりするん
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ですよ。だからあの頃はこれってどうなのとか思

ありますね。

いましたけど。
谷村――京都の施設に窯を作りにも行きました
谷村
田平――それは作る環境の難しさというか、京都
田平

よ。2 か所ぐらいで作りました。花ノ木医療セン

の中で窯を構えられるのはやはり難しいのでしょ

ターっていうところと美山育成苑、今はもうそこ

うか。

はないですけど何か別の建物建てるかなんかで増
築したのですが。その 2 か所は京都新聞社さんに

谷村――作品自体が展覧会のために作っているの
谷村

頼まれて行きました。

だと感じました。前回のがどんなんだったのかと
写真を見ながら作っているのかなと思いました。

田平――維持されるのも大変でしょうね。
田平

同じものにはならないので違うものなんですけ
ど、そういうのが結構あったのと、やっぱり京都

谷村――薪とかいろいろなものとか、その時熱心
谷村

の人って言葉とかに非常にこだわりがあったかな

な先生がおられてもあとはおられなかったら壊さ

と思います。
「土と色」展の副題であるとか個人

れてしまうので。

の名前を出そうとかいうのはやっぱりあったと思
います。吉永先生とかはそのあたりは何言ってる

田平――本当に陶芸というのは、場所、材料、人
田平

んだと、これで 10 回やると決めているんだ、と

と全部揃ってできることで、なかなか滋賀みたい

いうのはありましたけど。

にはいかないと。

田平――京都は京都の難しさがあり、そうすると
田平

谷村――できないですね、京都でもなかなかやっ
谷村

滋賀というのは作品制作については恵まれた環境

ぱり高いから、みんなトラックで信楽まで粘土を

にあるということでしょうか。

買いに来られてました。世界陶芸祭というのがあ
りましたね、信楽高原鉄道が事故で途中でやめま

谷村――そう思いますよ。粘土は信楽ですし。やっ
谷村

したけど、あの時に展示をするために、うちとか

ぱり陶芸といっても陶芸をできる人がたくさんい

びわこ学園とか一麦寮さん、あざみ寮やもみじ寮

て、支援を受けることができてたかなって思いま

さん、落穂寮さん、これだけでやるのではなく滋

す。近江学園でも一麦寮とかでもそうだと思いま

賀全部でやろうっていうことでいろんな施設に行

す。八木さんとかも来ていただいてとか。東京の

きました。粘土を持って行ったりして、そこでで

施設で教えてと言われた時に、粘土の額を聞いて

きた良い作品をここに持ってきてうちの窯でみん

びっくりしました。うちだと当時 1kg 数十円し

なで焼いて選別して、当時江谷さんという石部焼

かしなかったと思うんですけど、1kg のあの塊が

をやっている方のところにも登り窯があったので

２百円くらい。今は千円近くすると思いますけど。

お借りしてあっちこっちで行きながら、あのとき

その時でやっぱりゼロが違ったなと思います。そ

は展示をさせてもらいました。だからいろんな参

うするとやっぱりなかなかドーンという粘土の量

加施設を増やすっていうのがいるかなということ

での作品にはならないなって思って。

でさせてもらいましたね。

田平――その一方で信楽がお近かったということ
田平

田平――陶芸祭というのはかなり大きなイベント
田平

ではありますけれども、京都育ちの谷村先生が滋

だったそうですね。やはりそういった際にいろい

賀に来られてというのもあって、行き来というの

ろなきっかけがあり、石部焼があって、近江学園

ももちろんあってというのが面白いなというのも

のある石部はそもそも焼き物の本場で、こちらで
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も粘土が取れるということですよね。3 年間で生

ろいろ拝見しておりますと、いろいろな小さなモ

徒さんが作られる作品があって、その後制作を続

チーフが密積して大きな形になってるという大ま

けられる方と別のお仕事に携わられたりとか施設

かな特色があるのかなと。様式といいますかそう

を変わられたりとか、いろいろいらっしゃると思

いったものが歴史的に作られてきたのかというよ

いますが、その中での陶芸での教育の意義はどう

うなところをお聞きしたかったのですが。

いう風にお考えになられてますか。
谷村――多分、貼り付けてるっていうのがやっぱ
谷村
谷村――うちの作業場に来ておられる人たちの最
谷村

りうちの作品の特徴みたいな感じであるのかなと

後の目的というのは、就業したりとかいわゆる地

思っています。でも昔はそうでもなかったかなと

域で生きる、普通に暮らせるということなので、

思います。昔は平面的なもの、線だけのものとか

それがかなえられればそれに越したことはないと

もあったなと思って、今日たまたま作家の四方博

思ってます。そのための素材が土であったり木で

子さんが来られときに見てて、昔もうちょっと作

あったりという考え方です。ただその中でこれが

品は違ったとかちょうどしゃべってたところなん

自分の趣味みたいな形で、引き続き余暇の時間で

です。あの時から子供たちの作り方が変わったな

やっていきたいということであれば、それはそれ

と思うんですけど。

でいいのかなと思います。昔、南郷に来るまでで
すとやっぱり陶芸のプロになったという人もいま

田平――いつ頃からですか？
田平

すけど、今は皆さんどちらかというと就職すると
いうのがまず目的にあるのであればそれでいいの

谷村――20 年とかもうちょっと前ぐらいからか
谷村

かなと思います。

な。それまではもっと線とか、こんな人形でも人
でもこんな細い線で作ってるようなものがありま

田平――教育訓練の一つの手段として、その中で
田平

した。それを何かのものに貼り付けるという発想

土とか陶芸そのものが持ってる教育的な要素の特

にはなってなかったなと今日改めて昔の作品を見

質っていうのはありますか？ 一つのことに集中

てて思ってたんです。だから最近なんでそうなっ

するなど、教育課程の中に特に陶芸を入れられて

たのかなと思いますけどそれはやっぱりドベとか

いらっしゃる意義は何でしょうか。

を使うのを対応したからかな。

谷村――例えば木というのは形が自由にならない
谷村

田平――ドベですか。
田平

ですよね、一方土というのは自由な形になります
ね。その辺りかなと思います。本当に土の感触が

谷村――たたら板とたたら板を貼り付ける、いわ
谷村

嫌な人もいるんです。そういう人たちは木をされ

ゆる粘土をもうちょっと水状に溶くんです。糊

ます、粘土がいいなって言う人は粘土をしますし、

みたいにして付けると剥がれない。結構いろんな

どれがいいあれがいいというよりも一長一短それ

ものをそういえばその頃に作り始めたかなと思っ

ぞれの素材にはあると思いますけどね。

て。

田平――選ぶ一つの素材として土が使えるという
田平

田平――それは先生のご指導で。
田平

ところは大きいですね。なかなか陶芸のできる
設備はないと思いますので、それができるという

谷村――はい、私のときに。通常の花瓶を作った
谷村

ことは貴重なのだろうと改めて思います。特にお

りする時にそういうものをやった時期だなと。そ

聞きしたかったことは、近江学園さんの作品をい

れからがやっぱり貼り付けるというのが増えてる
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のかなと思います。もちろんそれまでもありまし

あるところはより土を使ってっていうのはありま

たけど、大量に貼り付けるようになったのはあの

すね。
「しゃちほこ」なんかそうですね。

頃からドベを一人にひとつずつぐらい渡したよう
に思います。それまでは瓶で置いていて必要な時

田平――大きな作品を作られるとやはり大きな窯
田平

だけという感じだったのが、あの頃はみんないる

も必要になりますし、登り窯も作られてみたいな

だろうって渡して、その頃から貼り付けるのが増

ことにもつながられていらっしゃるんですね。

えたんじゃないかなと。
谷村――窯も今の穴窯のところはもう一つ縦型の
谷村
田平――それぞれの方の表現したいこととうまく
田平

窯を作ってたんです。その窯はその都度高さを

マッチして、作品が大型化したりして行ったりと

変えてました。今のは土をまいてますよね、土も

か凄く印象的な作品が生まれていったのかなとい

まかずに形を変えて窯を積み替えてやってました

う感じになってきますね。一つのきっかけで変わ

ね。

るというのは面白いですね。
田平――素晴らしいですね、場所があって工夫さ
田平
谷村――その時は何も思ってなかったですね。今
谷村

れる先生方がいらっしゃるっていう。本当にいろ

日ふと、四方先生からやっぱりある時に変わって

んな事ができるんだなと思いました。

ますねと言われたんですよ。それでよくよく見た
らそうだなと思って。大体いつぐらいの作品まで

谷村――よく考えたらいろんなことをしています
谷村

かなって見てたら大体 20 年ちょっと前ぐらいか

ね、その頃は別に何とも思ってないですけどね。

らだなあと。その頃って製品って、花瓶で、たた

何 cm 積んだらいいとか言われて、積むんですか

らを多用したんですね、粘土の板の。それで立体

とか言って積もう積もうと。煙突ちょっと上げて

のものを作って。あれで結構大きなものがすっと

おこうかとか、焚き口ちょっと足そうかとかいろ

簡単にできるということを子供は知ったと思いま

いろやってましたね。

す。たたらの作る機械もその時に入れたんですよ。
田平――近江学園さんの小さなモチーフが大きく
田平
田平――一つの様式というか、追って行くとすご
田平

一つの形になってというものが、例外はもちろん

く面白いですね。

ありますけれども、滋賀県全体、澤田真一さんの
作品とかにも一つ流れみたいなものになってるの

谷村――追って行くとそうですよね。この時にこ
谷村

かなと。技術的な交流や人的な交流とか。

の機械を入れたら、だからこういうふうに造形も
変わってるのかと。製品も変わってるけど、造形

谷村――職員は（なかよし作業所の）池谷正晴先
谷村

も変わってるのかと。

生とはずっと「土と色」とかでやってましたので
お互いあります。窯を作ったりとかいうのも、こ

田平――すごく大きな作品が可能なのはなぜだろ
田平

れはこうやったらとかいう話もあったのでそれは

うというのも考えたりしてたのですが、そういう

してましたけど。だから落穂寮さんは元々貼り付

ところもあるんですね。

けてありませんでしたからね、池谷先生が落穂寮
におられたときは黒陶の面を作っておられたいく

谷村――より土を大きくするとかより、土とたた
谷村

つかだけで、ああいうのはほとんどやっていな

らの組み合わせとかでものを大きくしてますよ

かったと思います。後半はやっぱり施設が展覧会

ね、みんな。あるところはたたらを使っているし、

をするとみんな見に行きますからね、子供も一緒
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に。一緒に展覧会するとお互い見に行くので。あ

田平――影響や交流、そういうところで作品がま
田平

ざみとかもうちの窯で焼いたりしてましたから

た変化していくというのがとても面白いですね。

ね。

特に谷村先生独自のエピソードと言いますか、子
供さんたちと関わられての思い出深いお話とかあ

田平――あざみ寮さんが窯を使われてたりもあっ
田平

りますでしょうか。

たんですね。
谷村――障害とか病気とかに私は全然知識がな
谷村
谷村――やまなみ（工房）も昔はそうですよ。だ
谷村

かったので、初めて来た時、私一人の時に、子供

から（やまなみの）山下完和さんとかも一緒にやっ

がてんかんのけいれん発作を起こしたんですね。

てましたから。彼が初めてやった頃は木を切って

口に指を入れて、止まるのかと思ったらがぶって

ましたから。あそこは粘土はやってなくて最初の

噛まれました。どうもなかったですけどね。その

頃はよく来てくれてましたけどね。

子が戻ってから「痛かったなあ。俺が悪いんだけ
どな」と言ったら、それからすごく言うこと聞い

田平――こちらの窯での交流というのがやはり盛
田平

てくれるようになったんですよ。来てまだ 4、5

んにされてたんですね。

日で他の職員がいなくて分からなかったというの
があって、全くそういうことは勉強してなかった

谷村――一麦と一緒に展示する作品を詰め合わせ
谷村

ので。

たりもしてたので。東京とかも行きましたしね、
昔（青山の）こどもの城で一か月間ぐらい展示し

田平――福祉的な観点は研修とか実地で学ばれて
田平

たかな。

いったという感じなんですか。

田平――こどもの城で一か月の展覧会となります
田平

谷村――そうですね、ここに来てからですね、ほ
谷村

とかなり大きな……

とんどは。

谷村――一週間ぐらい行ってましたけどね、交代
谷村

田平――今は皆さん福祉からの方が多いのでしょ
田平

でね。あの時はマイクロバスで行ってね。トラッ

うか。

クで行くのはあまり作品に良くないですね。また
人間もやっぱり滋賀から行くとえらいばっかり

谷村――はい職員はみんなそうですね。
谷村

で。
田平――教育のお立場から福祉の方を見られたり
田平
田平――展覧会でご一緒にとか、作品を生徒さん
田平

すると違いはあったりするのでしょうか。

が見られてというお話をお聞きして、展覧会の意
義、見ていただくというのはやっぱり大事なこと

谷村――コスト意識みたいなものは違いますね。
谷村

でもあるのだなということを改めて思いました。

まとめ方が違うんですね、福祉の方にひとつ書い

他の方の作品を見られてそれを作品づくりに……

てもらってもね、何かこうやっぱり非常に熱く書
いてくれるので。簡単に書いてよとか言って、見

谷村――それはいい刺激になると思います。作り
谷村

て分かりやすくとか、ぱっと見て分かるようにと

方とかも結構参考になるみたいです。ちょっと違

かね、ちょっとやっぱり違うのかなと思いますね。

うことやっているとかね。どうしても展覧会とか
行くとありますね。

田平――近江学園の 50 年誌で谷村先生の文章を
田平
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読ませていただいてたんですけど、やっぱり谷村

好きです。近くにカタツムリがよくいるんですか。

先生のお書きになる文章はソリッドで造形に着目
されて書かれていますね。

谷村――もう普通にいるので。
谷村

谷村――その頃にどんなのを書いたのか覚えてな
谷村

田平――美術館の周りにもいます。やっぱり自然
田平

いですけど……

に囲まれてるなという感じですね。すごく素晴ら
しい本で。

田平――窯のお話ですとか。
田平
谷村――でも間違えて作品展にしたんです。作品
谷村
谷村――50 年はめちゃくちゃでしたからね。50
谷村

集にしとけば良かったと。

年のときに自分たちで本とかも作ってて（
『丘に
咲いてきた花―近江学園作品展』1996 年）
。

田平――展覧会もされたんですよね。
田平

田平――こちら素晴らしいですよね、すごく解説
田平

谷村――展覧会もしました。東京とか。
谷村
（滋賀県立

も詳細で、写真も素晴らしいですね。

近代）美術館もお借りして、ギャラリーで。

谷村――写真もリバーサル使ってないんですよ、
谷村

田平――1996 年なんですね。
田平

普通のフィルムで。だから印刷屋さんにあんたこ
んなんとか言われました。いやもうええからそれ

谷村――はい、抽選に行きました。
谷村

で何とかやって。その頃から本格的にやりかけた
時ぐらいですかね展示とか。そこまではこの場で

田平――ギャラリーは秋は混む時期で。
田平

はあんまりやってなかったですね。
谷村――そうなんですよ、混む時期でしたけど。
谷村
田平――村木勇さんの作品の表紙がすごく素敵だ
田平

もういっぱい作品を持っていきましたよ。そのと

なと思いました。

きは東京とかも行きました。

谷村――村木が好きだったんでねカタツムリが。
谷村

田平――そうですね、全国を巡回されて。いろい
田平

その時はカタツムリにしたんです。
『つむぐ』
（
『つ

ろと子供さんたちと関わられて慣れないところで

むぐ 近江学園作品集』2013 年）の時は（石野

も馴染まれていって、最初先生を目指されていて

光輝の作品の）キリン（の山）だったんですけど。

福祉の現場に来られてすごく違ったというお気持
ちもあって。けれどもやはりそこで続けられたっ

田平――村木さんはカタツムリがお好きだったん
田平

ていうところは、何かきっかけですとかそういっ

ですか。

たものがあるのでしょうか。

谷村――カタツムリをよく作ってましたね。あと
谷村

谷村――結局面白かったのでしょうね。
谷村
興味があっ

いろんな人を並べて作って。人とかいろんなもの

たのかな、全く知らない世界だし、非常に興味が

をずっと延々作ってましたね。結構彼も自閉さん

あったのかなと。やめようとも思わなかったし。

でしたけど面白いものを作りましたね。

最初からずっとのめり込んでたのだと思います。
いろんなことをやったんじゃないかな、それを上

田平――カタツムリのリズミカルな様子がすごく
田平
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が認めてくれてたのがね、それでいいよっていう
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感じでやらしてくれたのかなって思いますけど。

て替えられた施設を見てきたんです。

田平――上と言いますと、吉永先生ですか。
田平

田平――改築に関しまして谷村先生のご希望やご
田平
意見はどういったものでしょうか？

谷村――いえ、こっちの近江学園の上司ですね。
谷村
あとの外との繋がりは、吉永先生とか通じて「土

谷村――せっかくだから温かい感じの施設がいい
谷村

と色」とかということで。どこ行っても福祉の現

ですね。家庭的な。ほとんど家庭を知らないで入っ

場だったら知ってる職員が一人二人いるんです

てくる子供が 18 歳までここにいますよね。コン

よ。こんな事業所知らないと言っても「先生」と

クリートの施設という感じではなく家みたいな感

か言われて、ああその時あそこにいたのかとか

じの小規模のユニットでという希望をして、基本

言ってね。非常にありがたい。だから「土と色」

計画はそれで行こうとなっており、ありがたいな

とか世界陶芸祭をやってたときに非常に人脈を

と思ってます。

作ったのかなって思います。
田平――平屋ですか？
田平
田平――自由さという意味では今とも違いはあり
田平
谷村――平屋でというふうに思ってますけど、滋
谷村

ますか？

賀県にビルで立てたほうが安くつくと言われて、
谷村――今と何が違うのかはよくわからないって
谷村

いやいや人が暮らすとこだろうと。まず障害福祉

いうのが一番かなって思いますね。ここだけが自

課に理解してもらうのに時間かかりましたけど。

由だったのか全体が自由だったのかというのは分

財政が言うならまだしも、障害福祉課が言ってど

からないけど、今はやはりどの世界も一緒だけど、

うするんだと。

ちょっとした余裕、不必要な部分があったのかな
と思います。そこが認められるというかそれが普

田平――改築も本当に楽しみです。
田平

通にあって、今はそういった部分がやっぱりどん
どん削られてて、がちがちになってるかなってい

谷村――作業場も全部建て替えです。外も、ギャ
谷村

うのは思いますね。それがだいぶ違うのだと思い

ラリーの部分も建て替わるみたいなので。無理し

ます。息抜きができない。してますけどね。昔は

て作っておいたから次の予算でもついてるのはあ

もうちょっと出張でも自由がありましたから。こ

りがたいなってその辺は思ってるんですよね。

の前なんか 2 泊 3 日でと言われて 5 か所施設回っ
てきたんですよ。平塚行って次福島行ってその次

田平――美術館に作品をたくさん管理換をいただ
田平

郡山行ってそれから東京の東村山行って最後は渋

きまして、また近いうちにミシガン州のフレデ

谷で終わって帰ってきて。朝は 8 時ぐらいに出て

リック・マイヤー庭園美術館でも展示させていた

ホテル着くの 21 時半とかで 2 泊 3 日で行きまし

だきますが（
『過程と存在―障害のある人による

たけど。

彫刻の現在』展、2018 ～ 2019 年）
、そういった
美術館などの展覧会で展示されるということにつ

田平――渋谷の公園通りギャラリーをご覧になら
田平

いて率直なご意見いただければと思います。

れたんですか。
谷村――展示していただけることは非常にありが
谷村
谷村――いえ、施設の見学に行ったんです。ここ
谷村

たいと思っています。それぞれのところでそれぞ

改築なんですよ、建て替えで。それでいろんな建

れの良いところを見て展示していただけるんです
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から、大事にしていただけるのが一番良いと思っ

田平――環境を守られるということをずっと続け
田平

てますので、何かぜひやっていただいた時には園

ていかれるということでしょうか。

生を連れて見に行ければと思ってます。
谷村――そうですね、それで良いのかなと思って
谷村
田平――やっぱり見に来ていただくというのがと
田平

ますけどね。

ても大事だということが、今回お話をお聞きしま
田平――どうもありがとうございました。
田平

してわかりました。
谷村――子供らは見ることで随分変わるので、い
谷村
ろんなところに連れていこう、いろんな事をしよ
うと言ってるので、ありがたいです。
田平――ぜひ来ていただきやすいような美術館に
田平
したいと思います。
谷村――石野君とはスイスに行きましたよ。ロー
谷村
ザンヌに。

谷村太氏 1986 年の近江学園窯業科にて 創立 40 周
年記念制作の陶板を手に

田平――いかがでしたかローザンヌは。
田平
谷村――アール・ブリュット・ミュージアム凄い
谷村
ですね。あれだけ広くて、外から見てると全然あ
れですけどね、あの中の広さは。
田平――今後近江学園ではずっと造形活動を続け
田平
ていかれると思うんですけれども、今後期待さ
れることとか受け継がれたいこととかございます
1990 年代の窯業科 （右奥に谷村氏）

か？
谷村――県立なので結構いろんなことがあります
谷村
が、子供らは関係ないので子供達がやっぱり一番
やりたいこと、作りたいものを作らせるような環
境を、それだけしてもらったら良いのではないか
な。別に目立たなくても良いので、細々でも続け
れば良いって思ってたので、それで認めていただ
いたら。今はちょっと盛り上がりすぎだと思うの
で。こんなのがいつまでも続くことはないと思い
ますが、それはそれで良い部分もあるので、その
あたりは続けてもらえたらなと思っています。
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2018 年 3 月 9 日 谷村氏 近江学園にて
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