
講義 または
実習だけの参加も可能です。

本件問い合わせ先

学生支援センター修学支援部門 ✉ concierge.info@jim.titech.ac.jp

講師：Zuse Meyer
（ツーゼ・マイヤー）
画家、詩人。ドイツ、ブッパタール出身。
ベルリン国立芸術大学修了 MFA。2008
～16年 東京工業大学世界文明センター
非常勤講師。2012年以来、台南国立芸術大
学で客員助教授。2016年上海・同済大学客
員教授、ベルリン、東京で創作をおこなう
とともに、独創的なアートワークショップ、
アートスクールを主催。

80年記念館にあるこの絵画は
Meyer先生の作品です。

学生支援センター修学支援部門

事前予約制です（定員25名）
件名に「アートセミナー申込]、本文に氏名と学籍番号と学年を記入の上、下記問い合わせ
アドレスへメールにて申込をしてください。 申込締切5月6日（月）

2019年５月９日（木）
17:30～18:30 … 講義
18:30～20:30 … アート実習
場所：８０年記念館２階会議室

２０世紀の絵画にもっとも大きな影響を与えた芸術家
の一人はオランダのビンセント・ヴァン・ゴッホです。彼の
集中力、特に彼の短い伝説的な生涯の最後の２年の
パワーの秘密はなんでしょうか？私たちは彼の生涯を知
り、作品をじっくり見て、ドローイングと絵を製作します。
このワークショップの目的はアートを通して新たな知識と
インスピレーションをえて、皆さん自身の創造力を発見
することです。日本語及び英語で講義します。

アーティストとアートを
体験するセミナー



DOING ART WITH THE 
ARTIST

Lecturer：Zuse Meyer

One of the outstanding and most formative artists for 
the Modern Art of 20th century is the legendary Dutch 
painter VINCENT VAN GOGH (1853-90).  What is the 
secret of Van Gogh’s intensity and power, especially in 
the last two years of his short life? We will follow his 
biography and works, with a focus on his landscapes, 
producing drawing and paintings. The purpose of this 
workshop is to gain new knowledge and inspiration 
through the arts, and to find one’s own individual 
creative ways of expression. Teaching language: 
Japanese and English.

Student support center 
Student learning support section

Painter and poet, born in Wuppertal/Germany. 
Graduated from Berlin National University of 
the Arts, MFA, 2008-2016 temporary lecturer 
at Tokyo Tech (Center for the Studies of 
World Civilizations), since 2012 visiting 
assistant professor Tainan National University 
of the Arts, 2016 visiting professor Shanghai 
Tongji University. Zuse Meyer lives in Tokyo 
and Berlin. 

The number of participants is limited to 25. Please register your attendance as 
soon as possible. Please inform us by e-mail concierge.info@jim.titech.ac.jp with 
your name, student-id and school year and the title of the subject: Art Seminar 
Registration. Last day of registration will be Monday, 6th of May.

Thursday, May 9th, 2019
from 17:30 to 18:30 … Lecture
from 18:30 to 20:30 … Workshop

80th anniversary hall
Conference Room, 2nd fl.

We recommend to join both parts, lecture and workshop, 
however if you cannot attend the whole seminar, please feel 
free to attend an individual part.

Zuse Meyer’s artwork is displayed 
at 80th anniversary hall.

For any questions or concerns, contact
✉ concierge.info@jim.titech.ac.jp
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