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第 11 回 アート知っとくミーティング 
 

―図工・美術・書道の教育の魅力を探る― 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

日  時： 2016 年 3 月 13 日(日) 13：30～16：30 
 
場  所： 大阪教育大学天王寺キャンパス 西館２階第 10 講義室 

 （大阪市天王寺区南河堀町 4-88）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

特定非営利活動法人 アート知っとく会 
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― プログラム ― 
	 

○第１部	 書の鑑賞について	 13：30～15：00	 
	 	 

提案者：福光	 敬子（書家）	 

	 	 	 

○第２部	 インド小学校との交流授業報告	 15：00～16：00	 

デリー郊外の私立小学校の調査報告、及びと日本の小学校とインドの小学校とのテレビ通話によ

る作品相互鑑賞授業について報告します。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 提案者：渡邉	 美香（大阪教育大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

○第３部	 みんなで話し合おう	 	 16：00～16：30	 

鑑賞教育の発表に関する内容や、日頃、図工・美術、書道教育に対して抱いている疑問や思い

を参加者同士自由に語り合います。	 

	 	 	 	 
	 

	 	 	 
本ミーティングの後、アート知っとく会総会（16：30～17：00）を実施しました。	 

	 	 	 	 	 	 

                                  (敬称略) 
	 

	 

	 

アート知っとくミーティング報告（第１１回）	 

	 

 第１１回のミーティング司会は三澤によって行われました。第１部での提案では、パワーポイントによる発表があり、第１部から第 3 部へ

話し合う流れとなりました。時間の都合上、第２部につきましては資料提供となりました。（HPで閲覧可：http://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp 

/dspace/handle/123456789/28801）以下ミーティング内容を報告します。 

福光：今日お話しすべきテーマが一般的な「鑑賞」についてなのか、学校教育における「鑑賞教育」なのかということの整理が私

自身のなかでもまだはっきりとしていませんので、今日はその整理も兼ねまして日本における「書の教育」の実態をもとに

「鑑賞」について述べてみたいと思います。 

 まず「鑑賞とは何か」ということが問題になります。「鑑賞」という言葉はだれがどのようにして作ったのかは分かりません

が、その大まかな意味は「愛でる、良いものを見る」ということではないかと思います。つまり「粗悪なものではなく、良いも

のを見て心をうごかされ、それによって人に良い影響を与える」ということが鑑賞の基礎としてあると考えられます。そうす

ると鑑賞の研究とは「感動する心がどのように広げられ、育まれるのか」ということを解明するために、鑑賞を構成する諸要

素が互いにどのように調和しあったり、反発しあったり、補完しているのかという、複雑に絡み合っていることを、もつれた 

糸をほどいていくように一つずつ根気よく解明していかなくてはなりませ

ん。その一つの道筋として「鑑賞することによってより豊かな表現ができ

るようになり、また同時に、作品をより深く理解することができるようになる」

ということがあるのではないかと考えそれを図に表してみました。（図１） 

 また私は、鑑賞は表現とつながらなくても、それ自体で独立できるとい

う側面ももったものであると考えています。そこで、そのような考えをもと

に私が時々受ける「書道ではどのような鑑賞をしているのか」という質問

について考えるために次のような方法を試みてみました。私たち書に関

わる者がよくおこなっている古典をお手本としてお手本どおりの字を書く

図１ 
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「臨書（りんしょ）」をするときに「私たちは何を見ているのか」ということを

明らかにするためにこの「生」（図２）の字を具体例として考えてみました。

この「生」の字を見ますと、私たちはたとえば「縦の線が右に寄っているな

あ」「最初の書き始めが三角形のように尖っているなあ」「横の三本の線

の長さを、現在では同じ長さに書くのにここではそれぞれ変えているなあ」

「最初に交わる線は、直角より大きな角度で斜めに交わっているなあ」

「最後の線はほぼ直角に交わっているなあ」などの点を注視します。 

 つぎに、私たち書道人は「お手本を見ながら書く時に何を見ながら書

いているのか」ということを明らかにするために、もっとも簡単な字である

古典の「大」（図３）の字を例に考えてみましたが、書には書く時にいくつ

かのルールがありますのでまず三画の字である「大」の字を例にそれを

紹介します。 

 そのルールとは「筆順を守る」「１画目は止めなければならない」「２画目

は止めても払ってもよい」「最後も止めても払ってもよい」「１画目と２画目

は交差させるが、三画目はひっつけても離してもよい」というものです。

おおざっぱにいいますとそれだけのルールを守って３本の線を組み合

わせると「大」という字になるのですが、この古典の「大」を見ますと「１画

目の線のどのあたりに２画目の線が通っているのか、真ん中を通ってい

るのか左を通っているのか右を通っているのか」というような点に注意を

はらいます。左下の字は王羲之（おうぎし・３０７?－３６５?）の字ですが、こ

の字では少し左側を通っています。また、下の二つの字も王羲之の字で

双方とも「行書」に分類されるのですが、２画目の交わる角度を見てみま

すと「こちらは直角に交わってから左へいっているが、もう一つはいきなり

直線どうしが交わっている」「三画目は、こちらは２画目より下がっている

が、こちらは止まっている」というような見方をします。また「昔の人も現在

と同じような見方をしていたのか」という点についてですが、右下の字は

王羲之よりもっと後の唐の時代の懐素（かいそ）という人の字なのです

が、双方を見比べますと１画目に対する２画目のこのあたりから、私は懐

素も王羲之の字を学んでいたのだろうと感じられます。 

 そこで、私たちがたとえば「生」という字を書きたいと思った時には、古

典からいろいろな「生」という字を探し出してきて、見たり、臨書したりする

のですが、そこでは以上述べましたような点に留意しています。（図４） 

 「鑑賞とは何だろう」ということを考えながら今お見せした資料を作って

いたのですが、以上のように「この点を見ています」「このような点に留意

しています」とさまざまな点を列挙するのは「『鑑賞』ではなく『観察』では

ないか」ということに気づきました。つまり、私は見方を分析していたので

すが、それは「自分自身に対して説明していただけではないか」という疑

問をもちました。また最初の「鑑賞とは何か」という問題については、古典

の名品を見ることも、学生同士が互いの作品を見ることも「鑑賞」と呼べる

のではないかと考えました。もし教育現場で学生同士が互いに作品を見

ることも「鑑賞」と呼べるのであればこの図（図５）のように「鑑賞」は「感じ

る心を育てること」ということになるかと思われますので、この点について

先生方のご意見をお聞かせください。また、もしそうであれば、ある作品 

についての学生の意見と先生の意見の関係はどのようになるのかという点についても、お考えをお聞かせください。 

 「感じる」ことは誰にでもできるのでしょうが、それを「言葉で表現することができるかどうか」は、子どもの場合には「語彙

力」や「人前で臆せず自分の考えを述べることが出来る」という性格的なことなどさまざまな事柄によるのだとおもいます。 

図３ 

図５ 

図４ 

図 2 
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また、言葉で表現することによってそこから新たな表現に向かう子どももいるでしょうし、言葉では表現できないけれど後の

作品にはそのとき「感じた何か」が出てくる子どももいるでしょうし、「何かを感じた」けれど作品にはそれが出てこない子ど

もも、言葉では表現できるけれど作品にはできない子どもいるでしょう。 

そこで「自己表現」を「作品による自己表現」だけに限定せず、「言葉によ

る表現」も「自己表現」ととらえるべきなのかなあとも思いました。 

 また授業における「鑑賞」と「批評」の関係につきましてはつぎのように

考えています。先生と生徒がいる授業の場での批評は、生徒どうしの批

評と、先生の批評は、生徒にとっては多少違う意味合いになると思いま

す。また、授業の場以外には、たとえば美術館を訪れた場合には、生徒

達だけでの批評と、学芸員さんなどのプロの批評は違う意味合いになる

と思います。さらに、プロの批評でも、客観的な批評と感覚的な批評によ

っても生徒の受け止め方は変わると思います。（図６）特に、もしプロから

自分の作品について「これはすばらしい!」などと言ってもらえると、生徒

にとっては一生忘れられないほどの意味をもつこともあると思います。 

 ここで書家がどのように作品を制作しているのかの紹介をしたいと思い

ます。（図７）まず、書家にも美術家にも共通することは、制作しようとする

時にはまず「こんな作品を制作したい」という漠然とした思いがあり、つぎ

に「今回はこのような作品を制作したい」という具体的なテーマが決めら

れるのではないかと思います。それをもとに実作になると、「ここはこうし

て、ここはこうして」という具体的な手順・内容を決めていくのではないか

と思います。つぎに、書家と美術家とは違うのではないかと思われる点は、

まず、この図の左側のもっとも下にある「詩文の内容によるテーマ」だと思

います。書家の場合、たとえば「『平安』という言葉で作品をつくりたい」と

思ったとき、私たちはまず古典から字を集めるという意味の「集字」をしま

す。つぎに、集めた古典の字をまねて書く「臨書」をします。「臨書」する

なかで、たとえば力強い字なのか可憐な字なのか、太い線で書くのか細

い線で書くのかなど、自分の書きたい字のイメージをまとめてから書き始

めます。（図８）書くにあたっては字の位置や大きさをさまざま変えること

によって「自分が書きたかった字」に巡りあえるまで書き続けます。もし、

その字を何十回も書いたけれどどうしても納得のできる字が書けなかっ

た時にはその字を書くのをあきらめて別の字を探します。なぜ同じ字を

繰り返し書き続けるかといいますと、その間に私たちは字の位置や大きさ

を微妙に変化させ「自分の書きたかった字に巡り会える」時を待っている 

からです。字の位置や大きさを変えることによって字の印象・雰囲気がまったく変わる例として、江戸時代の良寛さんの字

をご覧下さい。（図９・10）またこれはパソコンを操作して余白の部分を変化させてみたものです。（図 11）右によせることに

よって、はかなげで倒れそうな感じになっていると思われます。以上のように字そのものは同じ字なのですが、私たちは形

や大きさや位置をさまざまに変化させているのです。このような書道独自の見方は、すでに述べましたように、すべて「臨

書」によって培われたものだと言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 

図６ 
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 ここでまた「鑑賞」に戻りますと、私は「書の鑑賞は何をどう見ればよいのか」という質問を受けることがあります。その時に

見方・視点の説目をすると「ああ、そうか」と納得してもらえることがありますので、つぎにその例を紹介したいと思います。 

 

これ（図 12）は平安時代の三跡（さんせき）の一人である小野道風（おの

の とうふう・みちかぜ ８９４－９６６）の書いた「継色紙（つぎしきし）」とい

う作品の一部ですが、変体仮名がたくさん使われていますので、たぶん

皆さんには読めないと思います。文字は読めなくても次のような点を見て

ほしいと思います。まず、日本独自の仮名の書は、安定しないで揺らい

でいきながら、最後も「ドスッ」とは終わらないで「オットトト」という感じで、

倒れそうな状態で終わります。つまり、字が等間隔で並ぶことをよしとしま

せん。１行目と２行目、２行目と３行目の間隔をそれぞれ変えて、また高さ

も一緒にしないで全部バラバラにします。バラバラではあるのですが、狭

苦しさとかぶつかり合う感じはなく、全体に余韻を残したものとなっていま

す。・・・理解していただけたでしょうか。・・・感じていただけたでしょうか。

つぎは特殊な例を紹介したいと思います。これも色紙の作品なのですが、

（図 13）このような場合普通は右から読みますが、これはまず左側の５行

を先に読んで、つぎに右にかえって読みます。まず左から「山桜霞の間

よりほのかにも」と読み、つぎに右の「見てし人こそ恋しかりけれ」と読み

ます。作者があえてこのような配置にした理由は、私たちの目を左側から

右側へ移動させることによって、そこに空間を感じさせ、その空間も作品

の一部として読まそうとしたからです。・・・理解していただけたでしょう

か。・・・感じていただけたでしょうか。 

 

 

 以上のように、日本の書道の歴史は漢字と仮名の二つから成りたっていましたが、第二次世界大戦後はそれまでの机

の上できちっと書かれたいわゆる「お習字」的な字に加え、いわゆる「アート」的なさまざまな字が試みられるようになり、そ

れが現在の高等学校の書道の教科書にも取り入れられていますので、それを簡単に紹介したいと思います。これは手島

右卿（てじまゆうけい）の「悲」（図 14）という作品です。つぎの字は「夜」（図 15）という字ですが、ここでは表現手段として、

それまで忌み嫌われていた「薄い墨」や「滲み」や「擦れ」やこのようなほとばしる飛沫のような字をたくさん使った人です。

また絵画のような古代文字を作品化したものとして、これは（図 16）篆書で中国では明から清にかけて多くの人が書いて

います。篆書のほとんどは中国では１字１字きちっと書かれているのですが、青山杉雨（あおやまさんう）という人はこのよ

うに絵画的なおもしろさを初めて追求した人です。 
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金子鷗亭（かねこおうてい）は「日本人なのだから漢文の書ばかり書かず

に、また日本のものでも千数百年前の万葉集の歌ばかり書かずに、現在

日本で生活している私たちが身近に理解できるものを書くべきではない

か」という主張をした人で、漢字と仮名の交ざった書を書こうという「近代

詩文書運動」を進めた人です。（図 17）現在では高校の教科書も楷書、

行書から始めずに「調和体（ちょうわたい）」と呼ばれる漢字仮名交じりの

ものから始まるようになっています。ただ、楷書、行書の基礎が習得でき

ていない生徒に「調和体」の詩文から書を指導しようとすると、先生の指

導がよほど優れていないと字がグチャグチャになり、書道が単なる「お遊

び」になってしまうという問題も出てきます。不祝儀に用いられた薄い色

の墨を作品に用い、情感を行現した例もあります。（図 18）これらは

書を伝統の継承としてではなく新しい視点・アートとしてとらえよ

うとした人たちの作品です。このように書を伝統の継承としてではなく

新しい視点・アートとしてとらえようと人たちの作品がこれです。 

 また、これ（図 19）も新しい傾向の書ですが、左側は金農（金冬心・きん

とうしん）という人が始めたグラフィック的な字で、高校生などにはとても

人気があります。右側の人の字は線の質からは書の専門家ではないこと

が分かります。現代の日本の書壇ではある人が有名になりますと、その

人のような字を書くために書道を学ぶという、誰かに追随しようとする人

が多いのですが、以上紹介しました人々はそれまでの殻を打ち破って

新しい書を模索したといえるでしょう。ただ、中国の明、清の時代には本

当にユニークな書を書く人が数多く出ていますので、それらの書にくらべ

るとこれらの人々はまだまだ画一的という感じがします。 

 つぎに紹介しますのは、昨年の夏に小学校５年̶中学校２年までの希

望者８人を集めたイベントで、最後に自分がもっとも気に入った作品を選

んだもので、それぞれ長さは３m ある大作です。このとき悩んだことは、こ

のイベントの講師としてそれぞれの作品をどのように講評すべきかという

ことでした。それをまとめたのがこの図です（図 20、21、22）。一般的にき

れいだと思われる書には「きれいにおさまっています」「紙の使い方がと

ても上手です」と言えばよいのですが、本人は失敗したと思っているので

すが、私にとってはとても魅力的だと思える字を、どのように伝えればい

いのかとても悩みました。右から２番目の「一望千里」がその字なのです

が、本人は最後の「里」という字は上の「田」の部分に墨が滲んでしまっ

ているので「汚してしまった」と思っていたのですが、私は「下の『里』の部

分の塊がグウーッと深い感じがして『望』という字には擦れがあるので、全

体としてとても明るい感じがするのですばらしい」とか「『里』は塊になって

いるから、作品全体としてこれだけの臨場感がでているのです」と私の感

想を述べたのですが、それは本人には伝わらなかったようで「私の感じ

たことを本人に伝えるためにもっと良い言葉がないのか」と思いました。

そして、私はこのような場面にしょっちゅう遭遇しています。 

 このイベントの目的は、ただ字を書かせるということだけではなく、書い

た後で皆でそれぞれの作品を見ながら感想を述べあい、そのなかで自

分の字を他人に褒められ、認められることにより「あーこの字でよかった

のだ」「自分でもよくがんばれた」などというように自分の制作に自信をも

ってもらう、ということもふくまれています。このイベントに参加した子ども

はさまざまで「自分はうまい」と思っている子どもも「自分は下手だ」と思っ

図 18 

図 19 

図 20 

図 21 

図 17 
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ている子どももいますし、これまでに経験を積んできている子どももいま

すし、そうでない子どももいます。しかし、経験のない子どもで自分では

ダメだと思っている子どもでも「書を学びたい」という熱い思いはもってい

ます。特にこの最後の「鑑賞」では、互いに批評しあい、認めあう能力を

身につけ、「書は人の心を打つ力がある」ということを実感してほしいと私

は常に願っているのですが、その難しさも常に感じています。 

 このようなイベントではなく普通の中学校書道の授業においても、生徒

のなかには同級生とうまく交流できず学級内で孤立ぎみな子どもがいま

すが、そのような子どもはある意味で不器用なのではないかと思います。

そして、その不器用さが字にもあれわれ、それが魅力的な場合が多々あ

ります。私はそのような作品・子どもを心から賞賛しそれを全員のまえで

伝えるのですが、後で担任の先生から「ふだん褒められることの少ないあ

の子どもの作品をあんなに褒めていただいて、あの子は本当に嬉しかったと

思います」という言葉をいただくことがあります。そのとき私は「書はほかの

勉強と違うところがありますので、この経験からあの子のなかで何かが育

ってくれればいいなあと心から思っています」とお答えします。以上お話

しましたことをこのように（図 23）まとめました。ありがとうございました。 

司会：福光先生ありがとうございました。では続いて質疑応答に入ります。 

A   ：「鑑賞教育」という問題から、私にとりましては図 20（６枚の大作）がもっと

も興味深かったのですが、福光先生は今のご説明のなかで二つのことを

述べられたと思います。一つは「字そのものがうまく書けているかどうか」

という客観的批評・評価と、もう一つは指導者として「よい所を見つけて、

それを伸ばすために褒める」ということです。私は教育としての「鑑賞」の

場では客観的批評・評価は特に必要ではなく、褒めることだけで良いの

ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

福光：教育的観点として褒めることはもちろん大切だと思います。ただ、たとえば本人が「失敗した」と思っている作品に対して、

先生がいくら「これはすばらしい」と言ったとしても、生徒は「授業の場だから先生は褒めてくれているけれど、やっぱり私

の字はこの箇所とこの箇所では失敗している」と思うのではないでしょうか。そこでたとえば、「私の字はお手本通りに書け

なかったから失敗した」と思っている子どもには、もし私がその字がすばらしいと思った時には、「あなたの書いた字の、こ

ことここはお手本とこのように違うけれど、ここやここは（たとえば、線が美しい、全体の躍動感がすばらしいなど）このように

すばらしいと思う」といいます。たとえ褒めるにしても、具体的に説明・解説をしたうえで褒なければ、それは極端に言えば

「先生の言うことを信じなさい」ということと同じで、子どもを納得させることはできないと思います。ですから、褒める場合に

は「私は、ここのこのような感じがとても好きだ」というように言わなければならないと思います。 

B   ：この「一望千里」ですが、「里」という字の上部の空間が墨で滲んで真っ黒になっているので、黒い部分が頭で下の部分

が体と足という、人間の形が遠くの上を見上げているようにも見えるので、「一望千里」というはるか遠くを見上げている人

をあらわしているようにも見えます。「望」という字は「甲骨文（  ）では、背伸びした人の上に強調された目の形が書かれ

ることによって、遠くを見る」という意味ですので、その意味と「里」の形が調和して、この熟語の意味がいっそううまく表現

できているようにも見えます。 

A   ：Bさんのご説明のように、文字の起源から意味を考えるということはもちろん可能なのでしょうが、「鑑賞」という視点からはこの熟語

の四つの文字全体の印象から「何を感じるか」という純粋に感覚的な見方があってもよいのではないかと思うのですが。 

福光：書道の展覧会では、「何が良いのか分からないのですが」「何を見ればいいのですか」と質問されることがよくあります。そ

のとき私は「ただ見てくださればそれでいいのですよ」「好きなものだけを見ればいいのではないですか、たとえば『印』だ

けや『表具』だけを見るという見方もありますよ」と答えることもあります。 

C   ：ここに私が先日台湾の方にいただいた書作品があります。お礼状を書く時にこの書の感想も書きたいと思うのですが、こ

の書の見方がわかりませんので教えてください。（持参した作品を広げる） 

福光：これはとても真面目に長時間かけて書いた書です。 

図 23 

図 22 
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C   ：この書では用紙に一字ごとのマス目が書かれているのですが、用紙に予めマス目を書いてそのなかに字を入れるというこ

とでもいいのですか。 

B   ：いいですよ。特にこのように字数の多い作品の場合には予め用紙にマス目を書いておいた方がいいと思います。 

福光：この字には唐時代の顔真卿（がんしんけい 《７０９－７８５》）の書体が入っていますね。 

B   ：そして、このあたりには顔真卿より少し前の欧陽詢（おうようじゅん 《５５７－６４１》）の書体も入っていますね。 

D    ：この「人」という字と、こちらの「人」という字は形が違いますね。 

B   ：書道では、一つの文章のなかに同じ字が何度か使われている場合、それぞれの字の書体を変えて書かなければならな

い、という約束事があります。 

福光：この書を書いた方は、書道の専門家ではないですね。 

C   ：どうしてそれがわかるのですか。 

B   ：毛筆で字を書いた場合には、すべての字の墨が紙の裏側までふくらんでいるように書かなければならないのですが、こ

の書にはふくらんでいる所とそうでない所があるからです。 

福光：この方は縦のハネがとてもお上手ですね。これはなかなかできるものではありません。作者ご本人がいない所では言いた

くないのですが、私がこの作者は専門家ではないと思う理由の一つは、この「樹」の字の「木偏」の間隔がふつうではあり

えないほど広くなっているからです。（鑑賞終了） 

B   ：先ほどの福光先生の書道のイベントのお話のなかで、子ども達が大きな作品を書いた時に「自分の字を他人に褒められ

ることによって、自分の作品に自信をもつ・・」というお話をされましたが、中国ではまったく違う指導法をとっているところもあ

りますので、そのご紹介をしたいと思います。 

 中国では2年前の2013年 9月から小・中学校で書道が義務教育として正式な教科となるという、中国の書道教育の歴史

のなかでも画期的なことがありました。私は昨年、その授業を参観させるため日本の学生を連れ、中国の天津市にある、瑞

景小学校を訪問しました。そこでは小学校５年生の、「九成宮醴泉銘」（きゅうせいきゅうれいせんのめい）を題材とした書写

の授業を参観しました。この「九成宮」は 623 年に欧陽詢が書いた書の碑文で、楷書の極則といわれるものです。子ども達

は漢詩の一節をお手本として、それを横において臨書していました。先生はすべての子どもが書き終わったのを見て「書け

た人はいますか」と問いかけますと全員が挙手しました。そこで先生は数名の子どもを指名して作品を前にもってこさせまし

た。つぎに先生はそれぞれの作品を順に示しながら、学級の子ども達に「この作品の良くないところ、欠点はどこですか」と

質問しました。そうすると子ども達はそれぞれの作品の欠点をさまざまに発表しました。欠点を指摘された子どもは「つぎは

そこを直すように気をつけて書きます」と答えてまた字を書きました。そうすると先生は再び新しく書いた字を前にもってこさ

せて「これで、前に書いた字で指摘された欠点はすべてなくなったでしょうか」と質問しました。すると子ども達はまた口々に

２枚目の作品の欠点を指摘しました。このようなことを数回繰り返して、最後に先生が良い点と良くない点をきちっと説明し

て授業は終わりました。私はこの授業を元気のあるとても良い授業だと思いました。 

 日本では、子どもの作品の良い点を指摘させることはあっても、欠点を指摘させることはまずないと思います。中国で欠点

を指摘させる理由は、もし作品の良い点だけを指摘されると、その子は「私の作品は皆から褒めてもらったから、これでいい

のだ」と満足してしまい、その後努力をしなくなるかもしれないからです。逆に、欠点を指摘されると次の作品を書く時に、ど

こを改めるべきかがはっきりしていますので、より早く確実な進歩が望めるからです。また欠点を指摘した子どもも、他人の

欠点を口に出して指摘することによって、自分もその点に注意できるようになるという、もっとも確実な効果が期待できるから

です。もし、これらの理由が子ども達全員に充分に理解され、納得されていれば、このような指導もあながち否定すべきで

はないのではないかとも思われます。 

A   ：図工・美術の授業においても、作品の良くない点のみをお互いに指摘さえあうことが多いのでしょうか。 

B   ：はい、そのようなことが多いです。 

D   ：中国では図工・美術でも臨画を扱うことが多いのでそのような指導法になるのかなあ・・。 

福光：日本の書道においては、悪い点だけを指摘すると意欲がなくなってしまいますので、まず全体的に良い点を褒めます。そ

してその後で「ここはこうすればもっと良くなったのに。残念だねえ」「あなたはとても頑張ったので、前に書いた字の欠点だ

ったところはとても良くなりました。でも、ここが直っていればもっと良くなったと思います」などの言葉で欠点を指摘します。 

B  ：中国では、臨書がお手本どおりに書くことを目的にしていることは先生も生徒も知っていますので、もっと厳しく指導してい

ます。例えば天津市の小学校での欧陽詢の「九成宮」の授業の場合、先生は子どもの書いた字をパワーポイントでスクリー

ンに映して「お手本と比べると、このハネはこのように違っているし、線の太さは・・・、線と線の間隔は・・・。線質を整えるた
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めには、筆は穂先のばねを使って書くようにしましょう」というように具体的に欠点を指摘していました。 

福光：日本の指導では、まず改めるべき点を口頭ですべてつぶさに詳しく説明してから次の字を書かせますので、指導にもの

すごく時間がかかります。 

B  ：中国では、例えばある人が「九成宮」をお手本として選んだ場合、それを１０年間ほど練習し「九成宮」の書体を完全に習

得してから、やっとつぎの行書にすすむことができます。でも、２０年前に私が国際交流で天津市少年宮の生徒をつれて日

本の書道の授業を参観したとき、生徒は皆「日本の書道教育は、楽しいのでうらやましい」と言っていました。現在の中国の

教育方法はその当時と比べると穏やかになっていますが、当時はもっと厳しい指導だったので、子ども達にとって楽しさの

なかで学べる日本の教育はうらやましく感じられたのだろうと思います。 

福光：日本の場合、中学生ぐらいになると「そろそろ行書でも書いてみようか」ということになったり、古代の甲骨文字や金文もお

遊びとして書かせたりしますが、中国で「私は草書を書いています」と言えば、それは長時間かけて楷書をマスターし、その

後行書も長時間かけてマスターできているという意味になりますので「草書を書いている」ということだけで、その人は立派

な書家であるという証になります。 

B  ：私も中国で学んでいた時に、先生に「私もそろそろ行書や草書を書いてみたいのですが」と言ったことがあります。そのと

きの先生の返事は「あなたはまだ行書や草書を書ける段階には至っていません」というものでした。 

福光：ただ日本には、たとえば「ら」のように１画目の点は２画目と離れていてもよいし、くっついていてもよいというように、書きよう

によっては草書と同じ要素をたくさんもっている「平仮名」があります。ですから私は、仮名を書く日本では、早い時期から

行書や草書を教えてもいいのではないかと考えています。 

B  ：日本では小学生のころから、書を書くことを自由な表現芸術として認めるという風潮がありますが、中国では書は伝統的な

技芸として、基礎から段階的に指導しなければならないという考え方が連綿として受け継がれてきていますので、指導法も

それに基づいたものとなっています。 

C  ：草書は技術的にむずかしいものなのですか。 

B  ：技術的にはむずかしくはないのですが、たとえば建物を建てようとするときに、基礎がしっかりしていなければその建物が高くな

ったときに倒れてしまうように、基礎としての楷書がしっかり身についていないまま行書・草書を書くと、いつか必ず行き詰まってし

まいます。日本ではそのようなことはないのでしょうが、また現在の中国では指導法もどんどん変わっていますのでそのようなこと

はありませんが、私が子どものときに教わった先生はとても厳しい方で、私の書いた字がすべてぐちゃぐちゃに丸めて捨てられて

しまったこともあります。また、私が子どものころ中国語の古典の学習で、毎日漢詩を一つずつ覚えるという課題がありました。その

日習った漢詩を次の日に先生の前で暗唱するのです。 

当時、昼食はそれぞれ家に帰って食べていたのですが、もし暗唱できなければ暗唱できるまで家には帰してもらえませんので、

昼食抜きになるということもありました。また、１字間違えればその字をノートに100回ずつ書くということもありました。何度もノートに

百回ずつ字を書きますとノートはすぐになくなり、親はまた新しいノートを買わなければなりませんので、親からも叱られるのです。 

A  ：そうすると、中国で「書の鑑賞」というのは、書の基本ができているかどうかを見るということなのでしょうか。 

福光：たとえばこの「一望千里」の場合、これはこれで作品としてはとてもおもしろいと思いますが、この子をこれから育てていこうと思うと、

やはり基本をしっかりと身につけさせなければならないと思います。たとえば「里」の口の部分は真っ黒ではなく中を空洞にさせる

指導が必要だと思います。そして、そのような基本がしっかり身についた後で、もし本人の意思・意図で真っ黒にするのであれば

それはそれで認めることができます。子どもの書でも時にとてもすばらしい作品が出てくるのですが、はたしてそれは基礎がしっか

りできた後にその子の意思・意図によってできたものなのか、あるいは偶然にできたものかを考えてみますと、大半は偶然によるも

のだと思えます。子どもが何枚も何枚も書いているうちに偶然おもしろいものができると、指導者は「これはいい」とそれを取り上げ

て展覧会に出品し、それが入選するということが多々あります。また、外国の留学生が来日したときに、基礎がまったくできていな

い留学生に「そこは筆を立てて・・、そこは力を入れて・抜いて・・」などと私が指導している間に、偶然良い作品ができたことがあり、

私は展覧会に出品しそれが入賞したことがあります。その後で新聞社の記者がきて「あの留学生はすばらしい作品を出品して入賞

したのですが、彼女には才能があるのでしょうか」と聞かれました。そのとき私は、入賞自体は本人にとってはとてもすばらしいこと

だとは思いましたが、「いえ、あれは偶然にできた作品です」と言ってもいいものかどうかずいぶん悩みました。このようなこともあり

ましたので私は「子どもの作品は芸術作品である」という考え方はおかしいのではないかと思っています。 

C  ：美術教育で「子どもの作品がよい」というのは、それが大人の名作のように普遍的な美術的価値をもっているということでは

なく、子どもがその時の思いや感情をそのまま作品にぶつけて、それがそのまま人の心を動かすという、大人にはできない

という意味で「よい・価値がある」ということです。ですから美術の場合には、書道と違って「技術があれば人の心を動かせる
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か」というとそうは言い切れないということです。 

B   ：書道の場合は使う材料は紙、筆、墨だけに限定されていますが、美術の場合は数えきれないほどのさまざまな材料を使

うことができます。また、もし書かれた文字が読めなければそれは「書」ではなく「絵画」になってしまいます。ですから「材料

が限定されている書道の指導は、まったく自由な美術よりもむずかしい」と言えるのではないでしょうか。そこで、この「一望

千里」という書も、中国では認められないでしょうが、日本では認められると思います。 

福光：先ほどもご紹介しましたように、日本の高等学校の教科書の冒頭には楷書でもなく仮名でもない「調和体」とよばれる作品が掲載

されています。また、その作者も高村光太郎（１８８３－１９５６）や会津八一（１８８１－１９５６）など書の専門家ではない人の作品も紹介

されていますので、私たち日本人が見ているものは「専門の書」ではなく「美術表現・作品」としての要素が強い書です。 

C  ：先ほどの B さんのお話で「楷書が書けるようになってから、行書や草書がかける」という意味がまだよく分からないのですが。

楷書が基礎だとすると草書は基礎ではないということなのでしょうか。 

B  ：楷書ばかり１０年、２０年と書き続けていますと、お手本どおりには書けるようになりますが、それは必ずしも自分の表現とし

ての字が書けるようになるということではありません。また中国では、墨をたっぷりふくませた筆で力強く書かれた作品は高

い評価を得ることができますが、日本の仮名では空間、カスレ、字の流れなどが評価の対象となります。このように日本と中

国はそれぞれの国の伝統・文化、教育内容・方法の歴史を背景にそれぞれの国の現状をもとに教育方法がとられていま

すので「中国の書道教育の方が良いのか、日本の書道教育の方が良いのか」という議論がありますが、どちらがよいとも言

えません。書道は字の形だけではなく線のもつ力強さや優しさも鑑賞の視点になりますので、まず楷書でそこのところを学

んでから、草書に移るのが中国の伝統的な考え方です。 

福光：今、B さんが「太く、力強い線で」とおっしゃったのは「書道」の視点からで、「字の空間、カスレ、流れ」とおっしゃったのは

「アート・美術表現」からの視点だと思います。 

A  ：私は今まで日本の書道は「アート・美術表現」を指導しているのではなく、「書道」の指導をしていると思っていたのですが。 

福光：日本の書道では、「書道」の根幹である臨書と、「自分の字の創作・表現」の双方をおりまぜて指導しています。ただ、小・

中学校の「書写教育」では「アート・美術表現」の部分は指導せず、「書道」の臨書のみを指導しています。 

D  ：日本の小・中学校では臨書のみを指導しているとすると、「書道の鑑賞」では「出来上がった作品とお手本の字の二つを並

べて鑑賞する」ことが必要になってくるのではないでしょうか。 

福光：しかし、日本でも展覧会では「どの程度お手本どおりに書けているか」という視点ではけっして審査しません。 

C  ：先ほど福光先生は、新聞記者の取材のお話のなかで「偶然に・たまたまできた（書）」とおっしゃいました。美術の場合は大

人の作品であっても技術・技法の積み重ねによってできたものだけではなく、これではない、あれでもないといろいろ試す

中で「たまたまできた（作品）」という見方をしているのですが、子どもの美術作品がたまたまできたものであったとしても、作

者である子どもがそれに納得・満足できれば、それはその子どもにとって「できた」ということであり、もし納得・満足できなけ

れば、それはその子どもにとって「失敗した」ということになるという見方をしています。そこで、書道でたとえば３点の作品が

できたときに、先生が理由を説明したうえで「この作品がもっとも良い」と言い、その理由がもし子どもに納得できたとすると、

たとえそれが「偶然に・たまたまできた」作品であってもそれはそれで良いのではないでしょうか。 

福光：そのような「気づき」を促すための助言はすべきなのでしょうか、すべきではないのでしょうか。つまり、先生にとって「ここは

このような点で良い・悪い」と言わずに子どもにそのことを気づかせるのはほとんど不可能ではないかと思うのですが。 

C  ：お手本がある場合には、それと比較して「ここはこのように良い・悪い」と具体的に善し悪しの説明ができますが、お手本が

ない場合には具体的な説明をしないでも「これがよい」と言えるのではないでしょうか。 

D  ：私が小学校で５年生の担任をしていたときの書道の授業では、まずお手本を見させながら３枚ほど書かせ、つぎにお手本

を見させずに２点ほど書かせるという指導をしていたのですが、今お話をうかがって振り返ってみますと、すべてお手本を

見させながら書かせるべきだったと思います。 

福光：「お手本を見させながら」ということでは「お手本のどこを見させるのか」という点が重要だと思います。臨書では漠然とお手

本を見させるのではなく、そのつど、たとえば「二つの線が平行かどうか」「線と線の間隔はどうか」など具体的な視点をもた

せて見させているのです。「一望千里」の場合にはここに示した字だけでなく、別のもっと普通に書いた字があり、作者はそ

の方が良いと思い、ここに示した字は「失敗した」と思っていたのです。でも普通に書いた字は、私の視点からはあまり魅力

的ではなかったので「私はそうは思わない」と言いました。 

C  ：それは「お手本の解釈の違い」ということでしょうか。 

B  ：「臨書」にはつぎの三つの種類があります。 
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・ 「形臨（けいりん）」は、今皆様がお話しされているようにお手本どおりの形を書くことで、それによってハネ、止め、線の

大小・強弱などの運筆や字の形を学びます。 

・ 「意臨（いりん）」は、お手本の字を覚えて、お手本を見ずに書くことです。 

・ 「背臨（はいりん）」は、創作もふくめ何も見ないで自分のイメージで書くことです。 

「意臨」も「背臨」も字を上達させるためのかなり高度な手法です。 

書道を上達させるための手段の別の例を紹介します。 

１．「描紅（びょうこう）」：赤色で印刷されたお手本の上に直接墨をふくませた筆でなぞって書く。 

２．「五歩法（ごほほう）」について説明します。 

①「双鉤（そうこう）」：お手本の上に薄紙をのせ、鉛筆でお手本の字の輪郭を書く。つぎにその紙をお手本からはずし、

字の輪郭線のなかにおさまるように墨をふくませた筆で書く。 

②「単鉤（たんこう）」：お手本の上に薄紙をおき、字の中心に線を引いたものを手本として毛筆で書く。 

③「格臨（かくりん）」：「米字格（べいじかく）（漢字一字を書くます目にコメの字が赤の点線で入ったもの）」と「九宮格（き

ゅうぐうかく）（漢字一字を書くます目に赤で 9 つの四角が書かれたもの）」を使い、お手本を見ながら毛筆で臨書する。 

④「框臨（きょうりん）」：例えば、書道用紙に折り目を付けて、その枠内に一文字ずつ臨書するやり方。 

⑤「背臨（はいりん）」：上記のとおり。 

C  ：先ほど、臨書は英語では ”copy” だと伺いましたが、今のご説明で臨書は美術でいう「デッサン」ではないかという感じを

うけました。なぜならデッサンは、同じモチーフを見てもそれをどうとらえるかは、その人によって、また同じ人でもその時々

によって変わってきますので、その人がその時に頭のなかにどのようなイメージをもったのか、そのモチーフを自分はどのよ

うに見て・感じているのかを確認するためのものなので、美術の場合どのような絵を描くにもすべてデッサンから始まる、美

術の基礎・出発点ですので、書道でも同じような意味で「臨書」が基礎であるといえるのではないかと思いました。 

D  ：ただ美術の場合には他人のデッサンをそのまま写すということはありません。デッサンはあくまで「自分が見ているものを、

自分はこうとらえている」という「自分の見方」を大切にしています。 

福光：そうすると、美術のデッサンの場合には先生は必要ないのですか。 

C  ：もしモチーフがとても魅力的なものであり、子どもが「是非描いてみたい」と思うものであれば、先生は必要ありません。そこ

で、先生の仕事は子どもが「描いてみたい」と思うモチーフを準備することだけです。後は子ども自身が制作します。 

B   ：今の C さんのお話から、私が中国で指導を受けた先生のことを思い出しました。私の先生は中国でも高名な書家だった

のですが、私が先生の書を見たのは先生の揮毫会のときだけです。普段は、私が書いて持っていった字の上に赤ペンで

「ここはこのように、もう少し長く・短く」と書いてくれるだけで、日本のように私が書いた字の上を朱墨で訂正するということは

一度もありませんでした。なぜなら、もし先生が朱墨で訂正すると、それはその先生の字を生徒である私に押し付けることに

なり、そのような指導を受けてその先生の字を身につけてしまった生徒は、その後どれほど努力したとしても、その先生以

上の字を書くことができなくなるからです。また、そのような指導を受けた字を展覧会に出品しても、審査員は「これは・・先

生の字だ」と判断して、決して入選することはできません。ですから私が「九成宮」の字を書いているときにも、先生の書いた

字をお手本としてもらったことは一度もありません。生徒は「自分で九成宮碑の法帖の字を見て」「自分で考えて」「自分で

書く」べきものだからです。また、中国で書を学ぶ時には多くの先生の指導を受けますが、その手順はつぎのとおりです。

まず、ある先生の指導を受けたいと思った生徒は、自分でその先生を選んで入門します。高等学校卒業のころ、生徒があ

る程度基礎を身につけたと先生が判断したときには、先生は生徒の資質を見て、たとえば「これから行書・草書を学ぶので

あれば、・・先生の字はすばらしいから・・先生のところで学びなさい」とつぎに学ぶべき先生を勧めてくれます。勧めてもら

った先生のところに自分で行って、指導してもらえるように自分でお願いして弟子にしてもらいます。 

福光：それは日本と中国の大きな違いですね。日本ではある先生に弟子入りすると、先生はその先生の字がかけるようになるまで手取り足取りし

ながら指導します。ですから、私たちはある人の字を見ただけで「ああ、この人は・・先生の弟子だ」ということがすぐに分かります。 

A  ：少年宮には指導のためのカリキュラムがあるのですか。 

B  ：はい、あります。少年宮は初級、中級、高級の三つのクラスに分かれていて、それぞれのクラスには、たとえば「顔真卿コース」

「欧陽詢コース」「柳公権（りゅうこうけん）コース」「趙孟頫（ちょうもうふ）コース」というようにお手本とする書家ごとのコースがあり

ます。そして、例えば「欧陽詢コース」に入った場合に、その生徒は少年宮の終わりの高校卒業あたりまで十数年間ひたすらそ

の書家だけを手本に書を学びます。この４つのコースはすべて楷書ですが、欧陽詢→肉と骨、顔真卿→肉多く力強く、柳公権

→骨多い、趙孟頫→柔らかい感じとそれぞれの個性があります。墨の使い方は、年輩の先生のクラスでは墨を磨り、墨汁は不
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可です。若い先生のクラスでは墨汁を使用、但し作品制作には必ず墨を磨って使います。 

C  ：美術の場合、たとえばある動物や植物がモチーフとして設定されたとしても、それを描く人はその時々に自分の好きなよう

に描きますので、たとえ十年間であろうとそのモチーフで学び続けることができると思います。しかし書の場合、書は人の書

いた作品ですので、それのみを手本に十年間も学び続けることができるのかどうかということに私は疑問をもちます。 

B  ：少年宮では定期的に展示会があり、そこに展示された作品は展示後すべて処分されるのですが、もし先生がそれを保管

していてもまったく問題はありません。そこで、私は少年宮で勤務していたときの作品を一部もっていますので、また別の機

会にそれをお見せしたいと思います。当時の生徒も今は大学生になっており、日本に留学している人もいます。 

D  ：でも５歳の子どもが「私はこの人の字を学ぶ」と判断するのは無理ではありませんか。 

B  ：多くの場合その判断は先生がします。書道だけではなく、ほかの習い事についても同じです。子どもが何を習いたい、将来に自

分がどんな人間になりたいかについては、ほとんど先生か親が決めます。例えば、私は小学校１年生のときに先生から「あなたは

少年宮で水泳を学びなさい」と言われ、先生は私の家にきて両親の承諾をとってくれました。その時私は水泳がしたいとはまったく

思っていなかったのですが、せっかく推薦してもらえたので、氷が張っているときにも、平日は午後6時―8時まで、休日は一日中

一生懸命水泳の練習をしました。そしてそのあいだ母はずっと待ってくれていました。でも、小学校３年生のときに、私には水泳の

センスがないということで「もう、明日からは来なくてよろしい」と言われてしまいました。放課後、毎日２,０００m 泳いでいたのですが、

終わるといつもチョコレートがもらえますのでだんだん水泳が好きになりかけていた時だったので悲しかったです。体操の場合は、

６歳になると体が堅くなるので３歳頃から練習を始めます。そのような子どもでも６歳になったときに「もう、明日からは来なくてよろし

い」と言われることもあります。私はその後少年宮で書道を学び始めました。当時はまだ学校で書道はありませんでしたが、私の祖

父はとても字の上手な人だったので、私も書に興味をもち子どもの頃から祖父に教えてもらっていたからです。 

司会：まだまだお話をうかがいたいのですが、時間がきましたので今日はこれで終わります。 

 

 以上が、第11回アート知っとくミーティングの内容です。ご発表いただきました書の鑑賞とその批評や指導に関わる問題について活発な意見交換
があり、臨書に始まる書の鑑賞と、アート・表現としての書の鑑賞、それらを生徒同士で見ることと指導者の視点が入ることの意味などまだまだ議論し
尽くせない重要な観点が多く呈示されました。感動する心を育むという鑑賞教育については奥が深く、今回の話合いはその一端を探る意味で大変
貴重なものであったと思います。次回以降も美術・書道の鑑賞については引き続き提案していきたいと思います。また、現場の先生が実践されてい
る様々 なことを今後も是非持ち寄ってご報告下さい。 
 
 

	 

次回、第12回アート知っとくミーティングのお知らせ	 
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