
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 15 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： 2017 年 12 月 23 日(土) 13：30～17：00 
 
場  所： 大阪教育大学天王寺キャンパス 西館第 2会義室 

 （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 美術教育の領域 ―日本の「美術教育」の歴史の概観̶ 13：30～14：30 
 ２部構成の内、今回は第 1部の発表として美術教育史を取り上げます。 

報告者：長町 充家 
 
   

○第２部 海外実践から考える書道教育             14：40～15：40 
   
     報告者：清水 沙弥子 
            

 
○第３部 みんなで話し合おう 15：40～17：00 
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。 

司会進行：福光 敬子  
	 	 	 	 
	 

	 	                                   (敬称略) 
 

 
	 

アート知っとくミーティング報告（第15回）	 

	 

 第１5 回のミーティング司会は福光によって行われました。第１部では、今日の美術教育論を語る上で前提となる明治からの美術教育

の歴史を概観するものでパワーポイントを用いた講話がありました。第２部では、オーストラリアでの実践紹介と書道教育の可能性につ

いてパワーポイントによる発表が行われました。本報告最後に、質疑応答を受け更に深め理解しておきたい「書道教育のエッセンス」に

ついて福光より補足説明を加えております。美術教育・書道教育が互いにそれぞれの教育の目指すところを明らかにすることが本会の

重要な役目であると考えております。以下ミーティング内容を報告します。 

 

 

 

第１部 美術教育の領域 ―日本の「美術教育」の歴史の概観̶	 
長町 充家（大阪教育大学名誉教授）	 

はじめに	 

（書道教育と美術教育の合同研究会の意義）	 

	 私たちが教育の研究会に参加するのは、自分で発表したり人の発表を聞いたりすることによって「自分の授業をよ

り良いものにしたい」「自分のおこなっている授業を、自分でより納得できるものにしたい」という「自分の授業を振

り返ってみたい」からなのでしょう。そこで、一般的な研究会では「実践発表」を中心とし、発表者は「子どもの実

態をどのように理解したのか」「その理解にもとづきどのような授業を考え、どのような手順・方法・内容で実践した

のか」を説明します。また、発表のあとの話し合いでは、参会者は発表者の説明で理解しにくかったことを質問する

ことによって、発表者が指導している子どもの実態とそれにもとづく指導の意図と内容を理解しようとします。そし

て、理解できたと思えると「この点については、このような理由で、このように思った」という感想を述べたり、「指

導者の意図がそのようなものであれば、ここはこうした方がこの授業はより良くなったのではないか」などの意見を

述べ、それらの感想や意見を全員で共有しながら話し合いを進めることによって、全員が自分の考えを深めながら、

その後の授業の内容・手順・方法などを改善するための参考にします。	 
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	 また、教育の研究会は一般的にはそれぞれの教科ごとにおこなわれ、そのことによる利点も数多くありますが問題

点もあると考えられます。たとえば、図工・美術の研究会では「子どもの実態と表現をどのような視点で、どのよう

にとらえたのか」「指導要領・教科書をどのような位置づけでとらえているのか」「図工・美術の授業をどのように考

えているのか」などの「基本的問題」については、美術教育という同じ分野で研究している者同士なので当然共通理

解されていることとして、あるいは、あらためて研究会で取り上げる必要のない「初歩的問題」であるとして話し合

われず、後で振り返ってみるとそれら基本的問題についての考え方が異なるのですべての話し合いがすれ違いのまま

で終わっているということもしばしばありました。	 

	 しかし、私は本研究会に参加するまで書道教育のことをまったく知らなかったので、書道教育の話を先入観なしに

聞くことができ、それによって美術教育の研究会では気づけなかったことに気づくことができました。その一つは、

美術教育は無条件に「あってあるもの」ではなく、他教科とともに共存しながら、美術教育独自の役割をもっている

一教科であるということです。この数年間書道の先生方の発表・お話を聞いているうちに書道教育の姿がおぼろげな

がら見えてきたような気もしますが、まだ理解できないことが多々ありますので、これからも書道教育について知り

たいと思っています。しかし最近、私が書道教育について知りたいと思うのであれば、まず私が美術教育の説明をし

なければならないのではないかと思うようになりました。	 

	 また私は、現在の美術教育について、たとえば絵画の構図・技法・表現様式、彫刻や版画の技術・技法、現代美術・

デザインのモチーフ・コンセプト、美術史の鑑賞法などの専門分野の一部を「切り取り」、それを「単純化・平易化」

したものをそのまま題材として使う「切り取り授業」が一部にみられることに、「赤ちゃん言葉」を聞いているときの

ような違和感を感じていました。すなわち、専門家が使っている言葉・内容をどれほど単純化・平易化しても、ある

いは単純化・平易化すればするほど、その専門分野独自の目的、知識・経験、指導の系統性が曖昧になり、本来の姿

とは異なるものになっていくので、先生の熱意、努力の中に子どもにたいする愛情が感じられるということもふくめ

て、私には「赤ちゃん言葉」を聞いているように感じられるのでしょう。	 

	 美術教育は「美術」のすべての分野を対象とする教育ですが、「美術」とはたとえば「絵画」は平面に形象を描き「彫

刻」は立体物を彫り刻む制作活動であり、「鑑賞」は作品のすばらしさを分析的に感じとる心的・知的活動であるとい

うように、それぞれの分野が独自の目的と活動の種類、知識・技術とその指導に独自の系統性をもった多くの分野の

総称です。そこで、限られた図工・美術の時間内に子どもに「美術」を全体的に理解・経験させるために、美術のい

くつかの分野の知識・技術を「切り取って」指導し、それを経験させることによって、他の分野の知識・技術・経験

を「類推・概観させる」という考え方もあるでしょう。このように考え「切り取り授業」をする多くの先生は、「美術

教育は、美術の各専門分野の基礎を指導するための教育・教科である」ことを前提とし、初歩の段階だけを平易な言

葉で説明すれば、その専門分野全体を子どもに分かりやすく伝えることができ、また、専門的な知識・技術を指導す

れば授業の内容も専門的で高度になると考えているのでしょう。しかし、この考え方に立つと、先生は「それぞれの

題材で、それに関係している分野の専門家がめざしていること」を「目的」として、専門家が数年、数十年かけて修

得していく内容を授業時間内におさまるように簡素化・平易化して指導しなければならなくなります。また、先生は

指導する分野の充分な知識・技術、経験をもっていなければならないことになり、もっとも望ましい指導形態は「題

材の分野ごとにそれぞれの専門家が分担して授業をおこなうこと」になります。	 

	 しかし、「いくつかの分野の基礎的な知識・技術を指導することによって、そこから美術全体を類推・概観させる」

ことを「目的」とするのではなく、美術全体をたとえば「能動的な制作活動」と「受動的な心的活動」の二つに大別

し、「能動的な制作活動」では「（それぞれの学級の子どもの実態に合わせた）制作活動によって、制作の楽しさ、苦

しさなどのさまざまな感情・感動を体験させる」、「受動的な心的活動」では「（それぞれの学級の子どもの実態に合わ

せた）事物・現象を見せることによって喜び、悲しみなどの感情・感動を追体験させる」という、「美術を全体的に経

験・体験させる」ことを「目的」にするという考え方も可能であり、私はそれが美術教育の特徴・本質だと考えてい

ます。この考え方に立つと、先生は「子どもに美術を全体として経験・体験させること」を「目的」として授業をお

こなっていることになり、私が「切り取り授業」に違和感を感じたのは、専門家と先生では「指導の目的が異なる」

からだということになります。	 

	 そこで、美術の各専門分野の内容を取り入れた授業をおこなうときには、たとえば幼稚園の先生がごく限られた語

彙で子どもと対話・意思疎通ができるのは、先生が大人の言葉を子どもに理解できる言葉に翻訳・再構成して話をし

ているからであるように、先生が専門分野の内容を美術教育の立場から「翻訳・再構築」して伝えなければならない
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と考えています。	 

	 ちょうど今年の夏に韓国の研究会で発表する機会がありましたので、私はそのような考えを「美術教育の独自性・

本質」という問題に集約し、「美術教育の領域」というテーマで太平洋戦争（第２次世界大戦）後の日本の美術教育の

出発点となった、オーストリアのフランツ・チゼックの考え方をもとに取り上げることにしました。しかし、書道教

育の先生方は戦前の美術教育の歴史をご存じないと思うので、韓国での発表を「第２部」とし、明治時代の近代教育

の始まりから太平洋戦争後までの美術教育の歴史の概略を「第１部」として付け加えることにしました。	 

	 なお、この明治から戦後までの歴史についての「第１部」は、岡田博氏の著作をもとに大幅な省略と一部加筆をし、

教科名「図画」を中心にまとめました。また「第２部」は 2017 年８月に韓国で発表した「美術教育の領域	 ー他教科

との比較においてー」です。	 

（岡田博「中学校美術教育発展の歴史・１.図画教育の歴史」『中学校・美術科の研究と実践』大阪児童美術研究会編、

明治図書、1987 年	 pp.218-233）	 

	 

日本の美術教育史	 

・図画教育の始まり（明治５年・1872 年 -明治 19 年・1886 年頃）	  
（新政権を樹立した明治政府は、富国強兵策によって新政府の政治体制を確立するために、政治・経済を西欧化する

「欧化主義」に邁進し、教育の制度、内容、方法も西欧のものをそのまま模倣しようとした）	 	 

	 明治以前の庶民の一般的教育を担っていた江戸時代の「寺子屋」では「読み・書き・そろばん」が指導されており、

図画も工作も指導されていなかった。絵画や工芸などの「美術」に興味を持つ人は、それぞれの専門の職人の親方の

もとに徒弟として入門して専門知識・技術を学んでいた。	 

	 しかし、明治政府は明治５年（1872）に西洋式の教育を導入するために「学制」を公布し、その中で現在の中学校

１、２年生が学ぶ「上等小学校」や、３年生が学ぶ「下等中学校」などで図画を指導する教科名「図画」をおこなう

と発表し、週２時間程度の時数で授業がおこなわれるようになった。そこで使われた最初の教科書は、イギリスの教

科書を翻訳した『西画指南（せいがしなん）』（文部省、明治５年（1873））であり、その翻訳にかかわった川上冬崖（寛）

（1827-1881）は、図画教育を「西洋の『図画』は科学にもとづいている」「西洋では『図画』を科学の一つとしてい

る」と述べている。	 

	 『西画指南』に掲載された題材は、コンポート（足付きの皿）、洋館、西洋ナシなど西洋の器物、建造物、植物など

で、生徒（小学生は「児童」と呼んでいた。以下同様）は教科書の図版をお手本としてそのとおりに描き方の練習を

する「臨画」であり、あるページを清書すると次のページに進むという方法で「臨画」はそれからも長く続いた。な

お、教科書に記載されていた西洋の題材は、明治 10 年代にはほとんど日本のものとなった。	 

（「図画」とは別に「手工」という教科が明治 19 年（1886）にできたが、ここでは「図画」を中心にして述べ、「手工」

については概略のみを最後に述べたい）	 

・毛筆画指導が盛んになる（明治 19 年・1886 年-明治 34 年・1901 年頃）	 

（明治政府による急激な欧化主義がある程度定着してくると、それまでの反動として国粋主義的な考え方が顕著にな

り、それまでの西洋画にかわり日本画が取り上げられるようになり、用具も毛筆が用いられるようなった）	 

	 明治６年（1873）のウィーン万国博覧会で日本画が好評を得てからその真価が見直されるようになり、外貨獲得の

ために日本の美術品の輸出に期待が高まるようになってきた。そこで文部省も日本画を盛んにするために、明治 18 年

（1885）に岡倉覚三（天心）（1862/63-1913）とフェノロサ（1853-1908）を中心にした「図画取調掛」をもうけ、明

治 20 年（1887）には日本画を教える学校として東京美術学校を設立した（東京美術学校と東京音楽学校をもとに、昭

和 24 年（1949）に東京芸術大学が設立された）。それにともない、「図画」でも毛筆のみで描かれた教科書が発行され、

子どもはそれを毛筆と墨で臨画するようになった。ここでは、書道の筆法の一つである、筆をまっすぐに持ち、腕を

あげ肘を脇の下につけて臨画する「縣椀直筆（けんわんちょくひつ）」、運筆、筆順などが強調された。	 

	 文部省は「図画取調掛」の意見によって、明治 24 年（1891）から目標に「美感を養う」を加えたり、内容に「写生」

と「模様」を加えたりしたが、教科書の手本は一人の画家の描いた絵であり、それを子どもにまず臨画させ、その応

用として写生を加えるというものであった。	 

・写生の興隆と自由画教育（明治 34 年・1901 年-昭和 3 年・1938 年頃）	 
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（「図画」の内容は、それまでの臨画から自在画と用器画に変わっていった）	 

	 工業製品や工芸品の品質を高めて外貨を獲得するために、イギリスでは図画教育に多額の補助金を出し、ドイツで

は消費者の眼識を高めるための芸術教育に力を入れるようになった。それにともないイギリス、フランス、ドイツの

図画教育は、臨画から写生、図案、鑑賞などへ力を入れるようになった。	 

	 明治 33 年（1900）にパリで第１回国際美術教育会議が開かれ、それに参加した正木直彦（翌年から東京美術学校校

長に就任）（1862-1940）の報告を受けた文部省は、明治 34 年（1901）に旧制中学校、旧制高等女学校の「図画」の指

導内容を臨画から写生中心に改めた。その後、明治 45 年（1912）に「図画」の内容を、定規・コンパスなどを使って

描く「用器画」と、用具を使わずに手だけで描く「自在画」の二つに分け、その比率を自在画 75％	 :	 用器画 25％と

し、自在画の内容と比率を、写生画 60％：記憶画と考案画（図案）30％：臨画 10％とした。	 

	 文部省は、先進諸国の図画教育に追いつくために講習会を開いたり、東京美術学校に師範科をもうけたりした。こ

の講習会がきっかけで生まれた「図画教育会」は、写生画（水彩画）の展覧会を各地で開いたり、教科書を発行した

りして写生画を広めた。ここでの写生指導は、生徒にまず構図のとりかた、混色や彩色の方法を教え、それが指導ど

おりにできているかどうかを制作の過程で指導するというものであった。そのために教師の描画力が重視され「教師

は平素から絵の練習をすること」「指導案は書かなくてよいから、絵を描け」などの意見が出され、「良い絵が描ける

教師は良い教師である」という考え方が定着するようになった。	 

	 明治 40 年（1906）に小室信蔵（1870-1922）が、写生をもとに形の直線化・曲線化、シルエット化などの図案（デ

ザイン）化や構成をする欧米の図案法を紹介すると、写生とともに図案の方法・型の指導が盛んになった。また、大

正時代の終わりごろからプロ用の図案文字（レタリング）の本が出版されると、当時流行していた図案文字の方法・

型の指導もおこなわれるようになった。	 

	 このような状況のなかで、画家の山本鼎（やまもと	 かなえ）（1882-1946）は大正 5 年（1916）にフランス留学の

帰国途上でモスクワに立ちより６ヶ月間の滞在のなかで、「農民美術」や「子どもの自由画」について知り、帰国後「子

どもには個性的な自然観や自由闊達な表現力があるので、個性的な表現をふさいでしまう臨本、師伝、示範、訂正な

どを一切廃止して、自然を唯一の手本とさせ、自由に表現させよう」という「自由画教育」を提唱した。
∗
	 

	 ここでの「自由画」とは、先生は題材設定、留意事項の説明、個別指導をまったくおこなわず、すべて「子どもの

自由」に任せるというものであったが、「自由画教育」の成果は子どもの自由な表現ではなく「自由画型」にはまり込

んだ表現であったので、昭和 3 年（1928）に山本鼎自身が自由画運動打ち切り宣言をし、自由画運動は終息した。	 

・想画と構成教育（昭和 2 年・1927 年-昭和 15 年・1940 年頃）	 

（「想画」やバウハウスの「構想教育」が取り入れられた）	 

	 島根県馬木村の小学校に勤務していた青木実三郎（明治 28 年（1885）̶昭和 43 年（1968 年））は、子どもが生活の

なかで見たり、聞いたり、感じたり、考えたりしたことを作文にする「生活綴り方」の指導法をもとに、子どもの生

活体験をもとにした生活画や想像画である「想画」を提唱し、それは「自由画」に代わるもととして全国に広まり、

その考え方は現在も一部続いている。	 

	 現在の「デザイン」領域に相当するものは、昭和 9 年（1934）にドイツのバウハウスの考え方・内容を学んだ川北

煉七郎（1902-1975）と武井勝雄（1898-1979）によって、「構成教育」という名称で紹介された。	 

・戦時下の図画教育（昭和 16 年・1941 年-昭和 20 年・1945 年）	 	 	 	 	 

（すべての教育が戦争を推進するための手段として使われるようになった）	 

	 日本軍が中国侵略を開始すると、政府・文部省は国家主義、軍国主義を鼓舞するようになり、「この非常時にマンネ

リズムの自由画や、写生をさせている者は、亡国的図画教育者だ」「国策と一致する図画教育を」「全体主義的理想国

家の国民育成のために」「技術を通して皇民錬成を」「自由画や構成教育の主張は、最早指導的役割を果たし得ない」「従

来の図画教育は無定見であった」などの意見が出てくるようになり、昭和 15 年（1940）の全日本図画教育大会では「皇

民錬成ニ邁進センコトヲ期ス」と宣言するまでになった。	 

	 このような状況のなかで、教育勅語をもとに皇国の道にそった初等普通教育を推進するために、文部省は昭和 16 年

（1941）にそれまでの尋常小学校を国民学校初等科（６年制）、高等小学校を国民学校高等科（２年制）の二つの「国

                                                   
∗
第２部で述べる、欧米で「美術教育の父」と呼ばれるフランツ・チゼック（1865-1946）は明治 22 年（1897）にウィーンで『児童の美術教室』

を開いている。そこで、山本鼎が知った「自由画」はチゼックの考え方をもとにしたものではなかったかということも考えられる。 
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民学校」に改組した。それにともなって教科は「国民科（修身、国語、国史、地理）」「理数科（算数、理科）」「体錬

科（体操、武道）」「芸能科（音楽、習字、図画、工作、裁縫（初等科女児のみ）、家事・裁縫（高等科女児のみ））」「実

業科（農業、工業、商業、水産の中から１科目選択）（高等科のみ）」の５つに分類され、それまでの「図画」「工作」

は「芸能科図画」「芸能科工作」という名称になった。	 

・手工・工作教育の歴史（明治 19 年・1886 年-）	 	 

	 以上、「図画」の歴史の概略を見てきたが、ここで現在の小学校の教科名「図画工作」の「工作」の歴史を簡単に見

てみたい。「図画」とは別のものとして「工作」が学校教育に取り入れられたのは明治 19 年（1886）であり、明治 11

年（1878）の「パリ万博」を契機としたものであった。その名称は、大きなものを作るのではなく「手先で細工のよ

うな小さなものを作る」という意味で「手工」であった。「手工」の指導内容は、最初は工業の予備教育として、紙、

粘土、木、竹、銅線、ブリキ板、鉛などを使って簡単なものを作ることであったが、彫塑や工芸を指導することもで

きた。大正 8 年頃からは、創作的、工芸的「手工」をとなえる者が現れはじめたが、主流は木工中心主義、勤労第一

主義であった。	 

・戦後の教科の名称変更（昭和 20 年・1945 年-昭和 30 年・1955 年頃）	 

（それまでの日本の教育が否定され、当時のアメリカの教育制度・内容が取り入れられた）	 

	 太平洋戦争に敗戦後、日本はアメリカ軍を中心とする連合国軍の占領下のおかれることになった。その司令部であ

る「連合国軍最高司令官総司令部」の下部組織である「民間情報局」が文部省を指導監督し、占領政策の教育面を担

当した。当時は、他教科の教科書同様に、「図画」の教科書の軍艦、軍人、戦争などの軍国主義的な題材を墨でぬりつ

ぶさせ、国旗、神社など超国家主義に利用された題材も扱われなくなった。そして、それまでの軍国主義的な指導方

針・内容に代わって導入されたのは、その当時のアメリカの教育制度・内容・方法をもとにしたものであった。昭和

22 年（1947）には民間情報局がアメリカから招いた「第１次教育使節」の勧告にもとづいて、小学校６年、中学校３

年、高等学校３年のいわゆる「六・三・三制」が始まり、それと同時に「芸能科図画」と「芸能科工作」が合併され、

「図画工作」が誕生した。	 

	 昭和 26 年（1951）にサンフランシスコ講和条約が締結され、被占領国であった日本は独立したが、それにともなっ

て文部省は「図画工作」と「音楽」の時間数を削減し、国民学校時代の「国民科修身」をもとにした「道徳」と、労

働力供給のために中学校に「技術・家庭」を新設した。また、「技術・家庭」の新設により「図画工作」の「工作」領

域の内容が「技術」の内容と重複しないようにするために「工作」という言葉を削除し、昭和 33 年（1958）に中学校

の「図画工作」を「美術」と改めると発表し、翌年から施行した。	 

	 

補足・解説	 

（「美術教育」は絵画、彫刻、デザイン、工芸や美術史、美学などの芸術・学問の諸分野の初歩の部分の寄せ集めでは

なく、「美術教育」の視点から諸分野を翻訳・再構成すべきものであろう）	 

	 最後に、私が岡田氏の「美術教育史」を借用した理由を、補足をまじえて述べたいと思います。	 

	 美術教育界には、明治以降の教科書、制度の歴史など日本の美術教育のさまざまな「歴史」の研究している人々が

数多くいました。それらの人々のなかには「歴史学」の基本である「客観的事実の集積によってのみ新しい事実を顕

現すべきであり、個人的感想・意見は述べてはならない」ことを遵守しようとするあまり、美術教育の根幹の視点で

ある「図工・美術の授業」、すなわち美術教育の歴史のなかのそれぞれの時点で「図工・美術の先生が、何をどのよう

に考え、どのような授業をおこなったのか」という視点を欠いた「個々の事実の列挙・検証」のみにおわるというこ

とも見受けられました。しかし、そのような歴史研究は「自分の授業をより良く、確かなものにするために、美術教

育史を知りたい」と思っている人々にとってはあまり役に立っていなかったように感じられます。	 

	 しかし、岡田氏は先人がおこなってきた美術教育の歴史の随所に自分の歴史観・考えをおりまぜて論述することに

よって、客観的事実の集積という無機質な歴史に生命をあたえ、美術教育史を美術教育のためのものとし、「美術教育

をどのように考え、どのような授業をおこなうべきかは、私たち自身が考えなければならない」ということを私たち

に問いかけていると考えられます。すなわち、先人のおこなってきた美術教育を、現在私たちがおこなっている美術

教育と私たち自身に比較させることによって、私たちにその答えを見つけさせるという方法を採用したと考えられま

す。このような岡田氏の姿勢・方法は、私たちが図工・美術の授業をするときの姿勢・方法と同じものだといえるで

しょう。なぜなら、私たちは授業において、学級全体の子どもに私たちが望む特定の表現をしてほしいと思っている
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のではなく、一人一人の子どもが自分で考え、自分で決断した、自分独自の表現をしてくれることを望んでいるから

です。	 

	 私たちが「どのような授業をしようか」と考えるときの具体的な内容は「子どもの生活・興味関心はどのようなも

のか」「子どもの知識・技術はどの程度なのか」「どのような材料・用具・機器・技法が使えるのか」「指導要領・教科

書の内容はどうであるか」「他の先生はどのような授業をおこなっているのか」「他教科の指導内容はどのようなもの

か」など、その時々に私たちが指導している子ども、学級、学校、社会のさまざまな事柄であり、それらを「私はど

のような授業を実践したいのか」ということと考えあわせて授業の内容・方法を決定し実践しています。そこで、私

たちが「自分の授業」のために知りたい美術教育史の内容は、まず「それぞれの時代において」上記のような「さま

ざまな事柄はその時々にどのように関連しあっていたのかという『関連性』」であり、次に「それらはどのような理由

で、どのように変遷していったのかという全体的な『流れ・変遷』」であり、最後に「その二つが美術教育のどのよう

な『視点・目的』で述べられたか」の三つなのでしょう。そして、その三つが述べられたときに美術教育史は初めて

「歴史学の美術教育史」ではなく「美術教育の美術教育史」となると考えられます。	 

	 また、先人も上記のさまざまな事柄については私たちと同様に、それぞれの時代にそれぞれ独自の考えをもってい

たにちがいありません。たとえば「指導要領・教科書」についての現在の私たちの考え方を三つに類型化してみると、

まず「図工・美術は日本中の子どもを一定水準まで教育しようとする学校教育のなかの一教科であり、文部科学省は

すべての教科の内容・方法との整合性・バランスをもとに図工・美術の授業時間数、内容・方向性を決め、それを『学

校教育法施行規則』にもとづく『指導要領』によって全国一律に指導するようにさだめているので、指導要領を遵守

して図工・美術教育をおこなうことは私たちの義務である。しかし、具体的な指導内容・題材は指導要領には示され

ていないので、多くの専門家が指導要領に準拠した具体的内容・題材を示し、それを文部科学省も認めている教科書

にもとづいて授業をおこなうことがもっとも望ましいことである」と考える先生もいるでしょう。あるいは「指導要

領は、国・文部科学省という抽象的な権威が決めているわけではなく、他教科との整合性、諸外国の指導内容・時間

数、子ども・学校などの実情、現場の先生の意見などを総合的に判断して決められている。特に子どもの実情と先生

の意見が指導要領に大きな影響を与えているので、その内容は日本中の学校で受け入れられるものとなっている。さ

らに図工・美術は、たとえば算数・数学のように『この箇所は確実に指導しておかなければ、将来授業についていけ

ない』という指導内容・方法についての拘束・束縛がなく、先生の裁量で決められる内容・方法が多いので、指導要

領の内容について特に厳密に考えなくても、先生は自由に指導できる」と考える先生もいるでしょう。さらに「図工・

美術は、先生の個人的な考え、興味関心、指導内容、指導方法で授業を考え、実践できる唯一の教科である。もし指

導要領の内容に賛成できない先生が自分の考えのみによって授業をおこなっているとしても、その内容・方法等を指

導要領の内容にてらしあわせてみれば、かならず共通する点が見つかる。そこで、どのような授業をおこなったとし

ても、それは対外的には指導要領のある点を強調した授業だと言える。極論すれば、指導要領の内容をまったく知ら

ないとしても良い授業はできるので、指導要領を読む暇があれば子どもが喜んで自主的に表現し、先生自身が納得で

きる題材について考える方が良い」と考える先生もいるでしょう。	 

	 図工・美術の授業を「個々の子どもが自分で考え、自分で決断し、自分で表現する『自由な表現の場』」であるとす

るなら、「個々の子どもと、その集合体としての学級の状態をだれよりも詳しく知っている先生が、授業の場を自分で

考え、自分で設定し、自分で実践することができる」ことになりますので、上記の先生の三つの考え方も、その他の

考え方もすべて認められるべきであるということになります。そして、そのような状態においてのみ「どのような授

業が望ましいのか」「美術教育とは何か、何のためのものか」という議論をおこなうことができ、そのような議論の蓄

積・積み重ねによって美術教育の存在意義・授業の内容が洗練され、確かなものになっていくので、その結果、美術

教育は子ども、保護者、他教科の先生だけではなく、すべての人々に理解・認識・共感されていくのでしょう。	 

	 「美術教育」は「美術」と「教育」の二つの言葉の合成語なので、美術と教育の関係は「美術のための教育」と「教

育のための美術」の二つの意味に理解できます。世界の美術教育界では、ハーバート・リード（Herbert	 Read	 1893-1968）

の著書『Education	 through	 Art』（1945）以降「教育のための美術（芸術）」と理解されており、日本では「美術をと

おしての教育」と直訳で理解されています。この理解を踏襲すると「『美術教育』は、絵画・彫刻・工芸など美術の諸

分野の初歩を寄せ集めて指導するためのものではなく、教育のためのものである」ことになり、この考え方をさらに

進展させると、「美術教育」においては美術の諸分野のみならず美術史、美学などの諸学問も、それぞれの分野の指導

体系にそってそのまま指導するのではなく、教育のためのものとして指導内容・方法を「翻訳・再構成」する必要が
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あることになります。	 

	 また、大半の子どもにとって小・中・高校での図工・美術の授業が、生涯において美術教育をうける唯一の機会な

ので、私たちは学校教育のなかで「美術教育」を完結させなければなりません。そして、そのためには美術の諸分野

を「美術教育」の視点から集積し翻訳・再構成しなければなりません。このように述べると「他の教科ではそれぞれ

の教科のもととなっている（大人の）学問を基礎から系統的に指導しているので、図工・美術科でも（大人の）美術

の初歩・基礎の部分から系統的に指導すべきではないか」「『美術教育の視点』とは何か」という意見・質問がでるか

もしれません。そこで、第２部では「美術教育」という言葉と概念について、その誕生から述べてみたいと思います。	 

	 「各教科の指導内容は、各専門分野の基礎の部分の寄せ集めで良いのか」という問題は、他の教科においても議論

されているのではないかと思いますが、私は寡聞にしてその実態が分かりません。いずれにしましてもこの問題に気

づくことができたのは本会のおかげです。	 

	 

A：今のお話は、結局小・中・高等学校での図工・美術教育は	 美術のプロを養成するためのものではない、というこ

とであったのではないかと思うのですが、そうするとそれは図工・美術教育ではどのように評価をおこなうのかとい

う問題につながってくるのではないかと思うのですが。	 

長町：「評価」ということについて、私は「評価」という言葉が、獲得された知識や技術や達成度が通知表や内申書な

どに数量化されてあらわされたたものであるとするなら、美術教育においては本来存在しないものだと考えています。

図工・美術科でも「評価」をしているのは、他教科では数量化された「評価」を使っているので、学校制度のなかで

それにつき合わされているからだと思っています。	 

B：ある専門分野の一部を切り取ってそのまま指導する「切り取り授業」を全面的に肯定する先生はいないのではない

かと思うのですが、その内容が子どもの興味・関心をひくものであれば、そのときは使っても良いと私は考えます。	 

長町：「子どもの興味・関心をひくもの」という理由で専門の一部をとりあげられたのであれば、その後の指導も「子

どもの表現という視点にたったもの」になり、その授業は専門の指導法と目的とは別の「美術教育の目的と方法」に

よっておこなわれると思いますので、それであればもちろん良いと思います。私が申し上げたかったことは、ある題

材をとりあげるときに「いろいろな専門分野の部分を切り取って指導することが美術教育なのだ」と考えることは美

術教育の本質を理解していないことではないかということです。	 

A：今まで美術教育の方からお話をうかがうなかで感じたことは、書道教育と美術教育にはさまざまな共通点もあるの

ですが、もっとも異なる点はでき上がった作品についての考え方ではないかということです。つまり、書道教育では

でき上がった作品は指導の成果としての、子どもの技術や意識の進歩・変革をあらわしたものであると考えているの

ですが、美術教育では作品そのものではなく制作を通して子どもが何を考え、どのように成長して行ったのかという

過程を重視しており、それを「良い授業ができたかどうか」という先生自身の自己評価の基準にもしておられるよう

に感じたということです。	 

長町：小・中学校で書道は国語科の一部としての「書写」として位置づけられており、その目的が「正しく整った字

が書ける」というきわめて技術的なこととされているのですが、今までの書道の先生方のお話からは、小・中学校の

「書写」でも先生方は最初から「正しく整った字」以上の芸術的なことも目標としてもっておられるのではないかと

思うのですが。	 

C：現在私は修士論文執筆のために、書家の方々にインタビューさせていただいているのですが、そのなかである高等

学校の先生は「正しく整った字を書くということと、芸術表現としての美しい字を書くということを、分けて指導し

ている」というお話をされていました。たとえば、ある生徒が「先生、この字は線がフニャフニャになってしまって、

うまく書けなかった」と言ったときには「この線はあなただけにしか書けない、あなた独自のものだから大切にして

ください」と言うそうです。そして、そのような指導によって「正しく整った字」を書かせるだけではなく、「書芸術」

の指導もされているそうです。	 

長町：高校の「書道」は芸術の一分野としての「書道」ですから、小・中学校とはぎゃくに「正しく整った字」を書

かせる必要はないのではないですか。	 

A：高校の「書道」のなかには「実用書」という分野が入っていますので、指導要領のなかには「正しく整った」とい

う言葉はでてきませんが、「実用書」として「正しく整った字」の指導も当然必要なことになります。また、世間から

は芸術表現としての「書」だけではなく、「実用書」として正しく整った字を書けるような指導ももとめられています。
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一般的には「実用書」に対する期待の方がおおきいのではないかと思います。	 

D：小・中学校の「正しく整った字を書く『書写』」から高等学校の「芸術表現としての『書道』」への変換・発展はど

のようにしておこなわれているのでしょうか。小学校では現在「デジタル教科書」というものもあるのですが。	 

A：書道が学校教育のなかで生き残るためにそうなったのだと思います。たとえば、小・中学校ではまじめにお手本ど

おりに正しく整った字が書けていたのでずっとほめられていた子どもが、高等学校で書道を選択すると書道の先生か

ら「それはお習字だよ」とけんもほろろに言われたというように、小・中学校の「書写」と高等学校の「書道」では

指導のギャップがとても大きいという場合もあります。このように「字を書く」という同じ行為の評価が、指導要領

の目的の変化によってはっきりと分断されているのですが、私たちは小・中学校の「書写」の時間にも「筆と墨で書

いた線の美しさ・字の美しさ」などのいわゆる「芸術的な内容」も指導したいと思っていますし、また、高等学校で

は芸術表現としての「書」だけでなく、実用的な字が書けるという意味での「正しく整った字」の指導もしたいと思

っています。その理由は、繰り返しになりますが、高等学校の書道にたいして「芸術的な字は書けなくても良いから、

履歴書だけはきちんと書けるような指導をしてほしい」という希望が数多くあるからです。つまり、私たちは指導要

領の「正しく整った字」と「芸術表現としての美しい字」のギャップをできるだけなめらかに連続させるような指導

をしようとしているということです。	 

長町：今のご説明で、書道の先生方が「書写」と「書道」についてどのように考えておられるのかがよく分かりまし

た。ところで、私が今興味をもっていることがもう一つあります。それは教科の名称なのですが、今もご説明があっ

た「書写」と「書道」というように、教科の名称はその教科の理念や目的などをふくんだ指導内容もあらわしている

のではないかと思われます。太平洋戦争中の「国民学校」では美術教育は「図画」「工作」という教科名だったのです

が、それを調べている時に、「書道」は当時「習字」という名称であったことを知ったのですが、「習字」という名称

は以前から使われていたのでしょうか。	 

A：教科名としては、「習字」という言葉は現在なくなっているのですが、今でもたとえば小学校の先生が毛筆での書

写が始まるときに「お習字の道具を買ってください」というような言い方をしますし、テレビなどでも「習字」「お習

字」という言葉が使われており、それで意味は伝わっています。また、先日大阪市のある小学校に行ったときに校舎

は新しくなっていたのですが、教室に「習字教室」というプレートがまだかかっているのを見ました。	 

C：書道は「手習い」とも呼ばれていましたね。	 

A：「手習い」というのは「習字」よりも前に使われていた言葉ですね。	 

長町：江戸時代の寺子屋では「読み・書き・そろばん」が教えられていて、テレビの時代劇では「手習いのお師匠さ

ん」という言葉も聞くのですが、寺子屋での「書き」というのは、現在の書道教育の初期段階でもあったのでしょう

か。	 

D：江戸時代には筆記用具は墨と筆しかなかったので、「字を習う」ということは「墨と筆で字を習う」ということだ

ったのでしょうね。	 

B：指導要領の内容はそれぞれの時代背景を投影したものでもあります。ですから「美しい字が書ける」ということ以

前に「生活するために字が書ける」ということがまず必要とされていたのではないかと思います。	 

C：私は先ほど長町先生が「『評価』という言葉は、美術教育では本来存在しない」とおっしゃったことに感動しまし

た。といいますのは、書芸術においても先生方はそのように考えておられるのではないかなあとおもったからです。	 

長町：先ほどの自己紹介で、C 先生は学校ではなく書道教室で書道の指導にあたっておられるとうかがったのですが、

指導要領に束縛されない書道教室で先生はどのようなお考えで指導されているのでしょうか。	 

C：私は、たとえ書かれた字は乱雑であっても、たとえば墨がしっかりすれていて美しい墨の色がだせていたり、ニジ

ミが美しかったりしたときなど「子どもがよくがんばっていた」ということが感じられるときがあるのですが、その

ようなときには「ま、字は乱雑だけれどこれで良いか」と思います。	 

長町：書道の専門家が書いた字では「がんばって墨がすれていた」とはだれも思いませんので、C 先生の見方・感じ方

は「教育者」としての態度の典型だと思います。	 

A：そろそろ終わりの時刻が近づいてきましたが、皆さん何かありますでしょうか。	 

E：先ほど D 先生がおっしゃったように、江戸時代には文字を書くための筆記用具は墨と筆しかなかったのですが、現

在の生活のなかではスマホやパソコンが一般的で「字を手で書く」ことはほとんどなくなっています。そのような現

代生活のなかで、あえて墨と筆で字を書かせるということには何か教育的意義があるからだと思うのですが、それは
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何なのかということを知りたいと思いました。	 

B：先ほど「美術教育では評価は必要ない」とおっしゃいましたが、それには問題があると思います。といいますのは、

子どもの中には先生の意見を聞きたいとか、ほめてほしいというように「評価してほしい」と思っている子どももい

るからです。	 

長町：私は「評価」という言葉の意味を、他の教科で一般的に使われているように、ある目的が達成された程度や獲

得された知識や技術を量を数値化したもの、というようにとらえています。先生が「よくがんばったね」とか「ここ

はとてもうまく描けたね」というように子どもの努力を認めたり、共感したり、励ましたり、ほめたりすることのな

かには「評価」という要素もあるのでしょうが、私はそれは「評価」ではなく「教育・指導」だととらえています。	 

福光：ありがとうございました。今の発表につきましては、皆さんが個々に暖めながら考えていただきたいと思いま

す。「美術教育の領域」第２部を楽しみにしています。	 

	 

	 

	 

第２部 海外実践から考える書道教育 
清水沙弥子（秋桜高等学校）	 

１	 はじめに	 

	 SHODO	 SUPER	 KIDS(SSK)2017 のメンバーとして、今年初めて参加することになりました。奈良教育大学大学院在学中に、訪豪

を決心したのですが、当時流行していた“SARS”の影響で断念せざるを得なくなりました。それから約 10 年、海外での書道実

践に対して言語の問題や実践内容の不安要素を抱えながらの訪豪でした。日本文化そのものである「書道」を海外の学生にどの

ように伝えることができれば良いのか、悩みました。仕事の都合上、7/28～8/11の内、私は7/30～8/4までの滞在となりました。	 

	 これまで、大学在学中に何度か来日された海外の先生方や留学生に向けての書道レッスンに参加させていただく機会がありま

した。主になりレッスンを進めるというよりは、補助として参加させてもらいました。	 

	 私は現在、通信制単位制の高校に勤務し7年目を迎えます。生徒たちの多くは、色々な理由で小・中学校で不登校を経験して

いたり、転・編入学をしてきたりします。落ち着いて座っていられない、学力に不安がある、人とのコミュニケーションをうま

くとることができない…などそれぞれに不安を抱えています。そのような不安と希望を胸に勇気をふり絞ってスタートを切ろう

としている生徒たちに何をしてあげられるのか、何を望むのか、どういう人として生きていってほしいのかを教員全員で話し合

いを繰り返し向き合ってきました。	 

	 今回の訪豪では主として授業を進めていくことに対する緊張感や高揚感が入り交ざった不思議な感覚がありました。勤務先で

の思いをそのまま海外でも活かせたらと思い、指導案を考えました。これからの教育現場での「芸術科書道」の存在意義や有益

性についても触れ、皆さんと考えあうことができればと思っています。	 

	 

２	 目的	 

【SSK2017としての目的】	 

・オーストラリアの人にもっと日本の伝統的な文化である書道を知ってもらいたい	 

・日本の書道を海外から見、進むべき道を考察する	 

・広く海外を見聞し、経験し、自分たちの視野を広げたい	 

【教員としての目標】	 

・日本文化に興味をもってもらいたい	 

・書道を通して、達成感を味わい自身の活動に活かすきっかけを見つけてほしい	 

	 

３	 授業内容	 

ポイント	 内容	 

•書道を通して、学ぶことへの興味をもってもらいたい	 

•達成感を味わうことができるか、そのためにイメージしやす

い課題を設定する	 

•知っている、覚えたくなるような言葉を選ぶ	 

•書道道具の説明・使用方法の紹介	 

•SSKによるデモンストレーション(都合上、省くことあり)	 

•筆使いの練習	 

•漢字の書き順の確認	 
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•書道の古典にも触れる内容にしたい	 •古典を鑑賞する	 

•練習(名前はカタカナで書く)	 

•1番手の作品を決めて一旦提出	 

•感想を書く	 

	 

	 生徒のようす	 	 

今回訪問した学校	 勤務校	 

•多民族の生徒が在籍しており、それぞれがお互いの文化を重んじて

いる。	 

•小学5年生～高校2年生、中学1年生～高校3年生までの6年一貫

制。	 

•中学生は日本語は必履修科目となっている。	 

•高校生は日本語を選択しているので、学習意欲は中学生とは異な

る。	 

•自分たちの教室は存在せず、各自授業の教室へ移動する。	 

•授業終了毎に休憩時間はなく、まとまった休憩時間がある。	 

•校内での飲食は自由(それぞれにお菓子などを持ち歩いて食べてい

る)。	 

•制服を着用している生徒が大半(高校 3 年生は私服着用を許可され

ている)。	 

•授業中にお喋りはあるが、教員の話はきちんと聞くことができる。	 

•ケータイ電話を授業中に使う生徒はほとんどいない。	 

•校則や罰則がないため、私服登校や染髪などそれぞれに

個性がある。	 

•通信制、単位制のため年齢は16歳～41 歳までの生徒が

在籍している。	 

•小学校、中学校と学校や人に馴染むことができずに過ご

してきた生徒や学力面に不安を抱えている生徒が多い。	 

•それぞれに問題を抱えていることを互いが理解してい

る。	 

•自分たちの教室は存在せず、各自授業の教室へ移動する	 

•授業毎に休憩時間を設けている	 

•授業中のお喋りが多い	 

•ケータイ電話でゲームをする生徒がたくさんいる	 

•経済的に苦しい家庭の生徒が半	 

•筆記用具を持ってこない生徒が多数いる	 

	 

	 

4	 Strathmore	 Secondary	 Collegeでの実践	 

公立のハイスクールStrathmore	 Secondary	 College（中１～高３）	 

	 ＳＳＫの代表者は、日本語主任のヒサエ・ホワイト先生とは旧知であったが、学校訪問は初めてで

あった。	 

	 メルボルンの公立中学高校は、カレッジ、セカンダリーカレッジ、ハイスクールと色々な呼び方がある。地域によって、ホワ

イト、インド系、マレイ系、ベトナム系、中華系、アラブ系、のパーセンテイジに特色がある。ストラスモア校はまんべんなく

混在している。家庭環境は安定しているとのこと。授業を一緒にうける日に行動をともにしてくれたバディたちはマナーがたい

へんよく、心地よく対応できる優秀な生徒たちであった。	 

・7/31	 4限(11:52～12:39)	 22名(中2)	 

	 中学生は日本語が必修科目になっている。日本語に興味を持って

いない生徒も含まれる中、どれだけ楽しんで取り組んでもらえるの

か・・・。オーストラリアへ到着して初めての授業ということもあ

り、日本語で進める。カリン先生や現地の先生方に通訳をしてもら

いながらの授業となった。	 

・8/1	 4限(11:52～12:39)	 22名(中1)	 

	 同じ学校で2回目の授業、所々助けてもらいながらではあったが、

英語で授業を進めた。しかし、「1 番作品を前のマットの上に出し

て！」という文でさえ、英訳することに苦戦。自分の無力さを痛感

した。	 

・いずれも進行役(1名)、補助役(SSK8名、先生3名)。	 

	 

40分	 授業の流れ	 	 留意点	 
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導	 

入
䥹
８
分
䥺	 

①自己紹介	 

②道具の説明	 

③筆の持ち方・姿勢チェック	 

④墨すり（３分）	 

⑤テーマ発表	 

	 

・終了後、道具は今の状態で置いておくよう指示する。	 	 

・余裕あれば間違い探し	 

	 

・「命（活字の教科書体を半紙サイズに拡大印刷したもの）」を黒板に貼る。	 

・半紙に1文字	 

・良いもの２点（1番手、2番手）に名前を書くよう指示する。そのうち1枚は提出させる。	 

•感想を書くことも伝える。	 

展	 

開
䥹
２
７
分
䥺	 

①「命」の書き順をチェックする。	 

②横・縦・左右払いを練習させる。	 

③線の聞き分けクイズ(余裕があれば)	 

④再度、線の練習をさせる。	 

⑤どれが好き？（「唐の四大家」＋造像

記）	 

⑥お手本を決めさせる。	 

⑦「命」の練習をさせる。	 

⑧名前練習	 

⑨1番手と２番手に名前を書く	 

	 

・「花びら」資料を配布し、書き始めの筆の向きは、どの番号の花びらか、認識させる。	 

・お手本には黒板に貼った「命（活字の教科書体）を使用する。	 

・線を書いている時の音に耳をすませ、真っ直ぐ引いてる時の音は？美しい音が聞こえた線

はどれ？	 

・入筆の角度、線の太い・細いに注目させる。	 

	 

	 

・太細や入筆の角度など細かいところも注意するように指導する。	 

・カタカナ50音もお手本に入れておく	 

・SSKメンバーは各生徒の作品を見て、1番手と2番手とを決める	 

ま
と
め
䥹
５
分
䥺	 

①作品を書き上げたら、感想を書かせる。	 

②「提出作品」「感想用紙」とそれ以外

に分け片づける。	 

③道具の片付け方を指示する。	 

（筆や文鎮などの位置など）	 

「感想」を引き出すための質問	 

・授業展開の中でどの場面が楽しかったか？	 

・1番難しかったところは？	 

・上手くできた、満足しているところは？	 

・書道や日本文化に興味が湧いたか？	 

	 

「命」のお手本(展開1)	 	 

・文字の形や書き順を伝えるために、また後に登場する古典作品と比較してどのような違いがあるのか、考えら

れるように先入観を与えないよう教科書体を使用している(毛筆で書いたものではなく、パソコン印刷したもの)。	 

・とめ、はね、はらいなどが含まれていて、意味も良い言葉を選んだ。	 

	 

筆づかいの練習(展開2)	 

・書道作品を書く上で、筆の置き方(起筆)は大変重要である。	 

・篆書、隷書、楷書・・・など書くものによって起筆は変わる。今回は「命」の楷書課題だ

ったので、使用したのは「４」である。	 

・色々な起筆を体験してもらいと思い、筆づかい1～8までを書いてもらったが、「4」のみ

の使用だったので生徒を混乱させた。	 

・篆書、隷書に取り組む場合には効果的である。	 

	 

筆づかいの説明	 （その後改善した）	 

・篆書には（１・７）	 

・隷書には（６・７）	 

・楷書には（４）を使うことを説明した。	 

	 

	 

音の聞き分け(展開3.4)	 

・視覚だけでなく、聴覚を通して線を引くことができるかという狙い。	 
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・時間が十分に確保できなかったため今回は省略。	 

	 

古典にふれる(展開5)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

「命」のお手本(展開6)と練習（展開7）	 

•上の 6 種類のお手本と次に出てくるカタカナ五十音(名前用)のお手本は 1 セット

にして配布した。	 

•各「命」の右下には、どの古典を元にしているのかがわかるように名前を記して

いる。	 

•左下には、教科書体の「命」を貼り、古典の雰囲気がどのように異なるのか分か

るようにした。	 

	 

	 

カタカナ五十音のお手本(展開8)	 

第２外国語で日本語を履修している生徒たちは、カタカナを既に習得しているが、

より記憶に残るよう書き順を付け加えている。	 

	 

	 

	 

	 

名前を書く（展開9）	 

時間に追われてはいたが、SSKメンバーもカタカナ五十音を使いながら、丁寧に指導するなど補助役をつとめてくれた。	 

まとめ(作品提出)	 	 

•先生と一緒に書いた作品も含まれている。	 

•各自第一印象で選んだお手本を見て、練習した。	 

•小筆を使い、名前をカタカナで書いた。	 

•初めて見る漢字、初めての書道であり、また短時間であったにも関わらず、作品

は良くできた。	 

•中には古典の特徴を捉え、実践してみようと努力している作品も見受けられた。	 

•線の太さの変化や、右払いの線、文字の構築性など様々な点において、作品から

その時の指導がどんなであったかを知ることができる。	 

	 

＜授業の感想＞	 

・“Today’s	 class	 was	 fun.	 I	 got	 taught	 well.	 Thx”(Nick)	 

・“It	 was	 a	 very	 enthusiastic,	 happy	 welcoming.	 Very	 fun	 to	 learn.”(Piper.Barlkus)	 

・“Today’s	 class	 was	 very	 fun.	 I	 enjoyed	 writing	 the	 kanji	 a	 lot.”	 

・“The	 helpers	 were	 all	 very	 nice.	 Thank	 you	 so	 much!♡”(Ashleigh	 Holloway)	 

・“It	 was	 really	 fun	 and	 the	 students	 and	 teachers	 were	 very	 nice	 and	 helpful.”(Harry	 Milverlon)	 

・“Very	 good	 more	 communication.”（Tierney）	 

・“Today’s	 class	 was	 Fun.	 I	 had	 fun	 doing	 calligraphy.”(Ellis)	 
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・“It	 was	 enjoyable	 &	 the	 people	 helping	 were	 very	 kind.”(Carla	 Jardine)	 

・“Very	 Fun!!”(メアラ)	 

・“たのしかった。”(メリッサ)	 

・“It	 was	 very	 fun	 and	 welcoming.”(Emily)	 

・“It	 was	 very	 fun	 to	 try	 something	 new.”(Emily)	 

・“It	 was	 fun.”(Aden)	 

・“I	 learnt	 the	 basics	 of	 calligraphy	 and	 I	 enjoyed	 it	 very	 much.”(トムズ)	 

・“すごいです。”(Haiah)	 

・“fun	 unique	 interesting	 and	 also	 surprisingly	 relaxing.”(Ben.Romono)	 

	 

	 指導者には伝えたいこと、説明したいことがたくさんあった。生徒たちは聞いて理解しなければいけないことがたくさんあり、

実際の練習時間はとても短かった。しかし、補助役が十分にいて、また生徒たちの意欲が高かったこともあり、それぞれが満足

できる時間となった。もちろん予め現地の先生が私たちのことを伝えてくれていたことも意欲を高める要因の一つだと感じた。

一つの授業を行うことは、生徒と先生とのその場だけの関わりに留まらず、周囲のサポートも大いに関係しているように思う。	 

	 また、上記の最後の感想を見たい。書道は緊張感をもって取り組む科目ではあるが、リラックスすることが重要である。初め

て書道に挑戦したにも関わらず、繊細に自分自身の変化に気付き楽しんでくれたことは大変嬉しいことである。サポートの人数

が多かったので、丁寧に指導できたことがこのような体験をさせてあげられることへ繋がったのだと思う。	 

	 

5	 Haileybury	 Collegeでの実践	 	 

私立のミドルスクール・シニアスクールHaileybury	 College	 （小５～高２）	 

	 ＳＳＫとしては、2014 年以来４度目の訪問。2015 年より SSK 団員の１～２週間のホームステイを受諾。日本語授業の中に、

「書道授業」を組み込み、更に中国語にも参加。高校生の日本語会話の補助としても参加。2016、2017年に全校生徒集会（アッ

センブリ）にて巨大書道作品のデモンストレーション（揮毫）を披露。SSK が訪問することはもはや「伝統となった」と校長に

言わしめ、たいへんよい関係が築けてきている。	 

	 メルボルンの南部に位置し、裕福な家庭の子が通っている。寄宿舎もあるがほぼ父母の車送迎で通学する。バスで 40 分とい

う生徒もいる。校舎は男女別だが、科目によっては合同にて行う。	 

	 

	 前回は、事前に準備した「命」という課題に集中する授業内容であったが、今回は

既存の課題を用いての授業を行った。筆づかいの資料、カタカナの手本などは引き続

き使用した。	 

・篆書・隷書・楷書の３種類の書体で書かれた課題（手本）を用意した。	 

・生徒たちに課題を選ばせた。	 

・SSKキッズ（高校生）が「日進月歩」のデモンストレーションを篆書・隷書・楷書

の３書体で行う。その時、楷書の手本を選んだ生徒は、楷書を書くSSKキッズの近く

へ、	 隷書を選んだ生徒は、隷書を書いている近くへ、篆書も・・という風に、指示

を出し、書いている時の筆づかい、特に起筆の筆の入れる向きに注目するように促し

た。	 

	 進行(1名)、補助(SSK8名、先生3名)	 

・今回の実践では、生徒たちが古典の特徴(筆づかい)をよく捉えることができた。	 

・楷書作品を選んだ生徒が4人しかいなかったことは、意外であった。	 

・8/4	 7限(14:05～14：50)	 19名(中2)	 

私自身が Strathmore での 2 回の授業を終えたこと、また他の先生方の授業を見たこ

と、参加したことで、「生徒たちは多くの漢字や言葉に触れることを楽しみ、

また新たなことへ挑戦することでより学習意欲を掻き立てられている」と強く

感じた。	 
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＜授業の感想＞	 

・“great	 fun	 and	 I	 leant	 many	 new	 things,	 I	 love	 it!(^^)”(アリ)	 

・“it	 was	 very	 fun	 learning	 about	 the	 different	 styles.”(レイチェル)	 

・“大好きでした。”	 

・“I	 loved	 it.	 They	 complimented	 me	 so	 much.	 It	 was	 very	 nice.	 I	 would	 do	 it	 again.	 	 Everyone	 was	 so	 nice	 and	 it	 was	 

fun.楽しかった。”(ハリニ・シバ)	 

・“It	 was	 fun	 I	 would	 do	 it	 again.	 	 Thank	 you	 (^^)”(Kristen)	 

・“It	 was	 a	 great	 class	 and	 it	 was	 a	 good	 learning	 experience.”(ジェス)	 

・“It	 was	 fun	 and	 I	 learnt	 a	 lot!	 Everyone	 was	 nice	 and	 	 helpful.	 I'm	 glad	 I	 got	 to	 learn	 how	 to	 write	 calligraphy.	 	 

Thank	 you!♡”(エマ)	 

・“It	 was	 amazing.	 	 It	 was	 very	 interesting	 and	 exciting.	 	 It	 was	 great	 to	 learn	 new	 things.”(ジェマ)	 

・“It	 was	 lit!	 I	 really	 enjoyed	 doing	 some	 Japanese	 writing!	 	 Thanks!♡	 (BTW:	 Hope	 you	 can	 read	 this!)”(リリアン♡)	 

・“It	 was	 a	 great	 experience	 worth	 trying.	 I	 feel	 very	 satisfied.	 	 It	 was	 a	 great	 and	 fun	 way	 to	 learn	 how	 to	 

calligraphy.”(セリーン)	 

・“It	 was	 really	 learn	 the	 different	 styles	 of	 writing.”(ニメッシュ)	 

・“It	 was	 really	 good	 and	 enjoyable.”(アメリース)	 

・“It	 was	 fun	 and	 the	 teachers	 and	 students	 were	 very	 helpful.(^^)”(ソフィ)	 

・“It	 was	 fun	 and	 interesting	 to	 learn	 	 about	 ”“cool	 	 to	 learn	 a	 new	 style.”(Olyssa	 )	 

・“provided	 more	 insight	 into	 Japanese	 calligraphy	 and	 was	 very	 fun!”(Sarah)	 

	 

6	 考察	 	 

	 今回初めて挑戦した海外での書道教育の実践から、現在私が勤務している高校の書道教育や日本の書道教育の在り方について、

以下考察してみます。	 

【学びの意欲が高いこと】	 

	 全てを終えて感じたことは、訪問校のどちらの生徒たちも、大変生き生きとした表情で過ごしていたということです。それは、

決して休み時間に限ったことではなく、授業中に関してもそのように感じました。遠い日本から来た集団ということも、日本独

特の書道ということも、もちろん生徒たちの興味・関心の一つにあったと思いますが、「知りたい」「学びたい」という気持ち

が強く伝わってくるようでした。	 

	 実際、授業の感想の中には、“	 Very	 fun	 to	 learn.”や“It	 was	 very	 fun	 to	 try	 something	 new.”“It	 was	 great	 to	 learn	 

new	 things.”などが見られ、このことからも、学びの意欲が高いということが分かります。	 

	 また、たくさんのお手本を用意すると、どんどん他の文字や言葉を書きたくなるという状況でした。完成度の高い作は望めま

せんが、その積極的な行動にはエネルギーを感じました。	 

	 日本の勤務校の生徒の感想にも「知らない文字がいっぱい出てきて楽しかったです(草書を使った硬筆授業より)	 」や「字が

うまくなった気がする(鑑賞を含めた硬筆授業より)	 」など、自分の授業の振返りをして満足感や達成感を得ることのできる生

徒もいます。しかし書道に対する「珍しさ」や「新鮮味」は乏しく、熱心さという点ではオーストラリアの生徒の方が上でした。	 

【同年代の存在】	 

	 同世代や同じ教室にいる生徒の存在は彼らにとってもかけがえのないものであるようです。書道は、得意、不得意がはっきり

と表れる科目ではありますが、オーストラリアの学校も、勤務校も互いの作品のよさを尊重しているように思います。それは、

多民族文化であることやそれぞれに問題を抱えているということをよく理解しているからだと思いました。今回、生徒たちはど

の実践においても、「実演を見る」「説明を聞く」「実践する」「鑑賞する」という過密な行程についてきてくれました。更に

言葉の壁がありながらも、クラス全体が満足するという結果が得られたということが生徒の感想よりうかがえたことは、有り難

いことでした。その理由はいくつか考えられます。	 

	 	 ①授業者とスタッフ（補助役）の数の確保	 

	 	 ②補助役が同世代という親近感	 

	 	 ③レベルの高い書道の技を間近で観る経験	 

	 	 ④他国の文化を実体験できる	 
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	 感想の中にいくつも“helpful”や“kind”という言葉が出てきます。書道を伝えるということの前に、人としての温かさや

優しさをもって接していたということが見えてきます。その上で、いかにＳＳＫ全員が意識を高くもち日本文化である書道を伝

えていたかということは、作品や生徒の表情からも大いに読み取ることができました。	 	 

	 しかし、感想を書いてもらうことができたのは、時間に余裕があった一部の生徒たちのみでした。時間がない中でも、授業の

感想を話し、書いてもらうことは次へ繋げていくために必須であったと感じました。生徒たちの表情から楽しんでくれた様子は

十分に伝わってきましたが、授業を終えて疑問点や、難しいと感じた点、もっと知ってみたいと感じた点など多くの意見をもら

うことができるよう、方策を考える必要があると感じました。	 

	 また、何より語学力不足より、言いたいことが言えず、相手の話の内容もよく理解できませんでした。現地の日本語の先生は、

われわれの言いたいことを簡単な英語表現に言い換え双方の会話を通じやすくしてくださったが、直に低い年齢層の生徒と話す

場合、彼らは簡単な言葉に置き換えるということがないので、会話が難しかったです。自分の語学力を磨くべきだと強く感じま

した。	 

	 

7	 これからの展望と課題	 

	 勤務校では、書道教員は私しかおらず、授業の時には他教科の教員が補助として教室にいます。特に毛筆の授業となると、全

員のところをまわることがなかなかできません。受講生数や教員数はとても重要で、特に芸術科目に関しては小学校～高校の教

員・指導者の人数は考え直されるべきだと強く感じます。学力に不安を抱えている子どもたちにとって、書道は自己肯定感や達

成感を得ることのできるとても身近な科目だと考えています。小学生の頃からたくさんの芸術に触れ、学び、知り、それぞれの

違いを受け入れること、そうして、生きていくことに前向きになってもらいたいと思います。	 	 

	 今回お世話になったオーストラリアの学校の先生方と時間の都合上なかなかお話ができなかったので、もっともっと学校の様

子や授業内容など詳しく知りたいと思いました。比較的学力が高く、家庭の経済状況が豊かな学校を訪問させていただいたので、

機会があればもっと他の学校も訪問し、あらゆる条件下で書道がどのように機能するのか、「芸術療法」という言葉があるよう

に、誰かの助けになるためにはどうすれば良いかということも考えていきたいと思いました。	 

	 書道に携わる者として、世界の教育にも目を向けようという刺激的な時間になりました。	 

	 

【海外で教えるということは、自分が学ぶということであった】	 

福光：清水先生ありがとうございました。それでは皆様、清水先生のお話について感じられたこと、思われた事などを言ってい

ただけますでしょうか。	 

D：私は前回出席できませんでしたので清水先生のお話は今日初めて伺ったのですが、清水先生は柔軟で幅の広いお考えをもっ

ておられるなあと感じました。その理由は、清水先生が海外で未知の子どもたちにどのように書道を指導するのかという、とて

も難しく大きな問題に正面から立ち向かいそれを克服されたということと、同時に同じ姿勢・態度で日本での日々の授業に取り

組んでおられることがよく分かり、そのことに感銘をうけたからです。また、清水先生のご指導は図工の指導とよく似ているな

あと思ったのですが、それが具体的にどのようなことであったのかは忘れてしまいました。	 

A：清水先生の「指導に際しては指導する先生の数が多いほど良い」というお話については、「一人で指導した方が指導内容が

一貫したものになる」という考え方もあるかと思うのですが、皆様はどのようにお考えでしょうか。	 

D：私は清水先生と同様に、指導者の人数は多い方が良いと考えています。ただそれには指導者の「人数」ということだけでは

なく、指導者と子どもとの「関わりの質」ということもかかわってくると思いますので、「指導者の人数」と「関わりの質」と

いう二つの要素のバランスが大切なのではないかと考えています。	 

F：今の清水先生のお話では、日本の SSK のメンバーの多くの方がオーストラリアで指導されたということでしたが、そこでは

オーストラリアの人々に指導することによって学ぶこと以外に、日本人同士が互いに学びあう機会も多くあったのではないかと

思われますので、そのこともふくめてこの企画は参加された人たちすべてにとって有意義なことであったと思います。	 

A：ありがとうございました。F先生が今おっしゃったことはまさにそのとおりで、オーストラリア訪問の最初の頃は「書道を学

んできた私たちが、書道のことをご存じないオーストラリアの児童・生徒・学生さん達に、書道を紹介してあげる」というよう

な意識でした。しかし、回をかさねていくうちに「指導にあたった私たち日本人が学ばせてもらうことの方がずっと大きく、私

たちがオーストラリアで学ぶために短期留学させてもらっている」ということをつくづく感じるようになりました。	 

	 

【お手本を使う必要性】	 
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B：授業のねらいの一つである「書道の古典にもふれる」ということについて、オーストラリアの人々は新しい字よりも古典的

な字により興味をもったというお話でしたが、そのような傾向は日本でもあるのでしょうか。	 

清水：その点について私にはよく分かりませんが、オーストラリアの人にとって漢字は行書のような字ではなく一画一画をきち

っと書く楷書のような字の方が好まれる、と感じました。A 先生も日本で海外の学生さんを指導されているときに、行書的な字

よりも楷書的な字に人気があるとお話されていたのではないかと思います。	 

A：海外の学生さん達には仮名文字よりも漢字の方に人気があるということは事実だと思いますが、同じ漢字であっても篆書（て

んしょ）とか隷書（れいしょ）などの書体についての好みは人それぞれではないかと思います。ただ、清水先生が「命」という

字を紹介されたときの教科書体の字では、書体の違いが少し分かりにくかったのではないかと思います。	 

B：私も「命」の書体のちがいはよく分かりませんでした。また「筆づかいの練習（展開２）」では、書道で臨書をするときの

筆づかいの大切さはよく理解できたのですが、たとえば書を「臨書」と「アート的な字」に分けたとすると、「命」という字を

臨書したあとで自由に字を書くときにもお手本が必要だという点には疑問を感じました。といいますのは、図工の場合には子ど

も全員に基礎的なことを学ばせるときには「臨書」と同じようにお手本を使いますが、そのあとで子どもに「アート」として自

由に表現をさせるときにはお手本は使わないからです。また、臨書のお手本の微妙なちがいがはたして海外の子どもに理解でき

たのかどうかという点は多少気になります。	 

A：そうですね。まず、書体のちがいのはっきりとしたお手本を見せて「これらの字のうちでどの書体のものが好きですか」と

子どもに自分の好きな字を選ばせ、「それでは自分の一番好きな字を書いてみましょう」というような方法もありますね。	 

	 

【筆づかいの指導の必要性】	 

E：ここでは「筆づかい」の指導がされたのではないかと思うのですが、どのような方法で指導されようとしたのかが私にはよ

く分からないのですが。といいますのは、子ども達は「ここは長い線と短い線が組み合わさっているなあ」「直線と曲線がこの

ように組み合わさっているなあ」というように、漢字は線の組み合わせによってできているとことには興味をもつでしょうが、

「それらの線がどのような筆づかいをしたので書けたのか」ということは理解していなかったのではないかと思われるからです。

自分で実際に書いてみて初めて理解できることであり、書く前にいくら筆づかいの説明を聞いても理解できないことではないか

と思うからです。「筆づかい」を美術の話におきかえますと、筆づかいとは美術のデッサンと同じような難しさがあるのではな

いかと思いました。たとえば、デッサンで対象物の「形」しか見えていない人に「これを陰影や遠近法などに注意しながらデッ

サンしなさい」と言ったとしても、その人には対象物の形しか見えていない、意識できていないので陰影や遠近法は描けないの

と同じことではないかと思いました。でも、たとえそのような状態であったとしても、筆づかいの場合はもし先生が子どもの手

をとって子どもといっしょに字を書けば先生の意図を理解してもらえるのではないかと思いました。	 

	 

【指導者が手を取って教える手助け】	 

A：そうですね、たとえば40人の学級で墨を擦らせるときや筆に墨をふくませるときに、口頭でいくら説明しても、墨を摩ると

きの墨のもち方や力の入れ方は理解できないでしょうし、墨をふくませる程度も理解できないでしょうが、先生が子どもの手を

とって子どもといっしょに「こんなふうに」と言えば理解してもらえるでしょうし、それがスタッフの仕事なのでしょうね。	 

E：はい。先生のそのような手助けがあれば、子どもは「ああ、ここはこうするのか」という視点がはっきりしてくるのではな

いかと思います。そのような先生の手助けなしにただお手本だけを見せられても子どもには理解できないのではないかと思いま

す。ですから、書道教育では先生のそのような手助けが大切なのではないでしょうか。	 

C：私が指導している書塾では楷書の字を書かせるときに、筆の入れ方や角度などについては、このように筆を入れればこのよ

うな線を書くことができ、このような角度で書けばこのような線になるということを子どもの手をとって指導しています。	 

	 

【筆づかいとできる線の関係性】	 

E：ただ、私もふくめ書道について知らない人には、そのような筆の使い方とそれによってできる線・字の形の関係性は理解し

にくいのではないかと思います。	 

A：まずそのことを理解してもらえなければ字を書くことはできません。ですので、書道教育ではまずそこを指導するのでしょ

うね。詳しく説明いたしますと、何も考えずに、筆で縦線を書くとしましょう。するとたいていの方は、縦線を引く時、まず筆

の鋒先（ほさき）を紙におろし、筆の進行方向とは逆の方向に鋒先を向けて下へ筆を動かしてしまいます。すると、起筆部分は

細く、それから徐々に太い線になっていきます。横線は、鋒先を左にむけて紙におろし、そのまま進行方向（右）とは逆の方向
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に鋒先をむけてしまいます。すると横線も、細い線から徐々に太い線になっていきます。このような筆の使い方では、線の太さ

が筆の幅以上になることはありえません。しかし、縦線も横線も最初に筆を入れるときの角度を45°にすると、細い線から徐々

に太い線になるのではなく、最初から自分の書きたい太さの線で書けます。ですから、筆を入れるときの角度をまず指導してお

かなければ、子どもは思うとおりの太さで線を引くことができず、したがって思うとおりの字が書けません。	 

E：そのように説明していただくと初めて筆を入れるときの鋒先の角度が、線の太さに直接かかわっているということが理解で

きます。でも、ただお手本を見せられて「さあ、このとおりに書きなさい」と言われると字の形しか意識できず、筆の角度と線

の太さとの関係は理解できません。	 

B：この「花の形（資料10頁）」なのですが、私にはこれを見ただけでは筆を入れるときの角度ということまでは見えてこない

のですが、どのように指導されたのでしょうか。	 

清水：これは、最初に資料を配布し、その説明をしてから書かせました。	 

E：この資料が配布され、その説明があったとしても、私に見えるものはお手本の字の形だけで、この資料だけから筆を入れる

角度までは理解しにくいのですが。このような時の美術のデッサン指導にはいろいろな方法があります。たとえば対象物をさわ

らせたり、持たせたりして、その重さ、肌触りなどを実感させてから描かせますと、目で見える形以上のことを知ってから対象

物を描くことになり、それは絵にもあらわれてきます。字を書くばあいでもそのように「字の形」以外のことを理解させなけれ

ば、その字を書くことができないのではないかと思うのですが。	 

清水：「筆づかいの練習」では、ただ資料・お手本を見せて「見えたとおりに書きなさい」と言ったのではなく、まず「見本」

を各自にくばり、その上に白い紙をおいて、下から透けて見える「見本」をなぞらせることによって、実際の筆の動きを体験す

ることによって理解してもらおうと思いました。そして「このように書けば、カッコいい横線になるね」ということを一つずつ

確認していきました。	 

	 

【目標は、線質なのか？】	 

【書を紹介するとき最重要なことは何？】	 

G：今、清水先生は「カッコいい線」とおっしゃったのですが、それがこの授業で清水先生が目的とされたことではないかと思

います。しかし、私には「カッコいい線」とか「美しい線」という言葉の意味が理解できないのですが。つまり、「この線はカ

ッコいい・美しい」ということは、長年にわたって書道を経験してこられた方だけが理解できる言葉であり、私と同様に書道の

経験のないオーストラリアの子ども達にとっても理解できなかったのではないかと思います。もしそうであれば、この「筆づか

いの練習」は「子どもには理解できない目標にむかって練習した」ことになります。そこで、この「筆づかいの練習」がSSK2017

の目的の最初に書かれた「日本の伝統的な文化である書道を知ってもらいたい」ということであるとするなら、まず「書道の線

のかっこ良さ、美しさとはこのようなものです」ということを説明した方が分かりやすいのではないかと思います。	 

	 また、そのためにはまず、漢字はアルファベットのような表音文字・音素文字ではなく表意文字・形態素であるということの

説明もある方が良いのではないかと思います。そこで、もし私がこの指導をするのであれば、たとえば「林」という字をとりあ

げて象形文字の成り立ちを説明し、次に書体の違う２－３の「林」という字を比べさせ「このそれぞれの『林』という字はどの

ような木が、どのような場所にある林だと思いますか」ということを発表させ、「それでは皆さんが想像した林を、見た人にも

理解できるような『林』という字を書いてみましょう」というような「線の表情」を知らせるとこから始めると言う展開にする

のではないかと思います。私はそのような展開が書道教育ではなく美術教育の発想にもとづくものであることを承知の上で、こ

のような美術教育的な考え方が書道教育ではどのように考えられているのかということを知りたくて申し上げたのですが、私の

考えとしては「線のカッコ良さ・美しさ」ということは、それを理解するためには少なくとも数十時間・数百時間かかることで

あり、書道教育以外の人にとってはとても難しいことではないか、ということです。	 

A：「漢字の説明」も書道教育の一部なのですが、文字そのものの説明は基本的には国語教育の問題だとおもいます。	 

G：それはそのとおりなのですが、私が知りたいのは漢字にも書道にもなじみのないオーストラリアの生徒に、限られた時間の

なかで「書道」を紹介しようとするときには、まず書道の心髄、エッセンスの概要を知らせる方が良いのではないかと思うので、

「書・書道を紹介する時に最も大切なことは何なのか」ということなのです。	 

	 

【筆づかいが最優先か？】	 

A：書道を紹介するときに何が最も大切か、というのはとても大きな、難しいテーマです。まずは、書きたいものを書いてもら

おうとすると、外国の人は平仮名よりも漢字の方が好きなようです。また、行書や草書よりも楷書を最初に書きたがる、という
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傾向があります。また、楷書のなかでも「龍」や「無」という字のようにカチカチしていてたくさんの線がある字が好きなよう

で「自分もこのような字を書いてみたい」と思い、それが書けると「あっ、やった。書けた!」と感動してくれます。そして、

そのように字を再現するためには、筆の持ち方をふくめ「筆づかい」が書道においてもっとも大切な根幹として指導しなければ

ならないことなのです。そこで、さきほどのG先生の「林」の例は「一人一人の子どもが書きたいと思うものを書かせる」とい

う考え方に立った展開だと思いますが、書道では「一人一人の子どもがそれぞれイメージし、書いてみたいと思っている字を書

けるようにする」ために、まず筆で文字を書くという書道の出発点となる「トメ、ハネ、ハライ」という筆づかいの基礎から出

発しなければならない、と考えているのです。	 

	 オーストラリアでの指導では、まず最初に自己紹介や道具紹介、墨の磨り方、筆の持ち方、座り方などの話をしなければなり

ませんので、本当に指導したいと思っている「筆づかい」や「臨書」を指導する時間はとても少なくなってしまうというのが実

情です。すでにお話しましたように、最初にそのような基礎的な指導を充分におこなっていれば後々の進歩が格段にはやくなる

のですが、実際の指導の際には生徒の気持を瞬間的に書道に向けるためには、好きな字を思いのまま書かせる、というのはまあ

しかたないかなあと思っています。私は今でも最初に基礎的な指導が必要だと思っているのですが、オーストラリアで指導にあ

たった若い先生方や高校生のなかには、時間がないのでそのような基礎的な指導は省略して実際に字を書くことから始める人も

多くいました。指導の方法はそれぞれの指導者・先生に任せられたことですので各自が思うとおりに指導すればよいのですが、

それらの人々もいずれは基礎的な指導の重要性に気づいてくれると思っています。	 

G：なるほど、よくわかりました。つぎに清水先生がおっしゃった「指導者の数は多い方が良い」ということについてですが、

私は「指導」の本来の姿は「指導者が一対一で子どもと向き合う」ことであると考えるので、書道、美術だけでなくすべての教

科で指導者の数は多い方が良いと考えるのは当然のことだと思っているのですが、A 先生のお話の調子からすると書道ではそう

ではないのでしょうか。	 

C：私は書道でも他の教科でも先生が子どもと一対一で常に指導することは、必ずしも良いことだとは考えていません。	 

	 

【教える方がより多く学ぶ】	 

【書体別ブループでの指導】	 

G：つぎに、清水先生は「オーストラリアで指導にあたった私たちスタッフの方が、より多くのことを学ばせてもらった」とお

っしゃったのですが、私は「より多く」ではなく「十倍も百倍も」であり、教わる方よりも教える方がより多くのことを学ぶと

いうことは、研究会で発表を聞く人よりも発表する人の方が多くのことを学ぶのと同様に、ごくあたりまえのことではないかと

思います。	 

A：清水先生にとっては今回のオーストラリア訪問が初めての機会であったので、オーストラリアの生徒の意識や様子などの実

態がまったく分からず、準備も大変であったと思うのですがとてもすばらしい授業で、とくに後の「日進月歩」の授業は良かっ

たと思います。	 

	 この授業では最初に筆の使い方を説明した後で、半紙に一字ずついろいろな漢字が篆書、隷書、楷書で書かれた手本を並べ、

好きなものを選んでもらいました。生徒たちは、自分の選んだものが篆書なのか、隷書なのか、楷書なのか特に意識せずに、何

かに惹きつけられて一つを選びます。そこで、あなたの選んだのは篆書ですね、Ｔグループへいきましょう、あなたの選んだの

は隷書ですね、Ｒグループへ、あなたのは楷書ですね、Ｋグループへ、と３つのグループ分けをしました。	 

	 Ｔグループの篆書の手本を選んだ生徒の集まりにＳＳＫ高校生の一人が篆書で「日進月歩」を書きます。Ｒグループの集団の

真ん中でＳＳＫ高校生が隷書で「日進月歩」を書きます。楷書も同様です。間近で筆の使い方に注目するように促します。この

方法は、自分が書く書体の書き方だけを集中してみることができ、また少人数になり自分はこのブループなのだ、という喜びの

ようなものも見受けられ楽しいものでした。3 年にわたり受け入れの中心となってくださった現地校の先生も、こういう進め方

があるのですね、と興味深く参観されていました。	 

E：でき上がった字だけを評価するのではなく、まず先生が実際に字を書いてみせながら説明し、つぎに字の一画一画の書き方

の過程を互いに逐一観察させて評価させるという方法は、結果として書かれた字は一画一画の線の集積であることを気づかせる

ことができるという意味で、とてもすばらしいと思います。	 

A：一つの漢字はいくつかの線があつまってできたものですので、それぞれの線はどのように筆を入れ、どのように止めたり払

ったりすることによってできた字であるのかということは、事前の知識がなくても自分でそれを体験することによってある程度

理解できることだと思います。	 
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【中国の書道事情】	 

H：私は中国の出身なのですが美術教育を専攻しており、中国の書道教育についてはあまり知らないのですが、中国で私がうけ

た書道教育は、小学校で書道はあまり充実しておらず中学校で初めて本格的な書道を学んだという経験があります。でも現在中

国では伝統文化を大切にしようという機運が高まっていますので、小学校でも書道教育はさかんになっていると思います。	 

	 

【一部分でも「できた！」という感動】	 

I：私も子どものころに習字をならっていたのですが、そのときは大きな用紙に字を書くことがとても苦手でしたので、清水先

生が書道の経験がまったくないオーストラリアの生徒さんに、いきなり大きな字を書かせたということに驚きましたので、そこ

ではどのような字ができたのか知りたいと思いました。また、私が習字をならっているときに字全体としてはうまく書けなかっ

たのですが、トメ、ハネ、ハライなど１本の線だけでもうまく書けたときには感動しましたので、オーストラリアの生徒さんも

同じような感動をされたにちがいないと思います。	 

	 

【通じる表現・手を取って教える】	 

C：私が中学・高校１年生に書道の指導をしたときに、生徒はどうしてもうまく字が書けないので、私は「なぜかなあ?」と疑問

をもっていたのですが、よく考えてみると私たちにとってはあたりまえのことである入筆のときの穂先の角度を45°にするとい

う説明をしていなかったことが原因であることに気づきました。このように、私たちにはワークショップをおこなう前から、た

とえば入筆のときには穂先の角度を45°にするというような、文字や筆づかいについての知識があたりまえのこととしてあるの

で、指導案に使われている専門的な意味をもつ用語についても「当然のこと」として理解できるのですが、書道のご専門ではな

いE先生からのご指摘をいただいて、指導案に使う用語も、指導中の説明中に使う用語も、自分のもっている知識や経験をとり

あえず保留して、まったくの初心者の気持になって言葉を使わなければならないということに改めて気づかされました。このよ

うなことは書道の専門家同士の話し合いでは気づくことができませんので、この研究会のように専門が異なる人と話ができるこ

とはとても大切なことだと気づかされました。	 

E：たとえば、デッサンで円形のお皿をななめ上から見ると楕円形に見えるという指導をするときに、遠近法の知識がない生徒

は「お皿は円形である」という知識にとらわれてしまってどうしても楕円形には見ることができないので、そのようなときには

「見えた形を見えたように描く」ことを理解してもらうために、「ここはこのように見えているので、これを見えたとおりに描

こうとするときにはこの角度が大切になります」という指導を生徒の手をとってするのですが、筆づかいの指導のお話をうかが

っていると書道もデッサンに似ているなあとつくづく感じました。	 

A：書道では「指導をするときには、決して手をとったり、説明をしてはいけない」という考え方もあるのですが、手をとった

り説明をしなければ理解してもらえないということもあるのですね。	 

	 

【「全体の感じ」ではなく「見る」ということ】	 

C:でも、たとえば漢字を知らない外国人が「命」という字を見たときに、漢字の意味はわからなくても「命」という文字全体か

ら感じるものがあるというように、「見える形」以外の別な見方もあるのではないでしょうか。	 

E：書道の場合もデッサンの場合も、対象を最初に見るときには今おっしゃったような「全体の感じ」しか見えないのでしょう

ね。ですから、書道にしてもデッサンにしても「学ぶ」ということは「全体の感じ以外のものが見えてくるようになること」な

のでしょうね。	 

	 

【韓国の書道教育は】	 

F：現在の韓国の書道教育は、学校では漢字は使わずハングル文字しか使いません。そしてハングル文字は直線、点、円などの

幾何学的な線でできていますので、学校の書道の時間に「筆づかい」の指導をして「さあ、今説明したようにハングル文字を書

きましょう」といっても、幾何学的な線に芸術性をもたせたり感じさせたりすることはかなり困難なことです。そこで、書道の

時間にはたとえば「自分だけの書体を作る」というようなことも指導しています。そこで、韓国と日本では書道教育の目標がち

がっていると思います。日本では「字を正しく書く」ことが目標なので、子どもがまちがった字を書いたときには先生が朱筆で

訂正することありますが、韓国では子どもの書いた字も「独立した芸術作品」として考えていますので、練習のときには「ここ

はこのようにした方が良いのでは・・」ということを口頭で指導することはあっても、先生が子どもの書いた字に手を入れると

いうことは決してありません。	 
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E：絵については、日本でも先生が子どもの絵に手を入れるということはありません。	 

G：そうすると、書道教育についての考え方は韓国、中国、日本とそれぞれちがっているのでしょうか。	 

F：韓国では中国とおなじ考え方で、学校教育の書道の時間には先生が子どもの書いた字に手を入れることはありませんが、学

校教育以外のたとえば美術館の書道教室などでは「昔はこのような字を書いていました」といって古典の説明をすることはあり

ます。でも「まず古典を学ばせる」という日本とは異なっていると思います。	 

E：そうすると、どこの国でも先生が子どもの書いた字に朱を入れるということはないのですね。	 

A：はい、日本でも学校教育で先生が子どもの字に朱を入れることはないと思います。小・中学校の「書写」には「正しく、整

った字を書く」という目標がありますので、誤っている字や整っていない字に先生が手をいれるということがあるのかも知れま

せん。	 

	 

【正しく書かせることが目標ならなぜ毛筆が必要？】	 

G：「書写」が「正しく整った字を書くこと」を目的としているであれば、毛筆よりも硬筆の方が指導はしやすいのではないか

と思うのですが。	 

A：鉛筆やサインペンなどでたとえば「人」という字を書くと、２画目の線の最後は「スーッと抜く」という指導ができません

ので、やはり毛筆を使うことが必要となります。あるいは、「ら」という平仮名の１画目の点がその下とつながっているのか、

点として独立したものであるのかということなども毛筆を使って初めてその意味が分かるので、文字の構造を知らせるためにも

毛筆は必要なものだと考えています。	 

G：小・中学校の「書写」でもトメ、ハネ、ハライなどによる「文字の美しさ」を指導するのであれば、「書写」も国語科の一

領域ではなく「表現」をあつかう「美術・芸術」の一部として扱うべきではないかという気がします。でも、図工・美術でもそ

うでしたが美術教育の本質・目的からではなく、政治的・行政的な理由から教科の目的や役割が決定されるということがありま

したので、「書道・書写」の場合でもそのような理由で書道教育の当事者の考えていることとは違う枠組み・名称が作られたの

でしょうね。	 

A：今日は韓国や中国での書道教育のお話も聞くことができ、また、初めて書道に接する人々に対する指導の際には、書道とい

う専門分野でのみ考えたり話し合ったりするときには、あたりまえ、当然のこととしてきたことにもあらためて意識を向けなけ

ればならないという教育にとってはとても大切なことをあらためて認識させられました。ありがとうございました。	 

G：私がずっと疑問に思っています書道教育と美術教育との根本的な違いはどこにあるのかということ、更に理解が深まります

ようともに語り合っていきましょう。	 

	 

＝補足＝（福光）	 

【書道・書道教育の心髄、エッセンスは何？】	 

	 きわめておおざっぱな言い方で、書道の人たちからは乱暴だといわれることを承知のうえで、少しお話しいたします。	 

	 「書道とは何か」・・・毛筆を用いて文字を書くこと。そして古典を学び、そこから創作していくこと。	 

このことを美術と比較してみますと、美術は「紙、土、石、木、金属などさまざまなものを素材として、見たこと・もの、想像

したこと・もの、考えたこと・ものなどを、写したり、描いたり、切ったり、刻んだり、変形させたりしている」というさまざ

まな素材・材料をさまざまな方法を使って表そうとしているのではないかと思います。そういう観点からすると、「毛筆で文字

を書く」というただそれだけのことを数千年以上にわたって追求し続けてきているのが書道であると言えます。	 

	 しかし何より「書」は実用でした。文字を書く筆記用具はごく最近まで毛筆であった、ということです。	 

	 

【書の魅力とは？】	 

	 文字を手書きすることの必要性が減少している現在においても、書道に関心をもつ人々が数多くいるということ、書道の魅力、

書道の効力とは何に由来しているのでしょうか。	 

	 長きにわたって「毛筆で字を書く」ことを続けてきているあいだに、書法や指導法についても、それぞれの時代の考え方や個

人の経験などにもとづいてさまざまなことが考えられ、試されてきたに違いありません。	 

	 師から弟子へ、先輩から後輩へ、親から子へ、書法は伝承され、時には反発、反動があり、新しい書法が加わったり、その時々

に応じた潮流が生まれ、今に至ります。	 

	 



 22 

【書道教育のエッセンス	 ①臨書】	 

	 お手本のとおりに真似て字を書く「臨書」は、今までお話をうかがっていると「創造性」を大切にしておられる美術教育の方

が、書道についてもっとも「違和感」を覚えられている点ではないかと思います。	 

	 「臨書」は、書道教育でもっとも大切なものです。なぜかというと、「文字を書く」ということには、「文字の形を真似る」

こと以外に「線の質を真似る」ということがふくまれます。つまり「臨書」によって、「文字の形」と「線の表情や質」の両方

を同時に学ぶことができるからです。	 

	 いざ「臨書」するとなると、まずは「形」だけが目にとまり、「線の表情や質」という部分に気づき理解されるのはその次に

なることが多いので、形だけを真似る練習がそれほど大切なものなのかと、違和感をもたれるのではないかと思います。	 

	 「線の表情や質」とは、筆を持つ指や手の力の入れ具合、筆の毛の弾力の使い方、筆を動かす速度の緩急、筆に伝える圧力の

強弱などのいわゆる技術的なもの、それから呼吸の仕方、気持ちのもちよう、気合の入れ方、脱力の仕方などによって生まれて

くるものです。これらを自分勝手に工夫するのではなく、古典のなかから学び、習得する――そのために「臨書」は欠かせませ

ん。古典からエッセンスを吸収して、消化し、そして初めて書の「創造性」が生まれるわけです。	 

	 ちなみに、書道の専門家でも書道をつづけているうちに我流の書き方におちいってしまうことがありますが、そのような時に

は臨書をすることによって立ち直るということは、現在でもよくあることと思います。	 

	 ところでこのようにお話してくると、書道教育では、運筆法（筆づかい）と臨書（文字の形をまねる、線の質をまねる）が並

列するかのように思われるかもしれませんが、「線の質をまねる」ためには「運筆法（筆づかい）」の技術習得が必要であり、

運筆法も「臨書」の中に入れて考えると良いかと思います。	 

	 そして、「臨書」は、次の２つの大切なものを生み出します。それは「表現（創作）力」と「鑑賞力」です。「臨書」はいわ

ば食事のようなもの。「表現」はその栄養をエネルギーとして外に表出するものです。「鑑賞」は、栄養があるものを美味しく

いただくこと。その美味しさを知るためには、やっぱり「臨書」、日ごろの食事が必要なわけです。	 

	 幼児や子どもは、未だ十分に鑑賞力が育っていないことが多いのですが、それなりに吸収し、表出する力があります。その年

齢での「表現」があって良いのです。	 

	 

【書道教育のエッセンス	 ②創作】	 

	 長町先生から「林」という字を書かせるにあたって「木」のイメージをふくらませることから指導を始めてはどうかという指

導内容についてのご提案がありましたので、そのことについて書道の立場から説明したいと思います。「ある『林』という字が、

どのような木でできているのかを考えさせる」ということは、「林」という文字についての子どものイメージをふくらませるた

めにはとてもすばらしい方法だと思います。	 

	 ある子どもが「その林はまっすぐ空までとどくような杉の木の林である」と考え、それを表すために「木」の１画目の横線を

１センチほどの長さにして上の方に書き、２画目の縦線を２０センチの長さにし、３画目と４画目の線を縦線の下から１センチ

ほどのところから木の根っこのように伸ばした「木」を書き、その隣に縦線の長さだけをすこし変えた「木」をかいて「林」と

いう字を書いたとします。これは、小学校の書写の「林」とはまったく異なるものですが、「林」という字であることに間違い

はありません。空に向かって強く伸びることを想起させ、楽しくて、魅力的なものです。	 

	 しかし、こういう書が、小中学校では書くチャンスすら与えられず、「高校書道」になっていきなり、そういう芸術性を求め

られるというギャップが続いてきています。これは大きな問題であると常々考えてきました。私は、小中学生にも基本を教えつ

つ、芸術的な表現も指導すべきであると考え、その一歩として小中学生に甲骨文、金文、また隷書、草書に触れる機会を多く与

えるように努めてきました。	 

	 書道でもイメージをふくらませることは大変重要なことで、良い字をかくために書家は絵画や音楽など他の芸術について知る

必要があり、宗教や哲学などについても知ることは大切なことなのです。しかし、時間が限られた書道教育の初期の段階では、

まず「（毛筆で）字を書く」ことの感動を体験させること、つまり「筆づかい」ができ、それをもとに「臨書・手本を見て書く

こと」によって文字の美しさを自ら書き、体感させることの方が重要です。	 

	 それらの経験を積み重ねてゆく。そして自分らしい芸術性のある書表現をしようとするときには、他の分野の芸術、思想など

が必要になるのだと考えています。	 

	 

	 


