
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 1 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：	 2012 年 12 月 23 日(日)	 13：45～16：45	 

	 

場	 	 所：	 江之子島文化芸術センター２階	 セミナールーム８	 

	 （大阪市西区江之子島 2-1-34）	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

特定非営利活動法人	 アート知っとく会	 

	 



	 

	 	 
	 	 

―	 プログラム	 ―	 
	 

○挨拶	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （アート知っとく会副理事長	 三澤	 正彦）	 

○本会の趣旨の概要について	 	 	 	 	 	 （アート知っとく会理事長	 	 長町	 充家）	 

○参加者自己紹介	 

	 

○パネルディスカッション	 ―みんなで話そう疑問・質問―	 	 

事前に参加者が提出した、図工・美術教育、書道教育に関する質問などをもとに、パネリストが回答

や意見を行います。それらの質問・回答・意見について、参加者自身の考えや賛否なども交えて話し

合います。	 

	 

パネリスト：福光	 敬子（書家）	 

	 	 	 	 	 ：辻倉	 史子（奈良市立登美ヶ丘小学校）	 
	 	 	 	 	 ：舟瀬	 純子（兵庫県立武庫荘総合高等学校）	 

	 	 	 	 	 ：三澤	 正彦（大阪城南女子短期大学）	 

	 	 	 	 	 ：佐々木	 ひろみ（アート知っとく会役員）	 	 	 	 	 	 	 

司会進行	 ：長町	 充家	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (敬称略)	 

	 
○まとめ・今後の予定	 

	 

	 
	 

	 
―	 みなさんからのご質問	 ①	 ―	 

	 
図工・美術	 書道	 

	 	 	 	 	 

① 図工・美術では透明水彩やポスターカラ
ーではなく、なぜ不透明水彩を使用する

のか?	 
	 

② 早いうちに「できた、できた」と作品を
持ってくる児童や生徒に対して、どのよ

うに指導すべきか。	 
	 

③ 美術の授業に興味のない生徒の気を引く
ために、教師は何をすればいいのか？	 

	 
	 

④ 成績をつける（評価）やテストのための
美術にならないような、学びのある授業

とはどんなものか。「やりたいこと」と「や
れること」の違いについてどう考えたら

よいか。	 
	 

	 	 	 	 	 	 	 

① 書道では、授業時間が限られた中で、なぜ
墨汁ではなく墨をすらせるのか?	 

	 
② 稽古の時には、上手に書けてもなかなか学

校の授業ノート等に反映できない。親から
もここでは上手なのに、ノートはきたない

と不満の声。よい指導方法は？	 
	 

③ 道具の準備や片付けの仕方など、学習の初
めに徹底して指導しておく必要があると

考えるが、そうすると毛筆の授業を 45 分
でおさめることが難しい。3 年次での指導

の工夫が望まれるのか？	 
	 

④ 書道は学生の集中力を向上させたり、彼ら
の心を穏やかにさせたりするのを促す、と

いうことはできるか？	 
	 

	 

(文言修正あり)	 



 

	 

―	 みなさんからのご質問	 ②	 ―	 
	 

図工・美術	 書道	 

	 	 	 	 	 

⑤ 造形要素だけでない生徒の表現活動や鑑
賞活動の評価の在り方についてワークシ

ートや発表などを通して、造形要素以外
で評価しているが、このような評価でい

いのか。	 
	 

⑥ 日本の小学校における美術のためのカリ
キュラムをどのように説明すればよい

か？	 
	 

⑦ 他の教科のカリキュラムを美術の教育に
組み込む方法にどのようなものがある

か？	 
	 

⑧ 図画工作の教科書は必要であると思う
か？	 

	 	 	 	 	 	 

⑤ お手本を見て書くことも美しい文字を習
得するために大事かと思うが、それ以外

に自由な書の表現としてどのようなもの
があり、どのような指導があるのか？	 

	 	 
	 

⑥ 指導要領に組み込まれた言語活動との関
連を、どのように扱っているのか？	 

	 
	 

⑦ 芸術科目を指導して子供たちにどのよう
なことを学んでもらうか。	 

	 
⑧ 図工室があるのと同様に書道教室があれ

ば良いのではないか？	 

	 

	 

	 

	 

アート知っとくミーティング報告（第 1 回） 
 
	 

今回は、特定非営利活動法人アート知っとく会発足後、初めて開催したミーティングであったため、初めて顔を合わせ

るメンバーも多く、まずは互いを知ることを目標に自己紹介を行いました。その後パネスディスカッション―みんなで話

そう疑問・質問―と称しまして事前に参加者からいただきました質問をもとにパネリストの方々の意見をきき参加者同士

意見交換するという活動を行いました。時間の都合上いただいた質問のうち以下の3つ（書道関連2つ、図工美術関連１

つ）の質問のみの回答となりました。以下質問とその回答を簡単に報告します。	 

	 

書道①「書道では、授業時間が限られた中で、なぜ墨汁ではなく墨を擦らせるのか?」	 

（辻倉）私は、子どもたちに１枚でも多く字の練習をしてほしいので墨汁を使っている。しかし、小中学校の「書

写」ではなく「書道」の場合は、墨について知らせるためにも、墨を擦らせたほうが良い。	 

（福光）私の知る範囲では、現在小学校では墨汁を使っている。しかし、墨を擦るという経験をさせたいし、墨を

擦っていくうちにどのように濃さが変化して行くかを経験させたいので、墨は擦らせたい。	 

（麻野）私の書道塾では子どもは墨を擦るのが好きであるし、墨を擦っている間に私が話しをすることができるの

で、墨汁の使用と墨を擦らせることを半々でおこなっている。	 

（ダリア）ロシアでは書道の道具をすべて日本から輸入しなければならないので墨汁を使わせているが、人数が少

ない場合は書道の文化を知らせるためにも、心と体の準備をさせるためにも、墨を擦らせている。	 

（舟瀬）高校では、墨はイメージ的に値段が高いので、また、できるだけ多く書く経験をさせたいので墨汁を使っ

ている。しかし、墨を擦るという書道の本質的なことも生徒に知らせたい。	 



（福光）授業時間が４５分の場合は墨を擦らせることは時間的に無理があるが、９０分の場合には墨を擦っている

あいだに、書道についてのさまざまなことが紹介できるので、墨汁の使用は禁止している。擦った墨と墨

汁では効果がまったく違うので、小中学校でも一学期に１－２度は墨を擦らせたい。「墨と遊ぶ」というこ

とを教材とした授業をおこなってほしい。擦った墨だけではなく上質の画仙紙を２̶３枚使わせると、外国

人の留学生にも大変人気がある。	 

（辻倉）世界遺産の授業に関連付けて墨には香木が使われていることを紹介したことがある。文化としての墨の香

りとともに、紙、墨、硯、筆にも触れさせてやりたい。しかし、書写の授業で実際に取り入れるのは子ど

もが持っている用具から考えると難しい。今小学校の子どもたちが購入する書道セットの硯は、セラミッ

クとプラスチックがリバーシブルになって軽いものになっているが、石のほうで擦ってもなかなか濃くな

らない。安い用具、墨を経験したのでは、本当の良さが体験できない。	 

（長町）墨を擦ること自体に価値を見出すことはないのか？墨を擦る状態に没頭してしまうその活動そのものが素

晴らしいということは考えられないのか？たとえば、図工の題材で壁を消しゴムでこするというものがあ

った。行為だけで一つの活動として成立させるというものがあった。一生懸命擦ってその濃さまで到達す

るという題材の授業は考えられないものか。	 

（三澤）図工では、画用紙を鉛筆やコンテなどで汚しておいて、それを消していくという活動もある。	 

（福光）書道では、出来上がったものに対して結果をみるということが強い。行為そのものとしてみることはほと

んどない。	 

	 

図工・美術①「図工・美術では透明水彩やポスターカラーではなく、なぜ不透明水彩を使用するのか?」	 

（三澤）材料用具は描きやすい、描きたいと子どもに思わせるものが必要であると考えるが、そのことを前提に、

透明水彩は値段が高いが、不透明水彩は重ね塗りができるのでその時々に変化する子どもの気持ちを表現

することができる。私は、透明水彩と不透明水彩のどちらが良いのかというこだわりはもっていない。	 

（佐々木）私は「材料用具は学校の費用でまかなえるもの」ということをまず考える。	 

（首藤）透明水彩は高いが中学生は透明水彩で描かれた絵が好きである。私はアクリル絵の具を使わせているがそ

の理由は、アクリル絵の具は白を混ぜると不透明になり、水を混ぜると透明水彩に近い効果が得られ、水

を少なくするとポスターカラーの効果が得られ、また、ペインティングナイフも使えるなど多様な使い方

ができるからである。	 

（ヴルシャリ）インドではポスターカラーと透明水彩を使っている。	 

（ダリア）私の母はロシアで美術を重視した学校に勤めていたので、その学校では美術の時間が他の学校より多か

ったが、そこでは透明水彩、不透明水彩、パステルなど描画に必要な材料用具はすべて揃えておき、子ど

もが使いたいものは何でも使わせるという考え方であった。私はソ連時代に学校に通っていたが、その時

は表現したい内容によって透明水彩と不透明水彩の両方を使い分けていた。現在は学校によってそれぞれ

異なっている。	 

	 

書道②「稽古の時には、上手に書けてもなかなか学校の授業ノート等に反映できない。親からもここで

は上手なのに、ノートはきたないと不満の声。よい指導方法は?」	 

（ダリア）「書道」として学ぶ字は、普段字を書くことと違う。	 

（麻野）ある程度訓練すれば、子どもが美しく書こうと思いさえすれば、美しく書くことはできる。そのことを普

段学校で書く字と結びつけるのはむずかしい。しかし、親の立場からは「習字を習っているのだから学校

でもきれいな字を書けるはず」と思っているので、親に理解してもらうのはむずかしい。	 

（ダリア）外国語を学んでもそれを実際に使えることにはならないように、習うこととそれを日常生活で使えるよ

うになることとは別のことなので、それを理解してもらえばよいと思う。いずれにしても、大人になれば



できるようになる。	 

（舟瀬）「書く」ということには公的な面と私的な面がある。ノートを書くことは私的なものなので自分で読めさえ

すればよいのでは。速くきれいに書けるようにさせるためには練習させればよい。私が高校で「情報」の

授業だけを担当していたとき、板書の字がきたないと指摘されたことがあった。そこで、私は猛烈に字を

速くきれいに横書きに書く練習をした結果、美しいといわれる板書の字が書けるようになった。ゆっくり

書けばきれいに書けるが、速く書くには練習が必要。	 

（福光）先生が、書塾では「学校の補充をしたいと考えている」のか「書を啓発したい」と考えているのかが問題。

もし後者であれば親に迎合しないで、現状と今後の見通しを論理的に説明すればよい。	 

（沼尾）字のもともとの形を学ばせさえすれば、後は練習によってうまくなっていく。	 

（辻倉）塾での練習時間はかぎられたものだが、学校生活で字を書く時間は膨大なので、学校で書く字の指導は学

校の先生の責任である。美しい字を書くためには書き手の意識がまず必要だと思うので、子どもに「美し

い字を書こう」という意識づけをすることが最も大切である。書道を学んでいる大学生でも硬筆の字がき

たないという悩みを持っている人もいるが、それも本人の意識・動機づけしだいである。	 

（石井）子どもの気持ちひとつで字は変わる。丁寧な字を書かせることを意識させるよう、子どもたちに字の評価

を重視していることを告げ、ノートチェックをこまめにしている。	 

	 

	 以上が話し合われた3つの質問についてです。時間の都合上、残りの質問は次回に回すことにしました。今回のミーテ

ィングでは、材料・用具は質の良いものがよいとは知りつつ、なかなか予算や時間の問題で本物を体験させることができ

ないといった悩みや、文字を書くときの意識の違いで子どもたちの書く字は異なってくるなど教育現場の実態が浮かび上

がる場面もありました。一方で、墨を擦ることと墨汁の違いを実物で見てみたかった、透明水彩、ポスターカラー、不透

明水彩の実物があれば理解しやすいなどの反省点も挙げられました。今回は、美術側の先生が進行されたこと、最初に書

への質問から始まったことなどから、書の話題が多かったのですが、次は、書から美術側へたくさんの質問を寄せていき

たいといったご意見や、今後、書道教育と図工・美術教育のお互いを知るために、たとえば鑑賞の模擬事業をそれぞれ行

ってみるなど一緒に実践しながら知る活動も取り入れていきたいという意見もありました。	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 次回のアート知っとくミーティングのお知らせ	 

	 	 

第２回アート知っとくミーティング	 

日時：	 2013 年 3 月 24 日（日）	 13：45～16：45	 

場所：	 江之子島文化芸術センター２階	 セミナールーム８	 	 ※前回と同様です	 

	 （大阪市西区江之子島 2-1-34）	 

	 


