
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 14 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 4 月 9 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 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 
	 



	 	 

― プログラム ― 
	 

○第１部 文字で遊ぼう 13：30～15：00 
 新聞紙や色紙を用いて文字で遊ぶ活動を行います。 

提案者：三澤 正彦 
   
 
○第２部 書道の授業に味わう達成感 15：15～16：15 

 高等学校「書道科」の実践から、書道の活動が生徒にもたらす有益性について考えます。 
        提案者：清水 沙弥子 
 
           

○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）を予定しております。 
                                      (敬称略) 

 
 

 
アート知っとくミーティング報告（第14回）	 

	 

 第１4 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、新聞紙や色紙を材料に文字をテーマにした造形活動があり、

第２部では、パワーポイントによる発表が行われ、第3部へ話し合う流れとなりました。以下ミーティング内容を報告します。	 

  

第1部 「文字で遊ぼう・新聞紙と遊ぼう」    三澤 正彦 

 新聞紙は身近にあり手軽に使えます。たき火の焚き付けに使ったり、寒い時には服の間にいれて防寒に使ったりもできます。また、雨

で濡れた靴のなかに新聞紙を詰め込んでおくと早く乾くということもありますし、たき火で焼き芋、焼きリンゴ、焼き人参などを作る時に濡

らした新聞紙でくるんだうえにアルミ箔を巻くと美味しくし焼きあがります。また、今の若い人はご存じないでしょうが、箒で掃除をするとき

に新聞紙を濡らしてそれをちぎって畳の上にまくとホコリを吸着してもくれます。 

 このように、日常生活でも新聞紙はその素材としての特質を生かしたさまざまな使い方があるのですが、図工・美術の材料としては新

聞紙に印刷された文字や写真に注目して利用することもできますし、また、平面・表面に注目して利用することもできますし、破ったり、

切ったり、丸めたりなど紙としての特性を利用することもできます。今日は①「新聞紙に印刷された文字や写真を生かした題材」として「自

分の名前を見つけよう」「二字（三字・四字）熟語を見つけよう」「自分で条件付けをした文字を見つけよう」「新聞を、全面カラーにしてみ

よう」「新聞そっくりに書こう」の５題材と、②「新聞紙の材質を生かした題材」として「新聞紙をできるだけ長く破って遊ぼう」「長くテープ状

にやぶった新聞紙で仮名文字（連綿体）を作ろう」「好きな漢字̶文字を新聞紙からやぶりとろうー」「好きな漢字̶一画ずつ漢字を作ろう」

「一つの字を二つの字にしてみよう」の５題材で皆さんといっしょに新聞紙と文字で遊んでみたいと思います。 

 

① 新聞紙に印刷された文字や写真を生かした題材 

・「自分の名前を見つけよう」 

 まず、印刷された文字に注目して新聞紙と遊んでみたいと思います。お配りした新聞紙を四つ折りにして（子どもの年齢や状態によっ

て二つ折り、全紙など大きさを適当に変えてください）、お好きな紙面を見てください。その紙面のなかでご自分の名前に使われている

文字を探し出し、その文字にお配りした 10色のマーカーの中からお好きな色を選んで、その文字を塗ってください。 

・「二字（三字・四字）熟語を見つけよう」 



 皆さんできたようなので、次に進みたいと思います。今ご自分の名前の文字を塗りつぶした同じ紙面のなかで、今度は二字熟語（学年

や子どもの状態によって三・四字熟語）を探して、その熟語を名前の色とはちがう色のマーカーで塗ってください。 

・「自分で条件付けをした文字を見つけよう」 

 次に、動詞・名詞・形容詞など、子どもがある品詞を自分で決めたり、あるいは子どもが各自「読めるけれど書けない漢字」「好きな言

葉・嫌いな言葉」「パッと目につく言葉・目立たない言葉」など、子どもが自分で条件付けした言葉を、それぞれ違う色のマーカーで塗り

つぶさせてください。今日皆さんは「読めるけれど書きにくい漢字」を塗りつぶしてください。 

 このように、その時々に国語で学習している文法に即した言葉や、子どもの好きな言葉や嫌いな言葉などを、子どもの興味関心や他

教科の学習内容を先生が考え、先生が指示したり子どもに自分で条件付けをさせたりして、それぞれ異なる色のマーカーで塗らせてく

ださい。 

・「新聞を全面カラーにしてみよう」 

 今までは言葉・単語の違いで色をつけてもらったのですが、次は写真や記事の内容に着目して、同じ紙面や別の紙面を使って「写真

にマーカーで色付けしよう」「見出しをマーカーで囲ってみよう」「自分の興味のある記事を目立たせてみよう」など、子どもの興味関心や

他教科の学習内容を先生が判断して、新聞を構成しているさまざまな要素を条件として新聞の紙面にマーカーで色をつけることが可能

ですが、今日皆さんには写真に色を付けてもらいます。 

 また、これはかなり難しいので中・高校生、大学生向けのテーマだと思われますが「ある記事を目立たなくしてみよう・だれも興味をもた

ないようにしてみよう」という設定も可能ですので先生方も暇なときがあれば一度考えてみてください。このような難しいテーマでも、小学

校６年生が先生があっと驚くようなすばらしいアイデアをだしてくれることがあります。さらに、そのようなアイデアをだしてくれる子どもは、

他の教科では特に目立った成績をおさめていない子どもの場合が多いように思われますので、私はそのようなところにも図工・美術の

魅力・特色があるのではないかと考えています。 

 はい、ありがとうございました。皆さんは色を付けながらどんな思いをもたれましたでしょう

か？これらの題材は４０年ほど前私が大阪教育大学附属池田小学校に勤務していたときに扱

ったものですが、その時の子ども達の感想は 

「一度始め読んだら、緑のペンで自分があまり自信のない漢字ばかりに線を引き、次に赤で書

くのに自信のないものに○で囲み、後はもう少しカラーにする為にカタカナを黄色で塗り・・・」

などでした。 

 このように新聞紙の文字や写真に色を付けていくうちに、たとえば「自分で決めたルールで最初から最後まで色づけをしよう」とか「こ

れでは紙面が少しさびしいので、新しいルールでもう少し色をつけてみよう」とか「これぐらいで全体のバランスが良くなっているので、も

うこれでやめよう」など、一人一人の子どもの目当てや、紙面全体のバランスの善し悪しなど、一人一人の子どもの「こだわり」や「思い」が

生まれてくるようです。そして、そのような「こだわり」や「思い」が生まれてくると、それはその子なりの新聞紙の楽しみ方が自分で発見で

きたということだろうと思います。また、このような制作にはさまざまな要素が入ってきますので、私は（当時、学校教育で重要視されてい

た）総合科・合科でも取り扱いました。 

・「新聞そっくりに書こう」 

 次に紹介しますのは、小学校６年生でおこなった「新聞そっくりに書く」です。ここでは、自分の

好きな記事を選んでそれを「写す」ことをもとに、「その一部は自分で書き換える」という条件をつ

けました。また、ここでは「新聞そっくりに書く」という題材名にあるように、「そのまま忠実に写す」

ということ以上に「本当の新聞らしく見える」ということをテーマとしていますので、たとえば「料理」

とか「事件」のようなさまざまな記事を、自分なりに再構成することが可能であるということも、子ど

もにはあらかじめ知らせました。この題材も総合科・合科の要素を多分に含んでいますので、子

ども達はこの題材を十数時間楽しむことができました。 

K：このようなテーマで制作しますと、子ども達は普段は何気なく見ている新聞を、とても丁寧に

詳しく見ることができるのでしょうね。 

三澤：そうです。ここでの「写す」「一部は自分で書き換える」という条件は、教師側からのねらい

としては「しっかり丁寧に見る」ということと「自分なりの理解をし、それを自分なりに表現する」と

いうことだからです。 

K：子ども達はこの題材を好きになってくれましたか。 

三澤：子ども達は意地になり、真剣に取り組んでくれました。また、教師側が「しっかり丁寧に見ながら書きなさい」と言うだけでは、子ども

はどうしてもその意味が理解できずに、雑な見方になってしまいますので、「しっかり丁寧に見る」ということがどういうことであるのかを実

感させることによって理解させるために、ガラス板の上に新聞紙と用紙をおいてトレースするという方法もあることを、事前に紹介しておき



ました。また、「より新聞の紙面らしく見えさせる」ためにシンナープリントや石ケン転写など写真複写の技法もあらかじめ紹介しておきま

した。このようにして、「しっかり丁寧に見る」と「新聞らしく見せる」ということが実感として理解できた子どもは「忠実に新聞を写すよりは、

多少変えた方が『より新聞の紙面らしく』見える」ということも発見してくれました。 

 それでは皆さんにも実際に制作していただきたいと思いますので、その方法を説明します。ここに新聞紙を無作為に三角形に切った

紙面をたくさん用意しましたので、お好きな紙面、写しやすい紙面４枚を選んで台紙の画用紙のうえに自由に配置してください。そして、

選んだ４枚の紙面のうち１枚は、今説明しましたように「新聞らしく見える」ように鉛筆でそっくりに写して、本物の紙面と置き換えてもらい

ます。 

 時間がありませんので、子ども達の作った作品の例を先に紹介しておきます。この作品例は、

皆さんの条件とは逆で「１枚が本物で、残りの３枚は写したもの」です。 

 時間がきましたのでまだ完成されていない方は制作を続けながら聞いていただきたいので

すが、すでに完成された清水先生にこの制作で気づいたことや感じたことを発表していただ

きたいと思います。 

M：私は英字新聞の一部を写したのですが、今までこれほどしっかりと英字新聞を見たことが

なかったので「字がこんなに小さいのか、字の間隔がこんなにせまいのか」と思いました。 

三澤：子どもの場合は「こんなに字がたくさんあるものを選ばなければよかった」とか、物差しを使って写せる記事を選んだ子どもに対し

て「最初から、楽に写せる記事を選んだんだなあ。僕もそんな記事を選べばよかった」など「写しやすい記事」に気づいた子どもや、最

初から絵の入った記事を意図的に選んでその絵を写すことを楽しんだ子どもなどもいました。また、作品を教師側のねらいをもとに二つ

に大別しますと、「新聞らしく見せよう」ということに興味を持った子どもと、「丁寧に写す」ことに興味を持った子どもの二種類に分けられる

のではないかと思いました。おもしろいもので、結果としては、小さい文字の多いものや極端に少ないものがそれらしく見えたりもします

ので、「見方」「見せ方」は大切な視点かもしれません。では次に「新聞紙の材質を生かした題材」をいくつか紹介したいと思います。 

 

② 新聞紙の材質を生かした題材 

・「新聞紙をできるだけ長く破って遊ぼう」 

 それでは、最初におこなった四つ折りにした新聞の字・単語に、ご自分の名前やその他の条件によってマーカーで塗りつぶした作品

をもう一度だしてください。そして、その新聞紙を2回折って４等分に手でちぎるとA4の用紙程度の大きさの紙が４枚できますので、その

うちの１枚の紙を残しておいてください。いま、新聞紙を手でちぎってもらった時に、新聞紙には裂きやすい方向と裂きにくい方向がある

ことに気づかれたと思います。裂きやすかった方は新聞紙の繊維の方向にそって裂いたからで、それを「縦目（たてめ）」と呼んでいま

す。また、裂きにくかった方は繊維の方向に直角に裂いたからで、それを「横目（よこめ）と呼んでいます。 

 では、お手元に残した１枚の新聞紙を手で「縦目」に１cm ほどの幅に裂いてください。そうするとだいたい

10 枚ほどの紙の帯ができると思います。気持ちよく裂けるので、どんどんやりたくなりますが・・・。つぎに、

残りの３枚の新聞紙のうちの１枚を１cm ほどの幅で、今度は「横目」に裂いてください。横目に裂こうとすると

紙はちぎれやすいので、途中でちぎれてしまわないように気をつけなければいけません。より集中力が必

要です。 

 次に、３枚目の紙は、どのような裂き方でも結構ですので、切り離してしまわないように「できるだけ長い１

本のテープ状の帯」に裂いてください。子どもはこのような「長さくらべ」を、速さ比べなどと共にとても喜び

ます。 

 まだ、長さ比べを楽しんでいる方もおられますが、次に移りたいと思います。 

・「長くテープ状に裂いた新聞紙で連綿体（続いた仮名文字）をつくろう」 

 次は、書道の先生方は得意かと思いますが、書道では仮名文字をくずして幾つかの文字を一

筆書きのように最初から最後まで続けて書く「連綿体（れんめんたい）」と呼ばれている書き方が

あります。そこで、先ほど作った長さの帯ですと３文字程度が適当な字数かと思われますし、ま

た今は春ですので「すみれ」か「さくら」という三つの仮名文字を連綿体で画用紙の上に、鉛筆

で下書きをせずに、直接スティック糊で塗りながら書いてください。塗り残したところがないように

気をつけてください。そして、糊を塗り終わったらそこに先ほどの一本の長い新聞紙の帯を、字

の形を考えながら貼っていってください。 

T：スティック糊は透明なものよりも、薄い青色がついたものの方が字の形がはっきりわかりますね。 

三澤：糊で字を書いて、新聞紙の帯を貼るのではなく、帯で字を書いていくのを糊で固定してほしかったのです。 



K：「たんぽぽ」ではなく「すみれ」という言葉を選ばれたことからも、三澤先生のロマンティックさ

がわかりますね。 

R：「す」と「み」をどのように続ければよいのかわかりません。 

三澤：ここではどのようにつなげるのかということはあまり気にせずに、とにかく続けてもらえれば

結構です。新聞紙の帯を貼るとき、そのまま平面的に貼ってもらってもよいのですが、少しねじ

ったり撚ったりなどして貼ってもらっても結構です。さすが書道の先生方の字は美しいですね。 

・「好きな漢字 ̶文字を新聞紙から破りとろうー」 

 皆さんできたようですので、次に移りたいと思います。次は４枚目の紙から漢字の「春」という字を手でちぎ

って作ってもらいたいと思います。下書きはせずに頭の中で「春」という字を思い浮かべ、そのイメージどおり

に直接ちぎってください。作品の見本はたとえばこのようなものです。字の一部がバラバラに離れてしまわな

いように、かならずどこかでつなげながらちぎっていってください。思い切って大胆にちぎってもよろしいで

すし、形を意識しながら少しずつちぎってもらっても結構です。 

T：「春」を上の部分からちぎっていくと、下の部分がなくなってしまったので、もう一度、今度は下からちぎっ

てみます。 

三澤：ちぎっているうちに、もしその字が気に入らなければ、新しい新聞紙でちぎりなおしてください。「春」の下の「日」の部分の穴は、こ

のようにつまむようにして空ければよいと思います。 

K：何だか篆刻（てんこく）の《布字（印面に文字を配置して書きいれること）》をしているような気分になってきました。あ、「春」という字は裏

から見ても同じなのですね。 

三澤：「春」という字にしようか「寿」という字にしようか考えたのですが、裏向けにしても同じ字になる「春」という字にしました。気づいた人

もいるようですが、半分に折って破り取る方法もあったのですね。 

・「好きな漢字 ̶一画ずつ漢字をつくろうー」 

 それでは次に進みたいと思います。「春」という字は９画ですね。そこで次は、字全体を一度に

作らずに一画ずつつくってみたいと思います。ここでは、最初は糊を使わずに、まず画用紙の

上に１画ずつ先ほど作った10本の新聞紙の帯を、それぞれの画の「止め」や「払い」など線が太

くなったり細くなったりするのに合わせて、紙の太さや長さを考えながら紙を選び、何度もちぎり

なおしてもいいですから、それぞれの画の位置など構成やバランスを考えて紙の帯を動かし、

調節しながら字をつくりあげます。自分で納得できる字になれば最後に糊で貼ってください。 

先ほどのように字全体を一度にちぎるのではなく、このように一画ずつ線の太さ、長さ、位置などを自分で考え、自分で確かめながらつく

っていくと、ちょうど絵を描いているときのように「この字は私がつくっている」ということを実感できると思います。 

・「一つの字を、二つの字にしてみよう」 

 では次に移りたいと思います。お手元の色紙からカッターで字を切り抜くことによって「地と図」を意識

していただきたいと思います。たとえば、色紙から「は」という仮名文字をカッターナイフで切り抜きます

と、切り抜いた「は」という字ができるのですが、同時に切り抜かれた色紙にも「は」という字が残ってでき

ます。つまり、一字を切り抜くことによって切り抜いた字と切り抜かれた字の二つの文字をつくることがで

きます。美術では切り抜いた部分を「図」切り抜かれて残った部分を「地」と呼んでいます。書道では「線」

と「余白」ということになるのでしょうが、書道の場合には「線」は「線」で、「余白」は「余白」なのですが、

美術の場合には「余白」から「線」を直接見ることができるということなのかもしれません。ここでは「地」と

「図」の両方を使いますので、色紙を切る時にはバラバラにならないように丁寧に切ってください。切り

抜く字は春夏秋冬の季節に関係する平仮名か漢字１字で、切り抜いた後は切り抜いた字と残った色紙

の両方を使って構成してもらいたいと思います。では、お好きな色紙１枚を選び、新聞紙を重ねたもの

をマットとして、カッターナイフでできるだけ丁寧に切り抜いてください。 

 美術で文字をデザインする時には、たとえば「炎」という字ですと字の形を火の炎の形にしたり、「雨」ですと中の４つの点を雨粒のよう

な形にする、文字でいえば象形文字的な「絵文字」という方法もありますので、そのようなことを取り入れてもらっても結構ですが、今日は

「地と図」に焦点を当てていただきたいと思います。 

 切り抜いた字と、切り抜かれた色紙をもとに、たとえば「春」という字ですと春にふさわしい蝶々の形も切り抜いてお好きな場所に貼るな

ど、お好きな形を付け加えて画用紙の上で組み合わせてください。 

 図工・美術の題材では子どもの興味関心を高めるために、めずらしいもの、変わったものを取り上げるということが一般的ですが、その

ことは書道の臨書のようにお手本どおりに描くということを否定しているということではありません。なぜなら、子どもの中には「そっくりに



描きたい」という子どももいるからです。つまり、図工・美術で私たちは「これをこう描かせなければならない」と考えているのではなく「子

どもの描きたいものを描かせよう」と考えているからです。そこで「新聞そっくりに・・」という題材では、そのような子どもが描きたいと思っ

ているさまざまな気持をそれぞれにすべて満足させるために設定されています。ここで「新聞そっくりに・・」という題材を紹介させてもら

った理由の一つとして、書道では「子どもが書きたいと思っているさまざまな気持」を先生方がどのように考えておられるのか知りたいと

いうこともあります。「子どもが書きたいと思う気持」と、「先生が子どもに書かせたいと思う気持」について書道の先生方はどうお考えなの

か教えてください。私としましては紙をちぎるときはそれほどでもないのですが、文字にする場合は並べる、構成するととても書道性が出

てくると思われますので造形的にはハサミで切るよりも手で破る方がおもしろいのではないかと感じています。さらに言えば、漢字よりも

仮名文字の方が、新聞紙の横目を生かした方が、おもしろいのではないかと感じているのですが。 

K：書写書道では、課題はすでに決められていて、どう書くかも生徒が決めるのではなく、先生によって教科書に準拠して決められてい

ます。これは「先生が子どもに書かせたいと思う気持ち」であり、子どもが「書きたいという気持ち」がくみ取られたとは言えません。けれど、

それは小中学校の書写書道におけることであり、高校の書道においては、「まねる」という臨書と、表現する「創作」というものとの両方が

あります。「生徒が書きたい」題材（字句）を「生徒が書きたい」書き方で書くのが創作です。この授業をする場合、先生はとても難儀しま

す。型にはまったものしか生まれてこず、もし独創的なものがあったにせよ、そこから更に工夫をすることが未熟な経験の浅い生徒には

難しいからです。筋肉がついていない子に、走れ、跳べと言っても限界があるようなものです。けれどそれはそれとして、それなりの表

現をうまく引き出す指導ができれば素晴らしいとは考えています。 

 

では最後に、今日の創作について皆さんの感想を聞かせていただきたいと思います。 

T：私は「『さくら』を一本の帯で書きましょう」と言われたのでこのような作品を作ったのですが。「『さくら』を書きましょう」ではなく「好きな字

を…」という方向付けの方が描きやすかったのではないかと思います。「線にしたものを文字に換える」というテーマは面白いのですが、

「線を文字に変えていく」ときに「どのような文字が良いのかなあ」と最初から自分で考えられるからです。決められた文字ですと、その文

字のイメージが自分の頭のなかになければ描くことが難しいと思います。特に「文字を新聞紙から破りとろう」では、私は「春」のイメージと

いうものをあまりはっきりとは持っていなかったので難しかったです。そして、はっきりとしたイメージなしで「春」という字を破りだすと、「先

生に言われたから切った」だけのお化けのような字になってしまいました。「字を破りとろう」という活動はそれ自体おもしろいものではあり

ますが、私にとっては活動だけでは少し物足りなく感じられ、少し不満も残りました。漢字の一画ずつを組み合わせながら作る「好きな漢

字」では、すでにちぎっている紙の帯をさまざまに組み合わせながら「ここはもう少しこうした方が良いのかなあ」「こうするとどんな感じに

なるのかなあ」などいろいろ考えることが楽しかったです。また、紙は裏と表では色味がちがうので、色味のバランスを試行錯誤しながら

考えることもできたので、すごく楽しめました。 

  「地と図」では色がありました

ので「作りやすいなあ」と思いま

した。色の対比を用いて「地と図」

の関係がはっきり見えるものと見

えないものを工夫すると、もっと

おもしろくなったのではないかと

思いました。また、白の紙に透過 

性があったので、最後に重ねてもおもしろいかなあと思いました。白の透過性を生かして「透かす」という制作をもっと続けたいと思いまし

た。「新聞そっくりに書こう」では、描く新聞の回りに実際の新聞紙の色があるので、その色を目安に新聞の紙の色を考え、似せてみようと

楽しく作れました。 

M：「字を破りとろう」では、最初他の方の様子を見て「自分の思う通りの形に裂くのは難しそうだなあ」と思いました。そこで、最初に紙を

縦半分に折り重ねて、字の右か左の字の半分を裂くと左右対称の形ができるのではないかと考えて、そのようにして紙を裂きました。紙

の帯で一画ずつ漢字を作っていく作品では、一つの画の角度を少し変えるだけで字全体の印象が大きく変わってしまうので難しいので

すが、一画ずつ紙の大きさや位置を自由にかえられるので、自分の気に入った字の形を見つけるための練習にはとても良いので、書

写の学習でも使えるのではないかと思いました。 

 「すみれ」は、最初は平面的なものになるのではないかと

思っていたのですが、実際に貼ってみるととても立体的に

なったので自分でも驚きました。この字を作った後で「私は、

平面的なものよりも立体的なものの方が好きなのだ」という

ことに気づきました。最初からすべて自分で考えて作るとき



には、作品のイメージがまったくない状態で作ることになり

子ども達にとっては難しいのではないかと思います。 

そこで、指導する際にはまず最初に参考作品として平面的、立体的などいろいろな作品を紹介した方が子ども達はイメージを持ちやす

いのではないかと思いました。ありがとうございました。 

C：すべて、とても楽しかったです。日本の図工の時間では、今日経験させていただいたように、自分で考

え自分で作っていくということが一般的におこなわれているのですが、中国では、私は実物を見ながら描く

「写生」しか経験したことがなかったので、最初は「どうすればいいのか分からない」と思ったのですが、作

っていくうちにだんだん制作を楽しめるようになりました。 

 「春」については、私も T さんがおっしゃったように最初は字のイメージがもてなかったので、なかなかち

ぎることができず難しかったです。  

 一画ずつ紙の帯を貼る「春」では、「春」という字がすべて直線でも作れますので、紙の帯で作りやすかっ

たと感じました。 

 「季節のイメージの字」で、私は「春」という字を選び、「春」という字の私のイメージは「花」ですので、字が

できたあとに花の形を切り抜いて貼りました。また「春」には草も芽生えてきますので、下の方には草も貼り

ました。 

R：「長くテープ状に裂いた新聞紙で続いた仮名文字をつくろう」で新聞紙をやぶっ

た時に、私が思っていたより長い紙ができてしまいました。私はそれを破らずにその

まま使いたいなあと思いましたので、それをそのまま残しました。「一画ずつ漢字を

つくろう」についても、同じように長い紙ができてしまったのですが「これもおもしろい

なあ」と思い、紙の端をクルクルと丸めることで長さの調節と飾りを同時にしました。

（福光：書道では、字に対してこの図工・美術のような発想をすることはまったくありま

せんね）「季節のイメージの字」では、私は「冬」という季節を選びました。「冬」は「白

のイメージかなあ」と思い、両方白で抜きました。もう一方は自分で「冬、冬」と言い聞

かせながら制作していますと、ふと「冬は厚着だなあ」というイメージがわいてきまし

たので、重ね着をしている感じをあらわそうとしました。抜けているところはどうしても

重ね着をさせることができなかったので、顔や手など服を着ないところにしました。お

もしろかったです。 

N：「春」の上の部分は活字を意識して書いてみました。「すみれ」の方は曲線を生かした

くて、右に流れていく感じをだそうかなと思い、折ることによって線を少し右にずらし曲線

をだしました。同じ用紙の裏には「春」をつくったのですが、ここでは新聞紙を折りながら

楷書的に筆の感じをだし、下は折らずに選んだ線そのまま使いました。「季節のイメージ

の字」はまだ間に合っていません。「すみれ」の仮名の連綿のばあいに、三つの文字を

一本の線でどのようにつなげていくのかということを生徒に考えさせるときに、この方法を

使ってみようかなと思いました。 

K：そのときには新聞紙以外に、たとえば糸や紐なども使えるかもしれませんね。 

N：そうですね。線は毛糸や紐でつくって、肉付けを新聞紙ですればおもしろいかもしれません。 

T：私は、同じ線でも糸や紐というよりは新聞紙でつくった幅のある線を使う点がおもしろいのかなあとも思いますが…。 

H：「地と図」というテーマでしたので、私は平仮名で「さくら さくら」という字を切り、そ

の文字がすぐには分からないように台紙に縦向けに配置しました。そのようにしたの

は次のような理由からです。たとえば「すみれ」という言葉は、日本人にとってはその

意味が共通に認識できる「すみれの花」という意味をもつ言葉ですが、その言葉は

「す」と「み」と「れ」という三つの平仮名という記号が合わさってできたものです。しか

し、日本人がたとえばアラビア文字で「すみれ」と書かれた言葉を見ても、それが「す

みれ」という意味をもつ言葉であることは理解できません。日本人にとってアラビア文

字で書かれた「すみれ」という言葉は、いくつかのアラビア文字の組み合わせでしか

なく、また、アラビア文字の読み方も書き方も分かりませんので、それは意味の分か

らない線の組み合わせでできた文字・記号がいくつか連なったもの、すなわち純粋

な線による平面構成にしか見えません。同じように、平仮名を知らない外国人が「す 



みれ」という三つの文字の組み合わせを見たときに、それは「すみれの花」という意味をもった言葉ではなく、線による平面構成にしか見

えません。あるいは、たとえ日本人であっても、一本の線でつながった連綿体で書かれた文字が読めない人にとっては、連綿体で書か

れた「すみれ」という文字は、意味の分からない線による平面構成としか見えません。そこで、私は日本語を知らない外国人の目に映る、

意味の分からない線のつながりとしての記号・平面構成としての「さくら」ということを強調するために、日本人にとっても分からないように、

台紙に縦向けに配置してみました。 

K：つまり、文字を切り抜いてはいるけれど、その文字の意味を見せないように配置したということでしょうか。 

H：はい。「すみれの花」という意味をもつ、三つの文字の集合としての「すみれ」という言葉の意味を隠すことによって、平面構成としての

意味だけを抽出し、そのことによって鑑賞者が「文字の意味」の束縛から解放され、自分の感覚、感性のみによって自由に「さくら」という

平面構成を感じたり解釈できるという提案をしてみようと思ったのです。 

K：私たち書家はいつも、一度きりの筆の動かし方と墨の濃淡によって表す「文字」のみを考え続けているので、Hさんがおっしゃったよう

な文字を「平面構成」として見たり、デザイン的に装飾したり、変形したりすることなどは考えたことがありません。 

そのような書家の立場から今日の制作を振り返ってみますと、たとえば「『春』という字を一画ずつ作って

いく」の場合には、「ああ、こんなふうにそれぞれの画と画のバランスや字全体のバランスを自分で置き

なおして確かめることもできるのだなあ」と思ったり、また「文字を裏返して見ることもできるのだなあ」と

思いました。また、三澤先生の指示どおりの手順と方法で制作している途中でも、やはり私には書道を

する人間としての意識が常に働いていましたので「線の質感」とか「余白のバランス」などがとても気に

なっていました。また、美術の制作では、たとえば「『春』を一画ずつ作る」ときに、一つの画の紙を置い

て次の画の紙を置くまでの間に考えたり置き直したりする時間が充分にあるというように、一つ一つの作

業がそれぞれ独立していました。しかし、書の場合には、ある線を書いているときには、次の線をどの

位置に、どのような形で、どのような速さで書くかということも、また、それが最終的には料紙全体のなか

にどのようにおさまるのかという完成した状態も考えながら、一画一画を手をとめることなく書いています

ので、その違いがとてもめずらしく感じられました。また、書道では墨の濃淡だけを使い、色を使うこと

はほとんどありませんので、私はかねてから「色」について憧れをもっていたのですが、色を使うと字が

まったく違った感じになるということも実感できました。 

三澤：子どもに指導する際には言葉の指定はせずに自由に制作させれば良いと思いますが、ここで皆さんには「さくら」とか「すみれ」と

か私の方から指定したのには理由があります。それは、私が昨年まで勤務していた大学・短大では、こちらから指定せずに学生の自由

に任せますと、とにかく学生は楽な方に逃げてしまうという傾向がみられたからです。また、ここでは使う材料によって字の感じが変わる

ということを事前に皆さんに説明しなかったのですが、私には、最初はまず自由に制作させてみて、制作終了後に作品を鑑賞させなが

ら材料と字の感じの問題に触れ、次の時間にはそのことを意識させながら再度制作させたい、という思いがあったからです。 

 今日は、私も皆さんから学ばせていただくことがたくさんありました。ありがとうございました。 

 

 

 第２部 「書道の授業に味わう達成感」         清水 沙弥子 

 

 私は、大阪府貝塚市にある秋桜高校という、生徒数約６００名の私立の通信制・単位制・普通科の高等学校で書道を担当しており、勤

務し始めてから今年度で７年目になります。今振り返ってみますと、最初の２年間ほどは何も分からず無我夢中でしたが、３年目ごろから

ようやく秋桜高校の生徒、教員、学校の制度などの全体像がおぼろげながら理解できたような気がします。その後２年たったころから私

が担当しています書道の授業に、私なりの方向性が見え始めてきたように思われます。７年目にあたる今年は、授業の方向性と内容をよ

り確かなものにできればと願い、そのために先生方のご指導ご助言をいただきたいと思い、私の授業実践報告をさせていただきます。

つたない報告ですがよろしくお願いします。 

 私は書・書道が大好きで大学では教員養成系大学で書道を専攻したのですが、書道に直接関わることのできる仕事は教職ですので、

就職にあたっては小学校か中学校か高等学校の先生という三つの選択肢がありました。そのなかで私が高等学校を選んだ理由は、高

等学校では書道を専門的に指導することができると考えたからです。もし私が、美術のように他教科を専攻し、その教科を専門的に指導

したいと思ったのであれば、中学校と高等学校の二つの選択肢があったのでしょうが、書道は中学校では国語科の一部としての「書写」

です。つまり、中学校の先生になるということは国語科の先生になるということで、担当する授業の大半は国語の授業であり、「書写」を指

導する時間はごく一部でしかないということです。また、小学校でも「書写」は一般的には「書道」とも呼ばれていますが、「書写」という言

葉は私にとっては「教科書体の字を書き写すこと」というような印象をもつ言葉であり、私がずっと学んできた「書・書道」とは違うもののよう

な気がしていましたので、高等学校の先生になりたいと思いました。最初にこのような個人的理由を紹介させていただいた理由は、大学



で書道を専攻したすべての人々にとってこのことは共通する大きな問題であり、また、美術や音楽をふくめ他教科の先生方にはほとん

ど理解されていないことではないかと思えるからです。 

 

１. 秋桜高校って? 

1-1 通信制・単位制・普通科高校の概略 

 そのような理由で私は高等学校の先生になったのですが、通信制の高校は私が漠然と想像していた高校とはかなりちがうものでした。

私も、初めて教壇にたつときにはどなたもが経験されるように、最初の２年間私は無我夢中で勤務していましたが、私の場合には他の

方々よりも大きな問題をかかえていたと思います。といいますのは、私は全日制の高校に通っていましたので、定時制高校については

新聞やテレビなどで見聞きしたことはありましたが、通信制の高校につきましてはそれがどのようなものであり、どのような生徒にどのよう

な授業がおこなわれているのかということをあまり知らないままに就職したからです。先生方の多くも通信制の高校についてはご存知で

はない方が多いのではないかと思いますので、まず高校の種類について説明をしたいと思います。 

 日本の高等学校は、「教育課程」「単位の取得法」「学科」の違いによって三つに分類されています。まず、「教育課程による分類」から

は「全日制高校」「定時制高校」「通信制高校」の三つに大別されますが、私たちが普段「高等学校」という言葉をつかうときには、先生方

の多くも通われていた「全日制高校」を意味していると思います。「定時制高校」は夜間やその他特別の時期や時間帯に学校で授業を

おこなっている高校ですが、夜間にのみ授業をおこなう夜間定時制高校が一般的に知られていると思います。「通信制高校」とは基本

的には自主学習を基本にし、「レポート・課題」と呼ばれる添削指導と、月数回程度の「スクーリング」と呼ばれる学校で先生の指導によっ

て授業形式で学習する高校です。 

 秋桜高校は「通信制高校」なのですが、高校を卒業するために必要な７４単位のうち、たとえば数学は「数学Ⅰ・３単位」「数学 A・３単位」

「数学入門・１単位」の三つの科目から成り立っていますが、「数学Ⅰ」の場合スクーリング・授業に出席しなければならない時間数は３時

間、レポートの枚数は９枚で、その出席時数とレポート枚数を満たし、試験を受けると単位が取得できます。私の担当している「１年次生・

国語科・漢字入門」「２年次生・芸術科・書道１－①」「３年次生・芸術科・書道１－②」はそれぞれ１単位で、出席時間数と課題数は「漢字入

門・２時間・課題数３」「書道１－①・４時間・課題数３」「書道１－②・４時間・課題数３」です。なお、高校の芸術科は「音楽」「美術」「工芸」「書

道」で、生徒はその１科目を選択履修するのが一般的ですが、本校で芸術科は「書道」だけしかありませんので、すべての生徒は芸術

科「書道」を学びます。 

 「単位の取得法」による分類としては「学年制」と「単位制」の二つがあります。「学年制」はそれぞれの学年ごとに取得しなければならな

い単位数が決まっており、その一つでも取得できなければ「留年」ということになります。一方「単位制」では、卒業までに取得しなければ

ならない単位数は決まっていますが、学年ごとに取得しなければならない単位数は決まっていませんので「留年」はありません。また、

「学年制」の高校で生徒は１年生・２年生・３年生というように学年ごとに分類され、また同じ学年でも１組、２組・・というように学級ごとにさ

らに分類され、選択科目以外は同じ学級の生徒は同じ時に同じ授業を受けることになりますが、「単位制」の高校では自分の好きな時間

を組み合わせて自由に自分の時間割を作ることができるので「学級」がありません。しかし、管理面等の問題から便宜上「1 年次 A 組、B

組…2年次A組、B組…」というように担任とクラスが存在しています。 

「学科による分類」としては、普通教育を主とする学科で「普通科」とよばれる高校と、専門教育を主とする学科で「専門学科」とよばれる

商業・工業高校などと、普通科と専門学科を併せ持っている「総合学科」の総合高校の三つに分類されていますが、秋桜高校は普通科

高校です。 

 そこで、私の勤務する「通信制・単位制・普通科高校」とは「通信制高校」と「単位制高校」「普通科」の三つの制度を併せ持つ高校という

ことになりますが、そのような制度のもとで、たとえば大阪府下の通信制高校は現在６３校あり、各学校はそれぞれ独自の工夫と努力をし

ていますが、ここでは秋桜高校の実態をご紹介したいと思います。 

1-2 秋桜高校の概略 

 本校には約６００名の生徒が男女ほぼ同数で在籍していますが、そのうちの約半数は中学卒業後新入生として入学し、約半数は他の

高校から転入・編入した生徒で、入学試験は「作文」と「面接」のみで学科試験はありません。また、学級制度はありませんし、すべての

生徒が毎日学校にくるわけではありませんので、教員は校長、教頭をふくめ１５名、職員５名の全体で２０人です。学校は校舎のみで運

動場はなく、体育は校舎内でおこなう教室体育と校外でおこなうグラウンド体育を併用しておこなっています。学校で先生から直接指導

を受ける「スクーリング」（秋桜高校は通信制の高校です。そこで、生徒の学習は「レポート・課題とスクーリング」によっておこなわれます

ので、「授業」のみでおこなわれる全日制・定時制高校の学習とは異なっています。正確には「スクーリングの授業」と言うべきかとも思わ

れますが、（ここでは単に「授業」と言います）は、１週間に数回、曜日と時限を変えて開いています。たとえば１年次の生徒向けの「漢字

入門」は、火曜日２回、木曜日２回、金曜日１回の週に５回ひらいていますので、生徒は好きな時間に授業を受けにくることができます。

また、本校では生徒を束縛・強制することはできる限りさけようという教育方針ですので校則も制服もありません。授業以外の特別活動



（行事）は自由参加ですが、本校では「ハイキング」「芋掘り・みかん狩り」「映画鑑賞」「キャンプ（２泊３日）」「スノーボード・スキー教室（２

泊３日）」などと力を入れています。 

1-3 生徒 

 本校の生徒は家庭の経済的な理由、個人の学習面での理由、対人関係での理由等々の理由により、中学や本校に転入・編入する前

の高校で登校できなかったり、充分な学習ができなかったりなどの経験をしていたために、勉強嫌い、学校嫌い、人付き合い嫌いだと自

分で思い込んでおり、授業中にずっと座っていることが難しい生徒もいます。 

1-4 最初、とまどったこと 

 私にとっては秋桜高校が大学を卒業して初めての勤務校であったこともあり、このような秋桜高校に赴任したときにはさまざまなことに

とまどいましたので、そのいくつかを紹介させていただきます。たとえば、秋桜高校に校則がないことはあらかじめ聞いていましたが、実

際に生徒に接した時にはとまどうことばかりでした。まず、生徒の先生に対する話し方が友達同士の会話とまったく変わらないことにとま

どいました。私は、生徒は先生に対して敬語をつかうべきだ、というようなことはまったく考えておらず、生徒が先生に心を開いて接する

時には友達同士のような会話になることは教育実習でも経験したことでした。しかし、私自身の高校生活を振り返ってみますと、いくら心

を開いていて接していても、あるいは友達同士で先生の話をするときでも、先生に対するある程度の敬意はもって話していたように思い

ます。しかし秋桜高校ではそのようなことがまったく感じられず、まったく対等の立場の人と人との会話がおこなわれているように感じら

れることにとまどいをおぼえました。また、生徒の服装や、髪の毛をカラフルに染めたいわゆる「茶髪」の生徒がめだつことにも何となくと

まどいをおぼえました。その理由は、そのような自由な服装や髪の生徒に接しますと、高校ではなく町中にいるような違和感を感じたか

らだと思います。 

 また、そのようなとまどいは書道の授業においても感じました。私は高校の書道の先生になろうと思ったときから、自分の書の制作と平

行して高校の書道の指導内容についても考え始めていました。その基本的な考えは「書道の楽しさを、できるだけ多く生徒に伝えたい」

ということでした。そして、そのときには「生徒の書道への堅苦しいイメージを拭い、書道に少しでも興味をもってくれるような授業をした

い。」と漠然と思っていました。秋桜高校に就職が決まってからは、指導する場と生徒が具体的になりましたのでその思いもより現実的に

なり、具体的な指導内容や指導順序についても考えていました。しかし、実際に生徒に接してみると、たとえば生徒の学力は一定では

なく漢字の読み書きに問題のある生徒もいました。生徒の実態をきちんと把握できていなかったのですが、中学校を卒業している高校

生は、ある程度漢字に苦手な生徒はいるとしても、小学校で学習する教育漢字は全員がある程度読み書きができるだろうという思い込

みをしていましたので、どこに焦点を絞って授業すべきなのかということが私自身の課題になりました。 

1-5 とまどいの氷解 

 しかし、そのようなとまどいは、ちょうど氷が解けていくようにゆっくりとではありますが確実になくなっていきました。それは、いま振りか

えると次のような理由からではなかったかと思われます。本校の学校目標は「自分もまわりの人も大切にして楽しく学ぶ」ということであり、

そのための教員の目標は「個々の生徒を教員全員で支え社会に送り出す」ということですが、これらは単なる言葉・お題目ではなく、先

生方はそのためにさまざまな努力をしているということを直接学ばせてもらえたからだと思います。まず、教員は入学式までに新入生、

転入生、編入生全員の名前と顔を覚え、入試のときの作文をコピーして全員がもつことによって、一人ひとりの生徒の興味関心やかかえ

ている問題などをあらかじめ理解しようとしています。また校外での特別活動には原則として全教員が参加し、スクーリング時には担当

の教員以外に１名以上の教員がかならず補助に入り個別指導にあたるということを原則とし、これらすべては実行されています。 

 実は、私は初年度の最初の授業までにすべての新入生の名前、顔、作文の内容を覚えることはできませんでしたが、すべての特別活

動に参加し、また他の教科の授業に補助として入りながら、まだ覚えられていない生徒の名前、顔、作文の内容を何度も確認することに

よって徐々に覚えていくことができました。また、生徒の顔や活動を見ながら覚えることは、文字や写真のみを見ながら覚えるよりもずっ

と早く覚えられるのだなあということにも気づきました。さらに、すべての特別活動に参加し、他教科の補助にも入ることは、新任の私にと

っては生徒の理解ができやすかっただけではなく、先輩の先生方それぞれの指導法、生徒に対する話し方・接し方も直接学ぶことがで

きました。 

 このような経験をしていくうちに、最初私がとまどったことはすべて私が高校生であったときのことを基準にしていたからだということに

気づきました。たとえば校則がないことも、生徒の様子についてもあらかじめ聞いていたので理解していたつもりでしたが、それは知識

として理解していただけで、感覚的、実際的には私は自分の高校時代の経験をもとに秋桜高校の生徒をそれと比較して見ていたからで

あることに気づきました。そのような気づきによって秋桜高校で私が担当している書道の授業についての考え方も大きく変わっていった

のですが、その経緯の詳細は省略して赴任６年目の昨年の書道の授業を中心にして、私の生徒理解の変化とそれにともなう書道の授

業についてご紹介したいと思います。 

 

２.私の生徒理解と授業内容の変化 



 すでに述べましたように、赴任当初の私の「とまどい」は私が本校の生徒を私が高校生であったときを基準として比較していたために

おこったことが分かったのですが、その後本校の生徒に対する私の気持は少しずつ変化していき、昨年度の授業が始まるときには次の

ように感じていました。その気持を一言でのべますと「生徒はすべて一生懸命がんばっているので、教員の私も一生懸命授業・指導に

がんばらなくてはならない」ということです。なぜなら、特に問題なく中学校を卒業して高校に入学した生徒や、高校生活を特に問題なく

送れている生徒はほとんど気づいていないのでしょうが、本校の生徒の多くは中学、高校で学習、対人関係などの学校生活のなかで多

かれ少なかれさまざまな困難を経験してきています。そのような生徒が本校で高校生活を送ろうと決心して入学試験や面接を受け、他

の高校よりも拘束される時間は短いとしても、課題・レポートをこなし授業にも出席するということは、特に問題なく過ごしている生徒にくら

べはるかに強い決心と、はるかに多大の努力が必要だということが徐々に理解できてきたからです。 

 このようなことが理解できてくるにつれて、そのような生徒に対して「書道科の担任としての私はどのような授業をおこなうべきか」という

ことも徐々に変化してきました。すでにお話しましたように、高校の先生になりたいと思ったときから私は高校の書道の授業内容につい

ても漠然と考え始めていたのですが、今振り返りますとその内容も私が高校、大学で受けた書道に授業と、私自身の書・書道の練習の

順序・過程をもとにしたものでした。そこで秋桜高校に勤務し始めた当初は、その内容を１年次生・年間授業時数２時間（５０分×２。以下

同様）、２・３年次生・年間授業時数４時間のなかに系統性をもたせながらいかにコンパクトにまとめるかということに苦心していました。し

かし、授業時数の少なさが実感でき、生徒の実情が理解できてくるにつれてそのような考え方も変化してきました。すなわち、今まで私

が受けてきた書道の授業と私自身の書道の学習の内容・順序をとりあえず忘れて、生徒の強い決心と多大の努力にこたえるために、１

時間１時間の授業に全身全霊をこめてあたらなければならないと思うようになったのです。 

 そこで、そのような考え方にたって生徒に接していますと、生徒の多くは学校・授業で達成感を味わったことがほとんどないのではない

かということに気づきました。学校生活の大半は教科の授業ですが、教科の授業内容は積み重ね的に徐々に高度になっており、どこか

が分からなくなるとその後の内容はまったく理解できなくなり、そうするとますます分からないことが増えるので、さらに授業に出席したく

なくなる・出席できなくなるという悪循環がおこり、そこから抜け出すことができなくなっているということが、多くの生徒がかかえている問

題ではないかと考えたのです。そこで、授業のなかで生徒に「できた。ヤッター」という達成感を味わわせることができれば、生徒はそこ

から「次は、これに挑戦してみよう」という意欲をもつことができ、そこから好循環が始まるのではないかと考えました。また、もし書道の授

業でそのような好循環が経験できると、他の教科の学習や学校行事など学校生活だけでなく、私生活におけるさまざまな事柄に対して

も「これもできるのではないだろうか。試してみよう」という気持が芽生えるのではないだろうかと考えました。 

 書道は本来「毛筆で文字を書く」ことです。しかし、国語科の書写では小学校１、２年生は硬筆を主とし、小学校３年生以上と中学校で

は毛筆を主とした指導がおこなわれています。また、高校の芸術科・書道では漢字の楷書、行書、草書、隷書以外に、私たちの生活の

なかでは印鑑の文字に使われている「篆書」も指導内容にふくまれています。私は高校の書道の教員としてそれらすべてを指導したい

のですが、１年間の授業時数が、１年生は前後期それぞれ１時間ずつの合計２時間、２、３年生は年間で毛筆・硬筆それぞれ２時間ずつ

の合計４時間というきわめて少なく、連続した指導ができない書道の授業時間のなかで、どのような題材をどのような順序で設定すると

書道によって達成感を味わわせることができるのか、ということについていろいろ悩み、最初は試行錯誤の連続でした。しかし、そのな

かで生徒に「文字を書くことによって達成感を味わわせたい」ということが本校での私の目指すべき方向ではないかということが徐々に

感じられるようになってくると、題材の構成と内容もそれにつれて徐々にはっきりとしてきたのではないかと思われます。 

 

３. 担当科目と授業時の工夫 

3-1 担当科目 

 以上のようなさまざまな経緯のなかで私の授業の内容も変化していったので

すが、今日ご紹介しますのは昨年度の授業のなかで、書道の本来あるべき姿

でありもっとも魅力的な「毛筆で文字を書く」授業を中心としてものです。しかし、

「毛筆で字を書く」授業の位置づけを明らかにするために、まず私が昨年度担

当した授業科目とその内容の概略を紹介します。 

 

                                     《資料「担当科目」》 

3-2 授業時の工夫 

 上記の私の担当科目の授業をおこなうに際して、私が基本的に心がけたことは、生徒にまず「書道の授業はいやなものではない」と感

じてもらうことであり、それをもとに「書道は楽しい」と感じてもらうことです。生徒の多くは「自分は字が下手だから書きたくない」「見られた

くない」という意識をもっていますので、そのような意識を払拭するために、まず文字を書くことの抵抗をなくすために「絵を描くように気

軽に書いてください」という指導をしました。絵を描くような気軽な気持で文字を書いているうちに生徒は必ず「書道の楽しさ」に気づいて

くれるものだと考えたからです。そこで、そのような考えのもとで、昨年度の授業で私が心がけた工夫を紹介したいと思います。 



・材料用具の配布 

 最初は筆、墨汁、半紙はあらかじめ机の上に準備しておいたのですが、そうしますと早く来た生徒は半紙に墨汁で落書を始めてしまい

ました。筆と墨で落書をすること自体は用具に慣れるという意味がありますので私は必ずしも反対ではありませんし、落書のなかにはとて

もすばらしいものもあります。しかし、落書を始めると生徒はそれに熱中してしまい、授業に入るまでにかなり時間がかかりますので、落

書を認めてしまいますと１年次生の間に２時間しかない授業の時間の多くが落書に費やされてしまいます。 

そこで、墨汁は授業の内容の説明が終わり制作が始まる時に配るようにしました。また、半紙も最初は自由に使えるように机毎に充分な

数を置いておいたのですが、そうしますと生徒は「半紙はいくらでもあるから失敗してもだいじょうぶ」と思ってしまい、丁寧に字を書くこと

ができなくなってしまいました。そこで、緊張感をもって丁寧に書くことを経験させるために、枚数を決めて配るようにしました。 

・座席の配列  

 座席の配列も、最初は４人１テーブルで３グループを黒板に対して平行に２列にしていました。教室の定員は２４名なのですが、この配

列だと黒板に背を向けて座る生徒が半分です。しかし、そうすると生徒は同じテーブル以外の生徒がどのような字をどのように書いてい

るのか見たり、感じて話したりすることができません。学校での授業の良さは、生徒全員が先生の指示によっていっせいに書き始めたり

筆を止めたりする集団行動をすることによって「自分もこの集団の一員なのだ」という意識がもてることにもあると思いますし、また、隣近

所の生徒がどのような字をどのように書いているのかということを見ることによって、先生に教わる以上のことを学ぶことにもあると思いま

す。そこでいろいろな配列を試してみたのですが、黒板に対して垂直にテーブルを繋げて配列し、６人ずつ向い合せの１２人でテーブ

ルを２列つくっています。そうすることで、全員が黒板に対して背を向けるということはなくなり、教室としての一体感を得ることができるこ

とがわかりました。 

・指導 

 授業中の個別指導は当然のことですが、それ以外に私は「良いところを大きな声でほめる」ということを心がけています。たとえば「ここ

の払いはとても良いねえ」「ここの止めはきれいにできているねえ」など字の書き方だけでなく、「筆の持ち方が美しい」「とても良い姿勢

で書けている」など字以外についても大きな声でほめるようにしています。そのことによって、ほめられた生徒は、とくにそのことを意識し

た点については「先生は私の努力を認めてくれた」という達成感をもつことができるでしょうし、意識していなかった点については「あ、私

のここは良いのだ」と気づくことができるからです。また、大きな声でほめることによって、ほめられた生徒は「学級全員の前でほめられた」

という誇らしさを感じると思うからです。また、他の生徒は「ああ、先生はこのような点が大切だと思っているのだ」という、私の指導の意図

を理解してくれるでしょうし、また、「私も、私のできることをがんばってほめてもらおう」という、意欲をもってもらうことができると考えたから

です。 

・作品の掲示 

 私は、書道教育は自分で文字を書くことと、書かれた文字を見る鑑賞との二つの要素に大別できると考えています。そこで、生徒に鑑

賞の機会を提供するために、でき上がった作品のうちですぐれた作品は書道教室に掲示することにしています。すでに紹介しましたよう

に本校の生徒は１日中授業がつまっているのではなく、空き時間もあります。また、本校には運動場がありませんので、空き時間に生徒

は書道教室を訪ねてきてくれることがあります。そこで、書道教室に毎時間ごとの作品を掲示しておきますと、他の生徒がどのような字を

かいているのかを鑑賞する良い機会になりますし、「あ、これは〇〇の作品や」と友人の作品であることに気づいたときには「書と作者の

人柄」とを結びつけて理解しようとする、書の鑑賞の一つの大切な要素にも気づいてくれることもあります。このように書道教室に作品を

掲示することは、授業時間が少ないのでまとまった鑑賞の時間がとれない書道の授業ではとうてい指導しきれないことを、しかも自主的

に学んでくれるという貴重な機会を生徒に提供することにもなります。また、自分の作品が掲示されていると「ヤッター」という満足感、達

成感を感じるでしょう。またさらに、掲示された自分の作品と他の生徒の作品を見比べて「どちらの作品が良い作品なのだろう」と思うこと

から始まり、「なぜこちらの作品の方が良い作品だと思えるのだろう」→「こちらの作品の方が全体のバランスが良いからだろう」→「なぜ

こちらの作品の方が良いバランスなのだろう」→「良い方の作品は線の長さのバランスがとれているけれど、そうでない方の作品はここの

線が長過ぎる・短すぎるからだろう」という字の「構成」に気づいたり、字の「止め・払いの運筆」や「筆の速さによる線の太さの変化」などま

で気づいてくれる生徒もでてくることも期待できます。そして、このように「書」に興味をもってくれれば、たとえば街中でそれまでは素通り

していた看板の文字や身の周りの書に多少なりとも注意をはらってくれるようになるのではないかと思われますので、私は最新の生徒作

品を掲示することは大切なことであると考えています。 

・作品の返却・保管 

 できあがった作品は、教師のコメントの記入や採点が終わるとすぐに返却するのが一般的だと思いますが、1 年次生科目の漢字入門

では「皆さんの作品は卒業のときまで預かっておきます」と生徒にことわり、卒業時まで保管しておくことにしています。そうする理由は、

年間数回の授業ではありますが自分の作品を見てその時の自分との変化を感じてもらいたいからです。３年次生で最後の作品ができた

後で「１年次生の時あなたはこんな作品を書いていたのですよ」などの話しをしながらまとめて返却すると、生徒はとても喜んでくれます。

生徒が喜んでくれる理由は、自分の書道の上達ぶりを一目で振り返ることができ、また、自分の写ったスナップ写真を見るときのように、



作品を通してそれぞれの字を書いたとき自分が努力したことやその時のさまざまな状況や、本校での生活全体も思いだすことができる

からだと思います。また、生徒が自分の成長を作品を通して直接確認し書道の学習を思い出してくれることは、卒業後何かの機会に書

の作品を見たときに自分の作品と結びつけて考えることにもつながり、書道についての興味のきっかけになるとも考えられます。また、

自分の制作した３年間の作品はスナップ写真よりもずっと強い思い出・印象をあたえてくれると思われますので、自分の書道の歴史のア

ーカイブとしての意味をもつものではないかと考えています。 

 

４. １年次生「漢字入門」（前後期各１時間） 

4-1 １年次生「漢字入門」前期１時間 

 以上のようなことを心がけながらおこなった、生徒にとっては高校での初めての書道の授業である「漢字入門」の前期１時間の授業をご

紹介したいと思います。 

 書道は「毛筆で文字を書く」ことですが、生徒が最後に毛筆を使ってからかなりの年数がたっていますし、「毛筆」を使うことに以前から

興味をもっている生徒はほとんどいませんし、友達同士の連絡も携帯電話やスマホですましますので手紙を書くということもまったくあり

ません。そこで「漢字入門」の前期の最初の時間はまず、授業中にノートをとったり用件を忘れないためにメモをとったりするためなど、

何かの目的のために文字を書くのではなく、「文字を書く」ことそのものに意識をむけてもらうために、硬筆で「丁寧に本気で字を書く」と

いう授業をおこないました。ここでは「書道の時間には美しく書かなければならないということは忘れて、どんな字でも良いのでただ丁寧

に本気で書いてください」ということを伝えました。日ごろノートであれメモであれ「字を書く」ことの少ない生徒にとって、「丁寧に本気で

文字を書く」ことをだけを目的として文字を書くことは、「楽しい」というほどのことはなかったにせよ、小学生時代のことを思い出したせい

か、日ごろの生活では経験していなかったことを改めて思い出す、懐かしさのなかに新鮮さを感じさせることのようでした。 

4-2 １年次生「漢字入門」後期１時間 

 生徒に達成感を味わわせるためには、先生から指定されたものよりも生徒自身が興味をもって自主的に取り組めるものの方がより効果

的であり、自主的に取り組むためには生徒が「難しい」と感じることがなく、興味がもてるものでなければならないと考えました。そこで、

後期には「八つ切りの用紙に、毛筆で自分の名前を書く」という授業をおこないました。「自分の名前」を設定した理由は、書道の授業の

アンケートにも「書道の授業は汚れるから嫌い」「本気で書道の勉強をしてみたい」などの項目に印をつけた生徒もいましたが、「自分の

名前がもっときれいに書けるようになりたい」という項目に印をつけた生徒が多かったからです。「自分の名前」は小学校のときから書い

てきた、そして将来もずっと書き続けなければならない、すべての生徒にとってもっとも身近で必要な文字です。またその反面、自分の

名前を書くたびに「もう少しうまく書ければいいのに」と大人子どもにかかわらず大半の人々が感じている文字だからです。ほかの文字

は、たとえ「自分の好きな言葉・熟語」であったとしても、自分の名前ほどには身近なものではなく、また、先生から「自分の好きな言葉を

書きなさい」といわれたときには「私の好きな言葉は何だろう」と考えること自体が面倒で、それを考えるだけで疲れてしまうからです。 

 そこで、授業が終わったときに「書道のこの１時間で、私はいつもの字よりきれいに自分の名前が書けるようになった」ということをすべ

ての生徒が実感できるような授業にしたいと思いました。もし、１時間の授業で「授業が終わった時に、私はそれまでよりきれいに自分の

名前が書けるようになった」と生徒に実感させることができれば、それは達成感を感じさせることができたことであり、それをもとに生徒は

そこから「次は、これに挑戦してみよう」という意欲をもつことができるだろうと考えたからです。しかし、何も準備せずに「自分が納得でき

る自分の名前を書きなさい」と指示するだけでは、生徒はどうすれば良いのか分からずに困惑するだけだろうと考えました。そこで、私

は生徒一人一人の名前を書いて生徒に渡し「これは、何もなければ皆さんは書きにくいだろうと思って先生が書いてみた皆さんの名前

なので、この通りに書きなさいというお手本ではありません。ですから、自分の納得できる名前を自分で書こうと思った人は自分で書いて

ください。もし先生の書いた字を参考にしたいと思う人は参考にしてください」という話しをしました。また「どのような字が『うまく・上手に

見えるのか』」ということについて、字を構成しているそれぞれの線の傾き・角度について、いくつかの字で説明をしました。この授業の

流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 《線の傾き角度》 

                                        《資料「ある日の漢字入門」》   



 この流れの中で「美しく名前を書く」ために私がもっとも大切だと考えた「⑥縦・横・斜めの全ての線に対応している角度をみつける」こと

の具体的な内容を紹介します。全員が自分の名前を書けたことを確かめてから、作品に番号をつけて黒板にならべて「この名前のなか

で、とてもすばらしい角度の線で字が書けた人がいますが、それはどれでしょうか」と質問すると、生徒は「６番」「８番」など自分が美しい

と思った角度の字の番号を言ってくれたり、「この字のここの角度はちょっと変とちがうのかなあ」などとそれぞれの判断をのべたり、それ

らの判断について批評しあったりしました。そのように生徒同士で話し合いながら全員が納得できる名前の字を一つ選ぶことができます

と、私は「これは皆さんも感じたようにとてもきれいな角度ですね。ではこの字の場合ここの横線がどのような角度で書けているから美しく

感じることができたのか、皆でいっしょに書いてみましょう」と、字を構成している要素を一つずつ取り上げていくという手順で進めていく

と全員が上手に書けるようになりました。生徒数が多いときは全員が理解してから次に進むということは大変なのですが、私はこのように

問題を一つずつのポイントにしぼって授業を進めるようにしています。また個別指導においても、１時間の授業のなかで、一人ひとりの

生徒にそれぞれのポイントをはっきりさせて指導することを原則として授業を進めています。このようにして「⑪清書、１回勝負!」で最後の

半紙に名前を清書するときには、練習中には騒いでいた生徒も静かになり全員が集中して自分の名前を書くことができました。たとえば、

それまでは自分の名前を小さくしか書けなかった生徒も、ここでは変身をとげて大きな字が書けるようになった、というようにそれぞれの

生徒が「自分の名前をうまく書けなかった問題点」を克服して全員が自分で満足できる字が書けるようになったので、生徒は充実した１

時間をすごすことができたのではないかと思っています。 

 この生徒はふだん自分の名前をとても小さく、消えそうに薄い字でしか書けなかったのですが、この授業ではしっかりとした字を書い

てくれました。ほとんどの生徒は自分の書く自分の名前の字に自信がもてないのですが、なかにはある程度うまく書けるのである程度自

信をもっている生徒もいます。そのような生徒には「あなたはとてもうまく書けているのですが、もっとうまく書けるのではないかと先生は

思っています。たとえば・・・が書けるようになれば誰もがビックリするほど上手な字がかけるようになると思いますよ」というように、次の課

題の提案をすることにしています。 

 

 この授業の流れのそれぞれの段階は、生徒が終わるのをまたずに次の段階へ進みますと終わっていない生徒は取り残されてしまい

ますので、生徒全員が終わってからでなければ次へ進むことができません。そこで、全員が完成できたのは５０分の授業時間ギリギリで

した。 

 

５. ３年次生「書道１－②」後期 

 ３年次生の「書道１－②」では、前期２時間で自分の名前の一文字を彫る篆刻をおこないました。後期２時間では、卒業制作として心に

残っている言葉を表現したり、手紙を作成したりするという授業をおこないましたが、ここでは指導の詳細は省略して作品のみをお見せ

します。これはすでに卒業したM君が書いてくれた手紙です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これを活字で、メールの文章のように横書きに書きなおしますとつぎのようになります。 
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６.私の書道教育についての考え方 

6-1 M君の場合 

 在学中の M 君は、たとえば授業に遅刻してきたり授業中にしゃべっている生徒がいたりすると、そのことが気になって先生の携帯にメ

ールをしたり、苦しいことや嫌なことがあっても先生にメールをするというような生徒でした。しかし「今日は登校できた」とか「授業を最初

から最後まで受けることができた」など努力の積み重ねによって、レポートも提出できテストにも合格することができ、最終的には卒業す

ることができました。 

 私は M 君が書道の授業から満足感や達成感を感じてくれたかどうかは分かりません。生徒は一人ひとり好みや興味関心が異なります

ので、M 君が満足感や達成感を感じたのは英語や数学など他の教科を通してからかもしれません。しかし、いずれにしましても学校に

いろいろな教科があるということは、生徒のさまざまな好みや興味関心に対応できる広い幅をもっているということですので、それぞれの

教科は生徒の教育にとって大変重要な意味をもっていると思います。 

 秋桜高校の教員は、入学式までに生徒全員の名前と顔、入試時の作文の内容を記憶しているということはすでにお話ししましたが、入

学後もたとえば生徒の誕生日にはお祝いの言葉を述べたり、歌を歌ったり、また、登校していない生徒には電話で連絡したりしています。

これらのことは学校全体で取り組んでいることですが、それぞれの教科においてもそれぞれの取り組みをしています。このように秋桜高

校ではすべての教員が、一人ひとりの生徒がどこかの教科や行事など学校生活における何かの機会やタイミングでやる気をおこしてく

れることを目ざして、日々指導に取り組んでいます。そこで、書道を担当している私も、書道を通して一人でも多くの生徒に満足感、達成

感を実感してもらえることができれば、という思いで日々の授業に取り組んでいます。 

6-2 書道・毛筆指導についての考え方 

 そのような私の立場・考え方から M 君の卒業制作の手紙は、書道・毛筆のすばらしさを端的に表していると思います。そのことについ

て私は言葉では充分に説明できませんが、それはM君の手紙と文書を活字に置き換えたものを比較して見ていただければ理解してい

ただけると思います。逆の言い方をしますと、書道・毛筆のすばらしさは言葉で説明するよりもしっかり見ればわかるものだと私は考えて

います。ここであえて一つだけ言葉で説明しますと、活字に置き換えたものから文章の「意味」はわかりますが、毛筆の手紙からは文章

の意味以外に「感じられるもの」があり、それが書道・毛筆のすばらしさだと私は考えているということです。この「感じられるもの」はこの

手紙を読んだ私たち以上に、書いたM君自身がもっとも強く実感できたことだと思います。 

 このように書道・毛筆は、たとえそれが何であるかを言葉では説明できなくても、書く人にも見る人にもすばらしさを実感させてくれるも

のだと思われますが、教育の面においても他の教科にはない特徴をもっていると思います。すでにお話しましたように、時間の空いた

生徒が書道教室を訪れてくれることがあるのですが、そのようなことを繰り返しているうちに書道教室に授業中には恥ずかしくて皆の前

で質問できなかったことを私に質問してくれる生徒もでてきます。たとえば「自分の名前の字が何となく気に入らないのだけれど、どうす

れば良いの」という質問をしてくれた生徒がいました。そこで私は「この線をもう少し短くしてみたら・・」と助言しますと、そのようにしてくれ

てでき上がった字を見て「あー、なるほど」と自分でも納得してくれ、喜んでくれることもありました。ここでは、「ある線を短くする」という助

言をうけそのとおりに書くと「この線を短くするだけで、とつぜん字が美しくなった」という直接性・即効性と、他の教科の学習ではあまり経

験できなかった「助言どおりに（字を書く）ことができた」という成就感の二つが合わさって、インパクトの強い達成感を生徒は実感したと

思います。このような直接性、即効性をもった成就感によって生徒にインパクトの強い達成感を実感させることができるのは、高校の教科

のなかでは書道だけだと自負しています。そして、この達成感を強く実感できたという経験は、つぎにたとえば「いままでは授業中につ

いつい隣の生徒に話しかけてしまっていたけれど、一度授業中ずっと静かに先生の話しを聞いてみよう」とか「隣の生徒が忘れ物をした

ときに、いままでは気恥ずかしくて声をかけることができなかったけれど、一度『貸してあげようか』と声をかけてみよう」というように、いま

まではできなかったことに自分から積極的にチャレンジしてみるという「つぎに、これもしてみよう」という気持のエネルギーを生み出す出

発点になるのではないかと考えています。 

 現在、毛筆の指導は小学校３年生から始まりますが、毛筆のそのような教育

的な特性を考えますと、字が上手に書けるようにするという技術の指導として

ではなく、達成感を実感させるために小学校１年生から毛筆の指導をするべ

きではないかと考えています。小学校１年生で毛筆の指導をしようとすると

「筆の持ち方」から指導しなくてはならないとか、手や服がよごれるとかさまざ

まな問題があるでしょう。また、小学校１年生には「美しい字とは何か」というこ

とが理解できないということもあるでしょう。そこで、たとえば「この角度で筆を

置くとこのような『点』ができ、この『点』は美しい点なのです」というように「字」

ではなく「筆の置き方」だけを指導するということも楽しいことではないかと考

えています。いずれにしましても、毛筆は成功感、達成感を子どもに味わわ

せるためのすばらしい教材であると考えています。以上が私の実践の報告と、



書道について私が現在考えていることですが、そのまとめとして「考察と課題」

を準備してきましたのでそれをごらんください。 

ありがとうございました。 

                                   

 第３部 「話し合い」 

 

福光：清水先生、私たちがあまり知らない通信制の高校での書道の実践のご発表をいただきありがとうございました。これから話し合い

に入りたいと思いますので、ご意見、ご質問、ご感想等なんでも結構ですのでよろしくお願いいたします。 

G：私は今のご発表をうかがって、書道にも子どもの興味関心という側面があるのかと初めて知ることができました。といいますのは、私は

今までは、書道教育というのは子どもに美しい字が書けるようにさせるためのものであるという理念・目的と、そのための指導手順・段階

の大きな道筋は確立されており、「楽しむ」とか「とにかく書いてみよう」というようなことはその道筋に至るために単なる指導技術ではない

かと思っていました。しかし、清水先生の「達成感」というお話をうかがって書道にも「美しい字」以前の段階があるのだということを初めて

知りました。また、美術教育は「美しい字・作品」以前の「楽しむ」「とにかく描いてみる」ということのみを目的にしている分野であることが、

今まで以上にはっきりしてきました。 

K：毛筆ということでは、小学校１年生から毛筆を指導するということが今話題にのぼっているのですが、もし小学校１年生から毛筆が使

われるようになったとしても、それは現在の国語科「書写」という考え方のもとで位置づけられると思います。指導要領の小・中学校の「書

写」では、昭和のある頃から「美しい」という言葉は使われなくなり「整える」「正しい」「正確に」という言葉で統一されるようになりました。し

かし、高校の芸術科・書道ではとつぜん「美しい」という言葉があらわれてきます。その理由は小・中学校の「書写」はあくまで国語科の一

部であり、高校で初めて芸術科「書道」として認められるという制度上の「ひずみ」をそのまま反映しているからだと思われます。私たちは

小・中学校の「書写」においても「美しい・美」ということが書道の根幹として是非必要な言葉であると考え、そのための運動を続けている

のですが、その成果はまだあがっていません。 

S：清水先生は「落書を認めると授業で指導したい内容に入ることができないので、授業のときにはやめさせる」ということをおっしゃった

のですが、図工・美術の私の立場からは、生徒が楽しんでおこなっている「落書」を、先生が指導しようとしている内容にそのまま結びつ

ける方法もあるのではないかなあという感想をもちました。 

清水：今ご紹介した落書は、授業が始まる前や、空き時間に生徒がかいたものです。 

S：その落書は授業以外の時間に生徒が楽しんだものであっても、授業の内容によっては、授業によって落書も発展・変化させるという要

素もあるのではないかと思うのですが、授業の内容と落書の内容の関連について清水先生はどのようにお考えなのでしょうか。 

清水：すでにお話しましたように、私が赴任した当初は授業が始まるまでに墨汁と半紙を机の上に準備しておいたのですが、そうすると

どれだけの半紙を準備しておいても、生徒は授業までに全部落書に使ってしまうということがありました。書道をおこなっている私として

はそれはもったいないことであるので、生徒に「半紙を大切にする」ということも理解してほしいと思いそうしました。また、書き終わった半

紙を散らかしっぱなしにしていましたので、「ものを大切にする」「出したものは片付ける」「借りたものは返す」などの基本的な生活習慣

を身につけさせることの一環として「ゴミは片付ける」「ものを大切にする」ということも、生徒に身につけてほしいと思い半紙の量を限定す

ることにしました。限定はしたのですが、生徒は今でも落書を楽しんでいます。 

T：私は落書は落書でいいのではないかと思っていますが、落書には自分がすでに知っていることしか書けません。でも、書道の時間

に今まで知らなかった新しいことを学ぶと「ああ、これをこうすると、こうなるのか」という新しい発見があります。「学び」というのはそのよう

な「新しい発見」ではないのでしょうか。つまり、ふだんしていることを繰り返すということではなく、書道の時間には書道について今まで

知らなかったことを知り、それを試してみると新しい発見ができるということを生徒に実感させるということも、授業においては大切ではな

いのでしょうか。 

C：今の T さんのお話とは別のことになるかも知れませんが、書道は文字を書く芸術ですので、書道の授業を「生徒に新しい発見をさせ

る」というテーマで展開しようとするのであれば、たとえばまず「書」という字の意味を知らせることが「新しい発見」の出発点として考えら

れるのではないでしょうか。「書」という漢字は会意文字で上の部分は「イツ」で「筆」を意味し、下の「日」は「者」という意味ですので、「書」

という字は「書く者」という意味なのです。最初にこのような説明をすると「新しい発見のための書道」という先生の意図が生徒に伝わりや

すいのではないかと思います。 

福光：N先生も以前に問題をかかえた生徒の指導をされたことがありますね。 

N：はいあります。ですから私は清水先生のお話を「ああ、懐かしいなあ」という思いで聞いていたのですが、そのときの生徒の「できた!」

と満足している顔が思い出されて心が暖まりました。清水先生の授業時数と私の授業時数はまったく違いますので単純に授業内容の比

較をすることはできませんが、１時間１時間の授業が勝負になるという点では私も同じ考えをもっています。まず、私の生徒の場合は、書

道の授業が年間およそ５０時間ほどあり、３年間で多い生徒では２５０時間ほどの授業時数になります。そのような授業時数のなかで私が



気づいたことは、１年生の段階で基礎的なことをきっちり指導しておかなければ、後々向上がみられないということです。最初の１年生の

段階で基礎をしっかりさせておきますと、授業時数の合計が１５０－２００時間になる２年生の終わり頃から３年生にかけて、表現の内容が

著しく向上したり、書のなかに新しい発見ができるようになるなど飛躍的な進歩がみられるようになります。ですから私は１年生のときに

は基礎的なことを重点的に指導することにしています。基礎的なことを学ぶのはおもしろくないことだと一般的には考えられていますが、

必ずしもそうではないと私は思っています。といいますのは、基礎的なことをいわば「詰め込んでいる」ときにでも生徒は「ヤッタ!」「でき

た!」「書けた!」という満足感、達成感を感じてくれるからです。また、書道においてもっとも基礎的な「美しく書く、整えて書く」ということは、

それが身についていないと「崩した字を書く」ことができませんので、とても大切なことだと私は思っています。もし、生徒が最初から「崩

した字」を学び、それが「良い字だ」と思ってしまうと、その生徒は必ずどこかで「頭打ち」になり、それ以上の進歩ができなくなってしまう

からです。以上のような理由で、私の授業時間数においては、私は基礎を大切にした指導をおこなっています。次に、「１時間（５０分）で

完結する授業をおこなう」ことにつきましては、私も清水先生と同様に一つの課題は１時間で完結させ、次の授業とは連続させないように

しています。そこで、１時間の授業のなかで生徒に達成感を実感させるという清水先生のお話しのなかで、私もたくさんのヒントをもらうこ

とができました。特に、生徒同士の話し合いのなかで「美しい字」に気づかせるということは、私も是非ためしてみようと思いました。 

H：私はずっとアメリカで美術教育の指導をおこなってきたのですが、アメリカでは現在墨について知り、和紙について知るということを

ふくめ、「墨絵」について知られるようになり、柔道が世界中で「ジュウドウ」という呼び方で定着しているように、「スミエ」という名前で定着

しています。そのような状況のもとで清水先生のお話をうかがって思ったことは、清水先生はアートの一つである書道教育を「人間力を

育てるための教育」という視点から取り組んでおられるのだなあということです。私もアート教育の目的は、子どもに「できた!」という自信を

もたせることだと思っています。この「自信」は言葉によるコミュニケーションによっても育むことができるのですが、言葉でのコミュニケー

ションが難しい子ども・学生には非言語であるアートによっても人とのコミュニケーションがはかれるのだということを知らせることはとても

大切だと最近考えています。また、先ほどのN先生のお話のように、アートにはさまざまなレベルがあることは私もまったく同感なのです

が、それについて私が今考えていることが二つあります。その一つは、自分のアート制作についてしっかりした目標をもっている学生に

対する指導です。そのような学生に対しては、その目標を達成させるための指導・援助をしてあげようと思っています。また今一つは、自

分の目標がまだもてていない学生に対する指導です。そのような学生に対しては「衝動の発見」をさせてあげようとしています。「衝動の

発見」とは何かといいますと、それは「目的以外のことにも興味の目を向ける」ということで、そのために私は今年の前期の目標を「学生を

できるだけ図書館に連れて行く」と設定しています。たとえば「今日はカンディンスキーについて調べてみましょう」と言って学生を図書

館に連れて行きますと、学生はまずカンディンスキーに関連する図書がおいてあるコーナーへ行くのですが、そのときにはカンディンス

キーの図書だけを見るのではなく、たとえばその隣に今まで知らなかった画家の本があるとつい手に取ってしまうということがあります。

そしてその画家の本を見ると「エッ!」と思い、そのことによって今までまったく考えていなかった新しい出会いが生まれるので、そのような

経験を通して新しい世界が自分の目の前に展開するということを知らせたいと思い、それを私は「衝動の発見」と呼んでいるのです。特

に現在は、もし「・・・について調べなさい」と言われるとすぐにスマホやパソコンでその事柄について調べるのですが、そこには図書館

のようにまったく予想もしていなかったような本が近くにあるということはなく、調べたいことのみしか出てきませんので、たとえそれが「ふ

とした思いつき」であってもそれを行動に移すことによって今までまったく知らなかった世界があらわれるということを「衝動の発見」と呼

んでいるのです。清水先生のお話の中にはそれらのことすべてが含まれていたと思いますので、いつか是非私の学生にも話しをしてく

ださい。 

R：私の小学校でも現在「ipad」を使ってみようかという話しが出ているのですが、それも「自分の調べたいことだけを調べる」という点で H

先生のお話と同じだと思います。私は前任校では図工の専科ではなくすべての教科の指導をしていたのですが、そのときの指導は次

のようなものでした。たとえば「夢」という字ですと、まず「『夢』という字を、なにも見ずに好きなように書いてみよう」と言って書かせます。

次にお手本を見せて「もしあなたが先生で、あなたが今書いた『夢』という字をある子どもが書いた時に、その『夢』という字がもっと美しく

書けるようにするためにどのような指導をしますか。お手本の字と自分が書いた字を見比べて、指導する部分に赤鉛筆で印をつけてく

ださい」と言うことによって、自分が書いた字の問題点を客観的な立場から発見させ、それをもとにもう一度「夢」という字を書かせますと

子どもはその字を見て「オー、きれいな字になった!」と自分でも驚いてくれます。私はそのような指導をよくしたのですが、そこで気づい

たことは、図工の作品と書写の作品とはまったく種類のちがうものですが、子どもの「美しい」という判断は図工の作品にも書写の作品に

も同じように働いているのではないかということです。しかし、子どもは図工と書写をべつのものだと感じている部分もあるようです。とい

いますのは、小学校の５、６年の教科書には「墨絵」がでてきますので私も取り上げたのですが、そのときの感想に「国語の書写では全

員が同じ字を書かなければならなかったけれど、図工では自分の好きなように書けたので楽しかった」という意味のことを書いた子ども

が何人かいたからです。そこで、私は今後図工で墨絵の指導をした先生が、書写の指導をした先生と「同じ子どもが同じ材料用具を使

った作品で、共通点と相違点がどこにどのようにあるのか」ということを話し合う必要があるのではないかと思っています。 

H：図工・美術と書道の共通点と相違点について、私はこのようなことを考えています。それは図工・美術の場合の作品はストーリー性を

もっている「物語」ではないかということです。そして、そのストーリーが作品にあらわれてくるとそれは見る人にとって「心のこもった表現」



として受け取られ、ストーリーがあらわれないと「心がこもっていない」と受け取られるのだろうということです。そこで、何かをただその通り

写すだけだと、そこには物語性がないので見る人に「美しい」と感じてもらえないのだと思います。書道においても書かれた字に物語性

があると、それは「美しい字」になるのではないかと思います。そこで、美術の作品や書道の作品に私たちが感動するということは、私た

ちがその作品のもつ物語性に感動しているということではないかと思います。 

T：その「物語性」という問題についてなのですが、たとえば学生が制作したアニメーションの場合、物語性のまったくないただ「あるもの

が転んだ」ということだけで、そのアニメがとてもおもしろいものになっているということがあります。また、H先生が先ほどおっしゃった「衝

動を感じる・自覚する」ということは、ストーリーではなく瞬間的な衝動だと思われますし、その瞬間的な衝動でも充分ではないかと私は

思います。以前ある漫画家に講演にきていただいたときに、私は「『４コマ漫画』にはストーリー性がなければおもしろくならないのではな

いですか」という質問をすると、その漫画家は「ストーリーなんて必要ないですよ」とおっしゃいました。つまり、「たとえストーリーがなくて

も、その場面が変わること自体がおもしろければそれで良い」ということでした。ですからストーリー性がなくとも「あ、こんなことでも笑える

のだ」ということだけでも充分ではないかと思うのですが。 

H それは「感動の量」だと思います。たとえば、すごく美味しいものを食べたときには、それを他の人にも伝えたくてすぐにブログにあげ

るように、人は何かに感動したときには、それを他の人にも伝えたいと思うのではないでしょうか。 

TそれではH先生のおっしゃる「ストーリー」というのは「感動」という意味での「ストーリー」なのですか。 

H：「感動」は瞬間的な出来事です。しかし、たとえばある人にとても嬉しい・悲しいことがあり、それを他の人に伝えたいと思ったときに、

自分の気持を人に伝えるためには何らかの方法が必要なので、それを言葉や絵や文字など「どのような方法で伝えようか」と考えると思

います。もし、同じ場所に居合わせた人に対してであれば「あー、おもしろかったねえ・悲しかったねえ」で自分の感じた感動を伝えるこ

とができるのですが、その場に居合わせなかった人に対しては自分の感動を「どのようにして伝えるか」ということを考えなければなりま

せんし、それは「どのようなストーリーで伝えるか」ということを考えることと同じことだと思います。 

T：それは、伝えるための言葉を考えるということだと思うのですが、たとえば子どもがビデオカメラで何かを撮影しているときに、「何を撮

影しようか」「何がおもしろいのか」ということはまったく考えていなくても、スタートボタンを押すと撮影はできますので、何も考えていなく

ても結果としておもしろい映像が撮影できたということがあるのではないかと思います。そして、それは「まったく意識しないで撮影したが、

偶然おもしろいものが撮れた」ということです。そして、もし「偶然おもしろいものが撮れたので、これを他の人にも見てもらおう」ということ

になれば、それはそれで完結しており、そのことについて語る必要はないのではないでしょうか。書道の場合でも、どのような字を書こう

かとほとんど考えずに筆である字を書いてみると偶然おもしろい字ができ、そのおもしろさがそのまま他の人にも伝わったとすれば、そ

れはそれだけで良いのではないかと思います。もし「物語」を語らなければならないとすると、それを語るための手段・方法を考えなけれ

ばならないというハードルが生まれてくるのですが、美術の場合にはもっと直感的、感覚的に「偶然こんなものが撮れておもしろかった

ので、皆さん見てください」という側面もあるのではないかと私は思っているのですが。 

H：確かに「撮る」段階ではそうですね。次の段階で、それをまとめたり、カッコ良く見せようと思ったり、ポートフォリオを作ったりしようと思

うと、そのための基礎や、なぜここがおもしろくなくなったのかという分析などが必要になります。そして、観客におもしろいと思ってもらえ

るためのさまざまな努力をしても、もし観客がおもしろいと思ってくれなければ、そのことはあきらめてしまって別のことに挑戦してみよう

かということになりますので、それが「ヤッタ、できた」ということの根元としてあるのかもしれません。 

福光：今、H 先生がおっしゃった「どのような時に人の心は動くのか」ということを、清水先生は「うまく表現できない生徒が、どのような時

に心を動かしてくれるのか」と日々一生懸命観察しておられるのではないかと思います。それにしても清水先生の授業時数は少ないの

ですが、授業以外には生徒にどのような指導をされているのですか。 

清水：本校を卒業した生徒の進路はさまざまです。大学へ進学する生徒もいますし、今の仕事をそのまま続けたり新しい仕事につく生徒

もいます。大学へ進学したり、新しい仕事についたりするなど何らかの支援・援助が必要な生徒には、私たちはできるだけの努力をして

います。また、そのような支援・援助を含め、一人ひとりの生徒の考え、希望、困難点などを私たち教員がすべて共有しながら指導にあ

たっていますので、私の授業時数は少ないのですが日々とても忙しく過ごしています。また、保護者につきましては、保護者との面談を

前後期それぞれ１回以上、１時間以上の時間をとっておこなっています。面談では「学校ではこのような生活を送っています」「今、こん

なことに興味を持っているようです」「こんな希望をもっています」など生徒のすべてを保護者に伝え、保護者と協力しながら生徒の向

上・前進をはかっています。 

福光：それでは時間がきましたので、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

 以上が、第１４回アート知っとくミーティングの内容です。今回は、「文字」を取り上げることで書道との接点や表し方の違いを楽しみな

がら、書道、美術それぞれの教材開発へのインスピレーションを触発するような活動が展開されました。また、高校生との一期一会の書

道授業の紹介では、書道と美術の教育が人間形成に関わる表現活動の問題において共通性が見出されることを実感する内容であり、



その後の議論が大変活発に行われました。教育活動における達成感については、今後も更に議論を深めていきたいところです。今後も

引き続き、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。 

 

 

次回アート知っとくミーティングのお知らせ 

 

第 15 回アート知っとくミーティング	 

日時：2017 年 12 月 23 日（土）13：30~16：45	 	 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス 

 

 


