
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第２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：	 2013 年	 ３月２４日(日)	 13：45～16：35	 

	 

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	 ―	 

総合司会：福光	 敬子（書家）	 
	 

〇挨拶・参加者紹介	 

○第１部	 授業実践の紹介	 	 

・図工授業実践紹介	 ：渡邉	 美香（大阪教育大学）	 

・書道授業実践紹介	 ：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）	 

	 

○第 2部	 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、参加者全員の考

えや賛否などを交えて話し合います。今回は、「評価」、「鑑賞・批評」、「掲示」について時間の

許す限り話し合います。	 	 	 	 

	 

○第３部	 みんなで遊ぼう	 筆と墨	 	 

筆と墨を使って実際に体を動かします。書道のルールを一つに限定して文字を書く実践、筆と墨

でルールを一つ設けて絵を描く実践、作品の相互鑑賞などを行います。	 	 

ルール提案者：福光	 敬子	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (敬称略)	 

	 

○まとめ・今後の予定	 
	 

	 

	 

	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 アート知っとくミーティング報告（第 2 回）	 

	 

	 

今回の司会は全て福光によって行われました。以下ミーティングの内容を簡単に報告します。	 

	 

第１部 授業実践紹介・図工「インドからの教員研修性ヴルシャリさんの大阪市立東田辺小学校における	 

『インドの装飾模様形の紹介』」報告	 	 渡邉美香（大阪教育大学）	 

  本来授業者であるヴルシャリさんが本時の授業の意図や反省を述べるべきであるが、すでに帰国しているの

で、渡邉が彼女に代わって本人の紹介や授業について聞いたことを話した。 

	 

授業者ヴルシャリ（Joshi	 Vrushali	 Narayan）さんの紹介と本授業の経緯	 

	 ヴルシャリさんは、インドのムンバイ近郊のナシックの私立小・中学校において 11年間、図工・美術の専科の先

生として勤務した。2011 年 9 月に国費留学生として来日し半年間大阪大学において日本語研修を受けた後、

2012 年 4 月から翌年 3 月まで大阪教育大学渡邉研究室において、教員研修生として図工・美術教育の研究に

たずさわった。 

 ヴルシャリさんはこの一年間大阪教育大学附属学校をはじめ多くの大阪市の小学校を訪ね、授業参観、教員

研修や研究会の参加などを通して日本の美術教育の実態を調査した。また、それらの一環として大阪市立東田

辺小学校の村上ひろみ先生の紹介と同校の校長先生はじめ諸先生方の協力のもと、2012 年 11 月 15 日に東田

辺小学校図工展の調査訪問後、1年 1組児童にインド式挨拶を紹介するなど国際交流を行った。その続きとして

2013 年 2 月 18 日の第 2-4 校時に同校の１年１組児童 26 名（２－３校時）、１年２組 27 名（３－４校時）に「インドの

装飾模様形の紹介」というテーマでインド式図工授業を実践した。 



	 

授業の内容	 

◇学習目標：織物や写真の中から、インドの模様を発見する。好きな動物や植物などを線描きし、三角や四角、二重

線等で囲み、装飾的な模様をつくる。  

◇ねらい：インドの文化には、たくさんの装飾模様がある。装飾的な形は、物を飾る目的で、いろいろなものに用いら

れる。織物、建物の壁面、器など。模様は日本の伝統的な模様とは異なり、インドのものはより装飾的で、花、植

物、鳥、動物などの自然の形が発想の源となる。 

 本授業では、1 年生を対象にインドの装飾的な形を紹介する。  

◇導入	 

	 はじめに「インドの服を知っていますか？」という投げかけがあり、ヴルシャリさんがインドから持ってきた服やス

トール、サリーをみんなで広げて見た。その活動の後、黒板にインドの模様を実際に描いて見せた。（複雑な自然

の形→幾何学的な形）また模造紙に描いた模様のチャートを掲示した。インドの子どもたちの作品も見せた。 

◇展開	 

	 実際にインドの模様を描くことを子どもたちに告げ課題を指示する。「今日、私たちは、織物や手元にある写真

から模様を見つけます。そして、あなたが一番好きな装飾的な形を描いてみます。 最初にフェルトペンで枠を描

きます。」各班にサンプルの資料を配布。フェルトペンで模様を描き終えたら、オイルパステルで色を付ける。最

後４時間目に 2 クラス合同で作品鑑賞をした。 

	 

同上授業についての１年１組担任村上ひろみ先生の感想	 

	 子どもたちはヴルシャリさんの本授業を楽しみと同時に緊張もしていた。しかし、資料やインドの布や服を実際

に見せてもらったことによって緊張がほぐれ「できそうだ」という期待をもつようになった。また、ヴルシャリさんが黒

板にインドの模様をゆっくり描いてくれたので線の描き方が理解でき「描けそうだ」という自信が生まれたので、

「ゆっくり描きなさい」「つなげて描きなさい」などの指示がなくてもそのように描くことができた。彩色については、

子どもたちは日頃パスを使う場合はパスのみで作品を仕上げ、フェルトペンで描いた線の上にパスで彩色するこ

とはない。そのため、今回フェルトペンの上にパスで彩色することにはかなり抵抗があり、「色が塗りにくい」という

声もあがっていた。色がフェルトペンで描いた線をはみ出してしまうことへの戸惑いは作品にも見られる。この問題

は中・高学年であれば製作中に慣れるので解消できるのであろうが、１年生にとっては線の枠の中にパスで彩色

することは困難であったようである。しかし、できあがった作品からはパスを使うことによって生まれたある種の迫力

が感じられたので、現在のところ私にはどちらがよかったのかは判断できない。この作品を描いた子どもは、日ご

ろはとてもやんちゃな子であるが、自分の作品がとても気に入り、翌日に「もう一度作品を見たい」と言って自分の

作品をさがし、それに見入っていた。 

 ヴルシャリさんの意図はこのようなものであったと思われるが、そうでない作品も見られた。そうでない作品を制

作した子どもはヴルシャリさんに「これでいいのか」と聞いていたが、ヴルシャリさん「OK,OK」と言ってもらえていた。

子どもたちが自信をもてなかったことをヴルシャリさんに認めてもらえたことは、国際交流としての「インドの模様に

親しむ」という本時の授業におけるおおきな収穫であった。 

	 

感想	 

（舟瀬）私が今まで見た外国の子どもの作品は、カラフルで大胆な色の使い方などの点で日本の子どもの作品とは

ちがうと思っていたが、日本の子どもでも鳥にオレンジ色を使ったり、魚に大胆な色使いをしているのを見て

おどろかされた。 

（三澤）２組では「フェルトペンで描いた線の上にはパスをぬらない」ということが２組の担任の先生によって補足・強

調されたので、線を残してパスをぬった作品が多く見られた。他方、１組ではその補足・指示が強調されな



かったので線の上にパスをぬった作品が多かった。そこで線の美しさは２組の作品により多く見られる。 

（石井）彩色については１組、２組ともよく考えられている。 

（佐々木）私は「模様をつくる」というパターン化された模様を繰り返したり、広げたり、外の空間を処理することがはた

して１年生にできるのかということを当初から心配していた。しかし、子どもたちは「模様をつくる」というよりは

各自のお話を画面上につくりだしていた。ヴルシャリさんが意図していたような「模様をつくる」ということは３－

４年生以上で初めてできることではないか。 

（渡邉）インドでは、ふだんから子どもたちは何かを描けばそれを模様にするという活動に

なれているそうなので、インドでは１年生でも「模様づくり」ができるのではないか。

むしろ、インドの子どもたちにとっては「お話」をつくる方が難しいのではないか。

ヴルシャリさんの話しでは、インドではこのような活動（例：自然の花の形から、幾

何学的な形に作り替え模様を広げる活動 (図 1)に慣れているが、日本の子ども

はそのような経験がほとんどないので難しかったのではないか、ということであった。

また、ヴルシャリさんは、子どもに見せたインドの参考作品の真似ではなく自分の

好きな模様をつくってほしかったのだが、真似をする子が多くて困惑したと述べて

いた。私は、子どもたちが初めて見た模様を真似ることは当然であると思うが、ヴ

ルシャリさんの思いと日本の子どもの実態とのギャップが国際交流の意義の一つ

であったと思っている。 

（村上）子どもたちはヴルシャリさんの授業で分かったことを感想として書いたが、ヴルシャリさんはその感想一つ一

つにカラフルな色で名前を書き、印も押してくれ子どもたちはとても喜んでいた。 

（渡邉）インドでは、特に小学校低学年で彩色にパスをつかうことが一般的であり、パスを使用したそうである。 

（三澤）日本では、先生が線を重視するか色を重視するかを決め、それによって絵の具を使用するかパスを使用する

かを決めることが一般的である。ヴルシャリさんはパスでも線が残ると考えたのであろう。 

（福光）幼稚園の絵画展でフェルトペンのかわりに墨で輪郭を描いている作品を見たことがある。墨で描くと線が太く

なり力強い感じをうけたが、図工ではそのようなことはよくおこなわれるのか? 

（村上）私は、絵の具の筆に墨をつけ、その上に絵の具で彩色させたことがある・・・・。 

（三澤）「お話の絵」では和紙に筆に墨で輪郭を描かせ、輪郭の美しさを残すために紙の裏から絵の具で彩色させる

ことがある。筆の線で太い・細い、強弱を描き分けることは低学年では難しいので、これは中学年以上でおこ

なわれている。 

     日本の図画工作科指導要領には「模様」という言葉はでてこない。インドでは「フレーム」が模様となっている

ので、書道では「フレーム」は使わないとおもうが、「模様」と「フレーム」の意味について考えてみてもよいの

ではないか。 

（佐々木）日本では子どもたちに「はみ出してもいいよ」という言葉掛けをよくするが、ヴルシャリさんは枠のなかでの

広がりぐあいを「模様」にしたいという意図をもっていたのではないか。 

（渡邉）ヴルシャリさんの話では、インドの模様は、ペルシャの模様とくらべると、より密度が高いということであった。そ

こで、彼女もたくさんのものがぎっしりと描かれているものを「模様」と考えていたのではないか。 

 

 

第１部	 授業実践紹介・書道①「書道に関する４つの題材紹介」	 辻倉史子（奈良市立登美ケ丘小学校）	 

	 	 本報告は、奈良県の小学校の書写の教員対象の研修会で提案したものである。 

マペット	 

	 小学校の書写には「ひらがな」が必ず入ってくるが、運筆の際に「筆を返す」という点で「かな」は漢字よりむず

かしい、という声が子どもからも先生からも聞かれる。そこで私がその指導法として考えたのが「穂先君」というフェ

図 1 花の模様の例 



ルトで作ったマペットである。このマペットを左手にはめて、「筆の入り」を意味する「起筆」を子どもたちに理解させ

るための指導をおこなった。起筆は筆の先を４５度、あるいは１０時の方向からおこなうが、その際筆を押し付ける

ような入り方ではなく、穂先をかたむけた状態で穂先から入らなければならないことを説明するために「穂先君は

毛が命、毛先が命」という言葉で動作とともに説明すると子どもたちは興味をもってくれた。たとえば６年生の課題

である「の」の字を書くためには、途中で筆を返して筆の裏側を使わなくてはならないが、それを「穂先君の後頭

部を使う」と説明し、また筆の表側に返すときのことを「また穂先君の顔にもどる」という言葉でマペットの動きととも

に説明すると子どもたちは理解しやすかったようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半紙をコピー	 

	 教科書会社の資料にはのような用紙がついており、その上に筆をなぞらせることが指導の初期におこなわれる

が、その際コピー用紙にではなく半紙にコピーすれば子どもたちは直接半紙に練習できるので便利である。 

	 

手形・足形の作品化	 

	 掲示用にも使えるので、年末・年始には手形・足形をとるという題材を使用している。書道ではその材料として

朱液、墨液があるが、それらを使うと２－３日は色がとれないので、私は絵の具と絵の具筆を使って自分の好きな

色で手足に色をつけさせている。また、単に手形・足形をとるだけではなく、好きな字や今年の抱負などの一字を

入れさせると作品らしさが増す。さらに、消しゴムで作った落款をそこに押すとさらに見ばえのする作品になる。年

末・年始は寒い時期で水は冷たいので、家庭科室から借りてきたタライにお湯をはりそこで洗うようにすると「足湯」

というお楽しみもふえる。このとき、タライの湯を使い続けると「お湯がきたなくなった」「お湯がくさくなった」などの

声があがるので、入浴剤を入れるとホッコリした気分で次の制作に入ることもできる。 

 

学校生活のなかで字を書く機会をふやす	 

	 習字の時間だけは字を書くことの楽しさを子どもたちに理解してもらうことは難しいので、学校生活の中でできる

だけ多く字を書く機会をあたえるように、教室に筆ペンを常備している。たとえば６年生が修学旅行から帰ってきた

ときに、旅行中のできごとや事後の「調べ学習」で調べたことを冊子にまとめるときに、表紙を習字紙に「折り染め」

をした上に筆ペンを使ってタイトルを書かせるようにしている。また、毎朝音読をさせるときに使っている「音読カー

ド」や、図書室の本のカバーに使う切り絵、国語で俳句や短歌を学んだときなどには短冊に筆ペンで書かせるよう

にしている。また、学年末にはそれまでに配布した学級通信をまとめて製本させているが、本年度はそのカバー

に昆虫の切り絵の上手な写真家の切り絵を使ったが、その昆虫の下に自分の好きな色の色紙をはるという活動を

させた。子どもたちは大人であればけっして選ばないような個々の子ども独自の感性にもとづく色を選んでいた。

子どもたちにとっては半紙に字を書くよりも、上記のように一手間かけた紙に実際に使うために字を書く方がよりや

りがいを感じることができ、そのことが子どもたちの習字の時間の意欲にもつながってくる。以上のように、私は小



学校では「書写」と「書道」を分けては考えずに、とにかく子どもたちに「字を書くことは楽しい」と思ってもらえること

が大切であると考え、日ごろの実践をおこなっている。 

 ヴルシャリさんの実践紹介で、線で区切られた図形で色が線を越えないというルールにもとづく指導が紹介され

たが、私はそのようなルールをいくつか決めておくと、子どもたちは大人にはない独自の感性を表現をおこなうと

いう実践をしたことがある。子どもたちは、具体的な指示をしなくても先生の一言によってその方向のなかでそれ

ぞれ独自の表現をしてくれる。 

	 

感想	 

（佐々木）私は何事も最初が肝心だと思っている。そこで、３年生で初めて書写の授業をおこなうときには、道具の使

い方、墨の擦り方などを説明した後で何も説明せずに「一（いち）を書きましょう」といって一を書かせる。それ

まで筆を扱ったことのない子どもたちはさまざまな字を書くが、そのときは何も言わずそれを１年間預かって

おく。その後１年間の指導の後の学年度末にもう一度「一」を書かせ、それを最初に書いた字と比較させると、

何も言わなくても子どもたちは１年間の学習の成果を実感してくれる。 

（村上）３年生を担任したとき、私は漢字、かなを問わずまず自分の名前を書かせてそれをすべて掲示する。その後

は佐々木先生と同様に「一」を書かせ、それを預かっておいて学年末に自分で比較させるという方法をとっ

た。私は最初の習字の時間には子どもたちに「字を書くことは楽しい」「できる」という成功感や自信を味わわ

せたい。しかし、その後の指導者としての私は、ややもすると「止め」や「撥ね」など書道の基礎技術の指導に

重点をおいてしまっていることに気づくので、その点を自戒しながら指導にあたっている。 

（石井）私は大阪市の小学校に勤務しているが、私たちの書写委員会でも辻倉先生と同様の試みをおこなっている。

私たちは「穂先君」ではなく、「穂先指輪」を作って新任講習などで紹介している。 

	 

	 

第１部 授業実践紹介・書道②「高等学校の書道における私の取り組み」	 	 
舟瀬純子（兵庫県立武庫総合高等学校）	 

全体的な状況	 

	 私は、自己紹介でもお話ししたように、高校で「情報」の指導を主としておこなってきたので、書道の指導に全

面的にかかわるのは昨年がほぼ初めてあった。勤務年数はある程度あるので、書道に全面的にかかわるにあ

たっても今さら他の人に聞きづらかったので、自分でさまざまな模索しながら指導に取り組んできた。本発表はそ

のような模索の経緯の紹介である。私が担当したのは高校１年生の「書道１」が２クラス各２時間、２年生の選択教

科「総合書道」が週２時間、３年生の「ペン字」が週２時間３クラスであった。 

 まず、３年生の「ペン字」の紹介をする。これは「１年間ひたすら鉛筆書きをおこなおう」という講座で、３年生３００

人あまりの生徒のうち９３人が履修した。私もこれまで、すでにお話のあったように、まず「自分の好きなように文字

を書きなさい」という課題で書かせ、年度末に作品を返却してきた。しかし昨年は、本校での最大のイベントである

「総合学科発表会」（２月に実施）に「ペン字」の発表を生徒各自の企画、制作、構成でおこなうことを目標として授

業を展開した。生徒はこの１年間の授業を楽しんでくれたようで、過去に履修した卒業後服飾関係でアルバイトを

している大学生が学校をたずねてくれて「お客さんに出した手紙の字がとてもうまいとほめられた」という話しをし

てくれた。私もこの授業をおこなってよかったと感じられ嬉しかった。 

 １年生については、高校入学まで書道を経験した生徒は多くて半数という状況である。しかし、１年経つと「私は

この１年でとても字が上手になった」と言ってくれるようになった。年度末に１年間の復習も兼ねて、１年間に学習

した古典名と作者名を一覧表にまとめさせた。私が１年かけて説明した王羲之の「羲」という字をまちがえた生徒も

いた。配付した資料は作品とともにすべて、配付した B4 のファイルに順に保管させたが資料の総数は４０枚程度

になった。最後に自分のファイルの感想を述べさせたとき、多くの生徒は「良い効果がでた」などの一般的な表現

を使ったが、なかには、本校では書道のテストを実施していないので学んだ事柄を暗記する必要がないにもかか



わらず、たとえば「連綿・連綿体（字が次々に連続して書かれている書体）」など書道の専門用語を使って感想を

述べてくれた生徒もいた。また、「１年間通して自分が成長できたこと、反省すること」を書かせたところ書道のこと

が述べられるのではないかと予想していたが、「集中力がついた」と述べてくれた生徒もかなりいた。すでに述べ

たように、私にとって１年生の書道を指導するのははじめてのことであったが、日ごろは騒がしい生徒でも書道の

時間には２０－２５分間黙って、学級全体が静寂のなかで集中してひたすら字を書いている姿に心を打たれた。そ

れも「集中力がついた」と書いてくれた理由の一つであろう。 

	 

評価の試み	 

	 私が担当してきた「情報」の授業では、目標を設定し「先生もこの目標にそって評価をおこなうので、皆さんも同

じように自己評価してください」と生徒に伝え自己評価させること（ルーブリック）が一般的におこなわれていた。私

は書道でも同様の評価をおこなってみようと思い、毎時間の終わりに生徒に自己評価をさせてみた。しかし、評価

基準の文言の内容が適切でなかったし、また生徒も「またこれか」と飽きてきたので、この試みは挫折してしまった。

すなわち、このような評価項目では、たとえば生徒が自分では「できている」と思っても客観的にはできていないと

いうように、生徒と先生の評価に差や逆転がおこることがあるからである。そこで、作品の点数化には賛成できな

い私は、作品の評価の方法として検印を使うことを思いついた。すなわち、提出された作品に検印を押す際にそ

の位置によって私の評価を生徒に伝えようとした。このような検印の位置による評価は、曖昧ではあるが視覚的に

は明瞭なので生徒の励みになったようである。また、制作の時には各単元がおわるごとに、各クラス６点、２年生は

各クラス３点の優秀作品を掲示することにしているが、高校生でも自分の作品が掲示されることはとても嬉しいよう

で、生徒が教室に入ってきたときまず見るのは掲示板で、自分の作品が掲示されているかどうか確かめて一喜一

憂している。自分の作品が掲示されているときには後輩をつれてきて自慢している生徒もいる。 

	 	 

生活のなかの書道	 

	 日常生活のなかでも生徒が書道に親しんでほしいと願っているが、その具体的方策はまだ試みていない。しか

し、生徒は書道の授業をうけることで生活のなかでも意識するようになってきていると感じられる。たとえば、ある時

私が板書で「書」という字を書いたときに偶然第１画の線が少し右下がりになったが、ある生徒はそれに気づきな

ぜそのように書いたのか質問しにきた。私が答えを言いよどんでいるとその生徒は、テレビの書道に関する番組

で第１画目を少し右下がりに書くと字が美しくみえると言っていたので、私もそれを意図して書いたのだろうと言っ

た。このように、日常生活のなかでも生徒が書道に関心を持ってくれていること知り、私はとても嬉しかった。 

	 

作品の返却	 

 すでに述べたように、普段作品は学校に保管しているが、あるとき作品を返却したことがあった。ある生徒の家

庭では家族がその作品をとてもほめてくれ、母親はそれをすぐ壁に貼ってくれたそうである。そのことがとても嬉し

かったようで、その後その生徒は書道の授業に特別の関心をもつようになり、またそれとともに他の教科の学習に

も熱が入るようになった。逆の場合もなくはないが、私はそのことを知ることによって、作品を自宅に持ち帰らせる

ことも必要ではないかと思うようになった。 

	 

書の分析の必要性	 

	 私はかねてから、書道では生徒に単に臨書させるだけではなく、書かれた字の分析も必要ではないかと考えて

いるので、生徒に分析の仕方も指導した。このように、分析の仕方・方法を知らせることは、生徒の字を書くことへ

の進歩に直接連動しているので今後とも続けて書の分析の方法を指導したい。 

	 

補習・その他	 



	 欠席者にはかならず補習をするようにしているが、出席者のなかにもその補習に自主的に参加し熱心に字を書

いている生徒もいる。書道を高校入学までに習っている生徒より、習っていなかった生徒の方が熱心に授業に取

り組み、したがって進歩も速いように思われる。 

	 

感想	 

（三澤）字がうまく書けるようにするという実践としての制作が書道の主眼であると考えられるが、そこに知的な「分析」

という視点を持ち込むことによって、制作との相乗効果をねらった舟瀬先生の評価論はすばらしと思う。ここ

に、さらにたとえば「優しさ」「力強さ」など感覚・感性的な要素を盛り込めばさらにすばらしい評価になるので

はないか。 

（舟瀬）「優しさ」「力強さ」などの言葉の持つ力で評価をおこなうことは私も試みたことがあるが、１、２年生では語彙

力の不足から「うまい」「下手」などとその言葉によって表現された字に終わってしまう傾向がみられた。しかし、

３年生になると感覚・感性的な言葉の語彙力もついてきているように思われるので、そのような授業について

も今後考えていきたい。 

 

第２部 みんなで話そう疑問・質問	 	 今回は、時間の都合上第２部はカットした。	 

第３部	 みんなで遊ぼう	 筆と墨	 

 福光敬子先生による提案で、筆と墨によるワークショップが行われた。事前に硯、墨、筆、墨池、下敷き、文鎮、

紙（２０枚）が用意され、参加者それぞれが使用する墨を硯で擦った。墨を擦る間、今回使用する紙についての紹

介（中国の本画仙の単宣を色紙サイズにカットしたもの）と注意事項（紙の裏表）、ワークショップの方法とねらいに

ついて説明がなされた。今回のワークショップでは、一つの漢字を提示されたいろいろなテーマに素直に従って

書くという方法で行うこと、そのねらいは、書写が字の形をまねるということを評価しているのではなく、線そのもの

にどういった評価をしているのかということを感じてもらうことにあるという説明がなされた。 

 今回のお題の漢字は「花」でそれを楷書、行書で書くというものであった。書いたものは、床に広げた新聞紙の

上に書いた順番が分かるように並べていくこととした。以下福光先生より出されたテーマを順に示した。 

 

１枚目…何の制約もなく好きなように書く。 

２枚目…１画目から２画目に行くとき、筆を上げず紙ぎりぎりすれすれのところで移動させて書く。（行書になる） 

３枚目…一部紙からはみだして書く。ただし、紙の下の部分からははみ出してはいけない。字を大きく書くため

立って書くのもよい。 

４枚目…各線の始まりの部分（赤丸をつけた部分）を止め、スピードの変化をつけて書く。初めのうちはゆっくり

で、だんだんスピードを上げ、最後はものすごく速く、ぱぱぱぱっと書く。墨をたっぷりつけてから書

く。 

５枚目…筆をつくという状態を確認する。先ほど示した丸印のところ（各線の始まりの部分）で、一画ずつ穂先の

状態を確認しながら書く。また、スピードも加えて書く。 

６枚目…２枚目に行った紙すれすれのところで書く方法でスピードを加えて書く。筆が付けているか確認もす

る。 

７枚目…後半もっとスピードを上げて書く。 

８枚目…下敷きを新聞紙の上に広げて床で書く。今まで行ったテーマの中（はみ出して書く、スピードの変化を

つけて書く、筆をつくなど）から、自分の気に入った方法を選んで書く。 

  

 テンポよくテーマが出題され、参加者それぞれ活動を行った。途中、筆先だけでなく筆全体に墨をつけること（そ

うしないと筆先が割れてしまう、筆の弾力が得られない）、筆をつく際、まがった穂先を直角にすることで筆が伸び

ようとする力が働くこと、スピードを上げていくとシャカシャカといい音がすることなど、筆の状態について丁寧な解

説もあった。 

 それぞれ十数枚書いたところで、活動を終了し、鑑賞を行った。今回は美術側の人が書いたものを一人ずつ順

に全員で見た。鑑賞活動は、当初、最初に書いた作品から最後に書いた作品までの順番を確認し、書いた人自

身のお気に入りを発表した後、書道側の人たちが評価する作品を選択するという方法で行われた。しかし、途中



から、書道の人たちの評価が一定ではないこと、その理由もさまざまであること、書いたものを客観的に見ることと

書いた人の気持ちを重視することの評価の違いなどが明確になってきた。 

 そのため、鑑賞の進め方は、それから制作者に書いてみた感想を聞くことと、書道の人に人気のあるものはどれ

か美術の側が推測した後、書道側の評価を聞くという活動へと変わっていった。最終的には、美術側の人が選ぶ

好きな作品と書道の人が好きだろうと考える作品との両方を示し、美術側の人たちが書道側の人たちの選択基準

を考え理解しようとする展開となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 以上が第 2 回アート知っとくミーティングの内容です。今回のミーティングは、実物や写真を交えた事例
紹介、実技・鑑賞と盛りだくさんで、時間があっという間に過ぎてしまいました。実技は限られた時間内での
実践でしたが、次回以降にも引き続き展開できればというご意見も出されました。ところで、ミーティングの
はじめに徳島県立美術館で昨年度開催された「墨と紙が生み出す美の世界」展の資料が参加者の皆様に紹介さ
れました。これは、前回の報告を受けて、徳島県立美術館学芸員の森芳功さんが提供してくださったものです。
書に対する美術教育の取り組みについての情報交換の場となりました。 
 
 

 

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

	 

第３回アート知っとくミーティング	 

日時：2013 年 8 月 26 日（月）13：45~16：45	 

場所：未定	 


