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― プログラム ― 

 

○第１部 留学生への書道授業から見えてくるもの        13：30～16：30 

発表者：福光 敬子 

   

 

○第２部 日本とインドの美術教育交流プログラムの取り組みについて  

発表者：渡邉 美香                     

 

                                    (敬称略) 

 

 

 

 

アート知っとくミーティング報告（第21回） 

 

  

第24回のミーティングは、第21・22回同様にオンライン（Zoom）で開催することとなりました。第１部は、福光敬子先生による「留学生へ

の書道授業から見えてくるもの」についてのご発表で、約２０年間大学で留学生を対象に実践された書道授業をご紹介いただきました。

論文「留学生を対象にした書道授業の報告-平成15年からの 17年間をふりかえって-」（大阪大学日本語日本文化教育センター 授業

研究 第18号，2020.3 大阪大学リポジトリ参照 http://hdl.handle.net/11094/75889）を事前に配布し、参加者の皆さんに読んで

おいていただき、当日、その内容について質疑応答しつつ談話する形で進められました。2部構成で企画していましたが、第１部の発

表が大変盛り上がり、第２部の内容は、次回以降に持ち越しとなりました。司会は渡邉により進められ、ミーティング初めに参加者の自己

紹介がありました。今回もロシア、ブルガリア出身など文化的背景の多様な方々が参加されました。美術教育・書道教育の立場から互い

に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 留学生への書道授業から見えてくるもの  福光 敬子 

 

1 はじめに 

本日発表させていただく福光敬子です。よろしくお願いいたします。書道の世界では本名ではなく雅号を用いるのが一般的で

私の雅号は「敬祥（ケイショウ）」というのですが、最近は本名を使うべきか雅号を使うべきか迷う時があります。と言いますのは、

海外へ行った場合に名前が二つあるとややこしいので本名か雅号のどちらかに決めたほうが便利だからです。しかし、本会で

は私はずっと本名を使ってきましたので、本日も本名の福光敬子という名前を使っていきたいと思います。本日は冊子を事前に

PDF でお送りさせていただいていますので、それを読んでいただければご理解いただけるのではないかと思い特別の準備はい

たしておりませんので、ご質問をいただきながらワイワイと楽しく過ごせればと思っております。 

 この冊子では、私が留学生を対象にした書道教育の「17 年間をふりかえって」と書かせていただいたのですが、実はその後昨

年の 2 月まで延長がありましたので、実際には 20 年間ほど続けてきたことになり、受講生の数も出身の国の数も冊子に記載さ

せていただいたよりも増えていますが、それまでの受講生の出身の国と数は冊子３頁（下図表）に記載した通りです。これは冊

子には記載されていないことなのですが、ここ数年はコロナ禍のために Zoom の使用が盛んになり、時差があって大変なのです

が、海外におられる方とも授業ができるようになったことはとてもありがたいことです。他方、書道では墨、硯、筆などの道具を使

わなければなりませんが、外国ではそれらの道具の入手がとても大変なので、それは困ったことです。また、Zoomでは私が示範

したり学生さんの書いている手元を拡大して見せたり見たりすることができるので「みなさん前に集まってください」と言わなけれ

http://hdl.handle.net/11094/75889
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ばならなかった今までの対面授業よりも便利になったということにも気づかされました。今後、コロナが収まり対面授業が復活し

た時にも Zoomの使用を検討するとより良い書道の授業がおこなえるのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 冊子 3 頁の表（上右表）の最後の項目の「不明 14」については、私は毎年教務課から受講生の一覧表をいただいた時に受講

生の数と出身の国を記録しておいたのですが、その一部が散逸してしまいわからなくなってしまいましたので、その数です。最

初は右の一覧表の記録だけをしていたのですが、世界のどの地域からの受講生がどの程度いるのかを知りたいと思い、それを

見やすくするために左の円グラフも作りました。 

 受講生の数は多い時には二十数名で最も少ない時は２名でしたが、平均すると 15 名ほどしたので、自己紹介などはせずに

最初から授業に入りました。 

 私が最初に赴任した時、この講座は大阪外国語大学で開講されていましたが、それから 3 年後に大阪外国語大学は大阪大

学に統合されましたので、それからは大阪大学の国際学部で開講されるということになりました。受講生は、冊子の冒頭の「要旨」

にも書きましたように、大阪大学日本語日本文化教育センター（CJLC・Center for Japanese Language and Culture）に所属する

学生が主でしたが、それ以外にも大阪大学の他の学部に所属する留学生や日本人の学生もおりました。私が授業をおこなって

いた場所は箕面キャンパスでしたが、CJLC 以外の学生は吹田キャンパスと箕面キャンパスとの間に大学が運行していたバスで

通っていました。 

留学生の出身地は円グラフで示しましたように、アジアは東南アジア、東アジア、南アジア、中央・西アジアという分類をしてお

り、ヨーロッパは東ヨーロッパ、西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、南ヨーロッパという分類をしており、北ヨーロッパというのはバルト三国、

ノルウェー、フィンランド、スウェーデンなどの北欧であり、南ヨーロッパというのはそれ以外のイタリア、スペインなどを指していま

す。受講生の数は円グラフからも分かりますように東ヨーロッパと西ヨーロッパがほぼ同数ですが、私の印象としましては東ヨーロ

ッパの、特にブルガリアのソフィア大学からの学生が人数も多かったですし、とぎれずに受講されていましたので強く印象に残っ

ています。ソフィア大学からの学生が多かった理由は、帰国したソフィア大学からの留学生が後輩に「大阪大学に行くのであれ

ば書道をとった方が良いよ」と伝え続けてくれたおかげだと思っていますし、授業で使う墨、硯、筆、料紙などの道具はこちらで

用意していたのですが、帰国する際に個人でそれらを購入し帰国後にソフィア大学の研究室に寄贈したり、「書道クラブ」を作っ

てその指導にあたったりするなどして後輩に伝えていったりしてくれたおかげではないかと思っています。ポーランドからの学生

も多かったのですが、ポーランドの場合はブルガリアのようにあるきまった大学からということではなく、さまざまな大学から来てい

ました。また、ハンガリーからの学生も多かったのですが、その理由はハンガリー語が日本語とよく似ており文化的にも日本と似

ているところがあるからだという話を聞いたように思います。書道の古典の勉強や実技では先生の書を真似る「臨書」から始める

のですが、ヨーロッパからの留学生の全体的な印象としては「真似る」ということに躊躇する人が多かったように思われます。西ヨ

ーロッではフランス、イギリスからの人が多かったのですが、フランスからの学生は書道の知識よりは芸術性を求めている人が多

かったように思われます。東アジアの漢字文化圏からの留学生は現在も簡体字の漢字を使っている中国と、昔からの旧字体の

漢字を使っている台湾と韓国からの人がいたのですが、韓国では私の年齢ぐらいまでの人は学校教育で漢字を学んでいるの

ですが、それよりも若い世代の人は漢字を学校では学んでいませんので「漢字文化圏」とは呼びにくいのではないかという感じ

タイ 125 オランダ 11 ペルー 3

ベトナム 59 スウエーデン 11 イスラエル 2

ロシア 38 フィリピン 10 スリランカ 2

中国 35 ニュージーランド 10 エストニア 2

ポーランド 34 カナダ 8 チュニジア 2

ブルガリア 34 フィンランド 6 キルギス 1

フランス 34 日本 5 アラブ首長国連邦 1

USA 34 ルーマニア 5 シリア 1

UK 32 香港 4 アゼルバイジャン 1

台湾 29 モンゴル 4 イラン 1

韓国 28 マレーシア 4 スロバキア 1

ハンガリー 26 チェコ 4 クロアチア 1

ドイツ 26 デンマーク 4 アイルランド 1

ブラジル 26 スペイン 4 ノルウェー 1

インドネシア 25 リトアニア 4 パナマ 1

オーストリア 17 エジプト 4 ベネズエラ 1

スイス 16 トルコ 3 ドミニカ共和国 1

インド 15 ネパール 3 アルゼンチン 1

オーストラリア 14 シンガポール 3 チリ 1

イタリア 13 ベルギー 3 パプアニューギニア 1

ミャンマー 12 ラトビア 3 南アフリカ 1

ウクライナ 11 メキシコ 3 不明 14
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がします。しかし、このような漢字文化圏からの人々は書道のとても深いところまで理解してくれたという印象を持っています。数

の少ない留学生としてはインド、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなどからの人々があげられますが、特にインドからの留学生

の中にはとても個性的な人が多かったように思え、またここ数年とても数が多くなっています。ミャンマーからの留学生は 7−8 年

前まではいなかったのですがやっと増えてきたなあと思っていた矢先にコロナ禍の影響でまた止まっていますし、来日した時の

2 週間の隔離期間のホテル代が払えないので日本に来ることをやめた人もいると聞いています。ラオス、カンボジアからの留学

生は現在まではいません。マレーシア、シンガポールからの留学生は中国系の人が多かったように思います。 

 

A：書道の受講生は、日本語日本文化教育センターに留学している外国人留学生で、その中で日本文化に興味のある人が選

択科目として受講している人が多いということでしょうか。 

福光：「興味があるから書道をとった」というよりは、まず日本語・日本文化に興味を持っていたので日本語日本文化教育センタ

ーに留学してきて、そこで開講されている講座の中で書道を選択したということだと思います。また、書道では受講者数を制

限していますので、人数オーバーのために書道の受講ができなくて書道をあきらめたという人もいます。最近、書道が開講さ

れるキャンパスが以前の場所とは変わりました。新しいキャンパスの書道の部屋はとても狭くなったのでとても困っています。 

A：先ほどお話のあったブルガリアの人たちは「大阪大学で書道を学ぶ」ということを目指してこられているのでしょうか。 

福光：「書道を目指してきている」というほどではないと思います。そうではなくて先輩たちに「大阪大学に留学するなら書道もと

っておいた方がいいよ」と言われたので書道をとったという程度のことだと思います。また、「日本文化を紹介する」ための他

の授業のほとんどが座学で体験型の授業はほぼありませんので、座学ばかりで疲れた時に書道のような体験学習があった

方が良いのではないかと思い、書道は午後の遅い時間に開講していました。 

B：「日本文化」では書道以外にどのような選択科目があったのでしょうか。 

福光：「日本語」には「漢字」「慣用句」「熟語」「日本の映画の鑑賞」や「日本の社会」「アンケートの取り方」「数学」「理科」など百

以上の科目があったのですが、その中で日本語のレベルを上げるための必須の科目と、そのほかに選択科目があったので

すが、「日本文化」としては、たとえば社会学の先生は「宝塚歌劇」を教えシラバスにそのことを書いていますのでそれを見た

留学生は「宝塚歌劇は面白そうだからこれを受講してみよう」とか「アニメーション」「漫画」「日本の音楽」などもありましたので

その中で興味を持った科目を選択するというようなことでした。 

A：「漫画」の場合はいわゆる「漫画学」であって「漫画を制作する」というものではなかったのですね。 

福光：はい、すべては座学でした。 

A：書道は座学ではなく制作を主にした体験学習だったのですね。 

福光：そうなのですが、私も指導しながら書道の知識の指導に重点を置くのか制作に重点をおくのかはずっと迷っていたことで

す。冊子の最初にも述べましたように「書道の時間には日本の文字を少しでも美しく書けるように指導するべきなのか」それと

も「日本の学校教育における『書写』の部分の指導をするべきなのか」「芸術としての書道を指導するべきなのか」、あるいは

座学的な「平仮名、カタカナ、漢字という日本の文字の発生から現在に至るまでも変遷という文字の歴史を指導するべきな

のか」などのように「私はここで何がもとめられているのか」ということを教務係に確認したのですが、その答えは「全部です」と

いうことでした。そこで私が赴任した当初に受講生に「書道では何をすると思いますか」と聞いたところ、多くの学生が「字をき

れいに書くことを教えてくれると思います」ということでした。そこで「『字』とは何ですか」と聞くと「平仮名、カタカナ、漢字です」

という答えが返ってきました。そこで「『仮名』の中には『変体仮名』という古い文字もあり、日本の古典を読むためには『変体

仮名』も読めなければなりません」「皆さんが知っている『漢字』はきちっと書いた手書きの漢字と活字だろうと思うのですが、

それでは続けて書かれた漢字や古い手紙で使われている漢字は読めませんので、書道では行書、草書と呼ばれる少し崩し

た漢字の書体も勉強していきましょう」ということから、「それでは行書、草書はどのようにして生まれたのか」ということを考え

始めると甲骨文字まで遡らなければならなくなります、というような知識を座学として指導しながら制作もおこなうという方法を

採用しました。受講生には「文字の歴史という知識を学びたい」という人と「知識を学ぶよりも書の制作をしたい」という人の二

種類の学生がいましたが、その違いは日本語の習得度によると思われます。日本語がよく理解できる日本語研修生、私たち

は「日研生」呼んでいましたが、は母国で日本語の勉強をしてから入学してきますので初めての来日で今私が話している速

さでしゃべっても 80%ほどは理解できます。それらの人たちは日本語だけではなく日本文化についてもすでにある程度知っ

ていますので「知識を学びたい」と思う人が多く、また、私がゆっくり話しても日本語の理解がしづらく英語で話すと初めて顔

がほころんでくるような人は、「書の制作をしたい」という人が多いように思われましたので、私はまず「この授業では何がした

いのですか」と質問しながら授業を進行するようにしていました。そこで、それぞれのクラスの受講生の実態にあわせて授業
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内容を決めていかざるをえないという状況でした。ただ、クラス内でのバラつきが激しい場合には、私の日本語が十分に理解

できていない人がいると思われる場合でも、理解できている人は前の方に座って「ウンウン」とうなずいてくれますので、つい

それに流されて授業を進めてしまうということもありました。 

A：しかし、福光先生の日本語が十分に理解できている人も理解しにくい人も、書の制作をすることによって最終的は「制作を通

して書道文化を理解する」ということがそれぞれなりにできたのではないですか。 

福光：そうなのです。ですから、この冊子には受講生に日本語で書いてもらった感想のうちで日本語の表現が上手なものだけを

紹介していますが、ここで紹介しなかった日本語があまり上手でなく感想も二行ほどしか書いてくれなかった人たちの中にも、

書道についての本質的な理解ができていると思える人もいました。 

A：そのような受講生の中で、母国に帰って書道のクラブやサークルの指導をしようという人は、日本語の能力が高かった人だと

いうことなのでしょうか。 

福光：そうでもありません。日本語の能力とは関係なく、生まれて初めて書道を体験して「ああ、書道という今まで私が知らなかっ

たものがあったのだ」と感動した人が母国で書道の指導をしたいと思ったようです。私の授業は、墨液は一切使わずすべて

自分ですった墨を使うということを最初から最後まで徹底しており、私が書道についての知識を説明している間に墨をすって

もらい、説明が終わり墨もすれると制作に入るという方法でおこなっていました。 

A：墨をすりながら先生の話を聞くのですか。 

福光：そうです。最初の授業ではまだ墨をするのに慣れていませんので、墨をすることに集中しないと墨が跳ねたりこぼれたりす

るのですが、2−3回目になると私の話を聞きながらでも墨がすれるようになります。 

A：そうしますと、日本語の苦手な受講生が福光先生の話を理解するために辞書を調べながら墨をするというようなことはできな

いのですね。 

福光：それは無理ですね。ですから全員が私の方を向いて話を聞きながら墨をすっていました。私の日本語ですが、先ほどは

「今ここでしゃべっているような速さの日本語」と言いましたが、実際はここでしゃべっているよりも分かりやすく、ゆっくりとした

日本語でしゃべっていました。つまり、理解しやすいようにふだん使う言葉ではなくやさしい言葉を使い、また図も使って説明

していました。「図を使って説明する」というのは、たとえば「今日の宿題は〇という漢字の作品と、〇という漢字の作品をそれ

ぞれ５枚ずつ書くことです」と言葉でしゃべるだけでは理解しにくいので、半紙の絵とその中に書く文字を二つの図に描いて

「これを 5枚と、これも５枚書くことです」というような説明をしたということです。 

A：宿題の内容説明についてはわかったのですが、墨をすり続けている間やその後、実際にどのような活動をされるのですか。 

福光：最初の 20 分ほどは墨をすり続けるのですが、その間にいろいろな話をしたり黒板に書いた続けた字を読ませたりするの

ですが、墨が濃くなってくると「さあ、それでは書きましょう」と言って書き始めます。それから宿題の字の添削をします。 

A：私は福光先生の授業を受けたことがありませんので、墨をすりながらどのようなお話をされておられたのかがわかりませんでし

たのでおうかがいしたかったのです。美術教育の皆さんも冊子に書かれていることは読めばわかるのですが、それが具体的

にどのように行われているのかが分からなかったのではないかと思って質問させていただきました。ところで、今のように福光

先生のお話をうかがいながら途中で私たちが質問をするというのは先生にとってしゃべりづらくありませんか。 

福光：私が話をしているときにわかりにくかったことを質問してくださることは、その部分が言葉不足であったことがわかりますので、

私にとっても嬉しいことです。 

渡邉：今までのお話は、最初は受講生の方がどのような国の出身者であったのかということとか、何を目指して大阪大学で学ん

でおられるのかというようなお話でした。次にそれらの方が書道の何をどのように学んでおられるのかという 90 分間の授業の

具体的な内容についてお聞きしようと思いますが、他の参加者の方は今までのお話についての疑問とかさらに詳しく知りた

いことなどはおありでしょうか。 

福光：書道の方は私の話でそれがどのような場面で何のためにおこなわれたのかということが理解できるのではないかと思いま

すが、美術の方には理解しにくいのかもしれません。A 先生のご質問は「90 分間の授業の中で何がどう行われていたのか」

ということでしたが、90分の授業の間ずっと同じことをしていますと受講生も私も疲れますので、私は授業を 30分ずつ三つに

分け指導していました。最初の墨をすっている 30 分間は、受講生が墨をすりながらでもできるような内容にしていました。た

とえば、古い平安時代の仮名を読むという場合にプリントを配ってそれを読むということもできますし、またそうする時もあるの

ですが、それよりも黒板にその「かな」を私がチョークで拡大して書いてそれを読んでもらう方が、つまり印刷されてプリントの

文字を読むよりも私が黒板に書いていく過程も見てもらった方が理解しやすいのではないかと考えたからです。 
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C：字をすこし崩して書いて「さあ、これは何と読むのでしょうか」というようなクイズもありましたね。たとえば「利」という字を少し崩

して書くと「わ」という字に見えるというように、同じ字でもすこし崩して書くとまったく別の字に見えます。そこで福光先生が崩

した「利」という字を書いて「これはなんという字でしょうか」と質問すると皆は「『わ』です」と答えるのですが、「残念でした、こ

れは『利』です」とおっしゃって「利」という字を崩していく過程を示しながら説明してくださるということもありましたが、このよう

なクイズは皆にとてもウケていました。このように福光先生の授業はとても楽しかったというのが私の印象です。 

福光：ありがとうございます。たとえば五七五七七の和歌を五文字、七文字というように分けて黒板に大きく書いていくことは私に

とっては当たり前のことなのですが、受講生にとっては「あんなふうに続けるのか」「あれほど速く書けるのか」というように興味

深いことであったようで、授業の感想として「福光先生が黒板に字を書いていくのを見るのが好きだった」ということを書いてく

れた人もいました。 

A：その時は筆に水をつけて書いたのですか。 

福光：いいえチョークで書きました。たとえば「ひかり」という文字は「ひ」から連綿して次に変体仮名の「か」と「り」を書いたりした

言葉をいくつか書き、それに１から番号をふって「何番の文字が読めますか」というようなこともしました。 

A：それは日本人でも読めないのではないですか。 

福光：漢字は読めなくても、平仮名になれば読めると思います。それを続けていくと読める字がだんだんと増えていきます。全員

がほぼ読めるようになれば、例えば「あ」という字は「安」という漢字からできているので、このように仮名の元になっている漢字

を「字母」というのですが、「あ」の字母は「安」であるということが理解できると、つぎは仮名文字をつないでいくことをしました。 

A：「つなぐ」ということはどういうことですか。 

福光：「つなぐ」というのは書道では「連綿」と呼ぶのですが、たとえば「あ」と「い」を連綿するときには「あ」の最後の部分から斜め

左下にゆるやかな曲線を引いて次の「い」という文字の最初につなげるということです。日本の仮名というのはそのように下へ

下へとつなげていくことによって生まれましたので、そのことを黒板に大きく書いて説明した後でプリントを配ると理解がしや

すくなりました。 

A：そのようなライブをした後にプリントを配布すると、とても早く理解できるということなのですね。 

福光：はいそうです。クイズはこのほかにも「書体のクイズ」ということもたびたびしました。これはたとえば、以前の受講生が書い

た現代の楷書の字と、それ以前の字体で書いてある同じ字をいくつか用意して、それを一枚ずつ見せて「どれが古い時代の

字体でしょう。古さの時代によってこれらの字をグループ分けしてみましょう」と言いますと、古い時代の文字は象形的なもの

で時代が新しくなると徐々に形が整ってきますので、ここではまだ楷書、行書、草書などの言葉は説明しないで、文字の形の

イメージから文字の変遷を知るというようなこともゲーム形式でおこないました。そして、それがある程度理解できたと思えたと

きに篆書、楷書、行書、草書など書体の名称についても、字を書くときには名称を知らなくても書けますので、一応はふれる

ということをしてきました。日本の文字に使われる一画一画の線は、最初と最後は止める、という場合が多いので、それを約

束事として「約束を守って、あなたの名前をできるだけ美しく、皆に見えるように黒板に大きく書きましょう」というようなこともし

ました。 

A：最初の 30 分間は今お話しされたようなクイズ形式で、それから書く字についての興味をもたせるという時間にしたということで

すね。 

福光：いつもそうしたということではありません。時によっては連綿で書かれた 50 ほどの文字が書かれているプリントを配って、そ

れを順に読んでいくというようなこともしていました。 

A：つぎの 30分間にはどのようなことをされたのですか。 

福光：その時には墨がすれていますので、だいたい静かに書きます。そしてその間に受講生の名前を順に呼んで宿題を提出し

てもらい、宿題の字についての添削や個別指導をおこないました。 

D：指導のための福光先生の工夫についてはよくわかったのですが、今お話しされているクイズ形式で文字への興味づけや変

遷、連綿で書かれた文字を読む、約束事というようなことは何を指導するためのもので、冊子 9ページのシラバスの「座学」に

書かれたどの部分でのことなのでしょうか。 

福光：今お話ししたことはすべてシラバスの 1−3週目あたりのことです。 

A：シラバスの 6−7 週目あたりに「変体仮名読み」という言葉があるのですが、これが C さんの「おもしろい」とおっしゃっていたク

イズのところなのでしょうか。 

福光：はいそうです、このあたりのことです。「字体の変遷」もこのあたりに入りますね。 
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秋～冬学期の授業内容例（全 15回）  

 

 

A：「文字の最初と最後は止める」というのはどのあたりのことなのですか。 

福光：それは最初のあたりの「硬筆の練習プリント」のことです。シラバスの 1−3 週目は、最近は大学のやり方もすこし変わってき

たのですが、試しに授業を受けてみてこの授業をとるのかやめるのかということを決めるための「トライアルの時期」ですので、

まだ書道の道具の貸し出しはしていませんので筆はまだ使えません。そこで、その間は鉛筆やペンでできる範囲のことをし

ています。3 週目あたりで書道の授業をとることを決めると、その人たちには、宿題もありますので、大学から硯、文鎮、下敷

の入った書道の道具のセットが、６ヶ月間貸し出されます。この書道の道具セットについては、最初それを貸し出すのか配布

するのかということを教務と相談したのですが、配布しても受講生全員がそれを持って帰ってくれるかどうかわかりませんので、

貸し出すことにしました。ただ、留学生の大半は奨学金をもらっていますので、消耗品の墨や紙は生活を圧迫しない程度で

各自に負担してもらおうということになりました。最初の 3 週間の間に受講生の気持ちを高揚させるために「４週目からは筆で

字を書いてもらいます」ということを何度も伝えておいて、いよいよ 4週目からは筆で字を書いてもらうことになります。 

A：それでは、文字を黒板に書きながら解説するということは 5週目からということなのですね。 

福光：黒板を使わずにずっとしゃべっているという授業は一回もなく、1週目からずっとおこなっています。 

A：最後の 30分間は片付けの時間なのでしょうか。 

福光：最後の 30 分間のほとんどは鑑賞の時間にあてました。その時の作品のレベルにもよるのですが、だいたい書けたかなあ

というころあいを見はからって「それではできあがった作品を前の黒板に貼ってください」と言います。また、宿題の作品で良

週
座学

（４週目からは最初の30分）
実技 宿題 紙

書道の概説
片仮名の成立、漢字の起源
実用としての書法
書道の道具について
五書体による実作の鑑賞
書道史概説

硬筆の練習プリント（参考手本は毛筆書）
連綿仮名の読み解く。
現代の毛筆手紙文を読み解く。
俳句、和歌、詩歌を読み解く。

プリントの始め部分のみ硬筆（ペン・鉛
筆）練習

プリントのつづき
読み解いて書く練習。

4
書道道具を大学より貸与。消耗品の購入。
墨、筆の扱い説明。

墨をする。基本点画。「木」まで 毛筆宿題開始。基本、木。 半紙

5 Ａ：楷書１字書 基本、木、Ａ：２枚ずつ 半紙

6 Ｂ：行書１字書 木、Ａ，Ｂ：２枚ずつ 半紙

7
Ｃ：2字書、４字書
いろは　練習開始

Ａ，Ｂ，Ｃ,いろは　：２枚ずつ 半紙

8
Ｄ：教科書より自由に
年賀状、カルﾀなど

A,B,C,D,いろは　：２枚ずつ 半紙

9 書作品の表現・鑑賞「線について」
一字書作品を完成・押印
C,D作品の練習、

〃 半紙

10
小画仙紙作品Ｘ：作例（手本）を掲示し、説明
の後、学生は選択し、練習開始。

色紙作品を完成・押印
Ｘ：作品の練習開始

最終作品Ｘの練習
色紙
八つ切り

11
小画仙紙作品Ｙ：大きく行書（２字）作例（手
本）を掲示し、学生は選択し、練習開始。

Ｘ：作品の練習継続
Ｙ：作品の練習開始

最終作品Ｘ・Ｙの練習 八つ切り

12 〃 〃 八つ切り

13 〃 〃 八つ切り

14 仮巻

15

作品選別（鑑賞）、押印、仕上げ

発表会（作品とプレゼンテーション）作品説明、感想、質疑応答

教科書配布、教科書内容説明

仮名の字母確認
いろは歌の解説
変体仮名読み

いろいろな書作品（漢字、仮名）の紹介・鑑賞
草書、篆書の解説

1,2,3
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いものがある時には、それも黒板に貼ります。書道の場合はすべての作品に自分の名前を書きますので、受講生は黒板に

貼られた作品の名前を見ながら「この人の墨はしっかりすれているなあ」「私の字はすこし小さすぎたかなあ」とか他の受講生

の作品と自分の作品を比べながら鑑賞することができます。また、私はそれらの作品の良い点を述べたり「この作品のここが

もう少し〇〇であればもっと良くなったと思います」というように問題点の指摘をしたりもします。その後で次の時間に書く字の

目標設定をします。 

A：作品を全員で見るということは毎回していたということなのですね。 

福光：作品の提出は 5 週目から毎回で、時間がない時は「さあそれでは皆さんの作品を見てみましょう」というように正式な形を

取らない時もありますが、作品を全員で見るということは毎回していました。今はスマホという便利なものがありますので、受講

生は黒板の作品をスマホで撮影して「ああ、そうか」と言っていることも多いようです。 

A：「ああ、そうか」というのはどのような点についてそう言っているのですか。 

福光：それは多分「この宿題の字はあまり練習しないで書いたし、自分でも納得できるものではなかったけれど、このように掲示

されるのであれば次は頑張ってみよう」というようなことではないかと思います。 

渡邉：そのあたりのことについて、もしよろしければそれを実際に経験してきた方に伺いたいのですが。 

C：今福光先生がおっしゃった通りで、自分で納得できない字は前に貼ってほしくないなあと思ったこともありました。 

渡邉：作品を一目見ればそれがしっかり練習された字かどうかということがわかるということですか。 

C：自分で見ても大体わかるのですが、先生のその字に対するリアクションを見ればはっきりとわかります。 

福光：もともと器用であまり練習しなくても字がうまく書ける人もいますし、たいそう努力してもそれに伴う結果がでないという人も

いますが、私は作品を見ればどちらの人についてもその状況が分かりますので、努力の結果がでにくい人に対しては結果を

だすためのアドバイスをします。でも、自分では「うまく書けなかった」と思われている作品でも、その「うまく書けなかった」部

分が作品の味わいとなっているということもありますので、「あなたはそう思っていても、実はこの字のそこがとても魅力的なの

です」と言う場合もよくありました。そして、それは良くないところを無理に誉めているのではなく本当にそうだからです。受講

生は一般的にきれいに書けた字が良い作品だと思うのですが、そうでない例も時々見せたりもしました。 

渡邉：はい、わかりました。それでは今の段階で冊子のこの部分についてもう少し伺いたいなど、皆さんのご意見もうかがってみ

たいと思うのですが。 

E：福光先生ありがとうございました。まず、福光先生と出会う人たちは、書道についてのあらゆる事柄を享受できて幸せだと思い

ました。すこし疑問に思ったことは、アジア圏以外の方は文字を横に書くという生活をしてこられ、そのような方が書風のテク

ニックに関心を持たれるというお話があったのですが、そのような方が帰国されたのちに詩歌を書こうとする時には書道のよう

に縦書きはできないと思います。そのような縦書きの文化がない人たちは帰国された時に、書道で学んだ縦書きの文化を母

国でどのように活かそうとされるのかということを疑問に思いました。また、今日のご発表の中でもっとも感銘を受けたことは、

冊子 12 頁に受講生の書道についての感想文が「A 書道の芸術性」「 B 書道の精神性」「C 書道を通じての日本語・日本文

化理解」「D 書道の実用性」の四種類に分類できると端的にまとめられていたことです。この感想文は留学生を対象としたも

のですので日本人を対象とした分類とはすこし異なる部分があるのかもしれませんが、分類の内容は書道教育の目的・目標

をもとに作成されたものであると考えられます。そして、もしそうであれば、私が小学校で書道（書写）を指導している時には、

書道の目的・目標は「D 書道の実用性」だけを、つまり、文字をお手本通りに真似て書く「臨書」ということだけであると思って

指導していたことは間違いであったということになります。書道教育の目的・目標は「臨書」だけではなく「書道の芸術性」「 書

道の精神性」「書道を通じての日本語・日本文化理解」ということもあるということを今日初めて知り「私は 40 年間近く間違っ

た書道教育をおこなってきたのだ」と大変驚いています。私は、書道は下手なのですがとても好きでしたので、小学校での書

道の授業で子どもたちに「字はきちんと丁寧に書きましょう」ということだけしか指導できないことには在職中から何となく違和

感を感じていたのですが、冊子のなかで「臨書」以外に「芸術性」「精神性」「日本語・日本文化理解」ということがあることを知

り、もしそのことを知っていれば、書道の時間に子どもたちに自分の心に触れるとか、自分なりの字を書いてみるとかなどの

自由な表現をさせることができたのにと残念に思っていたからです。そして、もし書道の目的・目標は臨書だけではないとい

うことを知っていれば、子どもたちにもっと書道を楽しませ、書道を好きにさせることができるような授業ができたのになあとと

ても残念に思いました。私以外にも「小学校の書道は臨書だけだ」と思い、そこで「墨と筆を使うのは書道（書写）の時間だけ

で終わるのだ」と思っている先生がほとんどではないかと思われます。そのような小学校の先生が私も含め大多数であるのは、

小学校の書道の目的・目標が「実用性」だけに限定されているからなのでしょうが、なぜ日本では書道の目的・目標から「芸

術性」「精神性」「文化理解」という部分が消えてしまい「実用性」だけになったのか不思議に思われます。その理由がもし、小
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学校の先生に書道の「芸術性」「精神性」「文化理解」を指導することが無理であり、たとえ指導ができても子どもが理解でき

ないからということであったとしても、たとえば「書道教育の目的・目標は書道の芸術性、精神性、文化理解、実用性を理解さ

せることであるが、小学生は発達段階的に、また、他教科の指導内容との関連からも芸術性、精神性、文化理解を理解させ

ることは困難であるので、小学校の段階では書道の実用性の指導だけにとどめ、芸術性は中学校の〇年生から、文化理解

は中・高等学校の○年生から指導することが望ましい」というように、書道教育の目的・目標全体がまず示され、それぞれの

目的・目標がいつ指導されるのかという順序を示してほしかったと思います。なぜなら、もしそのようなことが示されていれば

先生は「実用性」を指導する際にも他の目的を取り入れながら説明することができ、それによって「実用性」の大切さがより深

く理解できるような指導の工夫がいくらでもできたと思えるからです。いずれにしましても、書道教育には四つに分類できるは

っきりとした目的・目標があるということを初めて教えてもらえたことはとてもありがたいことでした。 

福光：私もそのとおりだと思います。小学校の「書写」がお手本どおりに正確に真似て書くことに終始しているというのが実情なの

ですが、そこから一歩進んだ楽しいことを子どもにさせてあげたいということには私もまったく同感です。でも、そうするために

は先生の力量が必要になるということになるのですが、そこまで堅苦しく考えなくてもできる何かを示したマニュアルのようなも

のが作られるといいのにと私も思います。墨を使うと服や教室が汚れることを恐れずに言うとすれば、たとえば「今日は『月』と

いう字を書きましょうと」いうことでまずきちっとした「月」という字を書かせ、その後で「それでは皆さん、つぎにまず下敷きの下

に新聞紙を広げその上に新しい半紙を置いて、それから立ち上がって、足を肩の幅程度広げ、胸を張って、肘を上げて、は

み出しても良いので先生が必ずびっくりするような『月』という字を書いてみてください」というと、子どもたちは「どうすれば先

生をびっくりさせることができるだろう」「本当にはみ出してもいいのかなあ」などいろいろなことを思い、そのようにすると必ず

おもしろい「月」という字ができます。そして、このようなことは留学生の授業でも 1−2 回取り入れています。それまで私がさん

ざん「ここがお手本と違う」ということを繰り返し指摘した後で、授業の終わる 20 分ほど前に「それでは皆さん、一度立って隣

の人との間隔を十分に開けてください」と言った後で今述べたようなことをさせるのですが、その時はさらに「あなたが今書い

た『月』という字の、下の部分以外の上か右か左の一箇所だけをはみ出すようにして、もう一度『月』という字を書きましょう」

「ただ、はみ出させる時にわざとらしいはみ出し方ではなく、自然にはみ出したというような感じのはみ出し方にしてください」

と言います。ここで「『月』という字の下の部分ははみ出さないように」と言った理由は、もし下の部分をはみ出させると「意図せ

ずにはみ出してしまった」という失敗感が生まれるのですが、上、左、右をはみ出させるとそれは「意図的にはみ出させた」と

いう意志が見えるからです。そうすると受講生は「はみ出させなければならないのだから、大きく書かなければならないのだろ

う」「はみ出した部分を自然に見せるためには、勢いよく書かなければならないのだろう」などといろいろなことを考えます。（こ

う言うと男子は「はみ出しても良いのだ」と喜ぶのですが）また、書道では筆を立てて書くということはとても大切なことなので

すが、座って書くとどうしても筆が斜めになるのですが、立って書くと筆が自然に立ってきますので、座らせたまま「筆は立て

なさい」と言うよりも立って書かせる方が「筆を立てる」ということが理解しやすいからです。そして、それでも筆を立てにくい時

には半紙を床に置いて書かせるとより理解しやすくなります。つまり、床に新聞紙を広げその上に下敷きを置いてそこに半紙

を置いて書くということです。また、その時には硯を移動させると墨がこぼれやすくなりますので「硯はそのままの場所でいい

から、そこで筆に墨をつけて書きましょう」と言います。そのように机の上で普通の状態で書かせる以外の時のテーマが五つ

ほどあるのですが、その一つが「字の一箇所をはみ出させる」でもう一つが「床で書かせる」ことなのですが、それ以外に「筆

の速さに変化をつけさせる」ということもあります。それは、たとえば「月」は四画の字ですが、ここで「それぞれの画を筆の速さ

を変化させて書きなさい」と言っても理解しにくいので「一画目はゆーっくり書いて、二画目は普通に書いて、三画目は速く

書いて、四画目はものすごく速く書きましょう」という言い方をします。この筆の速さに変化をつけるということは大人にとっても

おもしろいようで、これをすると体が熱くなってきます。そして書き終わった時には皆「ヒャーッ」というような歓声をあげます。1

回目では「ゆっくり」と言ってもそれほど遅くならず、「すごく速く」と言ってもそれほど速くならないので「もっとゆっくり」「もっと

速く」と言って 2 回ほど繰り返しますと速さの変化がつけられるようになり、汗が出るほど体が熱くなります。また、筆を半紙の

上に置く時に、ふつうは徐々に置いていくのですが「そうではなく、筆をカナヅチでたたくように、たたきつける!」「今までのあ

なたの筆の置き方では、半紙一枚ほどしか突き破れないので、半紙 100ぐらい突き破れるように」と説明し、「それではハンマ

ーで思い切り筆をたたきつけるよ。ソーレッ!!」という掛け声をかけて書かせます。そのようにあるテーマで書いた何枚かの字

を床の上に並べて「どの字が一番テーマにそった字か自分で選んでくださいで」と言うと、最初に書いた字が一番つまらない

ということがわかります。これはけっこう人気のある授業でした。そして「あなたがこの字が一番良いと思ったのは、字の形を見

てそう思ったのですか、それとも線を見てそう思ったのですか」と聞くと、ほとんどの受講生は「線を見ました」と言います。この
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ことによって、書道は字の形と線の美しさからできているものだということを体感させることができます。そして、この授業はシラ

バスの９週目の「書作品の表現・鑑賞（線について）」にあたります。 

A：ちなみに、「先生が必ずびっくりするような『月』という字を書いてみてください」というのは、字をはみ出させるにしても床の上

で書くにしても「毎回先生をびっくりさせるような字を書いてください」ということですか、それとも、スピードの変化をつけて書く

ということも、たたきつけるように書くときも「先生をびっくりさせるような字を書く」というテーマ・単元があるのですか。 

福光：「私はきっちりと書きたいのに、なぜこんな変なことをさせるのだ」と思っている人が多いと感じた時はそれをサラッと終わら

せたり、それを好んでいる人が多いと感じた時は時間を多くとるなど、その時々の受講生のノリ具合によって決めます。この

授業の私のねらいは「書道では『線』が大切なので、そのことに気づいてほしい」ということで、それは一回の授業で気づいて

もらえますし、その後で大きな字を扱う時にも「ここでも線が大切なのだなあ」と気づいてもらえますので、留学生対象の時に

はこのような授業は一度しかおこないません。 

渡邉：先ほど C さんはこのような授業を受けたことがあるとおっしゃっていたのではないかと思いますが。 

C：私がはっきりと覚えているのは「スピードの変化」と「勢いよく書く」ということで、もっとも難しいと思ったのが「スピードの変化」

で、その時は「もっと速く、もっと速く」と言われるのですがそれができなくて「もっとゆっくり書きたい」と思いました。ただその

時には、書道では「線」だけではなく「形」も大切なのでということを痛感しました。 

渡邉：スピードをつけて速く書いた時には「線」だけでなく、スピードによって「形」もできるということですね。 

B：私は、勢いとかスピードは「形」よりも「線」に現れるものではないかと思いますが。 

A：福光先生は「形」よりも「線」を見てもらいたいと思っているのかもしれませんが、形がなければ線は引けないので、スピードに

よってできるものは「形」ではないでしょうか。 

福光：受講生は「先生には『スピードをもっと速く・・』と言われているけれど、私は書道ではまずきれいな形を書かなければならな

いと思っているので、きれいな形を書きながら書くスピードを速くするためには、その前にまずきれいな形が書けるようになっ

ておかなければならない」ということに気づいてくれるのではないかと思っているのですが。 

A：この授業では「形はなくてもスピードのある線が書ければ良い」ということなのですか。 

福光：いろいろな線が書けた方がいろいろな表現ができますので、いろいろな線が書けた方が良いのですが、一般的にはいろ

いろな線を書くことができませんので、そこに「スピード」というテーマを与えることによっていろいろな線が書けるようになるた

めの「スピード」です。たとえば、「ゆっくり書きましょう」という時でも今まで書いたことのある「ゆっくり」ではなく、今まで書いた

ことのないような「ゆっくりさ」で書くと線は滲んできますし太くなってきます。 

A：そのとき書く字はたとえば「月」というように同じ字を書くのですね。 

福光：そうです「月」の場合は「月」という字の形はくずさずに線だけをゆっくり書くのです。そうすると一枚の半紙の中に「ゆっくり

書いた字」「普通の速さで書いた字」「とても速く書いた字」などさまざまな線を使った字があればおもしろい作品になる、とい

うことに気づいてもらえます。そこでこれは「線の種類を増やす」ための一つの方法なのです。つまり「書の作品というのはお

手本どおりの線が書けるような速さだけで書くということではありません」ということを伝えるための一つの方法なのです。 

A：でも最初は「お手本どおりの字を書いてください」というのですね。 

福光：そうです。「お手本どおりの字を書いてください」というとほとんどの人はお手本の字を真似ようとしてくれるのですが、たま

にそれを拒否する人もいます。 

C：そのことについて一つ質問があります。ヨーロッパのカリグラフィー（calligraphy）の場合は、線の太さや長さを測って決まりど

おりに書かなければならないという約束事がありますし筆にも慣れていませんので、留学生は「筆で自由に書きなさい」と言

われても最初はどうすれば良いのかがわからずにためらってしまうということがありますので、最初は線の長さも形も決まって

いる楷書を好むということになるのではないかと私は思います。そのような中で福光先生の授業では平仮名、篆書、隷書、草

書、行書などいろいろな書体を見せてくださるのですが留学生がもっとも「きれい」だと思い、好む書体は何なのでしょうか。

このような質問をした理由は、私は「書道鑑賞」に関する論文を読んだことがあるのですが、そこでは書道に関心のない普通

の日本人に平仮名、調和体などいろいろな書体の字を見せてその中でもっとも好まれる書体は何かということを調べると、そ

れは調和体であり楷書がその次に人気があったということが書いてありましたので、外国人はどうなのかなあと疑問に思った

からです。 

福光：その調査の対象はどのような人なのですか。学生なのでしょうか。 

C：主に学生を対象にしていたと思います。 

福光：その調査の対象は少しかたよっていたのではないかと思います。 
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A：「書道をしていない人」を対象にしたということですね。 

C：そうです。まったく書道をしていない日本人が対象でした。 

福光：「調和体」という言葉を初めて聞かれた方もおられると思いますのでまずその説明をしますと、書道の作品を大きく分けま

すと「漢字」「仮名」「篆刻」の三つに分類されます。「漢字」の作品は漢字一字の作品もあるのですが、40 字ほどの漢字を連

ねた中国の漢詩を書くことが多く、「仮名」の作品は平安時代の和歌を書くことが多かったのですが、それに対して戦後「日

本人の書家であれば、漢字と仮名の混じった日本語を書くべきではないのか」という意見が大きなうねりとして出てきました。

そして、漢字作品でもなく仮名作品でもない、そのような漢字と仮名の混ざったものをどう呼ぶのかというときに、もっとも一般

的に使われており現在では高等学校の教科書でも使われている「漢字仮名交じり」の書とか、漢字と仮名を調和させて書く

ので「調和体」とか、近代の詩を書いているので「近代詩文書」とか、「新書体」などいろいろな呼び方が生まれました。このよ

うなものは、書道をしていない人でも見れば一応読めるものです。ですから「書道でどのような字体が一番好きですか」という

質問されると、何が書いてあるかわからない漢字ばかりのものや平安時代のつらつらと書いてある仮名よりも読むことのでき

る調和体が良いというのが、C さんがおっしゃったアンケートの結果だと思います。また、楷書については、楷書というのです

からこれは漢字の作品なのでしょうが、40 字で書かれている漢詩であっても読める字だけを拾っていけば何となく意味がわ

かると思いますので良い、つまりこのアンケートの回答者は書かれている文字の意味を知りたいと思っているということです。

C さんの質問は、そのような「文字の意味を知りたいと思っている人を対象にしたアンケートを見たことがあるが、留学生は何

が好きですか」ということだと思います。そのことを前提に「福光先生が指導された留学生がもっともきれいだと思う書体は何

ですか」いうことの答は「何もアドバイスをしなければ、留学生がもっとも好む字は楷書です」と言えます。その理由は、私が最

初に運筆の指導で取り上げるのは楷書だったので、留学生も「ほかの書体は読めないけれど楷書だったら読むことができそ

うだ」と思ったからだと思います。でも、楷書を取り上げた後で私が強制的に行書、草書へ進めていきますと、行書や草書の

方が短い時間で書けますし、楷書ではまちがっている所は自分でもわかるし先生からも指摘されるのですが、行書や草書は

少し歪んでいても先生はほめてくれるので、留学生は「行書や草書の方が好きかもしれない」と思うようになるからだと思いま

す。さらに、私が留学生用に提供している行書、草書のテキストの字数はせいぜい４−５字程度のものですので意味がわかり

やすいからだということもあると思います。また、先ほどお話のあった「漢字仮名交じり」の書では、たとえば漢字 4 文字で「温

故知新」と書けばそれだけで「故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知る」という意味がわかるのですが、そのことを日本語とし

て「漢字仮名交じり」の書にしますと「故きを温ねて新しきを知る」という１２文字を使わなければならなくなります。同じ意味の

言葉が 4 文字で書かれたものと 12 文字で書かれたものを比較すると、文字数の少ない 4 文字で書かれた作品の方がずっ

とインパクトがあります。ですから、12 文字を使ってタラタラと書く調和体よりも 4 文字で書く行書、草書の方が良いということ

になります。もちろん、このようなことはその人の書道のレベルや、書をどの程度学んだのかなどの状況によって異なってきま

す。たとえば、外国でおこなう 3 時間程度のワークショップで一番人気があるのは、親しみが持てて自分でもできそうな気が

する絵のような篆書です。楷書に対してはカッコ良いので「クール（cool）!」という反応が返ってきます。 

C：楷書に人気があるのは、外国ではタトゥー（入れ墨）の文化があり、入れ墨で彫られる漢字はいつも楷書で書かれているから

ではないかと思います。 

福光：そうですね。入れ墨の漢字はみんな楷書ですね。いずれにしましても「外国人が好きな書体」ということについては調査の

方法や対象などいろいろな条件によって変わってきますので、研究の対象としてはおもしろいと思いますが、ある調査だけを

もとに結論づけることは難しいのではないかと思います。 

C：そうですね、調査の対象や方法によって結果はさまざまに変わってくると思います。ありがとうございました。 

渡邉：先ほど、E 先生から「縦書き文化」という問題提起があったのですが、横書き文化の中で育ってこられた F さんは、この問

題についてどのようにお考えでしょうか。ロシア語で書道をしてみたいというようなことはあるのでしょうか。 

F：私は日本で過ごして 13年経つのですが、その前の 4年間はロシアで 30人程度のグループに書道を教えた経験があります。

そこには、今までまったく日本語に接したことのない人やある程度日本語が勉強できている学生などさまざまな人がおり、日

本語に慣れている学生には漢字とか、きれいな日本語が書けるようになるための指導をしました。でも、日本語にまったく接

したことのない一般の人が書道をしようと思った理由は、漢字や仮名がきれいに書けるようになるためではなく、書道をするこ

とによって心の緊張感を和らげリラックスするためでした。その人たちにとって書道をするということは「瞑想」に近い、他のこと

をすべて忘れて字を書くことに打ち込める時間をもてるということでした。そこで、書道をすることによって得られた知識や経

験を他のものに応用するという考えはまったくありませんでしたので、「縦書き」「横書き」というようなことは考えていなかったよ

うに思われます。日本人が英語やフランス語を勉強するときに「なぜ英語・フランス語は横書きだけなのだろうか」とはほとん
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ど考えないように、「縦書き」「横書き」ということは日本文化の中で初めて問題になることですので、そのような意識は最初か

らなかったということだと思います。ですから、ヨアンナさんのように日本から母国に帰って日本文化センターで書道を指導す

るとか、あるいは母国で書の展覧会をするとか書作品を売るとかというような場合でも「縦書き」「横書き」ということは問題にな

らないと思われます。また「縦書き」とか「筆順」などには意味があるということは日本語を勉強し始めた当初から教えられてお

り、それは「日本語の決まり・約束事」として最初から無条件に受け入れられていますので、それを改めて問題として意識する

ということはほとんどないように思われます。先ほど福光先生のお話の中で一部の留学生が「お手本の通りに字を真似て書く

臨書を嫌がって、自由に書きたいと思う」ということがありましたが、ヨーロッパ人の日本に対するイメージは映画とかアニメの

ようなポップ・カルチャー（pop culture）、あるいは、たとえば着物を着て字を書く女性がダンスのような動きをしながらステキな

字を書く姿などから作られていると思いますので、日本は神秘的なイメージとしてとらえられていると思います。ただ、日本語

の勉強を始めますと、日本語の勉強のためには長い時間机の前に座らなければならないことがわかり、また書道で美しい字

を書くためには「トメ」「ハネ」「ハライ」などの基礎からさまざまなことを着実に学んでいかなければならないことがわかりますの

で、それらは「自由に書く」ということとは別の範疇のものだと思われます。ですから、留学生が好きな書体として「楷書」を選

ぶ理由は「書道を上達させるためにもっとも大切な書体」だと考えられているのではないかと思います。つまり、ヨーロッパ人

は行書を見ますと「行書は、作家として作品で自分を表現するためのもっとも良い書体である」と簡単に考えるかもしれませ

んが、楷書は書かれた字を見ると間違ったところや失敗したところも、また、その人がどれほど一生懸命に勉強したのかという

ことも一目ですぐにわかりますので、書道の勉強のためにはまず楷書を学ぶことが必要であると思います。私は帰国する時

に福光先生から「国に持って帰るための作品を作りましょう」と言われて、母と祖母にあげるために楷書と行書の作品を書い

てそれを持って帰りました。建築家であり、また美術の先生として中国画も教えている母に二つの作品を見せると「私は行書

の作品の方が好き」と言いましたが、祖母に見せると「楷書の作品の方がどれほど上手く書けたのかすぐにわかるので、楷書

の方が絶対に好き」と言いました。ですから楷書は、書道を知らない人にとってもどれほど勉強したのかがすぐにわかる書体

だと思いますが、そこには「日本の美術としての書」という前提があると思われます。 

E：よくわかりました。もう一つ質問があるのですが、それは、F さんは日本語の書道を学ばれたのですが、それをもとに母国語で

あるロシア語を墨で書かれることはあるのですか。 

F：それはほとんどありません。ただ、ロシアで日本料理のレストランの看板を日本の雰囲気を出すために、ロシア人には読めま

せんが装飾として、日本語を墨で書くということもありますし、また、ロシア語で書きたいということもなくはないのですが、それ

らは墨でロシア語を書くということよりは雰囲気を出すためですので、書道としてロシア語を墨で書くということではないと思い

ます。ロシア語を書くのであればロシア語のカリグラフィーで書くことが一般的で、私は今までロシア語の書道というものは見

たことがありません。 

E：それはつまり、書道の精神性とか芸術性が重視されているということなのですね。 

F：日本人は小学校の時から書道を学びますので、大人になった時には書道とはどのようなものかを知っており、書道の好き嫌

いもある程度決まっているのですが、外国人の場合は大人になってから初めて書道を学びますので、何のために書道を学

ぶのかによっても違うと思いますが、一般的には、たとえ日本語がまったくわからなくても、それまで経験したことのなかった

筆に墨をつけて和紙に書くという書道の行為自体に魅力を感じるということがあることは確かではないかと思います。 

内部：ありがとうございます、よくわかりました。 

福光：書道を学んだ外国人の中で、自分の国で使われている文字を筆で書いてみようという人はたまにはあるのですが、それを

きわめてみようという人は今のところないと思います。ただ、書から何かのインスピレーションを得て、それを絵とか別の表現の

中に取り入れようとするアーティストはいると思います。 

A：何を書くかではなく、どう書くかというこということが大切になってきたときに、それは実用的なものではなく、たとえばリラックス

するためなどのように書道の持っている精神性のようなものが問題になってくるということなのでしょうね。福光先生が資料 12

ページに書かれた「書道の実用性」ということなのですが、「実用性」であればそれは書道でおこなうよりもパソコンでおこなっ

た方が良いということになるのではないでしょうか。つまり、一生懸命勉強して楷書をきれいに書けるようになることができると

いうことも、日本文化を学ぶことだということもできるということなのですね。 

福光：そうですね、それも書道の効用の一つであるとも言えると思います。 

A：書道で「きれいに書ける」ということは＝「実用性」ではないと思います。というのはもし実用上「きれいに書きたい」と思うのであ

ればパソコンを使った方がよりきれいに書けるのではないかと思うのですが「一生懸命がんばったので」きれいな字が書ける

ようになったという、「努力をすることによってあることが達成できたということに価値を見出す」ということは外国では見られな
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い「日本の文化」の一つの特徴と言えるのではないのでしょうか。外国では「あることにひたすら努力することによってある成

果が得られることは、とても有意義な価値あることである」という「努力すること」そのものに価値があるということはないのでは

ないでしょうか。 

F：これはロシア人だけかもしれないのですが、私の経験からすると授業その他でできた書作品を家に飾ったり、友達にお土産と

してあげたいという意味で「実用的なものにしたい」と思うので、「そこにどのような意味の字や言葉が書かれているのか」とい

う字や言葉に意味があるもので、また、その字や言葉の内容が自分は好きだと思えるものを書きたいと思い、そうでないもの

はあまり書きたくないと思うということがあると思います。 

A：それは、書を一つの表現された作品としてあつかいたいということですね。 

C：私の故郷はブルガリアの田舎で、そこに住んでいる人のほとんどは日本語を知らないのですが、私はそこで書道クラブを作

って 1 年間ほどボランティア活動的として指導したことがあるのですが、それに参加された方々も日本語についてはまったく

イメージを持っておられなかったのですが、その方々も F さんがおっしゃったように、それまでまったく知らなかった異文化で

ある日本の書道をすることによって瞑想的な気分を味わうことができたし、またそれによってリラックスすることもできたので、

書道クラブが終わった時に「心を休めることができ、気分的にゆっくりすることができました。ありがとうございます」とお礼を言

ってくれる人が多くいました。つまり、ブルガリアでも書道クラブはヨガ教室とかスポーツクラブと同じようなものとして受け止め

られていたのではないかと思います。 

福光：「書道をすることによって瞑想的な気分を味わうことができ、リラックスすることができた」という感想は留学生からだけでなく、

私が毎年オーストラリアでおこなっている書道授業やデモンストレーションの参加者からもいつも聞きます。この「リラックス

（relax）」という言葉についてですが、日本人が言う「リラックス」と英語を母国語とする人が言う「relax」とは意味が多少違うの

ではないかと私は思っています。と言いますのは、日本人の学生とか趣味で書道をしている日本人の大人などからは「書道

をしてリラックスできた」という言葉は聞いたことがないからです。また、日本の書道が大好きな小学生に「書道をしているとき

は気持良いですか」と聞いてもおそらく「気持ち良い」とは言わないと思います。でも、そのような小学生も「気持ち良い」という

自覚がないだけで実際には「気持ち良い」と感じており、だから書道が好きなのだと思います。「書道は気持ち良いものであ

る」ということを、本人も指導者も保護者も誰も気づいていないからではないかと思います。「字を書く」ということは「自分が自

分に向き合っている」ということなのです。なぜなら、字を書きながら「ああ、ここはうまく書けたなあ」「ここは思ったことと少し違

ったなあ」などと思うことは、自分が自分に語りかけていることだからです。私は今後そのような書道の生理学的な事柄を整理

してみたいと思っています。皆さんもすでに経験されていることかもしれませんが、楷書のきっちりとした字を一生懸命書いて

いると、その時には線がゆがまないようにまっすぐ書かなければならないのですが、そこでは息を止めて書いています。そし

て、その時に息を止めているということは、その後で大きく息をしなければならないということです。このように息をギュッと止め

てその後解放させるということは、息を止めた時には体を緊張させているということであり、その後息を解放させるということは

体の緊張も解くということですので、それは一種のヨガかもしれないとも思います。そして、字を書く時にはそのような緊張と解

放ということを無意識のうちに繰り返しおこなっているということですので、私は書道で字を書くときの呼吸の状態はどのように

変化しているのかを調査してみてもおもしろいのではないかと思っています。そして、そのような「緊張と解放」を連続させるこ

とを小さい頃からしていますと、それは当たり前のことになってしまいますのでそのことを意識することはないのですが、大人

になってから初めて書道をする留学生にとってそれは「今までまったく使ったことのない体の部分を使っている」という感じが

して感動するようで、帰国後「今までしたことのなかったすごいことをした気がする」と手紙で知らせてくれたイタリア人の留学

生もいました。また、別の留学生は授業のなかで「『これは絶対に失敗したくない』というとても緊張した心の状態で体を動か

すということは、今までの私の日常生活の中ではなかったことです」と言ってくれましたので、それも書道の特徴の一つかもし

れないと思いました。 

B：書道をしているときに「墨の香りが気持ちに影響を与えている」というような書道に限定されたことを除くと、図工の時間に絵を

描いたり工作で何かを作ったりしている時の日本の子ども達の気持ち・状態も今お話しになったことと同じだと思うのですが、

F さんや C さんの国では書道をしている時と絵を描いたり工作をしたりしているときの子どもの気持ち・状態は違うのでしょう

か。 

C：私は書道の他に絵も描いているのですが、私の絵は「細かい部分もゆっくり丁寧に描く」というスタイルですので、書道は一

瞬・一息で終わりますので、私は絵を描くときより書道をする時の方がより緊張しているという意味で、書道で字を書くときと絵

を描くときの気持ちは違うのではないかと思います。 
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福光：C さんの今のお話は、絵画の場合にでもどのようなスタイルの絵を描くのかということによっても気持ち・状態は異なってく

るということですか。 

C：はい、そうです。 

F：今のお話をうかがって私が思ったのは、美術には二種類の目的・アプローチの仕方があるのではないかということです。学校

の図工・美術の時間には「上手に描く」ことよりも「自己表現する」ことが求められていると思うのですが、プロの美術家になる

ためには鉛筆や絵筆の扱い方、色の混ぜ方、正確なデッサン力などが求められていると思うからです。大人の美術であるグ

ラフィックデザインでは、書かれた線の質が悪ければ作品全体の質も低下するのですが、他方、20 世紀初頭のヨーロッパの

絵画では実証主義的・客観主義的な写実主義から主観主義的な印象主義が生まれてきたという、「絵のうまさ」より「何を表

現したいか」という「自己表現」への移行が見られるからです。そして、「技術」の面では絵と書道は類似点があるのですが、

書道では学校教育の中で求められている「自己表現」より、むしろプロになるための基礎的な「技術の習得」ということが重要

視されているのではないかと私は考えますが、いかがでしょうか。 

福光：F さんのお話は「自己表現と技術」を対比させて考えるということですね。 

F：そうです。「何のために書や絵をかくのか」ということです。その点で、プロになるために必要なこととして「書道の筆の扱い方と、

美術の線の引き方」というような書道と美術が重なる点もあるのですが、小学生の「表現としての美術」と「表現としての書道」

という点では重なる点もあるけれど異なる点もあるのではないかということです。 

福光：今の F さんのお話を整理してみたいと思うのですが、書道にも絵画にも「自己表現」と「テクニック・技術」という二つの要素

があるとすれば、絵画では「自己表現」の要素の方が「テクニック・技術」という要素よりも多く含まれており、書道ではその逆

で「テクニック・技術」の方が「自己表現」よりも多く含まれているのではないかということなのですね。ただ、B 先生の今のご意

見は「小学生が制作している時の気持ち」であり、プロの話ではなかったのではないかと思いますが。 

F：私が今お話したのは「プロか小学生か」というところから出発したのですが、書道と美術を対比させるために話を広げ「書道を

すること」「美術をすること」の根源的な目的について考え、そこから「自己表現と技術・テクニック」という具体的な問題に戻っ

てみたということです。 

渡邉：B 先生のお話は「図工の時間の一般的な子どもの話」ということだったと思うので、そこでは「自己表現を重視している」と

いうことと「技術・テクニックを重視している」ということの違いがあるということだったと思うのですが。 

F：なるほど「ロシアでは子どもの図工の時間に自己表現を重視しているのか、技術・テクニックを重視しているのか」ということな

のですね。絵の場合は、状況によってその割合は異なりますが両方あると思います。でも、書道の場合には技術・テクニック

的なことは必ず入っていると言えると思います。書道では、最初はまず筆の持ち方、線の引き方を学ばなければならないの

ですが、絵では絵筆の持ち方や線の引き方を学んでも良いけれど、学ばなくても絵は描ける、ということです。 

A：そうすると、書道教育でも美術教育と同じようにすべての子どもをプロの書家にするために指導しているのではないけれど、

指導の内容・方法はプロの書家を養成するのと同じように子どもを指導しているということなのでしょうか。 

福光：B 先生のご質問は、私が「書道では集中とリラックスが交互に出てくる」とお話したことに対して「書道と同じように図工・美

術でも集中とリラックスが交互に出てくると思うけれど、ロシアやブルガリアではどうですか」ということだったと思いますが。 

A：B 先生のご質問は結局、外国の方への質問ではなく「書道をされている子どもが字を書いているときの集中とリラックスは、絵

を描いている時と同じなのでしょうか」ということなのですね。 

G：私にとっては、書道で過去の偉大な書家の字を臨書することはとても苦痛でしたが、現代書とか一字や二字の少字数の作品

とかなどの自己表現をできるものは好きでした。 

A：そこには、リラックスとか緊張はないということですか。 

G：リラックスして楽しいと思えるのは、書道の中では現代書とか少字数の作品なのです。ですから、F さんのおっしゃった基礎的

なことや技術的なことについては、そのような基礎的なことや技術的なことについてしっかり学んでこられた F さんからだこそ

初めて言える言葉ではないかと思いますが、私にはそれが苦しくてきちっとできませんでした。 

福光：G さんはお子さん達を育ててこられるなかで、お子さん達が筆で字を書いているときと絵を描いているときの集中度とか満

足度・達成感、楽しみ方などには何か違いを感じられましたか。 

G 小学生の時点ではほとんど同じではないかと思います。私の子どもが初めて福光先生のところにおじゃました時に、私は「女

流書家にとっての書道」というテーマの修士論文を書いていましたので、そのためのフィールドワークの一環として、福光先

生のところに来ている小学生達にインタビューをして「あなたはなぜ書道教室にきているのですか」と質問をしたことがあるの

ですが、そのときの答えのほとんどは「書道が上手くなりたいから」ということでした。その答えから私は、子ども達は書道をす
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ることを楽しみたい、自己変容させたいと思っているのだなあということを強く感じました。ですから、子ども達にとって書道は

「厳しい鍛錬」ではなく、絵画と同じように「楽しいこと」というように感じられているのだと思いました。 

福光：B先生のご質問も、小学生にとっては書道も絵画も同じように感じられているのではないか、ということでしたね。 

B：そうです。福光先生は留学生が書道を好む理由は「リラックスできるから」とおっしゃったのですが、私は「子どもが絵を描いた

り工作をしたりするときも留学生と同じ気持ちだと思いますが、子ども達はそれを『リラックス』とは言わないだろう」ということを

言いたかったのです。 

福光：「感じていることは同じだけれど、それを表す言葉が異なっている」ということですね。つまり、書道は美術と違ってたくさん

の約束事があるのですが、留学生も書道のそのような約束事の中で美術と同じように自分を表現することができ、気持ち良く

なっているということなのですね。 

H：私が勤務している高校はわりとヤンチャな生徒が多い学校なのですが、私が年度の終わりに毎年「書道はどうでしたか」とい

うアンケートをとると「毎日いろいろな勉強をしなければならず、また、いろいろなことがある高校生活の中で、書道の授業は

すごく精神が落ちつき、また、自分と向き合える時間でした」というようなことを書いてくれる生徒がとても多かったように思いま

す。高校生という若い世代は、「積み上げる」とか「何かをコツコツおこなう」ということが少なくなってきており、オーラルリスポ

ンスがすばやいという高校生活を送っているので、雰囲気的にはいつも何かに追いかけられているような気持ちで毎日を過

ごしているのですが、そのような中で同じ字を何枚も書いて「これでいいのかなあ」「もう少し手を入れてより良くするところはな

いのかなあ」などと思いながら自分の納得できる作品を作り上げていくという書道の時間に「リラックスした」「癒された」と感じ

てくれる生徒が多いことは私にとっては意外なことでした。 

福光：生徒から「癒される」という言葉が出てくると、先生としては嬉しいことでしょうね。 

H：はい、私自身は書道をしていて癒されたことがないですし、授業ではずっと臨書だけという拷問のようなことだけしかやってい

なかったのに、生徒から「癒された」という言葉を聞くと嬉しいですね。ただ、「楽しい」とか「落ち着く」という言葉ではなく「癒さ

れる」という言葉がなぜ出てきたのかは不思議な気もしましたが、その理由は毎日忙しく生活している中で「癒し」を求めてい

るからではないかと思いました。生徒が最終的に目指しているのは「上手く書きたい」「そっくりに書きたい」「先生に褒めても

らいたい」というようなことなのでしょうが、生活があまりに忙しく生活している中で書道の授業ではシーンとした教室の中で筆

を持つことができる、ということからそのような言葉が出てきたのではないかと思われます。 

福光：それは「書いている」という行為そのものに対する満足感なのかもしれませんね。またそれは、留学生の「気持ちが楽にな

った」「落ち着いた」という感想と同じことなのかもしれませんし、「ゆっくり、じっくり書かせてほしい」ということは留学生も H 先

生の高校生と同じようなことを求めていることの証かもしれませんね。 

H： 50 分の授業の中で実際に「書く」時間は多くて 20 分程度なのですが、私の生徒の多くは長く集中することが苦手で、その

20 分間に集中力を凝縮させて書くという子が多いので「先生の説明はもういいから、早く書かせてほしい」という気持ちにな

ったのかもしれません。もし、書く時間が 1 時間とか 2 時間あったとするとそのような気持ちにはなれなかったのかもしれませ

ん。 

B：福光先生がまとめておられる「行為に対する満足感」という言葉は美術教育の中の「造形遊び」というジャンルの中にも使われ

ているのですが、「造形遊び」の場合にはその「行為そのもの」を意味しており「作品にならなくても良い」という考え方がその

根底にあります。そこで「行為に対する満足感」という言葉は、「（作品を作るための）表現」を重視する立場と「（『作品』という

ことは保留して）表現活動そのもの」を重視する立場の二つに分かれるのではないかと思いますが、いずれにしましても「『行

為に対する満足感』」を保証していこう」というこの言葉はとてもおもしろい言葉だと思います。 

福光：日本の書道の場合は「行為そのもの」ではなく「行為によってできた成果」を求め、「最後は作品として残す」ということを重

視している、つまり「せっかくここまできたのだからもう一歩先まで進もう」ということが連続しており、それが最後には「作品を仕

上げる」ということにつながり、「作品を仕上げたのだからそれを他の人にも見てもらおう」ということになっていると思えます。し

かし、美術教育の場合には「造形遊び」のように、最後に作品を仕上げるという「成果」がなくても、制作という行為がおこなわ

れたので、そこでその授業の目標は達成されているという考え方があると思うのですが、もしそうであればその点は今後書道

でも取り入れれば良いと思います。ただ書道では、作品に文字が書かれているということもあるのでしょうが、出来上がった作

品を丸めて捨てるということはしません。留学生や海外でのワークショップで、できた作品を捨てる人があるので「どうして持っ

て帰らないの」と聞いた時に、「私の制作はこの字を書き終えた時点で終了してしまっているので、持って帰る必要がないか

らです。でも、ここで書道ができてとても楽しかったです。ありがとう」と答えられたので、私は「なるほど」と教えられた気がした

こともあります。私達書道にたずさわる者は「最後の形」である作品や展覧会を重視しすぎているのかもしれません。 
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H：おっしゃるように、書道ではプロである指導者とアマチュアである学習者との違いが大きいのかもしれません。つまり、プロは

成果を求めるのですが、アマチュアである学習者はまだ発展途上の段階にありますので成果を求めるところまでは至ってい

ない、という違いがあるのかもしれません。 

福光：それはつまり、発展途上にある中学生、高校生も書道では成果はそれほど求めていないということですか。 

H：私が指導した高校生の多くは、授業でできた作品を展覧会に出すということもなく、また授業も毎時間で完結するという形をと

っていますので、多くの生徒の感覚としては「書道は書道の授業で完結している」「書道の授業の時間でおこなったことは、

書道の授業の中で自分の中にインストールされてしまっているので、そこで完結している」ということに近いのかもしれません。 

I：私は料理をするのが好きなので料理にたとえますと、たとえば「キャベツの千切り」が好きだという人がいてそればかりを作って

いたとすると、それは「料理を作る」ことではありませんので「料理を作る」という観点からは意味がないということになります。あ

るいは「包丁を研ぐことが好き」でそればかりをしている人も「料理が好きな人」とは言えないと思います。そしてそれと同じこと

が、先ほどの書道の楷書、行書、草書についても言えるのではないかと思います。つまり、美術では水彩絵の具は小学校 3

年生から使用するのですが、その時には水の含ませ方、パレットの上の絵の具の出し方などさまざまな水彩絵の具の使い方

を先生は指導するのですが、その内容は「水彩絵の具はこのように扱わなければならない」という決まりではなく一般的な基

準とでもいうべきもので、もしその指導を省略してしまいますと子どもは水彩絵の具の楽しさを経験できなくなってしまいます。

そのことを書道に置き換えますと、書道の素材としての墨・筆・文字などをもう少し融合させた方が良いのではないかと思いま

す。書道では作品を作るということが最初からゴールとして設定されるということをうかがって思ったことは「書道では、その人

が墨、筆、半紙を使いながら文字を書きますが、書きつつある文字をその瞬間瞬間に自分の中で自分の気持ちに照らし合

わせながら書き上げた結果」ではないかと思いました。福光先生の先ほどのお話は「筆を動かすスピードを変えることによっ

て、そこでできた線の違いを経験的に知らせる」ということでしたが、その時に認識されているのは「字」ではなく一本一本の

「線の集合体」ではないかと思ったということです。 

福光：「字」は線でありながら面でもあるのですが、「字」は「線」の集合体ですので、I先生のおっしゃる通りだと思います。 

I：これ（ハングル文字で書かれた書）がちょうど今私の机の上にありましたのでこれを使って説明しますと、これは国際学会が韓

国であったときに韓国の方がハングル文字で書いてくださったものなのですが、私はハングル文字が読めませんので私にと

っては線の集合なのですが、文字の意味がわからなくてもここに書かれている線の強弱とか墨の濃淡は感じることができると

いうことです。 

福光：ハングル文字を知らないので「線として見る」ということはその通りだと思います。それは漢字を知らない外国人が筆で書か

れた漢字を見たときに、何が書かれているのかわからないので「線として見る」ということとまったく同じだと思います。先ほど

C さんが、ブルガリアの書道教室で書道の指導をされたときに「参加された方は日本語を知らなかったけれど、知らない日本

の文字を書くことを楽しんでくれた」というお話をされたのですが、そのことと同じだと思います。また、ウクライナのガリーナさ

んが日本文化センターでウクライナ人を対象に日本語と書道の二つの教室を同時に開催したときに、日本語のクラスは「難

しすぎる」ということで受講者の人数がどんどん減っていったのですが、書道のクラスはずっと続いたという話を聞きました。そ

して書道のクラスがずっと続いた理由は、日本語を知らない外国人にとって「書」は単なる線の集合なのですが、その「意味

のわからない線を一つずつ書くこと」が楽しく、また、その時には「自由に書いてください」ではなく「書道のルールにそって書

いてください」ということで、そこにルールがあるので続けることができた、という話でした。 

D：今、いろいろな問題についての皆さんのお話しをうかがっているうちに「書道教育」について私の分からないことがはっきりし

てきましたので、その中で三つ質問をしたいと思います。まず、私の質問の意図と意味を理解してもらうために、私の質問の

元となっている「美術教育」の考え方の概略を整理して再度説明させていただきます。「美術教育（Art Education）」は 100年

ほど前にオーストリアのチゼック（Franz Cizek）という人が子どもの描いた落書きを見て、「子どもには子ども独自の表現があ

る」ことに気づいたことから始まり、その後それを出発点としてさまざまな研究や実践がおこなわれてきました。研究としては

「子ども独自の表現がある」ということは「（人種、国籍、老若男女を超えた）自由な存在である『人』は『創造』という天性を持っ

ている」ということであるという美術教育の根拠がみちびき出され、それを前提に「子どもの発達の時々を、過程ではなくそれ

ぞれ意味・価値のある独立した存在として認め、それぞれの時に、それぞれの子ども独自の創造の機会を持たせる」ことが

「美術教育の目的」であり、それは子どもが将来どのような仕事につこうと世界のすべての子どもにとって必要な（人間）教育

である、という考えが世界的通念として定着しており、それは今日参加されている美術教育の方々の共通の基盤でもあると

思います。そこで、「幼稚園児から高校 3 年生までの『子ども』」を対象としている（人間）教育としての美術教育は、美術の専

門家を育成するための専門教育ではないと考えられています。他方、他教科ではたとえば「算数・数学教育」という言葉は、
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初歩からはるかな彼方の高みまで続く「数学」という「学問の一本道」の中で、小学校での教育を「算数教育」と呼び中・高等

学校での教育を「数学教育」と呼んでいると思われます。そのような考え方のもとで「美術教育」の出発点である幼稚園の「砂

場遊び」を一例として見てみますと、園児が自由に遊ぶ中でさまざまなことを体験し学んでいく「自由保育」の時間に、ある子

どもが砂場で山を作りそこにトンネルを掘ったとします。ここで、もし「美術教育」が「算数・数学教育」のように学問の一本道の

一過程であれば、「砂山にトンネルを掘ることは立体作品制作の出発点として考えられるので、次の段階としていろいろな素

材・材料を経験させると同時により高度な立体作品に進ませるために、まず粘土を与えてより堅牢な立体作品の基礎を意識

させ、次は操作の簡単な紙工作をさせ、次はさまざまな素材を組み合わせたオブジェを作らせ・・・させよう」というような過程

をあらかじめ計画しておき、それにそって指導をしていくのでしょう。しかし「美術教育」では先に述べたように「何をどうするの

かは子どもの自由に任されている事柄なので、子ども自身が感じ考えたことを、子ども自身に行動させる」と考えていますの

で、トンネル作りをそこでやめてしまうのか、それからもトンネルを作り続けるのかということは子ども自身が決定することとなり

ますので、先生はそのことには関与しません。そうすると「子どもに自由に活動させるのであれば、先生はいなくても良いのか」

ということになりますがそうではありません。たとえば掘っている途中でトンネルが崩れてしまって貫通させることができないと

いう場合には、子どもは何度も掘りなおしますが、それでもどうしてもできない時に、ある子どもは「どうすれば崩れなくなるの

か」と先生に質問するでしょうし、ある子どもはトンネル作りをあきらめてしまうのでしょう。質問された場合に先生は（ここで「こ

うすれば良いよ」と言って先生が掘ってあげるということはしてはならないことですし、また先生もそうはしませんが）「トンネル

を掘る前に砂山をポンポンと手でたたいてかたくしておけば掘りやすのではないかなあ」という（指示や指導ではなく）紹介・

提案をするのでしょう。また、あきらめかけた子どもがいる時には、あきらめてしまう直前に「どう?うまく掘れている?」と質問をし

て、子どもが直面している問題を共有したのちに、その子どもといっしょに掘れるための方法を考えるのでしょう。つまり、子ど

もが自由に活動をしている時に、問題がなければそのまま活動させ、問題がある時には適切なタイミングでその問題を解決

するためにいろいろな手立てを子どもとともに考えるために「常に子どもを見守る」ことが自由保育の間の先生の仕事なので

す。また、先生が子ども全体に対してたとえば「今日は廊下に長くつないだ画用紙を用意したので、そこに皆で絵を描いて

みましょう」というような特定の活動を提案する「設定保育」では、その時の目的は子どもが気づかなかったり、それまで知らな

かった素材・材料・道具の使い方、集団制作という制作形態等を（これも「これを教えるから覚えておきなさい」という指示や指

導ではなく）紹介・提案をするためのものです。以上が「美術教育」の基本的な考え方と指導方法なのですが、ここで私の最

初の質問は「書道教育にたずさわる人は、書道教育を算数・数学教育のように一本道の中の一つの過程として考えているの

か、美術教育のように子どもの書を大人の書から独立した『子ども独自の表現』として考えているのか」ということです。今まで

うかがってきたお話からは「算数・数学教育」と同じ「一本道」ではないかというようにも思えるのですが、今日の内部先生の意

見・質問に対する福光先生の答えや、「留学生の書を作品として認める」というお話からすると「そうでもないのかなあ」という

気がしたからです。また、今日も参加されている G さんが１８回の会合で見せてくださった幼稚園児のお嬢さんの「たこ」とい

う字に私は強い感銘を受けたのですが、その理由は、「たこ」の「た」には幼稚園児の絵のような幼児独特のやさしさや繊細さ

や可愛らしさも見られたのですが、幼児の絵では見たことのない凛とした作者の意図がはっきりと感じられたので、もしかする

とそれが「美術表現にはない書道表現の特徴」なのかもしれないと考え、もし書道教育が「書道」という一本道の中の一つの

過程であるなら、「た」は書道の方に「作品」として受け止められているのか、あるいは作品ではなく発展の一過程での単なる

現象と受け止められているのだろうかということがずっと気になっていたからです。次の質問は書道で「墨をする」ということの

意味です。私も小学校の時から書道の授業を受けてきたのですが、その時のいくらすっても濃くならない粘土の塊のような

墨をすることの面倒さは今でもはっきりと覚えています。また、私が学んだ書道では「準備」と「墨をする」ことと「後片付け」に

ほとんどの時間を使い、字を書いたのは練習用の新聞紙（当時は練習は新聞紙でしていたと思います）と清書用の半紙合

わせて 4−5枚しかなかったのではないかと思います。そこで、今日の留学生や I 先生の高校生の話のなかでも紹介されまし

たが「きわめて限られた書道の時間の多くを、なぜ字を書くことに使わず、墨をすることに使うのか」という理由がいまだに分

かりません。美術では、たとえば鉛筆デッサン・スケッチの場合は何十枚もそれを続けていくうちに心と目と手と鉛筆がなじん

できて、特に意識しないでも思った通りの線が描けるようになり、それは書道の筆でも同じことではないかと思うのですが、も

しそうであれば墨汁を使って「墨をする」時間を節約し、節約した時間をできるだけ多くの字を書くことにあてるべきではない

かと思うからです。最後の質問は「線の質」についてですが、数年前に私が台湾を訪れた時に『故宮博物院』で（書かれた漢

字の多くは読めませんでしたが）書を見たのですが、展示されていた数十点の作品はすべて（ソーセージのような）太さや厚

みを感じさせる線で書かれていました。それを日本の書と比較しますと、ちょうど水彩画（透明水彩）と油彩画（油絵）の違い

のように、日本の書は一つの文字・文章の中にいくつも（筆の速さの違いによる）リズムが感じられ、墨の黒と紙の白とのバラ
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ンスが考えられているデザイン的な作品が多いと感じていたのですが、博物院の書はすべてゆっくりしたほぼ同じ速さで書

かれたと思われる重厚な線で書かれていたからです。そこで、もし日本と中国の書で求められる線の質が、国とか時代によっ

て違うのであれば、それについてもお話をうかがいたいと思いました。今日は予定の時刻が迫っていますので、いつか機会

がありましたら以上の三点について教えていただきたいと思います。また、もしそれについていろいろな考え方があるのなら、

それらについても教えていただきたいと思います。 

G：「たこ」は、次女が幼稚園年少児 3 歳の時に、年初めに行われる「橿原神宮書初

め大会」へ向けてお稽古した作品のうちの２枚です（右写真）。３歳児特有の純真

さ、柔らかさを私も感じます。その中に D 先生が感じられた「幼児の絵では見たこ

とのない凛として作者の意図」を感じられたという部分について、私はまず「楷書

の型」が作品の根底に存在（一本道の中の一つの過程と言えるかもしれません）

しているからではないかと感じました。 

楷書の型の習得では「始筆(起筆)、送筆、終筆(収筆)」の三折法というものを取り

入れます。リズムは主に「トン・スー・トン」（右図）とよく表されます。娘を指導して

いる時にも、まずトン！の角度（入筆 45度）を何度も何度も繰り返し、伝えました。

私の手本と言葉で理解できない時には、娘の背後へ回り、筆をもつ小さい手を握

り、身体表現によって内に入れます。（＝身体で覚える、卓越者との感覚共有）

「たこ」の作品をご覧頂くと気付かれますように、特に「た」の一画目の入筆は、3

歳ながらに達成していると思います。このように、３歳児の作品であるのですが、

「型の習得」（基礎の習得）が根底にあり、そこに「娘の人間性」と「卓越者との感

覚共有から得た新たな感覚」が含まれているのではないかと感じます。この「型の

習得」という点は美術と違う点ではないでしょうか。私は、子どもがその時にもった

「手持ちの力」で表現した作品（独自性）を称賛し認めます。時に、大人の力では

現せない表現力に圧倒されることもあります。ですので、楷書の技術能力的には

到達はしていないけれど、その時点での表現は単なる現象ではなく作品として認

めるのではないでしょうか。最後に、福光先生がこれまで、色んな国の人々へ書

道を伝え続けて来られたことを尊敬します。 

渡邉：予定された時刻が過ぎようとしていますので、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 24 回アート知っとくミーティングの内容です。長年留学生の書道指導に携わってきた福光先生のお話は大変興味深

く尽きることがありません。長年のご指導のご経験を短時間で語ることは難しいことですので、今後も少しずつお聞きする機会

を持っていきたいという思いでおります。書道教育の中で考えたこと、書制作の活動を通して考えたこと、書作品を見て考えた

こと、美術教育を受けた時に考えたこと、指導する中で考えたこと、それぞれの体験をもとに話し合う場面も多く、充実した会

になりました。今後も美術・書道の教育活動を広く深く掘り下げる議論を行っていきたいと思います。引き続き、研究成果や実

践報告をはじめ多種多様なご提案を持ち寄り報告して下さい。 


