
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第 6 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： 2014 年 8 月 31 日(日) 13：30～17：00 
 
場  所： 大阪教育大学天王寺キャンパス 西館３階 15 講義室 

 （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	 書道オーストラリアＰＪＴ報告	 13：30～14：30	 
オーストラリアの小学校、ハイスクール、ミドルスクールでの精力的な書道の授業、デモンストレー

ション、ワークショップの実践についてご報告いただきます。	 

報告者：福光	 敬子（書家）	 

	 

	 	 	 

○第２部	 版表現について	 14：40～1６：00	 

「彫り進み版画」「紙版画」などの図工における版表現についてお話しいただきます。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 提案者：大関	 ひとみ（大阪市教諭）	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

○第３部	 みんなで話し合おう	 16：10～17：00	 

日頃、図工・美術、書道教育に対して抱いている疑問や思いを参加者同士自由に語り合います。	 

司会進行：福光	 敬子	 	 

                                  (敬称略) 
	 	 	 ○まとめ・今後の予定	  
 
 
 
	 

アート知っとくミーティング報告（第６回）	 

	 

	 第 6 回のミーティング司会は福光氏によって行われました。第１部、第２部での提案では、たくさんの資料を用意いただきました。それ

らの資料と共に、以下ミーティング内容を報告します。 

	 

第１部	 書道オーストラリアＰＪＴ報告	 	 	 福光	 敬子（書家）	 

 ここでは、2014年7月25日~8月3日にオーストラリア（バララットとメルボルン）の学校で実践したSSK(Shodo Super Kids)の活動につ

いてパワーポイントと映像で報告があった。報告後、参加者との質疑応答があった。 

	 

１．企画意図 

 ＳＳＫとは、ＳＨＯＤＯ ＳＵＰＥＲ ＫＩＤＳの頭文字を取ったもので、大阪の中学生、高校生、大学

生、指導者のチームを意味する。この SSK の活動として、幼い頃より、書道を学び、そこに喜びや

楽しみを感じている私たちが世界の人々に日本の伝統文化である書道を伝えたいという思いから、

オーストラリアでの活動を企画した。今回のSSK2014の構成員は、中学生5名、高校生１名、大学

生1名、指導者４名の合計１１名である。 

 このプロジェクトの目的は以下の２つである。      

①日本固有の伝統文化・書道の海外への紹介 

	 （訪問、実体験の提供、若い世代交流） 

②書道における日本の青少年の育成 

 

２．プロジェクト実施に向けての準備	 

 オーストラリアの受け入れ先に送る資料（参加者の氏名・顔写真・作品写真）として日本文と英文をつけた冊子を作成した。この冊子に

は自分の代表作品を決めてしっかり書き込んだ。また、お揃いのTシャツを作った。（図１）Tシャツをデザインする際、名前を呼んでもら

えるように名前と、「色」をテーマとした文字（篆書、隷書、草書などの書体で作成したもの）を入れた。これらの文字は、書体を説明する

のに便利であった。さらに、オーストラリアの学校へ寄贈用として、作品を仮巻きに仕立てたものを用意し、書かれている文字の意味のリ

図１	 準備した Tシャツ 

図 1	 おそろいの Tシャツ 



ストを作った。2013 年の大阪市の企画「こども夢・創造プロジェクト」『書の体験』に参加した１２名の中から、優秀な３点を選び、訪問先の

小学校には小学生の作品を合計28点寄贈した。 

 日本から持って行った荷物は、墨液、半紙等の消耗品、寄贈用掛け軸、冊子などであり、全員

で分担して運んだ。  

  

３．学校での書道実践について	 

 今回のプロジェクトで訪問した都市は、オーストラリアのバララット（メルボルンから電車で一時間、北西に位置する）とメルボルンで、以

下の計 4 校で書道実践を行った。予定は、図３の通りである。バララットではホームステイで滞在し、食事や生活、家族、文化の違いを感

じた。 

・バララットハイスクール（公立、中１~高３）（バララット） 

・モアランド小学校（公立、メルボルン） 

・ヘイリーバリー校・ミドルスクール（私立、小５~中２）（メルボルン） 

・セント・オーバンズ・セカンダリー・カレッジ（公立、中1~高３）（メルボルン） 

 

 オーストラリアの学校のタイムスケジュールについて：基本的には休み時間が設定されていな

い。先生が教える教室に生徒が鞄やノートを持って入るという授業形態である。３時間目と４時間 

目の間にリセスと呼ばれる時間が３０分程度ある。リセスの時間に、子どもたちは飲み物や果物、お菓子、サンドイッチなど子どものおな

かの具合に応じてとる。４時間目の後、昼休みになる。学校によっては、昼休みを長く取り、食堂が混雑しないように調節しているところも

ある。午後の授業時間は、集中力の低下を考慮し午前の授業時間よりも 10分短かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2	 SSK2014行程表 



（１）バララットハイスクールでの活動 

 ホールの舞台に、机を積み上げ、寄贈作品の掛軸を掲

示した。これらの展示作業を在校生と一緒に行った。彼ら

は、こちらの指示に従い紐を固定するなど、何をどう手伝

えばいいか、照れず、でしゃばらず、素直に手伝ってくれ

た。この学校は、危険だとか、責任はどこ、とかそういうこと

は一切言わない自由な空気が感じられるところであった。

まず、子どもたちを集め、T シャツの名前を見せながら、メ

ンバーを紹介した。次にデモンストレーションを行った。

（図４全紙サイズの紙８枚）その後、指導者２名が巨大な３m

の紙に書いた。墨を入れる洗面器は、オーストラリアでは

バケツや料理用のボールはあるが、使い勝手が良くない

ので日本から持参した。  

 

 ３，４，５時間目に、ワークショップを行った。ホールで実施したので、参加したい子

は先生の許可をもらって行くという形で行われた。そのため、いろいろな学年の生徒

が来た。活動内容は、基本となる横縦線を書き、好きな文字を選んで臨書することで

ある。練習用には、わら半紙（ブッチャーペーパー）を、足りない場合はコピー用紙を

使った。清書（フィナルワーク）用には半紙を配った。指導の際、机をまとめ、3，4人く

らいでまとまり、指導者が書くのを見てもらった。50名ほど集まったが、道具が28しか

なく、シェアしなければならなかったので、非常に混雑した。また、ホールが大きく天

井が高いため声が届かず、どうしても伝えたいことは現場の先生に任せた。全部で

30 種類以上のお手本を用意し、わざと草書や篆書を入れて、きっちりと真似る力が

無くても面白さが出るような題材を用意した。生徒たちには、「無」「龍」の四角い字が

人気であった。 

 

 

 

 

 

（２）モアランド小学校での活動 

 ２年生と３年生それぞれ２クラスずつ書道の授業を行った。一クラスの人数は２０~

２４名で７班にわけた。机はこび、道具並べ、練習用のわら半紙（ブッチャーペーパ

ー）をカットし準備した。担任の先生に連れられて、子どもたちが教室に入ってくる。

はじめに墨擦をし、自分たちが擦った墨で文字を書いた。小学生用の手本を用意し、

好きな字を選ばせた。手本には、書き順、意味、読み方をつけ、袋にいれ裏にマグ

ネットをつけた。授業は、20人を 11人で見たので丁寧な指導ができた。校長先生教

頭先生に作品を寄贈した。 

 小学校の様子：低学年の教室には机や椅子がなく、ホワイトボード、電子黒板がよ

く使われていた。電子黒板と ipadで授業を進めており、高学年には、ipad を入れるロ

ッカーが設置されている。リセス用に自由にとってよい果物が置いてある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3	 バララットハイスクールでの活動① 

図 4 バララットハイスクールでの活動表 

図 5 モアランド小学校での活動表 



（３）ヘイリーバリー校での活動（２日間） 

 この学校は私立の名門で、訪問したミドルスクールでは男女が別棟で学ぶ。先生は、男女両方を教えている。ヘイリーバリー校１日目

は 8名（キッズ 5名指導者3名）で参加した。中学２年生で日本語を勉強中の女子７名がバディ（同行して学校を案内する相方）としてつ

き、一緒に授業を見学した。その後、中2男子30名を 10 名ずつに分け２教室で、さらに、中学１年生女子日本語会話のクラスに書道を

教えた。２日目は、中２女子、中１男子のクラスを教えた。２日目は、全員そろって参加した。教える際、指導者が生徒の席に座り、手本を 

書く様子を見せるという方法で行った。背筋を伸ばすこと、肘を挙げることと、筆を立てることを繰り返し伝えた。デモンストレーションを行

い書き上げた作品は、文字の説明をした後、じゃんけんで勝った子にプレゼントし、一緒に写真を撮った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）セント・オーバンズ・セカンダリー・カレッジでの活動 

 この学校は、メルボルンの街の西側の移民が多い地区にある。中国語やインド

ネシア語の看板が多く出ているように、生徒は金髪白人ではなく、アジア系の子

が多い。最後の学校訪問は、中１の３人と大学生１人指導者３名で訪問した。ベト

ナム人の先生、高校2年生3年生より大歓迎を受けた。先生はベトナムからの難

民で、生徒の中にも難民の家族がたくさんいる。また、この学校出身のメルボル

ン大学で学んでいる教育実習生もいた。午後の授業は、中１の２人と大学生１人

と私が残り、高校２～３年生で日本語を学び続けてきた生徒たちに教えた。墨の

原材料や、書体についても述べることができた。生徒たちは、言葉少なで、作品

をあげるといっても「大丈夫かな」とはにかむ様子であった。高２のキーナン君は、

村上春樹が好きで、ほとんどを英語翻訳で読んでいた。中でも好きな文章がある

ので、筆で書いてもらえないだろうか・・・と先生を通じて頼まれ、「痛みは避けら

れない、苦しみはオプションである」と書くと嬉しくて涙ぐんでくれた。帰りますと

いってもなかなか帰らせてもらえないほどの歓迎を受けた。中１のキッズから「胸

打たれる学校」という感想があった。 

 

 

４．SSK2014参加者の感想 

書道授業に思ったこと：	 

（1）中１   

・教えていただく立場だった私は、最初のバララット・ハイスクールでは、てんぱってばかりで、上手に教えることができなかった。でも最

後の方では、だんだん教えることが楽しいと思えてきて、私の説明を「はい」と言って聞いてくれて、上手にできたら「ありがとう」と言っ

てくれることがうれしかった。もう少し英語ができたら、と思った。 

・教えることによって、自分も学ぶことができた。教える事の面白さと、難しさを知った。 

図 7 セント・オーバンズ・セカンダリー・カレッジでの活動表 

図 6 ヘイリーバリー校での活動表 



・書道を教える中で一番うれしかったことは、最初は全然できていなかった子が、何回も何回も教えてあげることでだんだんできるように

なっていくことだ。自分のことじゃないのに、自分が教えたことで上手に書かせてあげることができた、と思うと、とても嬉しくなった。／

一緒に書いてあげたり、書くところを見せてあげたりすると、一回一回ていねいに、「ありがとう」と言ってくれるのも、とっても嬉しかっ

た。／教えて上手になってくれるのはとても嬉しいし楽しいけど、少し疲れた。次はもう少しやさしいスケジュールがいいな、と思った。 

（２）大～中３	 

・熱心な子が多く、教える側も熱が入った。自分と同じく、左ききの生徒が多く、どうすれば書きやすいかと悩んだ。／外国の方々が書道

を好きになってくれることは、すごく嬉しいことで、日本の文化を広げることは、こんなに楽しいことなんだ、と実感した。学校訪問に

持って行く書道道具はみんなで協力して運んだので、しんどくなかった。／自分の英会話がグダグダだった。外国で、未経験の子に書

道を教えるむずかしさを感じた。／日本語が通じないので、英語を使って、一緒に書いたり、どうしたら伝わるのか、すごく考えて行動し

た。書道を通してコミュニケーションをとることができた。「すごい、上手！」とほめたり、見本に書いてあげたら、 「すごい！」とか「私も！」

「僕も！」と同じテーブルの人に言われたときは、すごいうれしかった。 

（3）指導者  

・キッズ達は、デモンストレーションをする毎に、緊張感にも慣れ、作品も良くなっていった。／子どもが子どもと一緒に学んだのはとて

もよかった。／大人だけで教えるより、ずっと効果があった。／始めての書道体験者がいて、書道の広がりを感じた。完成した作品は

見たことがあっても、実際に書いた生徒は、速度感や緊張感を味わっていて、それを、こちらも共有することができた。／ヘルプする先

生が先に、生徒の前で書くと、とても効果があった。／授業では、時間に追われてゆっくりとできなかったことが残念。とても興味がある子

には、２時間続きの授業ができないか、交渉しても良いのではないか。／一時間ほどの授業では、文字の成り立ちや、書体の種類に

ついての説明、練習をする、などをすべてするのは時間が足りない。人数、時間、学年を考えて、授業準備をする必要がある。／教える

側、教わる側、どちらにとってもお互いを知るとても良いチャンスだと思う。書道をすることにより、言葉以上の交流がある、と感じた。／日

本では感じることのできないリアクション、態度で書道に取り組んでくれていて、うれしかった。日本人には当たり前に伝わることが、そう

はいかず、どのようにすれば伝わるのか、伝えようと工夫することは楽しく、また、勉強になった。 

SSK2014全体の感想： 

（1）中１ 

・帰国の今、楽しかった！！という気持ちで一杯。本当に楽しい１０日間だった。国際線は、飛行機、空港もほぼ初めてで、何をみても

「おー！」という感じで、見聞を広げることができた。日本と全然違う文化にふれて、自分自身も大きく成長できた気がする。「また行きた

い」という気持ちでいっぱい。／このＰＪＴのために半年間練習をして、そして実際に行って、書道が今までよりもっと好きになった。こ

れからもずっと続けたい。このような素晴らしい企画に参加でき、素敵な経験をさせていただいたことに本当に感謝している。初海外が

オーストラリアでよかった。中１で、こういう経験ができたことを光栄に思う。ホームステイも学校訪問もふくめて、英語力をもう少しつけて

いくべきだったと思う。その一方で、意外と単語や身振り手振りで伝えることができた。オーストラリアの方が日本語を使ってくれて、とても

わかりやすかったし、うれしかった。英語をがんばりたい、とこの旅を通じて思った。書道は自分自身の上達とともに、外国の方（生徒さ

ん）にその楽しさを伝えられたと思う。それが何よりの収穫。もっとたくさんの方に書道を伝えたい。／楽しくて、時間が短かった。あっと

いう間。優しい人ばかりだった。書道を教えたり、ホームステイしたりすることによって、私自身、とても勉強になった。初海外で、オースト

ラリアが大好きになった。／とても楽しかった。自分から話しかけて教えてあげるのは、苦手で恥ずかしかったけど、最後の日になると、

恥ずかしさなんて、なくなってうまく教えられた。そういう面でも自分がとても広がったと思う。ホームステイは、正直ちょっとしんどかった。

英語が全然できなかったので、何を言っているのか、わからなくて大変だった。１人だったので、心細く、心配だったけど、無事に終わっ

てよかった。もっと英語を勉強して、英語で話せるようになって、もう一度来たいと思った。 

（２）大～中３	 

・将来、日本語教師になりたいと思っている私にとって、今回の経験はすばらしいものだった。教える難しさ、楽しさの両方を味わい、

自分の夢の再確認できた。風邪で２回分学校訪問できなかったのが残念だが、海外で病気になるという経験ができた。／今までにない

たくさんの体験ができて、すごくためになった。キッズの中で年齢は上の方で、まとめ役としてしなければならないと思って、行動した。

美紀子ちゃんがダウンしてからは、特にそう思った。皆、とても協力的だった。／今回でオーストラリアの見方も変わり、前よりずっと身近

に感じられる。「和の心を大切に」することが本当に素晴らしいことだと実感した。／ホームステイでは、１日目は帰りたいと思ったが、

２日目、家族と遊んだ時はめっちゃ楽しかった。次行く時がもしあれば、もっとたくさんの英語で話したい。今まで以上に英語を学ぼうと

思い、ペラペラに話せるようにして、将来何かしらのことで活用できればと思う。ホテルでは移動やら何やら、色々あったが、決して苦で

はなく、夜も皆で楽しくおしゃべりして、遊んだりして良い思い出だ。食事が本当に合うのか、生活様式とか心配したが、まったくしんどく

なることもなく、過ごせた。／すごくいい経験になった。先生達やみんなのことをより深く知ることができた。外国の子たちに書道を知っ

てもらう嬉しさ、教えることのむずかしさを体感した。／結構ハードなスケジュールで体調を崩したりしてしんどかったが、友達といる

時や、教える時がとても楽しかった。バディの子や、ホームステイ先の家族とたくさん会話できたことは、本当に楽しかった。どちらも日本



語でがんばって話をしてくれて、本当に優しいなと思った。これを機にたくさん英語を勉強しようと思った。／今回のＳＳＫで、すごいた

くさんのことを肌で感じることができた。疲れたけど楽しく、充実して過ごせた。また行きたいと思う。英語をがんばろう、とか色々な目

標ができた。一つの学校じゃなく、色々行けたから、それぞれ少し違うことも分かった。 

（3）指導者  

・始めの第一歩。ここからもっと考えて、良いものとなっていけば、嬉しい。／非常に有意義であった。キッズ達の成長、活躍が著しい。

各々の先生の素晴らしさを日々感じ、自分自身の人間修業の必要性を感じた。／訪問校の先生方の授業を参観し、それらが、生徒参

加型であり、とても魅力的であった。そういう授業を実践したいと思った。／}キッズ達の成長を感じることができた。／非常にハードなス

ケジュールであることは、事前から認識していて、状況をみて、随時自由に変更するつもりであった。最終日も、強制にならないように、

自由意思を最後まで聞きあげたつもりではいるが、自分で判断する力は、個々人に差があり、思いやることはたいへ難しい。「来年も来

たい」という声をきき、実施できてよかったと心から思っている。「生きるということ」「生活するということ」「自分に何ができるか」そういう

根本的なところを、考えようとすることが、芽生え始めたことが何よりの成果だろう。みんな、できることが違ってよい。違うから、一緒

にいる意味がある。それぞれが、いろいろなことを感じた。記憶におおきな足跡を残したであろう。 

 

５．質疑応答	 

書１：今回は、第一回で手探り状態であった。都市や田舎、公立、私立などさまざまな学校に行き、スケジュールはハードであったが、い

ろいろな面を見ることができた。予算の問題（参加者一人あたり約２０万円の負担）はあるが、今後できたら、毎年行こうと思っている。

今後のためにも感想や意見を聞かせてほしい。 

美１：オーストラリアの中学生高校生で初めて書道に出会う子どもたちが、どのような思いで書に取り組んだのか。例えば日本人の我々

ではどういうことなのか。筆という道具といくつかの約束事が示されたようであるが、言われたことだけをしたのではなさそうであり、

表現なのか、というところを知りたい。 

書１：オーストラリアの子どもたちの思いについては、言葉の問題があり感想を聞き出すのが難しかった。しかし、観察から分かったこと

は次のようなことである。書道の授業を楽しみに待っていた。やってみて楽しくない子はいなかった。全員喜んでいた。先生からう

るさいから大変だというクラスがあったが、実際にはシーンとした静かな状態になった。デモンストレーションしている間も、彼らの

文化の中では、最高の集中であったようである。 

美２：オーストラリアの子どもたちが手本を選ぶとき、意味で選ぶのか形で選ぶのか。こちらから準備したお手本は、字の形で用意された

ものなのか、意味で選んだものなのか。書体とは別に書のお手本を臨書するとき、意味と形（みえ）のバランスがあるならば、オー

ストラリアの子どもたちは意味を重視していたのか？ 

書１：子どもたちは、形と意味両方でお手本を選んでいた。はじめは、ヴィジュアル的なメッセージが目に入るので形を見て選ぶが、そ

れからどういう意味か説明文を見る、そこで気に入らなかったら他の文字に変えた。こちらが用意した手本は、小学生の場合は、説

明しやすく形も簡単なもの「山」「川」「木」など、小学校１年生で学ぶような楷書を選んだ。その他に象形文字も選んだ。草書として

花という文字も入れた。線の動きで選ぶ子もいるかと思い草書も入れた。 

美２：大人になると意味にこだわりがあるけれど小さい子ほど意味はあまり関係なくて形かとつい先入観があったので質問した。外国の

方は、必ず漢字の意味を聞くのか。 

書１：最初は、ヴィジュアル的なところから選んでいた。中学１年生が点四つで面白いので「無」の隷書を選んだ。「意味は？」と聞かれて

「nothing」といったら、やめた子がいた。やめないで深い意味だと話すとやめない子もいた。「山」とか「月」とかであれば形と意味と

を結びつけて理解しやすいが、「無」などの抽象的な内容は、中学３年生くらいでなければ分からない。年齢に因るところは多い。

小さい子は、やはり見えるものでしか分からないのではないか。 

美１：日本人スタッフの方がどのような経験をしたのか。どんなところで戸惑い、どういうところが上手くいき、あるいは課題となったのか。 

書１：指導者からたくさん出た意見は、時間が不十分であったということであった。５０、６０分では何もできない。２、３時間あったならば、

今の内容を深めることができたのではないか。例えば「筆をつくということはどういうことか」とか、「どういう腕の動きがいるか」「立っ

て書いてみよう」「お手本なしで書いてみようか」「大きく書いてみよう」「墨濃くしてみたら」などいろんなことが提案できただろう。で

も、１コマと言われた場合は、その時間内で何ができるかを考えなければならない。受け入れ側にはひとりでも多くの子に体験させ

たいという思いがあり、どうしても一人ひとりに伝えられる時間が限られてしまう。 

美１：限られた時間であれば、図工美術では鑑賞にもっていくという考えも成り立つ。限られた時間内で映像を見せることもできる。 

書１：体験なしということはあまりしたくない。理屈で書道を鑑賞するのではなく、デモンストレーションを見て感じてもらうほうがいい。 

美３：参加した中学１年生はこれまで書を教えた経験があったのか。中学生は年長者に教えることをどのようにイメージし、実際どうだっ

たのか。 



書１：彼女らがこれまで教えた経験はない。しかし、最初集まったときから教えることは伝えていた。確かに年齢から言うと子どもが教えて

いるという映像に見えるが、墨の擦り方、筆の持ち方、書き方においては、初心者と熟練した生徒であり、中学１年生でも十分教え

られた。ただ、はじめは何をしたらよいか分からない、どういう風に近づいていいのか分からないという状態で、最初に大きいホー

ルでやった時は、本当に動けず、言われたことしかできなかった。でも、そのうち、こう言うとこう答えてくれる、教えたら「ありがとう」

と言ってくれた、自分が書いたら「すごい」と言ってくれた、ということを毎日体験していくなかで、自分の言ったことで子どもが上手

になったということに嬉しさを感じていた。 

美１：一日目の状況と一週間目くらいになると様子が分かってくるというところが、教育実習中の学生にも同様に見られる。 

書１：行く前から、「何でこんなことやっているんだろう」と誰かが少しでも感じたらこの企画は失敗だと思うので、楽しく元気に気持ちよく

できるようにいこうと言っていた。自分で仕事を見つけること、「何をしましょう」という質問はやめてほしいとメンバーには何度も伝え

た。その結果、中学１年生が日に日にしっかりしてくるのが目に見えて分かった。だから「すごい、よくやってくれた」とよくほめた。

はじめは授業の進行を私が行い、それらを見て他の先生が進行役をやるというかたちであった。通訳もいたのでできると思った。

何時間の後、一人の先生が「授業を変えてやっていいか」と言うので、「自由にやって下さい」と勧めたところ、「墨摺った段階でデ

モンストレーションを先にしたい」と言い出した。それまで私は、墨を擦り、基本展開をやってから、字を選んで書かせ、仕上がりの

頃合いを見てデモンストレーションをしていた。その先生は、最初に子どもたちを注目させ、若い子にデモを書かせた。それがい

いことだと思った。「見れば分かる。説明ではない。」とそのとき思った。また、当初は各テーブルで上からあるいは横から子どもた

ちに書き方を教えていたが、まずキッズたちが子どもたちの席に座り手本を書き、それを見てもらった後席を交代し書かせるという

ことがより効果的ではないかという話になった。キッズたちは、「席を替わってください。私が書きますから」という英語を覚えた。み

んなの気持ちが、自分がやるんだという気持ちになっていった。 

美３：書道授業のときに先生がお手本を書いて、子どもがその通り書く、また、留学生向けのお茶会などでは、お茶の味がどうであるとい

うよりは、所作をまねて楽しむことで、やった気持ちになるということがある。書かれた作品を選ぶよりも書いたものをまねてみるとい

う伝え方もあるように思えた。日本文化を知らない人に伝えるということであれば、雰囲気を味わってやってみる。墨をするにしても、

筆をおくにしても、息をつくにしても、そういう所作に日本らしさ、書道で日頃培っているものを感じるのではないか。 

書１：かたちから入るのは嫌と思う人もいるかもしれない。ただ、墨を擦っているときに背中が曲がっている子に、「Back straight！：背中

をまっすぐ」と声をかけると子どもたちの背筋が伸び、教室が高くなる。左手を紙の上にこっち向きにおく、「Right arm high：右手の

腕を上げなさい」というと寝ていた筆がとたんにきれいに立つ。見ているだけで書けるように見える。筆の立った姿勢がきれいで見

ていても気持ちがいい、それを見ただけで「きれい」とほめる。このような姿勢になると何も言わなくても自ずといろんなことができる。

フォームから入るのはありだと思う。型にはそれなりの意味がある。 

美３：中学生が高校生に指導したことに驚いた。というのは、高校生が選ぶ文字や、彼らの考えについて中学生が分かるのかという点で

疑問があったからである。ただ、中学生たちが高校生よりも経験的に優れているとしたらおそらく書道のことになる。それを海外で

見せるときに、表現よりも書道を経験してきたという雰囲気を見せることで、見る側の興味を引いていたのではないかと思った。 

書１：伝えられるとしたら技術。 

美３：技術ではあるが、それは生活ではないか。書道を毎日経験してきた生き様としての所作みたいなところを見てもらうと外国の人は面

白いと思うのではないか。書道の技術を伝えるには時間がどうしても短い。先ほど時間が足りないという話があったが、その場でし

か伝えることができない場合、特に私が海外で何かをするときには、相手に興味を持ってもらうレベルにしかならないという印象が

ある。私はそれでいいと思う。興味を持った人は、実際に日本に来て中に入ってみて経験してみることもできる。日本文化としての

書道とは、そうすることではじめて分かって行く世界ではないか。何年もかけて経験し培われてきたものを短い期間で理解できるも

のなのか。授業時間が長ければいいという話ではなく、見せ方みたいなもの、パフォーマンスみたいなのもの、普段の習字の空間

に引き込むような見せ方とかがあるのではないか。 

書１：今、パフォーマンス書道とか書道ガールズというものが世の中にあるが、そういうことをしたくはない。本当に普通に真摯に書道に

向き合い書いている姿を見てほしかった。それを書として見せるためではなく、真剣に書いている、それを見たらどうですかという

ことである。大人ではなく子どもが行くことの意味がここにある。いろんな書家たちが海外で展覧会やパフォーマンスをしている。し

かし彼らは出来上がっているので、毎日まじめに書いているというところ、きっちりとした基礎を見せない。特に大きい作品を書く際、

筆もぼたぼたするし、楷書では書かない。楷書で書くと表現力が行書草書に比べて、少し弱くなる。整っているから上手い下手は

分かっても、作品としてレベルが高いかというところが訴えにくいところがある。そこで、行書・草書・篆書にはしる。バケツをもって

筆をもってバシッとやってわーっと書いてできた、というパフォーマンスを海外の人が初めて見ると、自分でもできそうと思う。そうで

はなく、地道な奥がありやっているということを言いたい。大人がするのは難しいが、子どもが、こんな年齢の子が大人顔負けの字

を書けることを見せることによって、これだけの修練があって現代書家がいるということを言いたい。 



美１：小学校３年生で初めて書道が始まる。３年の先生は、書道を初めて学ぶ人に、始めるにあたってこれを教えたいというヴィションを

持つのではないかと思う。例えば図工先生の場合は、図画工作で初めて学ぶ１年生に、細かいことは抜きにして最初に何を知らし

めたい、教えたい、考えさせたい、気づかせたいか・・・。そういう風なものが、オーストラリアに行かれたときの目的にあったのでは

ないか。今まで書道に接したことがない人に、初めて書道を学ぶ人に紹介する教える場合何を教えるのか。そのときにまずこの態

度という人もいるかもしれないし、基本的な技術・技法かもしれないし、全般的なイメージかもしれないし、図工の場合はどうか。 

美４：図画工作は、全般的なイメージだと思う。この時間は楽しい時間だよ、自分の思っていることを色や形で表すということを私は最初

に伝える。今日はパスで伝えるし、次の日ははさみで伝える、その次の日は、言葉かもしれないしということを伝える。自分を表現

することが楽しいものであるということを伝える。福光先生はオーストラリアの子どもたちに日本の書道を伝えたいと思って行かれた

と思う。感想になるが、これまでの話とは違う側面から話したい。私は学校現場に立っているので、オーストラリアの一クラスの人数

の少なさ、教育環境の日本との違いを生々しく感じた。人数が少ないのでこどもたちに自由度が多い。子どもにいろいろなことが任

されている。それが自分で判断できる人を育て、違いや他者を受け入れて行くという文化につながって行くのではないか。日本は、

はじめから多人数（４０人）の子どもを一人の先生が教えることを前提とした教室であり学校の環境、指導法であるということにまだま

だ縛られながらいるのかなと感じた。違う文化を受け入れることができ、自分のことをもっと表現できる子を育てようとしている立場か

ら、この環境、床の絨毯の色までちがうオーストラリアの小学校に比べて自由度の少なさが日本にはまだまだあることを考えた。 

書２：私は、2008年大学院生のときにメルボルン大学で今回のような書道パフォーマンスをした。今回は中学生が指導者側に立っている

ことに驚いた。中学生にとってはこれからの人生でいい経験ができたのではないか。私が大学院生のときは、それまで人の前で書

くことがなかったので、書道パフォーンマスをしたときの緊張を覚えている。だんだん経験を積んで行くことで、思うように書けたとき

は、達成感があった。指導を英語で伝えるということもいい経験だった。オーストラリアの中で日に日に成長できた。 

書１：そのときは、中学生ではなく大学３回生4人、大学院生4人、現場の先生２人で大学訪問、大学の授業にお手伝いに入った。大学

へ行くとまた違ったことができる。今回の７月終わりから８月初めはオーストラリアの大学での受け入れは難しい時期（履修申請期間

のため）であった。ありがたいことに書道で授業を組むといろいろな学校からたくさんのオファーがくる。これまで、私が海外で書道

を紹介する実践をしてきたが、受け入れ側に一番歓迎されるのは子どもと一緒の場合である。授業自体も子どもがいると和やかで

ある。私一人で行ってももちろん喜んではくれるが、同世代と同世代を合わすと喜び方が違う。指導する側も授業を受ける側もどち

らも嬉しいようである。今回行きたかったけれどもどうしても行けなかった生徒さんの作品を寄贈したが、その際、作品を作った子ど

もに、作品を広げた写真、展示した場所、先生のサイン入りのメッセージを送ってほしいとお願いした。単に外国、オーストラリアと

思っている子が、具体的に住所が分かって、そこに自分の作品があると思うことがどんなに嬉しいかと思っている。これから英語を

勉強してみようとか、将来行ってみたいなと思ってくれたり、そんな風に広がればと思う。 

美５：最初の目的に日本の伝統文化である書道を鑑賞してもらうとあったが、私も美術の授業で伝統文化を扱おうと思っている。伝統文

化といっても、私自身が体得していないことを教えられないと思い専門的な先生に聞いているところであるが、実際にやってみると

作品の出来というよりも、息づかいとか、姿勢とか、作っているときに自分の身体を感じることが貴重な経験となった。これは、やっ

てみないと分からない、言葉などでは伝えられない鑑賞体験であると思った。そこで、福光先生は鑑賞することで海外の子どもた

ちに何を一番に受け止めてもらいたいのか気になった。 

書１：こちらからこれを見て下さいという提示はしない。緊張して書いているのは分かるし、ぼーっと見る子も、細かく体の動きを見る子も

いたと思う。見てもらうだけでここを見て下さいというのは言わない方がいいと思う。自分が見てほしいところは、集中力と全体の紙

のバランスとかいろいろなことを考えながら書いている姿である。 

書３：書道はスポーツと似ていると思うことがある。ただ単に自分の体だけを使ってするものではなく、ラケットを持つようなスポーツに似

ていると思う。普段は意識して使わないような筋肉をあえていろんなところで使うことが多い。それを意識するかしないかはそれぞ

れであるが、それを気持ちいいと感じる瞬間がだれにでもある。本当に体験的なものであると思う。ただ単に見るだけではなく、や

ってもらって感じてもらうことの多い領域であってほしいなと思う。日本語を勉強されている外国の方にとっては文字のルーツを知

るという切り口としても楽しいし、体験するというところでは所作が精神的なところに深く根付いているのを体験してもらえるし、造形

を作り上げるまでの充実感というのはスポーツと同じような実技競技ならではだと思う。福光先生が一人で企画・プロデュース、引

率、食事もつくられてというのはすごい。３年前教員の招聘プログラムで韓国に行ったことがあったが、そのときは色々な機関が

別々にあり、サポート体制が整っている中で行ったので、これを個人でされるというのは本当にすごいことだと思った。いろんな意

味で相手先にも行った側も得るものが大きいということをもっとアピールして後援を募ってもいいのではないか。 

書１：行った子どもたち自身も、私たちのやっていた書道が海外へでるとこういう風に喜ばれ、ほめてもらって、鑑賞してもらえたことが驚

きだと言っていた。子どもたちの感想には、次のようなものがあった。自分は好きで一生懸命やってきたら、力がついたみたい。そ

れを海外の人はこんなに珍しいものとして受け止めてくれて、なんて嬉しいんだろう。やっていてよかった。日本人ってなんだろう。

日本の書ってなんだろう。そんなことを自分たちがやっていたんだということなど、改めて日本を知った。 



美６：書道が日本文化であること改めて実感した。日本の文化として美術で紹介できるものにどんなものがあるだろうかと考えた。書道が

歴史のあるもので脈々と続けて活動されている若い世代がいることに感動を覚えた。外国に日本文化として伝える活動自体がすご

いことだと思った。 

	 

	 

第 2部	 版表現について	 	 	 大関	 ひとみ（大阪市教諭）	 

 ここでは、平成２５、２６年度大阪教育大学公開講座で実践した版表現についての報告をもとに、版表現について報告いただきました。 

 

①自己紹介と提案の意義 

 大阪市小学校教諭 小学校教育研究会図画工作部に所属しており、小学校での図画工作科の指導について考えている。今回、書道

など他の分野からも版についての示唆をいただくことで考えを広げたい、という意味で提案した。 

 

②これまでの小学校教育の「はん画」について 

 低学年では紙で版を作る紙版画、４年生からは彫刻刀で板を彫って作る木版画、というように「版で絵を表す」ことが重視されていた。

そのため、どうしても出来上がり作品の絵画としての出来栄えを期待するあまり、版づくりに時間を費やした指導になっていた。全国児童

版画展の受賞作は力作揃いであるが、その作品からは次のような指導者の姿を見て取ることができる。 

 低学年の紙版画の指導では、版の大きさから版の動きや置き方まで細かく指導者が指導することになり、子どもの思いを大切にする指

導よりも「みんな上手に見える作品づくり」の指導になりやすい傾向があった。 

 木版画の指導では、下絵を描き、白と黒の割合を考えて墨入れ、版木に転写し、彫刻刀の彫り後を意識して彫るなどの過程を 7~8 時

間かける。そしてようやくインクを付けて刷るという段階になる。刷るのは一発勝負、１時間。木版画の場合には、あまりに彫ることに夢中

になったあまりほとんど白くなってしまった版画が出来上がったりしてしまうこともあった。 

 

③「はん画」から「版表現」へ 

 図画工作科の年間時数は低学年70程度、中学年60時間、高学年50時間。高学年で10時間を版画に使うと、他の表現にかける時間

が少なくなってしまう。教科書も大きく変化した。特に高学年では、従来の「木版画」から彫り進み木版画や、一版多色木版画、スチロー

ル版画などの内容になっている。1年生ではこすりだしやスタンピング、ローラーあそびなどが教科書に取り上げられるなど 「はんが」と

いう言葉が題材名からなくなり、「版をつくって」とか「色を重ねて」という言葉が使われるようになった。子どもの思いを表現させる手段と

しての版と考えると版で絵を描く「はん画」ではなく「版表現」ととらえることが自然である。インクの色、版の大きさ、刷ることのタイミングと

時間の確保などを考えることで表現の多様性、自由さを広げる指導を目指している。 

 

④大教大における「公開講座」について 

 平成２５年度の公開講座で実施した彫り進み木版画「もっと自由に版表現」を紹介する。

（図 8）彫り進み版画は、まず板を彫刻刀で彫り、一色目（青インク）で摺る。次にインクを拭き

取って（洗って乾かし）板を彫る、そして二色目（赤インク）で摺る。そうすると最初に彫ったと

ころは白地として残り、次に彫ったところは赤いインクがつかないので青く残る。また同じ板

を洗って彫り、三色目（黒インク）をつけると、彫ったところには黒インクがつかないので赤が

残る。結果的に同じ板を彫って摺ることを３度繰り返す。これが彫り進み木版画である。教科

書にも、このような彫り進み木版画は紹介されており、題材の内容が大きく変わってきている

が、現場では依然、白黒の「紙版画」「木版画」の指導が主流である。毎年開かれている大阪

市子ども絵画展、版画展でも白黒の作品が多い。指導者側からは、彫っては摺るという行程

の指導の仕方がわからないという声が多い。そこで、大阪教育大学での公開講座（現職教員

対象）や大阪市実技研修会で、「版表現」という考え方と、「版」で思いを表すことの楽しさとと

もに、特に刷りにおける「手順」「用具」の基本的な事柄を伝えようと考えた。 

 公開講座は２時間しかなく、体験して手順がこうだということしか伝えられなかった。しかし、彫り進み木版とはどういうものなのか、まず

は手順を知ってもらうことで、学校での実践につなげていくことができるのではないかと考えた。同じ版でも色を変えるとイメージが変わ

ること、最後の版を上下逆にして摺ってみると面白い表情になることなど、体験を通して指導者が版の仕組みを知ることが大事である。こ

れらの経験が子どもたちの表現の幅を広げることにつながると考えている。 

図 8 公開講座資料部分 



 次に、平成２６年度の公開講座で実施した紙版画を紹介する。紙版画では、全国児童版画展の受賞作品のように、最初にどの形を置

き、部分をどのように重ねていくのか、一番手前に何を貼るか、構図をどうするのかをひとつひとつ丁寧に考え版作りに時間をかけるも

のもあるが、ここでは、小さな版を何度もスタンプのように置く、白黒ではなくカラーであるということが題材の特徴となっている。まず、厚

手の画用紙を切る。ここで、切った残りのゴミを入れるゴミ袋も用意し紹介した。次に切った紙を貼って行く。ここで、紙だけではなくエア

キャップ・波形のダンボール・麻紐なども版の材料として準備した。版ができたら版にインクを付けバレンで摺る。インクのつけ加減など

を知らない先生が多いので、版を摺る際の基礎的なところを伝えた。このとき、刷り紙に色や模様をつけたものを準備することで、表現の

幅が広げられる。擦りは薄い色から行う。摺った後、版のインクを布で拭き取り、次の濃い色のインクをのせる。摺ってまた拭き取り、更に

濃い色のインクで摺る。版というのは何度も使えるもので、一回切りというのはもったいないが、紙版は２、３回しか使えない。公開講座で

は、版画の摺り方、手順とともに、片付けの仕方も伝えた。ローラーのインクは新聞紙の上でできるだけ落とす。錬り板の上に新聞を置き

その上からこすると一石二鳥できれいになる。最後に出来上がった作品を鑑賞し合った。紙の白地にローラーで色付けされた作品、同

じ版を逆さまにして使った作品、いくつかの版の組み合わせで作られた作品、白黒とは違うカラフルな作品ができた。公開講座では自

由な版表現とともに摺の手順、場所の設定のしかた、子どもたちの動き方ヘの指示などを伝えた。若手教員の増加により、教員の間で

徹底されていないことも多いが、子どもになりきって実技してもらうことで指導に自信を持ってもらえるよう行った。 

 

⑤質疑応答 

書１：元々浮世絵などの版画は、色の数だけ版あるが、彫り進み版画はそれが大変だから次々進めていくという発想か。 

美１：多版多色の場合は、最終的な完成があり、計画的にすすめていく。一方、彫り進み版画は、彫り進めて行くことで偶然に面白くなる

という経験はあるが、最初にこうやって次に何色重ねてどうかということは経験してみなければ分からないことなので、初めての場

合は見通しを持つことが難しい題材である。また、抽象的な図柄が多くなる傾向がある。子どもの中でなかなか見通しが持てない

ため、学校現場ではなかなか浸透しない状況がある。 

美２：大関先生は、これら版画の実践をどのように位置づけているのか。浮世絵版画は、絵師が書いた絵をもとに色毎に版を作り順番に

重ねていくものである。彫り進み版の実践を進めていくことで、最終的に浮世絵版画のようなものを目指しているのか？ 

美３：版画家を育てる訳ではないので、浮世絵版画のようなものに向かおうとは思っていない。版画制作を通して子どもたちの感性を色

と形でどのように表現できるか、１年間５０時間の指導計画の中でどうやって版を取り入れるかということを考えて授業をくんでいると

いう立場である。 

美１：木版画の場合は、何枚でもできる。しかし、これらの実践は、何枚も摺ることができない。版がだめになってしまう、あるいは版でなく

なることについて、どう考えるか。 

美３：これは、紙版画が３枚までしか刷れないのと同じように、彫り進み木版画の限界だと思う。 

美１：一枚しか作品ができないけれど、一枚以上の価値があるということをどう考えたらよいか。 

美３：その価値というのは、子どもにとってどんな価値があったのか、子どもの美術に対する感覚を高める時にどんな価値があったのかと

いうことしかはかれないのではないか。 

書１：一枚しかできないのであれば、ふつうの絵でもいいわけである。それをたくさん摺るのが版画だと言うことに価値を置くのであれば、

何のためかということになるが、絵を描くのと同じであれば、一枚でもいい。書道でも拓本がある。あれは、元々たくさん作るために

行ったものである。王羲之の書の本物が一つしかないので、たくさん世間に流布させようと思ったら、偽物を作るか版を作ることに

なる。上手な人が偽物を作ったが、これは時間がかかるし大変であったので、それとは別に石に彫ったり木に彫ったりして版を作

ったのが、拓本のはじまりである。そして、何年も時を経て私たちは拓本から何を学んでいるのか。同じものが拓と真筆とがあった

ときに、絶対真筆の方がいいのか、後世の人にとって、真筆を目の当たりにしてそれをまねして練習するのと、拓があって拓を見て

自分なりに解釈して書くのとどっちの方が学ぶものとしてあるかというと、決して本物ですとは１００%言えない。これをどう思われる

か。 

書２：拓本は、何枚かとっているうちに欠けたり、すれたり写りが悪かったりして見にくいところはあるが、自分なりにもとを書いた人がそん

な風に書いていたかなと想像しながら、解釈しながら書くのに面白みがある。どちらに価値があるとは一概に言えない。比べようが

ない。 

書３：真筆の方が動きが見えるので、臨書しやすい。 

書１：出来上がりの作品を見たとき、真筆のものを臨書したときは筆の動きや形の同じものを再現しようとする意図が強くなる。拓本の場

合は、全体が黒いだけで、線の勢いが見えない、筆圧が見えない、呼吸も見えない、書き順も見えない、平面である。しかし、自分

で書くと立体になる。そうすると誤差がある。その誤差がその人らしさになる。生々しいものを書くとだいたい似た感じのものができ、

拓本を見て書くと人によって全然違う。 

美１：拓本の出来映えに、価値を置くことはあるのか。 



書１：もちろん取り方には上手い下手があるが、昔からの名筆として残っている拓は宋の時代１０世紀にとった拓を見ている。 

美１：造形の刷りは、刷りそのものを表現に生かすということでないか。 

美２：摺った状態と手で書いた状態が違うので、版にしたときの独特の風味を表させるためにということではないか。 

書１：版には版の魅力があるのではないか。一回しかできないのであれば、絵を描いたらいいのではないかといったが、そうではなく、

版は版の線や形の魅力などがあるので、たった一枚でも版の値打ちがあるのではないか。 

美２：この会は書道と美術のコラボになっているので、版について議論をしたらもっと楽しいのではないか。拓本には拓本のよさがあると

言われて今初めて分かったので、篆刻が書の世界の中で仮名漢字と違う分野を形成していることなど、書道の方にその違いをそ

れぞれの考えを準備されてきて次回以降話し合えればいいのではないか。 

美４：書道で篆刻専門の方がいるのか？書道界の中での位置づけは？ 

書１：一つの分野として独立している。書のなかでは、大きく分けて３つの分野、かな、漢書、篆刻がある。篆刻は、篆書が書けなければ、

彫ることができない。文字の歴史，地域などいろいろな勉強をして、禁則事項などの文字学を学んで篆書作品を書く。 

美２：書道は肉筆で書くこととばかり思っていたが、石に刻む篆刻という分野があるのはなぜか。 

美１：通信で篆刻をしたことがあるが、彫り師が専門にいてもいいのではないかと思った。今は機械が彫るので、篆書を書くことのほうが

重視されている。 

美２：押されたものが作品か？ 

書１：偉い先生のときは石と印影（押されたもの）の両方を展示している。なぜなら石がアンティークで石そのものに値打ちがあるので。 

美１：摺り方を変えて複数点出すことはあるのか。 

書1：篆刻作品として出すのは１点だけである。出品する１点のために複数摺っている可能性はある。 

美２：朱肉を使った場合、肉の色合いが関係することはあるのか。 

書１：書道では印泥と呼ぶ。それはきの粉と油と朱を混ぜたものでありクオリティがさまざまで、中国のものと日本のものと異なる。油が温

度によって変化するから、どういう感覚で錬らなければならないとか、色々難しい。 

美１：小学校では版画が指導要領上に言葉としてはない、中学校からみたらどうか。 

美５：版画では複製することが目的といよりは、１点にどれだけ時間をかけるかということをしている。例えば、朝のもやを表現したい場合、

インクをどのように載せて摺ってそれが表れているのかを表現として扱う。絵の具で塗るのとは違った仕上がり、摺ることによってで

きる仕上がりを追求するという意味でいろんな版を多用している。篆刻だったら、摺ったものに美学があるのか。インクのつきが均

一であるかとかにじみなどが評価されるのか。 

書１：篆刻では、偶然があっては行けない。線の彫り方が浅いと線がやせる。鋭角に彫ってあれば誤差がでないというようなことや、下の

クッションの柔らかさと固さ、力の入れ具合、印泥の種類、時間をかけて、体重の掛け方などを、彫った人が決める。一番いい状態

のものを出す。 

美２：書の場合、肉筆のものではなく、彫ったものが珍重されていることがよくわからない。 

書１：古いものは、石と金属しか残っていないが、漢の時代に紙が発明され、それ以降は紙に書かれた。王羲之も紙に書いたが、本物

は残っていない。しかし、本物とそっくりのものを作った。本物があったときに複製品を作りたかったので、上に紙を載せて、筆が割

れたところも、筆の動きも濃淡もつけながらそっくりのものを作った。それが存在する。そういうものもあるし、当時上手だと言われて

いた人が、本物を見ながら書いたものもある。前者は、形や空間の取り方はそっくりであるが、生気がない。後者は、色々違うが本

当に書いているから魅力的である。これだけでも数が足りずみんなに流布させるために、主に石版に彫って拓本をとった。本物は

後の皇帝がお墓に入れてしまったので、見ることはできないが、複製品と、上手な人が書いたものと拓本がある。これをそれぞれ

何々本という。それをもとにだれが作ったというのを西暦５００年くらいから繰り返し現在に至る。拓本だからといって見劣りする訳で

はなく魅力がある。 

美２：美術でも浮世絵版画でも絵師が描いた肉筆がある。それと彫り師がいて摺り師がいて完成した浮世絵の印象は異なる。版につい

て考えるのはどうか。書道の場合は、校種を問わず篆刻をもとにした書道の教材があるのか、考えられるのかどうか。美術のほうで

も版は複製できるということが大人の解釈ではあるが、子どもの場合は一枚でいいのか。肉筆と版表現が、作った子にどんな効果

や印象を与えるのか。 

書１：肉筆ではない版の魅力、面白さと言ったことを説明できるようになればいい。拓本について、篆刻について、版画を版表現とされた

ことについて。 

書２：院生のときの教材開発の授業で書道の中で切り抜きの紙版を作り、文字の形をとるというものがあった。文字を写した紙を裏返し鏡

時をとるのが印で書いたままの向きでとるのが拓本という教材であった。美術はそこに色の効果を考えているから違うのかと思った。

書は白と黒で、篆刻は朱と白である。あくまでも単色なのでそれ以上に追求するものは文字の姿形である。美術と文字を扱う書の

世界の違いなのではないかと思う。押し方ではない。刀の切れ味などが関係する。 



美１：附属小学校の書道の先生が発泡スチロールにシンナーで文字を書いたことがあった。力加減の違いで文字を立体的に作るもので

あり、美術でも使えると思ったことがあった。 

書２：偶然の面白さではなく、自分の思い描いているものを表現することにがんばりたいというのが書道の世界であると思う。たまたまで

きたから面白いということを追求するよりも、自分で思い描いたものを描いたままの状態で忠実に表現できるかという訓練が必要で

ある。それがスポーツに似たようなところがあり、ある日腕が体の一部として、違和感なく思いを表現できるようになるところに喜び

があるジャンルなのではないかと思う。 

美２：例えば芋版があるが、それは必ず字である。年賀状の図柄に合うような大きさと字の形みたいなものまで徹底的に考えさせた場合

どうなのか。 

書１、書２：篆刻だと言えると思う。 

書２：棟方志功さんは字もすごく魅力的だと思う。絵だけではなくそこに字があっても違和感がないというのは、作品の魅力ではないかと

思う。 

美２：中国の賛を書いた書家は、絵を無視して自分の書きたい字だけを書いていたのではなく、ある種調和を考えていたのではないか。

そう考えると、書は崇高な唯一なところへ書くということだけでもないのではと思った。 

書２：賛というのは絵に対する伝えたいメッセージ性のほうに重きがおかれていて、字をこう見せたいという意識で書かれているのではな

いように思う。もちろん絵を損ねるような書き方はしないが。 

美２：極端な言い方をすれば、賛は書としては、価値をもたせないということなのか。 

書１：ものによると思う。大きい作品を書いた軸に自分自身で賛を書いたとすると、ピアノのソロを聞いているのと伴奏を聞いているのとの

違いくらいで、賛は主張しない。 

美６：版画は一枚でいいということに感銘した。版は何枚もできなければならないと思っていたが、小学校の子どもたちの作品はいろん

なことをしても最後の一枚のためにやればいいと思った。夏休みに佐川美術館に北斎とリビエール展を見た。北斎の富岳三十六

景の版画が複数あるが、それには理由がある。旅行に行きたくても行けない人たちが旅行本としてほしがった。商売のためにたく

さん摺らなければならなかった。しかし小学生の子どもは、何枚も摺ってお金を儲ける必要がないので、自分の一枚を追求すると

ころに意味があると思った。 

	 

 以上が、第６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では発表後の話し合いで美術と書道の立場の違いから、有

意義な意見交換がなされ、いつものことながらあっという間に時間がすぎてしまいました。回を重ねる度に、発表内容のボリューム、内容

の濃さがレベルアップしており、なかなかまとめきれません。まとめの報告では、ミーティングの状況が少しでも伝わるよう内容の充実を

試みております。ミーティング最後には、今度後のテーマとして参加者の知りたいことを挙げてもらいました、小学生に版画を実践させる

ときのテーマ設定の方法とは、印や版が複数ではなく一点でよいという場合どのような教材が考えられるのか、制作活動において子ども

たちが偶然ではなく見通しをもつようにするための指導とは、創造的技能は教えられるのか、などいろいろなテーマが出されました。今

後も美術書道それぞれの立場から、共通となるテーマを設定し議論していきたいと思います。また、現場の先生が実践されている様々

なことを是非持ち寄ってご報告下さい。 

	 

	 

	 

次回のアート知っとくミーティングのお知らせ	 

	 

	 

	 第 7 回アート知っとくミーティング	 

日時：2014 年 11 月 24 日（月）13：30~17：00	 

場所：大阪教育大学天王寺キャンパス	 第 15 講義室	 


