はじめに
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新潟大学教育人間科学部

岡村

国語教育専修科目を通して

生涯学習と書文化

一

れに魁て︑﹁書道講義および実習1・H﹂の授業について︑現在の

人向け成人大学講座等県内市町村が主催する講師を担当している︒
最終的にはこの内容につき詳細な分析を試みるつもりなのだが︑そ

書と社会との融合という命題を考えるために︑機会があれば社会

灘薪製働鍔梶の．描を察する上で授業者自身非常に興

浩

ところの学習・履修成果の一部に関し発表することとする︒これに

続き︑社会人向けの講習事例等を視野に入れながら︑考察を加えて

第1週

﹁書道講義および実習1・H﹂のカリキュラム・指
導内容について

︿﹁書﹂とは﹀

通年の内容を以下︑順次示す︒

二

いくことにする︒

大学改革に伴い﹁特別教科書道教員養成課程﹂から﹁芸術環境創
造課程 書表現コース﹂と名称・カリキュラム等が全面的に変わっ
自発的な改革を要する面と︑応じて変革を行った面とがある︒と

た︒

もあれ︑はっきりとした判りやすい理念の貫通が不可欠である︒
﹁書﹂と冠せられた課程名・コ！ス

o﹁書﹂の文字の意味
0楽しさ・難しさ・達成感・表現するよろこび・特殊性・用具の説

﹁芸術﹂

明︒

担当講義の特色は︑

名が物語っていよう︒
別に︑従来国語科講義として﹁書道講義および実習1・n﹂を担

o評価のポイソト・授業のねらいの説明︒

o講義と実技とを織りまぜて行うことの説明︒

当︒こちらの方は改組後名称が殆ど変わらなかった珍しい例である︒

でnを履修する学生が多いため︑カリキュラムは通年開講していた

o国語科教育の中での位置付け︒
o上手下手・巧拙でなくどれ位手書文化に興味を抱くか︑前向きに
取り組めるか︑を重視︒

o実用として︑芸術として書はある︒

但し通年二単位だったものが半期二単位となった︒前期でー︑後期
頃と余り変えていないのが実状である︒

この頃︑書の一般でのあり方に思いを寄せている︒本考では学校
教育課程に位置付けられたカリキュラムを通し︑実践例とそれに対
する学生世代の反応に言及することが主だが︑学校教育以外におけ

る書文化の生き残りを実際のところ︑深く考えなければならない局
単位取得の目的としてではなく︑社会人として一般教養・常識と
面を︑書表現コース構成員として迫られている︒
して手紙の書式等必要とされる関連文化を身につけ実践することこ
﹁書道講義および実習1・n﹂は書表現コース学生ではない様々
そ最も望まれる︒
@
な専攻学生を対象とする︒日頃書を専門としない学生がどのように
︒盾
︒潤

o漢字・ひらがな・カタカナ︒
o文字が出来るまでの変遷︒

o新・旧字・異体字︒

o楷・行・草・蒙・隷書体の成り立ちと特徴︒

@ ﹇関閥﹈
2・3週
︿きれいな書・誰がみても美しいと思う表現の学習＞
o形

基本事項の確認

その二V

7週

oきれいに︑上手にみせるコツをおさえる︒

︒線

87

群
む

く文字に関する知識

﹇講義﹈

o筆運び

o書順︵筆順︶

゜

号
o小．中学校教科書より二字．四字課題を抽出し配布︑練習する︒

@
2 0 0配字

魏

一

起︵始︶筆・送筆・終︵収︶筆・横画・縦画・転折・右ばらい・

ヨ

もらう︒

二

o﹁わかりません﹂で終わらないようにヒソトを与えながら考えて

o指名して黒板に解答を書かせる︒

霰調沿っ薬的要撃覆応用として自分の名前を半紙難酩音訓零
礪 に 大 き く 収める︒
・同音嚢語の書きわけ︒
タ

ソ

o課題をプリソトして配布︒

すべてを暗記するために行うのではなく・日頃何気なく使用して

語の説明︒余裕があれば少しずつ用語を覚えてもらう︒

蝕左ばらい・はね．短い線．小さな点．各箇所の確認と若干の専門用
総

鶏 ポイソト

これらを知らなけれ笙活隻障をきたすわけではない・しかし

いることに改めて気付かせることをねらいとする︒

糖 前回は手本︵参考とするもの︶があったが今回初めて手本がない︒いる文字表記に関する一般教養として︑たくさんの内容が含まれて
不安感に対して自信を持って書くこと︑自分の名前署名は自分の

日常生活において︑署名の機会は枚挙に暇がないが︑どんなとき

将来︑人前で話し書くことが比較的多いと予想される学生達だか

文字文化の中で今後も次代に隻たい重要なことがらである︒

謝顔であり︑巧拙は二の次として自分らしく書くことと・何よりも丁

属

間

群寧に書≦﹂とが重要である︒

﹇実技﹈

8週

らこそ・これを機に立息識をしてほしい・

また︑文字には意味がある︒数人に命名の由来を聞いてみる︒名

献でもせめて自分の名前位は丁寧に書く習慣を意識させたい・
轍

前の大切さを改めて考えてみるとともに︑次回は文字の持つ今日的

各人の持味を発揮するかといった内容も︑書の世界にあることを知っ

形をきれいに上手に見せるために書くだけでなく︑例えば生まれ
もった性格や手すじi﹁個﹂の力をいかに楽しみながら書の上に

個性の発露たる書のあり方︒

︿テ←感情移入素材感﹀

大

編な学習すべき内容につき触れる︒

﹇講義﹈
5・6週
︿文字に関する知識 その一﹀
o文字に関する一般教養︒

O
ヒ

刻
習

てもらう︒
段階騨
横画︵横棒︶の練習
まず普通に書く︒一本のみ引き︑それを少し鑑賞する︒周囲の作

一本の線だけであるがそこには様々な変化・味わいがある︒

﹁書

と自作を比較する︒
線の太細・潤渇・長短・揮毫の位置・起︵始︶筆の角度等を鑑賞
のポイソトとする︒

o指導者の四季それぞれの感じ方︑数人のコメソトを聞く︒考える

課題に入る

幅を拡げる︒
o本時の最大の学習目標−個のイメージを筆で表現することの確認︒

右の三風景を意識した﹁海﹂字を順番に一枚だけ書く︒自分の気

o穏やかな海︒
o夏の海︒
o冬の海︒

持ちを表現することが第一だが︑以前取り組んだ線質・タッチ・字

の大小・配字・墨の濃淡等書を構成する基本的要素の存在を確認し

ながら揮毫する︒一課題終わるごとに数人の制作例を示し︑鑑賞・

第二の課題最初に作文した内容に沿った各人なりの﹁海﹂を素

考える時間を設ける︒
〇一枚しか書かないということ1初発の感動の重要性︒

o初発の感動プラス錬度を意識し︑三枚書く︒

材とする内容に基く制作に取り組む︒

は人なり﹂と言い古された感がある言辞が知られるが︑自然に書い
た横棒一つにしても︑個人の特色の一端が表出している︒

段階一一
最大限可能な太い横画の表現
〃
細い横画の表現

を一本ずつ引く︒
o筆圧︵タッチ︶・墨量・運筆の遅速がどうであったか︒

繕・どんな工夫をし︑何を意識したか問う︒

生

が誕生することに気付く︒

o次の時間の最初に提出物の鑑賞の時間を作ることの予告︒

欝︒それらによって・同じ人が同じ筆で書いてもこんな糞なる表現︒作文とともに提出・

o表現の幅や思考を拡げ︑狭い常識的な思いを払拭する︒
o現場の︑多彩な児童生徒の作を見て︑瞬時に良い点や改善点を見
﹇実技﹈
9・10週
出し指摘する力が︑何れ実践の中で必要とされることを知らせる︒
︿テーマ 素材感・感情移入学習の発展を含む生活の中の筆文字
段階三
︵手書文字︶を身近に考える︒﹀

o﹁新潟祭り﹂の四字を半紙に書く︒
o教育上基本に忠実な書き方から始める︒
o書順・部首名等の確認︒

段階禰

らどのようなものを作るか︒

素材感・感情移入の実践体験
o新潟祭りのポスターを作る︒
O指導者の作家としてのコメソトーいつどこで如何なるサイズで︑
O街中に季節感を漂わせたボスタ！を多く目にする頃︑自分だった
何の目標で作品発表をするかということで︑制作意図は変化する︒
︒加えて書の文学性−どんな言葉・語句を素材として用いるか︒
o新潟大学は海の近い大学︒日頃慣れ親しんだ︑或いは何気なく見
過ごしている﹁海﹂の存在をテ！マとしてみる︒

@6 海に対し抱くイメージを鉛筆等で作文する︒
8

三

段階二

〇終了時︑﹂前に作品を集めて鑑賞・互評を行う︒

o予め用意した畏斗袋に実際に書いてみる︒
o緊張感・立体間のある用紙の難しさ︒
段階二
暑中見舞ハガキを書く︒

〇小筆の使用法︒

用意したハガキを使用しての揮毫

の説明︒

四

・実践を積む中で募の普段着の手書文字が出来上がっていくこと

o将来︑面倒がらずに積極的に挑戦することを期待︒

o配字・字の大小︒
o巧拙より丁寧さの如何を大切にする︒

o手紙の書式について講義を行う︒

︒小筆で自分の住所゜氏名を書く・

@ 0次いで前時の学習内容を想起しながら︑自分のイメージを盛り込
85
んだ制作を行う︒
o半紙は縦横自由︒
降

U・這

水彩画用具を使ってもよい︵前時に予告済︶︒オリジナリティ・
手作りの良さを味わう︒最後に提出物の鑑賞を行う︒

oデザイソ．絵画的なものでもよい︒

㎜・薪潟祭り﹂の四字を入れたボスタ！を作る・
む

号
麹
要

紀

書道科では芸術活動として美術博物館で展覧会を開催する︒書展

︿テーマ 生活の中の筆文字を身近に考える︒﹀

礪国國
一
ン

タ

髄作・叩に対し三方︑一般生活空間における実用的苔的により筆を・本文は指導者が・頭で読み上げ︑それをハガキに収める︒

しい手紙である︒限られた紙面を端的な言辞でまとめることの重

・用意した二枚目のハガキを使用して︑指導警へ投函すると仮定

騰響蝿霧駿．︑れら実用書≦般家屋における鑑賞廿︑術︒河耀けている奪の姿勢の確費に体裁よく文が収めら

鞘 囑の挙示

群︒表札

要性︒
決まり文句に終始しない・自分9一暴で表現する・季節感を大

切にしたい︒

間 o賞状
献・手紙︵年賀状・暑中見舞状・ハガキ・封書・巻紙︶

轍︒色紙

0書家・書道科卒業生・一般・本時受講生からこれまであった来信

13週
その一＞

︒熊叢鮪糠のあるものを数枚選びコピーして配有鑑

﹁御礼﹂等を揮毫練習する︒

﹇⁝圃園﹈
︿手紙の書式について

鰍︒辮実例を見芸がら特徴を票
段階一

﹁御祝﹂

婁斗袋︵紙︶の書き方．用い方
o慶弔の別について
O参考例を配布して﹁寸志﹂

O
文化

oのびやかに健康的に仕上がることを目標とする︒

o久しぶりの運筆であるため︑基本事項を確認しながら展開する︒
o手本のない学習となるが︑机間指導により個々の問題に当る︒

16・17週

またその都度適宜部分を抽出して説明︑理解を深める︒

小・中全般にわたり講義中触れることは難しいので︑要望に応じ

︿指導要領﹀

﹇講義﹈

の実物を見せる︒
o試験の代わりに巻紙・筆文字による暑中見舞状投函を課題とする

手紙文化として伝世する中でもとりわけ古典的なもののように目

︵授業者岡村宛︶︒
oとくに巻紙に関し実例を示しながら説明︒
され特別視されている書式を取り上げ︑書に関する実用文化の幅の
あり方を体験︑手紙を筆で書くことを学生に印象深いものとして強
く感じさせたい︒

14週

次週から三人の学生に模擬授業を行わせることの予告︒自分が実

o略案を書きまとめる︒

﹇講義﹈
その二﹀

︿指導案について﹀

︿手紙の書式について

際に行うと仮定して作成する︒
内容

業を行うことをテ←とする︒課題とする語句は各人が選択︒

中学一年生を対象として﹁季節感﹂を素材に盛り込んだ書道の授

o夏期休業中に課した暑中見舞状に関し実物を展観しながら感想を
述べる︒
oもらう側のよろこびを想像︒

旙・電話やイソ字ネット等との違い︒

︒説明
o実技
o考え見る時間
o意見交換

一般的なおよその流れを組み立て︑配布資料に基づきながら理解

o山場となる点

させる︒

15週

o実習に関する全体的な感想をまず問う︒

18週

一人四十分の持ち時間で二人が行う︒
目標

一

o次に書写の授業を担当した学生に意見感想を求める︒

o教育職に就く姿勢1とくに苦労し大変であったこと︑逆に校内

o現場の生々しい体験・声に耳を傾ける︒

れない︒日誌にも明記︒

でなければ味わえなかったうれしさ・よろこび・達成感を必ず忘
初秋を迎え夏休みの思い出を半紙に揮毫する︒なるべく四字︑か
なが入ってもよい︒

﹇團囹

進度に応じ指導案執筆に二時間かける場合もある︒
模擬授業者を決める︒立候補が多い︒
決定後︑本番にいたる間一・二回個別指導を行う︒

﹇実技﹈

︹教育実習期間を挟み︺

まとめ 手紙は実用品が芸術として昇華された一例︒巧さの追及
ばかりでなく︑個性が加わればそれが見どころとなる・

轄︒心に残る手紙とは︒
涯
生

別

五

@

83

0テ！マが貫通しているか︒
o何を伝え学ばせたかったのか︒
o目標と評価との関連︒
o展開を設け︑まとめること︒

ことが伝わる姿勢︒

o既成品の組み立てではなく︑手作りの︑汗をかいた︑体をはった

膵・相手の気持ちの捉え方︒
㎜
む

号
鯉

〇二字から四字へ︒
出来れば楷書体から行書体まで学習したい︒

a週

行書体については別に時間を加える︒

﹇関圏
︿前時の学習の応用﹀

六

基本事項を踏まえ︑小・中学生向けの書写授業に用いる教材︵配

布を予定する手本．参考資料︶の揮毫
o言語も自分で選ぶ︒二〜四字︒

・今までは手本を配ったが本時はそれがない・

o書くことが主眼だが︑別の面からのアプローチをも工夫︒
o範書の位置付けと効果を考える︒

霰・声量・立ち位置の工夫・

・どれ位手のうちに感触が残っているか理解度を推しはかりながら
学習する︒

・二〜四字句を一枚清書するとともに・それを教材として用いる際

礪 小まとめ1生徒役となった学生から受覆の感想を聞く︒

p週

o提出

の指導上の留意占描．ポイソトを別紙に鉛筆等で書きまとめる︒

具は自由︶を行う︒他者の作に批評を実際書き込むということは気

う︒自作を提出するとともに他者の作を一枚持ち帰り添削︵筆記用

提出作の評価は授業者︵岡村︶が行うのではなく・学生同士が行

まとめ1前時より多目に学生から受講後の感想を聞く︒授業者

三人目の授業者が持ち時間五＋分で行う︒

圓圏圏囹二

一

蝕
総

懇から手応えを聞く︒意見交換を重ねる︒
鞘 ポイソトを先述の目標に絞りながら内容を振り返る︒

右記のような点を意識し考えたい︒

︒自作の個性．長所．改並．すべき占触

・揮毫上︑一般に難しいと思われる箇所

o鑑賞眼を深める

︒評価のあり方

を使うものである︒その難しさの実際を体験することを通し︑

何回も聞くより自己でやってみる︑相手に見て聞いてもらう︑やっ

︹模擬授業者を囲み反省会︺

鮒てみることが蕃である︒労多くとも得るものが大きい︒

属

間

響
臥

2︒週

に作品を返す︒

硬筆

22週
その一﹀

次回に授業者︵岡村︶に一度添削物を提出︒通覧後︑書いた本人

小・中学校書写教科書より数課題コピーを配布し︑手本として学

轍﹇囲圏
大

鯛習する︒

教科書がどのような内容になっているのか把握する︒
o形・配字・筆順・筆の運び方の説明︒

o外形の原則・点画の組み合わせの原則︑部分の組み合わせの原則︑
﹇実技﹈
文字のバラソスの取り方の原則︒
︿毛筆以外の練習

O

漢字かなまじり文を適宜手本として配る︒
目標
o読みやすさ︑を考える︒
o丁寧に書く︒

24週

その二
23週
便箋を用意させ︑細ペソを用い手紙文を書く︒

正しい書式の再確認︒

その三
これまで在学した小・中・高・大学校歌の中から一つ選びB4判
︵縦・横書自由︶に体裁よくまとめる︒
β頃口ずさむ歌詞に代えてもよい︒

としてプリソトし配布︒
課題として捉えるのではなく︑日頃世話になっている人への謝意

と挨拶のため多く投函してほしい︒
卒業後︑社会人になってから時間・こころのゆとりを見出しなが

ら年賀状を一枚ずつ書く習慣を身につけたい︒
実践者として手作りの良さを周囲に宣伝することこそ︑望まれる

点である︒

︹冬期休業︺
﹇関閥﹈
27週
時間をかけて︑到着した様々な年賀状を一同に並べ鑑賞する︒

賀状を作り︑もらい︑鑑賞する楽しさを改めて確認する︒学生は

手に取って表裏熱心に見入ることが多く︑感想が口々に漏れること
が自然である︒

新しい年を迎え︑気分を自由に書表現する︒
o書体自由︒

・半紙一西・五字・

ヒ
﹇関閥﹈
25．26週
刻
︿年賀状の制作﹀
屠 後世に伝えたい慣習上︑手書文化として年賀状がある︒
習
o賀状を出す意味︒

o賀状をもらう楽しさ・よろこび︒

生

墨と筆ならではの妙味・書き味・香りを看得する︒

いろは歌 ひらがなの練習︒
漢字と比見した上でのひらがなの特徴︒

︿小筆を用いた学習

﹇関圏

その一V

28週

認する︒
課題
o宛名は筆で書く︒

29週
その二﹀

o丸味が多い︒
oやわらかく見える︒
oすっきりとして見える1柳葉線︒

o個・独自性がはっきり打ち出されたものが一番よい︒

o試験の代わりとして課すものであり︑締切りは元旦必着とする︒
これまで本授業で作成された賀状より特徴のあるものを参考資料

﹇関閥目
︿小筆を用いた学習

o本文に版画を一部用いる︵手作業を体験する一環として︶︒
o本文は書が主人公にならなくてもよい︒絵画的な内容・自分の専
門性にひきよせたものでよい︒

多様な賀状を実際に鑑賞し︑実用として書が生きていることを確

欝︒賀状を作る楽しさ゜よろこび・

@2
8

七

︿小筆を用いた学習

口圏圏
その三﹀

30週

@ 簡単な散らし書きを体験してみる︒
81
手本・参考資料を配布する︒

咋
o本県出身の文化人︒

〇感受性を鋭敏にすること・出来る年齢︒

八

最後に小筆を用い︑受講しての感想を率直に半紙に綴る︒授業者
︵岡村︶はそれによって受講者の手応えをみる︒次年度への反省点

や方向性を考え︑シラバスを組み立てる材料とする︒

評価

どれ位前向きに取り組んだか・興味を抱くようになったか・この

点につき毎回の講義中のやりとりや提出物︑小テスト︵漢字に関す

る内容︶によって採点する︒
出席率も考慮するが︑概ねよい︒出欠状況は学習態度と比例して

以下︑受講生の半分程の感想を提出されたまま列記する︒

いる・

㎜ 新潟県にゆかりの短歌゜俳句を素材として半紙にまとめる・
号
む

魏

︒本県を舞台とする文学作品とは︒
o新潟に居住して気付くこと︒

鞭・自然・観光・
一

礪・四季のうつろい︒
タ

鶏

゜

二年国語科

あと︑年賀状を︑版画でつくったことが一番楽しかったです︒

す︒

素材に感性を寄せる芳︑実作の表現上では小筆に慣れることをから嫌いだったのですが・今は頑張って書いた募の字が大好きで

ソ
一つのものを見てそれに﹁美﹂を感じるかどうかは︑見る側の態
二年 学校教育
髄度による︒強制からではない︒特別に用意された舞ムロでない︑何気 この一年間書道の授業をとってきましたが︑この授業は︑大変面
総
ない日常生活に美の価値感を享受することの重要性︒
白く︑書道を好きになることができました︒昔は字が上手ではない

懇

糖 大 切 と する︒
属

学習内容を前．後期毎に︑そして通年で振り返る︒

鮒 園圏團圏
群
o国語科として︒

書は好きなのでまた取りたいと思います・

ありがとうございました︒

四年 国語科

日常に書を取り入れることは︑なかなか大変なことです︒しかし︑

書の楽しみということを知りました︒

をただまねるだけでなく︑筆使いを少し変えて・個性を出すのも・

私はこの講義を通して︑書道を他方面から経験出来ました︒手本

間

献・理論︒

o言語に関するものとして︒

轍︒表現の範囲︒
大

編・実用性︒

o書美・芸術性︒

o 個 性 と は︒

o基本事項︒

感想︑いろいろ幅広く勉強することができてとてもためになる講

生

三年国語科

来年︑一年間海外で過ごす予定です︒日本語教育のさかんな国な
ので︑ぜひ今までの経験を活かし書道を通じた国際交流が出来たら

義でした︒
夏に初めて行った展覧会で︑書の奥深さや可能性を感じました︒
また機会があったら行ってみたいと思います︒

けていくつもりです︒

のため新発見も多く楽しい︑ためになった一年でした︒

たと思います︒講義は教育するという視点からのものが色濃く︑そ

書道を習い始めて久しいですが今年一年間は本当に書道を楽しめ

人文学部

・いいなと考えています︒こんな感じで︑何らかの形で一生書道は続

家庭科

四年

抱負︑私は文字を書くことは好きですが︑筆を使うと思うような

四年

線が書けません︒自分の思いどおりに書けなくてくやしいので︑こ
れからも書道を続けていきたいと思います︒

感想
習字ではなく書道を学べて楽しかったです︒

抱負

ている子のみがヒーローでした︒私を含め字の形の整っていない子

この講義をとっての感想と今後の抱負

二年

社会科

私は︑社会科が専攻なので教員になっても書道を担当する時間は
少ないと思いますが︑もし教える立場になったら︑この授業で学ん
だことをもとにがんばりたいと思います︒

ました︒

O
書道の世界にもっと親しんでみたいと思います︒
二年 社会科
そしてもっと字が綺麗になりたいのでもう少し練習したいと思い
前期から一年間︑先生の講義を受けました︒週に一回筆を持って
ヒ
刻
ます︒
字を書くというのは︑久しぶりだったので最初の頃は︑ ﹁筆を使う﹂
旙 この授業をうけて︑私の今までの書道観が大きく変化したようにということに慣れるのが大変でした︒この嚢では︑忘れかけてい
習
思います︒
た習字の基本的なことを再度勉強することができてよかったと思い
欝 小゜中学校では形の美しさばかりが取り上げられ・書道教室に通っます・又・前期に書展を見に行ったことは・とても良い経験になり
は細々と作業する︑という授業でした︒
そんなこともあり︑私はすっかり書道が嫌いになってしまいまし
た︒
しかし︑この授業では形の美しさ以外のこと︑すなわち書を通し
て個を表したり︑書を日常生活の中で役立てたり︑ということを学
ぶことができました︒

すべての学生がヒーロ！になれると思います︒
この講義は前期に引き続いてとったのですが︑後期は人数が多く︑
私が将来先生になったときは︑すべての子どもがヒーローになれ
また講義の内容自体も実際の授業を想定したものや︑仮名をやった
りと︑前期とは異なっていて楽しかった︒
今後︑講義がなくなると︑書道に接する機会が減りそうだが︑た
まには書道をする機会をもとうと思う︒

るような書道の時間を作りたいです︒
この授業を通して一番の収穫11書道が好きになったこと︒

@0
8

九

一〇

@
三年 国語科
を大切にして字を書いたりして︑すごく楽しみながら書くことがで
79
授業について
きました︒そこで︑書道に対するいやなイメ！ジがなくなりました︒
私は今まで書道とは︑よりお手本に近いものが評価されるという︑
ありがとうございました︒
個性がなく︑おもしろくないものだと思っていた︒しかし︑この授
1これからの抱負−
業では手本はほとんど提示されず︑自由に表現させてもらい︑とて
もし︑私が小学校の先生になり︑書道を教えることがあったら︑

群

しろかった︒この授業のおかげで︑書道に対する見方がかわり︑興

にも楽しんでもらえるような授業をしたいと思います︒

㎜も楽しく書くことができた・また・先生方の展覧会も個性的でおも私のように・書道がきらいな子がいると思うので・そういう子たち
号
味を持つことができたと思う︒

む

三年 国語科
この葦で・嫌いだった書道が・少し好きになりました・私は・

言われてきて︑嫌いでした︒でも︑この授業はあまり上手・下手を

雑な籍なので︑それが書にも出てしまい︑今までさんざん下手と

これからの抱負
年賀状とかも筆で書けたらいいな・と思う・全部出席して色紙を

麹

腰

礪ほ し か っ た で す ︒
一

言わず︑表現中心だったので︑こんな私でも︑とても楽しいと思え

ニ年英語科

これからは︑せっかく知った書表現の楽しさを忘れず︑かつ︑美

ン

タ

大学での授業は講義形式のものばかりで︑生徒と教授が同じ高さ

ました︒

総

蝕 授業を通しての感想︑来年度の抱負

鶏で学ぶ授業には今まで出会っていなかったので・楽しさや学んでいしく書けるようになりたいです・なかなか・手紙やのしを書こうに
通じて︑どんな活動をしてきたか鮮明に覚えているし︑

︵新潟祭の

一年間ありがとうございました・

目指すべき授業なのだと思います︒生徒参加︑生徒自身の活動を重

授業の感想

国語科

のポスター書きなども︑とても楽しく取り組むことができました︒

また︑半紙だけでなく︑ハガキや便せんに書いたり︑新潟まつり

が個性的で︑見るのが楽しかったです︒

一人が自分でイメ！ジを思い浮かべて書いていると︑それぞれの字

ように書いたりして︑すごく新鮮でした・；の字に対して・一人

いうものでした︒しかし︑この授業はお手本なしで自分の書きたい

今まで箋けてきた書道の授業はお手本を見て︑上手に書く︑と

三年

あと︑私は書き順がバラバラなのでちゃんとしていきたいです︒

纐る．﹂とを実感できる︑私にとって新鮮な授業でした︒前期︑後期をも︑やはり上手できれいな方が相手の気持ちがいいと思うので︒
属

鮒ボス字作成やのし紙︑暑中見舞など︶教える立場に立って考える
問

群と︑生徒が授業内容を宴ていてくれるのはうれしいし︑それこそ

三年学校教育学

献視した授業ができる教員になれるよう︑教育法の嚢を大切にした

轍いと思います︒
大

鯛
ー感想−

私は前期と後期の一年間この講義を受けました︑私は習字が苦手

なので︑最初の頃は苦痛だったのですが︑先生の授業は︑堅苦しい
書道の授業とは違っており︑鑑賞の時間があったり︑字のイメージ

これからの抱負
この授業で手紙︑暑中見舞い︑年賀状を書くということをしてか

一年間ありがとうございました︒

︿感想﹀

二年 英語科

もたちに︑この書道の楽しさを伝えたいと思います︒

ら︑書道がちょっと身辺なものになったような気がしています︒だ
から︑これからは書道を特別な物とか︑堅苦しいものと考えずに︑
普段の生活に役立てていけたらなあと思っています︒

前期︑後期と書道をしてきたわけですが︑ただ字を書くというの

でなく展覧会に行ったり︑祭りのポスターを作ったりと講義ばかり

の大学の授業とは違ってとても楽しい時間を送りました︒一年間あ

学校教育学

りがとうございました︒

二年
一︑授業の感想

二年

国語科

力は必要になってくるので精進していきたいと思います︒

たとえ︑授業が終わっても︑社会人となると文字の上手さと語彙

︿抱負﹀

文字で感情を表現したり︑年賀状を作制したり︑模擬授業を見た
︵部首名・書き順︶が難しかったです︒答えを聞けば知っているの

りと︑充実した後期のこの授業でした︒何といっても今日のテスト

O

くお願いします︒

で忘れていたものがほとんどでした︒毎回話も作業も楽しかったの
で︑もしかしたらまた聴講するかもしれないので︑その時はよろし

ヒ

いです︒自分もそれを大切にしていきたいです︒

三年

国語科

私が授業をするとしたら︑皆が思いっきり書くことを大切にした

うに︑書道と接していきたいと思います︒

国語科

この授業は︑後期に受けた授業の中で一番楽しかったです︒自分

二年

のかもしれないと感じました︒授業も終わり︑筆を持つ機会は減る
と思いますが︑年賀状などは筆で書いたり︑日本人の心を忘れぬよ

共に新鮮でした︒書道は模倣ではなく自分で作り上げていくものな

自分なりの表現法を重視した授業内容は私にとって驚きであると

刻
習

膳二︑これからの抱負
学

涯
生

授業の感想
私はこれまで習字の授業というのは大嫌いでした︒お手本をもらっ
てそれを真似て書く︑というなんともつまらない授業が嫌いで︑な

が小学生か中学生に戻った気分で実技を学ぶことができたし︑また︑

きのよさを生徒に教えてあげたいです︒また︑年賀状や暑中見舞な

いうことを考えることができました︒今後︑教師になったら︑手書

自分が教師になったら︑どういう点に注意して生徒に教えようかと

気がします︒漢字の書き順やへんやつくりの名前︑漢字の成り立ち

しかし︑この授業を一年間受けてみて︑なんだかわかったような

んのために習字の時間があるのか︑不思議でなりませんでした︒

などに興味をもつことはもちろん︑墨で文字を書くことは︑一つの

自己表現であるということも学びました︒小・中と通して学べなかっ
ど︑今までペソ書きしていたものを︑筆で書いてみようと思います︒
たことを︑この授業で学びました︒
筆を使う機会が減るのはさみしいので︑自分で使うよう心がけたい
将来︑教員になったとき︑私のように習字が嫌いだ︑という子ど
です︒

@8
7

＝

機会を持てませんでした︒大学でその機会を得ることができ︑大変

@
二年 国語科
77
私は幼い頃から書道を習いたいと思っていましたが︑そのような

足を運び︑初めて見る芸術としての書を目の当たりにし衝撃的だっ
たことが心に残っています︒一年間有難うございました︒抱負といっ

めており面白かったです︒個人的には前期の後半で︑書の展覧会に

思うし︑生徒自身に授業をさせてみたり年賀状の作成の際に習字だ
けでなく版画も行わせたりと︑先生の様々な授業への工夫がちりば

一二

うれしく思います︒この講義におきましては︑実技のみに限らず︑
漢字の筆順や部首︑つくりなどの講義もあり︑国語科として大変興

いと思っておりましたので︑より一層の上達を図りたいと思います︒

いうものを大切にしていきたいです︒

珈味深く聴講することができました・将来は・小学校の教師になりたてもそんなに立派なものは特にないのですが・自分の好きなことと

咋

号

勲

鞭この授業では実技に加えて漢字のおもしろさも翫認鐸劉高この書道の講義を受けて書道が好きに髪た緯劉

磯できました︒模擬授業の機会も与えていただき勉強になりました︒します︒準備をすることさえ︑面倒臭いと感じていたが︑そうでは

なくなりました︒特に模擬授業は大変だったけど楽しかったです︒
抱負は︑版画を続けていきたいです︒また︑小学校の先生になった

時に．﹂の講義で学んだ楽しさを伝えていきたいです︒

一 授業者の楽しさも味わえました︒これからは小筆の勉強もして上達
したいです︒年賀状も筆で頑張ってみたいです︒ありがとうござい

帥ました︒

この授業は︑不思議な感じがしました︒来年度は︑自分の好きな専

前期は別の先生の講義をとったので︑後期の衙性Lを重視した

二年英語科

二年国語科
が増えたように思います︒これまで何気なく書いていた自分の字に

．﹂の授業を受けてから︑以前よりも︑自分の﹁字﹂を見直す機会

総

懇
属

鯖

四年国語科

鮒は︑意外にもくせが多いことに気付かされ︑驚いています︒私のま門科是・意欲と責任を持って取り組んでいこうと思っています・
つも比べてしまうと共に羨ましいな︑私も上手くなりたい！と思う

醇わりには︑とても上手ですてきな字を書く友人がいるので︑私はい半年間ありがとう建﹂ざいました︒
間

献日々です︒筆で書く字は勿論のこと︑普段使いの字も少しずつ磨き

ができました・将来教壇に立った時・授業でやった事をやれば子供

轍をかけてい．﹂うと思います︒今後はまた︑相田みつをさんのような 私は字が下手なので︑昔から書道が嫌いでしたが︑この授業では︑
大
温かさと素朴な雰囲気をそなえた書にも挑戦してみたいと思ってい
年賀状などの実用的な内容が多かったので︑楽しんで参加すること

鵬ます︒

も楽しめると思います︒書道というと字をきれいに書くことが優先
二年英語科
されるというイメージがありますが︑むしろ下手でも書くことが楽
こういう文化的な授業は大学ではなかなか受けられないので︑一
しいと感じられる事の方が重要だと学びました︒卒業後も書道の習
年通して週一回のこの習字の授業に参加できたことは貴重だったと
慣を持ち︑教師になったら︑この授業で学んだ事を活かしたいと思

O
化

文

います︒

二年

学校教育

この授業では書道の実用性を学ぶことができました︒この実用性
を活かして︑今後とも書道を自分なりに続けていきたいと思います︒

二年

国語科

私は︑この授業で嫌いだった習字が少し好きになりました︒ただ

字を墨で書くだけでなく︑文字に感情を込めたり︑自由に表現する

国語科

ことで字を書く楽しさを得ました︒これからもこの気持ちを忘れな

いようにしたいです︒ありがとうございました︒

二年

一年間書道をやってきて字を丁寧に︑いかに表現するか︑などと

今日はどういうイメージで書こうかと試行錯誤するのが楽しかった

ているものにとって︑敬遠の対象となりやすい︒さらに︑

﹁手本﹂

拙の話題が中心となり過ぎる余り︑苦手意識を従来教育の中で抱い

﹁書﹂はとかく﹁古臭い﹂といった印象がつきまとう︒また︑巧

といった要素の存在を知り︑学生はそれに興味を示している︒

みる・鑑賞する

調べる

書く

つき最も判りやすく反応を示すのは学生の視点だと思っている︒

大学講義に関し今後外部評価が増えるのであろうが・その内容に

三まとめ

のある字などいつか︑書いてみたいです︒

的に使わなかったので︑これから︑もっと筆を身近にしてあて名を
書いたりと︑自分の表現方法の一つとしたいです︒個人的に芸術性

です︒小学生の頃から習ったりしましたが︑それはそれで全く実用

二年 国語科
この授業を通して︑書道はうまく書くことだけが大切なのではな
く︑個性あふれる字もいい字なのだと分かりました︒もっと多くの

す︒
音楽科

人がそのことを知って︑より気軽に書道を楽しんでほしいと思いま

四年

おととしこの授業を授けたが︑今回とは印象がだいぶ違っていた︒

屠前はもう少し創作っぽいことをしていたような−︒しかし︑書き順
が出来たと思う︒このようなこととは疎遠だったので︑自分がこん
なにも知らない︑忘れているということにさえ気付かなかった・こ

轄や部首名をしっかりやったので︑字に対して新たに眼を向ける．﹂と
涯
生

せめて自分の名前を書く時には︑しっかり落ち着いて書こうと思う︒

れから落ち着いて字を書くということがほとんど無くなると思うが︑

やっぱり字はいくらか人格の印象を人に与えるものだと思う︒
二年 学校教育学
習字は小学校の時から習っていたこともありとても好きです︒こ

の授業では前に︑楽しい感じや寂しい感じで文字を書くということ

が存在し︑

をやり︑とても新鮮に感じられ更に好きになりました︒今の時代︑

ばしばである︒道具の準備の点でも面倒に思われがちである︒要は︑

﹁手本﹂通りに書くことにかた苦しさを覚えることもし

文字はパソコソで打つことが多くなってしまいましたが︑手書き︑

ただ書くことしかイメージがないものとみられている︒

特に墨を使って書く良さを忘れずもっと身近に習字を取り入れてい

@6
きたいです︒
7

一一二

o畏斗袋等儀礼上のマナー
等実用的なテーマを学生は多く望んでいる︒

o手紙の書式

@ 実技と講義とがいつも表裏一体となった概容である︒講義は実技
を補完するものだが︑

75

群

㎜ 実技においては・きれいな文字を書けるようになりたい・と念じ
る学生はもちろん多い︒しかしながら現実としては︑講義の期間位

む

号
では︑それ程短期間に技術が向上することは余り望めない︒コッ．
ポイソトを掴むことと︑それ以上に要は︑心構えと姿勢に関し段階

くるものか︑今後模索が続くが︑
ナ

様々なメニューを用意しながら︑あとはどの辺りに学生がついて

を踏まえ論じゆくことが肝要であろう︒
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