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現代型書写教育について

山 田 敏 弘

1.はじめに

平成20年改訂の学習指導要領(平成24年度から実施)では､/ト学校の｢第1学年及び

第2学年｣から中学校の第3学年に至るまで､書写に関する指導事項が国語編の中に位

置づけられている｡このような､義務教育の9年間にわたって､国語科において書写を

教えることは､戦後一貫した文部省ならびに文部科学省の立場である｡書写の時間数に

ついても､新学習指導要領では､毛筆が小学校第3学年以上で年間30単位時間程度と明

示されている｡

一方で､ゆとり教育からの方針転換で､コミュニケーション能力の向上をはじめとす

る現代における｢国語｣へのさまざまな要求に関する時間配分を考えたとき､総授業時

間数の大幅な増加が認められない中で教科学習の時間確保に四苦八苦する学校現場から

は､このような毛筆書写の時間数の多さに戸惑いの声も聞かれる｡また､書写は､国語

の領域に含まれるべきものなのか美術の領域に含まれるべきものなのかについても､年

来の議論がある｡ひとりの小学4年生児童の親としてこの件を考えても､毎週の書道の

時間がはたしてどのように有効に子どもに対し作用しているのかについて､疑問を抱か

ないではいられない｡時間数だけが多い(毛筆)書写の時間は､現状では､残念ながら

有意義な教育の時間とはなっていないというのが実感なのである｡

最初に断っておくが､筆者自身は自書した字に対し非常な劣等感を抱いてはいるが､

すべての自書を否定するものでは決してない｡むしろ､自書こそ個性の大きな要素のひ

とっであると考えており､書写教育の充実には賛成である｡ただ､現代多くの学校でお

こなわれているような書写の授業は､いまだに字の美しさを偏重する部分もあり､また､

現代的なニーズに必ずしも合っていない点も多く､それゆえに子どもと親からの反発と

失望を招いている面もある｡現状は､書写という文化自体に対しても､決してよい作用

をもたらしていないと危惧しないではいられない｡

そこで､本考察では､そもそも国語における書写教育とは何であるかを､国語の言語

教育としての側面から､音声教育との比較も視野に入れつつ論じ､その上で､現代のあ

るべき書写の姿を模索してみたい｡言語学を主専攻とする筆者は､残念ながら現在の書
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写･書道に関する議論を詳細に見られる立場にはない｡書写･書道に関する論考も､非

常に限られた論考のみが入手できたにすぎず､全国大学書写書道教育学会のような権威

ある学会の議論からまずは学ぶべきであるとの認識は十分に持ってはいるが､地方大学

ゆえのディスアドバンテージからつぶさに議論するにいたらなかった｡その点を断った

上で､限定された文献を参考に議論を進めていくことをお許しいただきたい｡書写･書

道も学問であるから､学術的に錯誤している点は､ご批判をいただき議論の端緒となれ

ば幸いである｡

2.国語教育における書写の位置づけと言語学的意義

先にも述べたように､現代の国語科において､書写､特に小学校第3学年以上で相当

数の授業時間数を確保する毛筆書写に関しては､十分にその必要性が児童生徒､あるい

はその保護者に伝わっているとは言い難いのが現状である｡まず､書写が国語教育にお

いてどのような意義をもっているのかを考えてみたい｡

玉澤友基(2009)によると､書写･書道を｢文字の特質｣の観点から見た際､｢識別

性｣｢能率性｣｢審美性｣｢社会性｣｢歴史性｣｢抽象性｣の6点から論じられるというこ

とである｡残念ながら､この点が詳しく論じられた論考である玉澤(2000)が論文提出

期限までに入手できなかったため､玉渾(2009)のみによって論を進めるが､この分類を

参考に､特に､音声言語との比較を通じ言語学的に見た書写･書道のありかたを考えて

いきたい｡

2.1文字の識別性

言語学的に言えば､文字は言語記号である｡言語記号とは､言語情報の発信者と受信

者という独立した二者の間で､情報の受け渡しをおこなうための手段であり道具である｡

音声言語であれば､ある言語には､その言語で意味の違いに関与する音素が存在する

と考える｡たとえば､日本語において､｢秋｣｢息｣｢雨季｣｢駅｣｢隠岐｣は､すべて違

う意味をもっ｡これは､｢あ｣｢い｣｢う｣｢え｣｢お｣という音が日本語において意味の

違いに関わる音､つまり音素であることを意味する｡これらが区別されている限り､情

報は､まず音声的な言語記号として､その言語において正しく伝えられる｡

文字であっても､言語学的に基本となるのは､この識別性(音声学･音韻論で親しま

れた用語で言えば｢弁別性｣)である｡まず､小学校低学年の国語教育においては､言

語としての弁別性が､音声言語においても文字言語においても確保されなければならな

い｡この点で､｢読める字｣が書けることは重要なことである｡

一方で､コミュニケーションレベルで考えたとき､一文字一文字の識別性は､必ずし

も重要ではないという考え方もある｡イタリアの小学校の文字教育は､単語の中での識
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別を第一に置くと､山田敏弘(2005)で報告したことがあるが､日本の国語教育では､

この識別性と次に見る審美性とが､混乱される傾向が強いのではないだろうか｡音声言

語であれば､多少の言いよどみや言い間違いがあっても､話として通じればよいという

側面を有しているが､同様に考えれば､文字も文章の中で通じることが最終目標であり､

個々の字を識別する重要性はそれに比べれば低くなる｡事実､くずし字などは､書かれ

たもの全体で見なければならない性質を否定できない｡

また､この文字の識別性は､社会や歴史に依存する部分をもっていることも忘れては

いけない｡たとえば､明治時代の活字の｢と｣は､現代の活字になっているような文字

とは大きく異なっているし､｢美しい｣と言われる仮名のくずし字であっても､慣れて

いない者にとっては言語記号として役立たない｡つまり､文字であれ音声であれ､言語

記号は共有されてこそその記号としての機能を果たすのである｡

小学校低学年の､｢読みやすい字で書く｣という目標は､その意味でまず達成されな

ければならない目標であるが､やはり､硬筆に限って言っても､現在おこなわれている

書写を､文字言語によるコミュニケーションという観点から捉え直す必要性はあるだろ

う｡

2.2 文字の審美性

次に､文字の美しさについて見ておこう｡この｢美しい字｣という考え方こそ､多く

の児童生徒を苦しめている元凶である｡字は美しくなければならないのかと言えば､そ

うではない｡かつては､｢正しく美しく書けるようにすることがたいせつ(昭和33年改

訂小学校学習指導要領)｣とされてきたが､新学習指導要領には､｢整った字｣であるこ

とは指導の対象ではあるが､｢美しさ｣などという主観的なことばは入っていない｡し

かし､実際の学校では､｢美しい字｣や｢きれいな字｣であることが求められているの

である｡

音声言語では､鼻濁音と呼ばれる鼻に抜けたガ行子音が美しい子音であると考えられ

ている｡ただ､今の児童に､鼻濁音を教えなければならないと考えている教師はさほど

多くないであろう｡また､ハスキーボイスと呼ばれる芦が､社会的に賞賛されることも

ある｡つまり､声は､個性であるとの尊重が比較的受け入れられやすい､人間の記号伝

達手段なのである｡たしかに､｢美しい声｣というのは存在する｡ある質の声を聞いて

いてほれぼれすることがある(逆に､耳をふさぎたくなることもある)のも事実である｡

しかし､そのような｢美しい声｣ではないからといって､児童や生徒に美しい声になる

ことを､あえて言えば将来的に職業として声を用いることを志す場合を除いて､訓練す

ることはない｡むしろ､あってはならない｡それは､声というものが､人間個々に異な

る､生得的な個性であるとの認識が共有されているからにほかならない｡
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一方の文字には､｢美しい字｣への矯正がついて回る｡かつては､美しくなければ書

写の点数が低くされた｡｢整った字｣を指導目標としていたとしても､｢よりのびのびと｣､

｢よりおおらかに｣､｢はねの形は手本通りに｣など､常に｢美しい字｣とすり替えられ

て矯正されてきた｡関谷義道(1967:74-75)は､｢高点砕｣､｢九成宮醒泉錯｣などの名

書を､｢意図的に自己の求める美しさママ表現することを目的としたというよりは､まず

整った字形を書こうとすることに主眼が置かれて書かれた｣としながらも､｢その目的

を達しながらおのずからそれぞれの美しさがにじみでた｣と述べている｡つまり､｢整っ

た字｣と｢美しい字｣とは近似概念なのである｡学校教育において､これらを混同せず

教えることは､事実難しい｡

もし､現在においても｢美しい文字｣のみが評価されるものであるとしたら､音声言

語との違いをどのように説明するのであろうか｡いくら練習しても｢美しい学｣を書け

ないと考えている多くのものにとって､書写･書道の時間は､劣等感を植え付けるだけ

の時間になってしまうのではないだろうか｡

これに対し､関谷(1967)は､文字の個性という側面を重視する｡関谷(1967:202-

205)に挙げられる京都大徳寺の開山､大燈国師(1282-1337)の書は､美しさよりもそ

の人となりが現れたものであり､このような字を題材に感じたことを表現する授業を提

唱している｡また､新しいところでは､光村図書中学校国語の教材である三浦哲郎著

｢おふくろの筆法｣も､そのような文字の個性としての側面を尊重した作品である｡つ

まり､｢よい字｣と｢美しい字｣とは､異なるものなのである｡

それでは､小中学校においては､｢よい字｣と｢美しい字｣のどちらが教えられるべ

きなのであろうか｡現状としては､多くの人が｢美しい字｣と認識するお手本に近づく

ことが､まず目指すべき目標となっていることに異論はないであろう｡教室では､お手

本が示され子どもたちがそれをまねすることが書写･書道であり､自分の個性を出した

書写･書道を指導しているところは､あったとしても少数派ではないだろうか｡このこ

とが､書写･書道に対する反感を生み､児童生徒に劣等感を植え付け､文字文化からの

離反を招いているとしたら､それは非常に残念なことである｡いくらがんばっても｢美

しい声｣に到達しない人間がいるように､｢美しい字｣が書けない人もいる｡そのよう

な人に対し､書写･書道を教える教師はどのような合理的かつ論理的な説明をするので

あろうか｡

数多くの｢美しい字｣習得のための本が売られており､お習字教室も多くの生徒を抱

えてはいる｡そのように精進されている人を否定するものではないが､そこに答えを見

いだせない人も多くいる｡書写の時間数だけが多くされても､このような根本的な疑問

に答えなければ､書写･書道が本当に必要とされる教育とはならないのではないだろう

か｡義務教育での教育内容は､すべての人の利益に叶うものであることが望まれる｡
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字の美しさについて､別の側面からも見てみよう｡筆者の個人的な経験ではあるが､

中学校のときに､美術の時間にレタリングを習った｡明朝体､ゴシック体など､いくつ

かの書体に閲し､計算してパーツを平面上に配置し丁寧に｢文字｣を作り上げていくこ

とに､手書きとは異なる快感を覚えたことがある｡手書きでは､文字に劣等感を抱くの

みであったが､レタリングであれば非常によい出来で成績もよかったことを覚えている｡

｢それは美術の時間のことだろう?｣と言われれば､その通りであるが､美しさを求め

ること自体､言語学的には奇異なことである｡もちろん､国語という教科は､言語学の

要素ばかりで成り立っているとは考えていない｡情操面の教育も一定割合で含まれてい

るのが｢国語｣である｡むしろ､昨今の国語教育は､言語学的な側面は軽視される方向

にあるのではないかと危供しているほどであるから､そんな幻想は抱いていない｡しか

しながら､文字の美しさが本当に国語という領域の中心をなしているのかは疑問である｡

もし､一貫して文字の美しさが国語の領域にあるとしたら､なぜ高校の書道は､美術に

含まれているのであろうか｡つまり､国語という領域では､審美性は言語としての識別

性より優位な要因とはなり得ない｡｢美しい字｣を書くことを過剰に要求しすぎると､

書写･書道の国語領域での理論付けが危うくなる危険性もある｡なぜならば､そんなに

｢美しい字｣を書きたければ､手書きではなくパソコンを使えばいいだろうということ

になりかねないからである｡この問題については､次の節でも詳しく論じる｡

3.3 能率性

手書き文字の優位性は､道具が簡便であることも理由の一つに挙げられるかもしれな

い｡しかし､このことが手書きこそ最上の能率性をもった方法であるということにはな

らない｡

10秒間に手書き文字を何文字書けるかを試してみた｡もちろん､何画の字が何文字入っ

ているかによって大きな違いがあるであろうが､10秒間に20文字を書くのは難しい｡そ

れが､｢美しい字｣であれば､なおさら困難である｡

では､パソコンではどうだろうか｡慣れにもよるかもしれないが､10秒間で20文字は

決して困難な到達目標ではない｡しかも､それぞれの文字は｢均整が取れていて美しい

文字｣である｡つまり､能率性という観点から言って､書写･書道を学ぶ意義は､この

ような機械がなかった時代とは異なる説明原理によって説明されなければならないので

ある｡

情報処理は､一部､国語でも教えられる分野となった｡新しい国語の指導要領では小

学校の第5学年と第6学年の｢読むこと｣に情報処理に関する内容と考えられる文言が

見られ､多くの教科書会社の国語の教科書は､コンピュータを用いたことばの学習を取

り入れている｡情報処理の目的は､情報検索からワープロ機能の使用までさまざまであ
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るが､｢美しい字｣を能率よく｢書く｣ためには､機械に頼ったほうがよいという時代

になったのかもしれない｡やはり､ここでも､書写･書道は､現代のようなパソコン等

の発達した社会に応じた説明が求められてくる｡

｢読み､書き､そろばん｣のたとえにあったような伝統的な学習領域は､教育内容が

多様化していく中で､大きく変容した｡学校教育においても､たしかにそろばんは教え

られているが､書写･書道ほどの時間数の確保はおこなわれなくなってきている｡かわっ

て電卓やパソコンが教えられるようにもなってきている｡｢書く｣という手段･方法と

して類似するパソコンやラベルライターなどではなく､書写･書道が能率性という観点

からも必要であるとの説明が求められているのではないだろうか｡

2.4 社会性と歴史性

文字は文化である｡特に､このような三種類の文字系統をもっ日本語という言語は､

世界的に見ても特異な文字文化をもっ言語である｡その文字文化は､綿々と受け継がれ

てきた私たち日本人の歴史そのものであり､それを引き継いでいく必要があるという考

えには､筆者自身､賛成である｡

ただし､言語文化に関する歴史性保全は､窓意的におこなわれていることも忘れては

ならない｡事実､古典を学ぶことで日本語の古い形態への理解を深めようとすることは

なされていても､歴史的にその重点の置かれ方は均整のとれたものではないし､また､

地域地域の伝統性についての配慮は大きく欠けたものになっていると言わざるを得ない｡

たとえば､東京の共通語よりも歴史も長く語彙も豊かな側面をもつ方言文化はまったく

軽視されている｡高校で学ぶ漢文も､現代の字体に直され､ゆがめられたとは言わない

までも､文化的･歴史的に､学ぶ価値のあるものとして教えられてきているか議論のあ

るところであろう｡

筆というひとっの道具による書写は､伝統として教えられるべき側面を有している｡

ただ､中学校で古典を教える時間数と比較して見た場合､議論の余地があるのではない

だろうか｡やはり､現代における位置付けを考え､その位置付けにあった時間数で教え

られるべきであると考えるのが妥当であろう｡

2.5 まとめ

玉澤(2009)の抽象性という観点については､その内容を十分に理解する記述を､今

回得られていないためここで述べるのは避けたが､ワープロが発達した現代にあった書

写･書道理論が末端の児童やその保護者には十分に伝わってきていないことは､おおよ

そ示せたと考える｡現代において､書写･書道の､まず尊重されるべき価値は､低学年

の文字による伝達の習得期においては識別性であり､文字による伝達が一定程度確保さ
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れた後は個性であると考えなければならない｡

3.小中学校における書写の現状と問題点

言語学的意義をいくら論じても､それだけでは机上の空論である｡ここでは､書写の

スペシャリストのいる学校ではなく､ふつうの小学校や中学校で､一般的に聞かれる状

況をもとに､問題点を簡単に述べてみたい｡

いくら指導時間数を法的拘束力のある立場で定めたとしても､真に必要と感じられる

学習内容でなければ､結果としてかえってその領域の衰退を招きかねない｡このような

危惧は､旧来の書写教育に捕らわれず未来志向で子どもたちの｢書くこと｣全体を見渡

した際には､保護者と教員双方に共感されるものとなろう｡しかし､数年前に､書写､

特に毛筆書写の教育時間が十分に確保されていなかったとの報道をきっかけに､年間30

時間を毛筆書写に当てなければならないとの最低学習時間が明記され､さらに岐阜県で

は､これを受けた岐阜県教育委員会が､県内の各小中学校に対し､年間どれだけの毛筆

書写の時間を確保したか報告することを求め､この毛筆書写は相当時間数の完全実施が

図られることになった｡

では､この時間数は､現場の教師ならびに児童生徒にどのように捉えられているだろ

うか｡正確な調査をおこなったわけではないし､そのような調査が公表されているわけ

でもないため､あくまでも印象に過ぎないが､身近の保護者から聞かれるのは｢とまど

い｣であり｢めんどうくさい｣という声である｡これだけの時間数を確保しても､なお､

｢美しい字｣に達したという実感は得られず､ましてや毛筆という日常性のない用具に

よっての授業は､児童に毎日の登下校時の荷物を増やすだけのものになってしまってい

るとも聞く｡また､朝日新聞2009年9月6日および10月11日紙面に出た､毛筆の片付けが

｢授業時間を圧迫｣したり｢滴で床汚れ｣たりするという問題も､現場の教師を悩ませ

るところとなっているのも事実である｡多くの児童生徒､ならびに保護者には､書写の

手段としての毛筆への特化が十分に理解されていないのが現状なのである｡

また､他教科との兼ね合いで言えば､小学校第3学年で国語の授業時間数は､235時

間と､他教科より飛び抜けて多い｡この学年での算数は150時間､理科や社会は70時間

である｡書写が毛筆だけで30時間ということは､他の用具による書写も含めれば､理科

や社会の時間数の半分が書写に当てられることになる｡単純な時間的バランスについて

も議論のあるところであるが､その時間数に見合った教育成果という点でも､残念なが

ら､書写が十分な成果を上げているとの実感をもっている児童生徒ならびに保護者は少

ない｡字の上手な人は上手であり､下手な者は下手なまま｡めざましい上達はあり得な

い｡ましてや､それが毛筆という非日常的な用具による時間であれば､なおさら､成長

につながるという実感がないのである｡
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まっとうな研究者であれば理解してもらえるであろうことは言を侯たないが､このよ

うな問題点を列挙したのは､何も書写が必要ない分野であるということを述べるためで

はない｡このような疑問に十分に応えることが､未来の書写を考える上で重要だと､ひ

とりの親として､そして､言語学という国語教育にも大いに関連する学問分野を専攻す

る者として感じているからである｡批判ばかりして対案を出さないのではよろしくない

ので､現状とこれらの問題点を踏まえた上で､次に少しばかりの提言をしてみたい｡

4.これからの書写教育への提言

4.1理論と実践の両論の教育の必要性

教育現場では､理論よりも実践が優先される｡事実､現状はそうであり､何も異論は

ない｡理論が優先されることがあっては､小中学校での教育とはならない｡しかし､理

論のない実践は､空虚である｡日本語に関する文法研究のように､近年めざましい発達

をしている領域を専門とする者として､研究成果が教育に少しでも多く還元されること

を願ってやまない｡しかし､このような願いは､書写に関しても同じなのかもしれない｡

｢美しい字｣ではなく｢整った字｣を書くにしても､十人十色の指導法があると考え

るが､ふつうの小中学校での授業は､昭和22年度の学習指導要領(試案)で否定された

臨書による､｢美しい字｣をまねる授業である｡書写に閲し児童生徒個別の問題点に対

応した指導はどれほどおこなわれているのか｡残念ながら､身近に聞かれる事例には､

十分な理論をもっておこなわれているという例がない｡

ただ､｢お手本どおり上手に書きなさい｣ではない､理論が必要ではないか｡また､

それが､十分に現場の先生に伝わるような方策も必要ではないか｡このような理論的援

護が期待できる論考もある(松本2009など)｡今後の書写教育への浸透を期待したい｡

4.2 現代的用具に合わせた書写指導の必要性

非日常的な毛筆にこれだけの時間を当てるのはなぜか｡その答えは､松本(2009:14

ff)にわかりやすく述べられている｡つまり､書写という範疇において､｢毛筆書写力｣

は､｢硬筆書写力｣に転化するための基礎力だからということである｡事実､新学習指

導要領にも､｢毛筆を使用する書写の指導は､(中略)硬筆による書写の能力の基礎を養

うよう指導し､文字を正しく整えて書くことができるようにする｡(第3 指導計画の

作成と各学年にわたる内容の取り扱い(2))｣とある｡

しかし､一方で､毛筆書写は第3学年からの指導事項となっており､少なくとも学年

配当としては､鉛筆による書写の基本としての位置づけとはなっていない｡

ここには､毛筆という非日常的な筆記用具の扱いにくさいもかかわっているであろう｡

すでに述べたように､後片付けの問題などもある｡
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一部には､体操のように体全体で運筆を学ぶことで基礎を教えているとの詰も聞く｡

残念ながら実践とその成果については､この分野について浅学なため知識はないが､こ

のような実際に筆記用具を使わない方法も合わせ､書写の基礎固めが総合的に考えられ

るべきではないか｡

また､筆記用具については､なぜ､指導が鉛筆を中心とした硬筆と､毛筆だけに限ら

れているのかという疑問も残る｡一社全人として普段の筆記用具を見てみれば､毛筆を

使うことは､慶弔にまつわる特別な機会だけである｡一生の中のはんの一瞬のために､

膨大な小中学校での学習時間を割いていることに対する説明はどのようになされるので

あろうか｡

鉛筆とてもっとも多く用いる筆記用具ではない｡学習指導要領には､多様な用具が示

されており､実際の生活でも人によっては鉛筆より多く使われるボールペンやサインペ

ン等は､書写の時間に教えられているのであろうか｡ボールペンであってもさまざまな

太さや素材が存在する､このような違いによって書き味の違いを実感できるような授業

があってもよいのではないだろうか｡だが実際には､高校生の息子に聞いても､そのよ

うな授業が小中学校でなされたという話はない｡筆ペンすら使ったことがないのである｡

紙に書くという方法以外も考えなければならない｡任天堂株式会社から発売されてい

る携帯ゲーム機｢DS｣には､｢DS英文字トレーニング｣というソフトがある｡専用タッ

チペン｢英文字筆｣で､ゲーム機画面に書けば､機械が添削してくれるというものであ

る｡今時多くの児童生徒がもっているこのようなゲーム機を使い､多様な書写の実情を

考えてもいいのかもしれない｡

現代社会で用いられる用具に沿って書写を指導した方が､現実的ではないか｡

4.3 機械入力との速い～個性重視の教育への転換

書写が､手書きという範囲に限定されたものであるとするならば､現代における最大

の懸案事項は､機械入力との差異化の問題であろう｡2節で見たように､識別性､審美

性､能率性､いずれの点においても､手書き文字は機械で入力された文字にかなわない｡

確かにパソコンという機械がなくても書けるという点では､手書き文字に優位性はある

かもしれないが､それは､個人的なメモの段階の議論である｡公表できるレベルで書く

のであれば､やはり機械を用いるであろう｡

極論を言えば､文字を言語学的手段とだけ捉えるのであれば､手書きである意味はき

わめて小さく､その教育価値も小さいと言わざるを得ないのである｡

しかし､本稿で主張したいのはそんな矯小な考えではない｡文字文化の根底をなす書

写文化を､より総合的かつ未来志向で捉えたとき､やはり個性を重視した教育がもっと

なされるべきであると考えなければならないことは､上記の考察からも明らかである｡
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書写教育においては､機械によって作られた字と手によって書かれた字との違いが､ど√

のような意味をもつのかを考える時間がきちんと取られていかなければならない｡この

ように考えることこそが､書写教育の死活に関わる問題と捉えなければ､書写が現代を

生き抜いていくことはできないのではないだろうか｡毛筆書写の時間にしばりをかけ報

告させることで実施をさせようとするだけでは､根本的な解決とほならないのである｡

また､｢美しい字｣への憧憬を植え付けるような思想は､すべからく減じられるべき

である｡これが､いくらがんばっても字がうまくならない児童生徒にどれだけの劣等感

を植え付けているか､｢美しい字｣を書けるから書道を教えることになった先生方には

なかなか理解されない｡まずは､｢正しい字｣と｢識別できる字｣を目標としなければ

ならない｡つまりは､言語記号の伝達手段としての位置づけをもっとも重視するものと

位置づけ､その上で､個性を矯めないよう最大限配慮するべきなのである｡

言わずもがなの結論になってしまった感は否めないが､将来にわたって､さまざまな

用具による書写文化が均等に花開き､言語による伝達内容の教育とバランスよく教えら

れていくことを願い､このような提言をおこなった｡学会レベルではすでに議論も進ん

でいる分野であろうし､また､先進的な実践をしている学校もあるであろう｡そのよう

な理論･実践から多くを学び､今後の国語教員養成に資するものとしたい｡

5.おわりに

過日､我が家に｢中日ながら街道情報｣という地域限定の広告が配られた｡さまざま

な教室やお店の広告が､わずか5平方センチメートルの小さなスペースに載る中で､ふ

たっの対照的な広告が目にとまった｡ひとつは､英語教室の広告で､ハートマークや星

を含め､すべて手書きで､さらには英語も手書きで書かれていた｡決して｢美しい字｣

ではないけれど､やわらかな印象を受けた｡そのひとっおいて右隣に､書道教室の生徒

募集がワープロできれいに書かれて載っていた｡見出し文字には影が付けられ､字間･

行間ともきれいに揃ってはいたが､何を教えてくれるのかが見えない広告のように見受

けられた｡

機械的な文字ばかりが溢れる世の中であるからこそ､手書き文字の個性があたたかみ

をもって受け入れられる｡書写が｢書くこと｣の中に位置付けられていることを考え､

｢書くこと｣全体を見通して､｢美しい字｣が書けないからといって書くことに絶望しな

くてよいような教育がおこなわれることを望む｡

【付記】

本考察は､今年度限りで岐阜大学をご退職になる安東俊六教授との約束を果たすため

に執筆した｡
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私が岐阜大学教育学部国語教育講座の助教授公募に応募した際､最初に連絡の労を執っ

てくださったのが安東先生である｡その公募は､国語学の担当教官(当時は､法人化前

で｢教官｣公募であった)の公募であったが､書道の授業を担当できる者との条件が記

されてあった｡自らの字に劣等感を抱き書道の教育経験もないため同講座がその前年度

におこなった書道教官公募には応募しなかった私にとって､国語学が第一に来たとはい

え書道が条件に含まれている公募には胸中大きな不安を抱えての応募となった｡

人事選考がおこなわれ選考に通ったとの報をいただいた際､その不安を忌博なく申し

上げたところ､将来において担当することがあるかもしれないため業績は作っておいた

はうがよいが､その際には､従来の書道の形に括らわれることなく自分のできることを

やったらよいと助言をくださり､書とコンピュータの融合など独自の書道論を展開され

ていた関谷義道先生にご紹介くださったのも安東先生であった｡その後､幸いなことに

非常勤の先生にご出講賜ることで自らは専門の日本語学領域に専心できた｡結果､書写

に関する論文執筆には至らないまま今日まで釆てしまった｡この一本が､将来の書道と

いう授業科目の担当に関与するか否かは不明であるが､約束は果たしたい｡その思いで

本稿を執筆をした｡
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