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自己評価活動 と教師の支援 に関す る考察

Consideration of Self Evaluation Activities and Teacher Support
in "Kanjikanamajiri no sho" of Teacher Training Courses
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は じめ に
新学習指導要領 の全面実施をうけて、小・ 中学校の国語科書写 はもちろん高等学校 の芸術科書道 に
おいて も大きな改革が迫 られている。高等学校 の書道では「 漢字仮名交 じりの書」の指導 に重点が置
かれ、 その指導法 について各指導者 とも研究 。検討の段階である。鳥宮 も前回、 これまでの高等学校
での実践か ら「 漢字仮名交 じりの書」の指導法 と鑑賞 について考察1し 、新指導要領への対応 を可能 に
した。 これを生か し、杉崎は高等学校の芸術科書道で、鳥宮 は教員養成課程 の「 漢字仮名交 じり書法
研究」 の授業 において、 それぞれ「漢字仮名交 じりの書」 の指導 にあた っているが、実際の授業で改
革 のね らいを達成す るには、自己評価活動の充実を図 ることが重要であると痛感 じ実践 して いる。 自
己評価活動の充実 は生徒や学生自身の表現力向上をね らいとする。 しか しそれ以上に、 この課題 を研
究す ることが本大学 の使命である、小・ 中・ 高 。大の教育 を一貫 して理解 し先導的な役割 を果たす教
員の養成 に大 きく寄与す るもの と考えるからである。
そこで本論では先行研究 を踏 まえて「 漢字仮名交 じりの書」の授業 における自己評価活動 をどのよ
うに充実 させるか、 またそこでの教師の支援のあり方 について考察する。

IO「 漢字 仮 名交 じ りの書 」 の指導 法 に 関す る先行研 究
1)「 漢字仮名交 じりの書」の創作指導 の研究2
「『漢字仮名交 じりの書』創作指導の研究」で森下氏は、高等学校芸術科書道 の授業実践か ら創作指
導 の方法を導 いている。 そこでは、 まず創作指導の試みとして、 とにか く自由に工夫 して創作を試 み
るとい う学習活動 を主眼 に実践、 その都度 アンケー トをとって分析 し指導の方向を模索 して いる。創
作指導 の試 みの概要 とそれに関す る分析や考察 は次の通 りである。
① 初 めて漢字仮名交 じりの書 に接 した新一年生 に感想を書 いて もらう。―――否定的 な意見 もあ っ
たが、圧倒的 に肯定的な意見が多か った。
② 課題 を与 えて 自分で 自由に制作 させる。一一―最初 は人の作品を見て、のびのびと自由に書けて
「難 しい・ うまくいかない 0ど う表
いる、個性的で楽 しいと多 くが答 えていたが、実際書 いてみると
して いいのか分か らない」と回答。否定的な意見 は少 な くな っている。書 いてみて楽 しみを知 った
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者 も少 しはある。
③

それぞれに傾向の違 った詩 4つ を与 え、そこか ら触発 されるイ ンスピレー ションによ り、まず自分
で書造形 を工夫 して制作。 それぞれの詩 について制作 に関す る興味 と難易 を ア ンケ ー ト調査 し、最
後 に作品 の評価 をする。一一―*八 木重吉「 をさない 日」 *壺 井繁治「 向 日葵」 *嶋 岡晨「 遺書」

*北 園克衛「 自のゲ シタル ト」 これ らの詩 か ら感ず るものを線・ 形・ 空間 の配置 な どで造形的 に表
現す る。
④

詩文作品制作 の感想 (指 導 の前後、自由記述)。 一――自分 で創作す る ことに対 して積極性・ 7肖 極性
や とまどいの両面 が見 られる。 自分 の思 い通 りとい うことを勝手 にやれると受 け取 っている者 がな
いで もないが、 その反面苦労 しなが ら意欲 を燃や して模索 して い る態度 も感 じられ る。 こ うした生
徒の

自分 で工夫 し創作する"と い う全体的な意 向や態度 は崩 さな いで、 しか も勝手 にな らな いよ

う適切 な指導が加 え られなければな らな い。
⑤

詩文作品制作 への認識 と興味 (ア ンケー ト)。 一一―「 漢字仮名交 じりの書」の意義 をどう認識 して
い るかは、自分 の心 の確か め と表現 に意義があるとい う意見 が主であ った。意欲 と関心 については、
一 回 目は意義 も認 め興味を持 って いなが ら特 に関心 を示 して いなか った者 が、二回 日には興味・ 関
心が高 ま って くる。繰 り返 し学習 の体験 を持 たせ る ことが必要 であろ う。

*主 題 (内 容)と 発想 (何 を手 がか りに創作 してい くか)を 考 えた時、 自分 の創 った詩 で創作 できれば
問題 ないが、実際 はそ うでな い場合 が多 く、 自分 の詩 が必ず しも優 れて い るとは いえな い。 また
書表現 にふ さわしいと もいえな い。 自分 の詩 でな くて も、 自分 の気持 ちに近 い詩 を選んで いる。

*詩 の文 の感 じや内容 も大切 だが、 それはあ くまで素材 である。 自分 自身 の気持 ちや心を線 や形 に
表 して いけば いい とい う意見が多 い。

*詩 と書 (内 容 と造形)の どちらが大切 かについては、まず自分 の内的 な要求 な り書 きたい詩 な りが
あ って相応する書風を考 えて い くか、逆 にまず 自分 の書 きた い書風 や様式 などの イメー ジがあ っ
て相応す る詩を選 ぶか、書 の造形的な要素 (激 しさを表す線 。構成美・ 余白美・ 変化 と調和 …)を 念
頭 に置 いてそれを主眼 に作品 を考えて い くか、 とい うことに も関係する。実際 には両方 あるだ ろ
うが、生徒達 は 自分 の気持 ちや詩 の感 じなどの面 を重 く見 て いるよ うである。
⑥

詩文作品を制作するまでに、古典を半年間学 んだ グルー プと、抽象造形作品を理論 に基 づ きなが
ら半年間学習 したグルー プとの比較。一――古典を学習 した者 は 自分 の気持 ちや詩 の感 じだけでな
く造形 に も目を向けている。抽象作品 の創作 を経験 した者 は全般 に思 い切 った変化や構成がなされ
ている。作品 の出来 では古典を学習 した者 の方 がよい。漢字仮名交 じりの書作品 に限 らないか も知
れな いが、古典 を幅広 く学習することは、詩文書作品 の制作 の場合 に も素地 として大切 で ある。

⑦

③ で与 え られた 4つ の詩 による二回 目の制作 およびそれへの感想、 ア ンケ ー ト。

*書 は造形芸術であるが、 自己の内的要求 とい うものな しには創作 は単 なる技術 になる。内的要求
を大事 に しなが ら、 なお造形美 に十分配慮 させた い。指導 プ ロセス としては、 いわゆる倣書的 な
仕方 で書美 に基 づいた (例 えば特定 の線質 や リズ ム)作 品 の制作 ・な どを課す ことも必要 である。
,・

*現 代詩 自体、読 めて も意味 の難解 な もの、説明的 な語彙 の解釈 では鑑賞や把握が不可能 な ものが
あるが、そ うした ものは暗喩 などのその奥 にある もの (広 い意味 のポエ ジー 《
詩》)を 直接 に感得す
。
るよ りほかない し、 また詩 や説明や叙述 ではないので語句 や文 の表面的 日常的意味 の媒介 にと
らわれず、感動 の核 に迫 ることが必要 である。 自己の内的要求が何 よ り大切 であ り、 それを書造
形 に置 き換 えて表現す る (い わゆる暗喩的)と い う場合、読 め る こと、文意 を理解 で きるとい うだ
けでは文学的立場 である。
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*書 の特質 か ら、文意・ 造形美 ともに合 わせ味わえるが、 その よ うな語句 や文字 0筆 順・ 符号 とし
て の約束 のみに こだわ るのは書美 による純粋 な 自己表現 を制約す ると考 える立場 も成 り立 つ。 そ

'

こで試 みに抽象作品 の制作 を行 った。

〔
学習 のあらま し…イ、
「 自分」
「 私」 と題す る詩 を創 り自分 の生 き方 や内的要求 を見 つめ る。 口、そこ
で確か め られ た 自己を、a。 一本 の変化 と生命 の こ もった線 で表現す る3b.線 を 自由 に組 み合 わせた形
によ って表現 する。c.何 本 かの曲線・直線 などとその組 み合 わせを用 いて空間 を分割 した り切 り取 った
り して処理 しなが ら自分 の気持 ちをそ こに表 し、変化 や調和 を考 えて一つの空間を創 り上 げて い く。
d。

以上 の総合的 な書造形 による自己の表現 (あ るいは置 き換 え)つ まり、詩作 において確 か めた 自分 を

「 ことば」 や「 文字」 でな く書造形 の要素 で もって置 き換 える。〕
この学習 の導入 の 目的 は抽象作品 を創作す る ことだけにあるのではな く、 そ うした角度 か らの創作
の可能性 と方法 の一端 を認識 で きて、文字作品、詩文作品制作 の場 に生かされていけば いいのではな
いか と思 う。

2)「 漢字仮名交 じりの書」 の指導法
3に つ いて

広瀬氏は「漢字仮名交 じりの書」の指導法

、導入期 と応 用発展期 とに分 けて考えて、その流

れを次 の よ うな表で示 して いる。
応用発展期 の指導

導入期 の指導
1期

2期

4期 以降

3期

Ａ
Ｂ

→
→レ線質・ 漢仮調和の要素重視 …
実用面重視 ―
・ 古典を取 り入れる →

→

応用・ 発展

→レ古典を取 り入れる ‐
→レ線質・ 漢仮調和の要素重視 .―)
実用面重視 ―

→

応用・ 発展

これまで氏は、年間指導計画を、①実用面を重視 した授業、②漢字や仮名の古典を取 り入れた授業、
③芸術面を重視 した授業、④ まとめ

という具合 に進 めて きた。

この うち導入 にあたる① では、巻紙を取 り入れて教育実習のお礼状をテーマに書式 を学習 した後 に
実技研究を行 っている。 これは書写の学習や国語科の内容 との連携 とい う点で教員養成の授業科目の
導入 として有効 との判断か ら考え られている。 この点 においては高等学校 の「漢字仮名交 じりの書」
で も同様のことが言 えると考える。 ここでの第一のテーマは「現代入の手本か らの脱却」であ り、大
学生自らが積極的 に思考 しながら書風を広げ、全体感を整えて書 くことが目標であるか ら、巻紙の書
式 については伝統的な しきたり等 も交え詳 しく指導す るが教師自身 は参考揮亀程度 に留めることが大
切 と考 えている。実用 と芸術性を兼ね備える巻紙 を書 くことについては珍 しさもあり学生の反応 はす
こぶ る良好であ ったよ うだ。
さらに、 こう続 けている。…導入期のため興味関心を引 き付けることが第一であるため、書法 につ
いてはあまり言わないことにしている。字形 よ りも心を込 めて書 いた もの、全体感のまとまりがある
ものを高 く評価。最初 は 〔
行を真 っす ぐに/行 間をそろえる/行 頭をそろえる(行 末 についてはおおむね
でよい)〕 と、この3つ のみを達成目標 とした。 その後、同文章を硬筆で便箋 にも応用 して日常化 に もつ
なが りを図 る。…中略…小筆 における手紙文の学習は硬毛関連授業 における有効 な手段 と思われる。
②漢字や仮名の古典 を取 り入れた授業では、先達の とった方法の追体験 として粘葉本和漢朗詠集中
に記 された漢字 と仮名 の書 を組み合わせて調和 を図 った尾上柴舟の提唱 した漢字仮名交 じりの書 (調
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和体)の 世界 を追 体験す る こととして い る。先達 の提唱 した方法 を実際 に追体験 してみなが ら書法 を
学 ぶ ことは、書道史 を知 る上で も漢字仮名交 じりの書法 を学 ぶ上 で も重要 と考 え設定 されて いる。漢
字 も仮名 も同一法帖中か ら抜 き出 して組 み合わせ臨書 できるので学生 にとって容易 に取 り組 め る単元
である。
また、加藤氏 は4授 業 の半期 15回 を導入 ととらえ、次 の授業計画 に基 づ き実践 して い る。 その授業
は、すでに漢字研究 I・ Ⅱ・ Ⅲ、仮名研究

IoⅡ を履修済 みで、漢字 の楷書・ 行書・ 草書 と仮名 の古

典 の基礎的 な知識 と技術 を習得・ 理解 して いる ことを前提 として いる。

ガイダ ンス(「 漢字仮名交 じりの書」 とは ?・ 漢字仮名交 じりの書 の歴史)
② 高等学校芸術科 における「 漢字仮名交 じりの書」の取 り扱 いについて
①

③ 仮名の字源 と楷書・ 行書 に調和す る平仮名について
④ 基準的 な「漢字仮名交 じりの書」か ら芸術的表現へ
⑤ 現代 における「漢字仮名交 じりの書」の動向 と作品制作の実際
⑥〜⑨ 作品制作 I(短 文 による作品)
⑩〜⑬ 作品制作 Ⅱ(長 文 による作品)
⑭ 「漢字仮名交 じりの書」の副教材の作成 とその検討
⑮

まとめ

この中で特 に第 4回 の授業展開を示 して、学習者の自己評価活動 と教師の対応を考え、
「漢字仮名交
じりの書」 における自己評価の発展性を模索 している。授業ではまず集字聖教序の書 き下 し文を書 く
ことによって古典を踏まえた基準的な漢字仮名交 じりの作品を書 いてみる。 ここでは第3回 で学習 し
た上代様を踏まえた行書 に調和する仮名を意識 して書 くことを確認 しておく。次 に、
「 この道 しかない
春 の雪ふ る」(種 田山頭火)を 半紙 に制作 し、制作の過程で表現を展開・拡張す るにはどのような要素が
考えられるか、自らその目標を設定 し自己評価 して自己表現力の伸長を図 っている。 この時氏は、評
価の観点を明確 にした く
課題 1〉 と各自が表現要素を設定 し評価できる 〈
課題 2〉 の両方 を記入す る形
式 の ヮークシー トを用 いている。
評価の観点

《
表現要素例》

漢字 と仮ら の田和

*文 字 の大小
*太 細 をつ ける
*構 成

課題 １

【ワー ク シー ト】
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Ⅱ・「 漢字仮 名交 じ り書 法研 究」 の実践
以上 の先行する研究内容を踏まえ、高等学校での実践を加味 して、本講座「 漢字仮名交 じり書法研
究」の実践 は次のよ うに展開す ることにした。受講す るのは教員養成課程国語科の4年 生で、前期のみ
の講義である。彼 らは既 に2年 生の時 に書道史概論 と書法研究 I・ Ⅱを、また3年 生では漢字書法研究を
履修済 みである。

① 基本 (書 写的な文字の発展から)
・ 楷書 2イ予「友情は喜びを三倍にし悲しみを半分にする」
・ 楷書 3イテ「空山人を見ず但だ聞く人語の響きを返景深林に入り復太照らす青苔の上」
② 構成 (紙 面 に対す る配置・ 散 らし方)
・ 斉藤茂吉の うた「小鳥らのいかに睦みてありぬべき、夏青山に我は近づく」
③ 表現の仕方 (強 い線 。弱 い線)
・」
・」
・ 山頭火の句「音はじぐれか¨
、正岡瑚 の句「山門を¨
④ 大きく書 く (① 〜③ をふまえて)
0三 宅武治の詩「桜吹雪」 よ り
・ 各自が選んだ題材で

材 〔
楷書 2行・ 楷書 3行 〕
書写学習 の復習 と発展 を導入 に して紙面 にバ ラ ンスよ く収 めることを学ぶ。

① 基本

*

前期 のみの講義 で「 漢字仮名交 じりの書」 を効率 よ く学習す るために、履修済 みの書写的 な文字 を
導入 に持 って きた。広瀬氏 は実用書 の礼状 を扱 ってい るが、 ここで は学生 が国語科 であることを重要
視 し、国語科書写 に関す る既習内容 の復習 をかねて、 こち らか ら語句 を指定 して書 くと ころか らス
ター トした。最初 は楷書 2行 を紙面 にバ ラ ンスよ く収 めさせ、次 に3行 へ と進んだ。鳥宮 は前回 の論文
で「 漢字仮名交 じりの書」の基礎 として行草体 が最 も適 しているとい う金子鴎亭氏 の言葉5を 引用 した
が、実際 は学生 の意識 の中では行書 も日常 に馴染 みが薄 く、普段書 いている者 であ って も自己流 で あ
る ことが多 いため、字形 を整 え表現 の工夫 をす るのが難 しい との判断か ら、最初は楷書 か ら取 りかか
る ことに した。 ここで は硬毛 の関連 や実用 か らの発展 とい う意味 を込 めて小筆 を用 いている。
この学習 では、各 自が漢字 と仮名 の大 きさや線質 などの調和 について、既習事項 を思 い出 しなが ら
書 いて いた。紙面 に対す る文字 の大 きさや余白 について も、 ほとん どの学生 が うまく収 めて書 いてい
たが、一字―字 を丁寧 に書 こうとする意識が強すぎて、全体 を見通 して とらえ られな いために後 の文
字 が詰 ま った状態 にな って しまう者 や文字 の中心 がそろえ られず蛇行 して しま った者 もあ ったので既
習内容 を振 り返 らせて指導 した。

*

自己評価活動 と支援 ついて
彼 らは既 に書写的 な漢字仮名交 じりの実用書 を学習 して いるので、実際 に授業時間内で満足 い くも

のが書 けなか らた者 で も自己評価 の中で 自分 の問題点 を把握 できている。時間的制約 か。
ら特 にワー ク
シー ト等 は使用 して いなか ったが、大学生 な らある程度 の 自主的評価活動 が期待 できる。 しか し、 自
6。
己評価活動 の質 を高 めるための他者評価 の必要性 につ いて は多 くの研究か ら明 らか にな って い る

つ ま り教師 の支援 が 自己評価活動 の質的充実 に不可欠 なのである。学年が下 がれば下 が るほど支援量
が増加す るの は言 うまで もないことである。
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② 構成

*

題材 〔
斉藤茂吉 の うた「小鳥 らの…」
〕

全体 の
―調和 を考 えて配置よく書 くことをね らいに して、構成 について学習する。

〈作 品 A〉

く指導 を加える ことが有効 と考 えた。漢字仮名交 じりの書
を制作 して い くうえで、 まずは文字 と文字 の変化 と統 一 、

:

̀■
,‐ .￨

夕ヽ ￨
Tフ 1‐ ‐

ヰ ｒ一
ｔ

ここで構成 に関 しては、森下氏 の実作 に関す る論 に基 づ

奮

ふＩ′ぬべ■■

1)行 頭・ 行間 をそろえた表現
2)行 頭・ 行間 に変化 をつ けた表現
3)上 に余白をと り、下 に文字 を配置 した表現
4)文 字 を一 つの固 ま りに収 めた表現

ｉ■■昴

ず行を散 らす練習 をする。

一
．
︐
委 み一
い●に
■
︐

作品 の効果 を高 め るためにいろいろな構成 による工夫 を
する。参考 に4つ のパ ター ンを示 したプ リン トを配布 し、ま

FI‐

次 に今回提示 した よ うに行 と行 の構成 を考 え る必要 があ
る。氏 は ここで連綿や中心 の移行 に触 れて いるが、授業 の
中では時間的 な制約 か ら、中心をそろえた格好 で行 と行 と

〈作品 B〉

A)中 心 の と り方 … ヤマ (焦 点・ 主題)を どこへ持 って い く
か。 ただ対称的 にな っては面 白 くないか ら中心 へ は持 っ
て こない方 がよ い。 また終 わ りの部分 へ持 って くるの も

ホ鳥 一 ●一
一
撃一一
一い一
一

《
構成上 の注意》

書 ■ 一ヽ︑ｔ
︐

じて い る字群 とい う言葉 が学生 に理解 しやす い と考 える。

ち なヾｔ●●一

導す る。 ただ今後 の制作 に結 びつ けるために、行 と行 か ら
全体構成 へ と発展的 にと らえる指導 が必要 である。氏 が論

犠 卜ちかザく

関 して も敢えて触れず行 と行 の対応 のみに主眼をお いて指

●■
︐者︲
■十 一

の在 り方を とらえるに留 め、 また各行 の濃淡 などの変化 に

特殊 といえ る。
[こ

の点 で く
作品 A〉 は、ヤマを考 えて大 きくして いるが

不 自然 である。 また最後 の行が逃 げて しま って いる。]
B)空 間 と字群 (字 座)・ ¨全体へ いっぱいに字や字群 をつめて しまわない。 どこかに息抜 きが必要 であ
るが、どちらか一方 に片寄 って、残 りに間が抜 けた寂 しい空白が出来 ないよ うにする。字群 の中 にぽ
っか り穴が開 いた よ うな空白があ るの も好 ま しくな い。 もっとも、 それ らを逆 に利用 して特別 の効
果 をね らう場合 もある。
C)字 群 …紙面 がバ ラバ ラに分割 されて しま って焦点 がな いの もよ くない。墨 つ ぎな ども注意 しな い
と散漫 な感 じになる。[〈 作品 B〉 はきれ いに散 らし過 ぎてバ ラバ ラにな っている。]
7の

構成 については広瀬氏 も「『漢字仮名交 じりの書』応用発展期 の指導法 に関 する研究」 中で興味深
い実践 を発表 して い る。彼 は第 4期 の構成 の中で も全体感を整え ることに関 して最初 に触 れた い と考
えて い る。 それは文字 の型 や筆法 か ら入 ると作品 の巧拙 が顕著であるか らとの配慮 による。書 は型か
ら入 るのが一 般的 であるが、 あまり文字 の型 を意識 させずに全体感 を整 える方法 を試 みて い る。文字
の型や筆法か ら入 る指導法 も試みたが筆を持 つ ことが苦手 な学生 にとって苦痛 でまとま りの ない もの
にな りやす いか ら、発想 をかえて全体感 (全 体構成・外形)を 先 に決 めてそこへ文字 を埋 めてい くとい う
方法 である。文字 の大 きさは細 かければ細 か いほ ど全体構成 が くっきりして くるので、全体感 を学習

教員養成過程の「漢字仮名交 じりの書」 における自己評価活動 と教師の支援 に関する考察
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するうえで大変効果があ ると思われる。円形 や魚形・ ハ ー ト形 などを造 った後、各 自で全体構成 の創
造 に移行す るが、 いろ いろな形 の組 み合 わせで もよ いことを告 げると、作品 の外形構成 は千差万別 と
な って無限 に広が った。 さらに若 々 しい斬新 な構成 も生 まれ、視覚的要素 と詩 の持 つ 内容 との一致 し
た複合効果 を生 じた作品 も生 まれて いる。 こうして進 めてい くことで達成感 を感 じ、出来 た作品 も見
栄 えがす るとい う利点があ り教育的効果が大 きい と論 じて いる。[〈 作品 B〉 には全体感 についての指
導 が必要 である。]

*

自己評価活動 と支援 について
この ような全体感 とい うとらえ方 による展開 は、今回一斉 の授業 では実践 で きなか ったが、作品 を

制作 して い く中で随時個別指導 に取 り込 んだ。 それは 自己評価活動 の質 を高 め るための他者評価、 つ
まり教師 の支援 の形 で とい うことである。 それだ けでな く友達 の制作状況 を 自己評価 に取 り込 んで 向
上 して い く姿勢 とい うのは、単 なる個人的 な制作活動 と異 なる「授業」 とい う形態 が生み出す多大な
教育効果 で あると考 える。
③

表 現 の仕 方

*

強 い線 と弱 い線 という課題 を与 えて、線質 を変 えて表現する ことを学習 させる。

題材 〔
山頭火 の句・ 正岡子規 の句〕

文字 や書 は、書体・ 書風 などによ り、 いろいろな表情 を持 っている。古典 を見 て も決 して一様 では
な く、時代 。風土 。人 … によって、 それぞれの個性 を持 って いる。 それを直線的 に把握 し表現 に生か
して い くために様 々な指導が考 え られる。
まず一般的 な方法 として、古典 か ら線質 を学 んで発展 させ る方法 が挙 げられ る。 その中で も前項 で
述 べたように、先達 の とった方法 を追体験す る学習 や書 き下 し文 を書 いて発展 させ る学習 な どい くつ
か の展開 が考 え られ る。 これ らは古 典 の臨書 な どを十分 に学習 した者 に有効 な指導法 であ ると考 え
る。書 の創作が単 に現代性 や個人 の 自己表現 を追及す るだけでな く、過去か ら今 に継承 されて い る普
遍的 な美 の追求 で もあ る ことを感受す るために も、時間的制約 がな いのな らば是非 とも取 り入れたい
指導法 である。
一方造形 の理論 を前面 に出 して、点 か ら線・ 線 か ら文字 へ と進 めてい く方法 は、 これまでに古典 の
学習 を経験 して いない者 や既習 して も苦手意識 の強 い者 に有効 と考 える。森下氏 の非文字性抽象作品
による詩表現 の試 みは、 この方法 の典型 といえよ う。若者 の書写離 れが懸念 され る今 日においては、
これを導入 に展開す る ことは意義深 く、書美 の多様 な要素 を学 び取 ることに も効をなす と考 える。

*

自己評価活動 と支援 ついて

〈作 品

C〉

授業 では、分 か りやす いように強 い線 と弱 い線 とい う
課題 を提示 したが、 ただ単 に線 を書 くのではな く、前時
までの学習 を生か して詩文 を書 き上 げる ことに した。制
作 の際、学生 の 自己評価 は既習事項 も含む様 々な側面 に
及 ぶ。 自主的な評価 を期待すればす るほど多 くの側面 か
らとらえて評価す ることになる。 その為 に、本時 のね ら
いがぼやけて しま うことがよ くあるが、今回 は線質以外
の条件 を等 しくして各 自に2タ イプ書 き並 べ させたので
焦点 を定 め る ことが出来 た。 また線 だ けを書 くのではな
いか ら、限 られ た時数 の中で前回 の内容 を復習 して今後 に生かす ことが可能 で あ った と考 える。
「強
。
い 弱 い」 の とらえ方 は様 々であろうが、要 は線質 を変化 させ る ことによ って表現 の幅が拡大す る こ
とを学習す るので ある。そ こで既習 の古典を思 い出 させ る声掛 けを し、線 の曲直や細太・ 潤滑 に関 す
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る資料 や実技指導で示 したのだが、大抵が線の細太の変化 に終始 して、潤滑や線の曲直などには着 目
できなかった。 [〈 作品 C〉 はその例。配布資料を見直 させた。
]今 回は表現 したい自己とは無関係に題
材提示 をして いる点で、意欲的な活動をさせるには多少無理があ ったと思われる。強 い 。弱 い 。優 し
い 。重厚・ 軽快などのテーマを各自が決 めて書 き、相互 に評価 し合 う展開 も今後 は考 えていきたい。
三宅武治の詩・ 自由〕
題材 〔

④ 大 き く書 く

まえて、 まず
① 〜③ の学習 をら、

題材 を選んで制作する。
(半 切 1/3〜 1/2の 紙 に書 く。
)

〈作 品 D〉

一驚ドる●●

は同一の題材で書 き、最後 に自分 で

琉 た●

●
みそギ族岬
・

*

層

の

tt

最初 の作品 の 自己評価 で、「かすれや
に じみを多用 して伸 びやかに書 きたい」
と評 して い る。 その後 に書 いた下 の作

た格好 にな リヤ マが は っ き りしなか っ
た。 自己評価 は Bだ が、「意 欲的 に出来
と書 いて い る。

︐

た。 今 後 は 様 々 な配 置 に挑 戦 した い」

磐奪一壮り■ ４

︐

れた」と自己評価を して い るが、分散 し

勝件脅 に

と して ま とま りの あ る もの に仕上 げ ら

浄■ 上碕■

加 えて「 余 白を多 く残 しなが らも全体

脅燿 に
ず

品 で は、幾分 に じみやかすれ に注意 を

﹁

一ん一
からず

一Ｖ ヽ は

い夜

て■ ヽ

●●ｂ Ｆ ト
盪﹁ 小
■一
一
一・
キ■一
綺ヽ
卜一

〈作 品 E〉
最初 の作品 につ いて、 かすれは良 いが に
じみや文字 の大 きさの変化 が足 りないと自
己評価 している。下 の作品 ではその点 が 改
善 されて い る。 さ らに文字 の変化 が課題 だ
と言 う ことで 、 自己評価 は Bに して い る
い」 と感 じて い る。 この よ うに、教師主体

■′伊¨一Ｔ

・
■一
機■・

馘眺 ■ ヤ ■

一
胸″■
糀 驚■

一
キ■ や

が 、「 自分 であれ これ考 えて書 くの は面 白
でな く自己評価活動 を重視 して い るか らこ
そ創作 の喜 びが体感 で きた もの と考 え る。
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■一
一麻ドｔ

〈作品 F〉

個々の文字に意識が行き過ぎて全体として見ていない。全体構成から見させて文字の大小を正
夫 したのが右 の作品だが 、紙面全体 に対す る余 白が考 え られて いない。 自己評価 は B、 「字が大 き
くな りす ぎたが 自分 で配置を決 め るのは とて も面 白か った。」 と書 いて い る。

驀砲一
一
一ヽ一一一一一

キ■熟″
■ヽ■

辱一・
´一■■
一一
・

ム■ ■ ■■
︲
︲
︱︱
︱
︲
︲
︲
１
︲
一●●一■一︐
■１
一一一一一
︲
︲
︲
︲

・一
一静＝■
れ・
■トキト
一
・

ム 一佐

ム サ一

稀 ■■＼

な■ル

【自由創 f/F】

〈作品 G〉
ここまでの学習 では書写的 な文字 が うま く書 け
ず に悩 んで いた学 生であ るが、 自分 の書写文字 の
特徴 を うま く生 か して作品を創 り上 げた。 自己評
価 は A、 「ゆ った り書 いた」ので満足 したよ うであ
る。 しか し「余 白を もっ とうま く使 いた い。線 が
細 か った の で 、 もう少 し太 く大 き く堂 々 と書 く」
を今後 の課題 に挙 げるなど前向 きな姿勢 に変 わ っ

〈作品 H〉
「今 までで一番 自分 の好 きなよ うにかけた」 が 、 自己評
価 は B。 「 に じみやかす れ を もっ と出 して 変化 を つ けた
い」 と して い る。 これ まで の学習で今後 の課題 を的確 に
とらえて い る。文字 の大小や余 自の取 り方 に気 をつ けて、
全体 と してまとま った作品 に仕上 が って い る。

て い る。

一薫 轟 ■

〈作 品 I〉
「に じみやかすれ を出 して思 うままに書 けて楽 しか った
が、漢字 と仮名 のバ ラ ンスに もっ と気をつ けた い。」「字配
りが いつ も単純 なのでいろいろな構図に挑戦 した い。」と書
いてい る。 自己評価 は Bで ある。
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Ⅲ・「 漢 字 仮 名 交 じ りの 書 」 に お け る 自 己評 価 活 動 と支 援 の あ り方
これまで述 べたよ うに、
「 漢字仮名交 じりの書」に限 らず、指導法 とい うのはひとつだ けに確定 され
るものではな い。教材研究 の必要性は改 めて言 うまで もないことであるが、 この「 漢字仮名交 じりの
書」 が新 しく着 目された教材 であ って、書創作 の意義 を知 り喜 びを体験 するとい う目標を掲 げて取 り
扱 われて い る点 において、漢字 や仮名以上 に、教材研究 の重要性 な らびに学習者 の性格 や授業時数 な
どに対応 させた創意工夫 の必要性を痛感す る。
「 漢字仮名交 じりの書」は、漢字・ 仮名 の完成度 の高 さに比 べて、それ 自体 まだ歴史が浅 い。 その創
作 であるか ら、 いろいろな問題点 を指摘 できる。新 しい書、創造、創作 とい うか らには 自由 に創意工
夫 させ るのが いいのか、漢字や仮名 の古典や法帖 などを十分 に臨書 し技術修練 を経 た後 に試 みさせ る
のが いいのか、
「 漢字仮名交 じりの書」自体 をどう指導 し、単元 として どう扱 ってい くか等、まだまだ
研究途中である。
しか し、現時点 で考 え られる指導法 の数 々を図 に示す とするな らば次 のよ うになると考 えた。図 で
は矢印 の形 を同 じにすることによ って指導 の観点 を分類 した。 また、 それぞれ の指導法 には、一字一
字 か ら全体構成 へ と進む場合 と全体 か ら一字―字 へ と見て い く場合 が考 え られ る。書写学習 か らとい
うのはひとつの指導法 であると同時 にすべての指導 の基礎 であることを示 して いる。

【漢字仮名交 じりの書」 の指導 法】
「
こうして提唱 されて いるいろいろな指導法 を図式化す ると、 アプローチの仕方 が異 な っているだけ
であって「 漢字仮名交 じりの書」 の指導 として どれ も重要 なポイ ン トであることが明確 にな った。教
師 の創意工夫 の中で、 どの道筋を通 って 目的地 に到達す るか の選択が必要 とな って くるわ けである。
.
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また ここで重要 なの は、 どの道を辿 った場合 であ って も、制作者 である学習者 が常 に 自己評価 を繰 り
返す活動 の中で更 に 自己を見つめてい くことで ある。 これ こそが作者 自身 の感性 に基 づいて 自分 自身
を表現 する創作活動 の意義 であ り、 その為 に現代 に生 きる書 の学習 として「 漢字仮名交 じりの書」 が
クロー ズア ップされたと解釈すべ きであろう。
自己評価 の質 を高 めるための教師 の支援 に関 しては、図中の対 になっているアプローチが鍵 にな っ
て くる。例えば、一字―字 か ら行 そ して全体 へ と進む内側 の円か ら外 へ と見 てい く指導法 にお いて は、
一字一字 に気 を使 いすぎて全体が見通せな い学生 に対 して、逆 に外か ら内へ と向か う矢印 のアプロー
チが有効 とな る。反対 に全体 を大雑把 にとらえす ぎた者 に対 しては内側 の 円か ら外側 の 円への アプ
ローチを意識 して支援すればよい。 また単 に造形的 にと らえて形 のみ追求 して い るもの に対 しては詩
の内容や文 の感 じ、表現 した い自己の内面 を掘 り下 げる方向での支援 が必要 とな って くる。 いずれ に
して も自己評価を繰 り返す ことが 自己の内面 に迫 る大変 に重要 な活動 といえる。
評価 とは、把握 (と らえ る)か ら判断 (意 味 づ ける)に いた る思考 である。 つ ま り評価 の対象 となる客
体 に関す るある事柄 について、 ある方法 を用 いて把握 し、 その把握 した情報 をある判断基準 を用 いて
意味 づ ける ことである。 自己評価 の場合 には、 自分 に関す るある事柄 に注 目 してそれを把握 し、 自 ら
の持 つ判断基準 によ って意味 づ け るとい う作業 である。 ただ し、教育 や学習 の過程 にお いては この 自
己評価 の思考が判断す る (意 味 づ ける)こ とで終 わ りにな らないとい う点 に注 目す る ことが重 要 であ
る。把握 し判断 した情報 を次 の行為 に活用 しよ うとい う一連 の思考過程・ 思考 サイクルが 自己評価活
動 である。 したが ってそれを支 える判断基準 が既習 の学習 であ って、 それをサポー トす るのが教師 の
支援 や友達 との相互評価 といえるだろう。
実際 の授業展開 においては時間的 な制約 とい う問題が関わ って くる。 だか らこそ学習者 の既習状況
や課程 の性格 などを考慮 した上で効率 の よい指導 が重 要 となる。授業 の中で一 斉 に取 り扱 うのか個別
に 自己評価 の支援 として押 さえて い くのか、学習内容 の焦点 が ぼや けない工夫 を しなが ら展開する こ
とが大切 である。 その際 も学習者 の気 づ きを大事 に して、教師 は支援 の形 をと って学習者 の 自主的 な
評価活動 に して い くべ きである。
このよ うな考 え方 は新 しい学習指導要領 の基本方針を受 けて生 まれた もので、近年教育現場 では意
図的 に 自己評価する場面を設 けて 自己評価力 を育 てよ うとす る試 みが見 られる。 その際 には、 自分 の
学習成果 を判断 させ る ことだけを学習者 に対 して短絡的 に求 めるのではな く、 自己評価活動 その もの
を非常 に重要 な思考活動 であるととらえなければな らな い。学習成果 の 自己評価 に関 して言 うな ら
ば、評価 の傾向 として、書写力 の高 い学習者 は厳 しく、書写力 の低 い学習者 は甘 く評価 し、甘 く評価

3が 出ている。 自己評価段階

した場合 は厳 しく評価 した場合 よ り書写力 の伸 び少 ないという研究結果

の問題意識 の持 ち方 が後 の学習 に影響す る ことが明確 にな っている。 したが って、学習者 がよりよ い
自己評価的思考が出来 るよ うになるために、 その前提 となる意欲 や能力 を育 て ることも念頭 に置 いた
トー タルな教育実践 の構想 が必要 とな って くると考え る。

おわ りに
今回の研究で自己評価活動 に主眼をおいて「 漢字仮名交 じりの書」の指導法を見直 してみると、授
業途中で幾度か学生 の反応から気づかされる場面があ って、その都度授業を見つめ直 して変更 も考 え
た。 とい うのは、学習者の主体性を大切 にすると教師側は一通 りの指導では対処できないか らである。
個 々の学生の実情 に応 じて適切な支援をするために教師側の更なる学習が必要 と痛感 した。 まさに教
師 にとって も随時自己評価が必要 とい うことである。
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「漢字仮名交 じりの書」の指導 といって も、 この授業 は教員養成課程 の学生 が学習者 であるか ら、学
生 の技術的 な向上をね らい とする以上 に指導法 を学 ばせ ることが必要 である。指導 の流れを体得 す る
ことが、限 られた時間内で効率 よ く学習 を進 め る うえで重要 であると考 え実践 した ことに関 しては一
応 の成果 が得 られ たと考 えて い る。 しか も今回は特 に今 日的 な指導 のあ り方 として、 自己評価活動 に
着 日 して学習 を展開 した点 で も有意義 であ った と感 じて いる。
今後 は 自己評価活動 を大切 に しなが らも学習内容 を焦点化す るた めに、 ワー ク シー トの工夫 を し、
一 斉学習 と個 々の評価活動 のバ ラ ンスを考 える必要 がある。 また、今回 は教師側 で保存 じ記録 した部
分 が多 か ったが、学習者 と授業者 の両方 で記録 を残 して、 ポー トフォ リオ作成 に発展 させ る ことも必
要 と感 じて い る。今以上に 小・ 中・ 高 との連携 を図 りなが ら、学習 と指導 と評価 とが編 み込 まれ個 々
の学生 にあ った 自己学習 を支援す る授業 を考 えて い きたい。
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