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はじめに

岐阜女子大学と中国美術学院は1989年に友
好姉妹校提携を結び，毎年中国美術学院から
教員を招聘し，書法，水墨画，篆刻，中国語
などを開講してきた。
その中国美術学院は1928年『国立芸術院』

として創設され，1929年に『国立杭州芸術専
科学校』，1938年に『国立芸術専科学校』，
1950年に『中央美術学院華東分院』，1958年
に『浙江美術学院』，1993年に現在の名称『中
国美術学院』としてすぐれた教育家や芸術家
が集まり，英才を育んできている。
本学の教壇に立った中国美術学院教員は劉

江，章祖安，陳振濂，王冬齢，祝遂之，韓天
雍，蒋進，陳大中，白砥，沈楽平，張愛国の
各先生方である。
両校の交流はまもなく友好姉妹校提携20周

年を迎えようとし，さらに充実させるべく，
本学からも中国美術学院書法系の授業『日本

仮名書法史』を何とか展開して欲しいとの要
望で，2007年10月8日から2007年10月20日ま
での間，中国美術学院書法系の3年生と2年
生を対象に，それぞれ『日本仮名書法』の授
業を行った。
『日本仮名書法』という科目名で従来は書

道史のみの内容で中国美術学院の先生方が講
義をしていたとのことであり，今回は実技を
中心にし，書道史なども交ぜながら講義をし
て欲しいとの要請によって実施した。
たくさんの問題点を残しながらの中国人学

生に対する授業であったが，中国からの漢字
を日本語の表記としての仮名文字として成立
させ，その美しい姿を表現するに至った日本
の文字文化を理解してもらい，今後の日中交
流に役立つことを願いながら，日本書道の一
端と仮名の美を理解してもらえことを最大の
目的として授業展開した。その展開と問題点
を中心に記すこととする。
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1 中国美術学院における『日本仮名書法』
2007年授業計画

中国美術学院における書法の授業は各授業
とも1週間あるいは2週間単位で集中的に行
う授業体制をとっている。従って今回の『日
本仮名書法』の授業において，3年生は10月
8日から10月13日まで毎日午前中8：30～
11：30まで開講され，2年生は10月15日から
10月20日まで開講。同時期に10月8日から10
月13日までは2年生が陳大中教授による『行
書臨模』，10月15日から10月20日までは3年
生の陳大中教授による『行書臨模』の授業が
開講された。

2 『日本仮名書法』の授業計画と実授業及
び実施結果と問題点につて

第1週目は3年生（10月8日から10月13日
まで），第2週目を2年生（10月15日から10
月20日まで）実施し，【授業計画】と【実授
業】については2学年ともほぼ同様であった
ので，【実施結果・問題点等】を中心に記す。
また，授業目標及び授業計画は両学年とも共
通としたのでまとめて記す。

1）『日本仮名書法』授業目標
仮名文字の母体は中国の漢字である。その

漢字から仮名が発生した点を基本に日本書道
史における代表的な仮名作品に触れながら，
仮名の基礎知識の理解と表現を体感し，仮名
本来の美を両方向から確認し，今後の書法学
習に生かすことを目標とする。

2）『日本仮名書法』授業全体計画
1回目授業 仮名の美の理解と基本線・単体
の表現
2回目授業 日本書道史概略理解と連綿の表
現

3回目授業 仮名の古典の理解と四行書き・
散らし書きの表現
4回目授業 料紙の美と散らし書きの表現
5回目授業 仮名表現の流れと大字仮名表現
6回目授業 今後の仮名の方向と大字仮名表
現

3）1回目から6回目までの授業計画と実授
業，実施結果・問題点等

【1回目授業計画】
①自己紹介と仮名に関する知識の確認
②仮名の美しさについて，現代作品の鑑賞を
通し仮名の美しさを理解する。（講義・60
分）

③仮名の基本線と単体を中心に，線，墨，形
の美しさについて基本を理解する。（実技・
120分）

【1回目実授業】
①自己紹介に中国語を交え簡単に行う。
通訳は書法系の中国美術学院日本人留学
生・小田原絢子氏が担当。

②仮名とは一体どのようなものなのか？その
理解度を確認すべく，持参した複製本『三
十六人家集』『継色紙』『寸松庵色紙』を見
せ，現代作家の作品を示し，仮名について
概略を説明。

③参考として料紙に1枚，短歌を散らし書き
で書き，仮名表現の参考を示す。

④仮名用の用具について説明。特に特注の糸
引き面相を使って形状，毛質の説明。
その後紙，墨について説明。

⑤実技にあたり反故紙で墨の調節を行うこと
を説明。

⑤持参のコピー手本を配布（基本線，結び，
回転を中心とした練習プリント）。基本線
を言葉と，字形や運筆の学習とあわせ，系
統的に学習する為に『しいたけ もとヽる
の』『そでさき にほはす なまよね』を
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提示し，（基本線，回転運動，結びなどを
中心に学習）運筆方法が漢字の楷書の表現
にならないよう，閃光が差し込む感じでの
起筆と収筆を説明。

⑥手本の位置を説明（コピーを折り曲げて使
用して良い。）

⑦単に文字を書くのではなく，日本語の内容
を知って表現することが必要であると説
明。

【1回目実施結果・問題点等】
①出発前に数年ラジオ講座で中国語を学習。
挨拶程度の中国語では思うように授業展開
できないことは事実であった。

②複製本『三十六人家集』は昭和42年に発刊
されたもの。『継色紙』と『寸松庵色紙』
は笹波出版のもの。他『別冊墨特集号』を
持参したが，現地における仮名資料の不足
は実感。当然のことながら，中国でのかな
書籍は全くといっていいほど準備してな
い。

③学生が準備している墨が墨液であったの
で，墨を磨ること，墨を調節しながら書く
こと等仮名表現における細かな気配りを説
明した。
常時墨液を使用することに慣れている学生
には磨墨は新鮮に映ったようである。

④学生の持参した紙，筆，墨はほとんどが小
字仮名表現には不向きな用具である。その
ために，こちらから準備した練習用として
ロール紙を数枚配布した。糸引き面相筆に
はため息を漏らしていた。あまりにも特殊
な筆に思えたのかもしれないし，おそらく
使ったことのない筆であったに違いない。
仮名用の文房具の準備を確実にする必要が
あると感じ，四回目に仮名用のＢ級料紙と
現地で買い求めた筆とを全員に無料配布。

⑤専門用語の他難しい部分は全て通訳を通し
て説明。通訳を通すことによって説明はほ

ぼ2倍の時間を要することとなる。時折自
分から発した中国語で拍手が起こることも
あった。

⑥『三十六人家集』では料紙の豪華さに驚い
た様子。また『継色紙』『寸松庵色紙』で
は贅沢に使う料紙の雰囲気，余白の多い部
分などに興味を持った感じである。これは，
散らし書きという仮名独特の表現方法に対
する興味と理解して良いと思う。仮名文字
を読め，理解しているとは想像できない状
態であるが，模範揮毫の終了と同時に拍手
が起こる。かなり熱心であることを痛感し
た。

⑦表現においては執筆法がしっかりしてい
て，直筆で持っている点は仮名の表現にむ
く。ただ，日本語をほとんど知らない状態
が最大のネックである。しかし『書』とい
う共通点が助けてくれる。

⑧臨書の基本技術は常日頃からの鍛錬で持ち
合わせているので，良い手本をしっかりと
提示する必要がある。今回は持参した基本
の手本コピーを配布したが，将来的に古筆
の提示も可能ではないかと考える。

⑨授業開始前に本時の授業目標をしっかりと
することは当然であり，次の授業に何を行
うのかを明確に示すことが必要である。こ
の説明で自分たちがこれから何を学習し，
何をしたら良いのか理解したようである。

⑩単に手本を見て書かせるのではなく，表現
理論をしっかり身につけさせるよう指導す
る必要がある。なぜこのように表現するの
か，そのためにどう計算したらよいのか？
表現理論を十分熟知させると学生たちはそ
れまで培った技術や感覚で十分表現できる
可能性を秘めていると思われる。

⑪『しいたけの歌』の理解はやや難しいよう
である。勿論仮名学習の一般的な『いろは
歌』の紹介もしたが，日本語を理解してい
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ないという点がポイントにあるようであ
る。

【2回目授業計画】
①仮名の美しさについて日本書道史に触れな
がら，その概略を確認し理解を深める。（講
義・30分）

②簡単な言葉を理解し，仮名の単体と連綿を
学習する。（実技・150分）

【2回目実授業】
①中国の漢字が日本に伝わり，日本語の音韻
に合わせて仮名が作られた経緯の説明。及
び仮名名筆の再確認とかな表現の多様性に
ついて説明。

②奈良，平安，鎌倉あたりを中心とした日本
書道史の説明。

③仮名の美しさの基本である連綿について説
明。特に漢字の連綿とは異なる要素がある
点を強調。

④単体『しいたけ もととるの』『そでさき
にほはすなまよね』の基本線の学習と清書

⑤『はる なつ あき ふゆ とり やま
おか にわ』の言葉の学習
『あけましておめでとう』の学習

【2回目実施結果・問題点等】
①書道史を中心とする説明に関しては，通訳
を通して説明。従って概略のみの説明とな
る。学生約半分はノートにメモをする。質
問はなし。

②昨日の手本の練習作品を各自持参し添削指
導。

③添削において朱液を使う習慣が中国にはな
いようで戸惑いを感じた。

④自宅練習課題を出してなくても自主的に臨
書，創作を試みる学生が多数。仮名学習に
興味があることなのか？書そのものがすき
なのか？積極的に作品を持参し，指導を願
う学生が多い。

⑤筆の悪さをカバーする力がある。
⑥印の準備を促した昨日であったが，早くも
これから勉強する課題を含めて学習してく
る学生が多い。

⑦平仮名という文字を日本語の表現，書の文
字表現として捕らえようとしている学生も
多いし，仮名独特の散らし書きに挑戦しよ
うとする学生も何人かいる。

⑧日本語を知らない中で，手本があればそっ
くり書くことが出来る。しかし，手本のな
い状態ではたして表現できるであろうか疑
問である。しかし，時間をかけ，日本語を
学び，表記する力が宿れば十分対応できる
と考える。

【3回目授業計画】
①古典を鑑賞しながら仮名の美しさについて
（講義・30分）

②変体仮名と連綿の学習（実技・30分）
③文字の組み合わせと四行書き（実技・30分）
④散らし書きの基本（実技・90分）
【3回目実授業】
①線・墨・形・余白の美しさとらえ方を対
比・変化・調和の観点から説明。

②『あきのたの かりほのいほの とまをあ
らみ わがころもでは つゆにぬれつつ』
『わがいほは みやこのたつみ しかぞす
む よをうぢやまと ひとはいふなり』こ
の二首を自由に選択させ学習。歌の意味は
通訳によって説明。和歌を理解することは
日本文化理解の為に重要である認識を持た
せての指導。

③単体に続き連綿の重要性とより効果的な表
現のための変体仮名についての説明。

④散らし書きの基本考えについて説明。
⑤前回課題の添削指導
【3回目実施結果・問題点等】
①連綿と変体仮名とを説明するにはもっと時
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間が必要であるが，限られた時間を考えて
の指導であり，止むを得ないことと考える。

②学生の日本語の理解不足と教授側の中国語
の理解不足を痛感。

③墨の変化についての捉え方がもう一歩理解
されてない。中国の書表現におけるにじみ
とかすれの関係はあまり考えていないかも
しれない。

④課題以外にそれ以上の内容に挑戦する学生
多し。古筆の臨書を持参する学生あり，「こ
んなことも出来ますよ……」ではなく「こ
れを書いたのですが，どこを直したらよい
ですか？」と言う雰囲気。積極的である。
技術的には十分持っている。

【4回目授業計画】
①料紙の美しさから仮名の美しさについて。
（講義・60分）

②散らし書き・和歌を書く（実技・120分）
…清書

【4回目実授業】
①仮名に使用する代表的な料紙について，複
製本を見せながら確認。

②仮名表現のポイントである散らし書きにつ
いて余白，墨法，構成のその基本的な考え
方を説明。

【4回目実施結果・問題点等】
①料紙を5枚程全員に配布。今まで料紙に書
いたことのない学生はその美しさと1枚の
値段の高さにやや興奮し，慎重に筆を運ぼ
うとする気持ちが良く表れていた。

②市内書道用品店において仮名にむく面相系
の筆を準備し，全員に配布。

③今まで指導してきたポイントである，線・
墨・形・余白を中心に指導したが，平仮名
を知らない為に字形の乱れが多少あるにし
ても，その表現意欲と表現結果においては
すばらしい作品に仕上がった。

④落款は各自に準備するよう指示したが，通
常学生が持っているものなので理解は早
く，全員が準備してくる。

【5回目授業計画】
①仮名の流れと現代性の表現について（講
義・60分）

②大字仮名の表現について（実技・120分）
【5回目実授業】
①平安時代の机上表現から，現代の壁面芸術
への流れを説明。

②現代の大字仮名作品について，参考作品を
鑑賞し説明。その後実技。

【5回目実施結果・問題点等】
①大字仮名の発生と流れについて説明。興味
を持って聞いてくれた。

②説明後は全員に半切の手本を書いたが，そ
の運筆方法に非常に興味を持ったようであ
る。特に，墨の調整と毛先の処理方法につ
いては真剣であった。

③加工紙半切6枚各自に配布。小字仮名料紙
同様その色彩と値段に非常に興味を持った
ようである。

④表現については平仮名を含めて，変体仮名
の字母を知らない学生が多い為に，変な文
字が多く目立った。添削の際に指摘し理解
をしてもらった。

⑤表現そのものは漢字表現の延長の雰囲気で
あり，積極的に取り組み，仕上がりが速い
ようである。

⑥歌は小字仮名に続き，散らし書き学習した
歌を選択させる。

【6回目授業計画】
①これからの仮名の方向性について（講義・
60分）
②大字仮名の学習（実技・120分）…清書
【6回目実授業】
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①日本の書道の中で仮名がどのように変貌
し，今後どのような方向に進んでいくの
か？調和体も含めて説明。

②大字仮名表現の基本項目確認。
【6回目実施結果・問題点等】
①土曜日ということもあり，欠席者が二・三
人あったが，清書ということもあり気合が
入って書いていたようである。

②正確に文字を書くことが出来ない学生が何
人かいた。（奈・那・王・曾など）

③授業を受けた感想を書いてもらう。真面目
に取り組み，小筆で書いている点について
は驚く。

3 総合的にみた今後の課題

とにかく，書法に関するエリートの集団で
ある雰囲気とその実力，情熱は十分感じる学
生たちであり，日本独特の仮名文字文化には
相当な興味を持っていることが理解できた。
学生は漢字の五体，水墨画，篆刻などを総

合的に学習する力を備えているがゆえに，草
書を出発点とした仮名文字の表現には比較的
取り組みやすさを感じていたようである。
ただ，最大の問題として残るのは日本語の

理解と表記が不十分である点である。
仮名に対しては日本語表記の一書体として

の意識はあっても，その文字としての認識が
ない点は大きな課題である。我々が漢字を表
現する時にはその意をある程度理解して表記
できるのであるが，仮名文字としては一字一
音を基本とするために，日本語の理解がない
と本質的には無理であるようである。しかし，
語学が堪能な学生にあっては日本語理解の為
にも是非とも仮名表現を通して，日本文化を
理解して欲しいと思うばかりである。
表現に関してはやはり日本の環境の中では

ぐくまれた仮名の表現は一朝一夕に理解でき
るものではないと感じる。日本という国土，

風土，環境，歴史，言語など様々部分を理解
し，その上での仮名表現が要求される。勿論，
文学としての和歌や俳句に対する理解も含め
て，仮名の理解が必要であると考える。
日中交流の盛んな現代，表記されている内

容が理解され，仮名独特の美意識が大陸的な
中で普及していくことを願ってやまない。

4 受講生感想とアンケート

授業最終に学生に書かせた感想文とアン
ケート形式の2種類で答えてもらった。
翻訳は中国美術学院日本人留学生小田原絢子
氏にお願いし，原文を大切にした訳としても
らった。
感想文については都合上氏名を割愛する。

Ａ―最初にはるばるお越しくださった先生が
私たちに仮名書道を理解並びに学習する機会
を与えてくださったことにとても感謝してい
ます。その中でわたしは仮名書道のいくつか
の知識について知ることができました。とり
わけ文字の配置の構成について，私自身も仮
名書道のような形式はとても美しいと感じ，
今日の中国書道にも反映できると思いまし
た。
仮名書道は軽やかに，心から発生する創作

芸術を書写することと思いました。この一週
間の書道の授業は大変楽しかったです。なぜ
なら先生がユニークでありながら，授業に対
して真面目で責任感ある教育方法がとても印
象に残りました。ありがとう先生，ありがと
う。

Ｂ―はじめに，仮名に一度も接触したことが
なく，たくさんの文字を知らないというのは
比較的大きな問題であった。多くの文字は草
書と似ているような気がするが，しかしそれ
が，正しいのかどうかということを知る術を
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持たなかった。
次に仮名書道の技法の多くは，やはり中国

書道と似通っている。例えば，濃淡，大小，
太細などの変化をどちらも追求する。しかし
仮名はより心のままに，書家個人の気持ちを
更に重要視しながらも，なお一層の軽やかさ
を要する。たくさんの書家が書道で和歌を書
くことはとても興味深いことである。
仮名書道は最初に始めた時は小筆を使って

書きとても楽しく小さな草書を書いているか
のようでとても興味深かった。実に面白く，
これから先も仮名書道を学んで行くだろう。

Ｃ―この一週間の日本書道史は，私たちに仮
名書道の内在する魅力を理解させてくれまし
た。特に平安時代と魏晋時代の二王の行草と
はどちらも甲乙つけがたいと思われます。日
本書道と中国書道はたくさんの共通するとこ
ろがあり，共に線質，字形を重んじますが，
最も甚だしい違いは墨色への追求です。潤渇，
濃淡は仮名書道において徹底的に表現してい
ます。仮名は漢字の簡略化の符号（恐らく変
体仮名のこと）をたくさん使って表現します。
なぜならその流動感を強調するためでしょ
う。これらはすべて中国書道の中にも照らし
合わせることができます。仮名書道の美しさ
は柔らかさの中に強さを持っていることで
す。私がこの一週間の日本書道の授業で体感
したことです。

Ｄ―この授業を受けたあと日本書道と中国書
道の違いがこんなにも大きいということがわ
かった。形式（文字の配置など），字形，墨
の使い方などすべてに大きな違いがあり，こ
れらの違いは私たちが学習するにあたって互
いに参考にすることができるであろう。
短い一週間のうちでは日本の仮名書道の真

髄は理解しきれない。

吉澤先生にはもっと学校に来ていただいて
たくさん授業をしてほしいと思う。

Ｅ―この一週間仮名学習を経て，僅かしかわ
からなかったものが，入門の方法がわかった
とはということは言えないが，しかし確実に
仮名の美しさを体感することができた。これ
らすべてにおいて，はるばるお越しくださっ
た龍二先生に私たちはとても感謝していま
す。
仮名はとても美しい，がしかし一度も日本

語に触れたことのない中国の学生からすれば
やや難しい。なぜなのか？なぜなら私たちは
日本語（ひらがな）を全く理解していないか
らである，これは字形を理解する上でも難し
い問題となってくる。常々先生の書いてくだ
さった字を見ていても書き間違えて，そのま
ま書いたつもりでもまったく違ったものに
なってしまう。そこで提案なのですが，仮名
書道の授業のときは日本の文字の理解を促す
ことを増やしてはいかがでしょうか。

Ｆ―この一週間の日本書道の授業は私に深い
印象を残した。私に書道にとって紙，筆，墨
の重要性を認識させた。特に様々な紙によっ
て，それぞれを異なる風格に書き分けること
ができる。墨の濃淡の変化が作品全体に影響
するということ，それから豊富な線の変化や，
作品の形式上での処理の方法を知った。これ
らは私たちの今までの書道の授業では与えら
れていない知識であった。一つの作品を見る
にあたって，また新たな角度から見ることが
可能になった。
この先また書道の授業を受けるにあたっ

て，このような方面の知識を学ぶことができ
ることを願っている，と同時に先生の授業に
とても感謝を。とてもすばらしかったです。
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Ｇ―先生の仮名書道の授業はとても生き生き
としていて，とてもおもしろく，授業の内容
も順を追って進んでいくので，私たちのよう
な中国の学生にとってもとても受け入れやす
かった。私たちは仮名書道の中で，初めて文
字書道が異郷の地で広く発展し，いま新たな
魅力をもたらした。これははっきりと流暢で
妙趣に満ちている。しかし私は日本の文字に
ついてはまだよく知らないので，臨書の際に
見よう見まねで書くのでよく書き間違ってし
まう。よって私たちが臨書の際に，これらを
創作に応用するのはまだ多少困難である。も
ちろん困難を恐れはしないが，以後仮名書道
と日本の当代書道に関心を持ち得ることもあ
るだろう。これから先，機会があるのならば
仮名書道の授業の中で，仮名の文字を普及さ
せてたくさんの作品を書いて見せてくださ
い。これらは役に立つところがあると思いま
す。

Ｈ―日本の仮名書道の空間に対する感覚の学
習はとてもためになりました。私は最初変化
を試みる上で統一を追求していました。
墨色の変化に留まらず，空間の広さの対比

など，この中から得たものは書道を勉強する
上で大いに役立つものばかりでした。
中国書道と相対して，日本仮名書道，特に

小字仮名書道はあっさりしていて上品な趣が
ありました。
日本人は中国書道を自分の文字書道の中に

応用することができると思います，なぜなら
幾年もの昔にすでに完璧に応用できたのだか
ら。このような価値ある交流と学習の精神は
私たちの若者たちに学習と発揚をさせると思
います。
わたしは先生の授業の進め方と講義がとて

も好きです。短い一週間の間にこんなに素敵
な日本仮名書道の作品が書けるとは思って見

ませんでした。ありがとう。

Ｉ―先生はとてもかわいい，授業中はすごく
真面目で，責任感があり，またユーモアもあ
る先生の授業を受けるのがとても好きです。
仮名書道と中国の漢字にはたくさんの共通

点があり，一週間の学習で私に中国書道に対
してまた斬新な角度をから見るということを
学びました。仮名書道のすっきりしていて変
化に富んでいるところは漢字の創作の中にも
用いることができると思います。仮名書道は
とても面白い，でも特に我々中国の学生に
とっては学習するにあたってとても難しいも
のでした。なぜなら仮名文字がわからないか
らです。もしまた機会があるのであれば，日
本語の翻訳を，順を追って行ってください，
そうすればもっと良い勉強になると思いま
す。これから先生がもっと中国に来てくださ
ることを願っています。

Ｊ―この短い一週間の間でしたが，先生の仮
名書道の授業は中国の書道は違っていてとて
も楽しかったです。本当に有意義でした。
仮名書道の特別なところ，余白，変化それ

から書写の材料と方法はとても印象深いで
す。これは中国古代書道の気質を思い起こさ
せました。女性風は気品ある趣の中に気品と
かすかなおしゃれを兼ね備えた風格です。こ
れらは現在の中国書道において欠けているも
のだと思います。
先生は授業中とても生き生きとして，十分

な資料の準備をされていました。でも歴史に
ついての紹介の時間は授業時間に限りがあっ
たからだと思うのですが，わたしたちが日本
書道の風格を理解するには資料が少なかった
ように思われました。実際中国ではこれら日
本の古代の各風格を知るための書道（仮名）
の資料がとても少ないです。
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仮名書道は中国の書道との繋がりを見出す
ことができ，行草書道に属すと思いました。
静の中に禅の感覚が含まれ，わたしたちに日
本の環境が優美で，悠久の歴史あることを感
じさせました。これぞ真摯なる芸術であると
思われます。
今度機会があるのなら日本の学生と一緒に

学び，さらに彼女たちと交流したいと思って
います。彼女たちと知り合いになり真摯な友
情を築きたいと思います。
もう一度先生に感謝の言葉を，ありがとう

龍二先生。

Ｋ―短い仮名書道の授業は今日で一段落を告
げました。日本の先生の印象はユーモアが
あって面白かった，がしかしそれも間もなく
終わり，思い出のものになろうとしています。
私たちの大学生活の中でも忘れ難い印象とな
りました。私たちの進歩を助け，芸術を学ん
でいく上でまた更なる一歩を踏み出すことが
できましました。
時間は短かったけれども，先生の表情から

私たちの授業の成果にとても満足していただ
けたことがわかりました。このような短い時
間の中で，私たちがこれだけの成果を上げる
ことができたことは先生をも驚かせました。
これは先生の真面目で，責任感ある授業態度
のおかげだと思います。ユーモアあふれる動
作で実演して見せることと，諄諄と教え諭す
ことを別々にはできません。もうすぐ別れて
しまうけど，これから先，先生のお仕事が楽
しく順調であることを願っています。

Ｌ―この一週間を通して仮名の学習をし，そ
れに応じて日本書道史も理解した。日本の書
道は奈良と平安時代は相当に圧巻である。今
日の仮名書道は良い伝統を継承し，当代芸術
概念加えている。墨色の対比，作品の形式の

協調のすばらしさは，書道を勉強する私にヒ
ントを与えてくれました。
提案なのですが，私個人としては仮名書道

の束縛は書写する者へ，たくさんの要求があ
るような気がします（もちろんこれは私が仮
名に対する理解が浅いせいもあるのでしょう
が）。
たとえば草書を厳格に書き進める方法は，

芸術家たちの激情に任せた書きぶりという魅
力を減少させてしまっていると思います。そ
れから墨を使う上でもたくさんの良い墨の使
い方を継承していると思います，がしかしこ
のような草書の書体を書くことからすれば，
人為的に筆をかすれさせたり，筆を割ったり
することで，鮮明な対比を表現することは，
その中での自然な流れを失っていってしま
い，書写性が少なくなってしまうと思います。
それから大きな仮名作品の創作では線質へ要
求がさらに細かくなっていき，明らかに軽薄
で，脆くて弱くなっていると思います。以上
が私の考えです，誤ったところがあればご指
導いただきたく思います。

Ｍ―この一週間仮名書道の学習を経て，中国
書道と共通するところと違うところを体感す
ることができました。何日かの訓練でリラッ
クスして書写することと墨色の変化を理解
し，日本書道では線の律動を体現しているこ
とを感じました。
提案；文字自体の違いから書写の過程の中

でたくさんの書き間違いを生み出します。こ
れから先の学習においては先に日本語の勉強
を少し取り入れ，読み方と意味を知るのはど
うでしょうか。

Ｎ―仮名の面白さ。 孫過庭は云った“
乎似初月之出天涯，落落乎犹 星之列河 ，
下 有由，心手双 ，翰不虚 ”静かで作為
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のない而して自在，線の流動に任せ，何物に
も縛られず，緩やかにして鈍感で，激しきは
迅速である，所謂書写の性質なり，これが我
が仮名の第一の美なり。
その真を得，その自然を得，飾ることの無

きを得，正しき道なり，仮名を讃えるなり。
正しいは簡略に至り，正しきは奥深くとらえ
がたい，簡略は而して簡単ではなく，極めて
細かいところに書き綴り，紙いっぱいに満ち
広がり，流動感が漂い広がる，これが我が仮
名の第二の美なり
筆者，先にちらしを抱き，思うままに表現

し，故に無欲無念であれば得ることができる。
もし名利や俸禄に縛られるならば， 手足を
縄で縛られ而して自ら抜け出すことができ
ず，例え心持ち大きくとも，所謂 こせこし
て大様でないなり。われは喜ばず，また取ら
ずも，故に曰く“有容乃大，无欲 ”，信
じるなり！これが我が仮名の第三の美なり。
この三つの美を，龍二先生胸に抱く，すな

わちこれ心の中にあるなり。これと聞きこれ
を察し，得るところ浅くなし，甚だしきに至っ
ては幸せかな！

◆2年生アンケートのまとめ。
1・今後も仮名の勉強を続けてきたいと思い
ますか。
全員が勉強したい。

2・仮名のどこに魅力を感じますか。
・簡潔 ・流暢 ・上品 ・繊細
・空間の対比 ・作品全体の処理法
・文字の配置 ・紙の色彩と形式
・美しい線と空間の組み合わせ
・墨色の美 ・連綿の美

3・授業で一番印象に残ったことは何です
か。

・簡約の美
・日本の文化に対しての初歩的な理解
・仮名書道の形式の上での美的感覚
・先生のユーモアや授業態度
・小田原の通訳
・道具が生み出す書への効果においての影響
力

・日本の文化と中国文化の結び付き

4・その他に要望などがあればどうぞ。
・もっとたくさん交流したい
・日本の紙の製造技術はとても進んでいてと
ても驚きました。

・私が日本語をわかるという前提の下の仮名
書道を学びたいです。

・あなた方の書道は最も重視すべきは全体の
形式美と表現を可能にする道具だと思いま
した。もしかしたら芸術の本質に接近する
ことができるのでしょう。だだ，私はあな
た方の筆の使い方の技術はあまり良いとは
思いません，それに墨の使い方も少しつく
り過ぎているような感じを受けます。墨色
は自然と表れるものと思っています。もし
かすると失礼なことを申し上げたかも知れ
ません，しかしお許しください，これは私
の本当の思いです。

・文字はもともと中国で発明されたものでは
あるが，日本での発展は目を見張るものが
ある。

・私たちではとてもじゃないが到達すること
はできない文化かもしれない。

・中国の文化を私たち自分たちの手によって
継承できればいいと思います。

・日本書道の作品の形式についてもっとお話
して頂きたいです

・もっと仮名書道を理解したい。
・中日の間にもっと多くこのような交流がで
きるように
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・先生にもっと中国に来ていただきたいで
す！

・劉石先生には日本の方が中国の書道文化を
心から愛する姿を見せてくださったこと，
さらに私たちに自分たちの伝統を学ぶよう
に励ましてくださったこと，とても感謝し
ています。

最後に，2008年10月6日から10月18日まで
再度，中国美術学院で『日本仮名書法』の講
義を行うこととなっている。


