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教えて！ 行書のこと
行書の学習は、中学校書写の大きな柱となります。
しかし、
「行書って、難しそう」「うまく書けない」など、
苦手意識をもつ生徒が多くいるようです。
そのような生徒たちの意識を変えるためにも、
行書の魅力を探っていきたいと思います。
書道の歴史に詳しい、書道博物館の鍋島先生にお聞きしました。

こ

行書のような姿が見られます。みなさん

鍋島 今から千九百年ほど前にはすでに

んですか。

―そもそも行書は、いつ頃できた書体な

すから、楷書を基準として行書の特徴を

を学習してから行書を学びますよね。で

鍋島 そうです。しかし、現在では楷書

すね。

―行書は、楷書よりも先に生まれたんで

隷書から草書や行書が生まれたのです。

書ける書体の方が便利だということで、

はずです。

書こうとして、自然と行書を書いている

業でノートをとるときは、なるべく速く

時間を節約できること。みなさんも、授

ります。行書を学ぶ最大のメリットは、

するので、書くスピードが格段に速くな

的に続けて書いたり、省略して書いたり

間がかかります。一方、行書は線を流動

独立しています。ですから、書くのに時

鍋島 楷書は行書と違って、一画一画が

しょう。

―なぜ中学校になると行書を学ぶので

を頭の片隅に置いておいてください。

まれた」という歴史的な背景があること

と思います。でも、
「行書は隷書から生

というとらえ方で行書を学習してもよい

鍋島 みなさんは、
「楷書をくずした形」

のためのコツを学習するのです。

たいですよね。だから、中学校では、そ

く速く、そして美しく書けるようになり

ずっと書いていく書体ですから、なるべ

です。行書は、これから大人になっても、

さんにとって、いちばん身近な書体なん

て書くでしょう。だから、行書は、みな

るときは、サラサラっと、楷書をくずし

モを取ったり、友達に手紙を書いたりす

いるものが多いのです。ちょっとしたメ

る文字には、行書の特徴が自然と表れて

鍋島 私たちが、普段の生活で書いてい

続けて書いたりしています。

と、文字の線に丸みがあったり、点画を

―確かに、自分のノートを見返してみる

なべ しま とう

とらえる学習法が一般的になっています。

いちばん身近な書体

鍋島稲子

はきっと、行書は「楷書から生まれたも

公式の書体

行書の成り立ち

―楷書をくずした書体が行書だから、楷
書から生まれたんでしょう？
鍋島 実は、違うんです。

しょ
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鍋島 下の図を見てくだ さ い。今 か ら
二千二百年ほど前には、篆書という書体
が用いられていました。しかし、篆書は
れいしょ

書くのにとても時間がかかるので、それ
を簡略化した隷書という書体が用いられ
るようになりました。その後、隷書の速
書きとして草書や行書が生まれ、最後に
楷書が完成したのです。
篆書・隷書・楷書は、公式な書体とし
て用いられました。楷書は今でも入学願

書
草

れい

書

書
行

書や履歴書など大切な書類を書くときに
使いますよね。

楷書も行書も草書
も、隷書から生ま
れたんだね。

―うーむ。ちょっとややこしいなあ。
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楷

公式の書体としての流れは、篆書から
隷書へ、そして隷書から楷書へと発展し
ていくわけですが、日常ではもっと速く

日常の書体

の」と思っていますよね。

僕たちが、さまざま
な行書の疑問をぶ
つけてみました。
私は行書がうまく
書けないの。先生
にアドバイスをも
らいたいな。
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のポイントがわかりやすくまとめられて

鍋島 新版教科書には、行書を書くとき

よいのでしょう。

―行書を整えて速く書くにはどうすれば

える人もいるかもしれませんね。筆の流

鍋島 筆順が変わることにとまどいを覚

きました。

ので、
「⑤筆順の変化」があることに驚

―小学校で筆順をしっかり勉強してきた

とても大事ですね。

の五つのポイントをおさえて書くことが、

③連続 ④省略 ⑤筆順の変化 です。こ

と大変そうです……。

―覚えることがたくさんあって、ちょっ

るのです。

ものなので楷書とは筆順が違う場合があ

そも行書は隷書の速書きとして生まれた

ます。また、先ほど話しましたが、そも

行書では筆順が楷書と異なる場合があり

れや、速さを重視して文字を書くために、

うまく書くコツ

います （※１）
。①丸み ②方向や形の変化

鍋島 行書の書き方にはパターンがあり
ます。漢字を部分に分けて、それぞれの

道史研究において重要な資料

―一九四三）が収集した、書

もあった、
中村不折（一八六六

物館は、洋画家であり書家で

東京都台東区にある書道博

ズセミナー」も開催してくれ

れば、小・中学生対象の「キッ

してくれます。事前に予約す

を観ながら、鍋島先生が解説

の成り立ちなどを、展示資料

ラリートーク」を開催。漢字

ふ せつ

が収蔵されている専門博物館

るそうです。

動物の骨、青銅器、石碑、仏像

石碑に刻まれた力強い隷書を

刻まれた甲骨文字や、大きな

紙に書かれた書だけでなく、
に刻まれた文字など、あらゆ

より深まることでしょう。

観れば、漢字や書への理解が

三千五百年前の動物の骨に

です。

書 道 博 物 館へ行ってみよう

※２ 平成 24 年度版教科書 P45-46

る資料を観ることができます。
また、展覧会ごとに「ギャ

新版教科書は、行書
学習のページが、よ
り充実しているよ。
台東区立書道博物館
▶入   館   料 一般 500円（300円） 小・中・高校生250円（150円）
※
（ ）は20人以上の団体料金
▶開館時間 9：30～16：30（休館日は月曜）
▶電
話 03 - 3872 - 2645
▶アクセス ＪＲ鶯谷駅から徒歩５分
▶H
P http://www.taitocity.net/taito/shodou

書き方をおさえておけば、あとはそれを
組み合わせ応用するだけです。最初は少
し大変かもしれませんが、書き方のパ
ターンを覚えてしまえば、きっと行書を
書くことが楽しくなるはずですよ。新版
教科書には、そのパターンを学習する
ページ （※２）もありますので、活用して
みてください。
―行書って大人っぽくて憧れます。練習
して、うまく書けるようになりたいです。
鍋島 繰り返しになりますが、行書はみ
なさんにとって、とても身近な書体です。
将来、行書をサラサラっときれいに書け

古代中国から近
代までの、さま
ざまな書が展示
されている。

る大人になれたら、かっこいいですよね。
そのためにも、今から行書の学習を積み
上げていきましょう。
それから、
私が勤務する「書道博物館」
には漢字の歴史に関する数多くの資料が
あり、昔の人が書いたり彫ったりした篆
書や隷書などの文字を間近で観ることが
できます。いろんな書体で書かれた作品
にふれることができますので、ぜひ遊び
に来てくださいね。

※１ 平成 24 年度版教科書 P25-26
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―はい！ 伺いたいです。今日はありが
とうございました。

「石碑は、その時代
における公式書体
で書かれたものが
多いんですよ」と
説明する鍋島先生。

