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要旨

伝統的な工芸である紙漉きについて、教師自身が教科横断的に学校教育に取り入れることを

主たる目的のーっとして、沖縄県内における状況をふまえ、社会科、技術科、美術科に関連す

る大学教育の取り組みと連動した、支援体制づくりと教具開発を行っている。本稿では、講義

における実践を紹介する。そして、教具として学校の木材加工室で製作できる適宜簡易化され

た賛桁、その実践的工程、体験した学生の意識調査を示し、小・中学校の授業展開に配慮して

脱水・乾燥工程を短縮化・簡便化する備品の検証結果を示す。さらに、和紙の多様な加工・利

用法をふまえた実践の意義と可能性について述べる。

はじめに にも理解されやすく、専門家専業者を含む保護

全国各地の学校教育において、農作物や伝統 者の手厚い指導、助言、協力が得られやすい。

的工芸品を対象とした体験的学習は広く行われ 教師としても独自の実践に取り入れることがで

てきた。とりわけ、主要産地や地場産業として き、継続性発展性の高い環境にあるといえよう。

存続している地域においては、その重要性は誰 そして、「総合的な学習の時間Jなどを利用し、
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販売までを目標として農家から水田を借用して

行う米づくり lや伝統工芸士の指導を受けた和

紙づくり 2など、「地域を活かしたj 取り組み

が成果を上げている。そこでは、自然にも触れ

させながら、児童達に工程のほとんどを体験さ

せるという流れが成立しているのである。それ

は地域の自然と人々の恩恵を受けることではじ

めて可能となっているように思われる。

さて、小・中学校の教師としては、たとえ転

任などにより教育環境が変化しでも、その地域

の文化や自然の特性を読みとり、主体的に新た

な教育活動を推進していく意識や力量が求めら

れるのではないだろうか。たとえば、児童・生

徒の主体性を活かし総合的な問題解決力を引き

出すとすれば、教科横断的なものづくり活動を

教師自身がよく知悉体得していることは前提条

件である。他方において、学校、教室というス

ペース、学年、単元という時間的制約の中、上

記のような体験を取り入れていくには、学校や

教師にとってあまりにも負担の重いものではな

く、場合によっては、適切に簡易化されていて

扱いやすく、かつ子どもの特性によく配慮した

教具が必要であると考えられる。さらに、自然

との関わりにおいて、地域から入手可能で持続

性のある素材に着目し、その特色を活かす豊か

な感性を引き出していくことも重要ではないだ

ろうか。

しかしながら、都市部においては、本格的な

ものづくりを体験的題材とすることは一周困難

である。それでも、全く不可能ではなく学校周

辺の菜闘をフィールドにした取り組みなどが想

定される。そして工芸品については、沖縄県に

おいても和紙づくりが注目される。なぜなら、

それは比較的簡易な用具で行うことができ、索

材の面では職人による上級品とほとんど変わら

ないものをつくることができるからである。こ

れにより、小学校「図画工作Jでは作品づくり

を超えた感動と発展性を児童達にもたらすかも

しれない。また、工程の工夫と仕事の苦労を知

るという、「社会科j における生産学習の重要

な目的を満たす可能性が高いし、言葉や映像で

は十分に表すことができない、手が表し手で感

じる領域に触れることで自己の創造性の確立に

大いに資すると考えられる。

筆者らは上記のような点に着目し、「和紙づ

くりJを教育現場に活かすこと、その興味関心

や資質を学生の聞に育むことを目標とし、郷土

の紙漉き職人であり「沖縄の紙を考える会J:1 

代表の安慶名清氏の厚意により多くのことを学

びながら、支援体制づくりをはかり、教具の開

発や材料の検討などを進めてきた。本稿では、

講義での取り組み、支援体制の概要と目的、そ

れを支える技術的要素、素材・加工に対する見

解、手漉き紙の開く創造性について、順次述べ

ていきたい。

第 1章和紙抄造の取り組み

近世琉球においては、首里が各種和紙生産の

拠点として栄えており、先島地域や久米島でも

芭蕉布の糸取りで不用になった繊維を利用した

芭蕉紙が漉かれていたのである。その技術は長

く廃絶していたが、雁皮紙製作保持者として人

間国宝に指定された安部栄四郎氏の高弟、神奈

川県出身の勝公彦氏(かっ ただひこ:1947 ....... 

1987年)によって再現された 4。芭蕉紙をはじ

めとする沖縄の紙漉きは首里「宝口樋JIIJの水

と勝公彦氏の継承者である安慶名清氏によって

息づいている。

勝公彦氏は先島地域の竹富町西表島でもアオ

ガンピ(イシクルチヤ、カミキ)を用いた手漉

き紙を復元し、その製法を地元の人々に伝授し

た5。新たな特産品として産業振興が大いに期

待された時期もあったのである九勝氏の指導

を受けた1980年以来の 7西表小中学校における

卒業証書用紙製作は、親の世代から次の世代へ

と保護者の理解と支援を受ける伝統の行事であ

る。西表小中学校では、学校経営の基本方針と

して「地域の自然・歴史・文化学習の一環とし

ての体験的活動(三大体験学習}J が掲げられ

ておりぺ具体的には「その他の教育活動Jと

して稲作体験学習、海の体験学習、紙漉き体験

学習が計画されている。これらの活動は本格的

に取り組む点で共通し、 rpTA、地域の方々の

指導助言及び協力を得るJことで成立している。
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紙漉きでも地元職人の指導を受けて原木の採取

から天日干しに至る全ての工程を 3日間で体験

する九

石垣市立八重山博物館では、 1985年から勝氏

を講師とする「子ども博物館講座和紙づくり」

を開催しており、それは安鹿名清氏に引き継が

れ、和紙づくりの全工程を体験できる毎年恒例

の活動である。石垣市立八重山博物館では子ど

も遥と石垣島に群生するアオガンピを採取、事

前に安慶名氏に送って処理してもらった材料を

使用している。どちらも子ども達が地域の自然

に触れ価値を見出す格好の機会となっているの

である。

しかしながら、沖縄本島中南部の都市化した

地域においては、そのような場も機会も希少で

はないだろうか。用地造成や自然海岸の埋め立

てなど環境が大きく変化しているのである。し

かし、校区内で刺し網漁や自分逮で収種した米

で餅つきをすることができなくとも10、紙漉き

ならば学校内で全ての工程を展開できるのでは

ないだろうか。安腹名消氏は独自に移動式の用

具を製作し、県内各地で子どもを対象とする紙

漉き体験の場を設けてこられた。

筆者らは昨年度より r21位紀おきなわ子ども

教育フォーラムJの企画の一貫として「教室で

和紙を漉いてみよう!一紙漉きによる表現活動

と用具製作による教師の特技開発Jを推進し、

沖縄県立大平特別支援学校・高等部「作業学習J

における実践から考察する機会を得た11。本年

度は教育学部の「研究・教育企画事業Jにより

大学での実践を重視した活動を進めている。こ

れまで、安慶名清氏をお招きし紙漉き認識を高

めるための研究会を聞きつつ、担当する「社会

科要説J(前村)、「ものづくりJ(福田)、「工芸

特殊講義AJ (片岡)において、紙漉き体験を

取り入れている。

「社会科要説Jは小学校9教科専門科目の必

修科目であり、受講者は各専修にまたがる。筆

者の担当する前期の講義15回の内、 4回を充て

実際の体験は2回分とした。昨年度の経験から、

半分野外であった場所を技術科教育棟の木材加

工室に変更した。受講生が60名近いので2週間

に振り分け、本来の時間割の前後から参加でき

るように配慮した。

事後、学生逮には自分自身が漉いた紙を渡し

た上でグループ単位で感じたこと考えたことに

ついて話し合わせ、それぞれの所見を発表させ、

全体で共有する機会をもった。紙漉き体験を学

校教育に活かす点について、学生の所見には、

「紙漉き体験後に製紙工場を見学する」という

ものがあった。この流れにより、日常的に使っ

ている紙を工業生産の視角から捉えることにつ

ながるし、伝統や文化に対する理解や関心を深

めることもできるというのである。体験を起点

として、より広い視野から社会科教育に位置づ

けている。また、洋紙と牛乳パック再生手漉き

紙とコウゾ製の和紙を比較する機会がもてたこ

とで、熟練した職人の手仕事に対する畏敬の念

や和紙の高い価値を直接学ぶことができた。

「人が真剣に何かに向き合う姿を見るJことは、

子ども達にとっても学校外の人間関係づくりの

面で大事であるという意見もあった。そして、

あえて「総合的な学習の時間Jの題材こそ最も

相応しいと言うのは、一見単純に見えて特定の

教科の枠に収まらない多様な切り口と展開に気

づいてのことである。次のグループは、学生が

受けてきた教育繰程と当学の教職課程で導入し

ているシステムとを結びつけている。

現在では職業体験が中・高で行われている

が、職人体験をしたらどうか。伝統工芸など

を学びながら、人がっくりだす『わざJや人

が物と真剣に向き合う姿を子どもに見せる

ことで、 日常ではあまり触れることのでき

ない世界を見せ、視野を広げ職業選択の一

部と考えられるようにする。また、子ども

と職人一対ーにすることで、緊張感の中の

深い関わりを生み出し、肌で職人の人たち

の仕事・想いを感じとってもらう。ポート

フォリオにすることで、その後いろんな分

野に興味を持っていく子どもにとって、簡

単に見返すことのできる記録とする。職人

体験後は子ども達はそれぞれ体験している

ものがちがうので交流会を行い発表し合う。
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この講義では紙漉きの工程だけしか体験させ

られなかったけれども、材料の確保から始める

ことで、「ものづくりには手間ひまがかかって

いることを感じモノの大切さJをわからせる意

義・目的を見出したグループもあった。このよ

うな主体的な認識は、講義担当者(前村)が導

入で、行った工程表、図像あるいは映像を見せる

ような手法のみでは十分形成されなかったと考

えられる。自分が「つくったj という意識がな

ければ、たとえ鉢植えの原木を並べて高級品や

貴重な和本など実物を示しても、「全部木から

できているJという新鮮な認識に導き、「どの

ようにして木が紙になるのかというイメージj

や「どれだけの労力がかかっているのかJを伝

えるのは困難であろう。体験を通じて「海苔づ

くりJとの比較を着想した者や墨書の表現力を

再認識した者もいた。そして「楽しかったで終

わるようには絶対しないようにしたい」という

言葉に示されるように、学生達に社会科を意識

した課題設定の上で事前調査させることはしな

かったけれども、それだけに各自各様の課題意

識をもってくれたと思う。小学校の教師を目指

す大学生においても体験的学習には大きな意義

がある。

ただし進行面に課題もある。期間を2週間に

したことは、工程のほとんどを処理される安慶

名氏を大変煩わせることになってしまった。と

りわけ紙料は短い問しか保存できないので、二

度も準備しなければならなかったからである。

しかも、天日干しゃ完成品を整理する作業もあ

り、大変なご負担をおかけしている。紙料の用

意など教員側で対応できる範囲を広げていかな

ければならない。工程のほとんどを体験するに

は3日は必要である。平日には、履修生が多い

と紙漉きだけの体験でも実施は難しい。そこで、

紙漉きそのものは必須として土曜 1日で終了す

ると想定した場合、その前後の工程については

自発的に参加してもらうことが重要となるが、

事前の講義等でいかに興味・関心を持たせるか

検討すべき点は多い。

和紙づくりには抄造法がいくつかあり、流し

漉き法は最も薄くて大判の紙をつくることがで

きる。各地で漉かれる卒業証書用紙はその手法

による。けれども、その水切りの技は簡単に見

えて筆者らも学生らも常に安慶名氏によるサポー

トが必要であった。社会科における体験的学習

の主たる目的が専門的な技術の習得そのものと

なることはおよそないはずである。それでも

「職人さんの力をかりるのとかりないとでは、

どう違うのかを考えるJr少人数で参加させるJ

といった問題意識は、学生の側にある。なお、

溜漉きは、ポストカードサイズ程度の紙ならば

比較的容易であり、学生もコツをつかんで教え

る側に回ったことから見て、学校現場でも価値

の高い和紙を漉くことが期待できる。

学校での紙づくりには、牛乳パック、ケナフ

などリサイクル、環境問題に関連づけた実践例

が知られているけれども、パルプを取り出すた

めには、加熱したりジューサーで撹持したりす

るのでエネルギー資源を費やす。それならば、

保存性が最も高く優れた特性をもっ和紙をつく

り、その品質に親しむこともまた十分肯定され

るべきではないだろうか。「作業学習Jにおい

て手漉き紙と紙製品づくりに取り組む沖縄県内

の特別支援学校高等部でも 12、保護者の支援体

制による牛乳パックを主な材料としつつも、ミ

ツマタなど和紙の材料を加えることで独自の質

感を出そうとしている。

さて、小学校に適した用具を市販品に求めた

としても、玩具ないし手芸用品の範囲を超える

ものは見つからない。子どもの道具の扱い方は

学年や個性により異なり、安全で持続的な使用

に耐えるものは自作するしかないようである。

また、年間行事計画の展開によっては、漉いた

紙の水分を重しで取り、板に貼り付けて天日干

しする本来のやり方に執着すると、実現困難と

なる場合も想定される。そこで、学校で管理し

得る限られた資材を有効活用して、適切な工程

を可能にする備品を開発する必要がある。

手作りの世界において道具というものは、使

用者自身が製作するのが最善といわれる。なぜ

なら、要領が分かつており、自分自身で修理し

修正を施すことが容易になるからである。教師

が一定の技術的支援を受けて自分自身の教具を
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自作することは、その実践力を確実なものとす

るに違いない。既製品を利用するのではなく、

自分自身そして子ども達に合わせて準備すると

いう、主体的で持続可能な教育活動を実現する

ためにも、紙漉き用具の教具化は重要な要素と

なるだろう。そこで、賀桁については木材加工

を専門とする教員(福田)、脱水・乾燥の時間

短縮について金属加工を専門とする教員(岡本)

が開発を進めており、特別支援学校での使用も

視野に入れた教具と工程については大学院生

(新里)が研究課題として取り組んでいる。

製作した用具は、第2、第3章に記される通

り、本年度の教育学部での講義「社会科要説J

(前期)、「ものづくりJ(後期)、「工芸特殊講義

AJ (後期・集中講義)において試用され、そ

の能力を検証するとともに、使用者の感想につ

いてもアンケート調査を実施した。こうして得

られた所見を改良に反映しながら、実際に教師

が生徒遥と使用するのに適した教具の提案を目

指している。そして、和紙を直接つくるという

機会は、その素材を活かす様々な用途の発見を

もたらしてくれる。第4章では、美術教育専修

の教員(片岡)による具体的な作品作例の一端

を紹介する。

以上のような活動を継続し発展させていくた

めには、教員側が協力者のボランタリズムに完

全に依存するのではなく、大学とりわけ教育学

部の施設を有効活用し、流し漉きも含む和紙づ

くりの一連の工程を行える設備と空間を確保す

ることが望まれる。図 1・1はその意義と方向性

を示したものである。

このように、当教育学部にも用具一式を揃え

材料を保管する「紙漉き工房Jを開設すること

で、日程の設定や準備・片付けなど講義進行上

のメリットだけでなく、教具の開発や学校の授

業展開に即した工程の検討、新しい紙と用途の

追究、科学教育も含む統合的な教育・研究活動

の模索、さらに附属小中学校や公立学校の生徒

達の訪問学習を推進できる。また、教員の研修

の場として学外との連携をはかることができる。

さらに、社会福祉の領域では、就労および就労

支援における生産活動の新規メニューを開くこ

とを目的として、ソーシャルワーカーと専門家

との聞を取り持つことも箆要な役割として想定

される。そしてなにより、教師を目指す学生遠

の積極的な利用による紙漉き習得の拠点となる

はずである。

教員による取り組み

.領域縦断的なuu書展開 紙漉き施設・紙漉工房

・学郎内外における協力関係の鉱大

.学外への具体的支援必車携の推進
紙漉き施設の存在

大学の社会的貢献の実現

地域の専門家

・伝統的銭能保持者

.生涯教育の実績

関公益法人

・学生教育・体験学習

・自然科学のアプローチ

.地境の産業仮興

材料の加工・保存

自立完結の作業環境

②学生の自主的活用

③教員免許更新講習

@専門家を招いた実演

紙漉き導入のコーディネイト

⑤和紙に閲する研究・開発

科学後術と産業の振興、美的感性、地

法の歴史・文化をめぐる意織の向上

図 1・1 琉球大学教育学部における恒常的な紙漉き支援体制
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第2章教具としての賛桁の開発

2.1 各種貸桁の分析及び考察

学校教育における紙漉きで使用可能な賀桁を

開発するため、安慶名清氏の所有される体験用

の筒桁2種類、沖縄県立大平特別支援学校・高

等部の紙漉き(作業学習の作業種目)で使用さ

れている賛桁2種類、市販の紙漉きセット 3種

類の笥桁の計 7種類の賛桁の比較・検証を行っ

た。それぞれの特徴を表 2-1に示す。流し漉

きとは伝統的な和紙づくりで最も用いられてい

る方法で、漉き舟から紙料液を汲み取った後、

筒桁を前後左右に揺り動かして紙の繊維を賛全

表 2・1 各種饗桁の特徴

利点 難点

安鹿名消氏の質桁

(84、流し漉き用)

安鹿名消氏の笥桁

(ポストカード、溜

め漉き用)

大平特別支援学校高

等部の質桁

(84、溜め漉き用)

大平特別支援学校高

等部の賛桁

(ポストカード、溜

め漉き用)

丈夫できれいな紙を漉くことができる。

水に強いヒパ材を使用し、さらに塗装も施

されているため耐久性がある。

簡単に紙を漉くことができ、紙の仕上がり

もきれいである。

道具が使いやすい。

水に強いヒパ材を使用、さらに塗装も施さ

れているため耐久性がある。

留めつぎによって木材を接合することで、

木口面を表面に出さず、筒桁が水分を含ん

で変形するのを防いでいる。

簡単に紙を漉くことができる。

留めつぎによって木材を接合することによっ

て、木口面を表面に出さず、賀桁が水分を

含んで変形するのを防いでいる。

木工技術があれば、自作が可能である。

(木工担当の教員による自作)

生徒が扱いやすいように筒桁の上下を色テー

プで示すなど視覚的な配慮が施されている。

木工技術があれば、自作可能。(大平特別

支援学校では木工担当の教員が製作)

留めつぎによって木材を接合することで、

木口面を表面に出さず、筒桁が水分を含ん

で変形するのを防いでいる。

簡単に紙を漉くことができる。

市阪紙漉きセットA 14枚の板をつなぎ合わせただけの簡単な構

* 1 (注ぎ込み型) 1造なため、自作が可能。

漉くのが簡単。

マジックテープにより、筒桁から簡単に網

を取り付け、取り外しが可能。

漉く作業には習熟が必要。

製作は専門の職人よるもので、教員が自

作するのは困難である。

桁の製作に高度な木材加工技術、簡には

竹鑑を揃える手聞が必要なため、教員が

自作するのは困難である。

鉄釘で接合されている、貨の代わりに金

網を用いる等、錨の原因となる金属を多

用している。

塗装されていないため、紙の繊維が賀桁

に附着し、片づけがしづらい。

耐水性が低いマツ材を使用している。

錆の原因となる鉄釘で接合されている。

塗装されていないため、紙の繊維が賛桁

に附着し、片づけしにくい。

耐水性の高くないマツ材を使用。

メッシュが漉き枠に固定されていないた

め、メッシュがずれやすく、紙の仕上が

りにムラができてしまう。

木枠表面が塗装されていないため、紙の

繊維が賢桁に附着し、片づけが困難。

乾燥が不十分だとカピが生えてしまう。

市阪紙漉きセット 81プラスチック製であるため、紙の繊維が質|紙の表面の仕上がりがあまり良くない。

* 2 (ポストカード、|桁にほとんど附着せず、片づけしやすい。 1漉くのが難しい。

流し漉き)

市販紙漉きセットCI塗装されており，紙の繊維が筒桁にほとん|漉く紙のサイズが大きいため，乾燥に時

* 3 (A 4，流し漉|ど附着せず.片づけしやすい。 1間がかかる。

き用) 1比較的きれいな紙が漉ける。 1漉くのが難しい。

* 1 :アルテ社、草紙草愛紙漉きキット
*2:アワガミファクトリー社、手漉きはがきキット

* 3 : MOLZA社、紙漉きセット A4判
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製作に技術を要する部分が多く.自作が

難しい。



体に広げていく方法である。一方、溜め漉きは

漉き舟から賛桁で紙料液を汲み込み、質桁から

余分な水分が流下するのを待つ方法である。一

般に流し漉きには高い熟練が必要であり、初心

者が行うには難しい方法である。

以上のように各種賓桁を検証すると、流し漉

き用の賢桁は紙を漉くのが難しいものが多く、

また自作も難しいものが多い。そのため、学校

教材としての筒桁は、漉くのが簡単である溜め

漉きを行うための筒桁をベースに設計するべき

である。実際に、大平特別支援学校では溜め漉

き用の賛桁で紙の生産活動を行っており、溜め

漉き用の笥桁は実用的な賛桁だと言える。しか

し、紙漉きセットAのようにメッシュが漉き枠

に固定されていないものは、紙を漉く際にメッ

シュがずれる可能性がある。そのため、安鹿名

滑氏や大平特別支援学校で用いられていた質桁

のように漉き枠に直接メッシュを貼りつけた設

計を取り入れた方が良いと考える。また、長期

的に使用するためにも賓桁に使用する木材はヒ

ノキ材など水に強い種類を使用し、なるべく金

で寸法より lmmほど大きく切断する。

③寸法仕上げ:切断した材料をサンドペー

パーやベルトサンダーで寸法に合わせる。

④接着:耐水性接着剤で角材同土を接合

させる。

⑤メッシュ張り:下の木枠に対して洗濯用

ネットをしっかりと張り接着剤で付ける。

⑥乾燥:接着後、十分に乾燥させる。

⑦穴あけ:2つの枠の穴の位置が重なるよ

うに穴あけ位置を調整した後、上枠と下

枠にボール盤を使って穴をあける(上枠

6mm、下枠6.5mmの穴)。

③ダポ差し込み:上枠の穴に直径6mm、

長さ18mmの長さに切った木ダボを差し

込む。

⑨ダポの調整:上枠と下枠がきれいに合う

ように、サンドペーパーやドレッサーを

使い木ダポの表面を削り、調整を行う。

⑩面取り:木枠の角にサンドペーパーやベ

ルトサンダーで面取りを行い仕上げる。

属を用いない設計が必要である。 2.3 紙漉き工程

さらに、上記の賛桁を教育現場で用いるため

2.2 教材用貸桁の開発 に、それに対応する紙漉き工程を検討した。紙

前節の分析を基に、教育学部木材加工室で教 の原料は、手に入りやすく加工にも比較的時間

材用賀桁の開発を行った。安慶名清氏の溜め漉 がかからない牛乳パックである。

き用の質桁の設計を基に、簡易化を目指した。

その設計・材料上の特徴は、はがきサイズ2枚

用を 1枚用に変更し材料の角材をヒノキにした

点、上下の木枠がずれないよう固定するために

木ダポを用いた点、接合に耐水性接着剤のみを

用いた点、メッシュに入手しやすい洗濯用ネッ

トを使用した点である。工具には、さしがね、

両刃のこぎりまたは糸のこ盤、ボール盤または

電動ドリル、サンドペーパーまたはベルトサン

ダーを使用した。製作工程は次の通りである。

賛桁の設計図面 l、2は【全体図】および【部

品図】として論文末尾に掲げた。

①けがき:角材に図面の寸法通りの目印を

けがく。

②切 断:両刃ののこぎりまたは糸のこ盤
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①牛乳パック切り分け:鍋に入る大きさに

切り分け、水が浸透しやすくなるよう両

面にカッターナイフで切込みを入れる。

②煮る(約30分):切り分けたものを煮て

柔らかくし、表面のフィルムをはがす。

③ミキサーにかける:フィルムをはがして

適当な大きさにちぎり、その後ミキサー

にかけてパルプ状にする。

④紙料液の準備:漉き舟(衣装ケースで代

用)にパルプと水を入れ、箸でよくかき

混ぜる。牛乳パック 1本分のパルプに対

し2Lの水を入れる。

⑤紙漉き(溜漉き) :漉き舟に賛桁を沈め、

紙料液を汲み取る。漉いた紙をアクリル

板の上に洗濯用ネットをのせたものに貼



りつける。 r少し興味があったJと回答 した人が合計で

@水切り(1):漉いた紙の上に洗出)11ネッ ト、 85.2%であった。また「楽しかった。たくさん

アクリル板を置く。アクリル板を押して、 の技術が組み込まれていて勉強にもなった。j

m紙に含まれている水分を熔とす。 というように、学生の賢桁製作への関心は高い

⑦水切り(2): (1)のアクリル板をタオルに変 ょうである(図 2・3)。

え、タオルでさらに水気を切る。

@乾 燥 :シナ合板の上で尚渦に設定した

アイロンを用いて仕上げる。

2.4 学生による費桁の製作及び紙漉き体験

上記の虫官1で開発した教材m百桁は、「もの

づくり j (担当 :福田)において創作課題とし

た。さらに、学生(履修生30名)には13作の笥

桁を使って前節で示した工程で紙漉きを行って

もら っ た。学生の笥桁製作の綴予を~12 ・ l 、

学生の紙漉きの綴子を図 2-2に示す。

図2-1 角材の接着

図2-2 アクリル板て-の水切り

:~. 7% 
- 大いに興味が

あった

興味があった

・・ 少し興味が
めった

園圃興味がなかった

-・全く 興味を感じ
なかった

図2・3 費桁作りへの関心について

-・簡単だった

少し簡単だった

-・'1¥'.iJ.!j

-・ 少し難しかった

圃・縫しかった

その他

図2-4 賛桁製作の難易度について

これに対して、町村7製作の難易良.については、

「間単だ、った」、「少し間単だった」、「普・通」と答

えた学生が計40.7%であったのに対し、「少し

難しかったJ、「難しかったj と答えた学生が計

55.5%いた(図2-4)。また、自作した費桁の

満足度についても「十分満足できるJと回答し

た学生はおらず、「満足できないJまたは 「全

く満足できないJと答えた学生は全体の37.0%

を占め、 「少しは満足できるJと自作した賢桁

に満足感の少ない学生も48.1%いた (図2-5)。

その上で、首桁作りへの関心や哲桁製作の雌 このようながi栄の~因としては‘工具の扱い

易位¥自分の作った賢桁に対する評{，lIiなどにつ に慣れず、側めつぎのために木材を45度の角度

いてアンケート調査を実施した。 で切ることができない学生が多く、媛合部分に

その結果として、首桁作りへの凶心について 隙間が空き、きれいな仲を作ることができてい

は 「大いに興味があったJ、「興味があったj. なかったことが指摘できる。また、枠がゆがん
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でしまったためにダボを悲し込むための穴あけ

位出を上下の枠でそろえることができず、上下

の枠を rlìねた lI~iに枠同士がきれいに合わない学

生も多くいたことも要因のーっと考える。実際、

llL~悲l ~I~1 には、 rflf材を45。にiEli(i[に切るのが難し

かった」、「賢桁の枠を合わせるのが難しかった」、

「笥桁は、組み立てる際に角がうまく合わなかっ

たりと難しいJという意見があった。以上によ

り、 J業合方法に憎めつぎを用いるのはj直さず、

より簡単な接合方法に変更する必要性が1Jf.1らか

となった。接合方法をよりfii'IIliにすることで、

枠の精度も上がり、ダボを差し込むための穴あけ

位置もより正確に合わすことができると考える。

自作した賢桁で漉いた紙に対する満足度は

「十分満足できる」、 「満足できる」、「少しは満

足できるJ と答えた学生が，11'81.8%、f満足で

きない」、f全く満足できないJと答えた学生は

皆無であった(図 2-6)。このことから、次の

コメントのように釘桁自体の形が多少恐くても

達成感を抱きながら紙を漉くことができたので

はないだろうか。以下に、アンケートで学生か

ら1[¥されたな見を示す。

- 卜分泌.ltできる

前~できる

・・少 しは1両足で
きる

-・ 1拘Jt:できない

-・全く泌hlでき
ない

その他

図2-5 自作した賓桁の満足度について

圃圃卜分f指定できる

f必足できる

-・少しは満足できる

・・ 泌足できない

ー・全く泌足できない

その他

図2-6 自作した費桁で漉いた紙について

百桁を作るのは難しかったが、向分でもの

を生み出す楽しさ、 喜びは"iS・1，した思いを

忘れさせてくれた。だから、教行現場にお

いてものを生み1.1:¥す人の気持ちを匁lり、も

のを大切にする思いを行むためには必要だ

とd思う。

自分で紙を作るのはとてもわくわくしまし

た。百桁は、組み立てる際に角がうまく合

わなかったりと難しい而もありましたが、

少し形が崩れても、それが rl!ねになるの

かなと感じました。 1~や来ーなどを入れたり

しながらすると小学生でもオリジナルの紙

を作ることができ、楽しめるだろうなと思

いました。是非、教員になったHキは実践し

たいと思います。

ただし、教育現場における賢桁づくりの必要

性については 「大いに必要があるJ、「必要であ

るJと答えた学生が計33.3%に対し、「現H寺点で

はわからないJと答えた学生が59.3%と回答の

大部分を占めた(図 2-7)。これは学生が学校

ー・大いに必:民が
める

必l)'・1でめる

_lji.II，¥'.'，'lではわ
からない

-・ そ;fLLtど必必
ではない

・・-1;必である

図2-7 教育現場における賛桁づくりの必要について

7.7% 

50. 00/.; 

圃圃 強くそう思う

そう .IJ.!.う

・・lJI.時点ではわ
からない

-・ おそらく でさ
なし、

-・令.くできそう
もItい

図2-8 教育現場で費桁を作れるかについて
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教行で紙漉きをどのように扱うことができるの

かあまりイメージできていないからだと考える。

図2-8は、学生自身が指導官ーの立場から考

えたものである。小学校とrr学校とでと;i:t:の認

識も異なると考えられるが、難易JJrとの|対辿性

は明らかである。 他方において、 r(1也の作業は

とても簡単で、これなら小学生でもできると思

います」という意見からは、小学校の凶画工作

の記長題として認識しているのかもしれない。以

上をふまえると、紙漉きが各学校教育でどのよ

うに実践できるのか、実践例や具体例を学生に

紹介していく必要があるだろう。

第 3章 脱水 ・乾燥工程の再検討と備品

の試作

紙漉きを授業に取り入れる工程の他聞は、設

定される科目やH寺間数によって、附料となる本

を採取する場合もあれば、水中にある紙料を腕

桁で漉くのみという場合もあり幅広く制定され

る。 しかしどちらの場合においても、漉いた紙

を 「乾燥Jさせ、紙として機能する状態にしな

ければ、授業での達成感は低くなってしまう。

一般的に.紙を乾燥する手法は、紙の両|師から

均等に圧力をかける事により水分を抜く 「脱水J

過程を経て、その後の 「乾燥J過程は天板や教

室のガラス窓などに貼付けて水分を抜く手法が

とられる場合が多い。しかし、学校現場への導

入を考えた場合、 脱水や乾燥に用いる道具やvlli
!日の鐙!frilや、 1 コ マ45~50分という IIm :u的な制

約が問題となる。

そこで、紙漉きを取り入れた授業を小 ・'11学

校へ導入することを念頭に、教員が|主|ら型作し

準備iiできる、脱水と乾燥工程における術品につ

いて、試作を行ったので報告する。 3.J自lで

はこれまでの脱水と乾燥工程の主な特徴につい

て述べ、 3.2節では試作備品の梢造や性能に

ついて述べる。

3.1 これまでの脱水 ・乾燥工程の主な特徴

-般に、 紙漉きが授業やイベントなどで行わ

れる場合、漉いた紙を脱水する力法はjミに以下

のこつに分類される。

(1) ジャッキを用いた圧縮による脱水

(2) タオルやスポンジを用いた脱水

(:1) 真空ポンプを用いたJm.7k

図3-1 ジャッキを用いた圧縮による脱水

(1)のジャッキを用いた庄縮による脱水の綴

子をあらわした写真を、医13-1に示す。図1:ド

の道具の考案は安鹿名消氏によるものである。

脱水機は、 ジャッキの圧力を受付る鉄枠、ジャッ

キ、漉いた紙(混紙)に均等に圧力をかける木材

プレート、木材プレートを水平に保つ鉄枠で桝

成される。ジャッキの稼働部がジャッキアップ

する方IIfJにiI1hくと、木材プレー トに圧力がかか

り、 2枚の木材プレートに挟まれた湿紙に表現

からj五力がかかる事によって、水分が木材フ.レー

トの隙J:rJから流出するしくみである。この方法

は、紙床(しと)と呼ばれる湿紙を重ねたもの

を一度に脱水することができ生産性に優れてい

る。しかしながら、木材プレー トのセッテイン

グによっては、湿紙にかかる圧力に斑ができる

ほか、圧力を緩やかにかけるためのジャッキアッ

プのタイミング(ジャッキアップの11寺川や強度

等)に習熟する必要があり、 学校教員や1.-1".徒が

使JIlするには難しい点がある。

( 2) のタオルやスポンジを用いたJJ~~ 7J-くは、i@

紙を不織布やネットなどで覆い、 その上からタ

オルやスポンジを押さえつけて染み山てくる水

分を放水する方法である。この方法で使用する

道具は日用品j苫で、購入することが可能なため準

備が品も簡単であるが、脱水できる水分訟がタ

オルやスポンジのl放水カに大きく依存し、紙而

上で11<分量の分布に斑ができる等脱水の{J:ブJに

flM人差が生じやすい。
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( 3 ) の 1~空ポンプを川いた脱水は、孔の IJII い

たプレート(有孔プレート)の表面に湿紙をお

き.プレートの引聞をよ't~ポンプによって臼圧

にする・Jcによってi11l紙の木分を吸い上げてJI見氷

する)j法である。この脱水方法の考案は、山繰

りAにある石州和紙会館の久保田彩氏である。今

回の飾品の試作は、この方法を参考にして行っ

た。この)j法では、 A3限度の大きな紙でもあ

るfW立まとまった枚数のi1u!紙を一度に脱/1<でき

るほか、脱水にかかるH、'jllilはi分程度で済む利

点がある。その分.u空ポンプのパワーを大きく

する必~があり(・40kPa [gage]程度)、強i白

の盟作には負圧に耐えられる只空チャンパの強

度設計などを行う専門知識が求められる。また、

良明ポンプを含む材料世は30~40万円45!度と日

制となり 、 学校現l~lに将入するのは非常に員f~ し

いように思われる。

|白J，I;Rに、乾燥工院についても主に以下の三つ

に分却される。

(1) 天1版を伺いたノミFIヂし

(2) アイロンを川いた，;吃悦

(:1) !.会気を用いた鉄板位燥

(1)の天板をmいたノミ円千しの綴予をあらわ

したη!'iをl三13-2にぷす. この方法では太陽

の熱を川いて混紙の表而から水分が蒸発するこ

とによって紙の位燥を行っている。よって.天

気に左右されるという川泌があり、予報で11/1天

日とされた図 3-2のJ'Qf-iも、乾燥にかかった

H年IIIJは、太陽エネルギーが860Wjm2程度で 2

H年1111以上であった。

図3-2 天板を用いた天日干し

(2)のアイロ ンをmいた乾燥は、 天板の上に

脱水を終えたifn!紙をおき、その上から洋服にア

イロンをかけるのと|古l織にアイロ ンをかけ、水

分を蒸発させて位燥させる方法である。家庭丹i

アイロンは手経に佐川できる道具であ り、組数

台準備する:jJも比較的存易であるが、その消t't

エネルギーは約800~1000\V程度あり、学校現

均に滋入する際は教室等の電気容量を十分に把

Mしなければならない。なお、脱水方法の(2)と

(3)を終えた状態では湿紙にはかなりの水分が含

まれており、はがきサイズの湿紙を乾燥させる

のにかかる時間lは約10分である。

(3)の蒸気をmいた鉄板乾燥は、鉄板の表面

に脱水後の混紙をはりつけ、鉄板の現而から水

蒸気によって鉄板を熱する事によって湿紙の表

I(IIから水分を然発させて紙を乾燥させる方法で

ある。大量生産川の設備にみられるが、石州半

紙会館のような紙漉き体験用の移動式もある。

今回の乾燥機備品拭作はこの方法を参考に行っ

た。この方法では、鉄板の大きさを大きくすれ

ば、 A3程度の紙でも20分弱で乾燥させること

ができ、乾燥工仰のH寺1111短縮がはかれる。しか

し蒸気を一定量生成させながら鉄板を熱する必

要があるため、'W世の型作には蒸気チャンパ設

計令;の専門知識や材料費などの問題がある。

3，2備品の試作

3， 1節に述べたこれまでの脱水 ・乾燥方法

の特徴をふまえて、本節1では試作したJm水機と

位燥機について説明する。図 3-3は試作した

脱水機の外四写真である。脱水機はポストカー

ドサイズの紙漉きを忽!定して製作した。図中に

図3-3 試作した脱水機の外観
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示す通り. Jl見/)<機はイTイLプレートを月lいた脱水

プレート ffllと~問機、シリコンマットから成る。

図小では、 PH科宅や図工2ドーなどで附いられる附

子にプレートを渡し、プレートの下からは~J階.

機につながるホースがif~れ下がっている。 この

脱水機の{却tlにあたっては.家j庄川掃除機より

運転行が少し大きい位向両川帰除機を運転する

ので、教'宅では版ffにも配地する必裂がある。

脱水プレー トrm刷出のfj則的を区13-4に示す。

JjJ~水プ レー ト は、 医J 3 -Ljに示すよう にぬ・孔プ

レー ト、ガイ ド板、 プラスチッ ク台から成る。

有イLフ'レー ト [220X157mmJ はキッチンmの

ステンレスパッドを使用し、 成田に直径3mm、

千13配ダlJの孔を配lj/~ した。 イLの1J11工は. 一般に

学校現時に6iii品として設問されているボール盤

で可能である。ガイド板 [233X167mmJは.

m紙ーからl投/)<された氷分が集際機のホースへ流

れるように設問してあり、押さ 4mmの木材に

彫刻)J令;で泌を刷って型作した。プラスチック

仮には2た全上ある私!度変形可能なJ.&iピ製のトレ

イが{史川されており、 中心部には!sJ(，q機のホー

スが隙I:Jjなく結合する直径約34mmの孔が脱jさ

れている。図 3-4に示すように、 Yi孔プレー

トの上に視紙を挟んでシリコンマットをWI~き.

~臨機のスイッチを入れると、 有効プレートと

プラスチック仮の11:]の空間は負圧となるため、

海紙の水分が孔を通って集臨機へ流れてI!II¥紙の

脱/)<が完了する。

集邸機は RYOBI社製の乾柿同月1m臨機vc-
23 [1050W， -]6.2kPa (gage)]を佐川 した。

|茎1 3-5 および図 3 ・ 6 に、試作Jf~水機の性能を

訓べた結栄を示す。一度に脱水する枚数を変化

させたときの脱水率を図 3-5に示す。|文|に示

す通 り、 枚数を 3枚に噌やすまでは枚数とm~氷

率はほぼ比例しているが、4枚にWIやすとl脱水

率はほぼ一定となる。 このおうよ長から、本脱水機

で~)J本よく)j見水を行う には、 4 枚のI!ñ\紙を一度

に脱水すればよいことがわかった。また、 j毘紙

の枚数を4枚とし、脱水1時1::1(集地機のスイ ッ

チを ONしてから OI"FにするまでのH訓::j)を

シリコンマット

¥.ー・一------こを7
i量級

有孔プレート

ガイド板

トいス一一も 集糊糊鹿峨後 [侭R町M……YO川W町O叩倒町…8印即BIVC川川V叩C幻

図3ι-4 目脱免水プレ一卜概略

プラスチック台

れ|フム
f、ぷーち，，60 

ノー
税耗ト 4印0 d / 

キ主長毛50 
王室 30 I - V......---

20 

10 
。 40 。 2 3 4 5 。 20 40 60 80 

71IE紙の枚数 脱水HキH}j(s)

図3・5 湿紙の枚数と脱水率の関係 図3-6脱水時間と脱水率の関係

-84ー



変化させたときの脱水率の変化を図 3・6に示

す。岡に示すj凶り、)J見71<時 IiJJが60s以上ではJJ~G

/J<率は変化しないことがわかる。以上のことか

ら、本脱水機を効率よく使用するためには、 一

度に脱水するj毘紙の枚数を 4枚とし、脱水時IllJ

を60s(1分)とすればよいことがわかった。

次に乾燥機について説明する。図 3-3およ

び 3-4で示した脱水機によって脱水された湿

紙を乾燥機によって乾燥させている綴予を似13-

7にボす。今回の乾燥機試作では、蒸気生成部

分とiJnl紙をl!o付ける鉄板の両方の機能を持って

いる装lnとして、象印マホーピン株式会社盟の

ホットプレート EA・DCI0-XJ(l350W)を使用

した。 1~1 3 -7に示すように、EA-DCIO-XJは

家!忠則ホットプレートの中では大きな製品であ

り、フタの部分が山EtJ.半径の大きな局而のj惨状

をしているため、脱水機で脱水した4枚の翫!紙

を一度に乾燥させることができる。ホットプレー

トの制理板に水を強ってフタをかぶせ、火力;を

上げて一度初11騰させて蒸気を作りはじめた後保

it，l状態に設定すると、フタの表而は約70~80.C

に保たれ、一般的に行われている鉄板乾燥での

鉄板温度約80.Cに近い状態をつくることができ

る。自!紙の!以さにもよるが、鉄板に混紙をはり

つけてから約 5~6 分経過すると、水分がJ点先

し乾燥した周辺部分が鉄板から剥がれはじめ、

約10分後にはほとんど乾燥した紙が鉄板から平等

易に剥がせる状態になる。しかし紙而上の乾燥

の順番が周囲→中心部という斑があるため、紙

は少し丸まった状態で剥がれてしまうため、品

後の仕上げとしてアイロン等で30秒程度成型す

る必要がある。

図3-7ホットプレー トを用いた乾燥

第 4章 紙漉き作品のもつ可能性

さて11常生前で、私たちの周りには rr下紙J

がありふれている。手にする加工品はルーズリー

フ ・ 阿川紙 ・ 教科，I~ ・ ハガキ ・ 漫画本 ・ トイレッ

トペーパー ・菓子箱などがほとんどだ。機械印

刷やシャープペン ・水性ぺン .1rtl性ぺン ・蛍光

ぺンなどを使う には、和紙は現写りしたり、繊

維がぺン先に引っかかったりして不使を感じる。

ただ、洋紙は紙の繊維密度を高めるため、向 く

するために多くの薬品を使い、繊維を似めてい

るため、 j走JOJ保存で黄ばみゃ酸性のためj出化が

i放しい。百年はおろか数十年も持たない。しか

し和紙は、毛僚による書写 ・表現や折り紙ばか

りでなく、その独特の光沢と光の分散性は伝統

的(1:まいや生活に活かされている。1汲水性 (1放

漏!効果)や耐久性(中性紙)について和紙はJJiい。

さらにイI押な紫外線をカットして肌を守り、 i韮

i品・分散した光はかえって部屋を明るくしてn
に但しい。化学物質やホコリやダニをl投打する

だけでなく 、 アンモニアなどを吸器して)J$G~す

る。総芥花火や花火の打ち上げ玉には和紙しか

山川できない。このような和紙の魅力を理解し、

ものづくりへの理解と興味を持たせるためにも

「紙漉きJは品適である。

和紙の加工には、透かし、透き込み紋服(抜

き紋線上 iFtき紋様(i:鹿き掛け)や鍛加工などの

技術がある。楕の外皮の黒皮を入れたり(ちり

紙)、 <e銀箔、色和紙を散ら したり、透いた紙

に/J<i尚を飛ばしたもの、白土を混入したもの、

柿渋を強ったもの、植物染料や顔料で染色，{f色

したものなど多綴である。さらに透ける色迎い

の和紙を毘ねて使ったりする。 jl?写材料と して

の和紙の川途の仙に、このように一枚一枚手泌

さし、峨々な1JlI工を施すことで、紙の持ち|沫を

卜分にJ栄究し、活かすべきである。

そこで特性や利JIl;を列挙してみると、 「切るJ

(切り紙、製紙)、 rltoるJ(貼り絵 ・附下 ・!!日|別

総μ)、「探むJ(保み紙)、「折るJ(折り紙 .J;JlI 

予)、 rlUIげるJ (駒tJ物・巻物)、 rjしめるJ、『焼

くJ(紙鍋)、「燥すJ(明治以後の渋型紙上 f包

むJUE火 ・おひねり)、 f煉るj、「経るJ(紙経

り・/J<引)、 「泌すJ(漆紙)、「占'くJ(芹道 ・円
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本画)、 「吸うJ(;IJ.lI.Ej! JlI ;fll紙 ・天ぷら抗11取り・

耐rrh紙)、 「印刷IJ(千代紙 .i手|立絵紙)など、

まだまだある。これらを|火|工や美術 ・工芸の実

践に応川することの司能性は限りない。

なお、 JIj{料としては、 '1ニ乳パックからもパル

プが-111111'，できる。 1:;(14・lから|χ14-4で示した

作例は、 fll紙の材料と他の紙材料 ・索材とを系

軟に組み合わせたものである。さらに上記の加

工や利用法を1"1山な先屯!で組み合わせることで、

紙はさらなる長引の必材として活かされるだろ

う。図同工作ゃJ::.f，r，i'L芸の教材として無限の

可能性が広がるのである。残った紙同l料も糊を

混ぜて、型に入れて引をり子や小符iを作ることが

できる。 {史い内した紙も'JNり子や紙絞りにして

再度使うことができる。

さらに、作り似なった均合も 1~1 4 -5に示す

ような樹皮布やアマテの材料として利用するこ

とができる。lχ14・6は炭殻カリウムで煮熟し

た11;(料を流水で'Pfllした状態。樹皮布とは、4>:

-*.ォーから剥ぎ取った繊*U~ をそのまま叩いて布

状にしたものである。 NIì ~9:のため、繊維は縦と

横にif!ねて川lく。ミ クロネシア ・ポリネシア ・

アフ リカ各地に比られる。ウガンダでは樹皮布

は戚装にも川いられている。和紙づくりでは泌

さ)iJの水に出ぜるためにJJ;i料を創11かくIi't;くが、

その叩桝作業川の本船を使って図4-6の繊維

を縦と般に交η.に重ねてI!l!!r:rjのないように叩い

てみる。|文14-7は行版上で叩いて紙状にする

作業である。アマテというのは、この段階で行

なうもので、メキシコ・グアテマラに現在も伝

わり、イチジク科の他物の制J主繊維を用いる。

そこでは、1);(料をそのまま行けん大の石で叩い

て布状にしている。 ltilJ.主布などは紙に比べて強

度とl以みがあるのが特徴である。こうした手法

も材料をイf効かつ采'1次にi;r;JfJするために取り入

れたい。

教育現場でネックとなっているのは、おそら

く材料1~であろう。 けれども、以材料をl!時入す

ることだけが11ft.の刀法ではない。 i也岐に白生

している刷物から、また生前の'1'から紙漉きが

できる繊維他物を探し.，11tすことは 「調べ学習」

そのものであり、 '1:徒の!守 t的な守:習態度のずf

図4・1 牛乳パックの紙に色糸を入れて漉い

た作品

図4.2 種々の繊維を混ぜて漉いた作品

図4.3 小枝を挟んで繊維を流して固定した作品

図4.4 t直物の芽を置いて乾燥した圧痕のあ

る作品
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図4・5 樹皮布(左)とアマテ (右)

図4・6 リュウキュウコウゾの繊維

図4・7 叩いて紙状に成形する作業

ある。 J也j或を虫nり、 向然を知り、自分たちの

「ものづくり文化Jを楽しむ紙の可能性も1!'.U浪

である。

おわりに

ぶ材について附言すると、第2卒、第 3i~，:で

示した)i法においても和紙の原料を十分使111す

ることができる。その際、安価な輸入品を川い

ることもあり得る。教Miや学生が練習する阪に

も(i川ではないかと思う。しかし、今年、ミツ

マタは愉11¥1 "1の11¥1組等!こより入手できない'Il態

となった。このことからも、材料は可能な限り

J也冗で縦保するべきであり、そのためには0・111

な植物をH今l沫するこ と、有効に利j目するために

渉開まりを把似しておくことが韮盟であること

を11i.出識させられた。今回、大学の内外で採取

したリュウキュウコウゾ(かびぎー)とシマグ

ワ(くわーぎー)を使用する ことができた。 /'1'
制本山でもアオガンピは海岸の岩場に自供して

いるけれども、1m発による自然海岸の減少 |よ

側めて希少と言わざるを得ない。

ネリは百m:鹿きでも便利である。完全天然の紙

づくりにはリュウキュウトロロアオイを常JIJし

たいところである。しかし、 大学周辺の I~I /U也

が公|必|造営で消失してしまった。今後、 ~t終的

な~I{U:~を検，ì.t しなけばならないけれども、 それ

ほどデリケー トな性質ではないという。しかし、

政iHの必虫.のない植物であっても、材料とする

からには無駄j泣いさせないように配慮するべき

である。r.tiJJ;(が，訂|恨であるこ と、 たとえ繁茂す

るような組制でも針外に出て採取するのに多大

な'j]ブJ を~することを認識させることが大、fJ:だ

からである。

伐採の際に土地の所有者や近所の方に趣円を

説明したりお礼したりすることは、社会の人々

とつながる機会となるし、安全而に十分配l低し

ながら.ゴミを凶収させたり草刈りをさせたり

することは、 Jニ記の意図にも適うだろう。

これまでの前動によって、技術的要素につい

ては、かなりの進肢を見ており、教師と教011;を

11指す'宇中に対する継続的な働きかけのできる

体Hillづくりについては明確な梢想をもって心実

にHt准している。今後は各教科 ・lii.元にJ]IJした

11 肌 ・内科、 H体I'I~にnてたい資質 ・ 能力 ・ 態

度をIYlli'(liに位i白づけた上での授業づくりが，1*凶

となる。そこで、れI '~~U~;!'内小中学校における'X

践例、学校関JJZ、教(:11;側の関心などを淵究し、

紙j胞き体験に対する学生の意識について各Jt~筏

で実胞している共泌のアンケート内科について

分析し、さらに都市部の子ども達の紙漉きに対

する興味 ・関心を見ながら、これからも大学生

に対する教11
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いきたい。その際、重要なことは、かつて丙表

のシマおこしに情熱を傾けた医師、下回正夫

氏が指摘したように、「和紙の鑑賞人口を増や

すJ13こと、できるだけ多くの人に親しんでも

らうことにつきるであろう。
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