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大書授業風景

海外留学生も大変興味深く体験した様子。
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横山豊蘭 「書道アート1」 大書体験授業風景
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書画会 の図

書画展覧余興之図

書画展覧余異之図 河鍋暁斎ほか一幅
紙本塁画淡彩 1734×

書画会の図
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明治 14(1881)年 頃

河鍋暁斎記念美術館蔵

河鍋 暁 斎 ほか一 幅 明 治 9(1876)年
絹本墨画淡彩 1315× 655 個人蔵
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音楽 CDジ ャケット 題字 横 山豊蘭
ポル ノグラフィティ「WORLDILLIA」
(ソ ニーミュージック)

月刊 ヒーローズ (小 学館 )
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漫画表紙 題字 横山豊蘭
本宮ひろ志 「国が燃える」
(集 英社)

漫画 「天威無法―武蔵坊弁慶―」 題字 横山豊蘭
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書道 ア ー トをめぐつて
2013年 4月 、横山豊蘭 「書道 アー ト1」 を開講 し、191名 の受講生が集 まった。
4月 17日 、名古屋芸術大学西 キ ャンパス体育館 にて、大書体験授業が行 われた。 (※
P7,8)

小生 によるデモ ンス トレーシ ョン (手 本書 き)か ら始 ま り、それぞれの場所 で手本が
書 き終わる と、時折、大 きな歓声や拍手がお こる など、会場 は熱気 に包 まれ、学生達の
書 に対す る関心 の高 さをあ らためて感 じた。後期、書道 アー ト2で も予定 して い るが、
今後 この イベ ン トのイメージ としては、幕末 か ら明治 にかけて行われた「書画会 Jを 想
起 させ るよ うなものを考 えてい る (※ P9)。
1998年 、 アー トコンペ テ ィシ ョン「アーバ ナ ー ト♯ 6」 大賞受賞以降、 マスメ デ イ
アを通 じて「書道 は もはやア ー トである」 と言 い続 け、作家活動 を展 開 して きた。00
年代 の激動 の変化、状況 も後押 しとな り、現在、それが様 々な現 象 を巻 き込み乍 ら大 き
な渦 とな り、益 々大 きくなって きてい ると感 じる。
昨年、2013年 9月 14日 〜 28日 まで、村上隆氏や奈良美智氏な どを輩出 した現代アー
トギ ヤラリー で ある、小 山登美男 ギ ヤラ リー (東 京 )で は、「 清澄」 と「渋谷 ヒカ リ
エ/8Jの 2会 場 を使 い、書家 の (故 )井 上 有 一氏 の展覧会が開催 された。 また同年、
東京都現代美術館 チ ー フキ ュレー ターで ある長谷川裕子氏が キ ュレー ター を勤 めたジャ
ルジヤ・ビエ ンナー レ 11で も、井上氏の書 が出品 され、井上有一 氏 の「 一宇書」 は、アー
トと して再 び世 界 を席巻 して い る。20H年 、 オノ ・ ヨー コ氏が、第 8回 ヒロシマ 賞
受賞 を記念 した展覧会「希望の路 YOKO ON0 2011」 (広 島現代美術館 )で は、書道
パ フォーマ ンス を行 い、話題 となったのは記 憶 に新 しい。現在、前衛 、伝統 関係 な く、
日本の書が「 日本 のアー トJと して注 目され、再評価 されて い る。
もちろん以前 か ら美術史研究の世界では、美術 史家 の北澤憲昭氏 が著書 「眼 の榊殿」
で、 日本 の近代化 における歴 史的制度的 な意味での美術、絵画 と書 の 関係性 を記述 し、
辻惟雄氏 は著 書 「 日本美術 の歴 史J(東 京大学 出版会 )2004の なかで、多 くの紙面 を
使 い、 日本美術 史におけ る書 の重 要性 を記述 して い る。美術評論家の (故 )針 生 一郎氏
「線
は、書 家 の (故 )比 田井南谷氏 の書 にい ち早 く注 目し、 コンテ ンポラリー アー ト、
の芸 術」 としての書 の可能性 を指摘 した。
近年、書道 をモチーフと した ドラマ や映画、漫画 などが巷 を賑わ し、全国の高校生が
書道 パ フォーマ ンス を競 う「高校生全 国書道 パ フォーマ ンス 甲子園」 も大 人気 で ある。
一 過性 の単 なるブームか と思 い きや、そ うで もなさそ うだ。広告 (※ P12)、 書籍、漫
画雑誌、音楽 CDジ ャケ ッ ト (※ P10)、 商品 ラベ ルの題字 な どで も書が多 く起用 され、
タレン トによる書 のパ フォーマ ンス な ど、枚挙 にい とまが ない。 日本人は老若問わず、
根底 か ら書が好 きなのだ。若者 の 間では、書 が古臭 い ものではな く、新鮮 で「か つこ
いい」 もの として認識 されてい るよ うだ。近年 の社会状況 を受け、民衆か ら湧 き起 こる
芸術 〜 アー トヘ の意志、エ ネルギーが、現在の ような形態 として現れ て きているよ うに
思われる。
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昨年開催 された、あいち トリエ ンナー レでは「揺れ る大地」 と銘打ち、大震災以降、
揺れ続ける現在の価値観を問いかけている。今後の若 い学生達が、現在の揺れる社会の
中で、関係性をいかに見つけ、自らの表現活動 を行ってい くか、柔軟でタフな表現者 に
なれるかどうか、それが今後の重要な課題 となってい くだろうと考えている。

「書道アー ト1、

2」

非常勤講師

横 山 豊 蘭

此の度、 名古屋芸術大学書道アー トが、第 32回 毎 日新聞主催富士 山学生書写書道展
にお い て「最優秀 団体賞」 を受賞 しました。皆様のご理解 とご協力 に感謝 し、 ここにご
報告 させていただ きます。 (2013年 11月 29日 付 け毎 日新聞掲載 )
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