
 

 

書道会  
2020 年度オリエンパンフレット  



ご入学おめでとうございます 

 

新入生の皆様ご入学おめでとうございます。満開の桜と暖かな日差しに囲まれ、期待に心躍らせながら

新しい生活をスタートさせる春…のはずが、新型コロナウイルスの影響で活動のほとんどが自粛の対象

になってしまい、気持ちも沈んでしまいますね。しかし！こんなときこそ、お家にいる時間を有意義なも

のに変えてくれるのが「書道」です。 

私たち書道会は、習字を少し本格的にした「書道」に取り組んでいます。未経験者も経験者も、書道を

介してふれあい、楽しく充実した日々を過ごすことができるサークルです。この後皆さんを待っている大

学生活は、これまでより圧倒的に自由度が高いことでしょう。そんな毎日をより豊かにするために、私た

ちは書道会への入会を自信を持ってお勧めします！また、書道会は大正 10 年に創立し、今年で 1 00 周年

を迎えた歴史あるサークルでもあります。皆さんも、ゆるっとした親しみやすさと伝統を兼ね備えた書道

会に入ってみませんか？少しでも書道会に興味を持ってくださった方は、書道会公式 HP、Twitter、

Instagram、そして LINE のオープンチャットを覗いてみてください♪ 

 

＊ホームページ                  

 URL http://keioshodo.net/ 

＊Twitter  

 ユーザー名＠keio_shodo 

 URL https://mobile.twitter.com/keio_shodo 

＊Instagram 

 アカウント名 keio_shodo 

＊オープンチャット 「2020 年度慶應書道会オリエン連絡網」 

 

                                                       

 

 

↑のQR コードか

ら参加できます 

https://mobile.twitter.com/keio_shodo


 

慶應義塾大学書道会について 

慶應義塾大学書道会は大正 10 年に発足し、100 年の長い伝統を誇る、伝統あるサークルです。書道の技

術の向上を目指して練習に励み、それとともに各自の人格を養い、相互の親睦を深めることを会の目的と

しています。 

  

＜会 長＞ 

都倉 武之先生（福澤研究センター准教授）      

＜講 師＞ 

漢字：今田篤洞先生 

仮名：楢崎華祥先生、杉弥生先生 

＜代 表＞ 

武藤 一斗 (理工・３年) 

＜会員数＞ 

84 名 (内女子 38 名・現２～４年) 

 

＜練習日時・練習場＞ 

水曜日・金曜日の定期練習会及び展覧会出品前の土曜日等に行われる強化練習会で活動を行っています。

日吉校舎にて日吉練習会も行われます。 

 

・水曜日（午後５時～午後７時頃まで） 

仮名の先生がご指導にお見えになります。三田校舎教室で行われます。 

・金曜日（午後５時～午後７時頃まで） 

漢字の先生がご指導にお見えになります。三田校舎教室で行われます。 

・強化練習会（午前９時半～午後４時頃まで） 

展覧会出品前の土曜日等に作品を最終的に完成させる場として開かれます。先生のご都合によっ

てはご指導にお見えになることもあります。三田校舎教室や日吉校舎教室等で行われます。 

・日吉練習会 (午後 6 時～８時頃まで) 

展覧会出品前の月曜日や三田祭以降の水・金曜日に、日吉校舎にて会員のみで行われます。 

 

＜用具・練習参加について＞ 

入会当初は、道具を持っていなくても全て貸し出ししますので心配はいりません。どうぞ気軽にお越しく

ださい。また、紙や方帖(手本)は練習会場に揃えてあります。 

練習会への参加は基本的に自由なので、参加できる時に参加してください。練習時間内であれば途中参

加、途中抜けも可能です。 

 

 



＜入会について＞ 

・入会資格 

慶應義塾大学に在学する全ての塾生。 

春夏秋冬、１年から４年まで、いつでも誰でも入会できます。多くの会員は１年生の春(４～７月)に入会

しますが、１年生の秋 (９月以降)からの入会や、２年生以上になってからの入会も少なくありません。

どの時期になっても「入りそこねた！」とか「あとからは入りにくいなぁ…」ということはありません。

是非お気軽にお越し下さい。 

 

・入会方法 ※今年度、書道会では二段階の入会方式をとっています。 

＊仮入会（入会金は発生しません） 

①グーグルフォームにて、仮入会届に必要事項を記入し送信してください。 

⇓グーグルフォームはこちら⇓ ※keio.jp のアカウントでログインしてください！ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUxS_OS8J8GOJsXcI -bXPOVq2-icKNgx3d98b4yXio-

a7InQ/viewform?usp=sf_link  

②記入していただいたメールアドレスに書道会のアドレス（shodokai.orien2020@gmail.com）から仮入会

に関する案内が届くので、その案内に従って書道会の全体 LINE グループに参加してください。 

＊本入会 

①PDF 資料として配布される入会届を印刷し、記入する。 

②記入したものを、写真に撮るかスキャンして提出する。 

※入会費(1000 円)は後日お支払いいただきます。 

 

・入会前の練習参加 

仮入会していただいた方はオンライン練習会に参加することができます。 

対面練習会へ参加するためには、本入会する必要があります。 

 

・会 費 ※ 

４～７月 4000 円  ８～１１月 4000 円  １２～３月 3000 円  … 年間で約１万円 

※上記の金額は例年のものです。今年度の会費については大幅な変動があります。 

 

・兼部など 

自由です。会員は、複数のサークル活動、體育會、アルバイトなどと両立させて書道会の活動に参加して

います。 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUxS_OS8J8GOJsXcI-bXPOVq2-icKNgx3d98b4yXio-a7InQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUxS_OS8J8GOJsXcI-bXPOVq2-icKNgx3d98b4yXio-a7InQ/viewform?usp=sf_link


東京学生書道連盟 

 

慶應書道会は東京学生書道連盟という団体に所属しています。 

東京学生書道連盟、略して東書連とは、跡見学園女子・慶応義塾・國学院・東京女子・日本女子・法政・

明治・立教・早稲田の９大学の書道サークルによって構成されている団体です。 

年間を通じて、新入生歓迎会(連盟新歓)、展覧会(書連展)の開催、合同有志会、連盟合宿など様々な行

事が行われます。書道の技術向上に加えて、普段交流のない他大学と親睦を深めることができます。 

 

 

 

  

 

 

 

  

連盟新歓(5 月)※ 

新入生にとって、はじめての連盟参加行事にあたります。

様々な共同作業やレクリエーションを通じて、多くの他

大学の連盟員と知り合うことができます。 

※今年度は中止が決定しています。 

書連展(6 月)※ 

連盟員一人一人が力を合わせてつくりあげる展覧会で

す。他大の人の作品を見ることにより、大きな刺激を受け

ることができます。準備や、展示・鑑賞、最後の後片付け

や食事会を通じて、自然と連盟の中に溶け込めるでしょ

う。※今年度は中止が決定しています。 

合同有志会(9 月)※ 

有志会は、主催者を中心として、一つのテーマに沿って書

の勉強を行う場です。自分の知らない書体を学び、新たな

分野の創作意欲が刺激される絶好の機会といえるでしょ

う。※今年度は中止が決定しています。 

連盟合宿(2 月) 

３泊４日の合宿で寝食をともにして交流を深める場で

す。一連の練習会、有志会、レクリエーションや懇親会

を通じて、書道という一つの芸術を志して集まった仲間

の才能、そして、人間性に心を打たれ、最終日には別れ

がたい仲間がたくさんできていることでしょう。 



慶應書道会の 1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入生歓迎会(4 月中旬)※ 

新入生のみなさんの名前と顔を先輩や OB･OG に覚えてもら

い、交流の幅を広げることのできる機会です。会員はスーツ着

用の緊張感のある最初の行事です。 

※今年度は、6月 20日に延期され、オンライン上で交流会を

行いました。 

 

 

 

 

新入生歓迎合宿「しんどう」(5 月中旬)※ 

書道会なのに筆を持っていかないという書道会らしさ満載の

行事。海で水遊びをしたり浜辺で花火やバトミントンをした

りします。一晩中語り合うなどして、会員同士の仲を一段と深

めることのできる合宿です。 

※今年度は中止が決定しています。 

 

校外展（８月初頭）※ 

多くの新入生にとってはじめて自分が出品する展覧会です。

納得のいく作品を完成させるのは難しいですが、その分達成

感も格別です。先輩、同輩の作品から学ぶことも多いでしょ

う。今年は書道会の100周年を記念し、「百周年展」と題した

校外展を 9 月に行う予定でしたが、来年以降への延期が決定

しています。 

 

 

 

 

 

 

夏合宿（8 月末～9 月初頭）※ 

書道と遊び、どちらも経験することのできるメリハリのある

行事です。集中して練習し、先生方に本格的に教えて頂けるた

め、大きな成長を遂げることができます。また、肝だめしや演

芸会などのレクリエーションも楽しめます。書道会の楽しさ

が凝縮された行事です。今年は8月 29日～9月 2日に行う予

定です。※今年度は中止されました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように書道会には 1 年通してたくさんの行事があります。しかし、ここでは紹介しきれないイベン

トもまだまだあります！補講日にディズニーへ行ったり、同期旅行をしたり、忘年会でプレゼント交換を

したり…そして、他大学などの展覧会を見に行くと勉強になるのはもちろん、先輩方に美味しいご飯屋さ

んに連れて行ってもらえるかも♪自粛期間中にもオンライン上で何度も交流会が開催され、同期の仲間

たちとの親睦を深めたり、学年を超えた触れ合いをすることができました。いろいろなイベントにとりあ

えず参加してみることで、書道会の居心地の良さに溺れていくことでしょう。  

三田書作展(11 月中旬)※ 

11月 20～23日に開催される三田祭でも作品展を開催します。

半年の練習の成果を発揮することができる場です。学外から

のお客様や OB・OG が大勢見え、書道会ビッグイベントのひ

とつと言えます。この三田祭が終わると幹事職が３年生から

２年生へと引き継がれます。※三田祭がオンライン開催とな

ったことを受け、書道会では専用のサイトを作成し作品を展

示する予定です。 

 

 

 

春合宿(2 月下旬) 

期末試験も終え、のんびりとした雰囲気で、最もじっくり書道

に向き合うことのできる期間と言えるでしょう。春合宿のレ

クには温泉や雪遊びなどの季節らしいものやほうとう作り、

富士急ハイランドなどその土地ならではのものもあるので存

分に楽しみましょう。 

 

 

 

卒展・卒歓（3 月） 

卒展とは卒会される４年生が会で開く最後の展覧会です。会

場は日吉の来往舎です。卒展を終えた後に開かれる卒会生歓

送会ではお世話になった４年生のスピーチに涙も…。このこ

ろには３年後に控えた卒会が嫌だと思えるほど会が大好きに

なっていると思います。 

 

 

 



書体紹介 

 

一言で「書道」といってもたくさんの書体があります。ここでは慶應書道会員が普段取り組んでいるもの

をいくつか紹介します。 

 

楷書 

楷書は最も皆さんに近い時代の書です。小学校の書写の授業で書いたのも楷書ではないでしょうか。一見

同じに見えるかもしれませんが、古典によって線の太さが違ったりします。その違いを比べながら書くの

も面白いかもしれませんね。初心者にも取り組みやすい字体です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行草 

行・草書とは、いわゆる崩し字です。その書のタイプは様々であり、表現の幅はかなり広いのですが、楷

書等と違い、活字としてみかけることはないでしょう。それは行・草書が、楷書よりも一字のバランスに

変化をもたせて、動きを作り、全体としてバランスをとって、流れを演出するところに原因があるようで

す。線の強弱などをつけるなど躍動する書が書けるようになれば、書道はおもしろくなるでしょう。ぜひ

お気に入りの法帖を見つけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



篆書（てんしょ） 

篆書は秦時代よりも前に使われていた最も古い書体です。亀の甲羅に書かれた甲骨文、金属に刻まれた金

文、始皇帝が統一した書体の小篆などに分類されます。神秘的な字形は古代のロマンを感じさせます。左

右対称にそろえて書くとよいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隷書 

隷書は篆書を簡略化し、直線的にした書体です。あまりなじみがないように思えますが、実は町の看板や

新聞の題名など様々な所で見かけます。横画が水平、縦画が垂直で、原則左右対称の扁平な形になりま

す。起筆から終筆までの運筆は一定の速度で行います。波磔は、終筆の最後に力を入れて右上方向に払い

あげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



仮名 

仮名書道の目標は、和歌や俳句などの美しい日本の言葉を洗練された日本の文字によって書きこなす、と

いうところにあります。そのための近道は、先人たちの書き残した名品を臨書（既存の作品をお手本にし

て書写すること）し、練習を重ねることでしょう。繊細で優美な平安期の名筆を通して、当時の人々の感

性を学べることが仮名書道の魅力の１つです。仮名は大学から始める人も多く、講師の楢崎先生と杉先生

が初歩から丁寧に指導して下さいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作 

創作では、法帖を用いないで自分の好きな字を書きます。お手本は先生方に頼んで書いていただけるの

で、安心して取り組むことができます。自由さがあるので楽しいです。 

 合作では、全体合作、学年合作があり、それぞれ自分たちで決めたテーマに従って作品を創り上げま

す。人目を引く大きな作品ができるので、やりがいがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



現役会員の声  

１年先に入会した先輩による書道会の紹介です。書道初心者や三田で授業がない先輩、兼サ

ーしてる先輩…人それぞれですが皆楽しく書道をしています。参考にしてみてください！ 

 

１．文学部仏文学専攻 2年 N.T    

 オリエン期間、私は字が綺麗に書けるようになりたいなあという漠然とした願望から書道会の説明会に

行き、言われるがままにオリエン LINE に入り、手続きをしました。とある運動系のサークルに入ってい

たので、とりあえず入ってみた書道会オリエン LINE には沢山のイベント案内が流れてくるのに、新入

生歓迎会にも春学期の練習会にも満足に行く事が出来ませんでした。書道道具の買い出しに行くツアー

に参加できたのは六月始め頃で、書道も初心者なのにどうしよう、完全に出遅れた…と思っていました。

が、練習会に参加する度に先輩方はとても優しく声を掛けて下さり、何から始めればいいかも分からない

私にも沢山教えて下さりました。皆さんめちゃめちゃ書道好きなんだなと実感すると同時に、なんて居心

地のいいサークルだろうと思ったのをよく覚えています。食事会や飲み会でも、荒れる事はほとんどな

く、お酒を飲まなきゃいけない雰囲気でも決してなく、皆さん穏やかに語らっていらして、ここは安心で

きるサークルだなあと感じました。この心地よさは一年間先輩方、同期のみんなにお世話になってつくづ

く感じています。1 年生の皆さん、ぜひ私たちと歴史ある慶應書道会 102 期として一緒に活動しません

か？ 

 

２．法学部法律学科 ２年 R.T 

こんにちは。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！ 

私は今、資格試験に向けてダブルスクールをしています。時期によっては、塾の勉強が忙しく、顔を出せ

ない時もあります。でも、書道会なら大丈夫。自分が行ける余裕のある時に練習会に参加するスタイルな

ので、勉強に余裕が出来た時に練習に行けば大丈夫です。あまり練習会に参加できなくても、たまに顔を

出せば同期や先輩方が優しく話しかけてくれる、本当に温かいサークルなんです。こんなに学年を越えて

仲の良いサークルは、そうそうないと思います。 

もちろん、入会にあたり、資格試験の勉強との両立に悩む人はいると思います。私も入会時は、正直両立

ができるか不安でした。でも、そんな心配はいりません。書道会で 1 年間楽しく過ごさせてもらった私

から断言させてもらいます。書道会なら、勉強との両立は可能です！むしろ、大好きな書道会の人達に会

うことをモチベーションに、勉強を頑張っています。なので、私は書道会に入って本当に良かったと思っ

ていますし、書道会は私の大学生活に華を添えてくれる大切な存在となっています。 

資格試験のことに特化してしまいましたが、資格試験の勉強に限らず、書道会には、バイトや他サークル

の活動、学部の勉強等、色々な理由で忙しくしている人が沢山います。そんな彼らも、上手く両立して書



道会を楽しんでいます。 

書道会の入会に悩んでいる方は、とりあえず入会してみましょう！気がついたらあなたにとってかけが

えのない存在となっているはず。皆さんの入会、心からお待ちしております。 

 

３. 理工学部生命情報学科 ２年 W.H 

この 1 年、書道会一本でやってきましたが、書道会だけでも充実した大学生活 1 年目を送る事が出来

ました。 

 書道と聞くと、あまり楽しいとかキラキラというイメージが無いと思いますが、書道会はその部分も程

よく押さえつつ、本質である書道についてもハイクオリティで楽しめるサークルです。 

 春、夏には書道とその他を行う合宿があり、書道会員として出品できる展覧会が基本 3 つあり、色ん

な書体や作品を見る事ができます。 

 また会員同士で、ご飯、ディズニー、富士急に行ったり、テニス、フットサルをしたり書道以外でも他

の会員を巻き込んで何でもできます。 

 僕もそうでしたが、大学生活色々と忙しい人でも、基本練習会は自由参加なので会員が練習会に参加し

たい時に参加でき、ダブスクや忙しいバイト、兼サーをしていても楽しく続けられます。 

 会の雰囲気がとても暖かく、居心地もとてもいいので、ぜひ入ってみて下さい！！ 

 

４．法学部政治学科 ２年 S.H 

私が書道会の存在を知ったのは、大学入学前の秋頃のことです。左利きであったこともあり、小学校の

習字の授業について行けるように「子ども書き方教室」に通い始めましたが、気づけば高校卒業間近。も

う子どもと呼べる年でもないので教室を出なければなりませんでした。ですが、ただ字を書くことだけに

気持ちを向ける時間が何となく好きで、その時間が無くなってしまうことが寂しかったため、書道のサー

クルに興味を持つようになりました。慶應で先生をしていらっしゃる知り合いの方から勧められ、卒展に

も行きました。新歓期、色々なサークルに捕まったら疲れてしまうなぁと思い、真っ直ぐ書道会の説明会

に行き、そのまま入会。書道会の居心地の良さは天下一品で、筆を持つ前から既に「私ここ好きだな」と

思っていました。書道の何たるかなんて全く知らないにもかかわらず、物凄く意識高い系みたいになって

しまって、書道会の活動に参加する気満々でした。しかし、ここで問題が発生します。主な活動日である

水曜日と金曜日の 5 限に語学の授業が入っていたのです。一番自由度の高い学科かと思われる法学部政

治学科にいるのに、兼サーもしていないのに、書道会の練習に全然参加できないなんて。私は書道会の輪

に入れないのではないかと酷く心配したことを覚えています。でもそんな不安は全くの無駄に終わりま

した。日吉での練習会は自主練習会ですが、先輩方が優しく見守り丁寧に教えてくださいますし、イベン

トに参加すれば日吉練習会で会えない先輩方や同期たちが温かく迎え入れてくれます。これまでの人生

で、書道会ほど心地良い場所に私は出会ったことがありません。壁を作らず、1 人でいても寂しくさせず、

自然に居場所をつくってくれるのです。大学生活におけるサークルの位置づけは人によって異なります。

書道会は皆さんが関わりたい関わり方で、最適な距離を保ってくれるサークルです。 

皆さんも書道会を居場所にしてみませんか？皆さんの書道会への入会を心よりお待ちしております！ 



５．薬学部薬学科 ２年 Y.S 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

 大学生となり、サークル選びをするのはワクワクドキドキする反面、これから新しく出会う人たちと上

手く打ち解け、サークルに馴染めていけるかどうか、少し不安に感じている人もいるのではないでしょう

か。そこで私からは、書道会の雰囲気や魅力を皆さんにお伝えしたいと思います。 

 書道会には、個性豊かな人がたくさん所属しています。そして、皆優しくて、温かい人たちばかりです。

私は、書道会のほかにもサークルに所属していたり、大学の勉強やレポートが忙しかったりで、1 年生の

春学期はあまり練習会やイベントに参加できていませんでした。そのため、三田キャンパスでの練習会に

初めて参加するとき、ほかの同期からの出遅れ感もあり、少し緊張していたのを覚えています。しかし、

先輩方も同期も、たまにしか練習会に参加できていない私に対して、とても優しく温かく接してくれまし

た。先輩方から書道のアドバイスをしていただいたり、学年や学部を問わず様々なお話しすることができ

たりと、とても楽しい時間を過ごせました。秋学期には三田祭での展覧会に向けて、たくさんの先輩や同

期に助けてもらいながら作品を完成させ出品することができ、とても嬉しかったです。 

 サークルの関わり方は人それぞれだと思います。書道会一本で活動したいなという人も、他のサークル

と兼サーしようかなと考えている人も、自分のペースで気軽に参加することができるのが書道会の魅力

です。書道経験者も未経験者も、書道会に少しでも興味のある人はぜひ一度練習会や部室に顔を出してみ

てください。そして、会員とお話ししてみてください。きっと、書道会の温かな雰囲気を実感できると思

います。 

 皆さんの入会を心からお待ちしております。最後までお読みいただき、ありがとうございました！ 

 

 

編集後記 

 最後までお目通しくださりありがとうございました。新歓も活動も禁止されている状況で、SNS の情報

のみを頼りに、無数のサークルの中から入るものを絞るのはとても骨の折れる作業だと思います。このパ

ンフレットで少しでも皆様のサークル選びのお手伝いができれば幸いです。もしちょっとでも書道会に

興味をもってくださったのであれば、活動を再開できた際に、試しに練習会や部室に足を運んでみてくだ

さい。どんな形での参加でも、一度書道会に来ればこの会の雰囲気を感じ取っていただけると思います。 

そしてその空気が、皆さんの肌に合っていると感じたらぜひ入会してみてください。会員一同全力でお待

ちしております。これを読んでいる皆様とお会いできる日が一日も早く訪れますように…❀お体ご自愛

くださいね。 

法学部政治学科２年 S.T 
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