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はじめに

退職してダンスを始め、ダンスというものが少し分かってきたときに、これまでのダンス経

験を本にまとめました。それ以来、本を書くことがとても楽しくなり、これまでにダンス、花巡

り、ミニチュア工作、日曜大工、コンサート鑑賞などに関し、多くの本を書きました。

在職中はコンサルタントをしていて、多くの提案書を書いたので、文書を書くことは苦手で

はありません。今回、私流の本の書き方をまとめましたが、多分に在職中の提案書の書き

方に似ています。
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＜著作権＞
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1． 文筆のキッカケ

早期退職をして直ぐに、ひょんなきっかけから

ダンスを始めました。最初は夢中で練習に励み、

周囲のことは全く見えませんでしたが、2 年半経ち

ある程度踊れるようになると、色々なことが見えて

きました。見えてくると色々思うこと感じることが出

て、忘れないうちに文章に残そうというのがきっか

けです。正月休みでダンスのレッスンが無いことも

あり、一週間かけて「ダンスについて」を書き上げ

ました。

一冊書くと文筆が面白くなり、ダンス以外のテ

ーマでも書くようになりました。

＜余談＞

最初は週 2回の個人レッスン、週 6回の団体レ

ッスンでめきめきダンスの腕を上げました。しかし、

ダンスの実力は数値では表せず、また男性同士が踊るわけでもなく、数の少ない男性はい

つも踊っているので他の男性の踊りを見ることはありません。したがって実力を上げても他

の男性から見ると、私は皆より数年経験の少ない初心者の扱いです。女性もしかりで、い

つまで経っても初心者の扱いです。まさに年功序列の世界です。この経験を初版の「ダンス

について」と「お笑いでつづる中高年の社交ダンス」に記述しました。書くことで言いたいこと

が言えた気分になり、ストレス解消になりました。

2． 文筆の効用

（1）達成感

人が生きていくことでの最も大きな活力は達成感です。趣味はとても楽しいものですが、

趣味の結果何か目に見える物が出来ると達成感がより高まります。音楽鑑賞や映画鑑賞

は、楽しい記憶は残りますが、目に見える物は残りません。一方書道や絵画は、作品が目

に見えるものとして残るということです。文筆は書き物という目に見える成果物ができ、大き

な達成感が味わえます。

（2）コミュニケーション

他人に読んでもらうことで、他人とのコミュニケーションが図れます。他人に自分の主義・

主張を理解してもらうのも嬉しいものです。読んで頂いて他人から頂く感想で、次の文筆の

意欲も沸いてきます。

（3）老化防止

とにかく頭を使います。まず調べること、調べた内容を整理すること、それらから新たに

文章を創作することなどで、脳が活性化されます。「脳トレ」という言葉があります。体力トレ
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ーニングに対する脳トレーニングの略です。脳も鍛えないと衰えてしまいます。文筆は脳を

使うので、脳トレのとても良い手段です。

文章はパソコンで書いています。パソコン操作では指を使います。一般に指を使うことは

老化防止に役立つと言われています。余談ですが、携帯メールも指を使います。メール文

を作ること、指を使うことで携帯メールを操作することは、やはり老化防止に役立ちます。

3． 私流・文筆手順

私の文章作成の手順を図 1 に示します。机上の作業とパソコン作業を繰り返します。机

上の作業とは紙と鉛筆での作業です。図 1 では作業の流れが矢印で示されていますが、こ

れは全体での大きな流れで、具体的な作業では行ったり来たりの作業を繰り返しています。

図 1 で特筆すべきは、文章を書き始めたらパソコン作業に入りますが、校正作業で机上作

業に戻しています。この理由は後述します。

机上の作業 パソコン作業

（2）キーワードを羅列する

（1）書く分野を決める

（3）キーワードに関する情報収集と整理を行う

（4）文章を作成する

（5）文章に見出しを付ける

（6）文章を並び替える

（7）イラスト/写真を入れる

（8）紙に印刷し校正を加える

（9）修正を加える

（10）最後の仕上げを行う

紙に印刷する

製本する

図 1 文書作成の手順
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4． 私流・文筆方法

（1）分野の決定

書こうとする分野を決め、「○○○」、「○○○について」、「○○○の○○」などで表現し

ます。これが、とり敢えず本の「題目」になります。とり敢えずというのは、後で変わる場合が

あるからです。文章を書いてみて、文章の全体と最初に決めた題目が合わない場合は、題

目を適したものに変えます。後で変えるからといって、分野を決めない、又はいい加減な表

現にすると、キーワードが出てこない、キーワードに一貫性が無いなどで、その後の文章作

成が上手くいきません。

（2）キーワードの羅列

分野（＝題目）に関するキーワードを羅列します。キーワードは「重要な手掛かりとなる語」

です。分野に対していきなり文章を書くのではなく、まずはキーワードに対して文章を書きま

す。この文章が集まって分野に対する文章になります。

キーワードの中身、数で文章全体の中身や量が決まるので、適切なキーワードを多く出

すことが大切です。キーワードは自らの経験、観察、他人の言動などから得られます。した

がって、家の中にじっと居ただけではキーワードは得られません。大いに外に出て色々なこ

とを体験することが重要です。（フィクションは頭の中でキーワードを作れると思いますが、

それでも過去の経験が無いと上手くいかないと思います。）

キーワードを得ても直ぐに忘れることが多いので、メモを取ることが重要です。常に紙と

筆記用具を持つようにします。携帯電話は常に携帯しているので、メモ機能でキーワードを

書き留めるのも良いと思います。

（3）キーワードに関する情報収集と整理

キーワードに関する情報を収集し整理します。昔は図書館で色々調べたのですが、今は

インターネットでおおよそのことは調べられます。専門的なことは専門書で調べるか、その

道の専門家に尋ねます。情報の量で文章の量が決まるので、できるだけ多くの情報を集め

ます。

キーワードに対して一面的な見方をするのではなく、多面的な見方も重要です。そのた

めにはネガティブインフォメーションという、都合の悪い情報を集めることも重要です。人の

見方、意見は多種多様なので、多くの方の意見を聞くようにします。

（4）文章作成

キーワードに（3）で得た情報を加えて文章にしま

す。始めから完成した文章にしようとせず、まずは思

いついたままに書いていきます。

パソコンは、追加、削除、移動、修正などが容易に

行えるので便利です。また文章校正機能で、助詞の

「てにをは」の欠落/不適な使用、句読点の不適な使

用はチェックしてくれます。
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（5）見出し作成

作成した文章の内容を端的に表す見出しを付けます。この見出しは目次の項目になりま

す。キーワードが見出しになることが多々あります。

（6）文章の並び替え

キーワードに関して文章を書き、キーワードごとの文章の塊ができます。次にこの塊を、

読者にとって理解しやすい順番に並び替えます。

並び替えの順序としては、時間の流れに沿った時系列型、同じようなキーワードごとに並

べるテーマ型、段々と核心に持っていく起承転結型などがあります。例えば子どもの成長を

書いた場合は、時系列型に並び替えます。園芸について書いた場合は、草花、樹木、土/

肥料などのテーマ型に並べます。理論的なものを書いた場合は、最初は簡単な内容にし、

次に詳しい内容にし、最後は核心になるような起承転結型にします。

（7）イラスト/写真の挿入

文字ばかりの文章は味気なくつまらないも

のです。気の利いたイラストや、文章に関係す

る写真を挿入することで、読んで楽しい文章に

なります。私はイラスト/写真を各ページに必

ず 1 つ入れるようにしています。入れることに

より、文章中の表/図がページをまたがるよう

に分断されたり、イラスト/写真が上手く挿入で

きなかったりすることがありますが、その場合

は調整します。

（8）校正

私は書き上げた文章を一旦紙に印刷して、

赤のボールペンを使い校正（追加、削除、修

正など）を行っています。紙に印刷することに

より、全体がよく見え、他のページを参照した

い場合も、さっとそのページが見られるからで

す。

慣れてくるとこの校正がパソコン上でできる

ようになり、最近は紙に印刷することなくパソ

コン上で校正作業を行っています。

（9）修正

（8）の校正内容をパソコン上で反映させます。これにより表/図/イラスト/写真の配置が

紙の上での校正

挿入写真の例
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崩れることがありますので、これの修正も行います。

（10）最後の仕上げ

最後の仕上げとしては、「はじめに」、「編集後記」の記述、著作権/参考文献の表示、目

次の作成、図番号、表番号の記入などがあります。図番号、表番号は、文章作成途中では

「図●」、「表●」と記述しておき、最後に記入します。

5． 著作権/参考文献

他人の作品を使った場合は、その方の著作権表示の指示に従った「著作権」表示を行い

ます。図書やインターネットから引用した場合は、引用先を「出典」として文章中に記述しま

す。作品全体に対しては、自分の著作権が存在することを、次の表現で表します。

Copyrights (c) 自分の名前 All Rights Reserved.

文筆に当たって参考にした文献/図書があれば、「参考文献」として文献/図書名、執筆

者名、発行年月日を記述します。

6． 製本方法

執筆したものは本の形に装丁すると、格調高くなります。A5サイズが適切と思いますが、

中高年向けには、字の大きい A4 サイズが良いと思います。以下は私の製本方法です。

（1）印刷

A4 サイズに仕上げる場合は、A4 用紙に両

面印刷をします。両面印刷なので、印刷が裏に

透けない厚めの用紙が適しています。

A5サイズに仕上げる場合は、A4用紙を半分

に切り、それに両面印刷をします。または、A4

サイズに「割り付け印刷」をし、印刷後半分に折

りたたみ A5 サイズにします。

最終ページは耐久性を高めるため、画用紙

などの厚紙に印刷します。

テープ（表紙、裏表紙を跨いでいます）

表紙

（透明シートを

表紙の上に乗

せます）

裏表紙

（厚紙を使

います）

割り付け印刷
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（2）ホッチキス止め

A4 サイズは 5 箇所、A5 サイズは 3 箇所ホッチキスで止めます。ページ数が多くて厚くな

ったときは、大型のホッチキスを使います。ホッチキスの針は金槌で叩き平らにします（写真

参照）。

（3）テープ貼り

黒のガムテープ（写真参照、100 円ショップで売られています。）を、

表、裏を跨ぐように貼ります。

（4）透明シート

透明シートを表紙の上に重ねて製本すると、見栄えが良くなりますし、耐久性が高まりま

す。透明シートは、市販のクリアファイルを切って作成します。

7． 文筆のためのツール

パソコンで文章を書いています。ソフトは

Microsoft 社の Word です。ペンの場合は修

正の場合消しゴムを使うとか、文章の並び

替えが不可能などの不便さがあります。そ

の点、パソコンは文筆にとても便利です。

文章は自宅の 2 階寝室で書いたり、1 階

の食卓、ソファー、コタツで書いたりするので、

ノートパソコンを使っています。情報収集に

インターネットを使用するので、光インターネ

ットを採用し、1階でもインターネットを使用で

きるように無線 LAN を使っています。

写真は使用しているノートパソコンですが、パソコン台は自作のもので、台の下には両足

が入ります。この台を使って、ソファーに座ってとか、コタツに座ってとかで文筆しています。

イラストはインターネットで収集したものと、パンフレットなどからスキャナで読み取ったも

のを使います。写真はデジカメで自ら撮影したものを使います。イラスト/写真は、画像編集

ソフトでトリミング（1）や容量削減（2）などを行ない、その後文章に挿入します。

（1）：画像の不要な部分を取り除き、必要な部分のみ残すこと。
（2）：画像の解像度を支障が無い程度に変更（圧縮という）して、画像の容量を落とすこと。
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