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高等学校 にお ける「漢字仮名交 じりの書」 の指導法 と鑑賞 の一考察
A Consideration of Teaching Methods and Appreciation
for The Book of chinese Characters with Japanese Syllabaries'
in The High School Education.
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(平 成 12年 10月 10日 受理)

は じめに
平成 15年 4月 1日 か ら、年次進行 により段階的 に適用 され る高等学校学習指導要領 の全面的
な改訂 において、「 A表 現」の「漢字 の書」「仮名 の書」「漢字仮名交 じりの書」の 3分 野 の構成
「漢字仮名
順序 を入れ換 え、「(1)漢 字仮名交 じりの書」、「(2)漢 字 の書」「(31fF名 の書」に改 めた。
「中学校国語科書写 と高等学校芸術科書道 との系統性 を踏
交 じりの書」が前面 に置 かれたのは、
まえる と共 に、 この分野が書 を生活 に生かす態度 の育成 を図る」 とい うことで あ る。 [注 1]ま
た改善 の基本方針 に「表現及 び鑑賞 の活動 を通 して生徒 が楽 しく書 にかかわ り、生涯 にわた り
小
」
書 を愛好 す る心情 と感性 を育 てるとともに、書 の文化 と伝統 を尊 重する態度 を育 て とあ り、
学校、中学校 で育成 された書写力 を一 層充実 して行 われ るようにす る とあ る。 [注 2]
以上 の ことを考 える と「漢字仮名交 じりの書」 の指導法及 び鑑賞が いかに今後大切 であるか
がわかる。今迄現場 において実際 に取組 んで こなかった指導者 も数多 くいた ことはま ことに残
念 である。 しか し今後 はそうは言 つてお られない状況 になって くる。 そ こで新 しい高等学校学
ついての一考察
習指導要領 になって も、又現在 の指導要領 において もで きる指導方法 と鑑賞 に
をま とめてみた。
「漢字仮名交 じりの書」の定義
「漢字仮名交 じりの書」 とは漢字仮名交 じりの詩歌 や文章・ 語句 な どを素材 として書 ぃた書
をい う。漢字仮名交 じりとい う日常的 な表記 を用 い るので、芸術的 な表現 とともに実用的 な表
現 も含 まれ る。
平成 15年 4月 1日 か ら年次進行 により段階的 に適用する、指導要領 においては、中学校国語
た
書写 と高等学校芸術科書道 との関連性 を踏 まえ、 また、書 を生活 に生かす態度 の育成 を図る
めの基本的 な分野 である ことを重視 して「書道
「書道

1

I」

の「漢字仮名交 じりの書」

「漢字仮名交 じりの書」の学習指導 の工夫
ア 内容 の取扱 い とその留意点

(1)字 形 や全体構成 に関す る内容

I」

では必ず扱 うこととしてい る。
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形 =0点 画 の位置、方向、長短、肥痩 (細 太)、 曲直、仰平伏、分間、疎 密 な どの組
み立て方
・ 偏芳、冠沓、 に ょう、垂れな ど、部分 の組 み立て方

・ 中心 (重 心)、 均斉、均衡、概形 (外 形)な ど、 1字 の形 の在 り方
全体 の構成
・ 文字の大小・ 疎密、字間、行 間、筆脈、墨の潤滑、濃淡、墨継 ぎ、字配 り、
字群 の構成 な どの在 り方
・ 軽重、強弱、剛柔、明暗、清濁、一貫性 (気 脈 の貫通)、 変化 と統一、余 白な
ど全体感 の在 り方
以上の内容 が主 にな ると思われるが、紙面構成 のバ リエーシ ョン、同 じ大 きさの用紙 に書 く
場合 その中 をどのように使 うかによって作品 の効果 が違 って くる。
紙面 をどう使 い、自分の思 っ
い
こ
て る とをどのように表現するかが大切 で ある。
例 として和歌 を半紙横 にどう書 くか とした場合
①

天地 0行 間 を揃 える。(2)天 地 とも不揃 い。(3)天 を揃 えて、地 を不揃 い に。(4)地 を揃 えて、
天 を不揃 えに。(5)5。

7.5と 7.7の ブ ロ ックに分 ける。(6)ま た何行 に書 くか。以上 多

種 にわたる構成 や字形 の組 み立てのある ことを身 につ けさせ る。

② 表現 については、作品 としての表現 に重きを置 くか、実用的な面 に重きを置 くか を考慮
して、目的や用途に応 じた取扱 いをし、生徒の実態や特性 に配慮 しながら効果的な学習指
導を進めてい くようにする。
表現 に関 しては種々 あるが どのような表現 にするか、発想を豊かにしてい くことがまず
大切であり、自主的に表現方法が選択できるように取組せ ることが必要である。以下種々
な表現方法を記すが、 この他 にも色々 とあるであろう。ユニー クな感想 と表現を生徒達 に
考えさせることも効果のあることと思 う。
例 として、①整斉な表現、②流麗 な表現、③重厚な表現、④細細 な表現、⑤力強 い表現、
⑥柔 らかな表現、⑦運筆 を遅 くした表現、③運筆 を速 くした表現、⑨筆圧を強 くした表現、
⑩筆圧 を軽 くした表現、⑪線 の太 い、細 いによる表現、等が考 えられる。

(2)用 具、用材 について
主な用具 0用 材 の類別 と扱 い方
主な用具 0用 材 の類別 と扱 い方などの例】
【

(和 筆 ,唐 筆 など)
(獣 毛筆 ,竹 筆 ,藁 筆 ,草 筆 ,木 筆 など)
・ 大 きさ (大 筆 ,中 筆 ,小 筆 など
・ 筆毛 の長 さ (長 鋒 ,中 鋒 ,短 鋒など

毛 筆・ 種類
0材 質

)

)

・ 筆毛の弾力
・ 穂 の形

鋼J毛 筆 ,兼 毛筆 ,柔 毛筆 など)

(柳 葉筆 ,面 相筆 ,延 喜筆 ,雀 頭筆など)

・ 穂 の作 り方 巻筆 ,水 筆 (捌 き筆―固め筆)
・ 筆 の下 ろし方 ,洗 い方など後始末や手入れの仕方
・ 保管の仕方など
硬 筆 0種 類 (鉛 筆 ,万 年筆 ,つ けペ ン,ボ ールペン,フ ェル トペ ンなど)
・ 種類 (和 墨 ,唐 墨など)
墨
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(油 煙墨 ,松 煙墨 ,固 形墨 ,液 体墨 な ど
・ 大 きさ (丁 型な ど)
・ 材質

)

0磨 り方 ,扱 い方 ,保 管 の仕方 な ど
イ ンク 0種 類 (水 性 ,油 性 な ど)
・ 種類
0材 質

硯

(和 硯 ,唐 硯 な ど
(石 ,陶 磁 ,瓦 な ど
)

)

・ 大 きさや形 ,洗 い方 ,手 入れの仕方な ど

0種 類 (和 紙 ,唐 紙 ,洋 紙 な ど

紙

)

・ 材質や用途及 び用紙

(半 紙 ,画 仙紙 ,料 紙 ,色 紙 ,短 冊 ,便 箋 ,封 筒 ,葉 書 き

な ど)
文

・ 大 きさや形 ,扱 い方 な ど
鎮・ 材質 ,大 きさや形 ,扱 い方 など

下

敷・ 材質 ,大 きさや形 ,扱 い方 な ど

'

その他・ 印刀 ,印 材 ,印 泥 ,印 矩 ,印 箋 ,朱 墨な ど
用具・ 用材 によって書 は表現 されるものであ り、それぞれ によって性能 が違 い、用 い方
や、取扱 い方 の違 い によって素材 (文 学)を 書 く場合 にも、表現 は大 き く左右 され る。 し
たがって用具・ 用材 に理解 と関心 を持 たせ るように、初期 の学習段階か ら指導 に配慮 して
い

1き た

い

。

例 として、①筆、剛毛筆、柔毛筆、兼毛筆 の毛 の質 による表現 の変化 や、長鋒、中鋒、
短鋒 による線質 の変化 による表現 の変化。②墨、濃墨 や淡墨 (青 墨、茶墨)に よる表現 の
変化 について、③紙、 にじむ紙、 かすれ る紙、 にじみの出 る紙、洋紙 を使 った場合等 によ
る表現 の変化。
(3)書 体 については、漢字 は楷書 や行書 を用 い、仮名 については漢字 と調和 させ るようにす
る ことが大切 で あ る。平易 な連綿 を加 える こともで きる。
「漢字仮名交 じりの書」 においてはまず第一 に誰 にで も読 める、理解 で きるとい う観点
か らす ると、家書 や草書 とい った書体 は可読性 に乏 しい とい うことで この範時か ら外 さな
ければな らない。
「漢字仮名交 じりの書」の基礎 として、行書体 が最 も適 してい る」 [注 3]
このように仮名 との調和 を考 えると行、草体 が一番使用 されよう。又楷書 も六朝風

野性

的で、渾朴 な表現 の時 には大 い に使用 されてよい し、隷書 を使用す る ことも可能 であるが
では楷書、行書が主体 となるであろう。
「漢字 は行書が 中心書体 で…… したがって行書 の気分 を加 えて用 いて
次 に調和 で あるが、

「書道

I」

い る場合 が多 い。 したがって直線的 な漢字 の表現力 を養 わねばな りません。 かたかなは、
もともと楷書 の一部分 を独立 させ た ものですか ら、漢字 との調和 ははまった く問題 が あ り
ませ ん。問題 はひ ら仮名 です。ひ ら仮名 は曲線的で直線 の部分 はきわめて少ない。したがっ
て両者 の調和 には、 まず ひ らがなの原形 をい くぶん変 えて、直線的 な形 を工夫 しなければ
な りません。
漢字 とかなの問題 を形の上だけで調和 させ ようとすると大 きな失敗 をします。
漢字 とかなの運筆 の リズム感 の一致 をはかることを忘れてはな りません」 [注 4]と い うよ
うにいかに調和 させ るかは大変難 しい こ とです。あ まり文字 の多 い よりは、 5文 字 か ら10
文字 あた りか ら調和 の方法 を学習 させ るとよいで あ ろう。
(4)素 材 の選定 に当たっては、 自己の感興 を盛 りこみやす い 自分 の言葉 や感動 した言葉 な ど
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か ら入 って い くことが望 ましい。 た とえ、 それが未熟 な ものであって も、書 こ うとす る意
志 を育 てて い きた い もので ある。
いずれ にせ よ、生徒 の特性 や 実態 に応 じて、弾力性 を もって取扱 って い くこ とが大切 で
ある。 その際、次 の よ うな こと も考 え られ る。

生徒 の身近 にあって親 しみやすい語句 や、校歌、応援歌、童謡 な どか ら入 ってい く。

①

手紙、 はが き、贈答用語 も実用的で取扱 ってい く。
短文 による文学作品 (俳 句、短歌、詩文)な どを書 いてみる。
目的や用途 に応 じた掲示物、映画やテ レビ番組、あ るい は本 な どの題字、キャッチ コ

②
③

ピー、標語、格 言 な どを取扱 ってみることも考 えられ る。
近 ごろは若 い人達の歌詩 の一節 が非常 に多 くな り、 ローマ字 を使用 しての作品 も多 くな
りつつ ある。新 しい傾向の台頭 とい うべ きか。身近 な語句 か らの取組 が大切 で ある。実用
的 な面 か らい う と日常用語 の他 に、掲示物 を書 くこ とか らはじめるの も一考 で、格言な ど
は芸術性 とい うより実用的な書 き方 の方法が一般的 には受 け入れやす いのではないか と思
う。

(5)文 字数 と大 きさ
①

初期 においては、文字数が多 い とまとま りに くい面 が あるので、少字数 の ものが好 ま
しい。 その際、漢字 と仮名 の字数 が どち らか一方 に偏 り過 ぎない ように配慮 し、慣 れる
にしたがって字数 を増 や してい くようにする。

②

文字の大 きさの とり方は、 目的や用途 によ リー律 にはいかないが、実用的な表現 の場
合 は、一般 に漢字 に比 べ て仮名 をやや小 さめに書 いて漢字 と調和 させ る。芸術的な表現
では、大 きさを規則的 にしないで、混然 とした調和 を追求する方法なども行 われる。
文字 の大 きさは半紙 に10文 字 ぐらいが一番初心者 には書 きやす い数、
大 きさとい える。

上記 に もあるように、漢字 と仮名 の配分、割合 に充分注意すべ きで ある。
イ 年間指導計画 への位置付 け方の工夫及 び留意点
年間計画全体 か ら見 ると
「漢字の書」
「仮名 の書」を学習 した後 に取扱 うことが、表現力、
理解力 か らみて妥当 と思われ る。 また、中学校書写 との接続 を図 るとい う面か ら、 1学 期
に取入 れる ことも考 えられる。
今迄 の要領 と、平成 5年 か らの要領 において学習す る1贋 序が変わるだけに、 いかに「漢
字仮名交 じ りの書」 をいつの時期 において、 どう入れるかが非常 に問題 となるが、実用的
な面 か ら入 る こ ととして楷書主体 の表現 が最初大切 で ある。 しっか りと実用的 な ものが書
けてか ら「漢字の書」
「仮名 の書」な どを学習 した後 に、芸術的表現 へ と移 ってい くのが 自
然な形式 と思 う。
次 の表 は前半 =実 用的表現 を立体 とした もので、後半 は「漢字の書」「仮名 の書」を行 っ
た後 にお ける芸術的表現 を主 にした もので ある。
年間 の時間配当を16時 間 とした場合 にお ける例 を以下 に示すが、生徒 の特性、地域や学
校 の実態等 に応 じて、芸術的な表現 と実用的な表現 との時間配分 を考 え、効果 が あがるよ
う工夫す る。
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く書道
「

I」

にお け る「漢字仮名交 じりの書」の時間配 当の例 〉
(前

半)

(後
6

用具・ 用材 の
取扱 と解説

8

1

半)

4

5

◎

◎

6

◎

実用的 な表現
(手 紙、掲 示物 ほか)

◎

◎

◎

◎

教科書教材 お よび
倣書 の学習
詩文、俳旬、
短歌 による創作
自分 の言葉、感動 した
言葉 による創作

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎印 =16時 間配当の場合

ウ 学習指導法 の工夫 と留意点

(1)導 入 にあたつては、実用的 な表現

(書 かれるものの 目的や用途 が実用 を目指 してい る

こと。手紙、 はが き、 ノー トや文 書 な ど)か ら入 るか、芸術的 な表現 (鑑 賞 を目的 とし
た もの。創作作 品な ど)か ら入 るかは、生徒 の特性、地域や学校 の実情 な どを考慮 して
行 うようにす る。

(2)実 用的な表現 においては、中学校 「書写」 との関連 か ら、整正の美 を主 とした楷書 に
よる学習 か ら行書 へ と展開 させてい く方法 も考 えられ る。 いずれ にして も、 目的や用途
に応 じるとともに、生徒 の興味 や関心 を高 めるよう指導 に配慮す る必要が ある。

(3)芸 術的 な表現 の指導 においては、初 めか ら多様 な表現 は困難 と思われ る場合、教科書
平易 な倣書的 な表現方法 か ら入って、
の教材 や資料等 の鑑賞 によって理解 を図 つた上で、
次第 に程度 を高 めてい くようにす る ことが考 えられ る。

(4)こ の分野 での古典 が確立 されていない ことを考慮 し、名筆 の鑑賞 や、「漢字 の書」「仮
0運 筆 による調和 のさせ方 について学習 させ
名 の書」 における書体、書風 に応 じた用筆
る方法 もあ ろう。

(5)自 己の意図 に基 づ く表現方法 を探究 させ、生徒 の個性 や工夫が十分表現 されて、 その
達成感 が次 の表現活動 を促 す力 となるようにする ことが大切 である。
(6)構 想〜表現〜反省・ 吟味〜再表現 とい う推敲活動 を繰 り返 した上で、一つの作品 を完
成 させてい く:そ の際、生徒 の表現意欲 の高 まりや制作過程 での苦悩、あ るい は完成 の
喜 びな どの体験 を大切 にしなが ら、適切 な指導 を進 めてい くようにする。

(7)倣 書的表現 で あるが、倉J作 とい つて も急 に制作 で きない生徒 もい る ことを配慮 して、
今迄「漢字 の書」 で学 んだ古典 の中 より自分 の好 きな書風 を選んで、 その感 じを表現 し
てい く倣書方法 が ある。次 にその具体的例 として各種古典 をあげた。 どのようなポイ ン
トが必要 か も例記 した。
①
②

漢字 も仮名 も筆圧 で切 り込むように工夫す る。
古文 (甲 骨文 )=直 線的 に明 る く鋭 く、
隷書 (封 龍山碑 )隷 書 は横 に線 が伸 び波 タクが特色 だが、仮名 を小 さめにして素朴
にす る。

鳥
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(さ
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ん宝子碑)直 線構成の中にやや隷書的点画がある。仮名も直線的に調和さ

せ る。
④

行書 (木 簡残紙)ま わ る く、やわ らか い こだわ りない紙質 を蔵筆 によ り表現 し仮名
も立体的 な線質 にする。

⑤ 楷書 (造 像記全般)た くましく書 き、点折で一度筆 を切 るようにする。仮名 もその
用筆で書 く。
⑥ 楷書 (鄭 道昭の書)ゆ った りとした線 で点折は極端 に筆圧を加えず、仮名 も息の長
い線 とする。
⑦ 行書 (蘭 亭叙)清 らかに品位のあるように、線 の動 きを観 し、ねばりある線質 とす
る。
③ 行書 (枯 樹賦)細 く鋭 く微妙な線の動 きに注意 し、細 くても鋭 くなるように書 くこ
とが重要である。
⑨ 楷書 (建 中帖)線 の丸味、厚味を仮名 にも調和 させ、素朴 にしっか りと書 く。
⑩ 行書 (行 書詩巻)線 の変化、全体 の流れ、点画の発達退化 に着目し、筆の抵抗を応
用する。
①

仮名 (秋 萩帖)ゆ った りとした中 に も、張 りのある線質 を大切 にし、調和 を大切 に
し漢字 も行、草体 を使用す る。 [注 5]

(8)名 筆 の鑑賞 について、 また身近な作品の鑑賞 については、「鑑賞」の ところで具体的 に示
す。
工 教材 の工夫

(1)学 習 した「漢字 の書」及 び「仮名 の書」 の古典 や教科書の作例、資料

(作 品集な ど)や
ビデオ教材等 を幅広 く鑑賞 させ、芸術的な表現 へ と発展 させ るよ うにする。 その
場合、あ

ま り偏 った表現や形式 にならない ように配慮す る。

(2)地 域 にある句碑、歌碑 等 を見学 した り、拓本や写真 によって鑑賞 させた りする こ とも考
えるよ うにする。

(3)教 師 の作例 は、生 きた資料 として活用するようにす る。
オ 教具 0教育機器などの活用 と工夫

VTR(ビ デオテ レビ)、 教材提示装置な どを
に
積極的 活用す るよ うにする。用筆・ 運筆 な どの技法 の学習や行の流れ、全体の構成 など
効果的な学習指導 を進めるために、OHP、

を取扱 った り、指導者 の表現例や生徒 の制作過程な どを示 した りす る時 も大 きな効果 が
期
待 で きる。部分的な拡大像の提示 によ り、理解や鑑賞 を深めさせてい くなどして存分 に活
用 した い もので ある。
力 評価の工夫
学習 目標 に照 らして、 どの程度達成 されたか を判定す るのが評価 で ある。学習指導上の
資料 として生かすべ きものであって、決 して生徒 を区別するための ものではない。評価の
対象 として例 えば次 のような項 目が考 えられ よ う。
①
②

「漢字仮名交 じ りの書」 についての理解 がで きてい るか。
漢字 と仮名 との調和 が工夫 されてい るか。

③

書体・ 書風 に応 じた用筆・ 運筆 が、仮名 との調和 において適切 に表現 され、効果 をあ
げてい るか。
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⑤

目的や用途 に応 じた表現 がで きてい るか。
用具 0用 材 の使用 に工夫 が されてい るか。

⑥

学習全般 にわたって、関心、意欲、態度 はどうであったか。

④

2

鑑賞の学習指導 の工夫
ア 内容 の取扱 い とその留意点

(1)鑑 賞 の学習指導 において も、楷書、行書 を主 とするが、生徒 の特性、地域や学校 の実態
に即 し、平易 な隷書 を加 える こともで きる。 また、家刻 の学習 との関係 か ら蒙書 を、仮名
の書 の学習 との関連 か ら、草書 を加 える こともで きる。
さらに、書体 の成立 を扱 うためには、全書体 を取上 げる こ とになる。

(2)表 現 の学習 と関連付 けて扱 う とすれば、導入期 では、整正美 の鑑賞 か ら入 って次第 に均
衡美へ と進 めて鑑賞力 を高 めてい くようにす るのが普通 で あろう。

(3)仮 名 の書 の鑑賞 については、連綿 や変体仮名 か ら生 まれる流動美や構成美 な ども取扱 う
ようにする。

(4)「 漢字仮名交 じりの書」 については、鑑賞 の対象 を身近 な書 にも求 めるようにす る。 ま
た古典 が確立 されていない ことを考慮 し、著名作家 の作品や、現代書家 の作品 を鑑賞 させ
る ことも身近 な方法 である。主 に著名人 の作品 としては、高村光太郎、若山牧水、会津八
一、中川一政、武者小路実篤、河東碧梧桐、良寛、石川啄木、小林一茶等が教科書 では多
く記載 されてい る。又名筆 としては「三宝絵詞」「定家臨貫 之土佐 日記」「伝源

俊頼、元

「伝藤原行成、近衛本和漢朗詠集」 な どが あげられる。
永本古今集」
イ 年間指導計画への位置付 け方 の工夫及 び留意点

(1)表 現 と鑑賞 とは互 い に深 く関連するものであるか ら、表現活動 を主 とす る授業 において
も、常 に鑑賞活動 に配慮 して計画す る ことが必要 で ある。授業 の展開 (指 導過程 )に おい
ては、鑑賞 か ら入 って表現 に移行 する場合 と、表現 か ら鑑賞 に移行す る場合 (特 に臨書 の
場合)と が考 えられ る。 また、鑑賞 で授業 をしめ くくる場合 と、表現 で しめ くくる場合 と
が考 えられる。 こうして、両者 を有機的 に関連 させ る形 で授業が進行す る。 この ことは、
「書道 Ⅱ」、「書道 Ⅲ」 にも共通す る ことで ある。

(2)鑑 賞 の学習活動 を主 とする単元

「書道 I」 においては、古名
(題 材 )の 特設 については、

跡 はもとより、生徒作品の鑑賞及 び身近 な書 の鑑賞、地域内の学校 の合同作品展 の鑑賞、
漢字 の書体、仮名 の成立 などについて工夫する ことが考 えられる。 なお、漢字 の書体、仮
名 の成立 についての学習 は、関連す る資料 の図版 や VTR、 スライ ド、OHPな どによる鑑
賞 を主 として進 める ことが有効 で あ ろ う。
ウ 学習指導法 の工夫 と留意点
表現活動 において生徒一人 ひ とりの個性 が尊重 され るの と同様 に、鑑賞活動 において も
個性 が尊重 されなければな らない。個 々の生徒 の感 じ方 の方向や強 さが異 なっていて も、
その違 い を大切 にし、一つの感 じ方 だけを性 急 に押 しつ けない よう配慮す る ことが大切 で
ある。 また、次 のよ うな配慮 も必要 である。
・ 古典 をどのように観察 し、 どのように鑑賞すればよいか を多 くの例 で示 す こと。
・ 指導者 が先 に結論的 な ことは言わ ない ようにして、生徒 の発言 を待 つ こ と。
・ 生徒 の発言 をで きるだけ肯定的、共感的 に聴 くこ と。
・ グループを作 って話 し合 わせ てか ら、感 じた ことを文章化 させてみるの も、発言 を促
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す 一 つ の 方法 で あ る。

鑑賞力 は、好悪 の感情 を基盤 にして、感動す る心 を広 げ磨 くこ とによって高 め られてい
くものであるか ら、価値論 はさておき、 まず、生徒 自身 の言葉 で感 じた ままを語 らせ る こ
とが大切 で ある。 この体験 を積 み重ねる中で、 おのずか ら、書 の良 さや美 しさを味わ い認
識す る感覚 が芽生 え育 ってい く。

(1)直 観的鑑賞 の指導
① 「漢字仮名交 じ りの書」の作品の性情 や調和 の様子 (全 体感 )を 生徒 に把握 させる場
合 は、第一印象を尊重することが大切 である。感 じ方の方法や強さに見 られる個人差 を
大切 に扱 いたい。
② 作品一つだけを鑑賞させ るよりも、 それ と対象的な他 の作品 と対比 して鑑賞 させ るよ
うにすると、いっそ うその特′
性を明 らかにすることができる。 また、 どんな作品 と組 み
合せて鑑賞 させるかによって、 その印象が変化す ることに気づかせ るようにする。
(2)分 析的鑑賞の指導―一書 の美を構成する基本的要素の把握
「漢字仮名交 じりの書」の良 さや美 しさの要因を分析的 に把握 しようとする場合、留
意すべ きことは、表現技法 に結 びつ けて鑑賞す ることである。つ まり、字形 の構成法、

①

点画や線、用筆法、運筆法などに焦点 を当てて鑑賞す ることである。
② 字形 の構成 について具体的 に鑑賞 の視点をあげる と、点画の位置、方向、長短、曲直、
均斉 0均 衡 などがある。 また、行書の古典 を対象 とする場合 は、 これらのほかに、点画
の肥痩、潤渇、運筆 の遅速・緩急・抑揚 の リズムなどが鑑賞 の視点 となる。肥痩、潤渇、
運筆 のリズムなどは、全体構成 を分析的 に鑑賞する場合 にも重要な視点 となる。
③ 分析的鑑賞 は、創作学習を通 して深 まるものであり、両者 の関連がいかに密接 なもの
であるか を理解 させることに も配慮 したい。

(3)創 作活動 を伴 った鑑賞の指導
上記の直観的鑑賞や分析的鑑賞 を伴 う学習を通 して鑑賞力 を高 めるとい う活動を積 み重ね
る中で、次のように、書への理解 を深めるとともに、創作活動の意義を考えさせることがで
きる。
① 創作活動を伴 った鑑賞 においては、例えば、近代の作家の作品の直観的鑑賞や分析的
鑑賞を通 して、創作 の意図やそれに基づ く構想を吟味させ るようにす る。 その際、取上
げる作品 は、
「書道 I」 の性格 や 目標 に照 らして選択するが、評価 の定 まらない特異 に作
品は避 けるべ きであろう。
② 書の良 さや美 しさの鑑賞 は、既 に述べた通 り、主体的な感 じ方を尊重 し、生徒 の感受
力 の育 つのを助 ける配慮を忘れない ようにする。
③ 創作活動 によって習得 した技法で、短 い語句 ない し俳句 などを素材 として倣書 させ、
それぞれを相互に鑑賞 させるようにする。 その際、 まず、全体から感 じられる ものは何
か、 その第一印象 を発表 させるようにする。 (直 観的鑑賞)
④ 作者自身の表現意図、構想 から表現 に至 る過程 とその成果を自己分析 させ、他者が受
けた印象 との異同を吟味させ る。 その ことを口頭で発表させた り、鑑賞 カー ドや ノー ト
に記録 させた りする。 (分 析的鑑賞)
⑤ 作者 の意図 にかかわ りな く、他者 の眼 にはそれぞれに映 る一― これが「作品」の特性
であり、つ まり、作品が作者 を離れて ひとり歩 き"す ることを理解 させる機会 とする
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ことも意義 が ある。
⑥

上記 の事項 な どを基礎 として「書道 Ⅱ」 か ら「書道 Ⅲ」 へ と発展 させ、深化 を図る。

(4)身 近の書や 日常生活の中の書 の鑑賞 の指導
①

身近 に見 られる書 については、長期休業期間 などを利用 して鑑賞体験 を持たせ るよう
にする。
た とえばく床 の間 の掛軸 や、 その他、室内 に飾 ってある書、屋外 の文学碑 やその他 の
石碑、門額、商店 な どにあ る木額、看板、表札 な どを鑑賞 し、記録 させて提出 させ る方
法 が ある。それ らの うち、可能な ものについては、 グループを作 って採拓 させ るの もよ
い。 しか し、 この場合 は、綿密 な事前 の調査研究及 び事例 による指導が必要 で ある。安
易 に取上 げる こ とには問題 が あ ろう。

②

社寺 や公園 な どに石碑 や木額 が多 く見 られ る地域 では、校外授業 の一つ として取上 げ
る こともできるであろう。

③

指導者 が、 これ らをカメラや ビデオに収 め、あ るい は、採拓等 によって鑑賞資料 とし
て収集 し、整理編集 して教材化する方法 もある。それ らと古典 との共通点 と相違点、独
自性、地方性等 について話 し合 った り、鑑賞 の手引 を付 して教材 として活用 した りする
こ とがで きれば、 その学習効果 は極 めて顕著 な もの となるであろう。

④

日常生活 の中で 目にふれ る実用書 について も、適切 な ものを収集 して教材化 し、書体
や形式が、 その 目的や用途 に応 じて工夫 されてい る ことに気付 かせ るようにす る。

(5)漢 字 の書体、仮名 の成立 についての理解 を深 めるための指導
①

日本史年表、世界史年表 に書道 に関す る事項 を組 み入れて書道史年表 を作成 させ、 そ
れに備考欄 を設 けて、漢字 の発生、書体 の設立 と変遷、仮名 の成立 と変遷 な どを扱 うよ
うにする と、学習が立体化す るであろう。単 なる暗記学習 にならない よう、可能 な限 り
図版教材 を挿入す るな どして、視覚 を通 して把握 で きるように工夫す る こ とが大切 であ
る。 その際、
「歴史」や「国語」における学習 と関連 づ けるよう配慮す る ことが大切 であ
る。

②

で学習す る書体 は楷書 と行書 が主 で あるが、 その他 の書体 について も鑑賞
を通 して理解 させ るようにしたい。各書体 の成立 については、 その書体 を取扱 うごとに
「書道

I」

知識・ 理解事項 として指導す るにして も、取扱 う順序 は、必ず しも成立順 であるとは限
らない。 したがって、成立Л
買に整理 して理解 させ るには、鑑賞の時間を特設す るのが効
果的で あろう。その時期 は、総括 とい う意味 か らい う と、年度末 が適当で あ ろう。
③

仮名 の成立 については、 すでに中学校 で学習済 みであろうが、 より適切 な資料 の鑑賞
を通 して理解 を深 めさせたい。特 に、草書 は仮名 の成立 を理解 させ るためには不可欠 で
あ り、変体仮名 との関連 にもふれ る必要がある。

工 教材 の工夫

(1)主 たる教材 で ある教科書 の使 い方 の工夫 が第一で ある ことは言 うまで もない。 どのよう
に使 うかは指導者 の工夫 しだいで あ るが、年間指導計画 に応 じて、主体的、弾力的 に対応
てる ことが望 ましい。

(2)古 典 や倉J作 作品 の例 示 が豊富 で ある ことに こした ことはないが、あ くまで、生徒 の実態
を考慮 して、最適 の ものを最適 の方法 で提示すべ きであろう。
(3)地 域 にある書 に関す る資料 を調査 し、 スライ ドや ビデオに収 めるな どして 自主的 に作成
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した教材 は、生徒 に とってよ り身近 に感 じるものである。学習意欲 も湧 き、 いっそう鑑賞
が深 まるであろう。
オ 教具 0教 育機器 などの活用 と工夫
印刷図版資料や肉筆資料 な どのほかに、OHP、 OHC(教 材提示装置)、 スライ ド、 ビデ
オな どを大 い に利用す るようにする。ただ し、使用 目的 と手段 を取違 えない ようにしなけ
ればな らない。
これ らの機器類 は、直観的鑑賞や分析的鑑賞 に好都合 で ある。分析 と総合、配列 と組 み
合わせ、縮小 と拡大な ど、映像 を操作 す る こ とによって効果 は倍加す るで あ ろ う。
なお、
「書道 Ⅲ」において も、上 に述べた ことは基本的 に変わ るものではない。
「書道 Ⅱ」
、
要 は、生徒 の能力、興味・ 関心や適性、学校の実情、学習指導 の内容等 によって、適宜、
教具や機器等 を選定 し、 よりい っそ う学習効果 が上が る ことを期 すべ きである。
力 評価の工夫

(1)「 書道 I」 にお ける鑑賞 は、中学校 までの経験 に照 らして、初 めての学習 と言 って も過
言ではない。 したがって、平易 な ものか ら導入 し、徐 々に鑑賞 の眼 を開かせてい くように
する。そのための評価 の工夫 は極 めて大切 で ある。

(2)鑑 賞学習 の評価 には、 口頭 で発表 させ る場合 の評価 や文章 に書 かせ る場合 の評価 につい
て も、 で きるだけ多 く取入 れ るようにする。

(3)自 分 な りの感 じ方や味わ い方がで きるようになる ことに役立 つ評価 の方法 を工夫する。
そのためには減点法 でな く加点法 をとる ことが大切 で ある。生徒な りの感 じ方をす くい上
げて認 めるようにし、少 しで も感 じ方 に自信 が持 てるよう、可能性 の伸長 を図 りた い。

(4)参 考 までに、評価 の観点 の例 を以下 にあげてみる。
①

書 の性情 や調和 な どについて、直観的 に把握 で きたか。

②

―字 や全体 の構成 について、均斉や均衡の美 を味 わ うことができたか。

③
④
⑤
⑥

線質を支えている用筆や運筆が分析的に把握できたか。
身近の書や日常生活の中にある書への興味や関心を持つようになったか。
漢字の書体、仮名の成立、漢字仮名交じりの書が理解できたか。
書を愛好する心情が高まったか。

書道 Hの 「漢字仮名交 じりの書」

1

「漢字仮名交 じりの書」の学習指導 の工夫

ア 内容 の取扱 い とその留意点。

(1)「 A表 現」の「(1)漢 字仮名交 じりの書」「(2)漢 字 の書」「(3)仮 名 の書」の1買 序 は「書道 I」
を受 けて同様 で あるが、生徒 の特性、地域 や学校 の実態 を考慮 して、 いずれか一つ以上 を
選択 して扱 うことがで きるようにしてい る。 [注 6]
「書道 Ⅱ」 では「書道

I」

を受 けて更 に内容 を高 めてい くことで ある。色 々 な条件 が各

学校 にあるにせ よ、現代 の若 い世代 を考 えると「漢字仮名交 じりの書」 を選択する生徒 は
かな り多 い もの と考 えられる。実用的形式 においては、 ノー ト、葉書、手紙、掲示物、贈
答用語等が考 えられる。芸術的形式 としては半紙、条幅色紙、短冊 等 を学習 し鑑賞の能力
を一層高 めてい くことがで きるようにする。

(2)書 体 については普通、楷書、行書、草書 とし、隷書 も考 えられる。 いずれの書体 による

高等学校 における「漢字仮名交 じりの書」 の指導法 と鑑賞 の一考察

にして も、漢字 を主体 として仮名 をその用筆・ 運筆 に引 き寄せ るか、あ るい は、 その逆の
方法 で調和 を図 る ことが考 えられる。指導者 の作例、教科書教材 やその他 の資料等 によっ
て鑑賞 させ、理解 を図 りなが ら、
「書道月」で学習 して きた内容 を基盤 にして展開 させてい
くようにす る。

(3)素 材 の選定 について は、生徒 の感興 を高 め、内なる自己を引 き出 してい くよう配慮す る。
又実用面 において も充分力が発揮 で きるよう配慮 したい。
タト
句、短歌、詩、校歌、応援歌、童謡、小説 の一節 な どを取上 げる。

①

② 地域 と関係が深い文学作品や民謡などを書 く。
③ 自分の言葉や、感動を受けた言葉を取扱 う場合は、事前に用意させておき、その背景
などをしっかり把握させてお くようにする。
④ 手紙や案内状、はがき、封筒の宛名、贈答用語など目的や用途に即 した実用的なもの
,

を取扱 うよ うにする。
に 文字数 と用具 0用 材
① 文字数 については、少字数、多字数 な どい ろい ろ考 えられる。同 じ比重で学習 させて
)

い くの もよいが、生徒の適性 に合 わせて選択 させ る こも考 えられる少字数 は半紙 の場合
5字 〜 10字 、多字数 の場合 は10字 〜30字 程度 が一 つの 目安 となろう。
②
③

用具・ 用材 については、「漢字 の書」「仮名 の書」 で用 い られてい るものでよいで あろ
う。意図 に応 じた表現や効果 を上 げるた めに特殊 な用具 の使用 も考 えられる。
用紙 も、半紙 のほか画仙紙 の全紙、半折、半折 の 1/2、 1/3、 1/4、 な どを用
いて内容 に合 つた形式 を考 えてい くようにする。用紙 の質 について も、 にじみの多 い も
のや少 ない ものが あ り、洋紙 な どを工夫 して用 い る ことも考 えられる。

(5)名 筆 の鑑賞 に基 づ く表現
ここで言 う「名筆」とは、古典 とされるものはもとより、和漢 のす ぐれた書 を指 してい る。
「漢字仮名交 じりの書」は、漢字 と仮名 とか ら成 ってい るのであ り、 したがつ
言 うまで もな く
「仮名 の書」
「漢字 の書」 か らも、
て、鑑賞 の対象が漢字仮名交 じりの書 の名筆 でな くて も、
か らも、創造的 な表現のための何 かを得 る ことはで きる。例 えば、「名筆」を鑑賞す る ことに
よって次 のような ことを学 ばせていきたい。
① 表現 の技法 (用 筆・ 運筆、全体 の構成、字形、章法 な ど)を 学ぶ。例 えば、空海 の行
書作品 を鑑賞 し、そ こか ら得 た書 きぶ りで統一 と調和 をはかれば空海風 の ものがで きる。
「粘
同様 に顔真卿風、猪遂良風 とい つた表現 を工夫す る こともで きるようになる。また、
葉本和漢朗詠集」 を鑑賞 して得 た何 かで統一 と調和 をはかってい けば、粘葉本和漢朗詠
集風 の漢字仮名交 じりの書 が表現 され る。
②

近・ 現代人 の手紙 や詩文 の書 か らは、漢字 と仮名 の調和 のさせ方、全体 の構成、詩文
の内容 と表現技法 の関係 な どを学 び取 り、それを源泉 として新 たな創造的表現 に向かっ

てい くようにする。
イ 年間指導計画 への位置付け方の工夫及 び留意点
(1)「 漢字 の書」 と「漢字仮名交 じりの書」の 2分 野 を選択 した場合 と、「仮名 の書」 も含 め
た 3分 野 を同 じように行 う場合 とで、時間配当が異 なって くる。次 に示 す時間配当 は、考
えられ る一つの事例 で あ り、学校 の実態、生徒 の特性 な どにより多様 な在 り方が考 えられ
るであろう。
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① 「漢字の書」 と「漢字仮名交 じりの書」の2分 野を選択した場合の 1例 として、22時
間 (11週 )〜 26時 間 (13週 )程 度配当することが考えられる。
② 3分 野を同じような比重で行う場合の 1例 として、10時 間 (5週 間)〜 16時 間 (8週
間)を 充てることが考えられる。
く
「書道 Ⅱ」における「漢字仮名交じりの書」の時間配当の例〉
○印 =10時 間配当の場合
◎印 =16時 間配当の場合
3

1

8

16

◎ ○

実用的な表現
(手 紙、掲示物 な ど)

◎

○

◎ ○

教科書教材および
倣書の学 習 を中心 と
した学習

◎ ○

用具・ 用材の取扱 い
「書道 I」 との接続

6

◎

◎

○

○

○

○

◎ ○

自分 の言葉、感動 した
言葉 による創作

◎

◎ ○

詩文、俳句、短歌 その
他 による倉J作

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ウ 学習指導法の工夫 と留意点

(1)「 書道 I」 で学習 してきた ことを土台 として、多様 な表現 を追求 させ、理解 を広げ させ
るよう配慮する。 また、生徒 の感興 を高 め、個性豊かな表現力 を身 につ けさせ るようにす
る。

①

目的や用途に応 じた形式や、整正の美か ら多彩 な変化 と統一 の美へ と目を向けさせ る
ようにする。

② 「漢字 の書」
、
「仮名 の書」 の学習で習得 した技法や理法を、漢字仮名交 じりの書 に応
用させ ることによって、一層創造力及び表現力の幅を広げるようにする。
工 教材の工夫

(1)学 校や地域 の実態 に も配慮 して、生徒の興味・ 関心 に基づ く素材を選ぶようにする。
(2)作 品制作 の手がか りとして、教科書教材、資料、自作の鑑賞教材や生徒の作例 などを効
果的 に活用するようにする。 その際、指導者 の押 しつけにならないよう配慮 し、生徒 の作
例 を使用する場合 も、偏 った取扱 いにならない よう配慮する。
オ 教具・ 教育機器などの活用 と工夫
「書道 I」 のオに示 したことを発展 させ、 よ リー層効果があがるよう、適切な機器 の活
用を考 えてい くようにする。
力 評価の工夫

2

芸術的な表現が主 となる場合、それぞれの個性や能力 によ り、かな りの個人差が生 じて
くるとものと思われる「
。書道 I」 の力の①〜⑥ に示 したことを前提 としてい くようにする。
鑑賞の学習指導の工夫

高等学校 における「漢字仮名交 じりの書」 の指導法 と鑑賞 の一考察

ア

内容 の取扱 とその留意点

(1)こ こでは、「書道 I」 の内容 を高 め、系統的 にすす めてい くようにする。
(2)表 現 の学習活動 との関係 を一 層有機化す るとともに、鑑賞 の学習活動 をより能動的 な
ものにしてい く。

(3)直 観的鑑賞 と分析的鑑賞 に加 えて、時代、風土、筆者 の個性 との関連 な ど総合的鑑賞
にも向かわせてい くようにす る。

(4)表 現形式

(条 幅、扁額、色紙、短冊、懐紙、書画帖、巻物等)と 表現効果 (全 体構成、

部分 の構成、字形、文字 の大小、用筆 や運筆、余 白等)に ついての着眼点 を明 らかにし
なが ら鑑賞 の学習指導 を進めるようになる。

(5)「 書 の変遷」 の概要 を理解 させ る ことは、 日本文化 の継承 と発展 を図る上 か ら極 めて
大切 な ことである。

(6)書 体 については、楷書、行書、草書、隷書、家書、平仮名、変体仮名 か ら蒙刻 や刻字
も鑑賞 の対象 になる。 ただ し、生徒 の特性、地域や学校 の実態 にあわせて、教材 を工夫
して扱 うようにする。
イ 年間指導計画への位置付 け方 の工夫及び留意点

(1)表 現 と鑑賞 は互 い に深 く関連するもので あるか ら、表現活動 を主 とする場合 において
も、常 に鑑賞活動 に配慮す るよう計画す る ことが必要 で ある。 この ことは「書道 Ⅲ」 に
も共通 する。

(2)鑑 賞 を主 とする学習指導 の場 を特設 す る場合、一般的 には、総合的 な表現力 や鑑賞力
を積 んだ年度末 が望 ましい とい えるが、必要 に応 じて適宜 、設 けるよう工夫する。
ウ 学習指導法の工夫 と留意点

(1)直 観的鑑賞 の指導
「漢字仮名交 じり書」作品 の直観的鑑賞 の指導

①

対象か ら受 ける第一印象が個 々によって微妙 に違 うので あるか ら、 それぞれの感動
を固定 した枠内 にお しこめない ようにし、感動 をどのように表現 した らよいのか、 そ
の糸 口が発見 で きるよ配慮す る ことが大切 である。
当該作品 と対象的 な特徴 をもつ作品 とを組 み合 わせて、両者 を対比す る中でそれぞ

②

れの良 さや美 しさに気付 かせ る方法 は、感性 を育 てるのに極 めて有効 で ある。次 の分
析的鑑賞 にも進 めてい きやす くな る。

(2)分 析的鑑賞 の指導一―書 の美 を構成 す る諸要素 の把握
「漢字仮名交 じりの書」分析的鑑賞 の指導

①

a

創作 しようとす る作品 の美 の諸要素 を分析的 に鑑賞す る場合、用筆 や運筆、点画

や字形 の構成 な どに視点 を当てて見 させ るようにす る。
b 字形 の構成 について具体的 に鑑賞 の視点 をあげると、楷書、隷書、蒙書 では、点
画 の位置、方向、長短、曲直、均斉、均衡 な どがある。 また、行書、草書、仮名 の
古典 を対象 とす る場合 は、 これ らのほかに、点画 や線 の肥痩、潤渇、運筆 の遅速・
緩急、抑揚 の リズムな どが視点 となる。 これ らの要素 は全体構成 を直観的、分析的
に鑑賞す る場合 にも重要 な視点 となる。

C

分析的鑑賞 は、体験 を通 して深 まるものであるか ら、表現 と鑑賞 の関連 が いかに
密接 な ものであるか、 その都度、理解 を促 しなが ら進めてい くようにする。

鳥
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(3)創 作活動 を伴 った鑑賞 の指導
上記 の直観的鑑賞 や分析的鑑賞 に基 づ く創作活動 を通 して、
総合的 に鑑賞 を深めなが ら、
作品 に潜 む表現技法 を習得 し創作 に生 かす よ うにす る。

① 創作活動を伴 った鑑賞
生徒各自が創作 した作品 を、個別 にまたはグループで相互に鑑賞 させる。
まず、全体 か ら感 じられる特徴 は何か、 その第一印象 を発表 し合 う。
② 書 の良 さや美 しさの鑑賞 は、多様 な感動の質を尊重 し、 その感受性 を助 ける配慮を
忘れない ようにしたい。
作者 自身 の表現意図、構想 か ら表現 に至 る計画 とその成果 を自己分析 させ、他者 が

③

受 けた印象 との異同 を吟味 させ る。 その ことを回頭 で発表 させた り鑑賞 カー ドやノー
トに記録 させた りする。
これ までの鑑賞学習 を踏 まえて、倉J作 の意図や構想 を吟味 させ る。参考作品 につい

④

ては、
「書道 Ⅱ」 の 目標 に照 らして取 りあげるようにする。

(4)書 の美 と時代、風土、筆者 の個性 などの指導
生徒 は、 日本の歴史 を学習 し、 また、世界 の歴史 を学習す る中で、中国 の歴史 や風土 に
ついての理解 も深めてきてい る。書 は、 その 日本 と中国 において、風土性、時代性、民族
性、社会性、文化や思想 な どとのかかわ りの中で発達 をとげてきた。 それ らについて理解
を深める ことは、文化 と伝統の尊重 とい う視点 か らも、極 めて大切 な ことで ある。特徴 の
顕著 な教材 を比較対照 して扱 うことによって、 それ らへ の理解 が適切 に図 られるようにす
る こ とが大切 で ある。

(5)表 現形式 と表現効果 の指導
条幅、扁額、色紙な どは 日常生活 の中で、 また短冊 、懐紙、書画帖、巻物 などは、

①

国語や美術 の学習な どで一度 は日に触 れてきてい るで あろう。博物館 や美術館 で鑑賞
の指導を した り、 スライ ドな どを使 って、 これ ら表現形式が いかに生活 に密着 した も
ので あるかの理解 を図るようにする。
作品 は、表現形式 に即 し、表現効果 を工夫 して書 かれる ものである。全体 の構成、

②

部分 の構成、字形、文字 の大小、墨 の濃淡や潤渇等々によって、表現効果 はさまざま
に変わ る。鑑賞 を通 してそれ らが、表現形式 とどのように関連 し合 ってい るかを知 る
こ とは、 そのまま表現力 の伸長 につながってい く。

(6)書 の変遷、書 の現代的意義 の指導
(1)こ れは、書 の美 と時代、風 土、筆者 の個性 な どと合 わせて理解 され、知識・ 理解 に
比重がかかるもので ある。

(2)科 学 の進歩 の中で、 ともすれば、文字 を手書 きすることが安易 に考 えられがちで あ
る。書 の変遷 について知 り、書 の独 自性 について理解 を深めることを通 して、手書 き
す る ことの意義 に気付 き、伝統文化 の継承 と発展 を図る意識 も育 て られてい く。独 自
性 ゆえにその意義 は大 き く、世界 の文化 に貢献すべ き課題 をもつ ことについて考 えさ
せ るよう配慮する こ とが大切 で ある。

(7)評 価 の工夫
(1)「 書道 I」 を基盤 に、評価 の観点 を以下 にあげてお く。
①

書 の性情、調和 について直観的 に把握 で きるか。

高等学校 における「漢字仮名交 じりの書」の指導法 と鑑賞 の一考察

漢字 と仮名 の調和 や少字数 の書 の構成 について、均斉 や均衡 の美 を味 わ うことが

②

で きるか。
③
④
⑤
⑥

線質 を支 えてい る用筆・ 運筆 が分析的 に把握 で きるか。
自分 の作 品 について、意図や構想 に即 して、適切 に自己評価 がで きるか。
表現形式 と表現効果 の有機的 な関連性 が理解 で きてい るか。
書 の美 と時代、風土、筆者 の個性 との関連 について理解 してい るか。

③

書 の変遷 や書 の現代的意義 について理解 してい るか。
表現 の能力、鑑賞 の能力が、知識 や理解 と調和 してい るか。

⑨

鑑賞力 が伸 びたか。

⑦

「書道 IⅡ 」

「漢字仮名交 じりの書」

1「 漢字仮名交 じりの書」の学習指導 の工夫
「(2)漢 字 の書」「(3版 名
生徒の特性、地域 や学校 の実態 を考慮 して「(1)漢 字仮名交 じりの書」
の書」及 び「鑑賞」 のいずれかを選択 して扱 かった り、 目的 に応 じて、臨書又 は倉J作 のいずれ
かを重点的 に指導す る ことがで きるようになってい る。 とあ るように、非常 に幅 の広 い選択性
「書道
を持 ってい る。
「書道 Ⅲ」を行 う生徒 はあまり多 い とは思われないが、
修 した生徒 が よリー層高 い段階へ と進 む ことを目指 してい る。

I」 「書道 Ⅱ」を履

ア 内容 の取扱 い とその留意点
(1)「 書道 Ⅲ」 では、生徒 の特性 や学校 の実態 に応 じて「漢字仮名交 じりの書」 だけを選
択 して指導す る ことがで きる。

(2)「 書道 I」 での学習内容、及 び「書道 Ⅱ」 で「漢字仮名交 じりの書」 を履修 したか ど
「書道 Ⅲ」 での学習活動 の在 り方が異 なって くる。「書道 Ⅱ」 までの学習
うかによって、
経験 を十分 に考慮 の上 、効果的 な学習がで きるよう配慮す る必要が あ る。
(3)適 切 な課題 の設定 による主体的 な学習活動 がで きるようにす る。

(4)「 書道 Ⅲ」 では、単 に作品 を仕上 げるだけでな く、制作意図や構想、表現方法 の工夫
や吟味 な ど、完成 に至 るまでの過程 の指導 に配慮す る必要が あ る。
(5)日 常 の生活 が「漢字仮名交 じ り」文 で行 われてい る ことを再認識 させ、生涯学習へ の
繋が りの意識 を持たせ るようにす る。
イ 年間指導計画 への位置付 け方 の工夫及 び留意点
(1)「 書道 Ⅱ」 で「漢字仮名交 じりの書」 を学習 しなかった生徒 にとっては、一年間の空
「書道 I」 の学習内容 との関連 を図 る必要が あ る。
白が あ る。導入 に当たつては、
「漢字仮名交 じりの
(2)3分 野すべ てを取扱 いか、あるい は分野の選択 を生徒 に任 す のか、
書」 のみを取扱 うのか、学校 の実情 に合 わせた指導計画 の作成 が必要 になる。
(3)地 域 の実態 に応 じて、「漢字仮名交 じりの書」の碑文 についての調査研究な どを、課題
学習 として指導計画 の中 に位置付 ける ことも可能 で あろう。
(4)生 徒 の実態 によっては、「手紙」「 はが き」 な ど日常 の生活 と密着 した題材 について も
取扱 うことがで きよう。
ウ 学習指導 の工夫 と留意点
(1)「 書道 I」 「書道 Ⅱ」で学習 した漢字 の書、仮名 の書 の古典 やその他 の名筆 の鑑賞 に基
づ く、漢字仮名交 じりの書 の創造的 0個 性的 な表現 の追求 を図 ってい くことは、堅実な
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在 り方の一つで あろう。

(2)生 活 の中で果 してい る書 の役割 を正 し く理解 させ、積極的に生活 の中 に書 を生か して
い くよう指導する ことも必要 である。

(3)自 己の体験 か ら生れた「言葉」 を大切 にし、感動 を書 にこめて表現する ことの喜 びを
味 わわせ るよ うにする。そのためには、 日常生活 の中での感動的な体験 について、 それ
をメモ に取 らせ、短 い ことばで まとめさせてお くことも必要 になる。

(4)掲 示板・ 掲示物 な ど、学校生活の中での実用 としての漢字仮名交 じりの書 に も、関心
を払 うよう指導する ことが大切である。

(5)課 題学習 について も種 々の設定 の仕方が考 えられる。
①

好 きな詩や小説 などを読 んで、そのイメー ジを言葉 に表 し、適切 な用具・用材 によっ
て表現形式 を工夫 して一連 の作品 として表現す るとともに研究記録 をまとめる。

②

適切 な人物 をテーマ に定 めて、 その生い立ちや作品 などを調 べ、心 をとらえた作品
をその心象 に応 じて表現するとともに、研究記録 をまとめる。

③

日常生活 の中 に生かされてい る漢字仮名交 じ りの書 について調 べ、 目的や用途 に即
した表現 の在 り方 を研究 しまとめる。

④

地域の実態 に応 じて、陶書、 ろ うけつ染 めの書 の制作 な どに取組 み、作品 と研究記
録 をとりまとめ る。

⑤

素材 を共通 に し、様 々 な形式、用筆・運筆、構成、墨色等 による表現 による創造的・
個性的な作品を制作 して、研究記録 をまとめる。

⑥ 素材の選択 も自由にさせて、上記 と同様 にする。な ど
工 教材の工夫

(1)「 書道 Ⅲ」 では、素材 に自作 の詩文 な どを積極的 に取 り入れ、意図や構想 に基 づ く表
現 を工夫 させ るよ うにする。

(2)近 代以降 の文人や現代作家の資料等 も、幅広 く収集 して鑑賞教材 として活用す るよう
にし、表現の幅の拡大 に配慮する。

(3)地 域 との関わ りのある詩人、小説家 な どの文章 を素材 として取上 げ、生徒 の興味や関
心 を高 めることに も配慮する。
オ 評価 の工夫

2

それぞれの個性、能力、適性 な どによ り、か な りの個人差 が生 じて くるもの と思われ る、
個 に応 じた適切 な評価が進め られ るようにする。
鑑 賞の学習指導 の工夫
ア 内容 の取扱 い とその留意点

(1)「 書道 Ⅲ」 の表現の指導 においては、生徒の特性、地域や学校 の実態 に応 じて、特定

の分野 について重点的 0弾 力的 な取扱 い をすることがで きるが、鑑賞で は、 その
特定 の
分野 とかかわ らせなが ら、必要に応 じて広 く他 の分野 について も取扱 うようにする。

(2)一 方、目的 に応 じて、臨書 または創作 のいずれか を重点的 に取扱 うこともで きるので、
それ との関連 か ら鑑賞の深化がはか られ る ことに もなるで あろう。

(3)書 は各時代の環境や思想及び文化、即 ち、儒教、老荘思想、仏教 、茶道、絵画、建築、
工芸、文芸など多 くの分野 と関連 して発展 してきた ものであるか ら、書の鑑

賞 を通 して
文化 と伝統 を尊重する態度 の育成 を図 りたい。 また、書 の多様 な美 は人 間性 か ら発 して
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い る ことに気 づかせ たい。

(4)中 国や 日本 の書論 を読 む ことを通 して、 これ までの書 の体験 が理論的 に裏打 ちされ る
ことに気付 き、 書 に関す る理解 が い っそう確 かになるとともに、 ひいては表現 や鑑賞 の
能力 が高 まり、深 まる ことを期待 したい。 しか しなが ら、書論 を取上 げる場合 は、難解
なものは避 けるよう、十分 に吟味する ことが大切 で ある。
イ 学習指導法 の工夫 と留意点
(1)に 重点 をおいて指導計画 を立案する場合 は、次 のような点 に注意 し、創作 に先立 って
直観的鑑賞 と分析的鑑賞 によって、 その書 の性情 とそれを支 える技法 や理法 を把握 して
か ら、表現活動 に移 るようにする。

① 鑑賞の目標が明確に設定できているか。
② 生徒の能力、適性に応 じた教材の選択ができているか。
③ 数種類の古典を鑑賞する場合、時間配当は適切であるか。
(2)創 作に重点をおいて指導計画を立案する場合は、
次のような点に注意が必要であろう。
① 鑑賞によって創作意欲を刺激 し、興味・ 関心を高めるよう作例や資料の用意ができ
て い るか 。

② 生徒 の主体的鑑賞を尊重するようにしているか。
③ 学習 の 目標が明確 で、的確 に創作作品 を鑑賞できるようにしているか。

(0 学習の目標 を達成す るためには、一斉学習、個別学習、 グループ学習など、目的に応
じた適切な学習形態 を工夫する必要がある。
(4)鑑 賞を主な内容 とした課題 を設定 して学習す る場合 については、常 に生徒の「主体的
な学習態度 を育 てる」配慮や「書 についての総合的な理解や技能 を高 める」配慮が払わ
れているか どうかに注目す る必要がある。

(5)課 題 については次の ことが考 えられる。
①

ある特定 の人物 に焦点 を当て、 その人物 の名跡 を集中的 に鑑賞 した り臨書 した りす
るとともに、併せてその名跡 の成立 した背景やその時代 の文化等 の研究 を進め、他 の
時代 との比較研究 などを行 って成果 をまとめるようにする。

② 生徒 の特性、興味や関心 に応 じて、古典 と書論 の内容 との対照や吟味 などを通 して
鑑賞力を高 め深化をはかるようにする。
③ 地域 の実態 に応 じて、生活 の中の書 と文化 との関わ り、作品の特徴 との書 の美の多
様性 などについて研究 しまとめるようにする、 など。
ウ 評価の工夫
「書道 I」 「書道 Ⅱ」 の鑑賞 の評価 に次の観点 を加える。
① 書 の美の多様性 と作品の特徴 を、鑑賞 を通 して理解できてい るか。
② 書 と文化 とのかかわ りが、 はっきり具体的 につかめているか。
③ 書論 による書 の理解 と鑑賞 の深化 についてどう自覚 し、 また、 どう自己評価 できる
か

。
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