
「生徒の意図と卒意に基づく 1字書の創作」学習指導案

教科 (科 目) 芸術 (書道 I) 単元名 漢字の書

本時の主題 象書 (文字のイメージを基に表現された書)作品を、主に卒意による文字のデフォ

ルメにより表現し、そのよさや美しさを感 じ取る。(1・ 2時間目/4時間)

本時の 目

標

ア 文字のもつイメージを基に、卒意性を重視 した様々な書き方を試みる。【工】

イ 自らの表現意図に最も近い作品を見付け出し、完成させる。【技】

教材観 創作の本意は伝統の上に立脚 しつつ、そこに作者の新意 (独創性)を盛 り込み表現する

ことにある。少字数の書は象書とも言われ、文字から受けたイメージを象徴的に作品化す

ることが重要であり、作者の意図する内容に応 じて線質と字形を変えていくことが必要で

あるが、生徒たちにとって運筆のリズムの中で線や文字に表情を付けたり、ゆがめたり、

空間の疎密をつけることは至難である。

本時は文字を意識的とい うよりは、むしろ卒意の美に主眼を置いて表現に変化を与える

ことを試みる。そのためには、細かい用筆にとらわれることなく、大胆でしかも無心に取

り組める方法や、通常では行われない方法なども取 り入れたい。ただし、書の基礎・基本

として大切にされている姿勢や腕法を崩すことなく、線質における骨法を踏まえての個性

的な表現を目指しながら、偶然できた美の表現を再認識 し、自分の殻を破った表現を目指

したい。

生徒観 書写能力は高いとはいえないが、素直でひたむきに取 り組む態度が身に付いている生徒

が多い。ただし、一つのことを繰 り返し深めていく作業に不慣れな生徒も少なくなく、時

に指導に工夫をカロえ、興味がわきやすい内容を提示する必要もある。

指導計画 (1)様々な表現法による創作作品の作成 2時間 (本時)

(2)用 具用材を考慮した作品の完成及び鑑賞 2時間

学習内容 学習活動 指導上の留意点・観点別評価

導

入

10

分

□本時の学習内容 と目標

の理解

○授業で習った蘭亭序などの古

典作品と現代作家の象書 (イ

メージを基に表現 された書 )

作品の同一文字を比較鑑賞し、

感 じたことを発表する。

※文字の意味の伝達 と作者が文字

から受けたイメージの表現との、

どちらに大きなウエー トがある

か考えさせる。

※字形及び線の表現 と文字の意味

から受ける印象 との関連を考え

させる。

展

開

８０

分

□題材 とす る文字 と書体

の選択

□様 々な表現法 による運

筆・用筆

○字書を使い、イメージ しやす

い 1文字を決める。

[板書事項 ]

・具象的文字
「雲」「花」など

。抽象的文字

①利き手で通常の書き方で書く。

○基本的な用筆法を大切に、正

確な臨書を心掛ける。

②利き手で目を閉じ、イメージ

を大切に書く。

※姿勢 を正 し、腕法な どに留意 し

て穂先を挫きなが ら運筆する。

※以下様々な書 き方 を試み るが、

この基本的な用筆法を崩す こと

な く行 うことを強調 し、必要に

応 じてその都度示唆する。

※運筆時の筆触や文字のイメージ

を大切 に、最後まで 目を閉 じた

まま運筆するよう指示する。



○目を閉じ、筆触を頼 りに感覚

を大切に自由に書く。

[板書事項]

・線質の変化

・形のゆがみ

・空間の疎密

→囲

③逆利き手で通常の書き方で書

く。

○遅筆による線の表情を大切に

して書く。

④逆利き手で目を閉じて書く。

○文字のイメージをしつか りも

ち、筆触を頼 りにゆった りと

書く。

⑤最初から筆を挫いた状態で握

管法で筆を執 り、極力太い線

でゆつくり筆を動かして書く。

○最大限筆を挫いて開き、腕全

体で、じっくり運筆する。

※紙面が見えない と萎縮 した字 を

書 く傾 向があるので、紙面か ら

はみ出てもよいことを付言する。

※以下、紙は表現効果や意図に応

じて縦横 自由とする。

目標アに対する具体的評価規準

と評価方法

〔規準〕象書としての書表現に

落ち着いて取り組んでいる。

【工】

〔方法〕観察 (机間指導)

状況 Cの生徒への手だて
。象書 としての書表現に戸惑っ

ている生徒には、生徒作品の

中で文字の表情が豊かに表現

できている例をピックアップ

し、その生徒が①利き手で通

常の書き方で書いた作品と、

②利き手で目を閉じイメージ

を大切に書いた作品の 2枚を

全員の生徒に比較 して見せ、

線質の変化や字形のゆがみ、

疎密の変化が文字に表情を与

えていることに気付かせる。

※利き手でないので運筆速度は遅

くなり、穂の中に空気が入 りや

す く、息の長い線状を表現 しや

すいことを説明する。

※姿勢 と肘の位置を保ち、最後ま

で目を閉じたまま書ききるよう

に指示する。

※ここまで書いた自らの作品を振

り返 り、線質の変化 と文字のゆ

がみ (空間の疎密や中心軸の移

動)に よる文字の表情 とい う観

点から、配付プ リン トを使って

自己評価させる。

※手首・指を使わず腕だけで書く

ことにより、穂が安定 して紙面

に食い込み、刀意ある荒削 りの

線が出やすいことを説明する。

※これ以降の書き方は、①②③④

の書き方を織 り交ぜてよいこと

を指示する。



⑥筆管の最上部をやや強めに執

り、極力細く鋭く書く。

○やや速筆で、穂先を挫き、紙

面に食いつかせるように運筆

する。

⑦太い線と細い線を一字の中に

含めて書く。

O⑤⑥の書き方を組み合わせ、

太細の変化を織り交ぜて書く。

③必ず文字の一カ所は紙面から

はみ出して書く。

○大きな動きで大胆に書くよう

にする。

⑨自己作品を参考に仕上げる。

○偶然に自分の意 とする表現が

できあがつた作品を手本 とし

て、その表現に近づくように

意識 して書く。

※細線でリズミカルに強く運筆す

るよう指示する。

※太い線はじっくりと運筆 し、細

い線は鋭 くやや速 く運筆するよ

う指示する。

※腕全体を大きく動かして書く

う指示する。

※ここまで書いた自らの作品を振

り返 り、線質の変化 と文字のゆ

がみ (空間の疎密や中心軸の移

動)に よる文字の表情とい う観

点から、配付プリン トを使つて

自己評価させる。

※②～③で書いた作品を通観 し、

文字の内容や 自己の意図するも

のが最も表現ができていると感

じられる作品を参考にして、①

の書き方で作品を作らせる。

※意識 して書いたものだけが自己

表現ではなく、偶然できあがっ

た豊かな表情をもつ作品も自己

の表現の一つであることを説明

する。

日標イに対する具体的評価規準
|

と評価方法          |
〔規準〕 自らの表現意図に最も |

近い作品を見付け出し、作品 |

作りに取 り組んでいる。【技】 |

〔方法〕観察 (机間指導)  |
状況 Cの生徒への手だて    |
。②～⑧で書いた作品を、生徒 |

と一緒に通観 し、文字の表情 |

がよく表れている箇所を示 し |

て自信をもたせる。     |

ま

と

め

１０

分

□本時のまとめ

□次時の確認

□片付け

○線質の変化や形のゆがみが、

文字にどのような表現を与え

るか考えながら、プリン トに

感想を記載 し、作品とともに

提出する。

※成果 と課題 を確認 させる。

〈評価方法〉

・提出された作品及びプ リン ト



|〔生徒の感想〕                                     |
|。 書きにくい書き方であえて書いてみると、字が表情を出しているように見える。        |
|・ 目を開じたり、左手で筆を持ったり、いろいろな書き方をしたら、その度ごとに字が違った感 じ

|

| にできあがって、おもしろかった。                           |
|。 今までは、まとまって整ってきれいに見える字がいい字だとい う気持ちがあったが、いい書とい

|

うのはそれ以外にもあることがわかった。
・あまり変化がつけられなかった。もつと自由に書けばよかった。
・文字から受けた印象が無意識に表現されたのがおもしろかった。

|〔授業後の考察〕                                    |
1 生徒には、基礎的な運筆法は変わらないものの、普段と違 う書き方を次々と要求することで混乱

|

|が あるかと予測 したが、できあがった作品を互いに見せ合ったりして、とても楽しく盛 り上がりの |

|あ る授業となった。結果 としては思つたよりもねらい通 りの表現ができたのではないかと考えてい
|

|る 。意識的に文字を特定の形に当てはめて文字のデフォルメをする方法もあるが、むしろ偶然にで
|

|き る左右非対称・空間の疎密や中心軸の移動による均衡の美 (ゆ がみのある表情)や線質の変化な |

|ど を通 じて、文字から受けた印象が効果的に表現できたのならば、このような方法も有効かと感 じ |

|た。意識 して表現した書も無意識に表現された書も、いずれも自己表現である。そのことに気付き、 |

1無意識の表現の中に未開発の自己を発見できる喜びもこの方法を通 じて体験 し得ると思 う。    |

ントと作品〕「漸」 (も のごとが少 しずつ進む意)」 による創作
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一鶉

①利き手で通常の書き方で書

く

④逆利き手で目を閉じて書く

⑦太い線と細い線を一字の中

に含めて書く

②利き手で目を閉じ、イメージ

を大切に書く

⑤筆を挫いた状態で握管法で

極力太くゆっくり書く

③必ず文字の一カ所は紙面か

らはみ出して書く

③逆利き手で通常の書き方

で書く

乙曇■■■■IJ理
⑥筆管の最上部をやや強く

執り、極力細く鋭く書く

一鑽
襲

⑨自己作品を参考に仕


