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事例 中学校 国語科 第３学年 「毛筆～学習のまとめ～」

テーマ 「行書の特徴を理解して、身に付けた書写力を

日常生活に生かすための授業改善」

授業改善 ①行書の特徴を理解して、日常生活に生かすための指導計画の工夫改善

の視点 ②書写学習への関心・意欲を高めるための指導方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

毛筆「書き初め（第２学年１月時）」と、行書「あかね雲（第３学年１０月時）」の

制作における学習状況によって把握した。

【評価規準】

行書への関心・意欲・態度 行書に対する知識・理解 行書の技能

・１年間の決意を表す自分 ・行書の５つの特徴（丸み、 ・行書の５つの特徴のう

で決めた言葉や、「あか 方向、筆脈、省略、筆順） ち、３つ（丸み、方向、

ね雲」を、行書体で美し のうち、３つ（丸み、方 筆脈）について正しく

く書くために、繰り返し 向、筆脈）について説明 書かれている。

練習している。 している。

本校では毎年行っている書き初めを、第２、３学年は必ず行書体で書くように指導を

している。個々の手本は、パソコンのＤＦ行書体で打ち出し、それを参考にするよう指

導した。また、「あかね雲」の学習では、最初に手本を見ずに書き、その後、手本と比

較をして、漢字と仮名が調和しているかどうかを確認したり、配置や配列に着目させた

りした。さらに行書の特徴である丸み、方向、筆脈、省略、筆順について意識させ、手

本を見ながら練習できるようにした。

(2)学習状況の結果と分析

【結果】

毛筆（行書体）について、以下のような結果であった。

観点 実現状況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

関心・意欲・態度 １０名 １３名 ６名

知識・理解 ３名 １２名 １４名

技能 ３名 ８名 １８名

（対象：第３学年 ２９名）

関心・意欲・態度の観点からも分かるように、与えられた課題については、それを達成

しようと素直に取り組み、黙々と練習する姿が多く見られた。

しかし、知識・理解の観点から見ると、楷書と行書の違いを大まかにでも説明できる生

徒は１５名であり、ほぼ半数にあたる１４名の生徒は、うまく説明することができなかっ

た。なかには楷書体と行書体という言葉が分からない生徒もいた。また、行書の特徴につ

いてある程度理解ができていても、技能の観点から見ると、それを実際に生かして書いて

いる生徒は半数以下で、１８名は達成にいたっていなかった。
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【分析】

行書体を書く以前の基本的な問題として、まず筆の持ち方が正しくない生徒が半数程

度いた。普段、筆を持つ経験が少ないため、どうしても鉛筆の握り方になってしまい、

そのため筆を倒した状態で文字を書こうとしている姿が目立った。筆を倒すことによっ

て筆圧に変化をつけることができず、すべてが太くて固い線になってしまっている。そ

こで授業の中で、教科書の筆の持ち方を見たり、教師が模範を示したりすることで、正

しい持ち方で筆を運べるように徹底した。

また、一画ごとに筆に墨をつけ直し、筆先を直してから書く生徒が多い。よく言えば、

筆の運びに落ち着きがある。しかし、それは文字の連続性（筆脈）を理解していない証

拠だともいえる。行書体ではそれが大きな特徴であるため、筆脈がない文字は致命的で

ある。墨をつけ直すことによって、文字に丸みがなかったり、不自然な流れができてし

まったりしているのである。

このことから、本校の生徒に対して、行書の特徴の中でも、特に「筆脈」を生かし、

正しく書く力を身に付けることが必要であると考える。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

生徒の実態から、本単元「毛筆（学習のまとめ）」における評価規準と把握の方法を、

以下のように設定した。

【評価規準】

書写への 書写に対する 書写の技能

関心・意欲・態度 知識・理解

・行書の特徴や美しさを感 ・楷書と行書を比較して、 ・行書の特徴に注意して、

じながら、目的や必要に 行書の３つの特徴（丸み 正しい筆順で行書体を書

応じて、行書を調和よく ・方向・筆脈）について いている。

書こうとしている。 理解している。 ・手本や仲間の助言をもと

・中学校３年間で学習した に、筆脈について正しく

書写の要素についてまと 書くことができる。

め、日常生活に書写を生

かそうとしている。

【把握の方法】

・書写への関心・意欲・態度

卒業アルバムに自分の氏名を自分の行書体で載せるために、美しい字を書こうと努

力している状況の観察と自己評価。

・書写に対する知識・理解

行書の３つの特徴について理解しているかどうかを確認するための学習プリント。

・書写の技能

行書の筆脈を意識して書いた生徒の作品。制作過程の観察。

３時間という短い単元の中で、毛筆のまとめ学習をするのであるが、筆の持ち方や行

書の基本的な知識についても理解されていなければ、当然、評価規準に達することは困

難である。また、そもそも毛筆の学習が将来的に必要なのかどうかということに疑問を
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もつ生徒も少なからずいるので、興味・関心をさらに高めることが、行書を書く力を付

けることに有効であると考える。

(2)改善の具体的方途と実践

①行書の特徴を理解して、日常生活に生かすための指導計画の工夫改善

ア 題材設定の工夫

従前の年間指導計画を見ると、第３学年では、最後に学習のまとめとして、自分が好

きな詩を書いたり、漢詩のカレンダーを書いたりしている。それは、「目的や必要に応

じて調和よく書く」ために学んできた書写の要素を再確認させるとともに、自分の好き

な言葉や詩を選び、学習したことを生かして書くためである。この活動には、３年間の

学習の成果を実感させるよさがある。

しかし、書写、特に行書の技能を確実に身に付けさせた上で、個々にテーマを選んで

書くまでの時間の確保が難しいのも現状である。なかには長い詩を選んできて、小筆で

書く生徒もいたが、時間がかかる上に行書の特徴を生かしきれずに作品を仕上げてしま

うことも多かった。

そこで、生徒一人一人がほぼ毎日書いている「自分の氏名」を行書で書くことを、ま

とめ学習として考えた。自分の氏名は、書類のサインや冠婚葬祭の時など、将来的にも

必ず書かなければいけないものである。そして他人の目にも触れるものであり、そのた

め誰もが上手に書きたいと願っている。文字数も５字程度なので、練習もしやすい。

また、本校では行書で書く活動の出口として、卒業アルバムの個人の顔写真の横に、

自分で書いた行書体の氏名を載せることを位置付けている。このことも生徒の関心・意

欲を高めることにつながると考える。心に残るアルバムになるように、「上手に書きた

い」と願う生徒の姿が想像できる。

②書写学習への関心・意欲を高めるための指導方法の工夫改善

ア 生徒の実態から見た課題設定の工夫

Ａ 「筆脈」に視点を絞る

教科書を見ると、行書の特徴として５点（丸み・方向や形の変化・筆脈・省略・筆順）

が挙げられている。この５点を意識して正しく速く書くことが、美しい行書体を書くこ

とにつながる。

しかし、実態から見ると、すべての点に注意しながら書き上げることは非常に難しい。

生徒たちは練習する過程で、注意点を絞り切れない。そのため、書き上げた後もマイナ

ス面に着目してしまい、不満の残る活動になってしまう。

そこで、行書の特徴の中でも「筆脈」の１点に学習課題を絞った。行書とは、速く書

くことの必要性から生まれたものであり、そのために筆脈は絶対に欠かせないものだか

らである。筆脈が生まれることで字に丸みができ、自然と方向も決まってくると考えら

れる。字の省略や筆順については、前時までにあらかじめ学習することにした。

Ｂ 「かご字」を利用する

行書体の手本を見て、いきなり筆脈を意識して書くことは、生徒の実態から考えて非

常に難しい。そこで、文字を白抜きした「かご字」の手本をまず使用した。そこに赤ペ

ンで一筆書きをして、一字一字の連続性について理解させた。次に赤ペンに 沿って指

でなぞった。さらに、実際には書かない部分については指を浮かし、「空中の道を通る」

という表現で練習ができるようにした。
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Ｃ 全員共通の赤ペンを使用する

筆脈を意識させるために、滑りがよく、ソフトなペン先の「マッキー（細）」の赤ペ

ンを使用した。筆脈がはっきりと残るため、後に筆を使って手本をなぞる際には、筆脈

を十分に意識して書ける。また、後に、仲間同士で学び合いをする際に、同じ条件であ

るため比較しやすいと考えた。

イ 関心・意欲を高めていくための教師の指導・援助

Ａ 仲間同士の高め合いと相互評価

自分で書いた文字というのは、自分だけではよさや課題がなかなか見えてこない。そ

こで、練習を重ねる中でペアの助言を大切にした。どの部分がよかったのか、どこに気

を付ければよいのかを、手本や前に書いたものと比較しながら、お互いに評価する活動

を取り入れた。自分では自覚できないことも、仲間の言葉で改めて気付くことができる

と考えた。

３ 授業改善後の成果

本単元終了後の、行書についての確認プリントと、生徒の作品に対する評価の結果は、

以下の通りであった。

観点 実現状況 十分満足できる おおむね満足できる 努力を要する

行書の３つの特徴に ２０名 ６名 ３名

対する知識・理解

筆脈を意識して書き １５名 １０名 ４名

表す行書の技能

（対象：第３学年 ２９名）

これらの結果から、次の点が成果として挙げられる。

①ア 題材設定の工夫について

生徒の関心・意欲を高める手だてとして、また、毛筆のまとめ学習として、自分の

氏名を行書体で書く学習は効果的であった。

生徒たちは、自分の氏名を上手に書きたいという思いが強かった。特に、普段から自

分の字に自信がない生徒においては、手本の文字を食い入るように見つめて、写したり真

似をして書いたりしていた。また、自分の成長を確認するように何度も練習を繰り返す生

徒も多かった。卒業アルバムに清書を載せるという目的意識もあったため、すべての活動

に前向きであり、より美しく書くために何度も練習する姿が見られた。

とても よかった あ ま り よ く 全 く よ く な

本時の自己評価 よかった なかった かった

①自分の氏名を書くこと ２２名 ７名 ０名 ０名

とても効果的 効果的だった あまり効果的 全 く 効 果 的

本時の自己評価 だった でなかった でなかった

②ア筆脈にこだわること ２０名 ８名 １名 ０名

イかご字を利用すること １７名 １２名 ０名 ０名

ウ赤ペンを使用すること １８名 １１名 ０名 ０名

エペアで交流すること ２０名 ８名 １名 ０名
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②アＡ 「筆脈」に視点を絞ることについて

行書の特徴を確実に生かすために、行書体の筆脈に着目して、その１点にこだわっ

て練習することは効果的であった。

Ａ男は、以下のような感想をもっている。

最初はとりあえず手本の真似をして書いていたけど、今日はかご字をなぞることで、

どうしてそちらの方向にはねるのかがよく分かった。筆脈を意識して書いたら、前よ

りもかなり上手に書けるようになった。

多くの生徒がＡ男のような感想を書いていた。１字１字の連続性に気付かせることで、

なんとなく書いていた行書体に必然性を見出して練習する姿が見られた。ほぼ全員が、

前時よりも美しく書くことができたと実感した。また、筆脈を表現することで、行書体

のその他の特徴でもある丸みや方向も自然に改善されていくことが分かった。

※筆脈をとらえることで、 ※筆脈を表現することで、字形や丸

はねの方向が変わったＢ男の作品 みも変わったＣ子の作品

⇒ ⇒

本単元を通して、「筆脈」にこだわることが行書体を美しく書くためのポイントであ

ることを生徒あちはあらためて実感した。少ない時間の中で指導していくには、課題を

多く与えずに、１点に絞って指導していくことが大切であることが分かった。

②アＢ かご字を利用すること Ｃ 全員共通の赤ペンを使用することについて

筆脈を実感させるために、かご字の手本に赤ペンで一筆書きをし、それをなぞった

り見たりして行書体を書くことは効果的であった。

筆で書くと筆脈をとらえることが難しいと判断したため、まずは赤ペンで一筆書きを

させた。１回では不十分なので、その上を指でなぞらせた。また、実際に筆で書くこと

をイメージして、墨を付けない部分については指を浮かして空中で筆脈を追わせた。あ

らかじめ赤ペンや指で筆脈を実感していたので、筆を手にとっても、ほとんど抵抗なく

練習することができた。以下は筆脈を表現することで、字形や丸みも変わったＣ子の感

想である。

授業前は、「木」と「か」が気に入りませんでした。筆脈が変で、一体どうやって

書いたらいいのか見当もつきませんでした。でも、赤ペンで書いてみたら、どこをど

う行くのか、なぜここがこう入り始めるのかが分かりました。すごく書きやすくなり

ました。「か」の字が前の作品より自然に形が整っていて、びっくりしました。
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②イＡ 仲間同士の高め合いと相互評価について

行書体をより美しく書くために、ペア交流を通して仲間同士で高め合ったり、よさ

を見つけ合ったりして相互評価することは効果的であった。

書写の学習は、どこがどのように上達したのか、またはどこが課題なのかを、自分だ

けで判断することは難しい。そこで、前時の作品と本時の作品を隣同士のペアで比較さ

せた。２枚を持ち上げて遠くから見て比較したり、また、２枚を重ね合わせて違いを確

認したりする中で、自分だけでは気付きにくい筆脈について再確認ができ、新たな課題

を見付けて練習することができた。また、自分が書いた作品のよさをペアの仲間に指摘

してもらうことで、さらに意欲的に取り組む姿が多く見られた。
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