
筆法を中心とした行書の臨書指導
－風信帖の臨書について－

１ 科 目 名 書道Ⅰ

２ 単 元 名 行書を学ぼう（「風信帖」）

３ 教 材 名 臨書鑑賞「風信帖」（「書Ⅰ」光村図書）

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 行書の古典の起筆に見られる入筆法、送筆部での抑揚表現について、それぞ
・評価方法 れの点画において違いがあることが理解できる。

（書表現の構想と工夫）
イ 理解することができた筆法を生かして、行書の古典の特徴に注意し効果的な

臨書作品を書くことができる。 （創造的な書表現の技能）

②単元の目標設定の理由
・導入期で基本点画の用筆法の学習を終え、様々な楷書の古典を臨書することを通じて、生徒
達は書には様々な表現法があることを理解することができたと思う。行書の学習では主に起
筆での入筆法と抑揚、さらに連続線の筆法に重点を置いて、文字の中に様々な点画表現があ
ることに気付かせたい。さらに積極的にそれらの筆法を使って臨書することは、書芸術に対
する視野を広げ、芸術的感性を高めることになり、結果として豊かな表現を身に付く。

③中心となる学習活動
・風信帖のそれぞれの点画表現の違いを発見し、筆法を理解し、それらを生かして風信帖の臨
書作品を完成する。 （「書表現の構想と工夫」「創造的な諸表現の技能」）

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

書表 ①行書の古典の起筆に見られ プリント提出 【構】 明確に表現の異なる２つの
現の る入筆法、送筆部での抑揚 点画を例に挙げ、比較観察
構想 表現について、それぞれの させることで、その違いに
と工 点画において違いがあるこ 気付かせる。
夫 とを理解している。

創造 ②理解することができた筆法 プリントおよび作品 個人指導により筆遣いを具
的な を生かして、行書の古典の 提出 【技】 体的に見せ、用筆上の要領
書表 特徴に注意し、効果的な臨 をわかりやすく指導する。
現の 書作品を書いている。
技能

成果と課題 現代書の父と称せられる比田井天来氏は、芸術書の条件として、その線質に沈着した筆力が
あり、しかも様々な表情を持つ点画が一字の中に盛り込まれていることであると説いた。
生徒から提出された作品を見ると、筆力は不十分ながら線質にさまざまな表情が見られ、全

体として豊かな内容を持つ作品が多かった。

アドバイス ①さまざまな入筆法や筆先の抑揚の付け方の指導にあたっては、大筆を用いて水書板で大きく
及び ゆっくりと書き、運筆の要領をわかりやすく説明したり、透明のプラスチック版に朱墨を用
留意点 いて空中で範書し、生徒側から見て筆先の弾力の生かし方がわかりやすい工夫をするとよい

（巻末図１・２参照）。
②机間指導の際、遅筆で筆先を開きながら書く線が多いことをくりかえし示唆すると、空海の
重厚で豊かな表情をもつ書風に近づける。



５ 単元の学習概要

時間 各時間の目標 主な学習活動の流れと指導上の留意点 評価規準 状況Ｃの生徒への対応
↓

評価方法

○行書の成 ・楷書「雁塔聖教序」と行書「蘭亭序」の「能」 同一文字の楷書と行 楷書と行書の違い
立過程とそ 字を比較して行書の特徴を発見する。 書を比較することに が発見できない生
の特徴を理 ＊留意点 より、行書の特徴を 徒には、入筆角度
解する。 ・必要に応じて楷書「雁塔聖教序」と行書 見つけ、自分の考え や送筆部の太さな

「蘭亭序」の「能」字を板書し、気付かせ を他者に伝えてい ど着眼点を明確に
たい同じ箇所に双方色チークで丸印をつ る。 【構】 示し問いかけるよ
けるなどする。 ↓ うにする。

観察・発表
○ 蘭 亭 序 ・起筆での入筆法や送筆部での抑揚の変化、 行書の特徴を生かし 要点を指摘しなが

１ 「能」字を および連続線を意識して蘭亭序「能」字 て、効果的に臨書作 ら点画の特徴が分
鑑賞し、起 を半紙中央に大きく書く。 品を完成している。 かりやすいように
筆と送筆部 ＊留意点 【技】 個別指導する。
の筆法を理 ・特に紡錘状の点画が書風に丸みを表現し ↓
解し、表現 ていることに注意させる。意識的に様々 観察・提出
することが な表情を持つ点画を書くように指示する。

できる。

○ 蘭 亭 序 ・蘭亭序「天朗」の２字を範書に従って 蘭亭序「天朗氣清」 あらかじめ準備し
「天朗氣清」 入筆法および送筆部の抑揚表現に留意 の四字を字形および ておいた筆を使い
の四字を用 して臨書する。 点画の特徴を生かし 腕の構えや手首の
筆法に留意 ・蘭亭序「氣清」の２字を範書に従って 半紙に体裁よくまと 動きを具体的に見
し半紙に体 入筆法および送筆部の抑揚表現に留意 めている。 せる。
裁よくまと して臨書する。 【技】

２ める。 ・それぞれの点画表現の違いを意識して ↓ 再度黒板などに水
蘭亭序「天朗氣清」の四字を半紙に体 観察・提出 を含んだ大筆で大
裁よくまとめる。 きめに範書する。

＊留意点

・始筆から最終画まで一気に一文字の範書

をすると細かい点画表現の違いの認識が

甘くなり同じ調子ですべての点画を書き

やすいので、２～３画ずつ点画の特徴と

用筆法を説明しながら書くようにする。

○風信帖「恵 ・準備しておいた入筆法１～５までの具 風信帖に見られる、 楷書の入筆法から
風」の起筆 体的な図（巻末図３参照）と教科書に それぞれの起筆での 脱しきれない生徒
に見られる 見られる古典の起筆での入筆法を見比 入筆法の相違につい には飛行機がなだ
入筆法、送 べ、いずれに属するかを考える。また て理解している。ま らかに離陸する要
筆部での抑 抑揚表現について徐々に太くなる線、 た送筆部の抑揚表現 領で筆先が紙面に
揚表現につ 細くなる線を見つける。 について理解してい 着くように指示す
いて、それ ＊留意点 る。 【構】 る。
ぞれの点画 ・すべての点画をみると煩雑になるの ↓
において違 で、明確な箇所のみにとどめる。 発表・プリント提出

３ いがあるこ ・練習する段階では範書に従い、２～３
(本時) とを理解す 画ずつ分けて書かせた方が、それぞれ

る。 の表現の違いが理解しやすい。ただし、
最終的な清書をする際は連続した運筆
の中で表現するように示唆する。

○風信帖「恵 様々な表情を持つ点 あらかじめ準備し
風」のそれ 画を意識的に表現 ておいた筆を使い
ぞれの点画 し、しかもそれらの 腕の構えや手首の
の違いを意 点画が統合され調和 動きを具体的に見
識しながら、 よく表現されてい せる。
連続した運 る。 【技】
筆の中で表 ↓
現する。 観察・提出



○祭姪文稿 ・祭姪文稿「蒲州」の二字を範書に従っ 祭姪文稿「蒲州剌史」 あらかじめ準備し
「蒲州剌史」 て入筆法および送筆部の抑揚（特に送 の４字を２字ずつ臨 ておいた筆を使
の４字を２ 筆部に膨らみのある筆法）を学び、多 書し、小条幅縦に体 い、筆を開く箇所
字ずつ臨書 彩な線活動があることを理解する。 裁よくまとめてい と引き絞る箇所の
し、小条幅 ・祭姪文稿「剌史」の二字を範書に従っ る。 【技】 あることを強調し
縦に体裁よ て入筆法および送筆部の抑揚（特に膨 ↓ て指導する。
くまとめる。 らみのある筆法）を学び、多彩な変化 観察・提出

に富む線活動を理解する。
４ ・小条幅（６８×１７．５ｃｍ）縦に「蒲

州剌史」の４字を線質、字形、文字の
大小、空間の疎密に留意し体裁よくま
とめる。

＊留意点

・立って書くならば紙を机上に広げ紙面全

体を見ながら書くのがよい。座って書く場

合は、あらかじめ紙の中心に折り、前の２

字書いてから紙を前に送り、後の２字を書

くようにする。

６ 第３時の学習指導案

本時の位置 ３時間目（全４時間）

本時の学習目標 ア 風信帖の起筆に見られる入筆法、送筆部での抑揚表現について、それぞれの点画にお
いて違いがあることが理解できる。 （書表現の構想と工夫）

イ 理解することができた筆法を生かして、風信帖の特徴に注意し効果的な臨書作品を
書くことができる。 （創造的な書表現の技能）

事前の準備 プリント印刷および配布

学習内容 学習活動 指導上の留意点及び評価

導 □本時の学習の目的 ①配布されたプリントを見な ・始業前に各自書道用具の準備をしておく。
入 の説明 がら本時の学習内容を理解 ・プリントを配布する。
３ する。
分

□風信帖について理 ②風信帖について年代、筆者、 ・生徒に教科書の本文を読んでもらい要点を押さ
解し風信帖「恵風」 文章の内容、および書風の える。
の起筆部の入筆法及 特徴について教科書を読ん ・黒板に籠字で太細をつけて「恵風」の２字を書
び送筆部での抑揚表 で理解する。 き、字形の特徴を捉えさせる。特に二字とも左
現について、それぞ ③プリントに示した４つの点 下に直角を持つ不等辺三角形型になっているこ
れの点画において違 画の入筆法について、黒板 とを押さえる。
いがあることを理解 に掲示した５種類のいずれ ・入筆法および抑揚表現については、全ての点
する。 の方法で書かれているかを 画について検討する必要はなく、特徴が明確に

考え（ ）内に１～５の番 出ている箇所のみでよい。
号を記入する。 ・板書に従って書かせる場合、行書の連続性とい

④教科書の図を見て抑揚表現 う観点では始筆から最終画まで間断なく書くの
展 が顕著な点画を見つけ、そ がよいが、ポイントが曖昧になり形を纏めるこ
開 の点画に該当するプリント とのみが主になり、内容が疎かになりやすいた
37 の点画上に「＜」又は「＞」 め、少しずつ区切って書くほうが効果的である。
分 印をつける。

【板書事項】 目標 アに対する評価規準と評価方法
籠字による大字で「恵風」 〔規準〕風信帖の起筆に見られる入筆法、送筆部
の２字を板書する。 での抑揚表現について、それぞれの点画におい
入筆法および抑揚表現に て違いがあることを理解している。
ついてはプリントで作業 〔方法〕発表およびプリント提出
した解答を生徒に述べさ 〔状況Ｃの生徒への手立て〕
せ、その内容を確認し該 ・入筆法については掲示した１～５の中で、正解
当箇所に板書する。 を含む２つを挙げ、どちらにより近いかと問い



かけ考えさせる。抑揚についてはそれが明確な
点画を取り上げ、徐々に太くなっているか、細
くなっているかと問いかけ考えさせる。

□理解することがで ⑤入筆法および抑揚表現に留 目標 イに対する評価規準と評価方法
きた筆法を生かして 意し、範書にしたがって２ 〔規準〕理解することができた筆法を生かして、
使って、風信帖の特 ～３画ずつ書き、理解でき 風信帖の特徴に注意し効果的な臨書作品を書
徴に注意し効果的な た内容を実際に表現する。 いている。
臨書作品を書く。 ⑥古典を見ながら点画の連続 〔方法〕観察および作品提出

性に気を付け効果的な臨書 〔状況Ｃの生徒への手立て〕
作品を完成する。 ・個別にあらかじめ準備しておいた筆とプラス

⑦隣同士ペアを作り作品を チック板を用いて範書する。
交換し、入筆法と抑揚表現、
および点画の連続性につい ・プリントの感想には隣の生徒に指摘を受けたこ
て、よく出来ているところ、 とを踏まえて記入するのもよいことを指示す
不十分なところを見付け、 る。
互いに相手に伝える。

ま □まとめ ⑦書いた作品とプリントを提 評価方法
と 後片付け 出する。 観察・提出された作品及びプリント
め プリント整理
10 提出
分

〈生徒に配布するプリント〉

行書「風信帖」の学習

（ ）年（ ）科（ ）番 氏名（ ）

一、行書に見られる入筆法

１，起筆部は約４５度で入筆し、角張りのある形状にする。
２，起筆部は約３０度で入筆し、角張りのある形状にする。
３，筆先を一瞬紙面につけ、すぐに筆先を開き、点画全体が花びら状の起筆となる。
４，起筆部は捻るように入筆し鷹の爪状にする。
５，起筆部は逆筆で入筆し丸みを帯びた形状にする。

（注「３」は起筆部と送筆部が一体となった点画と考える。）

（ ）の中に該当する入筆法の番号を書いてみよう。
①（ ）②（ ） ③（ ）④（ ）

恵 風
「恵」字①第１画目横画の入筆 ②最終画縦画の入筆 「風」字③第１画目縦画の入筆 ④第２画目横画の入筆

二、線の抑揚表現
明らかに徐々に太くなる線に「＜」印、徐々に細くなる線に「＞」印をつける。

三、感想
空海の筆法について理解できたこと、考えたこと、気付いたことなど自由に書いてみよう。



（生徒作品例）

〈生徒の感想より〉
・これまで学んできた楷書とは違って、丸みのある所や角張ったところ。段々太くなるところや細くなるところ
が一つの文字の中に沢山あり、書いていてとても難しかった。

・空海は一つの線ごとに筆の入り方や抑揚に変化をつけている。わたしは徐々に太くなる線に気を付けて書きま
した。

・力のかけ方やベクトルを完全にコントロールしていかないと芸術として人の心を動かす字は書けないと知っ
た。

・空海の筆法は決まったいくつかの法則に則って、手首のひねりを生かして書かれていることがわかった。
・抑揚表現が難しかった。空海は自分の意識で様々な表情を持つ線を一字の中に込めることができたから、三筆
の筆頭として崇められていることがわかった。

・様々な筆法で書くと、一つの決まった筆法で書いた字よりも豊かな表情が出ることがわかった。

〈考察と課題〉
生徒から回収したプリントおよび作品をみて、様々な点画を意図的に表現することに興味・関心をもって取り

組んだ生徒が多いことが窺われる。
中学までに習った書写では、ほぼ一定の筆法で正しく、整えて書くことが学習の中心である。しかし本時は筆

法を中心に形よりも、様々な線を表現することが学習の中心であるため、生徒の反応が懸念された。実際に授業
をしてみると、その内容が目新しく新鮮感があったためか、積極的に取り組む生徒が多く、授業の展開はとても
スムーズであった。
また感想文から生徒の中には空海の筆法を凝視し、その動きに一つの法則性があることに気付いた生徒もおり、

結果として生徒の提出作品の多くは重厚さと豊かな表情を持つ作品が多かった。
一方どうしても筆先の弾力を生かしながら自在に開閉をすることができず、線の表現の変化に留意して書くこ

とに対していらだちや、抵抗感を感じる生徒もいる。
現代書の父といわれる比田井天来は、沈着した筆勢と多彩な線質表現をもつ筆意の２点をもって芸術書の条件

とした。ただし、この条件が万人に周知された法則とは言いがたく、美の基準が変われば、善し悪しさえ変わっ
てしまう。生徒に対する評価の観点では指導者の美的基準が大きく影響することも否定することはできず、この
あたりが常に課題として残る。



プラスチック板を用いた筆法指導（図１） 入筆法の種類（図３）

プラスチック板を用いた筆法指導（図２）


