
古典の特徴を生かした臨書指導
－九成宮醴泉銘の臨書について－

１ 科 目 名 書道Ⅰ

２ 単 元 名 漢字の書－古典(楷書体）の特徴を生かした臨書について－

３ 教 材 名 臨書鑑賞「九成宮醴泉銘」（「書道Ⅰ」東京書籍）

４ 単元の内容

単元の目標 ①単元の目標
と評価規準 ア 題材とする古典（楷書）の字形と点画の特徴を捉え、自分の考えを分かりや
・評価方法 すく伝えることができる。 （芸術的な感受や表現の工夫）

イ 理解できた古典の字形と点画の特徴を生かして、これまで学んだ運筆法を応
用して効果的に書表現ができる。 （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、次に古典の鑑賞と臨書の学習に入る生徒にとって
古典による様々な楷書を学習することは、書芸術に対する視野を広げ、高い芸術的感性や多
彩な表現を身に付けることにつながる。また学習の過程で自分の意見を整理し発表すること
は、自己の洞察力を磨き、自分の考えを他者に分かりやすく伝達するという言語能力の伸長
に繋げる。

③中心となる学習活動
・古典（楷書）の字形や点画の特徴を、他の書体との比較などを通じて共通点や相違点を発見
しプリントに整理し発表する。また理解できた古典の特徴を生かして、これまで学んだ運筆
法を基に効果的に書作品を完成する。（「芸術的な感受や表現の工夫」「創造的な書表現の技
能」）

評価規準 評価方法 状況Ｃの生徒への対応

芸術 ①古典（楷書）の字形や点画 プリント提出及び意 他の書体との相違点・共通
的な の特徴を他の古典などとの 見発表 【工】 点を見付けやすいように注
感受 比較を通じて共通点や相違 目すべき箇所をマークして
や表 点を発見しプリントに整理 示す。
現の し発表する。
工夫

創造 ②理解した古典の特徴を生か 作品提出 【技】 個人指導により筆遣いを具
的な して、これまで学んだ運筆 体的に見せるようにし、用
書表 法を基に効果的に毛筆によ 筆上の注意点を分かりやす
現の る書表現ができる。 く指導する。
技能

成果と課題 ・書道Ⅰの導入期に学んだ基本的用筆法の原理は、いずれの楷書の点画を書く場合でも変わら
ないが、運用の仕方はそれぞれの古典の特質によって異なることが理解できたと思う。特に
他の古典と比較しながら字形や点画の表現について考えたことで理解が深まった生徒が多か
った。しかし筆の弾力を生かした運筆ができないため、線質が甘く、字形に締まりがない作
品になっている生徒も多くいることは課題が残る。

アドバイス ①字形の特徴は古典の図版を見るだけでは見付けにくいので、その字形の特徴と対称的な作品
及び を見せることで発見しやすくなる。
留意点 ②多くの生徒は全ての文字を正方形に収める傾向が見られる。文字を四角形の枠で囲むと全体

の文字が縦長なのか、正方形に近いのか、横長なのかをつかみやすい。



５ 単元の学習概要

評価規準
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 ↓ 状況Ｃの生徒への対応

評価方法

○九成宮醴 ・九成宮醴泉銘より「風景」の字形の特 字形と点画について 点画の長さ、角度、
泉銘の字 徴を教科書体の同一文字との比較を通 共通点と相違点を的 転折部の動きなど
形や点画 じて発見し、字形と点画の両面から共 確に把握して整理 注意して比較すべ
の特徴を 通点と相違点を整理し、自己の考えを し、他者に分かりや き箇所を板書など
把握する。 他者に分かりやすく伝える。 すく考えを伝えるこ により具体的に示

＊留意点 とができたか。【工】 す。
・楷書の字形の取り方である背勢と向勢に ↓
ついて最初に説明し、更に字形を把握し 発表・プリント提出
やすいように文字の周囲を直線で囲む。

１ ・点画の特徴は横画の線の長さと角度につ

（本時） いて色チョークなどを用い注目させる。

○九成宮醴 ・九成宮醴泉銘（「風景」）の字形や点画 字形と点画の特徴を 要点を指摘しなが
泉銘の字 の特徴を把握する。 生かして、これまで ら点画の特徴が分
形や点画 ＊留意点 学んだ運筆法を基に かりやすいように
の特徴を ・導入時に指導した運筆法を再度確認する 効果的に毛筆による 個別指導する。
生かした ようにする。 書表現ができる。
臨書をす ・確認した字形の特徴を意識して二字の中 ↓ 【技】
る。 心がずれないようにまとめる。 観察・提出

○九成宮醴 ・前時に学んだ九成宮醴泉銘の字形と点 九成宮醴泉銘の字形 あらかじめ準備し
泉銘の字 画の特徴を再確認する。 及び点画の特徴を生 ておいた筆を使い
形及び点 ・九成宮醴泉銘より「微風」の二字を字 かし半紙に四字を体 腕の構えや手首の
画の特徴 形と点画の特徴を生かして練習する。 裁よくまとめること 動きを具体的に見
を生かし ・九成宮醴泉銘より「徐動」を二字を字 ができたか。 【技】 せる。

２ 半紙に四 形と点画の特徴を生かして練習する。 ↓
字を体裁 ・九成宮醴泉銘より「微風徐動」の四字 観察・提出
よくまと を半紙に字形と点画の特徴を生かして
める。 体裁よくまとめ清書を完成する。

＊留意点

・縦と横の中心を意識して書くようにする。

○孔子廟堂 ・孔子廟堂碑の字形や点画の特徴を前回 孔子廟堂碑の字形や 縦画の線の表現に
碑の字形 学んだ九成宮醴泉銘と比較して把握す 点画の特徴を前回学 注目させる。
や点画の る。 んだ古典と比較して
特徴を把 把握できたか。【工】
握する。 ↓

発表・プリント提出

３ ○孔子廟堂 ・孔子廟堂碑より「玄妙」の二字を字形 孔子廟堂碑の字形及 あらかじめ準備し
碑の字形 と点画の特徴を生かして練習する。 び点画の特徴を生生 ておいた筆を使い
や点画の ＊留意点 かし半紙作品を完成 腕の構えや手首の
特徴を生 ・向勢の字形に適した点画として穏やかで させることができた 動きを具体的に見
かした臨 内に力を含む表現方法について理解する。 か。 【技】 せる。
書をする。 ↓

観察・提出

○孔子廟堂 ・前時に学んだ孔子廟堂碑の字形と点画 孔子廟堂碑の字形及 背勢・向勢の意味
碑の字形 の特徴を再確認する。 び点画の特徴を生か を確認する。
及び点画 ・孔子廟堂碑より「預聞」の二字を字形 し半紙に四字を体裁 あらかじめ準備し
の特徴を と点画の特徴を生かして練習する。 よくまとめることが ておいた筆を使い
生かし半 ・孔子廟堂碑より「前史」の二字を字形 できたか。 【技】 腕の構えや手首の

４ 紙に四字 と点画の特徴を生かして練習する。 ↓ 動きを具体的に見
を体裁よ ・孔子廟堂碑より「預聞前史」の四字を 観察・提出 せる。
くまとめ 半紙に字形と点画の特徴を生かして



る。 体裁よくまとめ清書を完成する。
＊留意点

・向勢の字形と内に力を含む点画の関係を

意識して書く。

○雁塔聖教 ・雁塔聖教序の字形や点画の特徴を前回 孔子廟堂碑の字形や 点画の表現に注意
序の字形 学んだ孔子廟堂碑との比較を通じて主 点画の特徴を前回学 させる。
や点画の に点画の運筆の差異を把握する。 んだ古典と比較して
特徴を把 把握できたか。【工】
握する。 ↓

発表・プリント提出
５

○雁塔聖教 ・雁塔聖教序より「無形」の二字を字形 雁塔聖教序の字形及 あらかじめ準備し
序の字形 と点画の特徴を生かして練習する。 び点画の特徴を生か ておいた筆を使い
や点画の ＊留意点 し半紙に四字を体裁 腕の構えや手首の
特徴を生 ・それぞれの点画の起筆部に蔵鋒ならば よくまとめることが 動きを具体的に見
かした臨 「○」露鋒ならば「△」の印を付けてお できたか。 【技】 せる。
書をする。 くと迷うことなく運筆できる。 ↓

観察・提出

○雁塔聖教 ・前時に学んだ雁塔聖教序の字形と点画 雁塔聖教序の字形及 あらかじめ準備し
序の字形 の特徴を再確認する。 び点画の特徴を生か ておいた筆を使い
及び点画 ・雁塔聖教序より「智通」の二字を字形 し半紙に四字を体裁 腕の構えや手首の
の特徴を と点画の特徴を生かして練習する。 よくまとめることが 動きを具体的に見
生かし半 ・雁塔聖教序より「無累」の二字を字形 できたか。 【技】 せる。

６ 紙に四字 と点画の特徴を生かして練習する。 ↓
を体裁よ ・雁塔聖教序より「智通無累」の四字を 観察・提出
くまとめ 半紙に字形と点画の特徴を生かして体
る。 裁よくまとめ清書を完成する。

＊留意点

・細くても深く粘り強い線質にする。

○自書告身 ・自書告身の字形や点画の特徴を孔子廟 自書告身の字形や点 自書告身「月」と
の字形や 堂碑との比較を通じて共通点と相違点 画の特徴を前回学ん 孔子廟堂碑の「目」
点画の特 を把握する。 だ古典と比較して把 など比較的分かり
徴を把握 握できたか。 【工】 やすい例をあげて
する。 ↓ 考えさせる。

発表・プリント提出
７

○自書告身 ・自書告身より「清光」の二字を字形 自書告身の字形及び あらかじめ準備し
の字形や と点画の特徴を生かして練習する。 点画の特徴を生かし ておいた筆を使い
点画の特 ＊留意点 半紙に四字を体裁よ 腕の構えや手首の
徴を生か ・孔子廟堂碑も自書告身もいずれも向勢の くまとめることがで 動きを具体的に見
した臨書 字形であることを押さえ、自書告身は横 きたか。 【技】 せる。
をする。 画を細く縦画が太いなどの相違点も把握 ↓

させる。 観察・提出

○自書告身 ・前時に学んだ自書告身の字形と点画の 自書告身の字形及び あらかじめ準備し
の字形及 特徴を再確認する。 点画の特徴を生かし ておいた筆を使い
び点画の ・自書告身より「光我」の二字を字形と 半紙に四字を体裁よ 腕の構えや手首の
特徴を生 点画の特徴を生かして練習する。 くまとめることがで 動きを具体的に見
かし半紙 ・自書告身より「王度」の二字を字形と きたか。 【技】 せる。
に四字を 点画の特徴を生かして練習する。 ↓

８ 体裁よく ・自書告身より「光我王度」の四字を半 観察・提出
まとめる。 紙に字形と点画の特徴を生かして体裁

よくまとめ清書を完成する。
＊留意点

・再度横画は短く細めに書き、縦画は送筆

部を太く長く書く筆画が多いことを確認

する。



６ 第１時の学習指導案

本時の位置 １時間目（全８時間）

本時の学習目標 ア 九成宮醴泉銘の字形や点画の特徴を同一文字の教科書体との比較を通じて共通点や相
違点を発見しプリントに整理し発表する。 （芸術的な感受や表現の工夫）

イ 理解することができた九成宮醴泉銘の特徴を生かして、これまで学んだ運筆法を基に
効果的な書表現ができる。 （創造的な書表現の技能）

事前の準備 ・プリントを印刷しておく。

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

□九成宮醴泉銘の字 ②九成宮醴泉銘の歴史的背景 ・生徒に教科書の本文を読んでもらい、段落ごと
形や点画の特徴を と楷書における基本的な結 に要点を押さえる。
同一文字の教科書 構法である背勢と向勢につ ・向勢・背勢については「日」という文字をチョー
体との比較を通じ いて理解する。 クの側面を使って板書し確認する。
て共通点や相違点 ③九成宮醴泉銘と教科書体の ・字形の特徴を捉えるため文字の周囲を四角形で
を発見しプリント 「風景」の文字について、 囲む。
に整理し発表す 字形と点画の両面から共通 ・板書により「景」字の「口」が「日」になって
る。 点と相違点を見付けプリン いることと「なべぶた」の第一画目が横線を貫

トに整理する。 いているのは当時流行していた異体字であるこ
とを教える。

展 【板書事項】
開 Ａ 九成宮醴泉銘 目標 アに対する評価規準と評価方法
37 Ｂ 教科書体 〔規準〕九成宮醴泉銘の字形や点画の特徴が理
分 字形の共通点 解できたか。

「Ａ、Ｂとも背勢」 〔方法〕発表及びプリント提出
字形の相違点 〔状況Ｃの生徒への手立て〕
「Ａは縦長、Ｂはほぼ正 板書に文字を書きポイントとなる箇所に色チョ
方形」 ークを使い示し、「背勢か向勢か」「直線的か

点画の共通点 曲線的か」「長いか短いか」「縦長かほぼ正方
「ＡＢとも起筆・転折部 形か」など選択肢を挙げ答えさせる。
が鋭く(45度)直線的」

点画の相違点
「Ａは縦長横短で横画の
右上がりの傾斜が強い、
Ｂは縦横ほぼ同じ長さ
で角度はなだらか」

□九成宮醴泉銘の特 ④九成宮醴泉銘の特徴を生か 目標 イに対する評価規準と評価方法
徴を生かして、これ し、これまで学んだ運筆法 〔規準〕九成宮醴泉銘の特徴を生かし、これま
まで学んだ運筆法を を基に効果的な書表現をす で学んだ運筆法を基に効果的な表現をし
基に「風景」の二字 る。 ているか。
を効果的に表現す 〔方法〕観察及び作品提出
る。 〔状況Ｃの生徒への手立て〕

個別にあらかじめ準備しておいた筆を用いて
不十分な箇所を朱書きする。

ま □まとめ ⑤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



Ａ 「九成宮醴泉銘」 Ｂ 教科書体の例

九成宮醴泉銘と教科書体における共通点と相違点（Ａ、Ｂを用いて記入する）

〔共通点〕

字形に
ついて 〔相違点〕

〔共通点〕

点画に
ついて 〔相違点〕

本時の学習を終えて自己評価（５を上位とする）及び感想

自己評価 【 １ ２ ３ ４ ５ 】

感 想（達成できたこと、できなかったことなど）

「九成宮醴泉銘」
の

「風」

「九成宮醴泉銘」
の

「景」



生徒作品例とそれぞれの生徒が記した内容及び感想

生徒ａ 生徒ｂ 生徒ｃ

Ａ九成宮醴泉銘とＢ教科書体における共通点と相違点

字形について
〔共通点〕
生徒ａ 反り返った形。背勢。
生徒ｂ 背勢である。
生徒ｃ すっきりした形の背勢。
〔相違点〕
生徒ａ ＡのほうがＢより縦長
生徒ｂ ＡのほうがＢより引き締まっている。
生徒ｃ ＡのほうがＢより縦に伸びている。

点画について
〔共通点〕
生徒ａ 起筆と曲り（転折）の打ち込みが強く鋭い。
生徒ｂ 細く直線的でポキポキしている。
生徒ｃ すっきりしたまっすぐな線。
〔相違点〕
生徒ａ ＡのほうがＢより横線は短く縦線は長い。
生徒ｂ ＡのほうがＢより横画の右上がりが強い。
生徒ｃ ＡのほうがＢより縦が長く横が短く、右上がりがきつい。

感想
生徒ａ 自己評価 ４
これまで接してきた教科書の字体が中国唐時代にもう完成していて、その形を参考にして作られていたことが

分かった。ただ九成宮のほうが縦長で右上がりの傾斜が強い文字で書かれ、教科書体はそれを正方形で穏やかな
形にしたと思う。起筆や曲りを４５度にして鋭い感じには出来たと思うがスッキリした直線はあまりできなかっ
た。

生徒ｂ 自己評価 ３
教科書体の字形のルーツを知ることができた。線はまっすぐにしっかり書くことができた。背勢で厳しい感じ

がする字形は表現するのが難しい。めりはりや鋭い表現ができない。

生徒ｃ 自己評価 ４
初めて拓本で採ったものを見て書いたので白と黒が逆さまなので書きにくいと思った。風構えはあまりうまく

いかなかった。しかしその他の線は直線的に書けたし、横画を右上がりにして縦長の字形を生かして書くことが
できたと思う。



〔授業者の反省及び課題〕
生徒にとって高等学校で初めての臨書学習をする上で、「九成宮醴泉銘」の書体が真新しいものではなく、小
学校のときから慣れ親しんできた教科書体と近似している点が多いことを自ら発見し、同時に相違点をも見付け
て臨書することは、ただ題材を示され一方的に特徴の説明を受けて臨書をするより古典の特徴を把握しやすかっ
た。生徒の作品から背勢の字形や転折部の鋭さを出す動きができていることは、このためだとみられる。用筆法
が安定しておらず文字の骨格が捉え切れていないため不安定な表現に終わっている点は今後の課題である。


