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1.学習の目標
・書道における表現と鑑賞の創造的な活動を通して，書を愛好する心情を育てる。
・書に親しむ活動を通して感性を高め，書の文化や伝統についての理解を深める。
・様々な場面に対応できる書写能力を育てながら，主体的に自己を表現する能力を高める。
2.科目の特色（目標を実現するための重要点を含む）
・文字を素材とした表現活動を中心とし，さまざまな題材について表現のねらいをもちながら自己表現を展開していく。
　①「漢字仮名交じりの書」の学習では，身近にある題材や自らの思いや感動を表す語句を選び芸術的な表現を高めるとともに，実
　　用的な表現形式にもその技法や知識を生かしていく。
　②「漢字の書」の学習では，個性的な書風の幅広い古典にふれることによって表現と鑑賞の能力を高め，それらを創作に生かして
　　いく。
　③「仮名の書」の学習では，幅広い書風の古典にふれることによって表現と鑑賞の能力を高め，それらを創作に生かしていく。

3.学習計画及び評価［すべての領域を学習する場合］
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

学習活動への参加状況や態度
レポート
「学習のまとめ」

学習活動への参加状況や態度
※鑑賞カード（適宜）
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）
レポート

試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）
※鑑賞カード（適宜）
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）
※鑑賞カード（適宜）

レポート

試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
※鑑賞カード（適宜）
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
※鑑賞カード（適宜）

レポート

試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
「学習のまとめ」

篆刻実習カード・学習成果（作品）
学習の記録
※鑑賞カード（適宜）

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル
学習成果（作品）・学習の記録

書Ⅲ　　　　単位数　　　　　　　　　  　　2 単位　　　　　　　　担当者
　　学科・学年・学級   　　　　　　◯◯科　　　　　　　　第◯学年   　　  　◯◯組
　　使用教科書・副教材等  　　　　書Ⅲ　　  　　 　　　　書Ⅲ 302　 　　　 教育図書

書 Ⅲ ［６教図　書Ⅲ　302］ 準拠シラバス案
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書 Ⅲ ［６教図　書Ⅲ 302］準拠シラバス案

4.評価の観点・方法（年間の評定）

評価の観点及び内容 評価方法

学習活動への参加状況や態度
学習の記録やカードの記入状況
試書等の記録ファイルの整理状況
学習成果（作品）・学習のまとめの内容

カードの記入状況
学習成果（作品）
学習のまとめの内容

カードの記入状況
学習成果（作品）・学習のまとめの内容

学習活動への参加状況や態度
鑑賞カードの記入状況
学習成果（作品）・学習のまとめの内容

 1

 2

 3

学期 単元名 月 学習活動 評価方法

■和歌と古筆切
　本阿弥切古今和歌集
◇料紙装飾と書の調和
　金沢本万葉集
◇五大万葉集
　針切・香紙切
　一条摂政集・中務集
◇手紙の書

③漢字仮名交じりの書の美と文化
　漢字の各書体に調和する
　仮名の工夫
　粗密が描く紙面の均衡
　響き合う行と余白
　流れと躍動する書線
◆自分自身の表現を求めて
　◉漢字仮名交じりの書の流れ

◆思いとことばをつむぐ「書」
◇近現代のさまざまな試み

　◉未来を彩る

〈学習内容についての補足説明〉
・課題に応じて作品構想カードや制作カードと学習成果（作品）を提出する。
・単元ごとに「学習のまとめ」を行い，自己評価する。
・古典や自分の作品，友人の作品に対する鑑賞がどのように深まっていったかを鑑賞カードなどを用いて確認する。
※書Ⅲでは，科目の性格からすれば次のように学習を展開することもできる。
［表現を主体に学習する場合］
（例１）生徒が自らの興味・関心に基づき，漢字の書，仮名の書から一～二
  点を選択し，各々の古典を深く学習する。

 ・自らの興味・関心に基づき，学習する古典を選択する。
 ・選択した古典の書風や，用筆法・運筆法などの特徴を把握する。
 ・多角的に古典を分析し，その書風の特徴を生かした創造的な表現
　を工夫する。
 ・選択した古典の時代性や精神性について理解を深める。

（例2）各書体ごと，あるいは時代や特徴などでいくつかの学習項目を示
  し，同じ項目を選択した生徒同士でグループ学習をする。

［鑑賞を主体に学習する場合］
（例）生徒各自が担当する古典を選択し，調べ学習による成果を発表し合う。

学習活動 学習活動

学習活動

・様々な古典を鑑賞し，その中から調べ学習をしてみたいと考える古典を選択する。
・書の古典を理解するために，何をどのように調べる必要があるのか考え，実践してみる。美術館・博物館や図書館，インターネットなどを
　活用する。
・他の学習者の発表内容を理解し，鑑賞の視野を広げるようにする。

書と文化

①漢字の書の美と文化
　甲骨文・小臣艅犧尊
　散氏盤・郭店楚簡
　長沙子弾庫楚帛書

◆簡牘の世界

　開通褒斜道刻石・礼器碑
　西嶽華山廟碑・西狭頌
　張遷碑

　李柏尺牘稿・平復帖・喪乱帖
　薦季直表・楽毅論
　魏霊蔵造像記・高貞碑
　皇甫誕碑・枯樹賦
　草書千字文　

◇日本上代の金石文

　灌頂歴名・李嶠詩雑詠
　白氏詩巻・離洛帖

　黄州寒食詩巻・李太白憶旧
　遊詩巻・李太師帖
　金剛経・玄妙観重脩三門記

■墨跡と茶の湯

　臨王筠寒凝帖軸・草書五律
　詩軸・隷書文語横披
　篆書張茂先励志詩四屏
　行書山谷題跋語四屏・芍薬図

　篆刻
　◉落款と印の用い方
　◉側款
　
②仮名の書の美と文化
　秋萩帖
　和歌・俳句　あきのひに

 ・書は，先人たちの創造力と，他の芸術や文化，思想，文学，
　政治，社会などとが密接に関連しながら長い歴史の間に
　築かれてきた文化であることを理解する。

 
 ・臨書や鑑賞を通じて，篆書古典のもつ時代性や精神性へ
　の理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・戦国・秦・漢時代の日常の筆写の実態を理解する。

 ・臨書や鑑賞を通じて，隷書古典のもつ時代性や精神性へ
　の理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・臨書や鑑賞を通じて，三国～唐時代の古典のもつ時代性
　や精神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫
　する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。

 ・日本上代の金石文の特徴や歴史，風土との関わりついて
　理解する。
 ・臨書や鑑賞を通じて，平安時代の古典のもつ時代性や精
　神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・臨書や鑑賞を通じて，宋～元時代の古典のもつ時代性や
　精神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫す
　る。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・墨跡と茶の湯の関係を理解する。

 ・臨書や鑑賞を通じて，明～清時代の古典のもつ時代性
　や精神性，中国文人たちの美意識への理解を深め，個
　性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・近現代の名家の印を鑑賞または摹刻し，刀法や章法など
　 の 表 現 技 法 を 理 解 す る 。
 ・落款の形式や側款について理解する。

 ・臨書や鑑賞を通じて，草仮名の古典の特徴を理解し， 
　個性的，創造的な表現を工夫する。

書への関心・意欲・態度

書表現の構想と工夫

創造的な書表現の技能

鑑賞の能力

 ・古今和歌集の成立と写本の伝来について理解を深める。
 ・臨書や鑑賞を通じて，平安時代の仮名の古典のもつ時代
　性や精神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工
　夫する。
 ・仮名の書の様式美や装飾美を理解する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具体
　化し，用筆や線質，全体の構成を工夫する。
 ・手紙を鑑賞し，率意の書について考える。

 ・漢字の各書体や書風に調和する仮名の表現について考   
　え，創造的な表現を工夫する。
 ・自らの思いや感動を表現することばと書表現との関係に
　ついて考え，個性的，創造的な表現を工夫する。　
 
 ・作品から感じたことを伝え，受け止め，補完し合う。
 ・現代の書とは，伝統と文化を生かしながら，現代のことば
　を個性的，創造的に表現するものであることを理解する。
 ・書の表現によって思いが伝わることを理解する。
 ・近現代の前衛的な書表現を鑑賞し，現代の書の意義につ
　いて考える。
・書の伝統と文化を理解し，現代における書の意義につい
　て考察する。

レポート
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
※鑑賞カード（適宜）
「学習のまとめ」

鑑賞カード

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
※鑑賞カード（適宜）

鑑賞カード
学習の記録

鑑賞カード
レポート
※鑑賞カード（適宜）
レポート
「学習のまとめ」

・学習項目の内容を的確に理解し，自らの興味・関心に基づき，学  
　習する内容を選択する。
・相互評価を行うなど，よりよい表現活動の展開を工夫する。
・作品を生徒同士で鑑賞し合い，課題を見つけ，良さを認め合うな
　ど，他者を尊重する態度を養う。

 ・書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心
　情や，書の伝統と文化を尊重する態度を身につけようとしてい
　る。

 ・感性を磨き，創造性豊かな表現を工夫している。
 ・確かな表現技法を習得し，それを生かしてより自由で個性的な 
　表現を工夫している。

 ・自己の感興や意図を実現するため構想を具現化し，主体的に個
　性的・創造的な表現をすることができる。

 ・鑑賞や書論の講読などの活動を通して，書の伝統と文化につい
て理解している。
 ・書と生活や諸文化との関わりについて理解している。
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　甲骨文・小臣艅犧尊
　散氏盤・郭店楚簡
　長沙子弾庫楚帛書

◆簡牘の世界

　開通褒斜道刻石・礼器碑
　西嶽華山廟碑・西狭頌
　張遷碑

　李柏尺牘稿・平復帖・喪乱帖
　薦季直表・楽毅論
　魏霊蔵造像記・高貞碑
　皇甫誕碑・枯樹賦
　草書千字文　

◇日本上代の金石文

　灌頂歴名・李嶠詩雑詠
　白氏詩巻・離洛帖

　黄州寒食詩巻・李太白憶旧
　遊詩巻・李太師帖
　金剛経・玄妙観重脩三門記

■墨跡と茶の湯

　臨王筠寒凝帖軸・草書五律
　詩軸・隷書文語横披
　篆書張茂先励志詩四屏
　行書山谷題跋語四屏・芍薬図

　篆刻
　◉落款と印の用い方
　◉側款
　
②仮名の書の美と文化
　秋萩帖
　和歌・俳句　あきのひに

 ・書は，先人たちの創造力と，他の芸術や文化，思想，文学，
　政治，社会などとが密接に関連しながら長い歴史の間に
　築かれてきた文化であることを理解する。

 
 ・臨書や鑑賞を通じて，篆書古典のもつ時代性や精神性へ
　の理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・戦国・秦・漢時代の日常の筆写の実態を理解する。

 ・臨書や鑑賞を通じて，隷書古典のもつ時代性や精神性へ
　の理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・臨書や鑑賞を通じて，三国～唐時代の古典のもつ時代性
　や精神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫
　する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。

 ・日本上代の金石文の特徴や歴史，風土との関わりついて
　理解する。
 ・臨書や鑑賞を通じて，平安時代の古典のもつ時代性や精
　神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・臨書や鑑賞を通じて，宋～元時代の古典のもつ時代性や
　精神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工夫す
　る。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・墨跡と茶の湯の関係を理解する。

 ・臨書や鑑賞を通じて，明～清時代の古典のもつ時代性
　や精神性，中国文人たちの美意識への理解を深め，個
　性的，創造的な表現を工夫する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具
　体化し，書体や書風，線質や全体の構成を工夫する。
 ・近現代の名家の印を鑑賞または摹刻し，刀法や章法など
　 の 表 現 技 法 を 理 解 す る 。
 ・落款の形式や側款について理解する。

 ・臨書や鑑賞を通じて，草仮名の古典の特徴を理解し， 
　個性的，創造的な表現を工夫する。

書への関心・意欲・態度

書表現の構想と工夫

創造的な書表現の技能

鑑賞の能力

 ・古今和歌集の成立と写本の伝来について理解を深める。
 ・臨書や鑑賞を通じて，平安時代の仮名の古典のもつ時代
　性や精神性への理解を深め，個性的，創造的な表現を工
　夫する。
 ・仮名の書の様式美や装飾美を理解する。
 ・自己の感興や意図を実現するために主体的に構想を具体
　化し，用筆や線質，全体の構成を工夫する。
 ・手紙を鑑賞し，率意の書について考える。

 ・漢字の各書体や書風に調和する仮名の表現について考   
　え，創造的な表現を工夫する。
 ・自らの思いや感動を表現することばと書表現との関係に
　ついて考え，個性的，創造的な表現を工夫する。　
 
 ・作品から感じたことを伝え，受け止め，補完し合う。
 ・現代の書とは，伝統と文化を生かしながら，現代のことば
　を個性的，創造的に表現するものであることを理解する。
 ・書の表現によって思いが伝わることを理解する。
 ・近現代の前衛的な書表現を鑑賞し，現代の書の意義につ
　いて考える。
・書の伝統と文化を理解し，現代における書の意義につい
　て考察する。

レポート
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
※鑑賞カード（適宜）
「学習のまとめ」

鑑賞カード

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル
作品構想カード・制作カード
学習成果（作品）・学習の記録
※鑑賞カード（適宜）

鑑賞カード
学習の記録

鑑賞カード
レポート
※鑑賞カード（適宜）
レポート
「学習のまとめ」

・学習項目の内容を的確に理解し，自らの興味・関心に基づき，学  
　習する内容を選択する。
・相互評価を行うなど，よりよい表現活動の展開を工夫する。
・作品を生徒同士で鑑賞し合い，課題を見つけ，良さを認め合うな
　ど，他者を尊重する態度を養う。

 ・書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心
　情や，書の伝統と文化を尊重する態度を身につけようとしてい
　る。

 ・感性を磨き，創造性豊かな表現を工夫している。
 ・確かな表現技法を習得し，それを生かしてより自由で個性的な 
　表現を工夫している。

 ・自己の感興や意図を実現するため構想を具現化し，主体的に個
　性的・創造的な表現をすることができる。

 ・鑑賞や書論の講読などの活動を通して，書の伝統と文化につい
て理解している。
 ・書と生活や諸文化との関わりについて理解している。
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