
教育図書

「書Ⅰ」 単位数 2単位 担当者

「書Ⅰプライマリーブック」 学科・学年・学級 ◯◯科 第◯学年 ◯◯組

使用教科書・副教材等 書Ⅰ ［書Ⅰ 702］・［書Ⅰ 703］ 教育図書

◎学習の目標

・小・中学校国語科書写の学習を基礎とし、書道の幅広い学習活動を通して、生涯にわたり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、書写能力の向上を図り、自己を主体的に表現するための能力を伸ばす。 
・表現と鑑賞の基礎的な能力を伸ばすとともに、書の伝統と文化について理解を深める。

◎科目の特色（目標を実現するための重要点を含む）
・漢字仮名交じりの書の学習では、基本的な用具・用材の扱いを理解し、自らの構想に基づき、漢字と仮名の調和した表現を工夫する。
・漢字の書の学習では、基本的な用具・用材の扱いを理解し、楷書や行書を中心とするさまざまな古典の美とその技法を学び、創造的な表現をするための技能を身に付け表す。
・仮名の書の学習では、基本的な用具・用材の扱いや、平安時代の仮名の古典の美の特質を理解し、創造的な表現をするための技能を身に付け表す。
・鑑賞の学習では、漢字の各書体や仮名の生まれた背景や特徴、書の伝統と文化について理解し、その価値を考え、書のよさや美しさを創造的に味わう。

単元名 ページ 「見る・感じる・知る　書」編　単元名 ページ 「資料　書の文化」編　単元名 ページ
1 4 ◉書へのいざない 2〜5 ◉書へのいざない 004〜007 ・書とはどのような芸術であるかを考える。 学習活動への参加状況や態度

　漢字と仮名で表す 004・005 ・漢字の書体の変遷と、仮名の誕生について理解する。 学習の記録
　言葉を書く 006・007 ・書は言葉を書いていることに気づく。

　書道の基本 2・3 　書道の基本 090・091 ・姿勢や執筆など、書の基本を身に付ける。

　書写から書道へ 4 　用具・用材※ 092〜095 ・用具・用材の種類、名称、製法、　扱い方等について学ぶ。

5 　臨書から創作へ※ 096・097
・中学校までの書写の学習を振り返り、書写と書道の共通点と
相違点を理解する。

　古典に基づく学習 5 　碑と拓本※ 102・103 ・書の学習における古典の意味を考える。
◉鑑賞へのいざない ・書の鑑賞について考える。
　書は「見る」ものか「読む」ものか 008 　書の鑑賞形式※ 104・105 ・書のさまざまな鑑賞形式に触れる。

◉漢字の書 6〜31 ◉漢字の書 010〜063 学習活動への参加状況や態度
◯楷書 6〜17 ◯楷書 036〜063 ・楷書を知る。 試書等の記録ファイル

　　さまざまな楷書古典 6・7 　楷書を知る　漢字のプラットフォーム 036・037 　碑と拓本※ 102・103 ・楷書の特徴を理解し、楷書古典の書風の相違を感得する。 学習の記録・ワークシート

　南北の融合により洗練を極めた隋・唐の書＊ 048・049 ・隋・唐の書の文化について知る。 学習のまとめ

　　孔子廟堂碑 8 　孔子廟堂碑 050〜051・054 ・孔子廟堂碑の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。 鑑賞カード

　　九成宮醴泉銘 9 　九成宮醴泉銘 052〜053・055 ・九成宮醴泉銘の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

6 　　雁塔聖教序 10 　雁塔聖教序 056〜057・060 ・雁塔聖教序の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　　顔氏家廟碑 11 　顔氏家廟碑 058〜059・061 ・顔氏家廟碑の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　仏龕に力強くより添う龍門造像記＊ 038 ・龍門石窟に残された仏教芸術を知る。
　　牛橛造像記 12 　牛橛造像記 039〜042 ・牛橛造像記の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　　鄭羲下碑 13 　論経書詩 043〜046 ・鄭羲下碑・論経書詩の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　鄭道昭が山々に残した野外芸術＊ 047 ・鄭道昭の摩崖の気宇雄大さを知る。
　　古典を鑑賞する 14・15 ・古典を比較・鑑賞し、書風や風趣を感得する。
　　隅寺心経 16・17 　小さな楷書の世界 062・063 ・小楷のさまざまな表情を知る。

7 ◯行書 18〜23 ◯行書 016〜035 ・行書を知る。

　　さまざまな行書古典 18・19 　行書を知る　次へとつなげる気持ち 016・017 ・行書の特徴を理解し、行書古典の書風の相違を感得する。

　王羲之の書はどのように伝わったのか＊ 018・019 ・王羲之の書の尊重と影響について知る。
　　集王聖教序 20 ・集王聖教序の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　紙面にあふれる顔真卿の思い＊ 032・033 ・顔真卿の思いと書の表現を知る。
　　争坐位文稿 21 ・争坐位文稿の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　蘭亭序の魅力＊ 020 ・蘭亭序の魅力を知る。
　　蘭亭序 22 　神龍半印本蘭亭序 021〜025 ・蘭亭序の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　唐の文化の吸収と日本の書の芽生え＊ 026・027 ・三筆と最澄の書の魅力を知る。
　　風信帖 23 　風信帖 028〜030 ・風信帖の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　文化の国風化と日本独自の書の確立＊ 031 ・三跡と和様の書の完成を知る。

2 9 ◯草書 24〜25 ◯草書 014〜015 ・草書を知る。 学習活動への参加状況や態度

　草書を知る　省略の極み 014・015 ・草書の生まれた背景を知り、特徴を理解する。 試書等の記録ファイル
　　真草千字文 24・25 ・真草千字文の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。 学習の記録・ワークシート

◯隷書 26〜27 ◯隷書 012〜013 ・隷書を知る。 学習のまとめ

　隷書を知る　直線化と波勢の誕生 012・013 ・隷書の生まれた背景を知り、特徴を理解する。 鑑賞カード

　　曹全碑 26・27 ・曹全碑の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。
作品構想カード、制作カード、学習
成果（作品）

◯篆書 28〜29 ◯篆書 010〜011 ・篆書を知る。

　篆書を知る　漢字の夜明け 010・011 ・篆書の生まれた背景を知り、特徴を理解する。
　　泰山刻石 28・29 ・泰山刻石の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

10 ◯篆刻 30〜31 　篆刻・刻字 098・099 ・篆刻と刻字を知る。

　朱と白の小宇宙＊ 100・101 ・落款の役割を知り、篆刻の表現を楽しむ。
　　自分を表す印の制作 30・31 ・篆刻の基本を知り、自分を表す印を制作する。

11 ◉漢字の書の作品制作 38・39 　臨書から創作へ※ 096・097 ・漢字の書の作品制作の手順を知り、表現を楽しむ。
　書の鑑賞形式※ 104・105

◉仮名の書 32〜37 ◉仮名の書 064〜079 ・仮名の書を知る。 学習活動への参加状況や態度

　仮名を知る　和の言葉を表す文字＊ ・仮名の生まれた背景と変遷を理解する。 試書等の記録ファイル
　古筆を知る　王朝文化へのあこがれ＊ ・古筆について知る。 学習の記録・ワークシート

　仮名の基本用筆 32 ・仮名の基本用筆を学ぶ。 学習のまとめ
　連綿 33 ・連綿を学ぶ。 鑑賞カード

　平仮名 34・35 ・平仮名を学ぶ。
作品構想カード、制作カード、学習
成果（作品）

　文字を見る　仮名文字の姿＊ ・変体仮名を知り、仮名文字の表現の幅広さを感得する。
　行を見る　線・リズム・形＊ ・行に見る仮名の書の表現の幅広さを感得する。

12 　蓬莱切 36 ・蓬莱切の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　高野切古今和歌集〈第三種〉 37
　現存最古の古今和歌集　高野切古今和歌集
〈第三種〉

・高野切古今和歌集を知る。

　現存最古の古今和歌集　高野切古今和歌集
〈第一種〉＊

・高野切古今和歌集の鑑賞と臨書を通してその書美を学ぶ。

　紙面を見る　連なる行の美＊ ・行書きの古筆の美しさを感得する。
　紙面を見る　小さな紙に舞う散らし書きの美
＊

・散らし書きの古筆の美しさを感得する。

◉仮名の書の作品制作 40・41 　臨書から創作へ＊ 096・097 ・仮名の書の作品制作の手順を知り、表現を楽しむ。
　書の鑑賞形式＊ 104・105

3 1
◉漢字仮名交じりの書の作品制
作

42〜45 ◉漢字仮名交じりの書 080〜087 ・漢字仮名交じりの書を知る。 学習活動への参加状況や態度

　漢字仮名交じりの書を知る　読みやすさと美
しさの両立

・漢字と仮名による日本語表記とその変遷を知る。 試書等の記録ファイル

　漢字仮名交じりの書の作品制
作

42・43 　漢字と仮名の調和 　臨書から創作へ＊ 096・097 ・漢字と仮名の調和を学ぶ。 学習の記録・ワークシート

　空間に遊ぶ言葉 　書の鑑賞形式＊ 104・105 ・漢字仮名交じりの書の紙面構成を学ぶ。 学習のまとめ
　自分らしい表現を求めて 44・45 　自分自身の表現を求めて ・言葉と表現の関係について考える。 鑑賞カード

2・3 はがき・手紙の書式 46・47 生活の中の書　心を込めて書く 112・113 ・生活の中の書を心を込めて書く。
作品構想カード、制作カード、学習
成果（作品）

生活の中の書　自分らしく書く 114・115 ・書を生活の中に生かし、表現の工夫を楽しむ。
◉鑑賞へのいざない ・自分と書との関わりに関心を持つ。
　私と書のこれから 088 ・書の学習で学んだことを生かしていくという視点を持つ。

適宜
中国・日本書道史関係地・資料
参考地図

48・49 ・中国と日本の書の古典の関係地について理解する。 学習活動への参加状況や態度

日本と中国の書道史略年表 106〜111 ・日本と中国の書の変遷を知る。

書道用語集 116〜119 ・書道用語集を活用し、書について理解を深める。

書を収蔵する日本のおもな美術
館・博物館

120・121 ・日本国内の書を収蔵する美術館・博物館について知る。

・毎時間学習内容は、「学習記録」および「ワークシート」に記録する。

・課題に応じて作品構想カードや制作カード、および学習成果（作品）を提出する。

・作品制作にあたり、どのようなことを表現しようとし、どのような工夫をしたかを作品構想カードに記録していく。

・学習成果（作品）提出前に書いたもの（試書）などをファイルしておく。

・単元ごとに、「学習記録」・ワークシート・ファイルとともに「学習のまとめ」を行い、自己評価する。

・自分の作品や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。

月

書Ⅰ［書Ⅰ 702］・書Ⅰプライマリーブック［書Ⅰ 703］  準拠シラバス

学習活動 評価方法
『書Ⅰプライマリーブック』　［書Ⅰ 703］

学期

◎学習計画及び評価方法等（①『書Ⅰプライマリーブック』のすべての単元を学習する場合の例）　　＊は、関連する古典の学習の前後で適宜扱う。　　※は、各領域の関連する単元で適宜扱う。

学習内容についての補足説明

『書Ⅰ』　［書Ⅰ 702］



評価方法

学習活動への参加状況や態度

学習の記録・ワークシートの記入状況

試書等の記録ファイルの整理状況

作品構想カード・制作カードの記入状況
鑑賞カードの記入状況
試書等の記録ファイルの整理状況
学習のまとめの内容
学習活動への参加状況や態度
学習の記録の記入状況
試書等の記録ファイルの整理状況

・日常生活の書の効用、文字及び書の伝統と文化について幅広く理解し、その価値を考え、書のよさや美しさを創造

・漢字と仮名の調和した表現の基礎的な技能を身に付け表している。

・漢字の書の古典の、書風と用筆・運筆の関係を理解している。

・仮名の書の用筆・運筆の特徴を理解している。

・日常生活の書の効用や、書の伝統と文化について理解している。
・漢字仮名交じりの書のよさや、美しさを感じ取り、感性を働かせながら、自らの意図に基づいて構想し、表現を工夫し

・目的や用途に即した漢字仮名交じりの書の効果的な表現の技能を身につけ表している。

・漢字の書の古典の表現に基づく、基礎的な用筆・運筆の技能を身につけ表している。

・仮名の書の古典の表現に基づく、基礎的な用筆・運筆の技能を身につけ表している。

・漢字の書のよさや美しさを感じ取り、感性を働かせながら、自らの意図に基づいて構想し、表現を工夫している。
・仮名の書のよさや美しさを感じ取り、感性を働かせながら、自らの意図に基づいて構想し、表現を工夫している。

・漢字仮名交じりの書の創造的活動の喜びを味わい、書の伝統と文化に関心をもって、主体的に表現や鑑賞の創造
・漢字の書の創造的活動の喜びを味わい、書の伝統と文化に関心をもって、主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取
・仮名の書の創造的活動の喜びを味わい、書の伝統と文化に関心をもって、主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取

評価の観点及び内容

知識・技能

思考力・表現力・判断力等

主体的に取り組む態度

・日常生活の書の効用や、書の伝統と文化について関心をもち、書のよさや美しさを理解しようとしている。

評価の観点・方法（年間の評定）


	書Ⅰ・書Ⅰプライマリーブックシラバス

