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(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 芸術（書道）

《研究主題》

伝統と文化を踏まえた，仮名の書における鑑

賞と表現とその評価の在り方について

【研究の要点】

「仮名の書」を学ぶことにより，我が国の伝

統と文化への関心を深め，日本の書の文化を生

徒に理解させるようにする。

１ 生徒の実現状況を把握するため，観点別評

価規準の見直しや統合などを研究した

２ 言語活動の充実を図ることにより，書の理

解度が向上するようにした

３ ポートフォリオ形式の学習を取り入れるこ

とにより，生徒個々が自己の成長を確認でき

るようにした

４ 指導と評価の一体化を目指した。

５ 互いに批評し合う学習を導入することによ

り、生徒個々の成長を図れるようにした

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，昭和４９年に開校し，今年で３７年目

を迎える中堅の高等学校である。

生徒の９割以上が大学進学希望者である。生徒

数は１,０００名を超え，県内でも大規模校の一

つである。生徒の男女比は，５対５で男女ほぼ同

数である。

「知・徳・体 文武両道」を校訓に勉学と部活

動双方に取り組ませ，バランスのとれた人間の育

成を目指している。

２ 学校の概要（平成 22 年 4 月 8 日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 8 322 8 323 8 322 24 967

外国語学科 1 40 1 43 1 40 3 123

計 9 362 9 366 9 362 27 1090

教員数 ６５名（１名）

書道Ⅰ（４講座８単位時間）書道Ⅱ（２講座４単位時間）

書道Ⅲ（１講座３単位時間）



Ⅱ 研究の内容及び成果等

(1) 研究主題について

伝統と文化を踏まえた，仮名の書における鑑

賞と表現とその評価の在り方について

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

「仮名の書」を学ぶことにより，我が国の伝統と文

化への関心を深め，日本の書の文化を生徒に理解さ

せるようにする。

○［調査研究の対象］

書道選択者２年生を対象に，「仮名の書」の鑑賞，

表現と評価に対する調査・研究を行った。

・仮名の書の表現と鑑賞の学習を通して，意欲的に

美しさを吸収しようとしたか

・仮名の基礎的な表現や技能を身に付けることがで

きたか

・仮名の基礎的な表現や技能を応用して工夫するこ

とができたか

・表現と鑑賞が互いに関連していることを理解でき

たか

・仮名の書の多様性を理解し，日本の文化との関連

を理解できたか

など，生徒の学力を把握するために調査・研究を

行った。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

平成２０年度から，研究を始め，当初は授業を改

善する取り組みを重視しすぎ，生徒の学力の実現状

況について適切に把握できたとは言い難かった。

平成２１年度より，観点別評価規準に重きをおい

た研究へと移行した。また，言語活動を授業の様々

な部分に組み入れることで，生徒の学力の実現状況

について適切に把握できるように改善できたと考え

られる。

平成２２年度は更に，言語活動を充実するために，

本校国語科に書道の単元で取りあげる「高野切第一

種」（古今和歌集 春歌上１・２・３），「寸松庵色

紙」（古今和歌集 ４６）を和歌の分野での授業を

担当していただいた。授業内容としては，歌の読み，

文節の分け目，意味等。書道で，古今和歌集の学習

をする前に国語（古今和歌集）の授業が終了する形

で，他教科との連携を試みた。

《観点別評価規準での具体例と指導の改善》

第１観点（学習活動における具体の評価規準）の

・意欲的，主体的な活動を通して，仮名の伝統と文

化についての理解を深め，充足感や，その喜びを

味わおうとする

では，仮名の字源について生徒個々，字書を使った

調べ学習を取り入れることで，仮名の字源について

関心興味が湧き，日本の言語の変化を知ることがで

きた。仮名の多くの種類について学習を深めていく

過程で，「現代ではなぜ，ひとつの仮名に統一され

たのか？」の問いに生徒は，

・仮名にいろいろな種類があると，混乱が生じて万

人共通にはなりづらく「文字」として伝えるとい

う役割を果たしにくいため

・簡単に覚えられ易いから統一された

・書きやすい仮名だけが，自然淘汰され残った

・統一されていると読みやすいし，多くの人が解る

ようにひとつの表記方法にしたのだと思う。たく

さんの表記方法があると，一部の人しか読めない

場合などがあるからだと思う

・政府が教育を広い層に普及するために行ったので

は？

・何個も表し方があると理解しづらくなると思うか

ら，でも逆に何個もあると多種多様な表現ができ

る

と考察を加えている。特に，最後の生徒の指摘した，

「仮名の表記には多様な選択肢があり，それを仮名

の表現に用いることで，表現方法が多様化する」と

いう指摘は見事で，芸術を支えて行くためには知識

も重要な要素であることを，何気ない生徒のコメン

トの中に認めることができた。学力が定着し深化し



始めている兆候なのではないかと考える。

第２観点（学習活動における具体の評価規準）の

・仮名の線質が草書体に近いことを理解するように

する

・草書と仮名では全体構成が違うこと

・用具・用材の使い方の工夫や全体構成

・連綿，散らし書きなど表現形式の理解と工夫

の部分では，１学期に学習した草書と仮名の表現の

学習の中で，同質の部分や異質の部分を検証させ「言

葉」として表現させた。また，この学習の中で道具

としての「筆」にも注目させ，伝統と文化について

も理解度を向上させることができたと考える。

また，「散らし書き」の学習の中で「寸松庵色紙」

（古今和歌集 ４６），「うめのかを…」で，和歌を

文節毎に区切って配置しているかを検証させた。特

に，最後に一字だけ使って散らし書きを締めくくっ

ている理由について生徒に質問したところ，

・最後の一文字が強調されるように。ただ歌を書く

ためではなく，見た目のバランスや美しさを重視

した。

同様の答えが９割。散らし書きの授業を進める以前

に，国語科で古今和歌集の学習をしている生徒にと

っては，散らし書きによる文字の配置が文節毎に切

れていないということ。つまり，散らし書きが文学

的な位置付けばかりではなく，芸術的な意図によっ

ても文字が配置されていることを理解しやすい環境

を創出できたのではないかと考える。

散らし書きが芸術的な意匠によるものだ,という

直接的な答えは生徒の答えの中に見いだせなかった

が，生徒の理解度が進んだ様子を窺うことができた

と考える。

第３・４観点（学習活動における具体の評価規準）

・創造的な表現をするために，素材を生かした仮名

の書の効果的な表現の技能を身に付けているか

・他の生徒の作品について，そのよさや美しさを感

じ取り理解しているか

では，散らし書きの学習を応用し生徒自身の考える

「散らし書き」を作品化するようにした。参考資料

として，三色紙を「散らし書き」の基礎的な資料と

して準備し，さらに自分独自の配置へと進化するよ

うにした。研究１年目から，３年目と年を経るにつ

れ生徒の自由度が増していったように考える。

左記は平成２０年度

当時，散らし書きを

学習した後に，古今

和歌集（春歌上１・

２・３）を使って，

個々人が散らし書き

を試みた際の，最終

作品の前段階の下書

きである。紙を半分に区切り，散らし方を鉛筆の線

で表し，その後、「高野切」の書きぶりで鉛筆書き

をするなど，工夫の跡が見られる。

左記が 最終作品で

ある。

さて，左記は２２年度

の散らし書きの下書き

の一例である。生徒は

「自然の山の風景のイ

メージ」をとらえて構

成を工夫したようであ

る。この生徒は意欲的

主体的に表現したが、文字の配置があまりにも自由

であり，伝統をうまく生かし切れていない状況であ

った。散らし書きのについての理解度は今一歩で，

あったので，伝統的な散らし書きの様式を示して指

導を加えたところ，大きな改善が見られた。この例

からもわかるように，それぞれの段階において生徒



の実現状況を的確に把握することが大切である。

この作品作りでは，作品制作ノートを作らせ，作

品制作前，制作後を言葉でまとめ，更に班別に相互

批正することで鑑賞活動を言語化した。生徒が互い

を認め合う心情や，鑑賞と表現の相関性などを認識

するうえで，学力の実現状況を把握することができ

た。相互批正カードは班単位で電子データ化した。

《ポートフォリオ形式での具体例と指導の改善》

子供の生きる力を引き出していく，ひとつの方法

論であるポートフォリオ形式での授業実践を，３年

間継続した。

ファイルに順を追って，授業で使用したプリント

類。制作した作品類を整理。これを，学期毎あるい

は単元の単位で生徒に自分と向き合わせていく。

ノート整理的な取り組みで，生徒は作業をはじめ

るが，授業で配られ学習を記録したものを見，それ

ぞれの課題でまとめた作品を見ていくと，それが自

己成長アルバムであることに大部分の生徒が気付

く。そこからは，生徒自身に大筆から中筆・小筆へ

と各転換点毎に自分の表現の技能がどう変化してい

ったかという視点で，どれだけ成長したかを認識す

るようにする。

個々の表現（筆扱い）の技量には，個人差がある

が，自分が成長したと答える生徒は９割を超える。

結果として生徒に自信を持たせることができ，生き

る力の育成につながったと考えられる。

《校外鑑賞授業での具体例と指導の改善》

日 時 平成２１年１２月１６日（水）

場 所 埼玉県 財団法人 遠山記念館

参加者 本校２学年書道選択者 ７６名

鑑賞の授業のまとめとして，鑑賞に焦点を絞った

授業を実施した。

本時の目標は「仮名の書の鑑賞の学習を通して仮

名の書への関心を持ち，そのよさや美しさを感じ取

り，意欲的・主体的にその美しさを味わおうとする」

とした。

評価の観点の趣旨については,「仮名の書の美の

多様性と特徴を把握し，日本及び中国等の書の伝統

と諸文化との関連などを理解し，そのよさや美しさ

を個性豊かに味わう」とした。

真跡（肉筆）のもつ凄さが，生徒に伝わり，対象

に引き込まれて鑑賞し感動している姿に，担当者自

身が感動した。生徒は，教室の「写真」による鑑賞

では得られない「深さ」と「ひろがり」を財団法人

遠山記念館の学芸員の方に様々な視点で示され，お

話を聞く中で作品への集中力が増していった。特に

「写真」では見ることができなかった料紙の文様に

は感激していた。また，表具に使用されている布を

通じて，当時鎖国政策をとっていた日本も，世界に

繋がっていたことを知り，感激した生徒が多数いた。

「仮名の書」のまとめとして，「鑑賞」に焦点を

あてた授業を試みた。事前指導・当日の指導・事後

指導を通じて，こちらの予想を超えて生徒が様々な

ことを吸収し成長していくことを感じた。また，生

徒が日本の文化財を守っていくことの大切さや，伝

統の重さなど認識をすることができた意味でも「鑑

賞教育」の重要性を再認識した実践となった。

今後は，様々な形態での生きた鑑賞教育を生徒に

体験させることで，日本の伝統と文化を再認識し，

受け継いで行く意識を育てていく意味でも広く教育

現場で取り入れていくべきと考える。

３ 成果の普及と今後の展望

観点別評価規準を評価方法の中心にすることで，

生徒を注意深く観察し，学力の実現状況を多岐にわ

たって知ることができる。これは，正しく生徒一人

一人を認識し，多面的に評価していくことが可能と

なる。この取組でも，生徒の多面性を認識していく

のは，まだ不十分であるかもしれないが全国に方法

論を広めていくことが，今後の書道教育を支えてい

くためにも必要な事と考える。そのために，全国の

高校書道研究会への出席や原稿の寄稿を積極的に行

いたい。また，これから書道教員を目指す学生対象

に大学等で講義，あるいは模擬授業を実践して行き

たいと考えている。




