
「書く」 って楽しいな

あ ! 

滋賀県書教育研究会参与 古迫 司



紙に墨を置いていくときの緊張感 

創造の喜び？ 

作品が残る喜び 

白い紙を黒い墨が切り裂いて行く爽快感 

「書く」 って楽しいな

あ ! 



始めて筆を持ったときの目の輝き。 

さらに目を輝かせるようなプログラムを 

そんな純粋な思いを、持続させてやりたい。 

紙にむかう新鮮な緊張感 
書き上げたという満足感 
書く力の伸長 

毎時間積み上げる。 



①筆を立てて先を使って書くこと 
②大きな動きで書くこと 
③墨量豊に書くこと 
④気もちをつないで書くこと 

筆で書く力って何？ 

筆、紙、墨に 
さまざまな形で触れる中で 
それぞれの特性を知り、 
それを生かして書くこと。 



書くときの秘密 

①筆を立てて先を使って書くこと 

「筆の毛を全員活躍させよう。」 
「筆の毛が自由に動けるように。」 

②大きな動きで書くこと 

「せっかく立てた筆が寝てしまわないように」 
 
  手首にはギブス。 
  短い線も全身で。 



「書いた時間がそのまま紙に閉じ込められる」 
 
  書きたいものを心に持つ 
  命を注ぎ込むように 
  一枚一枚真剣勝負 自信を持って 

④気もちをつないで書くこと 

「墨は命。紙の中に命が入って行く。」 
「墨は潤滑油で、しかもガソリン。」 
   
  筆はスプーン 
 

③墨量豊に書くこと 



鋭く引っ掻く楽しさ 

筆を立てる 



鋭く引っ掻く楽しさ 

甲骨文字 

 鋭いイメージで書くことで 
 
  筆を立てて書く力。 
  筆先を意識する感覚。 
  毛先を紙にくい込ませ、強い 
 線で表現する感覚が身につく。 



半紙 



半紙 



半紙 



半紙 



半紙 



半紙 

半切４分の１ 



半切４分の１ 

陽 



紙に身を任せる楽しさ 

大きな動き 



紙に身を任せる醍醐味① 

肘を上げて大きく運筆   
したり、体全体を移動 
しないと書けない。 
 
自然に 「体で書く」
感覚が身につく。 

大きな紙に 

自然に 
ダイナミックな動き 
    が身につく。 
 
小さな紙に戻った時、自然に線が躍動する。 



みんなで助け合って書
く 





＜ 横半切 ７０ｃｍ×７０ｃｍ ＞ 大筆で 



    ３５ｃ
ｍ 

    ×  
   ３５ｃｍ  

半切 
４分の
１     

友達の筆と 
２本で 



＜ ５０ｃｍ×５０ｃｍ ＞ ２本の筆で 



運動会への決意を 

 決意を漢字一字で書く。 
 自分が一番頑張りたいことを 
文字にする。 
   → 思いや決意を込めて。 

・半切３分の１に友達の筆を借りて２本で書く。 
・台紙に貼り運動場から見えるように掲示。 
  

紙に身を任せる醍醐味② 





卒業制作 

「６年を振り返って」 または、 
「中学校へ向けての決意」 
を漢字一字で書く。 
  
 －１枚に心を込めて－ 
 
 
 
 漢字に込めた思いを 
詩にして余白に記入し 
て思いを伝えるのもよ
い。 

卒業式時に会場等に掲示。  

紙に身を任せる醍醐味③ 



＜ 全紙 １３５ｃｍ×７０ｃｍ ＞ 



＜ 卒業式会場に掲示 ＞ 



＜ 全紙 １３５ｃｍ×７０ｃｍ ＞ 

卒業制作 



＜ 全紙 １３５ｃｍ×７０ｃｍ ＞ 



 

筆の先で生き生きと 

筆や墨、紙を知る。 



画仙紙 
３分の１ 

 
22×17.5 

 

筆の先で生き生きと① 

 ・太く書けないから、自然に筆が立ってくる。 
   先を使うようになる。 
 ・小さく書くことで線に勢いがでる。 
   小さくても体で書く 
 
半紙２分の１、画仙紙２分の１、３分の１、４分の１ 

小さな紙に（普段書いている筆で） 



      画仙紙３分の１ 22×17.5 



半紙 



俳句 

 五七五をどのように書く
か自分で工夫してみる。 
 普段使っている筆で、先
を使って書く。 
 
  有名な俳句の中から、 
 好きな俳句を。 
  自作の俳句も。 
 
 短冊 
 半紙 
 半紙縦半分 
 画用紙３分の１ 

 画用紙３分の１ 

 

筆の先で生き生きと② 



半紙 



 筆を浮かして先で書く感覚が身につく。 
 リズムを感じながら一気に書ききることでまとまりの 
ある作品になる。 
  

 自作の詩 
 好きな詩や好きな
歌の歌詞 
   など何でも。 
 
 一部分でもよい。 
 名前だけ別物にな
らないよう注意。 

半切３分の１ 

多字数を歌うように 

 

筆の先で生き生きと③ 



半切２分の１ 

半紙 

半切３分の１ 



 

紙のみぞ知る 

筆や墨、紙を知る。 



淡墨 

やわらかなにじみがでる。 
 濃さを変えて様々なにじみを楽しむ。 

 書きたいものに合ったにじみを見つける。 

   

墨の濃さと紙の質との関係を知る。 

 いろいろな紙に書いてみる。 

 

 墨を吸いやすい紙、吸いにくい紙、 

   厚手の紙、薄手の紙 など 

半紙 

半切４分の１ 

 

紙のみぞ知る① 



 半紙 



にじまない紙 

 紙が墨を吸わないので、
墨だまりができ、思わぬで
きあがりになる。 
 結果は乾いたときのお楽
しみ。 
 
 いろんな紙に。 
  カレンダーやポスターの裏 
  ケント紙 
  アート紙 
  包装紙の裏 などに 
 
 墨の濃さも変えて。 

 乾いたときの墨だまり、 
ムラを楽しむ。 

 ポスターの裏に 

 

紙のみぞ知る② 



 カレンダーの裏 半紙大 



 

筆は偉大 

筆や墨、紙を知る。 



自作の筆で 

 毛の中にたまった墨があるから書ける 
 毛先からすみが出る 
 いろいろな線がある 
 既製の筆は使いやすい  

身近な物で筆を作る。 
 ススキ、稲、ダンボール 
 タフロープ、毛糸  
 など、筆になりそうなもの   
 何でも   

 

筆は偉大① 



 様々な大
きさの紙を
用意。 
 
 筆の太さ
によって紙
を選ぶ。 







ろう書き 

白黒逆転を楽しむ。 
  筆が割れたりかすれたりした部分に 
 墨が入って、クローズアップされる。 
  割れやかすれを楽しんで書く。 

   ろう溶かし器 

 

筆は偉大② 

「割れ・かすれ」が主役 



半紙 



半紙 



真剣勝負で自分を表現 



思いを届ける年賀状 

画用紙 
アート紙 
 
小筆で書く。 
   
 
 
 
    

 出す相手を思って 
 気持ちを込めて 

濃墨 キリッと仕上がる。 
淡墨 乾いたあと、楽しい模様ができる。 



        ＜ はがき大 ＞ 



       ＜ はがき大 ＞ 



立体的な表現に挑戦 

刻字作品  

・半紙に書きたい文字を書く。 
・原稿を縮小コピーしてカーボ  
 ン紙でセラミックボードに写す。 
・彫刻刀で彫る。 
・アクリル絵の具で彩色。 

かすれや割れの部分も 
しっかり写し取る。 

   セラミックボード ２４×１
８ 

自分が書いた作品を、  
壁掛けにして楽しむ。 







原稿作り （半紙を正方形に切って） 

原稿を裏返してうら文字を印材に写す。 
印を彫る 
 白文と朱文があることを教える。 
 青田石を使うときは印刀で彫ると彫りやすい。 
 消しゴムはカッターナイフか彫刻刀で。 

 作品に印を押すことで、印も作品の一部になって作品
を一段と素晴らしいものにすることを、実際の作品で確
かめて意欲を高める。 

オリジナル印 
名前の中の一文字を自分流にデザイン 



 朱文 

 白文 2.5×2.5 



印に込めた気持ちを書き留め
ておく。 

作品を書いた証として、自分
の作品に押していく。 



オリジナルうちわ 

・うちわの形に半紙を切り 
 抜く。 
 
・デザインや漢字、語句を 
 考えて２枚書く。 
 
・既製のうちわの骨に貼る。 
 
   淡墨で涼しいイメー  
  ジにしたり、絵の具で 
  色づけしたり、はがれ 
  ないようにマスキング   
  テープで縁取りしたり 
  しても楽しい。 





書き初め 

決意を込めて 

何のために書くのかな？ 
 
 どんな年にしたいか 
      を心にもつ。 
 
   
 

姿勢を正して 
呼吸を整えて 
真剣勝負で   

気もちを集中して 



















 用具がない低学年の子

どもたちにも書きぞめに
取り組ませたい。 
 
 色画用紙に 
 小筆で書く 
 台紙をつけて作品に 

低学年の書き初め 





半紙作品 

「たっぷりの墨で」 
「筆を立てて」 
「大きな動きで」 

「何が書きたいか」 
   をしっかりもち 
   その思いを 
「紙に注ぎこむ」 
   ような気持ちで 
「一気に」 
     書ききる。 

「何が書きたいか」 
   をしっかりもち 
   その思いを 
「紙に注ぎこむ」 
   ような気持ちで 
「一気に」書ききる。 



























 ありのままの自分を素直に出すこと。 
 自信を持って自分を表現すること。 

そうすることで筆が勝手に 
思いのこもった線を書いてくれる。 

 どれも素晴らしい。 
 心から素晴らしいと言ってやれる。 

 褒められることで 
 さらに自信を持って 
 楽しんで表現しようとする。 

書写で一番大切なことは、 

そんな子どもの作品は 



週１時間、年間３０時間 
このオアシスのような時間を大切に 

書写の時間は 
自分を思いっきり表現する時間 
心の解放の時間 心が満たされる時間 

教育現場の忙しさ 
教育内容の増加 社会からの要求の増加 
いじめ問題 家庭との連携の難しさ 
先生も忙しい、子どもも忙しい 

だからこそ 
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