
実⽤書道コース
⽉２回でやること内訳

・映像教材中⼼のレッスンとなります。個⼈の進捗具合にあわせたものを学びます。
・書き終わったあとに添削をしたり、書いている途中に添削をします。
・ひらがなは、①楷書に調和するひらがな ②⾏書・草書に調和するひらがなの順番で学んでいきます。
・漢字は、①楷書 ②⾏書 ③草書の順番で学んでいきます。
・⼤筆、⼩筆をバランスよく学習します。
・⽑筆書写検定の合格を⽬指したい⽅のみ、布置章法も学びます。

１回⽬

縦書きの練習
15分

間架結構法を学ぶ
25分

ひらがなの練習
15分

漢字や部⾸の練習
25分

２回⽬ ３回⽬

布置章法を学ぶ
40分

４回⽬
追加レッスンでやること

⻩⾊枠は、個⼈の進捗具合
にあわせたものを学びます。時間は⼤体の⽬安です。

ウォーミングアップ 10分
（基本点画の確認および筆法の練習：筆圧・握り・穂先の整え）

古典臨書
予定

古筆臨書
予定



布置章法を学ぶ

（１）掲⽰⽂（縦書き）６⾏
（２）俳句を３⾏で書く

※間架結構法で⾏書が始まったら
（３）掲⽰⽂（縦書き）７⾏
（４）はがきの宛名書き

※ 〃 で草書が始まったら
（５）現代詩・漢詩の⾃由作品

※ 〃 で草書が始まったら

縦書きの練習

（１）楷書で縦書き
（２）⾏書で縦書き

※間架結構法で⾏書が始まったら
（３）草書で縦書き

※ 〃 で草書が始まったら

ひらがなの練習

（１）楷書に調和するひらがな
（２）⾏書・草書に調和するひらがな

※間架結構法で⾏書が始まったら

ひらがなの多字連綿
（３）連綿とは
（４）中⼼移動連綿
（５）変形連綿
（６）省略連綿
（７）傾斜連綿
（８）縮⼩連綿
（９）多字連綿の前後は、

字間を広めに
（１０）ひらがなの多字連綿は

計画的に
（１１）やるなら美しく

漢字の練習

（１）楷書の練習
（２）⾏書の練習

※間架結構法で⾏書が始まったら
（３）草書の練習

※ 〃 で草書が始まったら

今⽉の課題の⽂章に含まれている
漢字（主に部⾸）を勉強します。

基本点画の確認

（１）横画
（２）縦画
（３）右払い
（４）左払い
（５）反り
（６）曲がり
（７）折れ
（８）点
（９）右上払い



古典臨書

はじめに
（０）古典とは・臨書とは

中国古典と⽇本の古典

楷書の古典
孔⼦廟堂碑
九成宮醴泉銘
皇甫府君碑
孟法師碑
雁塔聖教序
顔⽒家廟碑
鄭羲下碑
張猛⿓碑
⾼貞碑
始平公造像記
⽜橛造像記

2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。

古筆（仮名）
⾼野切第三種
⾼野切第⼀種
粘葉本和漢朗詠集
伊予切
関⼾本古今和歌集

⾏書の古典
中国
蘭亭序
興福寺断碑
集王聖教序
晋祠銘
枯樹賦
争坐位⽂稿
祭姪⽂稿
⽇本
李嶠詩
⾵信帖
⽩楽天詩巻

草書の古典
⼗七帖
真草千字⽂
書譜
草書千字⽂（懐素）

隷書の古典
礼器碑
⼄瑛碑
⻄狭頌
曹全碑
張遷碑
史晨後碑



間架結構法を学ぶ
（０）はじめに
縦画、左払い、右上払い、左下へ払う点は、斜め４５度にポキっと折れる動作をしてから、
書き進める。ただし、横画には、原則起筆をつくらない。何かがひっついてもこの原則は変わらない。

（１）横画の⽅向や形
（２）⻑い横画を書く場合の原則
（３）⼝（くち）、中の接筆
（４）⽥、回、国、⽬、⽇、⽩、⻄、⻄（にし）、⺫（よこめ・あみがしら）の接筆
（５）③と④の縦画のすぼみ
（６）等分を意識する
（７）「⼞（くにがまえ）」は縦⻑に書く
（８）左払いと右払いの⻑さの関係
（９）左払いが２つ以上並んだ場合のルール
（１０）同じ部⾸が２つ並んだ場合のルール
（１１）同じ部⾸が３つ並んだ場合のルール
（１２）⼀画強調の優先順位 ⼥＞左右払い・にんにょう＞れっか・こころ・⽫・横画
（１３）右・左・友・布・九・メの筆順確認
（１４）原則は、その点画や部⾸⼩さくなってもその原則通りに書く。
（１５）へん・つくり・かんむり・たれ・かまえ・にょう・あし とは？
（１６）「○◯へん」の、横画の⾓度の原則
（１７）「◯◯へん」の、⼀番下は、右上がりのシルエットになることが多い
（１８）「◯◯へん」の、横画と縦画の接筆

2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。



間架結構法を学ぶ 2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。

（１９）なべぶたの形（点→横画）や、うかんむりのような形の場合の点のルール
（２０）“へん”に縦画、“つくり”に縦画がある場合のルール
（２１）“へん”に縦画、“つくり”の下部に横画がある場合のルール
（２２）“へん”に縦画、“つくり”の下部に左右払いがある場合のルール
（２３）“へん”の最終画が右上払いや横画の場合の、つくりの最終画のルール
（２４）“へん”と“つくり”に横画が並んだ場合のルール
（２５）“かんむり”と“あし”に縦画が並んだ場合のルール
（２６）“へん”に縦画、“つくり”の下部に⼝（くち）・⽥・⽇
（２７）「ヒ（ひ）」と「⼔（あいくち）」を区別する
（２８）「⼭（やま）」は、外開きにする
（２９）「⾫（ふるとり）」は、2画⽬の縦画を⻑くする
（３０）「⺣（れっか）」の書き⽅のルール
（３１）1画⽬が左払い、2画⽬が横画の場合の、接する位置
（３２）「⺾（くさかんむり）」「⽴」の⾓度
（３３）「半」「光」「当」「平」「消」「削」「尚」「堂」「賞」
（３４）「様」「前」「美」「逆」「従」「並」「悦」の、点画関係
（３５）⽪、感、成、⽉、⽚の1画⽬の左払いは、ほぼ垂直の左払い
（３６）⽅、別、万、の書き⽅
（３７）⾓、⾊、象、免、危、負、⿂の1画⽬、2画⽬の書き⽅

（２６）まで学んだら、
⾏書の崩しのルールも
並⾏して覚え始めます。



間架結構法を学ぶ

（３８）⾺、⿃、為、うまへん、とりへんの書き⽅
（３９）「⽒」「⺠」「⾐」「表」「裏」「⻑」「良」「根」は、「レ」を意識
（４０）「公」「船」「松」「美」「奥」「換」「央」の右払いは、「ハ」にする。
（４１）「楽」「葉」「築」「保」「案」「条」「新」「業」は、「ホ」にする。
（４２）「⾷」「養」「炎」「込」「返」の右払いは、重複させないようにする。（減勾減捺：げんこうげんなつ）
（４３）（４２）について、右払いのみ、左払いは普通にやってしまってOK
（４４）最終画が“ハ”で終わる場合のルール
（４５）最終画が横画で終わる場合のルール
（４６）最終⾓が“⼉（にんにょう）”“⼏（つくえ）”で終わる場合のルール
（４７）“あし”にある⼡（なつあし）、“かんむり”にある⼡のルール
（４８）「⽒」「⺠」「⼷（しきがまえ）」「⼽（ほこづくり）」「⽓（きがまえ）」

「⾵（かぜがまえ）の反りは、必ず⻑くなる
（４９）“たれ”および“⼾（とかんむり）”“⾌（とらがしら）”“⿇（あさかんむり”の中の中⼼線は、右にズレる
（５０）「⻏（おおざと」「⼙（ふしづくり）」「⼑（かたな）」「⼒（ちから）」「丁（ちょう）」
（５１）「亍（ちょく）」は、“へん”よりも少し下げる
（５２）「向」「尚」「南」「両」「⾬」「侖（りん）※冊は縦に」「⿀（れき）」「商」「同」「内」
（５３）「円」「再」の、すぼむ・すぼまないのルール
（５４）“⼍（わかんむり）”の形は、1画⽬を外側に、2画⽬のハネを短く
（５５）“⾬（あめかんむり）”“⽨（はつがしら）”“⺹（おいかんむり）””⼈（ひとやね）“”
（５６）⼋（はちがしら“” ⺍（つかんむり）＋⼍（わかんむり“” ⽳（あなかんむり）“” 亦（えき）“は、⼤きく書く

2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。



間架結構法を学ぶ

（５７）“⺾（くさかんむり）”“爫（つめかんむり）”は⼩さく書く
（５８）⼓（つつみがまえ）、可（か）、司（し）を書くときのルール
（５９）⾨（もんがまえ）の中に書くときのルール
（６０）⼕（はこがまえ）の中に書くときのルール
（６１）⻍（しんにょう）、⼵（えんにょう）、⻏（おおざと）
（６２）及、乃の書きときのルール
（６３）春、奏、泰、奉の、5画⽬までの書き⽅
（６４）委、秀、⾹、季、番のの書き⽅
（６５）習、皆、替、智、哲、啓の書き⽅
（６６）賢、買、貰、貸、資、員の書き⽅
（６７）整、勢、努、祭、繁、紫の書き⽅
（６８）壁、型、堅の書き⽅
（６９）思、忠、志、忘、意、態、憩は、かんむり部とあし部の⼤きさのバランスは１：１くらい
（７０）盟、昷、孟、盗、塩、監の「⽫」の横画は、⻑くする。益と盆と盤は例外。
（７１）点、⿊、⿂、焦、然、熊、照、黙、熟、熱、焦、烈、無の、かんむり部とれっかの関係
（７２）製、袋、裂、装、襲の、かんむり部とれっかの⼤きさのバランスは、１：１にする。
（７３）契、美、奔、算、弊、⿐、臭、突、弁、昇、奥、奐（かん）の、かんむり部とあし部の関係
（７４）奇、寄、埼、崎の書き⽅
（７５）茎、怪、径、経、軽の書き⽅

2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。



間架結構法を学ぶ（⾏書の崩しのルール編）

はじめに
（０）⾏書の特徴を知る

接筆が空く
右上がりが楷書に⽐べて強くなる

点画の丸み
（１）向勢になる
（２）転折が柔らかくなる
（３）はね・右上払いがゆったりになる

点画の連続
（４）横画から横画への連続
（５）縦画から縦画への連続
（６）点から点への連続
（７）点から横画への連続
（８）左払いから横画への連続
（９）縦画から横画への連続
（１０）横画から左払いへの連続
（１１）横画から縦画への連続
（１２）点から左払いへの連続
（１３）縦画から逆三⾓形への連続
（１４）２本の左払いの連続
（１５）左払いから右払いへの連続

2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。

点画の省略
（１６）点画の省略の代表的な例

収筆や点画の形が変化
（１７）最終画の縦画の収筆（ハネ）が変形
（１８）点の⽅向や形が変わる
（１９）短く横画が点に変わる
（２０）左払いと右払いが点に変わる

筆順の変化
（２１）筆順変化の代表的な例

中⼼が右に移動するときがある
（２２）縦画が右に移動する

（２２）まで学んだら、
草書の崩しのルール編になります。



間架結構法を学ぶ（草書の崩しのルール編）

はじめに
（０）草書とは？
（１）草書は外国語。読むのも難しい。
（２）草書が書けるようになるには、⼩筆で

半紙にビッチリ書いて、
少なくとも300枚は練習しよう。

草書らしさを出すために
（３）草書の特徴を知る

やわらかさ・のびやかさ・ゆったりと
の３つがキーワード

（４）左右への張り出しが重要
（５）点画には抑揚をつける
（６）実線・連綿線は、少し湾曲する
（７）気脈は必ず意識する
（８）⾏書よりも強い右上がりになることがある
（９）だんだん右下にズレてゆく（重畳法）
（１０）最終画の払いは、次の字の1画⽬を⽬指すように
（１１）内包する空間を広く
（１２）内包する空間に違いを出す
（１３）⻩⾦⽐を意識する

2021年10⽉時点。増減する場合や、内容を変更する場合あり。

（１４）横画→左上→縦画の筆路の場合、遠回りする
（１５）「⼟」や「王」の筆路のものは、逆三⾓形をつくる
（１６）最後の点に注意する。
（１７）実線・連綿線の区別を混同しないようにする。

（⽔や“⼤⾙”など）
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