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棗（薄茶盛）

茶巾

茶杓

茶碗

茶筅

基本編

山道盆

◎お道具の配置（盆略）

山道盆の継ぎ目
必ず自分の方を
向くように配置する

茶筅の綴じ目
必ず上向き



棗（薄茶盛）

水指

蓋置

建水

柄杓

釜

◎お道具の配置（平）

盆略と同じ配置

蓋を手前に軽くきる

７目

１７目



◎所作

・正座
男性は拳二つ分ほど両ひざを空け、肘を少し開くよう意識して座り、手は軽く
握りこむような心持で腿の上に据える
女性は拳一つ分ほどひざを空け、肘は少ししか開けず、
手は右手を上にひざの上に重ねる
背筋を伸ばして顎を引き、足は親指を重ねて腰を沈めるように座る

・立ち方、座り方
立つときは左足から（原則下座の膝を立てる）
座るときはほぼ同時に膝をつける意識
立つときはつま先を立て、腰をかかとに乗せて揃える

・礼
真…両手を膝の前に静かに下ろし、手の平全体を畳につける

お腹が膝につくくらい、背筋を真っ直ぐにして上体をかがめる
行…背筋を伸ばして前に上体をかがめ、指の第二関節から先が畳につくように下げる
草…指先を膝の前の畳につけ、軽く上体を下げる



◎茶巾のたたみ方

水に濡らし、乾いたタオルに
包んで水気を軽くとって広げる

向こう側に三分の一折る 更に向こう側に三分の一折る

右手を上に縦にする 左手を真ん中に持ってくる 左手親指を軸に手前に二つ折り



横にする
この際、左手親指は抜かない

向こう側に折る 左親指を抜く

ふくらんでいない方を
三分の一折る

完成！！

ふくだめ
潰さないように！！



◎お茶のいただき方・お茶碗拝見

縁外にお茶が運ばれてくる 下座の客との間に置く 「お先に」と一礼

自分の正面縁内に置く 「お点前頂戴いたします」と
真のお辞儀

お茶碗を軽く上げ礼



手前に二回まわし正面を避ける いただく 口付けた箇所を
人差し指でなぞる

奥に二回まわし正面を戻す 縁外に置き、両手をついて
茶碗全体を眺める

肘を膝について
茶碗細部を見る
※持ち上げない



二回まわし
正面を向こうに向ける

縁外に置く

（真のお辞儀）
半東が
「おさげします」と言ったら
「ごちそうさまでした」とお辞儀

もう一度茶碗全体を眺める



◎ふすまの開け方

右手を引手にかける
少しだけ開ける

戸に右手をかける

右手を下に持っていく 半分ほど開ける 左手で残りを開ける



割稽古編
◎帛紗捌き（腰につける際）

初期状態
（摘まめるところが右上）

右上を持ち上げる 広げる 左手を折り目に沿わして
下にスライド

写真のように三角に広げる 向こう側に折る 折り目を左手で押さえる 右手で三角形の斜辺をなぞる



◎帛紗捌き（お道具扱う際）

初期状態
（腰からとった状態）

広げる 左手を折り目に沿わして
下にスライド

写真のように三角に広げる

左手指三本を返す 左手指三本で押さえ
右手を上にもっていき
左手親指で折り目を挟む

左手人差し指をはずす 左手を真ん中まで持っていく



握りこむように折る
真ん中まで手をおろす

左手親指を軸に半分に折る

人差し指でなぞるように
半分に折る

左手親指を外す



◎棗の清め方



◎茶杓の清め方



◎茶杓の清め方（しまい）



◎茶筅通し
…点茶の前に茶筅を点検し、お茶碗と茶筅を清める行為

1. 帛紗を右手に持って
左手で瓶をもち、帛紗の折り目
がない方で瓶の蓋を押さえながら
お茶碗にお湯を注ぐ

2.左手で茶碗を上から押さえ
右手の人差し指と親指で
茶筅をもち、他の三本の指は
茶碗の縁にあてて、
軽く茶筅を茶碗に打ちつける

3.左手はそのままで、
茶筅を瓶の持ち手くらいの
高さまで持ち上げる
茶筅の綴じ目は上に向ける



4.茶筅を手前に
半回転させながらおろしていく
この際、穂先が過度に傷んだり
欠損していないか見る

5. 2.と同様に茶筅を
茶碗に軽く打つ
この際の茶筅の綴じ目
は下になる

6. 3.～5.と同じことをもう一度行う
但し、茶筅の綴じ目は
はじめ下を向いており、
終わった際には上向きに戻っている
（半周×２＝一周まわす）



7.お茶碗に対して茶筅を
垂直に立て、軽く動かして
お湯のなかですすぐ

8.茶筅を茶碗の中で
平仮名の「の」を描くように
動かして片仮名の「ハ」を
意識し両手同時に離す



◎しまいの茶筅通し

1. 帛紗を右手に持って
左手で瓶をもち、帛紗の折り目
がない方で瓶の蓋を押さえながら
お茶碗にお湯を注ぐ

2.左手で茶碗を上から押さえ
右手の人差し指と親指で
茶筅をもち、茶筅の抹茶を
落とすように軽く動かす

3.左手はそのままで、
行きの茶筅通しと
同じ要領で茶筅を
茶碗に軽く打ちつける



4.行きと同様に
茶筅を二本指で持ちあげ
手前に回転させながらおろし
打ちつける ※しまいの茶筅通しは

一回しか持ち上げないため、
終了時に綴じ目が
上を向くように
調整を行うこと

5.茶筅を茶碗の中で
平仮名の「の」を描くように
動かして片仮名の「ハ」を
意識し両手同時に離す



◎お湯・水の捨て方、お茶碗の清め方

1.お茶碗を右手でとり、
左手に持ち替えて
体の左側へ持っていく

2.茶碗を縦にして
建水にお湯・水を捨てる

3.右手で茶巾を持ち
茶碗の中にふくだめを
表にして入れる



4.ふくだめをつまんで持ち上げる
5. 手を内側に返して（手の平を上）
茶巾の折り目を茶碗の縁にかける



6.右手の人差し指と親指で茶巾ごと茶碗を挟み
左手は固定、右手で茶碗を時計回りに一周
拭いたら左手を右手の後を追うように動かして
最初の状態に戻す
同じことを三回繰り返す



7.三周お茶碗を拭いたら
半周拭きながら
自分の正面へ持ってくる

8.右手をそのまま茶巾ごと抜いて
ふくだめを裏にして
茶巾を伏せて茶碗の中に入れる

9.茶巾の上三分の一
手前に折る



10.折り目を右手の親指と
人指し指で写真のように挟む

11.手首を内側に返して
茶碗を平仮名の「い」と「り」
を描くように拭く

12.茶巾のふくだめを
表にしはじめの状態に戻す



◎抹茶の点て方

1. 右手で茶杓、左手で棗を持つ
2.茶杓を握りこんで
棗の蓋を外し
茶碗の右下に置く

3.茶杓をペン持ちにし、
抹茶を中央の山を崩さない
ように掬って二杯茶碗に入れる



4.二杯入れたら
茶杓を握りこんで軽く
茶碗に打ちつけ
残った抹茶を払う

5.お湯を注ぎ、左手で押さえ
茶筅を立てて抹茶を点てる
最後は茶筅通し同様
「の」を描いて両手同時に離す

【ポイント】
・はじめは茶筅を軽く動かして
ダマが残らないように抹茶をほぐす

・次に一気に動かして
泡をたくさん点てる

・腕は丸太を抱くイメージで
丸くできるといいが
初心者は肘を伸ばすと点てやすい

・力を下手に加えると肩が上がって
不格好になるので注意
・泡がある程度たったら
茶筅で表面の泡を細かくしていく

・お湯と抹茶の量のバランスも重要
経験を積んで感覚を掴むこと

（あくまで一例）



盆略点前編
◎盆略点前とは …山道盆の上の道具を中心に行うお点前

お道具の扱いを覚えた人が薄茶点前のはじめとして習得する

◎盆略点前の手順

≪いき≫（お客様にお茶を差し上げるまで）
１．山道盆を持ち、瓶正面に座って置く
２．建水を持ち、盆の正面に座って体の横、肩の位置に置く
３．盆を両手で握りこみ、高さを低く保ったまま約45度右前に向きを変える
（学校での稽古、お茶会はここまでを省略することが多い）

４．建水を膝頭まで前に進める
５．居ずまいをただし、呼吸を整える
（お点前は速さを競うものではないので慌てない）

６．左手で腰についてる帛紗を握りこむようにして取り、捌く
７．棗を清める
８．清めた棗を時計でいう11時の位置に置く

８



９．帛紗を捌きなおして茶杓を清める
１０．茶杓を５時の位置に置く
１１．右手で茶筅をとり、１時の位置に置く
１２．そのまま茶巾をとり、３時の位置に置く
１３．帛紗を左手から右手に持ち替えて

左手で瓶をとって右手で蓋を押さえて
お湯を注ぐ

１４．瓶を戻し、帛紗を９時の位置に置く
※手は内側、取るときも同様

１５．茶筅通しをする（茶碗は上から押さえる）
１６．右手で茶碗を持ち左手に持ち替えて

建水に湯をあける
１７．右手で茶巾をとって茶碗を清める
１８．茶碗と茶巾をもとに戻す
１９．右手で茶杓をとり、草のお辞儀でお客様に

「お菓子をどうぞ」と言う
２０．左手で棗をとって右手でふたをとり、

５時の位置に立てかけるように置く

１０ １１

１２ １４

１９



２１．茶杓で抹茶を二杯分茶碗に入れる
２２．茶杓を打ち茶を払って棗の蓋を閉める
２３．棗を11時の位置、茶杓を５時の位置に戻す
２４．右手で帛紗をとり、１３．と同様にお湯を注ぐ
２５．瓶と帛紗をもとに戻す
２６．右手で茶筅をとってお茶を点てる（茶碗は上から押さえる）
２７．茶筅をもとに戻し、右手で茶碗をとって左手にもちかえる
２８．右手の上で茶碗を扱い手前に二回まわしお客様にお出しする
２９．お客様の「お点前頂戴いたします」の挨拶をうける
≪かえり≫（お茶がかえってきてから）
３０．お茶がかえってきたら右手で茶碗をとり、自分の正面で中を軽く見る
３１．お茶碗を盆に戻し、いきと同じようにお湯を注ぐ
３２．右手で茶碗をとり左手で建水にお湯をあける
３３．左手でお茶碗をもったまま右手をつき、お客様の方を軽く向く

（「もう一服いかがですか」とうかがうことも）
３４．「おしまいください」と言われたら茶碗を戻し、両手をついて

「おしまいにいたします」と草のお辞儀
３５．しまいの茶筅通しをする（茶碗は上から押さえる）



３６．右手で茶碗をとり左手で建水にお湯をあける
３７．右手で茶巾をとって自分の正面で茶碗に入れる
３８．茶碗を盆に戻し、茶筅を茶碗に入れる
３９．右手で茶杓を取ったら左手で建水を下げる
４０．右手に茶杓をもったまま帛紗を右手でとって捌く
４１．茶杓を清め、茶碗に茶杓を伏せておく
４２．右手で棗を12時の位置に戻す
４３．帛紗についた抹茶の汚れを建水の上で払う
４４．帛紗を腰につける
４５．盆を握りこんで正面に向き直る
４６．左手で建水をもって水屋に帰る
４７．盆をもって水屋に帰る



平点前編
◎平点前とは …茶道の基本的な点前

千利休「平点前こそ本道」

◎柄杓の扱い

合

節 切止



1⃣鏡柄杓 …基本的な柄杓の構え方

↑左手人差し指と親指で節をもつ
右手中指で切止を支える

←正面から見た図
肘を張る

←横から見た図
合が顔と向き合うように
顔と対するから
「鏡」柄杓



2⃣一文字 …鏡柄杓からもちかえる動作

鏡柄杓 左手固定で四分の一反時計回り 合を左に

右手の人差し指と中指に
柄をあてる

右手を節まで滑らせる 左手を離す
（ペン持ちになる）



3⃣置き柄杓…釜に柄杓を置く動作

親指を下から返して
静かに釜を柄杓をあずける

柄杓の合を釜の縁にのせる

【ポイント】
・あずけた柄杓の柄は
斜めではなく
真っ直ぐになるように



（手元から見た置き柄杓）



4⃣切り柄杓 …お茶のお湯を注いだあと柄杓を置く動作

柄杓の合を釜の縁に置く そのまま親指と人差し指が
直角になるように広げる（下図）

右手をおろして柄杓をあずける

【ポイント】
・親指以外の四本は揃える
・ゆったり優雅に開くのでは
なく、引き絞った弓の弦を
離すときのように
勢いをつけてぴっと止める



5⃣引き柄杓 …水をすくったあと柄杓を置く動作

柄杓の合を釜の縁にあずける 手の力を抜いて
真っ直ぐ引いていく

手を引く際は
人差し指と中指で支えるようにする

切止が親指と人差し指の
間まできたら親指を

上側から返す

手の平を上に切止まで引く 人差し指と親指で輪を作る そのまま真っ直ぐおろし
柄杓を釜にあずける



（手元から見た引き柄杓）



6⃣取り柄杓Ⅰ …お湯をいれる際の柄杓の取り方

ペン持ちにする

手を返して人指し指と親指の間に
柄杓の柄をのせる

そのまま手を節まで滑らせる

右手の人指し指と中指で
柄杓の切止を持ち上げる



（手元目線の取り柄杓）



7⃣取り柄杓Ⅱ …水をすくう際、しまいの茶筅通しのときの柄杓の取り方

手の甲を上に人指し指を
柄にあてて取る

左手を節のところに置く

ペン持ちになる右手を柄より向こう側にして
節までもどす

左手固定で右手を切止まで滑らせる



◎平点前の手順

≪いき≫
１．茶道口にすわり、水指を建付側に置き、襖を開けて一礼
２．水指を運び出し、釜の鐶付に合わせて置く
３．水屋に下がり、右手に棗、左手に茶碗一式をもって運び

水指前に写真のように置き合わせる
４．水屋に下がり、建水を運び出す

襖は閉めず、居前にすわり、
肩を伸ばして建水を置く

５．左手で柄杓の節の下ををもって
自分の正面で鏡柄杓をする

６．右手で建水のなかの蓋置を取る
７．蓋置を敷板の左角のあたりに置く

１

２

３

４
６

７



８．柄杓を構えて合を蓋置の方にたおし、右手の甲を上にむけて
滑らせながら蓋置にコツンと音を立てて置く



９．建水を膝頭まであげ、居ずまいを正して二呼吸ほど間をおく
１０．右手で茶碗の右斜め下を持ち、左、右と持ち替えて正面に少し間をとって置く

１１．右手で棗を上からとり、自分と茶碗の間に置き合わせる
１２．帛紗を捌いて棗を清める
１３．清めた棗をお茶碗のあった水指の左斜め下に置く
１４．帛紗を捌きなおして茶杓を右手でとり、清める
１５．清めた茶杓を棗の蓋の上に櫂先を上にして置く
１６．右手で茶筅をとり水指の右斜め下に置く
１７．茶碗を右手で持って手前に少し引く

１１

１３ １５ １６



〈女性〉
１８．右手に持った帛紗を左手の人差し指と中指で挟む
１９．右手で柄杓を上からとり、自分の正面で鏡柄杓
２０．右手で帛紗を取り、釜の蓋の上に置く
２１．帛紗の上から蓋を水平にもちあげる
２２．軽く斜めにして水気をきる
２３．水平に戻し、蓋置の上に蓋を置く
２４．帛紗を建水の後ろに置く

〈男性〉
１８．帛紗を捌いて腰につける
１９～２４．女性と同じことを

全て素手で行う
（２０．２４．はやらない）

１８

１９ ２０

２２２１，２３ ２４



２５．左手に柄杓をもったまま、右手で茶巾をとって蓋の上に置く
２６．柄杓を一文字し、釜の真ん中あたりからお湯を一杯すくう
２７．お茶碗にお湯を入れる

２８．置き柄杓をする
２９．右手を茶筅を取り、茶筅通しをして茶筅をもとに戻す

（お茶碗は横から支える）
３０．右手で茶碗をとり、左手にもちかえて建水にあける
３１．茶巾をとって茶碗を清め、茶碗、茶巾の順で戻す
３２．右手で茶杓をとり、草のお辞儀でお客様に

「お菓子をどうぞ」と言う
３３．左手で棗をとって右手でふたをとり

茶碗の斜め下に置く
３４．茶杓で抹茶を二杯分茶碗に入れる
３５．茶杓を打ち茶を払って棗の蓋を閉める
３６．棗、茶杓の順で元に戻す

【ポイント】

・お湯を入れるときは手首を返さず、肘を開く意識で行う

２６

２５

２７



３７．右手で水指の蓋を取り、左手で時計の７時の位置を持つ
蓋を縦にして右手で真上をとり水指の縁にかける

３８．右手で取り柄杓Ⅰをし、釜の底の方からお湯をすくう
３９．茶碗にお湯を半分ほど入れる
４０．釜の上に合一つ分上に空け、残りのお湯を戻す
４１．切り柄杓をする
４２．右手で茶筅をとり茶を点てる（お茶碗は横から支える）
４３．茶筅を元に戻す
４４．右手で茶碗をとって左手にもちかえる
４５．右手の上で茶碗を扱い手前に二回まわしお客様にお出しする
４６．お客様の「お点前頂戴いたします」の挨拶をうける
４７．お客様が一口目を口につけたら帛紗を右手でとり腰につける（女性）

３７



≪かえり≫
４８．お茶がかえってきたら右手で茶碗をとり、自分の正面で中を軽く見る
４９．お茶碗を戻し、取り柄杓Ⅰでお湯を注ぎ、置き柄杓
５０．右手で茶碗をとり左手で建水にお湯をあける
５１．左手でお茶碗をもったまま右手をつき、お客様の方を軽く向く
５２．「おしまいください」と言われたら茶碗を戻し、両手をついて

「おしまいにいたします」と草のお辞儀
５３．取り柄杓Ⅱをして水指から水をとり、水を入れて引き柄杓
５４．右手で茶筅をとりしまいの茶筅通しをする（茶碗は横から支える）
５５．茶筅を戻し、右手で茶碗をとり左手で建水にお湯をあける
５６．右手で茶巾をとって自分の正面で茶碗に入れる
５７．茶碗を戻し、茶筅を茶碗に入れる
５８．右手で茶杓を取ったら左手で建水を下げる
５９．右手に茶杓をもったまま帛紗を左手でとって捌く
６０．茶杓を清め、茶碗に茶杓を伏せておく
６１．右手で棗をもとの位置に戻す
６２．帛紗についた抹茶の汚れを建水の上で払う
６３．帛紗を腰につける



６４．１０．を巻き戻すようにお茶碗を戻す
６５．取り柄杓Ⅱをして水指から水をすくい、釜に入れる
６６．鏡柄杓をする
６７．左手で柄杓をもったまま、右手で釜の蓋を少しきって閉める
６８．柄杓をいきと同じ要領で音を立てずに置く
６９．３７．の動作を巻き戻すように水指の蓋を閉める
７０．左手で蓋置を取り、右手の親指、人差し指と中指で持つ
７１．ひとひざ勝手付に向き、左ひざから建水をもって立つ
７２．建水まわりで水屋に帰る
７３．席に戻って茶碗をもって水屋にかえる
７４．両手で水指をもって水屋にかえる
７５．席に入ってお客様に一礼

６９

７１



お初釜編




