
国語科（書写）指導計画・評価計画（第１学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 技 知理 日常化 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

4 1

○１年間の学習内容を知り，書
写学習に対する意欲をもつこと
ができる。
○学校の中にはいろいろな文字
があることに気づき，文字や書写
学習に対する関心を高めること
ができる。

もくじ
がくしゅうの　めあて
○教科書を参照して，学習のめあてを知
る。
○１年間の学習内容を知る。
がっこうの　もじたんけん
○文字探しの方法を理解する。
○校内をまわって文字を探し，見つけた
場所と文字をカードに書く。
○探した文字をカードに書き，発表し合
う。

○ ○

○校内にあるさまざまな文字
を探そうとしている。

○身のまわりは多くの文字
があることに気づいている。

4 1
○よい姿勢やよい持ち方で，い
ろいろな線や形などを書き，運筆
に慣れることができる。

１　はじめのがくしゅう
①じを　かく　しせい
②えんぴつの　もちかた
③たのしく　かこう
○よい姿勢や筆記用具の持ち方につい
て知る。
○「よい　しせいの　あいことば」の唱え
歌で姿勢を確認する。
○よい姿勢・鉛筆の持ち方で，自分の名
前を丁寧に書く。
○教科書P.３～５を見て，姿勢と持ち方
を確かめる。
○よい姿勢をとり，よい鉛筆の持ち方
で，いろいろな線を書く。

○ ○

○いろいろな線を書いたりな
ぞったりすることができる。

○ふだんの書く場面でも，運
筆に気をつけて書く意識を
もっている。

4 1

○終筆（「とめ」と「はらい」）の書
き方を理解することができる。
○学習した文字（「く」と「つ」）が
つく言葉を，ほかにも探して書く
意欲をもつことができる。

２　ひらがなの　がくしゅう
①せんの　おわりの　かきかた
○『くつ』を声に出して読み，空書する。
○『くつ』を指でなぞりながら，書き方を
確かめる。
○終筆の書き方に注意して『くつ』を鉛筆
で書く。
○「く」と「つ」がつく言葉を，ほかにも探し
て書く。

○ ○

○「とめ」「はらい」の書き方を
理解している。

○「とめ」「はらい」に気をつけ
て書こうとしている。

5 1
○正しい書き順について知り，指
でなぞって確かめることができ
る。

②かきじゅん
○『ことり』を鉛筆で書く。
○正しい書き順について知り，『ことり』を
指でなぞって確かめる。
○書き順に気をつけて，『いけ』『つり』を
書く。

○ ○

○正しい書き順で書いてい
る。

○ほかの書写場面でも，書
き順に気をつけて書こうとす
る意識をもっている。

5 1
○文字の始筆（書き始めるとこ
ろ）の位置について，理解するこ
とができる。

③じを　かきはじめる　ところ
○『にじ』を空書してから鉛筆で書く。
○始筆の位置に気をつけて『にじ』『ほ
し』『へや』『うた』を練習する。
○始筆の位置に気をつけて，『にじ』『ほ
し』『へや』『うた』を書く。

○ ○

○始筆の位置を理解してい
る。

○ほかの文字でも，始筆の
位置に気をつけて書こうとす
る意識をもっている。

5 1
○送筆（「まがり」「おりかえし」
「むすび」）の書き方を理解するこ
とができる。

④せんの　とちゅうの　かきかた
○『ともだち』『そら』『はれ』『はす』『なま
え』を鉛筆で書く。
○どの部分が「まがり」「おりかえし」「む
すび」かを確認する。
○送筆に気をつけて練習し，まとめ書き
を試書と比べて発表し合う。

○

○送筆の書き方について理
解している。

6 1
○送筆（「まがり」「おりかえし」
「むすび」）の書き方に気をつけ
て，正しく書くことができる。

○『ともだち』『そら』『はれ』『はす』『なま
え』を鉛筆で書く。
○どの部分が「まがり」「おりかえし」「む
すび」かを確認する。
○送筆に気をつけて練習し，まとめ書き
を試書と比べて発表し合う。

○ ○

○送筆を正しく書いている。

○ほかの文字でも送筆に気
をつけて書こうとする意識を
もっている。

6 1
○形が似ている平仮名につい
て，違うところを理解することが
できる。

⑤にて　いる　ひらがな
○「の・め・あ・ぬ・れ・わ・ね」を空書して
から試書する。
○教科書を見て，似ているところを見つ
けて発表し合う。
○形が似ている平仮名について，言葉
で書いて確かめる。

○
○似ている平仮名どうしの類
似点や相違点を理解してい
る。



6 1
○形が似ている平仮名につい
て，違うところに気をつけて書くこ
とができる。

○「の・め・あ・ぬ・れ・わ・ね」を空書して
から試書する。
○教科書を見て，似ているところを見つ
けて発表し合う。
○形が似ている平仮名について，言葉
で書いて確かめる。

○ ○

○似ている平仮名どうしの類
似点や相違点に気をつけて
書いている。

○ほかの文字でも平仮名ど
うしの類似点や相違点に気
をつけて書こうとする意識を
もっている。

6 1

○拗音・促音，句読点，かぎ，濁
音の大きさや書く位置を理解す
ることができる。
○拗音・促音の入った言葉を探
して書く活動を，意欲的に取り組
むことができる。

⑥ますめの　なかの　かく　ところ
○『むぎちゃ』『あくしゅ』『きって』を空書
してから試書する。
○拗音・促音，濁音の大きさや書く位置
を確認して練習する。
○ます目の中の書く位置に気をつけて，
『おおきなかぶ』を書く。

○ ○

○拗音・促音などの書く位置
や大きさについて理解してい
る。

○拗音・促音などに気をつけ
て書く意識をもっている。

7 1
○文字の外形に気をつけて，正
しく書くことができる。

⑦じの　かたち
○『うみ』『すいか』『のり』『かんづめ』の
文字のまわりを鉛筆で囲む。
○試書を行い，教材文字と比べる。
○外形に気をつけて教材文字を練習す
る。
○学習した以外の文字でも，文字の形
に気をつけて書く。

○ ○

○おおよその形に気をつけ
て書いている。

○ほかの文字でも文字の形
に気をつけて書こうとする意
識をもっている。

7 1

○横書きの書き方を理解するこ
とができる。
○他教科の学習や日常生活の
中で，横書きの書き方に気をつ
けて書こうとする意欲をもつこと
ができる。

■トライ　あんど　チャレンジ
――よこがきの　かきかた
○横書きの書き方を理解して，『あく
しゅ』を書く。
○数字の書き順と字形に気をつけて書
く。
○書く位置や字形に気をつけて，『あく
しゅ』と数字を書く。

○ ○

○横書きの書き方を理解し
て書いている。

○ほかの言葉でも，横書き
の書き方に気をつけて書こう
とする意識をもっている。

7 1

○平仮名の書き順と字形に気を
つけて，正しく書くことができる。
○平仮名の表を見ながら，先生
や友達の名前を書く活動を，意
欲的に取り組むことができる。

⑧ひらがなの　ひょう
○まちがえやすい書き順の文字や，送
筆・終筆の難しい文字を書く。
○「ひらがなの　ひょう」を見ながら，書き
順，送筆・終筆を確認し，練習する。
○書き順や字形を確かめて評価する。
○先生や友達の名前を正しく書く。

○ ○

○書き順や字形に気をつけ
て書いている。

○平仮名の表を見ながら，
先生や友達の名前を書く活
動に，取り組もうとしている。

8 1

○片仮名の終筆（「とめ」「はね」
「はらい」）と送筆（「おれ」「まが
り」）に気をつけて，正しく書くこと
ができる。
○片仮名の言葉を探し，終筆や
送筆に気をつけて，意欲的に書く
ことができる。

３　かたかなのがくしゅう
○片仮名について知っていることを話し
合う。
○『レモン』を試書し，終筆と送筆の書き
方を確かめる。

○ ○

○終筆と送筆の書き方につ
いて理解している。

○終筆と送筆の書き方に気
をつけて書こうとしている。

8 1
○字形が似ている片仮名につい
て，違いに気をつけて書くことが
できる。

○巻末の「かたかなの　ひょう」から，「と
め」「はね」「はらい」「おれ」「まがり」のあ
る文字を探して発表する。

○
○終筆と送筆の書き方につ
いて考えている。

9 1

○漢字の終筆（「とめ」「はね」「は
らい」）の書き方を理解すること
ができる。

○「たてかく」「よこかく」の用語に
ついて理解することができる。

４　かん字の　学しゅう
①かくの　おわりの　かきかた
○前時の学習内容を確かめて，『一』
『小』『人』を試書する。

○
○終筆の書き方を理解して
いる。

9 適時
○漢字の終筆（「とめ」「はね」「は
らい」）の書き方に気をつけて，
正しく書くことができる。

○終筆の書き方を確かめて練習する。
○巻末漢字表から「とめ」「はね」「はら
い」のある文字を探し，発表する。

○ ○

○終筆を正しく書いている。

○ほかの文字でも終筆に気
をつけて書こうとする意識を
もっている｡

9 1
○漢字の送筆（「おれ」「まがり」
「そり」）を理解することができる。

②かくの　とちゅうの　かきかた
○『日』『七』『子』を声に出して読み，試
書する。
○送筆の書き方を確かめて練習する。

○
○送筆の書き方について理
解している。



9 1

○伝える相手のことを考えて，友
達に贈るカードを書こうとする意
欲をもつことができる。
○学習したことを生かして，字形
や書き順に気をつけて，丁寧に
書くことができる。

かいて　つたえよう
○横書きの書き方を理解する。
○メッセージを贈りたい相手と内容を考
えて試書し，基準と照らし合わせて，自
己批正する。
○字形や書き順に気をつけて練習す
る。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○ ○

○友達に贈るカードを，相手
意識をもって意欲的に書こう
としている。

○字形や書き順に気をつけ
て書いている。

お年寄りとのお手紙
交流

10 1

○伝える相手のことを考えて，友
達に贈るカードを書こうとする意
欲をもつことができる。
○学習したことを生かして，字形
や書き順に気をつけて，丁寧に
書くことができる。

かいて　つたえよう
○横書きの書き方を理解する。
○メッセージを贈りたい相手と内容を考
えて試書し，基準と照らし合わせて，自
己批正する。
○字形や書き順に気をつけて練習す
る。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○ ○

○友達に贈るカードを，相手
意識をもって意欲的に書こう
としている。

○字形や書き順に気をつけ
て書いている。

お年寄りとのお手紙
交流

10 1
○漢字の送筆（「おれ」「まがり」
「そり」）に気をつけて，正しく書く
ことができる。

○『日』『七』『子』を声に出して読み，試
書する。
○送筆の書き方を確かめて練習する。
○巻末漢字表から「おれ」「まがり」「そ
り」のある文字を探し，発表する。

○ ○

○送筆を正しく書いている。

○ほかの文字でも送筆に気
をつけて書こうとする意識を
もっている。

10 1
○漢字の外形の違いを理解する
ことができる。

③文字の　かたち
○『雨』『四』『目』を声に出して読み，試
書する。
○文字の形について話し合い，理解す
る。
○同じような外形の文字を探して書く。

○
○文字の外形を理解し，練
習文字のまわりを囲んでい
る。

10 1
○漢字の外形の違いに気をつけ
て，正しく書くことができる。

○『雨』『四』『目』を声に出して読み，試
書する。
○同じような外形の文字を探して書く。

○ ○

○外形の違いに気をつけて
書いている。

○ほかの文字でも文字の形
に気をつけて書こうとする意
識をもっている。

11 適時
○字形や書く位置に気をつけ
て，丁寧に書くことができる。

『おおきなかぶ』
○これまでの学習を振り返り，手本を見
て書く。
○「とめ」「はね」「はらい」などに気をつ
けて練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○
○字形や書く位置に気をつ
けて書いている。

町の作品展

11 適時
○字形や書く位置に気をつけ
て，丁寧に書くことができる。

『おおきなかぶ』
○これまでの学習を振り返り，手本を見
て書く。
○「とめ」「はね」「はらい」などに気をつ
けて練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○
○字形や書く位置に気をつ
けて書いている。

町の作品展

11 1

○書き順の原則（上から下へ，左
から右へ，横から縦へ）を理解す
ることができる。

○書き順の意義を知り，書き順
に従って書く活動に，意欲的に取
り組むことができる。

④かきじゅん
○『三』『川』『十』を試書する。
○書き順の原則を理解して練習する。
○これまでに学習した文字についても，
書き順を確かめて書く。

○ ○

○書き順の原則を理解して
いる。
○書き順の原則に気をつけ
て書こうとしている。

11 1
○書き順に従って，文字を正しく
書くことができる。

○『三』『川』『十』を試書する。
○書き順の原則を理解して練習する。
○これまでに学習した文字についても，
書き順を確かめて書く。

○ ○

○書き順の原則に従って，正
しく書いている。
○ほかの文字でも，書き順
の原則に気をつけて書こうと
する意識をもっている。

12 1
○書き出しの位置や，句読点を
書く位置に気をつけて，正しく書く
ことができる。

⑤かきぞめ
○フェルトペンの持ち方に気をつけて
『お正月』を試書する。
○「とめ」「はね」「はらい」に気をつけて
練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○ ○

○書き出しの位置や，句読
点を書く位置に気をつけて正
しく書いている。

○ほかの文字でも書き出し
の位置や，句読点を書く位置
に気をつけて書こうとする意
識をもっている。



12 1

○鉛筆やフェルトペンを正しく持
ち，書き順や字形（「とめ」「はね」
「はらい」）に気をつけて，丁寧に
書くことができる。

○フェルトペンの持ち方に気をつけて
『お正月』を試書する。
○「とめ」「はね」「はらい」に気をつけて
練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○ ○

○書き順や字形に気をつけ
て正しく書いている。

○ほかの文字でも書き順や
字形に気をつけて書こうとす
る意識をもっている。

12 1

○画の長さの違いを理解するこ
とができる。
○画の長さの違いに気をつけ
て，意欲的に正しく書こうとしてい
る。

⑥かくの　ながさと　ほうこう
○『土』『川』『夕』の長く書く画と短く書く
画について話し合い，理解する。
○画の長さに気をつけて練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○ ○

○画の長さの違いについて
理解している。

○画の長さに気をつけて書こ
うとしている。

1 1

○「おれ」の方向の違いを理解す
ることができる。
○「おれ」の方向の違いに気をつ
けて，意欲的に正しく書こうとして
いる。

○『円』『白』の画の方向の違いについて
話し合い，理解する。
○画の方向に気をつけて練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○ ○

○「おれ」の方向の違いにつ
いて理解している。

○「おれ」の方向の違いに気
をつけて書こうとしている。

2 1

○１年間の書写学習を振り返り，
学習した内容を確認することが
できる。
○字形や書く位置に気をつけ
て，丁寧に書くことができる。

学年の　まとめ
○これまでの学習を振り返り，教科書の
教材文を書く。
○「とめ」「はね」「はらい」などに気をつ
けて練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。
○姿勢・持ち方が正しくできたか評価し
合う。

○ ○

○字形や書く位置に気をつ
けて書いている。

○ほかの文章でも，字形や
書く位置に気をつけて書こう
とする意識をもっている。

3 1

○１年生で学習した終筆（「とめ」
「はね」「はらい」）や送筆（「おれ」
「まがり」「そり」）などの漢字の書
き方を確かめることができる。

一年生で　学しゅうする　かん字
○書き順のきまり，終筆や送筆の書き
方，文字の外形を確認する。
○漢字表から「とめ」のある漢字，「は
ね」のある漢字などを探して書く。
○練習した漢字の中から，難しいと思っ
た漢字を三つ選んで書く。

○ ○

○：終筆・送筆の書き方や，
書き順や字形に気をつけて
確かめようとしている。

○終筆・送筆の書き方や，書
き順や字形について理解し
ている。

30

3 余時数


