
国語科（書写）指導計画・評価計画（第２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

○学習のめあてを知ることがで
きる。
○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。
○町の中には，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。
○書写学習の成果を日常生活
の中でも生かしていこうとする意
欲をもつことができる。

もくじ
学しゅうの　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。
町の　文字たんけん
○教科書を見て，「町たんけん」の写真
や絵から文字を探す。
○見つけた文字をノートに書く。
○気づいたことを話し合う。

○ ○ ○

○町の中にあるさまざまな
文字を探そうとしている。

○１年間のめあてや学習内
容について理解している。

○身のまわりには多くの文
字があることに気づいてい
る。

4 1

○１年生の書写学習で身につけ
たよい姿勢・鉛筆の持ち方を確
認することができる。
○よい姿勢・鉛筆の持ち方に気
をつけて書こうとする意欲をもつ
ことができる。

１　はじめの　学しゅう
①文字を　書く　しせい
②えんぴつの　もち方

○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　合いことば」の唱え
歌で姿勢を確認する。

○ ○

○よい姿勢やよい持ち方が
わかっている。

○よい姿勢やよい持ち方で
書こうとしている。

5 1

○片仮名の終筆（「とめ」「はね」
「はらい」）と送筆（「おれ」「まが
り」）の書き方の違いを理解する
ことができる。

２　かたかなの　学しゅう
①画　のおわりと　画のとちゅうの　書き
方
○教科書を見ないで『ミルク』『オルゴー
ル』『テーブル』『サッカー』『ピアノ』を書
く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○終筆と送筆に気をつけて練習する。
○ほかの片仮名の言葉も，終筆と送筆
に気をつけて書く。

○
○片仮名の終筆と送筆の書
き方について理解している。

5 1

○片仮名の終筆（「とめ」「はね」
「はらい」）と送筆（「おれ」「まが
り」）違いに気をつけて，正しく書
くことができる。
○長音，濁音，半濁音の書き
方，促音の書く位置を確かめて
書くことができる。

２　かたかなの　学しゅう
①画　のおわりと　画のとちゅうの　書き
方
○教科書を見ないで『ミルク』『オルゴー
ル』『テーブル』『サッカー』『ピアノ』を書
く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○終筆と送筆に気をつけて練習する。
○ほかの片仮名の言葉も，終筆と送筆
に気をつけて書く。

○ ○

○片仮名の終筆と送筆を正
しく書いている。

○ほかの文字でも終筆と送
筆に気をつけて書こうとする
意識をもっている。

5 1
○片仮名の外形の違いを理解
することができる。

②文字の　形
○教科書を見ないで『ロ』『ニ』『ト』を書
く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○教科書の『ロ』『ニ』『ト』まわりを鉛筆
で囲み，文字の形を理解する。
○ほかの文字や言葉も外形に気をつけ
て書く。

○
○片仮名のおおよその形を
理解している。

6 1
○文字の形が似ている片仮名ど
うしの，「点」と「はらい」の方向
の違いを理解することができる。

③にて　いる　文字
○教科書を見ないで『シャツ』『マラソン』
を書く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「点」や「はらい」の方向の違いを理解
して，練習する。
○誤りやすい片仮名が入った言葉を書
く。

○
○「点」と「はらい」の方向に
ついて理解している。

6 1
○文字の形が似ている片仮名ど
うしの違いを，「点」と「はらい」の
方向に気をつけて，正しく書くこ
とができる。

③にて　いる　文字
○教科書を見ないで『シャツ』『マラソン』
を書く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「点」や「はらい」の方向の違いを理解
して，練習する。
○誤りやすい片仮名が入った言葉を書
く。

○ ○

○「点」と「はらい」の方向に
気をつけて書いている。

○ほかの文字でも似ている
ところや違いに気をつけて書
こうとする意識をもっている。



6 1

○片仮名の書き順，字形に気を
つけて，正しく書くことができる。
○片仮名の表を見ながら，片仮
名を使った言葉を書く活動を，意
欲的に取り組むことができる。

④かたかなの　ひょう
○教科書を見ないで，片仮名五十音を
書く。
○正しい書き順や外形を確認する。
○誤りやすい書き順や字形の片仮名を
書く。
○片仮名で書く言葉を確認し，言葉集
めをして書く。

○ ○

○片仮名の書き順や字形に
気をつけて書いている。

○片仮名の表を見ながら，
片仮名の言葉を書く活動に
取り組もうとしている。

7 1

○片仮名の書き順，字形に気を
つけて，正しく書くことができる。
○片仮名の表を見ながら，片仮
名を使った言葉を書く活動を，意
欲的に取り組むことができる。

④かたかなの　ひょう
○教科書を見ないで，片仮名五十音を
書く。
○正しい書き順や外形を確認する。
○誤りやすい書き順や字形の片仮名を
書く。
○片仮名で書く言葉を確認し，言葉集
めをして書く。

○ ○

○片仮名の書き順や字形に
気をつけて書いている。

○片仮名の表を見ながら，
片仮名の言葉を書く活動に
取り組もうとしている。

○片仮名の表を見ながら，さ
まざまな言葉を書く活動に取
り組んでいる。

7 1
○書き順の原則（横から縦へ，
縦から横へ）を理解することがで
きる。

３　かん字の　学しゅう
①書きじゅん
○教科書を見ないで『十』『上』を書く。
○教科書の「なぞって みよう。」を指で
なぞる。
○書き順の原則を確認し，似ている部
分は同じ書き順で書くことを理解する。
○書き順に気をつけて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○
○書き順の原則を理解して
いる。

7 1

○これまで学習したこと（書き
順，画の方向，画の長さ，画と画
との間，画のつき方・交わり方，
文字の中心，文字の形）を生か
して，字形を整えて丁寧に書くこ
とができる。

トライ　あんど　チャレンジ――学しゅう
した　ことを　生かして、書いて　みよう。
○今まで学習したことを，教科書で確認
する。
○手紙に書く内容を確認し，縦書き・横
書きの形式や用紙などを選ぶ。
○自己批正をしながら練習する。
○本時の感想を書き，学習したことを日
常に生かすよう意識づける。

○ ○

○これまで学習したことを生
かして，字形に気をつけて書
いている。
○書写の授業以外でも，字
形に気をつけて書こうとする
意識をもっている。

お年寄りとのお手紙
交流

8 1

○伝える相手や目的を考えて，
招待状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，筆記
用具や用紙を選び，丁寧に書く
ことができる。

書いて　つたえよう
○手紙に書く内容を確認し，縦書き・横
書きの形式や用紙などを選ぶ。
○姿勢や筆記用具の持ち方，字形に気
をつけて書く。
○友達が書いた招待状のよさを見つけ
て，伝え合う。

○ ○ ○

○招待状を意欲的に書こうと
している。

○字形や書き順に気をつけ
て書いている。

○ほかの学習場面において
も，相手のことを考えて丁寧
に書く意識をもっている。

お年寄りとのお手紙
交流

8 1

○「はらい」「おれ」「点や画」「ま
がり」「そり」の方向の違いを理
解することができる。

②画の　方こう
○教科書を見ないで『人』『月』『千』を書
く。
○教科書の「なぞって みよう。」を指で
なぞる。
○画の方向の違いを理解する。
○画の方向に気をつけて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○
○「はらい」「おれ」「点や画」
「まがり」「そり」の方向の違
いについて理解している。

9 1
○「はらい」「おれ」「点や画」「ま
がり」「そり」の方向に気をつけ
て，正しく書くことができる。

②画の　方こう
○教科書を見ないで『人』『月』『千』を書
く。
○教科書の「なぞって みよう。」を指で
なぞる。
○画の方向の違いを理解する。
○画の方向に気をつけて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○ ○

○「はらい」「おれ」「点や画」
「まがり」「そり」の方向に気
をつけて，正しく書いている。
○ほかの文字でも画の方向
に気をつけて書こうとする意
識をもっている。

9 1

○画の長さの違いと，画と画と
の間のとり方を理解することがで
きる。

③画の　長さ，画と　画との　間
○教科書を見ないで『山』『青』『貝』を書
く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○画の長さ，画と画とのあけ方を理解す
る。
○画の長さ，画と画とのあけ方に気をつ
けて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○

○画の長さの違いについて
理解している。
画と画との間のとり方につい
て理解している。



9 1
○画の長さの違いと，画と画と
の間のとり方に気をつけて，正し
く書くことができる。

③画の　長さ，画と　画との　間
○教科書を見ないで『山』『青』『貝』を書
く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○画の長さ，画と画とのあけ方を理解す
る。
○画の長さ，画と画とのあけ方に気をつ
けて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○ ○

○画の長さ、画と画との間の
とり方に気をつけて書いてい
る。
○ほかの文字でも画の長
さ、画と画との間のとり方に
気をつけて書こうとする意識
をもっている。

9 1

○これまで学習したこと（書き
順，画の方向，画の長さ，画と画
との間，画のつき方と交わり方，
文字の中心）を生かして，字形を
整えて丁寧に書くことができる。

学しゅうした　ことを生かして　書こう。
『かさこじぞう』
○今まで学習したことを，教科書で確認
する。
○自分の選んだ文章を試書する。
○自己批正をしながら練習する。
○本時の感想を書き，学習したことを日
常に生かすよう意識づける。

○ ○

○これまで学習したことを生
かして書こうとしている。

○これまで学習したことを生
かして，字形に気をつけて書
いている。

町の作品展

10 1

○これまで学習したこと（書き
順，画の方向，画の長さ，画と画
との間，画のつき方と交わり方，
文字の中心）を生かして，字形を
整えて丁寧に書くことができる。

学しゅうした　ことを生かして　書こう。
『かさこじぞう』
○今まで学習したことを，教科書で確認
する。
○自分の選んだ文章を試書する。
○自己批正をしながら練習する。
○本時の感想を書き，学習したことを日
常に生かすよう意識づける。

○
○これまで学習したことを生
かして，字形に気をつけて書
いている。

町の作品展

10 1
○画のつき方・交わり方を理解
することができる。

④画の　つき方と　交わり方
○教科書を見ないで『作文』を書く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○画のつき方・交わり方を理解する。
○画のつき方・交わり方に気をつけて練
習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○
○画のつき方・交わり方につ
いて理解している。

10 1
○画のつき方・交わり方に気を
つけて，正しく書くことができる。

④画の　つき方と　交わり方
○教科書を見ないで『作文』を書く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○画のつき方・交わり方を理解する。
○画のつき方・交わり方に気をつけて練
習する。
○学習した文字を使った言葉を書く

○ ○

○画のつき方・交わり方に気
をつけて書いている。

○ほかの文字でも，画のつ
き方・交わり方に気をつけて
書こうとする意識をもってい
る。

11 1
○文字の中心（縦画が中心にあ
る文字，書き出しが中心の文字
など）を理解することができる。

⑤文字の　中心
○教科書を見ないで『水』『当』を書く。
○『水』『当』の中心をなぞり，文字の中
心を理解する。
○文字の中心に気をつけて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○
○文字の中心について理解
している。

11 1
○文字の中心に気をつけて，正
しく書くことができる。

⑤文字の　中心
○教科書を見ないで『水』『当』を書く。
○『水』『当』の中心をなぞり，文字の中
心を理解する。
○文字の中心に気をつけて練習する。
○学習した文字を使った言葉を書く。

○ ○

○文字の中心に気をつけ
て，正しく書いている。

○ほかの書写場面でも，文
字の中心に気をつけて書こ
うとする意識をもっている。

11 1

○これまで学習したこと（書き
順，画の方向，画の長さ，画と画
との間，画のつき方と交わり方，
文字の中心）を生かして，字形を
整えて丁寧に書くことができる。

学しゅうした　ことを生かして　書こう。
○今まで学習したことを，教科書で確認
する。
○自分の選んだ文章を試書する。
○自己批正をしながら練習する。
○本時の感想を書き，学習したことを日
常に生かすよう意識づける。

○ ○

○これまで学習したことを生
かして書こうとしている。

○書写の授業以外でも，字
形に気をつけて書こうとする
意識をもっている。

11 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
――よこ書きの　書き方
○教科書の挿絵を利用して，横書きに
する場合，拗音・促音，句読点は「３の
へや」に書くことを確認する。
○ます目がないときは下の線に揃えて
書くことを知る。
○書く位置に気をつけて，教科書の文と
数字を書く。

○ ○

○横書きの書き方を理解し
ている。

○横書きの書き方について
知り，学習への意欲をもって
いる。



12 1

○年賀状の書き方を理解するこ
とができる。
○年賀状を書こうとする意欲をも
つことができる。

⑥年がじょうと　書きぞめ
●年がじょう
○はがきの書き方を知る。
○基準に気をつけて，はがきサイズの
練習用紙に練習する。
○文字を書く位置や大きさについて話し
合う。
○学習したことを生かして，年賀状を丁
寧に書く。

○ ○

○年賀状を書く活動に，意欲
的に取り組もうとしている。

○年賀状の書き方を理解し
て書いている。

12 1

○年賀状の書き方を理解し，年
賀状を書こうとする意欲をもつこ
とができる。
○字形や中心に気をつけて，年
賀状を丁寧に書くことができる。

⑥年がじょうと　書きぞめ
●年がじょう
○はがきの書き方を知る。
○基準に気をつけて，はがきサイズの
練習用紙に練習する。
○文字を書く位置や大きさについて話し
合う。
○学習したことを生かして，年賀状を丁
寧に書く。

○ ○ ○

○字形や中心に気をつけて
書こうとしている。

○字形や中心に気をつけて
書いている。

○書写の授業以外でも，字
形や中心に気をつけて書こ
うとする意識をもっている。

1 1

○句読点を書く時のきまりを確
認したり，フェルトペンの持ち方
を理解したりすることができる。
○書きぞめを書こうとする意欲を
もつことができる。

●書きぞめ
○教科書にある「お正月のできごと」の
文を書く。
○段落の文頭と句読点の書き方のきま
りを確認する。
○姿勢や鉛筆の持ち方に気をつけて練
習する。
○教科書を見ないで『元気な子』を書く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○フェルトペンを正しく持ち，文字の形
や中心に気をつけて練習する。
○ほかにもお正月の言葉を書く。

○ ○

○書き出しの位置や，句読
点を書く位置，字形や文字
の中心について理解してい
る。

○書きぞめに対して，意欲的
に取り組もうとしている。

2 1

○書きぞめを書こうとする意欲を
もつことができる。
○鉛筆やフェルトペンを正しく持
ち，文字の形や中心に気をつけ
て，丁寧に書くことができる。

●書きぞめ
○教科書にある「お正月のできごと」の
文を書く。
○段落の文頭と句読点の書き方のきま
りを確認する。
○姿勢や鉛筆の持ち方に気をつけて練
習する。
○教科書を見ないで『元気な子』を書く。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○フェルトペンを正しく持ち，文字の形
や中心に気をつけて練習する。
○ほかにもお正月の言葉を書く。

○ ○

○書き出しの位置や，句読
点を書く位置、字形や文字
の中心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。

2 1
○文字の外形の違いを理解する
ことができる。

⑦文字の　形
○教科書を見ないで『図工』を書く。
○『図工』のまわりを鉛筆で囲み，外形
を理解する。
○文字の外形に気をつけて練習する。
○ほかの文字でも外形に気をつけて書
く。

○
○文字の外形の違いについ
て理解し，練習文字のまわり
を囲んでいる。

3 1
○文字の外形に気をつけて，正
しく書くことができる。

⑦文字の　形
○教科書を見ないで『図工』を書く。
○『図工』のまわりを鉛筆で囲み，外形
を理解する。
○文字の外形に気をつけて練習する。
○ほかの文字でも外形に気をつけて書
く。

○ ○

○文字の外形に気をつけて
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。

3 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。
○学習したことを生かして，時間
割りの文字を正しく書くことがで
きる。

■学年の　まとめ
○教科書の「ふりかえってみよう」を見
て，学習したことを確認する。
○字形に気をつけて時間割りを書く。
○行頭や句読点の位置に気をつけて，
『かさこじぞう』の一部を書く。

○ ○

○学習したことを生かして，
意欲的に書こうとしている。

○文字を正しく書くことがで
きる。
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