
国語科（書写）指導計画・評価計画（第３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。

○これから始まる毛筆学習につ
いて理解することができる。

もくじ
学習のめあて
○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。

毛筆の学習が始まるよ
○校内のどこに毛筆文字があるのか考
える。
○校内の毛筆文字を探す。
○自分の学校の中で見つけた毛筆文
字について発表し合う。

○ ○

○１年間の学習内容を知り，
書写学習に対する意欲を
もっている。

○毛筆で書くことの効果を理
解している。

4 1
○用具のならべ方や扱い方、筆
の持ち方について知ることがで
きる。

１　はじめの学習
①用具をそろえよう
②よいしせいですわろう
③筆を持とう
④線の太さを知ろう
⑦あとかたづけをしよう
○教師の説明を聞いて，毛筆用具の名
前を覚え，扱い方を知る。
○姿勢図を見て，よい姿勢・筆の持ち方
を知る。
○後片づけのしかたを知る。

○ ○

○用具の扱い方や姿勢，筆
の持ち方を理解している。

○ほかの書写場面でも，よ
い姿勢やよい持ち方で書こう
とする意識をもっている。

5 1

○「筆圧」について知り，いろい
ろな太さの線を書くことができ
る。
○筆の穂のやわらかさや筆圧を
意識して，いろいろな線を書く活
動に，意欲的に取り組むことが
できる。

⑤筆で書いてみよう
⑥ほ先の向きを知ろう
○よい姿勢・よい持ち方で，いろいろな
線を書く。
○力の入れ方を変えて書き，力の入れ
方を変えると，線の太さが変わることに
気づく。
○筆圧について理解する。
○半紙を斜めに折り，その折り目に穂
先を置いて，穂先の向きに気をつけて
線を書く。

○ ○

○筆圧に気をつけて，いろい
ろな太さの線を書いている。

○筆の穂の柔らかさや筆圧
を意識して，いろいろな線を
書く活動に取り組もうとして
いる。

5 1

○「横画」の筆使い（始筆・送筆・
終筆）について理解することがで
きる。

２「横画」の筆使い
『一二』
○『一二』を毛筆で試書する。
○「始筆」「送筆」「終筆」と穂先の向きを
理解する。

○
○「横画」の筆使いについて
理解している。

6 1
○「横画」の筆使いに気をつけ
て，字形を整えて書くことができ
る。

○穂先の向きに気をつけて『一二』を書
く。
○『一二』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから「横画」のある漢字を
探して書く｡

○ ○

○「横画」の筆使いに気をつ
けて書いている。

○ほかの文字でも「横画」に
気をつけて書こうとする意識
をもっている。

6 1

○「縦画」の筆使い（始筆・送筆・
終筆）について理解することがで
きる。

３「縦画」の筆使い
『土』
○『土』を試書する。
○穂先の向きと通り道を理解する。
○「縦画」の筆使いに気をつけて，『土』
を書く。

○
○「縦画」の筆使いについて
理解している。

6 1
○「縦画」の筆使いに気をつけ
て，字形を整えて書くことができ
る。

○「縦画」の筆使いに気をつけて，『土』
を書く。
○『土』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから「縦画」のある漢字を
探して書く。

○ ○

○「縦画」の筆使いに気をつ
けて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
「縦画」に気をつけて書こうと
する意識をもっている。

7 1
○左右の「はらい」の筆使いの
違いを理解することができる。

４「はらい」の筆使い
『大』
○『大』を試書する。
○「左はらい」と「右はらい」の筆圧のか
け方を理解する。
○「はらい」の筆使いに気をつけて，
『大』を書く。
○『大』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○左右の「はらい」の筆使い
の違いについて理解してい
る。



7 1
○左右の「はらい」に気をつけ
て，字形を整えて書くことができ
る。

『大』
○「はらい」の筆使いに気をつけて，
『大』を書く。
○『大』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○左右の「はらい」の筆使い
に気をつけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
左右の「はらい」の書き方に
気をつけて書こうとする意識
をもっている。

8 1

○はがきの形式を理解し，相手
意識をもって丁寧に書くことがで
きる。
○文字の大きさや行の中心に気
をつけて書くことができる。

■トライあんどチャレンジ
――はがきの書き方
○はがきの書き方を理解する。
○行の中心をそろえて書く方法を理解
する。
○宛名の書き方を理解する。
○文字の大きさや行の中心に気をつけ
て練習する。
○はがきの書き方の基準に合わせてま
とめ書きをする。

○ ○

○はがきの形式を理解し，
丁寧に書こうとしている。

○はがきの形式に従って，
文字の大きさに気をつけて
書いている。

お年寄りとのお手紙
交流

8 1

○はがきの形式を理解し，相手
意識をもって丁寧に書くことがで
きる。
○文字の大きさや行の中心に気
をつけて書くことができる。

――はがきの書き方
○はがきの書き方を理解する。
○行の中心をそろえて書く方法を理解
する。
○宛名の書き方を理解する。
○文字の大きさや行の中心に気をつけ
て練習する。
○はがきの書き方の基準に合わせてま
とめ書きをする。

○ ○

○はがきの形式に従って，
文字の大きさに気をつけて
書いている。

○ほかの場面でもはがきの
形式に従って，丁寧に書こう
とする意欲をもっている。

お年寄りとのお手紙
交流

9 1

○原稿用紙の書き方（行頭のと
り方や，ます目の中の書く位置）
を理解することができる。
○他教科の学習の中で，文字の
大きさ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
――原こう用紙の書き方
自由研究のまとめ方
○教科書を参照して，原稿用紙の書き
方を確かめる。
○書き出しや句読点の位置に気をつけ
て練習する。
○基準をもとに評価する。（原こう用紙
の書き方）

○教科書を参照して，自由研究のまと
め方を知る。
○気づいたことを発表し合う。（自由研
究のまとめ方）

○ ○

○原稿用紙の書き方と，自
由研究のまとめ方について
理解している。

○他教科の学習において
も，原稿用紙の書き方や文
字の大きさに気をつけて書こ
うとする意識をもっている。

9 1
○「おれ」と「はね」筆使いについ
て理解することができる。

５　「おれ」と「はね」の筆使い
『力』
○『力』を試書する。
○「おれ」と「はね」の筆使いを理解す
る。
○「おれ」の方向と穂先の向きに気をつ
けて，『力』を書く。

○
「おれ」と「はね」の筆使いを
理解している。

町の作品展

9 1
○「おれ」と「はね」筆使いに気を
つけて，字形を整えて書くことが
できる。

５　「おれ」と「はね」の筆使い
『力』
○「おれ」の方向と穂先の向きに気をつ
けて，『力』を書く。
○『力』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから「おれ」と「はね」のあ
る漢字を探して書く。

○ ○

○「おれ」と「はね」の筆使い
に気をつけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
「おれ」と「はね」の筆使いに
気をつけて書こうとする意識
をもっている。

町の作品展

9 1
○「おれ」と「はね」の方向に気を
つけて，字形を整えて硬筆で書く
ことができる。

こう筆の学習
「おれ」と「はね」
○『母』『間』『山』『守』『光』を硬筆で書
く。
○毛筆で学習した「おれ」と「はね」の方
向について確かめる。
○「おれ」と「はね」の方向に気をつけ
て，教科書の教材文字を書く。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから「おれ」と「はね」のあ
る漢字を探して書く。

○
○左右の「はらい」の方向の
違いに気をつけて書いてい
る。

10 1
○配列について理解することが
できる。

■トライあんどチャレンジ
――横書きの書き方
○横書きの書き方の基準（下の線にそ
ろえて書く，行頭をそろえて書くなど）を
理解する。
○教科書の例を見て，気づいたことを話
し合う。
○横書きの書き方を確かめて練習す
る。
○横書きの書き方に気をつけて，まとめ
用紙に書く。

○
○配列について理解してい
る。



10 1
○平仮名の筆使いを理解するこ
とができる。

６　ひらがなの筆使い
『にじ』
○平仮名の筆使いに注意して『にじ』を
試書する。
○平仮名は丸みをもって書くことを理解
する。
○基準に合わせて『にじ』を書く。

○
○平仮名の筆使いについて
理解している。

10 1
○平仮名の筆使いに気をつけて
書くことができる。

『にじ』
○基準に合わせて『にじ』を書く。
○『にじ』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○

○平仮名の筆使いに気をつ
けて書いている。

11 1
○平仮名の形の違いを確かめ
て，硬筆で書くことができる。

○硬筆で『にじ色』『つり糸』を書く。 ○ ○

○平仮名の筆使いに気をつ
けて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
平仮名の書き方に気をつけ
て正しく書こうとする意識を
もっている。

11 1
○「おれ」と「はね」筆使いに気を
つけて，字形を整えて書くことが
できる。

『大地』
○毛筆で学習した「おれ」と「はね」の方
向について確かめる。
○「おれ」と「はね」の方向に気をつけ
て，教科書の教材文字を書く。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○
○左右の「はらい」の方向の
違いに気をつけて書いてい
る。

町民検証書道展

11 1

○小筆の使い方について理解す
ることができる。
○自分の名前を小筆で書く活動
に，意欲的に取り組むことができ
る。

小筆の使い方
○小筆の持ち方，鉛筆の持ち方を，教
科書の写真で確認する。
○自分の小筆の持ち方を確かめる。
○自分の名前の書き方を理解する。
○小筆で自分の名前を五回書く。
○自分の名前を基準に合わせて一回だ
けまとめ書きする。

○ ○

○小筆の持ち方や筆使い，
字配りについて理解してい
る。

○自分の名前を小筆で書く
活動に取り組もうとしてい
る。

町民検証書道展

12 1
○いろいろな文字の組み立て方
について理解することができる。

こう筆の学習
文字の組み立て方
○『板』『音』を硬筆で書く。
○上下，左右，中と外の組み立て方の
基準を確かめる。
○基準に合わせて教科書の教材文字を
書く。
○試書と比べて自己評価する。

○

○左右の幅の違い，上下の
高さの違い，中と外の組み
立て方について理解してい
る。

12 1
○「曲がり」と「おれ」の筆使いの
違いを理解することができる。

７　「曲がり」と「おれ」の筆使い
『ビル』
○『ビル』を試書する。
○「曲がり」と「おれ」の筆使いを理解す
る。
○穂先の通る位置や筆圧に気をつけ
て，『ビル』を書く。

○
○「曲がり」と「おれ」の筆使
いについて理解している。

1 1
○「曲がり」と「おれ」の筆使いに
気をつけて，字形を整えて書くこ
とができる。

『ビル』
○穂先の通る位置や筆圧に気をつけ
て，『ビル』を書く。
○『ビル』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから「曲がり」と「おれ」の
ある漢字を探して書く。

○ ○

○「曲がり」と「おれ」の筆使
いに気をつけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
「曲がり」と「おれ」の書き方
に気をつけて正しく書こうと
する意識をもっている。

1 1
○「曲がり」と「おれ」の違いを理
解することができる。

こう筆の学習
「曲がり」と「おれ」
○『モ』『ム』を硬筆で書く。
○毛筆で学習した「曲がり」と「おれ」の
書き方を確かめる。

○
○「曲がり」と「おれ」の違い
について理解している。

2 1

○「曲がり」と「おれ」の書き方を
確かめて，字形を整えて硬筆で
書くことができる。

「曲がり」と「おれ」
○「曲がり」と「おれ」の書き方に気をつ
けて，教科書の教材文字を書く。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから「曲がり」と「おれ」の
ある漢字を探して書く。

○
○「曲がり」と「おれ」の違い
に気をつけて書いている。



2 1
○筆順に気をつけて，字形を整
えて書くことができる。

こう筆の学習
筆順と字形
○『ニ』『川』『十』『小』『内』『申』『上』を
硬筆で書く。
○筆順について友達どうしで話し合う。
○筆順のきまりを確認する。
○筆順のきまりにしたがって，『業』『消』
『開』『向』『事』『羊』を書く。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○筆順の原則に従って，正
しく書いている。

○ほかの文字でも，筆順の
原則に気をつけて書こうとす
る意識をもっている。

2 1

○これまで学習したことを生かし
て，自分のめあてを選んで，意
欲をもって書くことができる。
○自分の選んだめあてに気をつ
けて書くことができる。
○これまで学習したことを生かし
て，硬筆で書いて確かめること
ができる。

８　学習のまとめ
『光』
○『光』を試書する。
○それぞれの筆使いを確認して書く。
○基本点画の書き方と穂先の向き，筆
圧を理解する。
○基準に合わせて練習する。
○『光』をまとめ書きし，試書と比べて達
成度を話し合う。

○ ○ ○

○これまで学習したことを生
かして，筆使いや字形に気を
つけて書いている。

○これまで学習したことを生
かして，自分のめあてを選ん
で書こうとしている。

○硬筆の学習でも，字形に
気をつけて書こうとする意識
をもっている。

3 1
○筆使いや文字の中心に気を
つけて，字形を整えて書くことが
できる。

書きぞめ
『正月』　　　『友だち』
○『正月』『友だち』を試書する。
○書きぞめの姿勢を知る。
○試書と教材文字を比べ，基準を理解
する。
○書きぞめ用紙を縦半分に折り，練習
する。
○試書とまとめ書きを比べ，自己評価
する。

○
○これまで学習した筆使い
や文字の中心に気をつけて
書いている。

3 1

○縦罫線の用紙に，文字の大き
さや配列に気をつけて丁寧に書
くことができる。
○１年間の学習を振り返って，自
分の学習の成果を確認すること
ができる。

■学年のまとめ
○これまで書いた毛筆教材や「書写の
言葉」を振り返る。
○縦罫線の用紙に，『おにたのぼうし』
の一部を試書する。
○中心に線を引いて自己批正する。
○文字の大きさをや配列に気をつけ
て，まとめ書きをする。

○ ○

○これまで学習したことを生
かして，文字の大きさや配列
に気をつけて書いている。

○１年間の学習を振り返っ
て，自分の学習の成果を確
かめようとしている。

30


