
国語科（書写）指導計画・評価計画（第４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。
○さまざまな場面における書き
方の工夫について知り，興味・関
心を高めることができる。

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。

いろいろな書き方のくふう
○「いろいろな書き方のくふう」を読み，
場面に応じた書き方について考える。
○文字の大きさや筆記用具の工夫な
ど，観点を出しながら話し合う。

○
○さまざまな場面における書
き方の工夫について知り，興
味・関心を高めている。

4 1

○用具のならべ方や扱い方につ
いて確かめることができる。
○筆の持ち方について確かめる
ことができる。

１　はじめの学習
①用具のじゅんび　②よいしせい
③筆の持ち方
○姿勢図を見て，用具の置き方，正しい
姿勢，用具の持ち方を確かめる。
○すった墨で書いてみて，墨の持ち方
やすり方を理解し，墨をする。
○墨の濃淡の違いなど，気づいたことを
話し合う。
○後片づけの仕方を確かめる。

○ ○

○用具の扱い方や姿勢，筆
の持ち方，筆の扱い方を理
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。

4 1

○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。
○「点画の種類」を確認すること
ができる。

④筆使い・筆圧・ほ先
■点画の種類
○教科書の紙面を参照しながら，「点画
の種類」と筆圧のかけ方について理解
する。
○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。
○ワークシートを活用して，「点画の種
類」を書く。
○自分の課題を見つけて練習する。
○自分の課題とした「点画の種類」をま
とめ書きする。

○ ○

○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

○前学年までに学習した点画の
種類（「止め」「はね」「はらい」
「折れ」「曲がり」）について，硬
筆で字形を整えて書くことができ
る。
○４年生で学習する「そり」につ
いて，意欲をもって書くことがで
きる。

■学習の進め方
○教科書の「学習の進め方」を読み，毛
筆学習の準備から日常生活へ生かすま
での流れについて確かめる。
○硬筆文字の書き込み欄の使い方など
を確かめる。

■前学年のまとめ
○終筆と送筆の書き方に気をつけて，
教科書の硬筆教材を書く。
○自分の課題を見つけて重点的に取り
組む。
○自分の課題とした点画についてまと
め書きする

○ ○

○前学年までに学習した終
筆と送筆の書き方に気をつ
けて，硬筆で書いている。

○前学年までに学習した終
筆と送筆の書き方について，
硬筆で書く意欲をもってい
る。

5 1
○筆使いと画の方向について理
解することができる。

２　筆使いと画の方向
『花』
○毛筆で『花』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○筆使いと画の方向に気をつけると字
形が整うことを確認し，練習する。

○
○筆使いと画の方向につい
て理解している。

5 1
○筆使いと画の方向に気をつけ
て，字形を整えて書くことができ
る。

『花』
○筆使いと画の方向に気をつけると字
形が整うことを確認し，練習する。
○『花』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから筆使いと画の方向に
気をつける漢字を探して書く｡

○
○筆使いと画の方向に気を
つけて書いている。

6 1
○筆使いと画の方向を確かめ
て，硬筆で字形を整えて書くこと
ができる。

○硬筆で『花』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○筆使いと画の方向に気をつけると字
形が整うことを確認し，練習する。
○『花』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから筆使いと画の方向に
気をつける漢字を探して書く｡

○ ○

○筆使いと画の方向に気を
つけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
筆使いと画の方向に気をつ
けて書こうとする意識をもっ
ている。

6 1

○筆順と字形の関係を理解する
ことができる。

〇小筆の持ち方や扱い方を理解
することができる。

３　筆順と字形
『左右』
○硬筆と毛筆で『左右』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○正しい筆順と点画の長さの違いを確
認し，練習する。

○

○筆順と字形との関係につ
いて理解している。

○小筆の持ち方について理
解している。



6 1

○筆順と字形を確かめて，硬筆
で字形を整えて書くことができ
る。
〇筆使いに気をつけて，自分の
名前を丁寧に書くことができる。

○『左右』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

小筆の使い方
〇小筆の持ち方を確認する。
〇半紙に学年と自分の名前を練習す
る。
〇『左右』のまとめ書き用紙に，学年と
自分の名前を書く。

○

○筆順と字形に気をつけて
書いている。

○小筆の持ち方に気をつけ
て書いている。

7 1
○筆順の原則を理解することが
できる。

こう筆の学習
筆順と字形
○筆順の大きなきまりと，その他のきま
りを確かめて，教科書の教材文字を書
く。
○筆順を誤りやすい『必』『機』『飛』『成』
を書く。
○試書の筆順を話し合う。
○正しい筆順と筆順の原則を理解す
る。
○筆順に気をつけて，教科書にある教
材文字を書く。
○筆順と字形に気をつけてまとめ書きを
する。

○ ○

○筆順の原則について理解
している。

○ほかの書写場面でも，筆
順の原則に従って，字形を
整えて書こうとする意識を
もっている。

7 1
○点画の接し方や交わる位置に
ついて理解することができる。

４　点画の接し方・交わり方
『作文』
○毛筆で『作文』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○点画模型を操作しながら，基準を理
解する。

○
○点画の接し方や交わる位
置について理解している。

8 1
○点画の接し方や交わる位置に
気をつけて，字形を整えて書くこ
とができる。

『作文』
○『作文』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから画の接し方や交わり
方に気をつける漢字を探して書く｡

○
○点画の接し方や交わる位
置に気をつけて書いている。

8 1
○点画の接し方や交わる位置を
確かめて，硬筆で字形を整えて
書くことができる。

○硬筆で『作文』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○点画模型を操作しながら，基準を理
解する。
○『作文』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○漢字表などから画の接し方や交わり
方に気をつける漢字を探して書く｡

○ ○

○点画の接し方や交わる位
置に気をつけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
点画の接し方や交わる位置
に気をつけて書こうとする意
識をもっている。

9 1

○横書きの書き方（行頭のとり
方や字間）を理解して，配列に気
をつけて書くことができる。
○他教科の学習の中で，配列に
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　
――横書きの書き方
○教科書教材の始めの７行を聴写す
る。
○横書きで読みやすく書くためのポイン
トを理解する。
○基準に気をつけて，練習用紙に練習
する。
○教科書を見てまとめ書きをする。

○ ○

○横書きの書き方を理解し
て，配列に気をつけて書いて
いる。

○書写以外の学習場面で
も，相手意識をもって配列に
気をつけて書こうとしている。

9 1
○「結び」の筆使いを理解するこ
とができる。

５　ひらがなの筆使い
『はす』
○毛筆で『はす』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「結び」の筆使いや字形，穂先の動き
を確認し，練習する。

○
○「結び」の筆使いについて
理解している。

9 1
○「結び」の筆使いや形の違い
に気をつけて書くことができる。

『はす』
○「結び」の筆使いや字形，穂先の動き
を確認し，練習する。
○『はす』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○「結び」の筆使いに気をつ
けて書いている。

10 1
○手紙の形式を理解し，相手意
識をもって丁寧に書くことができ
る。

■トライあんどチャレンジ　
――手紙の書き方
○手紙の形式を理解する。
○文字の大きさや行の中心はどうなっ
ているか話し合う。
○教科書の手紙文を視写する。
○自分の課題に合った練習用紙で練習
する。
○お世話になった方への手紙を書く。

○

○手紙の形式について理解
している。
○文字の大きさや行の中心
の揃え方について理解して
いる。

お年寄りとのお手紙
交流



10 1
○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。

――手紙の書き方
○お世話になった方への手紙を書く。
○封筒の書き方を知る

○
○手紙の形式に従って，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

10 1
○「結び」の形の違いを確かめ
て，硬筆で書くことができる。

○硬筆で『はす』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「結び」の筆使いや字形，穂先の動き
を確認し，練習する。
○『はす』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○「結び」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，
「結び」の字形に気をつけて
書こうとする意識をもってい
る。

11 1
○「へん」と「つくり」の幅の違い
と点画の形の変化を理解するこ
とができる。

６　文字の組み立て方
『林』
○毛筆で『林』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「へん」と「つくり」の組み立て方につ
いて確認し，練習する。

○
○「へん」と「つくり」の幅の違
いと点画の形の変化につい
て理解している。

町の作品展

11 1
○「へん」と「つくり」の組み立て
方に気をつけて，字形を整えて
書くことができる。

『林』
○「へん」と「つくり」の組み立て方につ
いて確認し，練習する。
○『林』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○「へん」と「つくり」の組み立
て方に気をつけて書いてい
る。

町の作品展

11 1
○「へん」の幅と点画の形を確か
めて，字形を整えて硬筆で書くこ
とができる。

○硬筆で『林』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「へん」と「つくり」の組み立て方につ
いて確認し，練習する。
○『林』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○「へん」と「つくり」の組み立
て方に気をつけて書いてい
る。

○ほかの文字や硬筆でも，
文字の組み立て方に気をつ
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。
○「そり」の筆使いを理解して，
字形を整えて書くことができる。

７　学習のまとめ『平和』
○毛筆で『平和』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「そり」の筆使いを理解する。
○自分の課題を確認し，練習する。
○『平和』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○
○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。

町民憲章書道展

12 1
○「そり」の筆使いを理解して，
字形を整えて書くことができる。

７　学習のまとめ『平和』
○毛筆で『平和』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「そり」の筆使いを理解する。
○自分の課題を確認し，練習する。
○『平和』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○

○これまで学習したことを生
かして，字形の整え方や「そ
り」の筆使いに気をつけて書
いている。

町民憲章書道展

12 1

○自分のめあてを設定し，めあ
てに合わせた教材を選択し，意
欲をもって書くことができる。
○左右・上下の組み立て方（幅
や高さのとり方）を理解して，字
形を整えて書くことができる。

（選択教材）
①左右の組み立て方『秋』
②上下の組み立て方『星』
○『秋』か『星』を毛筆で試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○幅や高さ，形の変化について確認し，
課題別に練習する。
○自分の選んだ教材文字をまとめ書き
する。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○自分のめあてを設定し，
めあてに合わせた教材を選
択しようとしている。

○左右・上下の組み立て方
に気をつけて書いている。

1 1

○左右・上下の組み立て方と点
画の変化について理解すること
ができる。

○『秋』か『星』を硬筆で試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○幅や高さ，形の変化について確認し，
課題別に練習する。
○自分の選んだ教材文字をまとめ書き
する。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○左右の幅の違い，上下の
高さの違いと点画の変化に
ついて理解している。

2 1

○左右・上下の組み立て方と点
画の変化に気をつけて，字形を
整えて書くことができる。
○組み立て方で構成される漢字
の，点画の変化を見つける活動
について，意欲的に取り組むこと
ができる。

生かそう
――左右と上下の組み立て方をたしか
めて書こう。
○『説』『湖』『電』を，組み立て方に気を
つけながら試書する。
○それぞれの組み立て方がどのように
なっているか考え，教科書を見て基準を
確認する。
○基準に気をつけて練習する。
○漢字表から，「左右」「上下」の組み立
て方で構成されている漢字を探す。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○文字
の組み立て方に気をつけて，まとめ書き
をする。

○ ○

○左右・上下の組み立て方
と点画の変化に気をつけて
書いている。

○左右・上下の組み立て方
のある漢字を書く活動に取り
組もうとしてる。



2 1
○文字の大きさや中心に気をつ
けて，配列を整えて書くことがで
きる。

■トライあんどチャレンジ　
――配列を整えて書く
○教科書の短歌・俳句を鉛筆で書く。
○縦書きで配列を整えて書くための基
準を理解する。
○練習用紙を選択し，文字の大きさと行
の中心に気をつけて練習する。
○試書と比べて評価する。
○ほかの俳句や短歌でも，配列を整え
て書くと読みやすいことを知る。

○ ○

○文字の大きさと配列に気
をつけて書いている。

○書写以外の学習場面で
も，文字の大きさや配列に気
をつけて書こうとする意識を
もっている。

3 1
○これまで学習した字形の整え
方に気をつけて，硬筆で字形を
整えて書くことができる。

こう筆の学習
字形の整え方
○教科書の教材文字を，今まで学習し
てきた字形の整え方を意識して硬筆で
書く。
○字形の整え方の留意点に気をつけて
書けたか，基準と照らして確かめる。
○練習しながら友達どうしで相互に見合
う。
○字形を整えて，まとめ書きをする。

○ ○

○これまでに学習した字形
の整え方に気をつけて書い
ている。

○書写以外の書写場面で
も，字形の整え方を意識して
書こうとしている。

3 1
○文字の形や大きさ，組み立て
方などに気をつけて，字形を整
えて書くことができる。

■学年のまとめ
○教材文字を見ながら１年間で学習し
たことを振り返る。
○もう一度学習したい課題を選ぶ。
○課題に合った練習方法で練習する。
○自分の課題の教材文字をまとめ書き
する。（毛筆）

○ ○

○文字の大きさや配列に気
をつけて書いている。

○ほかの学習場面でも，文
字の大きさや配列など，今ま
で学習したことに気をつけて
書こうとする意識をもってい
る。
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