
国語科（書写）指導計画・評価計画（第５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

○世界にはさまざまな文字があ
ることを知り，文字に対する興
味・関心を高めることができる。
○日本の文字の特徴について，
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。

世界の「こんにちは」
○教科書の「世界の『こんにちは』」を音
読する。
○世界の文字に関する質問について考
える。
○世界の文字について，その特徴や疑
問点を自分が書く場合を想定して考え，
グループで協議する。
○グループごとに発表する。

○ ○

○世界にはさまざまな文字
があることを知り，文字に対
する興味・関心を高めてい
る。
日本の文字の特徴につい
て，興味・関心を高めてい
る。

○世界や日本の文字につい
て，積極的に理解していこう
とする意識をもっている。

4 1
○常によい姿勢やよい持ち方を
意識して書くことができる。

１　はじめの学習
■姿勢と持ち方
○毛筆の用具・用材がそろっているか
確認する。
○教科書の姿勢図や筆の持ち方の図を
見て，大切な点について発表する。

○ ○

○用具の扱い方やよい姿
勢・筆の持ち方，筆の扱い方
を正しく身につけている。

○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

○前学年までに学習した「点画
の種類」について，それぞれの
点画の部分が，基本点画のどの
部分にあたるのか，硬筆の文字
例を書いて確かめることができ
る。

○前学年までに学習した「字形
の整え方」（画の方向，筆順と字
形，点画の接し方，点画の交わ
り方，文字の大きさ・配列，文字
の組み立て方）について，硬筆
の文字例を書いて確かめること
ができる。

■点画の種類
○基本点画の種類を想起し，今後の学
習に生かしていくことを知る。
○「点画の種類」を確かめながら書く。
○基準を確認して，まとめ書き用紙にま
とめ書きをする。
○自己評価・相互評価する。

■前学年のまとめ
○前学年までの学習を想起し，今後の
学習に生かしていくことを知る。
○「字形の整え方」を確かめながら書く。
○基準を確認して，まとめ書き用紙にま
とめ書きをする。
○自己評価・相互評価する。

○
○前学年までに学習した「点
画の種類」、字形の整え方に
ついて理解している。

5 1
○学習の進め方について理解
し，書写学習に対する意欲をも
つことができる。

■学習の進め方
○教科書の「学習の進め方」を読み，め
あての確認から振り返りまでの流れに
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。

○
○学習の進め方について知
り，書写学習に対する意欲を
もっている。

5 1
○「へん」と「つくり」の組み立て
方を理解することができる。

２　文字の組み立て方１
『土地』
○硬筆と毛筆で『土地』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○文字が「へん」や「つくり」になったとき
の幅や点画の変化を確認し，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。

6 1

○「へん」と「つくり」の幅や，
「土」の点画の形の変化に気を
つけて，字形を整えて書くことが
できる。

『土地』
○文字が「へん」や「つくり」になったとき
の幅や点画の変化を確認し，練習す
る。
○『土地』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○左右の組み立て方でできているほか
の文字を探して書く。

○ ○

○「へん」と「つくり」の幅や，
「土」の点画の形の変化に気
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。

6 1
○「にょう」と中の部分の組み立
て方を理解することができる。

３　文字の組み立て方２
『道』
○硬筆と毛筆で『道』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○「にょう」と中の部分の組み立て方を
理解し，練習する。
○「にょう」の筆使いを理解する。
○『道』をまとめ書きする。

○
○「にょう」と中の部分の組
み立て方について理解して
いる。

6 1
○「にょう」の筆使い（穂先の動
きと筆圧）に気をつけて，字形を
整えて書くことができる。

『道』
○「にょう」と中の部分の組み立て方を
理解し，練習する。
○『道』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○中と外の組み立て方でできているほ
かの文字を探して書く。

○ ○

○「にょう」の中の部分の組
み立て方、「にょう」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，
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。



7 1
○中と外の部分の組み立て方に
気をつけて，硬筆で字形を整え
て書くことができる。

硬筆の学習　文字の組み立て方
―中と外―
○中と外との組み立て方でできた教科
書の教材文字を書く。
○教科書の組み立て方の図を見ながら
基準を理解する。
○筆順と字形のかかわりについても確
認する。
○中と外の組み立て方に気をつけて練
習用紙に練習する。
○目標と基準を確認しながらまとめ書き
をする。

○ ○

○中と外の部分の組み立て
方に気をつけて書いている。

○ほかの文字でも，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。

7 1

○学習内容が理解しやすいノー
トのまとめ方を理解することがで
きる。
○書写で学習した内容を，他教
科での学習に生かしていく意欲
をもち，工夫して書くことができ
る。

■トライあんどチャレンジ
――横書きの書き方
○学級内でまとめ方がわかりやすい
ノートの例を数点用意して，工夫されて
いる点を話し合う。
〇話し合った内容を発表し，学級で共有
する。
〇学習したことを生かして，次時のノー
トをとる。

○ ○

○学習内容が理解しやすい
ノートのまとめ方についてわ
かっている。

○書写以外の学習場面で
も，わかりやすい書き表し方
を工夫して書こうとしている。

7 1

○筆順と字形（点画の接し方な
ど）との関係を理解することがで
きる。

４　筆順と字形
『成長』
○硬筆と毛筆で『成長』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○筆順と字形のかかわりを確認し，練
習する。

○
○筆順と字形との関係につ
いて理解している。

8 1

○「横画」と「左はらい」の筆順と
点画の接し方に気をつけて，字
形を整えて書くことができる。

『成長』
○筆順と字形のかかわりを確認し，練
習する。
○『成長』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○「横画」と「左はらい」の筆
順と点画の接し方に気をつ
けて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
筆順と字形に気をつけて書
こうとする意識をもっている。

8 1
○漢字どうしの形や大きさの違
いを理解することができる。

５　用紙に対する文字の大きさ
『朝日』
○硬筆と毛筆で『朝日』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○漢字どうしの大きさや形の違いにつ
いて理解し，練習する。

○
○漢字どうしの形や大きさの
違いについて理解している。

9 1
○漢字どうしのつり合いに気を
つけて，字配りよく書くことができ
る。

『朝日』
○漢字どうしの大きさや形の違いにつ
いて理解し，練習する。
○『朝日』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○ ○

○漢字どうしのつり合いに気
をつけて書いている。

○書写以外の学習場面で
も，漢字どうしのつり合いに
気をつけて書こうとする意識
をもっている。

9 1
○漢字どうしの大きさを確かめ
て，硬筆で字形を整えて書くこと
ができる。

○毛筆の効果を生かして硬筆で『朝日』
を書く。

○
○漢字どうしのつり合いに気
をつけて書いている。

9 1
○筆順に気をつけて，字形を整
えて書くことができる。

硬筆の学習
筆順と字形
○正しい筆順と，筆順の原則を理解す
る。
○筆順に気をつけて，手紙を書く。
○筆順と字形に気をつけてまとめ書きを
する。

○ ○

○筆順と字形に気をつけて
書いている。

○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。

お年寄りとのお手紙
交流

10 1
○用紙全体との関係に気をつけ
て，文字を書く方法を理解するこ
とができる。

■トライあんどチャレンジ
――用紙全体のまとめ方
○教科書を見ないで，これまでに学習し
た配列のポイントについて発表する。
〇学級全体で，配列のポイントを確認す
る。
〇文字の大きさや余白などが適切でな
い例を作成しておき，どこを直せばよい
のか発表する。
〇用紙全体の関係に気をつけて，文字
を書く方法についてまとめる。

○ ○

○用紙全体との関係に気を
つけて，文字を書く方法を理
解している。

○書写以外の学習場面で
も，用紙全体との関係に気を
つけて，文字を書こうとする
意識をもっている。

お年寄りとのお手紙
交流

10 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。
○漢字と仮名，漢字どうしのつり
合いに気をつけて，字配りよく書
くことができる。

（選択教材）
①漢字と平仮名のつり合い
『登る』
②漢字どうしのつり合い
『自然』
○『登る』か『自然』を毛筆で試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○漢字と仮名の大きさ，漢字どうしの形
や大きさの違いについて理解し，課題
別に練習する。

○ ○

○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。

○漢字どうし，漢字と仮名の
つり合いに気をつけて書い
ている。



10 1
○漢字と仮名，漢字どうしのつり
合いに気をつけて，字配りよく書
くことができる。

○漢字と仮名の大きさ，漢字どうしの形
や大きさの違いについて理解し，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。

○

○漢字どうし，漢字と仮名の
つり合いに気をつけて書い
ている。 町の作品展

11 1
○漢字と仮名，漢字どうしの大き
さを確かめて，硬筆で字形を整
えて書くことができる。

○『登る』か『自然』を硬筆で試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○漢字と仮名の大きさ，漢字どうしの形
や大きさの違いについて理解し，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。

○ ○

○漢字どうし，漢字と仮名の
つり合いに気をつけて書い
ている。

○書写以外の学習場面で
も，漢字どうし，漢字と仮名
のつり合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

11 1

○文字の大きさ，行の中心に揃
えて書く方法を理解して，配列を
整えて書くことができる。
○書写で学習した内容を，他教
科での学習や日常生活にも生か
していく意欲をもち，丁寧に書く
ことができる。
○筆記用具の特徴を知り，効果
的に使う意欲をもつことができ
る。

■トライあんどチャレンジ
――配列を整えて書く
○教科書教材の『竹取物語』を試書す
る。
○縦書きで配列を整えて書くための基
準を理解する。
○行の中心に線を引いたり，文字の外
形を囲んだりして，基準をつかみやすく
する。
○練習用紙を選択して練習する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

■トライあんどチャレンジ
――筆記用具を使いこなそう
○いろいろな筆記用具の，線の太さや
印象の違いについて気づいたことを話し

○ ○ ○

○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。

○筆記用具の特徴を知り，
効果的に使う意欲をもってい
る。

11 1

○用紙全体に対する文字の大き
さや余白のとり方に気をつけて，
配列を整えて書くことができる。
○書写で学習した内容を，学校
生活に生かしていく意欲をもち，
丁寧に書くことができる。

■トライあんどチャレンジ
――横書きの書き方
○読む人にわかりやすく効果的に伝え
るための書き方について話し合う。
○いろいろな大きさの用紙に練習する。
○自分が書きたい掲示物を，用紙や筆
記用具を選んで練習する。
○目標と基準を確認し，まとめ書きをす
る。

○ ○

○用紙全体に対する文字の
大きさや余白のとり方に気を
つけて書いている。

○書写以外の学習場面で
も，相手意識をもって文字の
大きさや余白のとり方，筆記
用具を工夫して書こうとして
いる。

12 1
○穂先の動きとつながりについ
て理解することができる。

６　平仮名の筆使い
『あこがれ』
○毛筆で『あこがれ』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○平仮名の特徴について確認する。
○穂先の動きとつながりに気をつけて
練習する。

○
○穂先の動きとつながりに
ついて理解している。

12 1
○用紙全体に対する文字の大き
さに気をつけて，行の中心を揃
えて字配りよく書くことができる。

『あこがれ』
○穂先の動きとつながりに気をつけて
練習する。
○『あこがれ』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○

○用紙全体に対する文字の
大きさに気をつけて，行の中
心をそろえて書いている。

12 1
○線のつながりを確かめて，毛
筆で字形を整えて書くことができ
る。

『自然』
○毛筆で『自然』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○平仮名の特徴について確認する。
○穂先の動きとつながりに気をつけて
練習する。

○
○穂先の動きとつながりに
ついて理解している。

町民憲章書道展

1 1
○線のつながりを確かめて，毛
筆で字形を整えて書くことができ
る。

○穂先の動きとつながりに気をつけて
練習する。
○『自然』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○穂先の動きとつながりに
ついて理解している。

町民憲章書道展

2 1

○さまざまな場面に適した書き
方について，話し合うことができ
る。
○メモの取り方を知り，他教科で
の学習活動や日常生活に生か
す意欲をもつことができる。

■トライあんどチャレンジ
――目的に合わせて書く
○目的に合わせた書く速さについて話
し合う。
○速く書く場合の書き方として，メモの
取り方について知る。
○ノートにらせんを速く書く。
○座った姿勢や立った姿勢で，ノートに
速く書く。
○わかったことや感想を書く。

○ ○

○目的に応じた書き方につ
いて理解している。

○書写以外の学習場面で
も，目的に応じた書き方で書
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，漢字と平仮名の大きさに気
をつけて書くことができる。

７　学習のまとめ
『考える子』
○毛筆で『考える子』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○漢字と平仮名の大きさや字配りにつ
いて理解する。
○自分の課題を確認し，練習する。

○ ○

○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。

○これまで学習したことを生
かして，漢字と平仮名の大き
さに気をつけて書いている。



3 1

○漢字と平仮名の形や大きさの
違い，行の中心や字間・行間，
上下・左右の余白のとり方に気
をつけて，字配りよく書くことがで
きる。

『考える子』
○自分の課題を確認し，練習する。
○『考える子』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，漢字と平仮名の大き
さに気をつけて書いている。

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。

30


