
国語科（書写）指導計画・評価計画（第６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。

○日本の文字の歴史について知
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。

文字の旅
○「文字の旅」を読み，知っていることや
興味をもったことを話し合い，日本の文
字の歴史を知る。

○ ○

○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。

○１年間のめあてや学習内
容について知っている。

○日本の文字の歴史につい
て知り，興味・関心を高めて
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。

■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

○
○前学年までに学習した「点
画の種類」について理解して
いる。

5 1

○前学年までに学習した「字形
の整え方」（筆順と字形，点画の
つながり，文字の中心，文字の
大きさ，配列，文字の組み立て
方）について，硬筆の言葉を書い
て確認することができる。

○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。

■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。

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。

○ ○

○前学年までに学習した字
形の整え方について理解し
ている。

○前学年までに学習した字
形の整え方に気をつけて，硬
筆で書く意欲をもっている。

5 1

○「へん」と「つくり」の幅の違い
を理解することができる。

２　文字の組み立て方と点画のつながり
１
『友情』
○毛筆で『友情』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○『友』の２画めと３画めの左払いの終
筆はどこに向かっているのか確認し，空
書する。
○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
いについて理解している。

5 1

○「へん」と「つくり」の幅の違い
に気をつけて，字形を整えて書く
ことができる。

○点画のつながりに気をつけて
書くことができる。

『友情』
○毛筆で『友情』を試書する。
○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。
○『友情』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」の幅の違
いに気をつけて書いている。

5 1
○左右の組み立て方を確かめ
て，硬筆で字形を整えて書くこと
ができる。

『友情』
○硬筆で『友情』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○『友』の２画めと３画めの左払いの終
筆はどこに向かっているのか確認し，空
書する。
○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。
○『友情』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。

○ ○

○次の画へのつながりに気
をつけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
文字の組み立て方や点画の
つながりに気をつけて書こう
とする意識をもっている。

6 1

○目的にふさわしい書く速さにつ
いて理解することができる。

■トライあんどチャレンジ　
――目的に合わせて書く
○書く場面について具体例をあげて，目
的に応じてどのような速さで書けばよい
か話し合う。
○限られた時間のなかでメモをとるとき
の工夫を話し合う。
○許容される書き方について知る。
○許容される書き方で，実際に書いてみ
る。

○ ○

○目的に応じた書き方につ
いて理解している。

○メモの取り方を知り，他教
科での学習活動や日常生活
に生かしていこうとする意欲
をもっている。



6 1
○許容される書き方について知
り，関心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
○書く場面について具体例をあげて，目
的に応じてどのような速さで書けばよい
か話し合う。
○限られた時間のなかでメモをとるとき
の工夫を話し合う。
○許容される書き方について知る。
○許容される書き方で，実際に書いてみ
る。

○ ○

○許容される書き方につい
て知っている。

○許容される書き方を知り，
関心をもっている。

6 1

○中と外の組み立て方・点画の
つながりに気をつけて，字形を整
えて書くことができる。

３　文字の組み立て方と点画のつながり
２
『歴史』
○毛筆で『歴史』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合いな
がら基準を確認する。
○教材文字の中の部分の外形を写し取
り，動かしてみることで，字形の整え方を
確認する。
○『史』の左払いの終筆はどこに向かっ
ているか確認し，空書する。
○『歴史』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。

○
○中と外の部分の組み立て
方に気をつけて書いている。

6 1

○中と外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。

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。

6 1

○文字と，文字が記されてきたも
の（石や木など）について知り，
興味・関心を高めることができ
る。

■知りたい
文字の世界
――今に生きる文字
○世界の文字に関する質問について考
える。
○文字を書くものと書かれるものとの関
係や，文字は何のためにあるかについ
て考え，グループで協議する。
○グループごとに発表する。
○いろいろな素材・用具で文字を書いて
みる。

○

○昔に作られた文字が現代
で活用されていることについ
て知り，文字に対する興味・
関心を高めている。

7 1
○点画のつながりを意識して，文
字の中心に気をつけて，硬筆で
書くことができる。

『思いやり』
○硬筆で『思いやり』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○教科書を参考にしながら，点画のつな
がりについて確認する。
○穂先の動きとつながりに気をつけて練
習する。
○『思いやり』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○学習の成果を生かして，硬筆で『はず
む心』『心をつなぐ』を書く。

○ ○

○点画のつながり・用紙全体
に対する文字の大きさに気を
つけて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
用紙全体に対する文字の大
きさに気をつけて書こうとす
る意識をもっている。

7 1

○目的に応じて効果的に伝える
ための書き方や，筆記用具の工
夫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
○教科書教材の「古都・京都から学ぶ」
を硬筆で試書する。
○横書きで読みやすく書くための基準を
理解する。
○大きく書くタイトルや書き出しの位置に
線を引いたり，横書き文字の下に線を引
いた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。
○自分が一度書いたものを書き直し，試
書と比べて評価する。
○目的に応じて使う筆記用具を工夫す
る。

○

○目的に応じて効果的に伝
えるための書き方や，筆記用
具の工夫、用紙全体に対す
る文字の大きさや余白のとり
方について理解している。

7 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，学習
活動に生かしていく意欲をもち，
読みやすく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
○練習用紙を選択して練習する。
○自分が一度書いたものを書き直し，試
書と比べて評価する。
○目的に応じて使う筆記用具を工夫す
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，目的意識をもって文字の
大きさや筆記用具を工夫して
書こうとする意識をもってい
る。



9 1
○行の中心と余白のとり方に気
をつけて書くことができる。

■トライあんどチャレンジ　
――配列を整えて書く
○縦罫線の用紙に手紙を硬筆で試書す
る。
○縦書きで配列を整えて書くための基
準を理解する。
○中心線が入ったものや，行頭に破線
が入った練習用紙などを選択して練習
する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○
○行の中心と余白のとり方
に気をつけて書いている。

お年寄りとのお手紙
交流

9 1
○行の中心と余白のとり方に気
をつけて書くことができる。

○縦罫線の用紙に手紙を硬筆で試書す
る。
○縦書きで配列を整えて書くための基
準を理解する。
○中心線が入ったものや，行頭に破線
が入った練習用紙などを選択して練習
する。
○試書とまとめ書きを比べて評価する。

○
○行の中心と余白のとり方
に気をつけて書いている。

お年寄りとのお手紙
交流

10 1
○字配りと点画のつながりにつ
いて理解することができる。

４　字配りと点画のつながり
『思いやり』
○毛筆で『思いやり』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○教科書を参考にしながら，点画のつな
がりについて確認する。
○穂先の動きとつながりに気をつけて練
習する。
○『思いやり』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○点画のつながり・字配りの
ポイントについて理解してい
る。

町の作品展

10 1
○字配りと点画のつながりに気
をつけ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。
○『思いやり』をまとめ書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。

○
○点画のつながりに対する
文字の大きさに気をつけて
書いている。

町の作品展

12 1
○，自分のめあてを設定し，めあ
てに気をつけて書くことができ
る。

『開拓』
○練習用紙を選択したり自作したりして
練習する。
○基準に気をつけてまとめ書きをして，
試書と比べる。

○

○自分で選んだめあてに
沿ったポイントに気をつけて
書いている。

町民憲章書道展

12 1

○小筆を学習や生活の中で生か
す活動に，意欲的に取り組むこと
ができる。

○筆使い・行の中心や余白のと
り方に気をつけて，小筆で書くこ
とができる。

■トライあんどチャレンジ　
――小筆を生かして書く
○教科書教材を小筆で書く。
○小筆の持ち方・執筆方法を教科書の
写真を参考に確認する。
○基本点画の基準を確認する。
○目標と基準を確認しながらまとめ書き
をする。
○学習の成果を生かして，小筆で年賀
状や俳句を書く。

○ ○ ○

○小筆を学習や生活の中で
生かす活動に，意欲的に取
り組もうとしている。

○筆使い・行の中心や余白
のとり方に気をつけて，小筆
で書いている。

○日常生活においても，小
筆の持ち方や筆使い，字配
りに気をつけて書こうとする
意識をもっている。

町民憲章書道展

1 1
○字配りと点画のつながりにつ
いて理解することができる。

５　字配りと点画のつながり　小筆
『この道や行く人なしに秋の暮』
○毛筆で『この道や行く人なしに秋の
暮』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○教科書を参考にしながら，点画のつな
がりについて確認する。
○穂先の動きとつながりに気をつけて練
習する。
○『この道や行く人なしに秋の暮』をまと
め書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○学習の成果を生かして小筆で書く。

○
○字配りのポイント・点画の
つながりについて理解してい
る。

1 1
○字配りと点画のつながりに気
をつけて書くことができる。

○毛筆で『この道や行く人なしに秋の
暮』を試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合う。
○教科書を参考にしながら，点画のつな
がりについて確認する。
○穂先の動きとつながりに気をつけて練
習する。
○『この道や行く人なしに秋の暮』をまと
め書きする。
○目標に沿って，自己評価をする。
○学習の成果を生かして小筆で書く。

○ ○

○点画のつながりに気をつ
けて書いている。

○ほかの文字や硬筆でも，
点画のつながりに気をつけ
て書こうとする意識をもって
いる。



1 1
○文字の大きさや字配りに気を
つけて書くことができる。

６　学習のまとめ
『旅立ちの時』
○毛筆で『旅立ちの時』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。
○『旅立ちの時』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。

2 1
○文字の大きさや字配りに気を
つけて書くことができる。

『旅立ちの時』
○毛筆で『旅立ちの時』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。
○『旅立ちの時』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。

2 1
○文字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。

『旅立ちの時』
○硬筆で『旅立ちの時』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。
○『旅立ちの時』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。

○硬筆の学習でも，漢字と平
仮名の大きさに気をつけて，
配列よく書こうとする意識を
もっている。

2 1

○好きな言葉を選び，自分のめ
あてを設定し，めあてに気をつけ
て書くことができる。

○６年間で学習したことを生かし
て，意欲的に取り組むことができ
る。

■好きな言葉を書く
（『世界』『愛』『アジアの仲間』『温故知
新』）
○教科書の教材から自分の好きな言葉
を選び，毛筆で試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合い，
自分のめあてを決める。
○今までの学習を振り返りながら，グ
ループごとに基準を明確にする。
○練習用紙を選択したり自作したりして
練習する。
○基準に気をつけてまとめ書きをして，
試書と比べる。

○ ○

○自分で選んだめあてに
沿ったポイントに気をつけて
書いている。

○６年間で学習したことを生
かして，自分のめあてを設定
し，書こうとしている。

3 1

○好きな言葉を選び，自分のめ
あてを設定し，めあてに気をつけ
て書くことができる。

（『世界』『愛』『アジアの仲間』『温故知
新』）
○教科書の教材から自分の好きな言葉
を選び，毛筆で試書する。
○練習用紙を選択したり自作したりして
練習する。
○基準に気をつけてまとめ書きをして，
試書と比べる。

○

○自分で選んだめあてに
沿ったポイントに気をつけて
書いている。

3 1
○毛筆で選んで書いた言葉を，
硬筆で書いて確かめることがで
きる。

（『世界』『愛』『アジアの仲間』『温故知
新』）
○教科書の教材から自分の好きな言葉
を選び，硬筆で試書する。
○試書と教材文字を比べて話し合い，
自分のめあてを決める。
○今までの学習を振り返りながら，グ
ループごとに基準を明確にする。
○練習用紙を選択したり自作したりして
練習する。
○基準に気をつけてまとめ書きをして，
試書と比べる。

○ ○

○自分で選んだめあてに
沿ったポイントに気をつけて
書いている。

○ほかの学習場面において
も，字形の整え方や文字の
大きさに気をつけて，配列よ
く書こうとする意識をもってい
る。

3 1

○文字の形や大きさ，組み立て
方、縦罫線の用紙に，配列など
に気をつけて，字形を整えて書く
ことができる。

○１年間の学習を振り返り，自分
の学習の成果を確かめることが
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）

○縦罫線の用紙に『二十一世紀に生き
る君たちへ』の一部を試書する。
○中心に線を引いて自己批正する。
○文字の大きさや配列に気をつけて，ま
とめ書きをする。（硬筆）

○ ○

○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り，
自分の学習の成果を確かめ
ようとしている。
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