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1.学習の目標
・小・中学校国語科書写の学習を基礎としながら，書道の幅広い活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心情を育てる。
・書に親しむ活動を通して，感性を高め，書写能力の向上を図り，自己を主体的に表現するための書道の基礎的な能力を伸ばしていく。
・書の美しさを感じとる鑑賞の基礎的な能力を伸ばしていくとともに，書の伝統と文化についての理解を深める。
2.科目の特色（目標を実現するための重要点を含む）
・「漢字仮名交じりの書」の学習では，身近にある題材や自らの思いや感動を表す語句を選び，調和した線質や全体構成を工夫し，名
　筆を生かすことで意図に基づいた表現をする。
・「漢字の書」の学習では，さまざまな書風にふれることによって鑑賞と表現の能力を高め，それらを創作に生かしていく。
・「仮名の書」の学習では，古典に基づく表現技法を習得するとともに，主体的に創作に生かし，それらが日本の伝統に立脚している
　ことを理解する。
・鑑賞の学習では，日常生活における書への関心を高めるとともに，書の伝統と文化についての理解を深める。

3.学習計画及び評価
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

4.評価の観点・方法（年間の評定）

評価の観点及び内容 評価方法

書への関心・意欲・態度

書表現の構想と工夫

創造的な書表現の技能

鑑賞の能力

学習活動への参加状況や態度

学習の記録の記入状況

試書等の記録ファイルの整理
状況

制作カードの記入状況

作品構想カードの記入状況

試書等の記録ファイルの整理
状況

学習のまとめの内容

制作カードの記入状況

学習成果（作品）

学習のまとめの内容

学習活動への参加状況や態度
鑑賞カードの記入状況
学習のまとめの内容

①書へのいざない
□書道の世界へようこそ
1.書道の学習

2.姿勢・執筆法を身につけよう

3.用具・用材を知ろう
＊筆・墨・硯・紙について
4.調和よく書いてみよう
5.表現の幅を広げよう
くらしの中の書①

②漢字の書の学習
□漢字の書の世界へ
1.古典に学ぼう
2.楷書の古典に学ぼう

◇唐の四大家（書と人）

3.行書の古典に学ぼう

◇書聖王羲之（書と人）
◇三筆・三跡（書と人）

◉草書に親しもう
◉隷書に親しもう
◉篆書に親しもう
4.篆刻を学ぼう
＊落款と雅印
5.漢字の書の創作をしよう

❖作品鑑賞の部屋

くらしの中の書②

③仮名の書の学習
□仮名の書の世界へ
1.仮名の基本を学ぼう

2.仮名のリズムをつかんで
　連綿を書こう
＊平仮名を書こう
＊変体仮名を知ろう
3.高野切第三種に学ぼう

4.高野切第一種に学ぼう

5.散らし書きの古筆に学ぼう

・中学校までの書写の学習を振り返る。
・書写と書道の共通性と相違を理解し，書の世界を知る。

・姿勢や執筆法の基本を理解する。

・用具・用材の種類や性能を学ぶ。
・用具・用材の製造工程や産地を知る。
・漢字と仮名の調和と用筆の基本について理解する。
・用筆や運筆，用具・用材による表現の違いを学ぶ。
・葉書の宛名の書き方を学ぶ。

・漢字の書体の変遷について学ぶ。
・古典の意義や拓本について学ぶ。
・楷書古典の臨書学習により，基本的な点画や線質の表し
　方，用筆法・運筆法を学ぶ。
・各古典の表現の違いを理解し，その特徴を時代と人物を
　通して鑑賞する。
・行書古典の臨書学習により，行書の特徴を踏まえ用筆法・
　運筆法を学ぶ。
・各古典の表現の違いを理解し，その特徴を時代と人物を
　通して鑑賞する。

・草書に親しむ。
・隷書に親しみ，運筆のリズムを楽しむ。
・篆書に親しむ。
・姓名印を刻し，創作作品に押印する。
・落款と雅印の意義を知る。
・自らの思考や感動を表現できる語句を選び，楷書・行書
　それぞれの特徴を理解し，用具・用材や形式，構成など
　の表現方法を工夫し，作品を制作する。
・さまざまな漢字の書を鑑賞し，感じたことを話し合い，自
　らの鑑賞力を深める。
・刻字の基本を理解し，生活に生かす。

・仮名の成立と変遷，種類について学ぶ。
・仮名の書独特の筆づかいに慣れ，基本用筆を習得する。

・仮名独特のリズミカルな運筆を学ぶ。

・仮名の基本用筆やリズムを生かし，単体を習得する。
・変体仮名の意味を学び，慣れていく。
・高野切第三種を学ぶことで，平安期の仮名の基礎を作る。

・高野切第一種を学ぶことで，平安期の仮名の格調の高さ
　を知る。
・平安期の仮名独特の流動美や紙面構成を学び，表現を深
　めていく。

学習活動への参加状況や態度
学習の記録

学習の記録

試書等の記録ファイル
学習の記録
学習成果（作品）
試書等の記録ファイル
学習成果，「学習のまとめ」

学習の記録
採拓実習カード，成果物
制作カード，学習成果（作品）

レポート

制作カード，学習成果（作品）

レポート

試書等の記録ファイル
試書等の記録ファイル
試書等の記録ファイル
篆刻実習カード，成果物
学習の記録
作品構想カード，学習成果
（作品）

鑑賞カード

学習成果，「学習のまとめ」

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル
試書等の記録ファイル
制作カード・学習成果（作品）

試書等の記録ファイル

散らし書き分析カード
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

6.仮名の書の創作をしよう

7.平安時代の古筆を鑑賞
　しよう
❖作品鑑賞の部屋

くらしの中の書③

④漢字仮名交じりの書の
　学習
□漢字仮名交じりの書の世界へ
1.創作しよう
2.古典に学ぼう

3.自分らしい表現を求めて
4.構成を工夫しよう

5.漢字仮名交じりの書の
　名筆を鑑賞しよう
◇高村光太郎（書と人）
くらしの中の書④
＊思いとことばをつむぐ「書」
黄庭堅の書ー松風閣詩巻ー
（みる・くらべる・はなす）

・自らの思考や感動を表現できる語句を選び，仮名の書の特徴
　を理解し，用具・用材や形式，構成などの表現方法を工夫し，
　作品を制作する。
・さまざまな仮名の古典を鑑賞し，感じたことを話し合い，自ら
　の鑑賞力を深める。
・近現代の仮名の書を鑑賞することにより，良さを味わう。

・年賀状の意義を知り，生活に生かす。

・自らの感性の高まりと，表現の可能性を感じ取る。
・創作の準備と手順を知る。
・自己の意図やねらいを達成するために，漢字や仮名の古典を
　生かした表現を工夫する。
・用具・用材と表現の関係を考える。
・文字と余白の関係を理解し，全体構成を考えた表現を身に付
　ける。
・漢字仮名交じりの書を鑑賞し，感じたことを話し合い，自ら
　の鑑賞力を深める。
・書と人との関係について考える。
・漢字仮名交じりの書で学んだことを生活に生かす。
・ことばと書の関係について考える。
・書の鑑賞について考える。

作品構想カード，学習成果
（作品）

鑑賞カード

鑑賞カード

学習成果，「学習のまとめ」

学習活動への参加状況や態度
学習の記録
試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル
作品構想カード，学習成果
（作品）
鑑賞カード

学習の記録
学習成果，「学習のまとめ」
学習活動への参加状況や態度
学習活動への参加状況や態度

〈学習内容についての補足説明〉
・毎時間学習内容は，「学習記録」に記録する。
・課題に応じて作品構想カードや制作カード，および学習成果（作品）を提出する。
・作品制作にあたり，どのようなことを表現しようとし，どのような工夫をしたかを作品構想カードや制作カードに記録していく。
・学習成果（作品）提出前に書いたもの（試書）などをファイルしておく。
・単元ごとに，「学習記録」・ファイル・制作カードとともに「学習のまとめ」を行い，自己評価する。
・自分の作品や友人の作品に対する鑑賞がどのように深まっていったかを，鑑賞カードなどを用いて確認する。

書Ⅰ　　　　単位数　　　　　　　　　  　　2 単位　　　　　　　　担当者
　　学科・学年・学級   　　　　　　◯◯科　　　　　　　　第◯学年   　　  　◯◯組
　　使用教科書・副教材等  　　　　書Ⅰ　　  　　 　　　　書Ⅰ 302　 　　　 教育図書

・漢字仮名交じりの書の創造的活動の喜びを味わい，書の伝統と文化
　に関心をもって，主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取り組もうと
　する。
・漢字の書の創造的活動の喜びを味わい，書の伝統と文化に関心をも
　って，主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取り組もうとする。
・仮名の書の創造的活動の喜びを味わい，書の伝統と文化に関心をも
　って，主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取り組もうとする。
・日常生活の書の効用や，書の伝統と文化について関心をもち，書のよ
　さや美しさを感じ取り，主体的に鑑賞の創造的活動に取り組もうとし
　ている。

・漢字仮名交じりの書のよさや，美しさを感じ取り，感性を働かせなが
　ら，自らの意図に基づいて構想し，表現を工夫している。
・漢字の書のよさや美しさを感じ取り，感性を働かせながら，自らの意
　図に基づいて構想し，表現を工夫している。
・仮名の書のよさや美しさを感じ取り，感性を働かせながら，自らの意
　図に基づいて構想し，表現を工夫している。

・創造的な書表現をするために，漢字仮名交じりの書の基礎的な能力
　を生かし，効果的な表現の技能を身に付け表している。
・創造的な書表現をするために，漢字の書の基礎的な能力を生かし，
　効果的な表現の技能を身に付け表している。
・創造的な書表現をするために，仮名の書の基礎的な能力を生かし，
　効果的な表現の技能を身に付け表している。

・日常生活の書の効用，文字及び書の伝統と文化について幅広く理解
　し，その価値を考え，書のよさや美しさを創造的に味わっている。

書 Ⅰ ［６教図　書Ⅰ　302］ 準拠シラバス案

・ 2 ・

書 Ⅰ ［６教図　書Ⅰ 302］準拠シラバス案
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1.学習の目標
・小・中学校国語科書写の学習を基礎としながら，書道の幅広い活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心情を育てる。
・書に親しむ活動を通して，感性を高め，書写能力の向上を図り，自己を主体的に表現するための書道の基礎的な能力を伸ばしていく。
・書の美しさを感じとる鑑賞の基礎的な能力を伸ばしていくとともに，書の伝統と文化についての理解を深める。
2.科目の特色（目標を実現するための重要点を含む）
・「漢字仮名交じりの書」の学習では，身近にある題材や自らの思いや感動を表す語句を選び，調和した線質や全体構成を工夫し，名
　筆を生かすことで意図に基づいた表現をする。
・「漢字の書」の学習では，さまざまな書風にふれることによって鑑賞と表現の能力を高め，それらを創作に生かしていく。
・「仮名の書」の学習では，古典に基づく表現技法を習得するとともに，主体的に創作に生かし，それらが日本の伝統に立脚している
　ことを理解する。
・鑑賞の学習では，日常生活における書への関心を高めるとともに，書の伝統と文化についての理解を深める。

3.学習計画及び評価
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

4.評価の観点・方法（年間の評定）

評価の観点及び内容 評価方法

書への関心・意欲・態度

書表現の構想と工夫

創造的な書表現の技能

鑑賞の能力

学習活動への参加状況や態度

学習の記録の記入状況

試書等の記録ファイルの整理
状況

制作カードの記入状況

作品構想カードの記入状況

試書等の記録ファイルの整理
状況

学習のまとめの内容

制作カードの記入状況

学習成果（作品）

学習のまとめの内容

学習活動への参加状況や態度
鑑賞カードの記入状況
学習のまとめの内容

①書へのいざない
□書道の世界へようこそ
1.書道の学習

2.姿勢・執筆法を身につけよう

3.用具・用材を知ろう
＊筆・墨・硯・紙について
4.調和よく書いてみよう
5.表現の幅を広げよう
くらしの中の書①

②漢字の書の学習
□漢字の書の世界へ
1.古典に学ぼう
2.楷書の古典に学ぼう

◇唐の四大家（書と人）

3.行書の古典に学ぼう

◇書聖王羲之（書と人）
◇三筆・三跡（書と人）

◉草書に親しもう
◉隷書に親しもう
◉篆書に親しもう
4.篆刻を学ぼう
＊落款と雅印
5.漢字の書の創作をしよう

❖作品鑑賞の部屋

くらしの中の書②

③仮名の書の学習
□仮名の書の世界へ
1.仮名の基本を学ぼう

2.仮名のリズムをつかんで
　連綿を書こう
＊平仮名を書こう
＊変体仮名を知ろう
3.高野切第三種に学ぼう

4.高野切第一種に学ぼう

5.散らし書きの古筆に学ぼう

・中学校までの書写の学習を振り返る。
・書写と書道の共通性と相違を理解し，書の世界を知る。

・姿勢や執筆法の基本を理解する。

・用具・用材の種類や性能を学ぶ。
・用具・用材の製造工程や産地を知る。
・漢字と仮名の調和と用筆の基本について理解する。
・用筆や運筆，用具・用材による表現の違いを学ぶ。
・葉書の宛名の書き方を学ぶ。

・漢字の書体の変遷について学ぶ。
・古典の意義や拓本について学ぶ。
・楷書古典の臨書学習により，基本的な点画や線質の表し
　方，用筆法・運筆法を学ぶ。
・各古典の表現の違いを理解し，その特徴を時代と人物を
　通して鑑賞する。
・行書古典の臨書学習により，行書の特徴を踏まえ用筆法・
　運筆法を学ぶ。
・各古典の表現の違いを理解し，その特徴を時代と人物を
　通して鑑賞する。

・草書に親しむ。
・隷書に親しみ，運筆のリズムを楽しむ。
・篆書に親しむ。
・姓名印を刻し，創作作品に押印する。
・落款と雅印の意義を知る。
・自らの思考や感動を表現できる語句を選び，楷書・行書
　それぞれの特徴を理解し，用具・用材や形式，構成など
　の表現方法を工夫し，作品を制作する。
・さまざまな漢字の書を鑑賞し，感じたことを話し合い，自
　らの鑑賞力を深める。
・刻字の基本を理解し，生活に生かす。

・仮名の成立と変遷，種類について学ぶ。
・仮名の書独特の筆づかいに慣れ，基本用筆を習得する。

・仮名独特のリズミカルな運筆を学ぶ。

・仮名の基本用筆やリズムを生かし，単体を習得する。
・変体仮名の意味を学び，慣れていく。
・高野切第三種を学ぶことで，平安期の仮名の基礎を作る。

・高野切第一種を学ぶことで，平安期の仮名の格調の高さ
　を知る。
・平安期の仮名独特の流動美や紙面構成を学び，表現を深
　めていく。

学習活動への参加状況や態度
学習の記録

学習の記録

試書等の記録ファイル
学習の記録
学習成果（作品）
試書等の記録ファイル
学習成果，「学習のまとめ」

学習の記録
採拓実習カード，成果物
制作カード，学習成果（作品）

レポート

制作カード，学習成果（作品）

レポート

試書等の記録ファイル
試書等の記録ファイル
試書等の記録ファイル
篆刻実習カード，成果物
学習の記録
作品構想カード，学習成果
（作品）

鑑賞カード

学習成果，「学習のまとめ」

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル
試書等の記録ファイル
制作カード・学習成果（作品）

試書等の記録ファイル

散らし書き分析カード
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

6.仮名の書の創作をしよう

7.平安時代の古筆を鑑賞
　しよう
❖作品鑑賞の部屋

くらしの中の書③

④漢字仮名交じりの書の
　学習
□漢字仮名交じりの書の世界へ
1.創作しよう
2.古典に学ぼう

3.自分らしい表現を求めて
4.構成を工夫しよう

5.漢字仮名交じりの書の
　名筆を鑑賞しよう
◇高村光太郎（書と人）
くらしの中の書④
＊思いとことばをつむぐ「書」
黄庭堅の書ー松風閣詩巻ー
（みる・くらべる・はなす）

・自らの思考や感動を表現できる語句を選び，仮名の書の特徴
　を理解し，用具・用材や形式，構成などの表現方法を工夫し，
　作品を制作する。
・さまざまな仮名の古典を鑑賞し，感じたことを話し合い，自ら
　の鑑賞力を深める。
・近現代の仮名の書を鑑賞することにより，良さを味わう。

・年賀状の意義を知り，生活に生かす。

・自らの感性の高まりと，表現の可能性を感じ取る。
・創作の準備と手順を知る。
・自己の意図やねらいを達成するために，漢字や仮名の古典を
　生かした表現を工夫する。
・用具・用材と表現の関係を考える。
・文字と余白の関係を理解し，全体構成を考えた表現を身に付
　ける。
・漢字仮名交じりの書を鑑賞し，感じたことを話し合い，自ら
　の鑑賞力を深める。
・書と人との関係について考える。
・漢字仮名交じりの書で学んだことを生活に生かす。
・ことばと書の関係について考える。
・書の鑑賞について考える。

作品構想カード，学習成果
（作品）

鑑賞カード

鑑賞カード

学習成果，「学習のまとめ」

学習活動への参加状況や態度
学習の記録
試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル
作品構想カード，学習成果
（作品）
鑑賞カード

学習の記録
学習成果，「学習のまとめ」
学習活動への参加状況や態度
学習活動への参加状況や態度

〈学習内容についての補足説明〉
・毎時間学習内容は，「学習記録」に記録する。
・課題に応じて作品構想カードや制作カード，および学習成果（作品）を提出する。
・作品制作にあたり，どのようなことを表現しようとし，どのような工夫をしたかを作品構想カードや制作カードに記録していく。
・学習成果（作品）提出前に書いたもの（試書）などをファイルしておく。
・単元ごとに，「学習記録」・ファイル・制作カードとともに「学習のまとめ」を行い，自己評価する。
・自分の作品や友人の作品に対する鑑賞がどのように深まっていったかを，鑑賞カードなどを用いて確認する。

書Ⅰ　　　　単位数　　　　　　　　　  　　2 単位　　　　　　　　担当者
　　学科・学年・学級   　　　　　　◯◯科　　　　　　　　第◯学年   　　  　◯◯組
　　使用教科書・副教材等  　　　　書Ⅰ　　  　　 　　　　書Ⅰ 302　 　　　 教育図書

・漢字仮名交じりの書の創造的活動の喜びを味わい，書の伝統と文化
　に関心をもって，主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取り組もうと
　する。
・漢字の書の創造的活動の喜びを味わい，書の伝統と文化に関心をも
　って，主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取り組もうとする。
・仮名の書の創造的活動の喜びを味わい，書の伝統と文化に関心をも
　って，主体的に表現や鑑賞の創造的活動に取り組もうとする。
・日常生活の書の効用や，書の伝統と文化について関心をもち，書のよ
　さや美しさを感じ取り，主体的に鑑賞の創造的活動に取り組もうとし
　ている。

・漢字仮名交じりの書のよさや，美しさを感じ取り，感性を働かせなが
　ら，自らの意図に基づいて構想し，表現を工夫している。
・漢字の書のよさや美しさを感じ取り，感性を働かせながら，自らの意
　図に基づいて構想し，表現を工夫している。
・仮名の書のよさや美しさを感じ取り，感性を働かせながら，自らの意
　図に基づいて構想し，表現を工夫している。

・創造的な書表現をするために，漢字仮名交じりの書の基礎的な能力
　を生かし，効果的な表現の技能を身に付け表している。
・創造的な書表現をするために，漢字の書の基礎的な能力を生かし，
　効果的な表現の技能を身に付け表している。
・創造的な書表現をするために，仮名の書の基礎的な能力を生かし，
　効果的な表現の技能を身に付け表している。

・日常生活の書の効用，文字及び書の伝統と文化について幅広く理解
　し，その価値を考え，書のよさや美しさを創造的に味わっている。

書 Ⅰ ［６教図　書Ⅰ　302］ 準拠シラバス案

・ 2 ・

書 Ⅰ ［６教図　書Ⅰ 302］準拠シラバス案
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