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1.学習の目標
・表現と鑑賞の幅広い活動を通して，書を愛好する心情を育てる。    
・漢字の書，仮名の書，漢字仮名交じりの書に親しむ活動を通して感性を高め，書の文化や伝統についての理解を深める。
・様々な場面に対応できる書写能力を育てながら，主体的に自己を表現する能力を高める。    
2.科目の特色（目標を実現するための重要点を含む）
・文字を素材とした表現や鑑賞の活動を中心とし，さまざまな題材について，自身の構想をもとにした表現を展開していく。
（1）「漢字仮名交じりの書」の学習では，自らの思いや感動を表す語句を選んで表現を構想し，漢字や仮名の古典の学習を
　　生かして芸術的な表現を高めるとともに，実用的な表現も高めていく。    
（2）「漢字の書」の学習では，さまざまな書体や書風の古典にふれることによって，美しさや表現方法を学び，表現技術を
　　高め，それらを創作に生かしていく。
（3）「仮名の書」の学習では，さまざまな書風の古典にふれることによって，美しさや表現方法を学び，表現技術を
　　高め，それらを創作に生かしていく。

3.学習計画及び評価［すべての領域を学習する場合］
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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 
学習成果（作品） 
学習のまとめの内容

作品構想カードの記入状況 
学習成果（作品） 
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書と文化
●書と周辺文化の歴史

②漢字の書の学習
1.篆書の古典に学ぼう

◆清時代の書と篆刻
2.篆刻・刻字に学ぼう

3.隷書の古典に学ぼう

◇清時代の書

4.草書の古典に学ぼう

5.行書の古典に学ぼう

◇清時代の書

6.楷書の古典に学ぼう

7.漢字の書の創作をしよう

❖作品鑑賞の部屋

◆中国文人の世界

③仮名の書の学習
1.仮名の書の美を知ろう

2.高野切第一種に学ぼう

3.関戸本古今和歌集に学ぼう

4.散らし書きの古筆に学ぼう

◉みる・くらべる・はなす
　～散らし書きの書～
5.仮名の書の創作をしよう

学習活動への参加状況や態度
学習の記録

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル

レポート
篆刻実習カード　
学習成果（作品）

試書等の記録ファイル

レポート

試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル

レポート

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

試書等の記録ファイル
レポート
鑑賞カード

作品構想カード
学習成果（作品）
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

❖作品鑑賞の部屋

◆日本人の美意識

④漢字仮名交じりの書の学習
1.漢字仮名交じりの書とは

2.思い・ことば・書
3.古典に学び表現を工夫しよう

◆書と人　歌人 藤原定家
4.自分らしい表現を求めて

5.表現を楽しもう

くらしの中の書

鑑賞カード

学習の記録

学習活動への参加状況や態度
学習の記録

作品構想カード
作品構想カード
学習成果（作品）

レポート
作品構想カード

学習成果（作品）

作品構想カード
学習成果（作品）
学習成果（作品）
「学習のまとめ」

［④漢字仮名交じりの書の学習と③漢字の書の学習を選択して学習する場合］
「1.漢字仮名交じりの書とは」から「5.表現を楽しもう」を２学期１１月より学習する。その他の項目は，3.学習計画及び評価に準ずる。

〈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Ⅱ　　　　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Ⅱ　　  　　 　　　　書Ⅱ 302　 　　　 教育図書

書 Ⅱ ［６教図　書Ⅱ　302］ 準拠シラバス案

・ 8 ・

書 Ⅱ ［６教図　書Ⅱ302］準拠シラバス案

・中国と日本の書とその周辺文化について学ぶ。

 ・小篆・大篆の臨書学習により，基本的な点画や線質の表し方
　を学ぶ。
 ・甲骨文・金文の特徴を理解する。
 ・清時代の書と篆刻について理解を深める。
 ・印の歴史と，用途に応じた印の種類を理解する。　　　　　
 ・姓名印を刻し，作品に押印する。
 ・隷書の変遷を学ぶ。
 ・隷書古典の臨書学習により，隷書の特徴を理解し，用筆法・
　運筆法を学ぶ。
 ・清時代の隷書作品を鑑賞し，感じたことを話し合い，自らの
　鑑賞力を高める。
 ・草書の変遷を学ぶ。
 ・草書古典の臨書学習により，草書の特徴を理解し，用筆法・
　運筆法を学ぶ。

 ・各古典の字形や線質の違いを理解し，自分の思考や感動を表
　現できる技法を習得する。
 ・明清時代の行・草書作品を鑑賞し，感じたことを話し合い，　
　自らの鑑賞力を高める。
 ・各古典の字形や線質の違いを理解し，自分の思考や感動を表
　現できる技法を習得する。
 ・自らの思考や感動を表現できる語句を選び，各書体の特徴を
　生かした表現を工夫する。
 ・用具・用材や，作品の形式，紙面構成などを工夫し，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
　の鑑賞力を高める。
 ・中国の文人について知り，書とその周辺文化について理解を
　深める。

 ・仮名の書の変遷を学び，平安時代の仮名の書の美の特徴を理
　解する。
 ・高野切第一種の学習により，仮名の書の特徴を理解し，用筆
　法・運筆法を学ぶ。
 ・関戸本古今和歌集の特徴を理解し，自分の思考や感動を表現
　できる技法を習得する。
 ・寸松庵色紙の学習により，「散らし書き」という日本独自の表
　現形式について理解を深める。
 ・「継色紙」を鑑賞し，感じたことを話し合い，自らの鑑賞力を
　高める。
 ・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
　を生かした表現を工夫する。
 ・用具・用材や，作品の形式，紙面構成などを工夫し，作品を
　制作する。

 ・さまざまな仮名の書を鑑賞し，感じたことを話し合い，自
　らの鑑賞力を高める。
 ・仮名の書の学習を通して，日本の伝統文化を理解し，日本
　人の美意識について考える。

 ・日本語の表記の変遷を学び，漢字と仮名が調和した書表現 
　について考える。
 ・自らの思いや感動を表現する語句を選び，作品を構想する。
 ・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。　　　　　　　　　　　　　
 ・制作した作品を鑑賞し合い，感じたことを話し合う。
 ・藤原定家について知る。
 ・目的や用途によって表現を工夫することについて理解を深
　める。
 ・用具・用材の種類や扱い方によって表現が変化することを
　理解し，自己の意図やねらいを達成するための表現を工夫
　する。
 ・自らの思いや感動を表現する語句を選び，作品を構想する。
 ・用具・用材や，作品の形式，紙面構成などを工夫し，作品
　を制作する。
 ・日常生活における書の効用について考え，生活の中へ積極
　的に書を取り入れるようにする。

 ・さまざまな書の美に関心をもち，主体的に表現や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学習を通して，主体的に表現する能力を高め，実用
　的な表現や芸術的な表現の , 基礎的，発展的技能を積極的に身に付けよう 
　としている。
 ・漢字の書の学習を通して，多様な書法を意欲的，主体的に学び，古典の
　美と価値を感じとろうとしている。
 ・仮名の書の学習を通して，多様な書法を意欲的，主体的に学び，古典の
　美と価値を感じとろうとしている。
 
 ・古典の特徴を捉え，習得した技法を自身の表現活動に生かしている。
 ・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。
 ・感性や鑑賞能力を高めるための工夫をしている。

 ・自らの意図に基づいて構想し，創意工夫のある表現の技能を身に付け表
　している。
 ・漢字仮名交じりの書，漢字の書，仮名の書の学習で習得した表現の能力
　を生かし，創造的な表現の技能を身に付け表している。
 ・目的や用途に応じた書表現をするために，効果的な表現の技能を身に付け
　表している。

 ・書の美の多様性，書が生活の中で果たしている役割，書の文化や伝統を
　理解し，その良さや美しさを深く味わっている。
 ・自身や他者の作品を客観的に観察し，その特質を的確にとらえ，自己の
　創作活動に生かすことができる。
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・表現と鑑賞の幅広い活動を通して，書を愛好する心情を育てる。    
・漢字の書，仮名の書，漢字仮名交じりの書に親しむ活動を通して感性を高め，書の文化や伝統についての理解を深める。
・様々な場面に対応できる書写能力を育てながら，主体的に自己を表現する能力を高める。    
2.科目の特色（目標を実現するための重要点を含む）
・文字を素材とした表現や鑑賞の活動を中心とし，さまざまな題材について，自身の構想をもとにした表現を展開していく。
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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 
学習成果（作品） 
学習のまとめの内容

作品構想カードの記入状況 
学習成果（作品） 
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書と文化
●書と周辺文化の歴史

②漢字の書の学習
1.篆書の古典に学ぼう

◆清時代の書と篆刻
2.篆刻・刻字に学ぼう

3.隷書の古典に学ぼう

◇清時代の書

4.草書の古典に学ぼう

5.行書の古典に学ぼう

◇清時代の書

6.楷書の古典に学ぼう

7.漢字の書の創作をしよう

❖作品鑑賞の部屋

◆中国文人の世界

③仮名の書の学習
1.仮名の書の美を知ろう

2.高野切第一種に学ぼう

3.関戸本古今和歌集に学ぼう

4.散らし書きの古筆に学ぼう

◉みる・くらべる・はなす
　～散らし書きの書～
5.仮名の書の創作をしよう

学習活動への参加状況や態度
学習の記録

学習活動への参加状況や態度
試書等の記録ファイル

レポート
篆刻実習カード　
学習成果（作品）

試書等の記録ファイル

レポート

試書等の記録ファイル

試書等の記録ファイル

レポート

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

試書等の記録ファイル
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鑑賞カード

作品構想カード
学習成果（作品）
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学期 単元名 月 学習活動 評価方法

❖作品鑑賞の部屋

◆日本人の美意識

④漢字仮名交じりの書の学習
1.漢字仮名交じりの書とは

2.思い・ことば・書
3.古典に学び表現を工夫しよう

◆書と人　歌人 藤原定家
4.自分らしい表現を求めて

5.表現を楽しもう

くらしの中の書

鑑賞カード

学習の記録

学習活動への参加状況や態度
学習の記録

作品構想カード
作品構想カード
学習成果（作品）

レポート
作品構想カード

学習成果（作品）

作品構想カード
学習成果（作品）
学習成果（作品）
「学習のまとめ」

［④漢字仮名交じりの書の学習と③漢字の書の学習を選択して学習する場合］
「1.漢字仮名交じりの書とは」から「5.表現を楽しもう」を２学期１１月より学習する。その他の項目は，3.学習計画及び評価に準ずる。

〈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Ⅱ　　　　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Ⅱ　　  　　 　　　　書Ⅱ 302　 　　　 教育図書

書 Ⅱ ［６教図　書Ⅱ　302］ 準拠シラバス案

・ 8 ・

書 Ⅱ ［６教図　書Ⅱ302］準拠シラバス案

・中国と日本の書とその周辺文化について学ぶ。

 ・小篆・大篆の臨書学習により，基本的な点画や線質の表し方
　を学ぶ。
 ・甲骨文・金文の特徴を理解する。
 ・清時代の書と篆刻について理解を深める。
 ・印の歴史と，用途に応じた印の種類を理解する。　　　　　
 ・姓名印を刻し，作品に押印する。
 ・隷書の変遷を学ぶ。
 ・隷書古典の臨書学習により，隷書の特徴を理解し，用筆法・
　運筆法を学ぶ。
 ・清時代の隷書作品を鑑賞し，感じたことを話し合い，自らの
　鑑賞力を高める。
 ・草書の変遷を学ぶ。
 ・草書古典の臨書学習により，草書の特徴を理解し，用筆法・
　運筆法を学ぶ。

 ・各古典の字形や線質の違いを理解し，自分の思考や感動を表
　現できる技法を習得する。
 ・明清時代の行・草書作品を鑑賞し，感じたことを話し合い，　
　自らの鑑賞力を高める。
 ・各古典の字形や線質の違いを理解し，自分の思考や感動を表
　現できる技法を習得する。
 ・自らの思考や感動を表現できる語句を選び，各書体の特徴を
　生かした表現を工夫する。
 ・用具・用材や，作品の形式，紙面構成などを工夫し，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
　の鑑賞力を高める。
 ・中国の文人について知り，書とその周辺文化について理解を
　深める。

 ・仮名の書の変遷を学び，平安時代の仮名の書の美の特徴を理
　解する。
 ・高野切第一種の学習により，仮名の書の特徴を理解し，用筆
　法・運筆法を学ぶ。
 ・関戸本古今和歌集の特徴を理解し，自分の思考や感動を表現
　できる技法を習得する。
 ・寸松庵色紙の学習により，「散らし書き」という日本独自の表
　現形式について理解を深める。
 ・「継色紙」を鑑賞し，感じたことを話し合い，自らの鑑賞力を
　高める。
 ・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
　を生かした表現を工夫する。
 ・用具・用材や，作品の形式，紙面構成などを工夫し，作品を
　制作する。

 ・さまざまな仮名の書を鑑賞し，感じたことを話し合い，自
　らの鑑賞力を高める。
 ・仮名の書の学習を通して，日本の伝統文化を理解し，日本
　人の美意識について考える。

 ・日本語の表記の変遷を学び，漢字と仮名が調和した書表現 
　について考える。
 ・自らの思いや感動を表現する語句を選び，作品を構想する。
 ・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。　　　　　　　　　　　　　
 ・制作した作品を鑑賞し合い，感じたことを話し合う。
 ・藤原定家について知る。
 ・目的や用途によって表現を工夫することについて理解を深
　める。
 ・用具・用材の種類や扱い方によって表現が変化することを
　理解し，自己の意図やねらいを達成するための表現を工夫
　する。
 ・自らの思いや感動を表現する語句を選び，作品を構想する。
 ・用具・用材や，作品の形式，紙面構成などを工夫し，作品
　を制作する。
 ・日常生活における書の効用について考え，生活の中へ積極
　的に書を取り入れるようにする。

 ・さまざまな書の美に関心をもち，主体的に表現や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学習を通して，主体的に表現する能力を高め，実用
　的な表現や芸術的な表現の , 基礎的，発展的技能を積極的に身に付けよう 
　としている。
 ・漢字の書の学習を通して，多様な書法を意欲的，主体的に学び，古典の
　美と価値を感じとろうとしている。
 ・仮名の書の学習を通して，多様な書法を意欲的，主体的に学び，古典の
　美と価値を感じとろうとしている。
 
 ・古典の特徴を捉え，習得した技法を自身の表現活動に生かしている。
 ・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。
 ・感性や鑑賞能力を高めるための工夫をしている。

 ・自らの意図に基づいて構想し，創意工夫のある表現の技能を身に付け表
　している。
 ・漢字仮名交じりの書，漢字の書，仮名の書の学習で習得した表現の能力
　を生かし，創造的な表現の技能を身に付け表している。
 ・目的や用途に応じた書表現をするために，効果的な表現の技能を身に付け
　表している。

 ・書の美の多様性，書が生活の中で果たしている役割，書の文化や伝統を
　理解し，その良さや美しさを深く味わっている。
 ・自身や他者の作品を客観的に観察し，その特質を的確にとらえ，自己の
　創作活動に生かすことができる。
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