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調査研究の観点及び各教科書の特徴 

観点 

発行者 
基礎・基本の定着 主体的に学習に取り組む工夫 内容の構成・配列・分量 内容の表現・表記 言語活動の充実 

２ 

東書 

○単元の目標の示し方 

・第６学年「字配り・配列」 

の単元では，「ア～ウを比べ 

て，用紙に合った大きさで 

文字を書くにはどうしたら 

よいか考えましょう」「次の 

文を，どのような配列で書

くと読みやすくなるか考え

ましょう」と二つ示してい

る。 

○姿勢，点画の書き方，用 

具の扱いの示し方 

・第１学年では，字を書く 

姿勢・手や足の置き方の写 

真とイラスト，線のなぞ 

り・とめ・はらい等のイラ 

スト，鉛筆・フェルトペン 

の持ち方の写真とイラスト 

等 計 23Ｐ 

○問題解決的な学習 

・学習過程を「見つけよう。 

→たしかめよう。→生かそ

う。→話し合おう。→広げ

よう。」と示している。どの

ように学ぶかを明確にした

学習過程で，「書写のかぎ」

をキーワードに課題解決的

な学習展開になっている。

それぞれの学習過程におい

て視点を示して，生かした

り，話し合ったり，広げた

りする構成になっている。 

○単元等の配列・分量 

・第 1 学年：硬筆 15，記入欄 27P 

・第 2 学年：硬筆 13，記入欄 21P 

・第 3 学年：毛筆 10，硬筆 3，

硬筆記入欄 11P 

・第 4 学年：毛筆 9，硬筆 3，硬

筆記入欄 12P 

・第 5 学年：毛筆 9，硬筆 4，硬

筆記入欄 8P 

・第 6 学年：毛筆 9，硬筆 3，硬

筆記入欄 8P 

○伝統と文化に関する内容の記述 

◇書写の歴史に関する資料等の

内容例とページ数 

どうやってつくるのえんぴつ， 

どうやってつくるの筆・和紙・

すずり・すみ，手書き文字と活

字，書きぞめをしよう，手書き

の文字のいろいろな書き方他 

○配色，レイアウト等表 

現・表記 

・第２学年「筆順」の単元 

では，筆順のきまりにあた 

る部分の色を変えて示し 

ている。また，筆順を赤数 

字で示し，一部を○で示し 

書き込むようにしている。 

筆順のきまりを赤矢印で 

示している。書き込み欄を 

教材文字の下に配置して 

いる。書き込み欄を教材文 

の左右両方に配置し，選ん 

で記入できるようにして 

いる。書き込みマスが４等 

分されている。 

○「生活にひろげよう」「学

びに生かそう」の単元を設

定している。 

○各学年の教材数と教材例

は，次の通り。 

・第１学年(4)「にっきをか

こう」 

・第２学年(4)「かんさつし

たことをかこう」 

・第３学年(4)「実験したこ

とを記録しよう」 

・第４学年(4)「調べたこと

を伝える新聞を作ろう」 

・第５学年(4)「委員会活動

を伝えるリーフレットを作

ろう」 

・第６学年(4)「発表のため

のポスターを作ろう」 



・第３学年では，毛筆で机 

の上・床の上で書くときの 

姿勢の写真，筆圧，始筆・ 

送筆・終筆等の写真とイラ 

スト，筆の使い方，用具の 

置き方と扱い方等の写真と 

イラスト 計 23Ｐ 

全学年で 35Ｐ 

◇伝統的な言語文化に関する内

容とページ数 

「花さかじいさん」のうた，い

ろはうた，俳句，短歌，古文，

漢詩，漢文 全学年で 9Ｐ 

１１ 

学図 

○単元の目標の示し方 

・第６学年「字配り・配列」 

の単元では，「用紙に対する 

文字の大きさと配列を考え 

て書こう」と１つ示している。 

○姿勢，点画の書き方，用 

具の扱いの示し方 

・第１学年では，机の上・ 

バインダーで字を書く姿 

勢，手や足の置き方の写真 

とイラスト，線のなぞり・ 

とめ・はらい等のイラスト， 

鉛筆・フェルトペン等の持 

ち方の写真 計 17Ｐ 

・第３学年では，毛筆で机 

の上・立って書く・床の上 

それぞれの姿勢の写真とイ 

ラスト，筆圧，始筆・送筆・ 

終筆等の写真，筆の持ち 

方・おろし方，用具の置き 

方と扱い方等の写真とイラ 

スト 計 16Ｐ 

○課題解決的な学習 

・学習過程を「１確かめて

書こう」「２考えて書こう」

「３生かして書こう」と示

している。さらに，１は「学

習すること何かな？」「ま

ず，書いてみよう」２は「ど

こをどのように直したらい

いのかな」「練習しよう」「ま

とめ書きをしよう」３は「試

し書きとまとめ書きをくら

べよう」「学習したことを生

かして，硬筆で書こう」「ふ

り返ろう」「学習したこと

を，学校やふだんの生活の

中でも生かしてみよう」に

細分化され，何が身に付い

たかが実感できる構成にな

っている。 

○単元等の配列・分量 

・第１学年：硬筆 14，記入欄 26P 

・第２学年：硬筆 10，記入欄 21P 

・第３学年：毛筆 7，硬筆 0，硬

筆記入欄 13P 

・第４学年：毛筆 6，硬筆 0，硬

筆記入欄 22P 

・第 5 学年：毛筆 6，硬筆 0，硬

筆記入欄 20P 

・第 6 学年：毛筆 5，硬筆 0，硬

筆記入欄 19P 

○伝統と文化に関する内容の記述 

◇書写の歴史に関する資料等の

内容例とページ数 

なんの形からできたかん字か

な？，ふではどうやって作られ

ているの？，すずりはどうやっ

て作られているの？，かたかな

はどうやって生まれたの？，書

きぞめをしよう他 全学年で 18Ｐ 

◇伝統的な言語文化に関する内

容とページ数 

○配色，レイアウト等表 

現・表記 

・第２学年「筆順」の単元 

では，筆順のカギに当たる 

部分の色を変え，筆順を赤 

数字で示している。筆順の 

決まり（上から，左から） 

を赤矢印で示している。下 

部分に新出漢字の筆順を 

色で分けて示している。書 

き方のカギを異なる書体 

と文字で２回示している。 

書き込み欄を教材文字の 

下に配置している。なぞり 

書きがある。書き込みのマ 

スが４等分されている。 

○「書写の資料館」「発展」

（第６学年）の単元を設定

している。 

○各学年の教材数と教材例

は，次の通り。 

・第１学年(7)「かんさつカ

ードを書こう」 

・第２学年(6)「たて書きと

よこ書き」 

・第３学年(6)「はがき・原

こう用紙・手紙の書き方」 

・第４学年(7)「都道府県名

を書こう」 

・第５学年(9)「感謝の気持

ちを伝えよう」 

・第６学年(9)「読みやすく

書こう」 



俳句，漢文，ことわざ，短歌，

古文，いろは歌，行書で書いて

みよう 全学年で 18Ｐ 

１７ 

教出 

○単元の目標の示し方 

・第６学年「字配り・配列」 

の単元では，「用紙に対する 

文字の大きさと配列，点画 

のつながりに気をつけて書 

こう」「用紙に対する文字の 

大きさと配列，点画のつな 

がりに気をつけて書こう」 

（小筆）と二つ示している。 

○姿勢，点画の書き方，用 

具の扱いの示し方 

・第１学年では，字を書く 

姿勢，字を消す時の手や足 

の置き方の写真とイラスト，

線のなぞり方・とめ・はね等

のイラスト，鉛筆・フェルト

ペンの持ち方の写真とイラ

スト 計 18Ｐ 

・ 第３学年では，毛筆で机 

の上で書くとき・立って書 

くとき・床の上で書くとき 

の姿勢の写真とイラスト， 

筆圧・始筆・送筆・終筆等 

の写真とイラスト，筆の持 

ち方・おろし方，用具の置 

○課題解決的な学習 

・「見つける，くらべる→書

く，たしかめる→振り返る，

伝え合う→広げる」の 7 つ

の学習過程に細分化されて

いる。「ためし書きと教科書

の文字を比べて，自分のめ

あてを見つけよう。（考えよ

う）」→「自分のめあてをた

しかめて，練習しよう。（こ

こが大切）」→「学習したこ

とを，他の文字でもたしか

めよう（生かそう）」の流れ

で，教材を比較・検討し，

気づいたことを生かして書

く構成になっている。 

○単元等の配列・分量 

・１学年：硬筆 19，記入欄 9P 

・２学年：硬筆 9，記入欄 2P 

・３学年：毛筆 9，硬筆 6，硬筆

記入欄 11P 

・４学年：毛筆 10，硬筆 3，硬

筆記入欄 9P 

・５学年：毛筆 9，硬筆 4，硬筆

記入欄 7P 

・６学年：毛筆 7，硬筆 2，硬筆

記入欄 5P 

○伝統と文化に関する内容の記述 

◇書写の歴史に関する資料等の

内容例とページ数 

なんの形からできたかん字か

な？，筆について知ろう，さま

ざまなかるた，活字について知ろ

う，文字の旅他 全学年で 37Ｐ 

◇伝統的な言語文化に関する内

容とページ数 

昔話，俳句，短歌，古文，行書 

全学年で 11Ｐ 

○配色，レイアウト等表 

現・表記 

・第２学年「筆順」の単元 

では，書き順「よこ画か 

ら・長いたて画から」を色 

の違う太矢印で示してい 

る。書き順のきまりにあた 

る部分を赤で示している。 

一部の筆順を黒数字で示 

している。下部分に新出漢 

字の筆順を黒数字で示し 

ている。書き順「よこ画か 

ら」「長いたて画から」を 

２回示している。なぞり 

書きがある。 

○「レッツ・トライ」「書い

て伝え合おう」の単元を設

定している。 

○各学年の教材数と教材例

は，次の通り。 

・第１学年(4)「ありがとう

ガードをかこう」 

・第２学年(3)「しょうたい

じょう，本のしょうかいカ

ードを書こう」 

・第３学年(6)「メモをとっ

てまとめよう」 

・第４学年(6)「学級新聞を

作ろう」 

・第５学年(4)「年賀状，絵

はがきを書こう」 

・第６学年(6)「思い出に残

る言葉を書こう」 



き方，扱い方等の写真とイ 

ラスト 計 29Ｐ 

３８ 

光村 

○単元の目標の示し方 

・第６学年「字配り・配列」 

の単元では，「用紙に合った 

文字の大きさと配列を考え 

よう」「分かりやすいのはア 

とイのどちらだろう」と二 

つ示している。 

○姿勢，点画の書き方，用 

具の扱いの示し方 

・第１学年では，字を書く 

姿勢，手や足の置き方の写 

真とイラスト，線のなぞ 

り・とめ・はらい等の写真 

とイラスト，鉛筆・フェル 

トペン等の持ち方，手の動 

かし方の写真とイラスト 

計 20Ｐ 

・第３学年では，毛筆・鉛 

筆で机の上で書くとき，腕 

の使い方，立って書くと 

き・床の上で書くときの姿 

勢のイラスト，筆圧・始筆・ 

送筆・終筆等の写真とイラ 

スト，筆の持ち方やおろし 

方，用具の置き方と扱い方， 

用具の後始末等の写真やイ 

○課題解決的な学習 

・文字の書き方の原理・原

則を「考える」→毛筆で書

いて「確かめる」→硬筆に

「生かす」の学習過程を提

示している。「考えよう」「確

かめよう」では課題解決的

な学習を行っていく中で，

自分で考えたり確かめたり

するだけでなく友達と話し

合う学習展開を設定し，対

話的な学びを通して学習を

深めるような構成になって

いる。 

○単元等の配列・分量 

・第 1 学年：硬筆 20，記入欄 21P 

・第 2 学年：硬筆 15，記入欄 16P 

・第 3 学年：毛筆 10，硬筆 3，

硬筆記入欄 13P 

・第 4 学年：毛筆 10，硬筆 2，

硬筆記入欄 11P 

・第 5 学年：毛筆 9，硬筆 2，硬

筆記入欄 9P 

・第 6 学年：毛筆 11，硬筆 3，

硬筆記入欄 8P 

○伝統と文化に関する内容の記述 

◇書写の歴史に関する資料等の

内容例とページ数 

かん字ずかん，えんぴつのひみ

つ，筆ができるまで，身近な文字

をさがそう，文字の歴史他 全学

年で 29Ｐ 

◇伝統的な言語文化に関する内

容とページ数 

いろは歌，俳句，短歌，古文，

行書 全学年で 7Ｐ 

○配色，レイアウト等表 

現・表記 

・第２学年「筆順」の単元 

では，書き順のきまりを緑 

色の矢印で示している。上 

段：筆順（数字）を決めら 

れた色で示している。下 

段：筆順を赤数字で示して 

いる。書き順の決まりを異 

なる書体と文字で２回示 

している。書き込み欄を教 

材右側に配置している。書 

き込みのマスが４等分さ 

れている。 

○「学習に生かそう」「やっ

てみよう」（第２～５学年）

「書写ブック」（第６学年）

「発展」（第２・６学年）の

単元を設定している。 

○各学年の教材数と教材例

は，次の通り。 

・第１学年(4)「よこがきの

かきかた」 

・第２学年(5)「しょうたい

じょうの書き方」 

・第３学年(4)「手紙の書き

方」 

・第４学年(3)「リーフレッ

トの書き方」 

・第５学年(4)「インタビュ

ーメモの書き方」 

・第６学年(9)「短歌を書こ

う」 



ラスト 計 26Ｐ 

１１６ 

日文 

 

○単元の目標の示し方 

・第６学年「字配り・配列」 

の単元では，「読みやすく書 

く方法を考えて書こう」「用 

紙に合った文字の大きさを 

考えて書こう」「文字の大き 

さと配列を考えて書こう」 

と三つ示している。 

○姿勢，点画の書き方，用 

具の扱いの示し方 

・第１学年では，字を書く 

姿勢，手や足の置き方の写 

真とイラスト，線のなぞ 

り・とめ・はらい等のイラ 

スト，鉛筆・フェルトペン・ 

等の持ち方の写真とイラス 

ト 計 16Ｐ 

・第３学年では，毛筆・鉛 

筆で机の上・立って・床の 

上で書くときのそれぞれの 

姿勢のイラスト，筆圧・始 

筆・送筆・終筆等の写真と 

イラスト，筆の持ち方，用 

具の置き方と扱い方，用具 

の後始末等の写真やイラ 

スト 計 23Ｐ 

○課題解決的な学習 

・学習過程を「課題をはっ

きりさせ，見通しをもつ→

学習に取り組む→振り返

り，次の学習にいかす」と

示している。「一人で学習」

「グループで学習」と主体

的・対話的な学びについて

明記している。書写学習の

進め方として「試し書きを

する→考える→たしかめる

→まとめ書きをする→いか

す→ふり返る」と具体的に

示している。キャラクター

の発言が児童の「気付き」

を促し，自己評価を行うこ

とができる構成になってい

る。 

 

○単元等の配列・分量 

・第 1 学年：硬筆 14，記入欄 16P 

・第 2 学年：硬筆 20，記入欄 12P 

・第 3 学年：毛筆 11，硬筆 5，

硬筆記入欄 5P 

・第 4 学年：毛筆 11，硬筆 6，

硬筆記入欄 3P 

・第 5 学年：毛筆 11，硬筆 7，

硬筆記入欄 2P 

・第 6 学年：毛筆 10，硬筆 7，

硬筆記入欄 4P 

○伝統と文化に関する内容の記述 

◇書写の歴史に関する資料等の

内容例とページ数 

年がじょうをかこう，書きぞめをし

よう，用具の産地をたずねて，手書

き文字と活字，平仮名と片仮名

ができるまで他 全学年で 27

Ｐ 

◇伝統的な言語文化に関する内

容とページ数 

俳句・ことわざ，伝統的な色，

いろは歌，古文，行書，古文，

五・七・五 全学年で 9Ｐ 

○配色，レイアウト等表 

現・表記 

・第２学年「筆順」の単元 

では，筆順を青数字で示 

し，一部を空欄で示して書 

き込ませる工夫をしてい 

る。新出漢字の書き順を教 

材文字の横に示している。 

書き込み欄を教材文字の

下に配置している。初めに

書く画に赤色を塗るよう

にしている。 

 

○「生活と書写」「国語の広

場」「チャレンジ」（第５・

６学年）の単元を設定して

いる。 

○各学年の教材数と教材例

は，次の通り。 

・第１学年(5)「えにっきを

かこう」 

・第２学年(5)「れんらくち

ょうにかこう」 

・第３学年(3)「手紙の書き

方」 

・第４学年(5)「都道府県の

書き方」 

・第５学年(5)「原稿用紙の

使い方」 

・第６学年(7)「手紙の書き

方」 

 

 


