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東書 

新しい書写 ＜内容＞ 

・基本単元で、「目標」→「見つけよう」（課題発見・把握）→「確

かめよう」(確認)→「生かそう」(応用)→「振り返って話そう」(自

己評価・相互評価)と学習の流れが分かりやすい。さらに、基本単

元で身に付けた知識・技能を、「本のポップ」・「防災訓練のポスタ

ーやパンフレット」・「職場訪問のお礼の手紙やレポートまとめ」

など、活用単元として、生活に生かす工夫がされている。 

・単元末の「振り返って話そう」では、「どのように楷書と行書を使

い分ければよいか説明しよう。」など、個で学んだことを対話する

活動を取り入れることで、深い学びにつながる工夫がされている。

＜組織、配列、分量＞ 

・「書写のかぎ」で文字を正しく整えて速く書くためのポイントを明

確にし、一単元に一つ配置することで、系統的に整理されている。

・「書写で学ぶこと」で見通しをもち、単元末の「振り返って話そう」

「生活に広げよう」「生活のいずみ」で学んだことを主体的に活用

できるように配列されている。「書写活用ブック」の資料も豊富で

ある。 

・「二十四節気と季節の挨拶」のコラムや「書き初め」を各単元に配

置し、伝統文化の良さに目を向け、手で文字を書くことの価値を

実感できるように構成が工夫されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・行書の特徴的な動きを「十」「二」「人」「口」の四つに類型化する

ことで、無理なく行書の動きに慣れるよう工夫されている。 

・教科書がＡＢ版と大きく、教材文字と学習のポイントを見開きで

同時に見ることができ分かりやすい。 

・１年生の楷書の基本点画の学習では、「始筆(トン)」「送筆(スー)」

「終筆(ピタッ)」が意識できるよう細かく提示されている。また、

Ｄマークのデジタルコンテンツでは、動画が豊富にあり、運筆が

確認できるように工夫されている。家庭学習にも生かせる。 

＜総評＞ 

・教材の精選、落ち着いた色で紙面が見やすく構成されている。ま

た、教科書の書き込み欄を下に配置することで手で教材文字が隠

れないなど、配慮がされていて学びやすい。 

・「書写活用ブック」など、毛筆・硬筆の学習だけでなく、身に付け

た力を日常生活や社会生活に活用できるように工夫されている。 
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三省堂 

現代の書写 ＜内容＞ 

・基礎編、本編、資料編に分かれている。基礎編の書写学習の基礎

項目は動画でも確認できる。本編は３学年に分かれており、各学

年で身に付けさせたい学習指導要領の指導項目に沿った学習のポ

イントが「書き方を学ぼう」の項で明示されている。各学年の最

後に「やってみよう」の教材が設定され、１年間で学んだことを

生かして書く学習活動が示されている。資料編では、日常の書式

や学習を深化させる資料、毛筆補充教材などが用意されており、

充実している。 

＜組織、配列、分量＞ 

・各教材が見開きで構成され、すべての教材に学習目標と振り返り

が設置されている。学習の見通しがもて、生徒が主体的に取り組

めることが期待できる。 

・本編の「書いて身につけよう」の項では、毛筆練習の後に、硬筆

で直接書き込めるマス目が学習段階に応じた形で用意されてい

る。毛筆、硬筆ともに目標達成に十分な練習が用意されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・基礎編や楷書の教材では、小学校での学習内容が整理して示され

ている。また、３年生の教材では「篆刻」（76 ﾍﾟｰｼﾞ）や「書の古

典」（80 ページ）などの発展教材が設定され、小学校からの接続

や高校の学習内容に関心をつなげることが意識されている。 

・国語教科書と同じ作品を、手書き字体で掲載し、巻頭の詩「１年

朝のリレー」は楷書、巻末の歌詞「３年さくら（独唱）」は行書を

用いて、他教科との関連や３年間の書写での学びに見通しや関心

をもたせるための工夫がなされている。 

・落ち着いた色味の、国語教科書と同じ学年カラー（１年オレンジ

２年グリーン３年ブルー）が使われている。また、各学年末の「や

ってみよう」は、国語教科書の教材と同じ活動が取り上げられて

おり、効果的な学習が期待できる。 

・基礎編の内容には QR コードがある。毛筆と硬筆それぞれの姿勢と

構え、運筆などの動画が掲載されており、学習の一助となってい

る。 

＜総評＞ 

・手書き文字の豊かな文化や歴史を多く取り上げており、文化の担

い手として書写学習への意欲を向上させる工夫が感じられる。 



・郵便の宛名書きや、時候の挨拶、送り状など、日常生活で活用す

ることを強く意識した資料が豊富である。 
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教出 

中学書写 ＜内容＞ 
・毛筆では、右ページに大きく手本が、左ページに筆遣いの注意点を記し

た朱墨の手本が掲載されており、文字を正しく整えて速く書くためのポ
イントが分かりやすく示されている。また、朱墨の手本に筆順が示され、
極めて丁寧である。生徒が学習内容を理解しやすいように配慮されてい
る。 

・「学習を生かして書く」では、書写の学習内容に沿った礼状、願書、本
の帯やポップ、新聞などの、国語科の言語活動、また、カリキュラム・
マネジメントを意識し、理科のレポートや社会科のノートの書き方等と
リンクさせ、相手意識、目的意識を持って、構成や書体を工夫して書く
学習活動が設定されている。 

・「学習を生かして書く」「学習や日常生活に生かそう」では、生徒にとっ
て身近な題材が取り上げられており、主体的に深い学びにつながってい
く。また、SDGs を意識した「環境保全」「森林保護」を題材としたもの
も掲載している。

＜組織、配列、分量＞ 
・書写を通して「身につける力」を最初に図で示しており、生徒自身で目

標を系統的に見通せるようになっている。 
・「学習の進め方」では、毎時間の進め方だけでなく、振り返りのポイン
トが明確である。また、話し合い活動のポイントや学習用語が提示され
ている。主体的で対話的な学びを生み出すことができるように工夫がさ
れている。さらに、「話し合い活動」や気付いたことを書き込める枠も
あり、深い学びにつながっていく。 

・国語の教科書で学習する「竹取物語」や「おくのほそ道」「平家物語」
などの一節を書いたり、「重松清さんの本のポップづくり」の例が示さ
れたりと国語と書写を連携させている。また、表紙にも「竹取物語」を
採用している。コラムでは文字に関連するものが幅広い分野から取り上
げられており、興味・関心を高める。

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 
・「まなびリンク」では、すべての毛筆画像について、書いている様子を
真上から見ることができ、とても参考になる。 

・「よい姿勢」を、生徒自らが確認できる観点を提示している。 
・AB 判になったことにより半紙の形を維持した紙面となり、単元名や目標

を欄外にしたことで、文字のバランスや余白の取り方を、より意識でき
るようになっている。 

・１年生の最初に、小学校で学習してきた「基本点画」が分かりやすくま
とめられている。また、高等学校への連携を意識し、「芸術としての書
道」を扱っている。 

・ユニバーサルデザインを意識し、判読しやすい配色、UD フォントを活用
している。また、筆の運びや筆圧の違いが分かりやすいように、二色の
薄墨による解説がされている。教科書同様、学年ごとに色分けされてい
るのも分かりやすい。



＜総評＞ 
・毛筆、硬筆の課題ともに大変充実しており、学んだことを学習活動や日

常生活に活用できるように配慮されている。 
・表紙をはじめ、文字や挿絵等の色遣いが控えめで、落ち着いた印象があ

る。 
・文字に関連する、写真や古人の直筆のもの等の資料が充実しており、興

味関心を高める教材となっている。
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中学書写 ＜内容＞ 

・各単元が、「やってみよう」という生徒の興味関心を引く内容から

始められる。各教材の「考えよう」「確かめよう」「広げよう」の

学習活動が設定され、文字を正しく整えて速く書くための原理原

則を生徒が考えながら学ぶことができるように工夫されている。

また、「コラム」や「学校生活」といった内容を通して、楷書や行

書の特徴を生かした表現活動につなげられるように工夫がされて

いる。 

・日常生活や各教科の学習の中に書写を生かすことができるように

「日常に役立つ書式」や「中学生のための漢字辞典」などの資料

がコンパクトにまとまっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・毛筆教材と同じ学習要素を持つ硬筆課題が多様に組み込まれてい

る。また、「書写ブック」を活用しながら、書写の基礎・基本が身

に付けられるように工夫がされている。 

・教科書に書写の知識や硬筆課題を直接書き込めるようになってお

り、学習が教科書と「書写ブック」で完結する。 

・硬筆教材では、国語の教科書に掲載されている韻文や古文の一節

を練習したり、新聞作りやノートの取り方について解説されてい

たりと、国語と連携した学習ができるように工夫がされている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・教科書の随所に QR コードがあり、生徒の学習状況や興味に応じて、

課題となっている文字の筆運びをその場で確認することができ

る。 

・行書の課題では、見開きで原寸大となる手本が多く、生徒が学習

しやすいように配慮されている。 

・文字の変遷や書にかかわる文化についての内容が豊富で、イラス

トや写真を用いて分かりやすく示されている。生徒の日常生活の

中にある文字と結びつけて考えたり、興味関心を高めたりするた

めの工夫がされている。 



＜総評＞ 

・国語の学習と関連付けたり、生徒が日常生活の中にある文字と書

写を結びつけたりして学習できるように配慮されている。 

・「書写ブック」が付属されていたり、QR コードからデジタルコン

テンツへのアクセスが容易であったり、生徒が主体的に学習を進

めることができるように工夫されている。 


