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点字の表記に関する指導事項 

学年 巻 ページ 指  導  事  項 単 元 名 

導入教

材 

1－1  清音・濁音・半濁音・拗音・拗濁音・拗半濁音・長音・
促音・撥音・特殊音・第1カッコ・棒線・数符・句点・ 

読点・第1カギ 

入門教材 

1 年上 1－2 表紙裏 数符 ＃  １にち あさ 

表紙裏 撥音 ん  たくさん あさ 

表紙裏 濁音 ・し  はじまる あさ 

9 長音  ー  はじめよー さあ はじめよう 

10 

 

拗音  ￥こ  きょーしつ なんて いおうかな 

促音   っ  もって います なんて いおうかな 

12 

 

第１カギ   「～」  「ぼく，だんごむし」 どんな おはなしかな 

読点（てん） 、□  「ぼく，だんごむし」 どんな おはなしかな 

拗濁音 ＾す  かいじゅー どんな おはなしかな 

14 句点（まる）   。  いって みましょー。 せんせいに あわせて  

いって みましょう。 

15 半濁音 ぱへ  ぺったん せんせいに あわせて  

いって みましょう。 

18 「はっぴょー」の表記 

拗半濁音 ぴほ  
こえの おおきさ，どう  

するの 

28 棒線 □ーー□  さる□ーー□ざる かきと かぎ 

41 二マスあけ（文の最初）  ぶんを つくろう 

43 促音教材  ねこ－ねっこ ねこと ねっこ 

46 長音教材  「おかあさん」「おにいさん」「おねえさん」

「おとーさん」の表記 

おばさんと おばあさん 

56 拗音教材  おきゃく  ぎょーれつ おもちやと おもちゃ 

62 つなぎ符 「 あいうえおで あそぼう 

64 「おおきさ」の表記 おおきく なった 

65 

 

名前を書く位置 おおきく なった 

一マスあけ（読点のあと） おおきく なった 

76 
「お」と「を」の表記 「わ」「を」「え」を  

つかおう 

77 
空欄符号（二マス空欄）  拡ふふに 

拡ふふにわ，□拡ふふにを□拡ふふに。 

「わ」「を」「え」を  

つかおう 

79 二マスあけ（句点のあと） すきな こと，なあに 

89 第１カッコ   七～七  七ロシアのみんわ七 おおきな かぶ 

90 項目の書き方  ＃１． おおきな かぶ 

99 「いちばん」の表記 ほんは ともだち 
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100 中点 ・□  はなす・□きく なつやすみの ことを はなそう 

103 
右向き矢印 □ーーた□  きつね□ーーた□ねこ ひらがな あつまれ 

１マス空欄 拡ふに  か拡ふに 

112 のばす音の書き方（カタカナ） ゼリー かたかなを みつけよう 

120 

 

数字  １から１０ かずと かんじ 

ひとつ，ふたつ，みっつ・・・，とお  かずと かんじ 

第１つなぎ符  」   １」えん かずと かんじ 

122 点線 □っっっ□ １まい□２まい□３まい□っっっ かずと かんじ 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

1 年下 1－3 19 項目の書き方  七＃あ七  （１） しらせたいな， 見せたいな 

31 
第２つなぎ符（送りがなの書き方） ゜わ  

 あ゜わ・ける   

じどう車くらべ 

36 のばす音の書き方（カタカナ）  クレーン じどう車くらべ 

38･128 特殊音ツァ  ？た  百一つぁん まの いい りょうし 

40 ふたえカギ 、 「～「ヰ  『さるかにがっせん』 むかしばなしが いっぱい 

43 特殊音ツェ ？て  ラプンツェル むかしばなしが いっぱい 

64 詩の書き方 てんとうむし 

110 
特殊音フォ ？ほ  フォーク だって だっての  

おばあさん 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

2 年上 2－1 25 重ね数字の書き方  数い数３にち  ２，３日 たんぽぽぽの ちえ 

69 丸（。  ），点（、  ），かぎ（ 「 」  ）の使い方 丸，点，かぎ 

120 特殊音ウェ？え  ウェルズ この本，読もう 

疑問符 ？  大きいものっているの？ この本，読もう 

121 

 

感嘆符 ゑ  ばしん！ この本，読もう 

特殊音ティ￥ち  スティーブ＝ジェンキンズ この本，読もう 

特殊音ジェぎせ  スティーブ＝ジェンキンズ この本，読もう 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

2 年下 2－2 52 両向き矢印  □こーーた□  かぶる□こーーた□ぬぐ にた いみのことば， 

はんたいの いみのことば 

2－3 120 伏字の○ ゛ま  ゛ま゛ま□さん  ○○さん 楽しかったよ，二年生 

128 

 

特殊音ディぎち  アーディゾーニ この本，読もう 

特殊音ウィ？い  ウィルバー この本，読もう 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

3 年上  

 

3－1 7 日付の略記  ＃。１る七か七  ４/１４（火） ノートとなかよくなろう 

11 感嘆符 ゑ （文中に初出）  ふりむいた！ どきん 

12 第 1 指示符 ゛「～」っ  ゛「おとや」っ きつつきの商売 

36 波線 「」  １．「」４．□の   きちんとつたえるために 
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38 特殊音ファ？は  ファストフード こそあど言葉 

51 俳句の書き方 俳句を楽しもう 

53 旧仮名遣い ゐ ヰ  ゑ ゑ いろは歌 

58 第一星印 をを□  気になる記号 

3－2 

 

85 手紙の書き方 「ありがとう」をつたえよう 

103 特殊音フィ ？ひ  フィールド 里山は，未来の風景 

121 ローマ字の書き方 ローマ字 

120 外字符 、  ａ ローマ字 

120・119 ローマ字の拗音，長音，促音 

 ot￥osan   otôsan 

ローマ字 

119 外国語引用符 （～）  （okâsan）□のよーに ローマ字 

切れるところを示す印 

 Zen’in  zen’in 

ローマ字 

118 

 

大文字符  ゜  ゜Yamazaki ローマ字 

二重大文字符 ゜゜ ゜゜TÔKYÔ ローマ字 

118 言葉をつなぐ印 「  ゜Kagawa「ken ローマ字 

126 特殊音シェ ￥せ  ミシェル この本，読もう 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

3 年下 3－3 65 二重カッコ 、七～七ヰ   

なか（できごと、七じけん七ヰ） 

たから島のぼうけん 

3－4 

 

126 特殊音ヴァ 。は  シェル=シルヴァスタイン この本，読もう 

127 詩行符 ｜  すき｜□ゆーがたの□はやしが□すき  この本，読もう 

129 ト書きの書き方 とらとおじいさん 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

４年上 4－1 

 

10 第 1 段落挿入符 □□七七□～□七七 春の歌 

43 小数点 っ  ４４っ７８びょー 動いて，考えて，また動く 

52 短歌の書き方 短歌・俳句に親しもう（一） 

55 第 1 小見出し符  見出し゜～空短い言葉で・・・ 新聞を作ろう 

4－2 81 特殊音ドゥ 。つ  ヌチドゥ空タカラ この本，読もう 

86 第 3 指示符 、～」～「」ヰ 、～」ひとつめわ「」ヰ、 自分の考えを伝えるには 

124 特殊音ヴィ 。ひ  スレイヴィン この本，読もう 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

4 年下 4－3 43 特殊音ウォ ？お  ウォルター アップとルーズで伝える 

62 特殊音トゥ ？つ  ピトゥス プラタナスの木 

巻末 点字ドリル（資料２参照）  

５年 

 

5－1 38 時刻の略記 ＃７ー３１ 新聞を読もう 

40 伏せ字の× ・め ・め～ねん 新聞を読もう 

5－2 96 伏せ字の△ ・み  はつめい「・ま カンジー博士の暗号解読 
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伏せ字の□ ・む  ・む「しょ カンジー博士の暗号解読 

第 2 カギ 、’っっっぱヰ カンジー博士の暗号解読 

5 年 5－2 134 特殊音ヴ ゛う  パヴリーシン 大造じいさんとガン 

5－3 

 

168 特殊音チェ ￥て  レイチェル 百年後のふるさとを守る 

176 文中注記符 、ヰ  じょじょーし、ヰ 詩の楽しみ方を見つけよう 

 188・260 文中注記符 、 ヰ  、＃あヰ わらぐつの中の神様 

5－4 巻末 点字ドリル（資料２参照）  

6 年 6－4 242 特殊音ヴェ 。へ  ヴェルヌ この本，読もう 

253 ページ・行指定の書き方  ｐ○○空ｌ○○ 宇宙飛行士 

巻末 特殊音 イェ‘え キェ‘け クァ？か  クェ？け  

クォ？こ グァ。か グィ。き グェ。け グォ。こ   

スィ‘し ズィじし ツィ？ち ツォ？と テュぴつゅ 

デュ｜つ ニェ‘ね ヒェ‘へ フェ？へ フュぴゆ 

フョぴよ ヴォ。ほ ヴュ｜ゆ ヴョ｜よ 

特殊音のまとめ 

 

 

 


