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〔音楽科〕 

１ 音楽科のねらい 

 音楽は、単に美しいという印象を与えるだけのものではなく、音楽的な感動として直接人間の感

性に訴え、その心に慰めとやすらぎを与えたり、楽しさをもたらしたりするとともに、精神を高揚

し、心を豊かにする力をもつ芸術である。学校における音楽教育は、この音楽のもつ芸術的な特性

を生かして、知性と感性との調和のとれた心豊かな人間の育成を目指している。 

 すなわち、音楽科では、表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽のよさや美しさを知覚･感受

する力、自分なりの音楽をつくり上げる創造力や構想力、アンサンブル活動に必要な協力性、協調

性、音楽的な理解力など、心豊かに生きていく力となるものを育成することをねらいとしている。 

 

(1) 音楽科の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して」とは、音楽の素材となる音に関心をもったり音楽の多

様性を理解したりしながら、生徒一人一人の個性や興味・関心を生かした歌唱、器楽、創作、鑑

賞の活動を行うことである。 

「音楽的な見方・考え方」は、音楽科の特質に応じた、物事を捉える視点や考え方であり、音

楽科を学ぶ本質的な意義の中核をなすものである。生徒が自ら、音楽に対する感性を働かせ、音

や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、捉えたことと自己のイメージや

感情、捉えたことと生活や文化などとを関連付けて考えているとき、音楽的な見方・考え方が働

いている。音楽的な見方・考え方を働かせて学習をすることによって、生徒の発達の段階に応じ

た、「知識及び技能」の習得、「思考力、判断力、表現力等」の育成、「学びに向かう力、人間性等」

の涵養が実現していく。 

「生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力」とは、生徒がその後の人

生において、音や音楽、音楽文化と主体的に関わり、心豊かな生活を営むことにつながることを

目指す基となる力のことである。生活や社会の中の音や音楽、音楽文化との関わり方には、歌う、

楽器を演奏する、音楽をつくる、聴くなど様々な形があるが、そのいずれもが音や音楽、音楽文

化を知り、支えることとなり、生活の中の音や音楽の働きを自覚し、音楽文化を継承、発展、創

造することにつながる。 

これらのことを踏まえ、これらの資質・能力の育成を目指すことを音楽科の目標とし、育成す

べき資質・能力として(1)(2)(3)で具体的に示している。(1)は「知識及び技能」、(2)は「思考力・

判断力・表現力等」、(3)は「学びに向かう力、人間性等」という三つの柱で整理している。 

音楽科では、この目標を実現することによって、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わるこ

とのできる人を育てること、そのことによって心豊かな生活を営むことのできる人を育てること、

ひいては、心豊かな生活を営むことのできる社会の実現に寄与することを目指している。 

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の

音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するとともに、

創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付けるようにする。 

〔知識及び技能〕 

(2) 音楽表現を創意工夫することや、音楽のよさや美しさを味わって聴くことができるよう

にする。                     〔思考力、判断力、表現力等〕 

(3) 音楽活動の楽しさを体験することを通して、音楽を愛好する心情を育むとともに、音楽

に対する感性を豊かにし、音楽に親しんでいく態度を養い、豊かな情操を培う。 

〔学びに向かう力、人間性等〕 
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(2) 各学年の目標 

 第１学年 第２学年及び第３学年 

知識 

及び 

技能 

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わり

及び音楽の多様性について理解すると

ともに、創意工夫を生かした音楽表現を

するために必要な歌唱、器楽、創作の技

能を身に付けるようにする。 

(1) 曲想と音楽の構造や背景などとの関わ

り及び音楽の多様性について理解するとと

もに、創意工夫を生かした音楽表現をする

ために必要な歌唱、器楽、創作の技能を身に

付けるようにする。 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

(2) 音楽表現を創意工夫することや、音

楽を自分なりに評価しながらよさや美

しさを味わって聴くことができるよう

にする。 

(2) 曲にふさわしい音楽表現を創意工夫す

ることや、音楽を評価しながらよさや美し

さを味わって聴くことができるようにす

る。 

学びに向 

かう力、 

人間性等 

(3) 主体的・協働的に表現及び鑑賞の学

習に取り組み、音楽活動の楽しさを体験

することを通して、音楽文化に親しむと

ともに、音楽によって生活を明るく豊か

なものにしていく態度を養う。 

(3) 主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習

に取り組み、音楽活動の楽しさを体験する

ことを通して、音楽文化に親しむとともに、

音楽によって生活を明るく豊かなものに

し、音楽に親しんでいく態度を養う。 

○(1)は、第１学年においても「背景」となる事柄を取り扱うことは考えられるが、そのことを曲

想と関わらせて理解したり、表現の創意工夫に生かしたりすることができるようにすることは

第２学年及び第３学年で行うということである。「技能」については文言が同様であるが、質的

な高まりの差があることが含意されている。 

○(2)の「自分なりに」では、自分がどのように解釈し評価したのかを大切にした学習を求めてい

る。「曲にふさわしい」とは、自分の解釈や評価のみに留まらず、多くの人が共通に感じ取れる

ような、その曲固有の良さや特徴などを捉え、他者と共有、共感しながら学習することを示し

ている。 

○(3)の「音楽に親しんでいく」とは、中学校卒業後も、音楽科の学習を基盤として「生涯にわた

って」音楽を親しむという意味を含んでいる。 

２ 音楽科の指導内容 

A 表現  

(1)歌唱の活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 学年 

項目 

第１学年 第２学年及び第３学年 

※第１学年と比較 

 

歌唱 

 

ｱ 思考力、 

判断力、 

表現力等 

歌唱表現に関わる知識

や技能を得たり生かし

たりしながら 

歌唱表現を創意工夫すること。 曲にふさわしい歌唱表現を創意工

夫すること。 

ｲ 

知識 

(ア)(イ)について理解

すること 

(ア)曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関

わり 

(イ)声の音色や響き及び言葉の特性と曲種

に応じた発声との関わり 

(ア) 曲想と音楽の構造や歌詞の

内容及び曲の背景との関わり 

(イ) 同じ 

ｳ 

技能 

(ア)(イ)の技能を身に

付ける 

(ア)創意工夫を生かした表現で歌うために

必要な発声、言葉の発音、身体の使い方など

の技能 

(イ)創意工夫を生かし、全体の響きや各声部

の声などを聴きながら他者と合わせて歌う

技能 

(ア) 同じ 

 

 

(イ) 同じ 
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(2) 器楽の活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 学年 

項目 

第１学年 第２学年及び第３学年 

※第１学年と比較 

 

器楽 

 

ｱ 思考力、 

判断力、 

表現力等 

器楽表現に関わる知識

や技能を得たり生かし

たりしながら、 

器楽表現を創意工夫すること。 曲にふさわしい器楽表現を創意工

夫すること。 

ｲ 

知識 

(ア)(イ)について理解

すること 

(ア) 曲想と音楽の構造との関わり 

(イ) 楽器の音色や響きと奏法との関わり 

(ア) 曲想と音楽の構造や曲の背

景との関わり 

(イ) 同じ 

ｳ 

技能 

(ア)(イ)の技能を身に

付ける 

(ア) 創意工夫を生かした表現で演奏するた

めに必要な奏法、身体の使い方などの技能 

(イ) 創意工夫を生かし、全体の響きや各声

部の音などを聴きながら他者と合わせて演

奏する技能 

(ア) 同じ 

 

 

(イ) 同じ 

(3)創作の活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 学年 

項目 

第１学年 第２学年及び第３学年 

※第１学年と比較 

 

創作 

 

ｱ 思考力、 

判断力、 

表現力等 

創作表現に関わる知識

や技能を得たり生かし

たりしながら、 

創作表現を創意工夫すること。 まとまりのある創作表現を創意工

夫すること。 

ｲ 

知識 

(ア)(イ) について、表

したいイメージと関わ

らせて理解すること。 

(ア) 音のつながり方の特徴 

 

(イ) 音素材の特徴及び音の重なり方や反

復、変化、対照などの構成上の特徴 

(ア) 音階や言葉などの特徴及び

音のつながり方の特徴 

(イ) 同じ 

ｳ 

技能 

創意工夫を生かした表

現で旋律や音楽をつく

るために必要な 

課題や条件に沿った音の選択や組合せなど

の技能を身に付けること。 

 同じ 

 

 B  鑑賞  

(1)鑑賞の活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 学年 

項目 

第１学年 

※第２学年及び第３学年と比較 

第２学年及び第３学年 

※第１学年と比較 

 

鑑賞 

 

ｱ 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

鑑賞に関わる知識を得た

り生かしたりしながら、音

楽の良さや美しさを味わ

って聴くこと 

次の(ア)から(ウ)までについて自分なりに

考え 

(ア)曲や演奏に対する評価とその根拠 

(イ)生活や社会における音楽の意味や役割 

(ウ)音楽表現の共通性や固有性 

次の(ア)から(ウ)までについて

考え 

ｲ 

知識 

(ア)から(ウ)までについ

て、理解すること。 

(ア)曲想と音楽の構造とのつながり 

(イ)音楽の特徴とその背景となる文化や歴

史、他の芸術との関わり 

(ウ)我が国や郷土の伝統音楽及びアジア地

域の諸民族の音楽の特徴と、その特徴から生

まれる音楽の多様性 

(ア) 同じ 

(イ) 同じ 

 

(ウ) 我が国や郷土の伝統音楽

及び諸外国の様々な音楽の特徴

と、その特徴から生まれる音楽

の多様性 
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〔共通事項〕 

 ア 音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰

囲気を感受しながら、知覚したことと感受したこととの関わりについて考えること。 

 イ 音楽を形作っている要素及びそれらに関わる用語や記号などについて、音楽における働き

と関わらせて理解すること。 

  ＊「音楽を形づくっている要素」 

音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、形式、構成など 

  ＊「用語や記号」 

  
 

〔共通事項〕の学習では、次の①から④が相互に関連し合うことが大切である。 

①音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚すること、 

②それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること、 

③知覚したことと感受したこととの関わりについて考えること、 

④音楽を形づくっている要素及びそれらに関わる用語や記号などについて、音楽における

働きと関わらせて理解すること、 

①②③は、〔共通事項〕アの内容であり、この事項は音楽科における「思考力・判断力・表現

力等」に関する資質・能力として示されている。 

④は、〔共通事項〕イの内容であり、この事項は音楽科における「知識」に関する資質・能力

として示されている。 

〔共通事項〕は、歌唱、器楽、創作、鑑賞の学習を支えるものとして位置付けられる。 

 

３  音楽科の学習指導 

(1) 言語活動について 

 音楽科における言語活動は「音や音楽による会話（言葉＋音）」を大切にすること。頭の中だけ、

言葉だけで表現の工夫や音楽のよさや美しさを考えるのではなく、言葉とともに音や音楽で確認

しながら行うことが重要である。 

(2) 主体的・対話的で深い学び 

 主体的・対話的で深い学びは、必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではな

い。題材など内容や時間のまとまりの中で実現していくよう題材構成を工夫することが大切であ

る。 

次のような視点で題材構成を組み立てること。 

○主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして

自身の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するか。 

○対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか。 

○学びの深まりをつくりだすために、生徒が考える場面と教師が教える場面をどのように組み 



【中学校・音楽科】 

- 118 - 

 

立てるか。 

 

(3) 〔共通事項〕を要とした各領域や分野の関連 

各音楽活動を有機的かつ効果的に関連させることによって音楽科及び学年の目標を実現してい

くように、内容の構成や主題の設定、適切な教材の選択と配列などを工夫すること。 

○主として扱う音楽を形づくっている要素やそれらに関わる用語や記号などを共通に設定し 

て複数の領域や分野を関連させた一題材を構想する。 

○主として扱う音楽を形づくっている要素やそれらに関わる用語や記号などの一部を共通に 

して、学びの連続性や系統性などをねらって複数の題材の配列の仕方を工夫する。 

例えば、 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 「A表現」（１）歌唱 の指導に当たっては、次のとおり取り扱うこと。 

 
 

ア
（
教
材
採
択
） 

(ｱ) 我が国及び諸外国の様々な音楽のうち、指導のねらいに照らして適切で、生徒にとって

親しみがもてたり意欲が高められたり、生活や社会において音楽が果たしている役割が

感じ取れたりできるもの。 

(ｲ) 民謡、長唄などの我が国の伝統的な歌唱のうち、生徒や学校、地域の実態を考慮して、

伝統的な声や歌い方の特徴を感じ取れるもの。なお、これらを取り扱う際は、その表現

活動を通して、生徒が我が国や郷土の伝統音楽のよさを味わい、愛着をもつことができ

るよう工夫すること。 

(ｳ) 我が国で長く歌われ親しまれている歌曲のうち、我が国の自然や四季の美しさを感じ取

れるもの又は我が国の文化や日本語のもつ美しさを味わえるもの。なお、各学年におい

て、以下の共通教材の中から１曲以上を含めること。 

「赤とんぼ」 三木露風作詞  山田耕筰作曲「荒城の月」 土井晩翠作詞 滝廉太郎作曲 

「早春賦」 吉丸一昌作詞 中田章作曲  「夏の思い出」 江間章子作詞 中田喜直作曲 

「花」 武島羽衣作詞 滝廉太郎作曲   「花の街」 江間章子作詞 團伊玖磨作曲 

「浜辺の歌」 林古溪作詞 成田為三 

イ 

変声期及び変声前後の声の変化について気付かせ、変声期の生徒を含む全ての生徒の心

理的な面についても配慮するとともに、変声期の生徒については適切な声域と声量によ

って歌わせるようにすること。 

ウ 相対的な音程感覚などを育てるために、適宜、移動ド唱法を用いること。 

(5) 「A表現」（１）器楽 の指導に当たっては、次のとおり取り扱うこと。 

ア
（
教
材
採
択
） 

我が国及び諸外国の様々な音楽のうち、指導のねらいに照らして適切で、生徒にとって

親しみがもてたり意欲が高められたり、生活や社会において音楽が果たしている役割が

感じ取れたりできるもの。※歌唱と同じ 

表現と鑑賞の相互関連を図った題材＜郷土に伝わる民謡＞において、 

①「音色、リズム」の特徴を生かして創意工夫をしながら歌唱で表現し、 

     ↓ 

②「音色、リズム」の特徴に着目して、我が国や諸外国の様々な民謡を、音楽表現の

共通性や固有性について考えながら鑑賞し、 

     ↓ 

③それぞれの特徴を捉えて音楽の多様性を理解する。 
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イ 

生徒や学校、地域の実態などを考慮した上で、指導上の必要に応じて和楽器、弦楽器、

管楽器、打楽器、鍵盤楽器、電子楽器及び世界の諸民族の楽器を適宜用いること。なお、

３学年間を通じて１種類以上の和楽器を取り扱い、その表現活動を通して、生徒が我が

国や郷土の伝統音楽のよさを味わい、愛着をもつことができるよう工夫すること。 

(6) 「A表現」（３）創作 の指導に当たっては、 

即興的に音を出しながら音のつながり方を試すなど、音を音楽へと構成していく体験を重視する

こと。その際、理論に偏らないようにするとともに、必要に応じて作品を記録する方法を工夫さ

せること。 

(7) 「B鑑賞」の指導に当たっては、次のとおり取り扱うこと。 

（
教
材
採
択
） 

 
 

ア 

鑑賞教材は、我が国や郷土の伝統音楽を含む我が国及び諸外国の様々な音楽のうち、指導

のねらいに照らして適切なものを取り扱うこと。 

イ 

第１学年では言葉で説明したり、第２学年及び第３学年では批評したりする活動を取り

入れ、曲や演奏に対する評価やその根拠を明らかにできるよう指導を工夫すること。 

４  指導上の配慮事項 

○「歌唱」「器楽」「創作」「鑑賞」の各学習が、特定のものに偏らないようにすること。 

○音楽活動を通して、それぞれの教材等に応じ、音や音楽が生活に果たす役割を考えさせるな

どして、生徒が音や音楽と生活や社会との関わりを実感できるよう指導を工夫すること。な

お、適宜、自然音や環境音などについても取り扱い、音環境への関心を高めることができる

よう指導を工夫すること。 

○音楽によって喚起された自己のイメージや感情、音楽表現に対する思いや意図、音楽に対す

る評価などを伝え合い共感するなど、音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り、

音楽科の特質に応じた言語活動を適切に位置付けられるよう指導を工夫すること。 

○知覚したことと感受したこととの関わりを基に音楽の特徴を捉えたり、思考、判断の過程や

結果を表したり、それらについて他者と共有、共感したりする際には、適宜、体を動かす活

動も取り入れるようにすること。 

○生徒が様々な感覚を関連付けて音楽への理解を深めたり、主体的に学習に取り組んだりする

ことができるようにするため、コンピュータや教育機器を効果的に活用できるよう指導を工

夫すること。 

○生徒が学校内及び公共施設などの学校外における音楽活動とのつながりを意識できるように

するなど、生徒や学校、地域の実態に応じ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と主体的

に関わっていくことができるよう配慮すること。 

○音楽に関する知的財産権について、必要に応じて触れるようにすること。 

○我が国の伝統的な歌唱や和楽器の指導に当たっては、言葉と音楽との関係、姿勢や身体の使

い方についても配慮するとともに、適宜、口唱歌（くちしょうが）を用いること。 

○各学年の「Ａ表現」の(3)の創作の指導に当たっては、即興的に音を出しながら音のつながり

方を試すなど、音を音楽へと構成していく体験を重視すること。その際、理論に偏らないよ

うにするとともに、必要に応じて作品を記録する方法を工夫させること。 
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５ 音楽科の評価 

 音楽科では、学習指導要領の趣旨を生かした学習指導を行い、その学習状況について生徒一人

一人を適切に評価するため、「音楽への関心・意欲・態度」「音楽表現の創意工夫」「音楽表現の技

能」「鑑賞の能力」の四つの観点で評価する。新学習指導要領移行後は、「知識・技能」「思考・判

断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三つとなる 

(1) 評価の観点及びその趣旨 

観

点 

音楽への 

心・意欲・態度 

音楽表現の創意工夫 

 

音楽表現の技能 

 

鑑賞の能力 

 

 

 

趣 

 

 

旨 

 

 

音楽に親しみ、音

や音楽に対する関

心をもち、主体的

に音楽表現や鑑賞

の学習に取り組も

うとする。 

 

 

音楽を形づくってい

る要素を聴き取り、そ

れらの働きが生み出

す特質や雰囲気を感

受しながら、音楽表現

を工夫し、どのように

表すかについて思い

や意図をもっている。 

創意工夫を生かした

音楽表現をするため

の技能を身に付け、歌

唱、器楽、創作で表し

ている。 

 

 

 

音楽を形づくっている

要素を知覚し、それら

の働きが生み出す特質

や雰囲気を感受しなが

ら、解釈したり価値を

考えたりして、よさや

美しさを味わって聴い

ている。 

評

価

方

法

の

例 

・観察 

・演奏 

・ワークシート 

・感想文  など 

 

・観察 

・演奏 

・実技テスト 

・創作作品 

・ワークシート など 

・実技テスト 

・観察 

・創作作品 

・演奏     など 

 

・筆記テスト 

・実音テスト 

・論文体テスト 

・批評文 

・ワークシート など 

「A表現・歌唱」「A表現・器楽」「A表現・創作」では、「音楽への関心・意欲・態度」「音楽表

現の創意工夫」「音楽表現の技能」の三つの観点で、学習状況を評価する。 

「B鑑賞」では、「音楽への関心・意欲・態度」「鑑賞の能力」の二つの観点で、学習状況を評価

する。 

「音楽表現の創意工夫」及び「鑑賞の能力」のそれぞれの観点の趣旨には「音楽を形づくって

いる要素」を示している。この内容は、音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱、形式

や構成などである。評価規準の設定の際は、必要に応じて内容を具体的に示すことが求められる。 

(2) 評価規準の設定について 

 評価規準を設定する際には、指導のねらい、教材の特徴、学習活動等を考慮して、学習状況を

適切に評価することのできる評価規準を設定することが大切である。その際、必要に応じて、評

価規準の設定例の記述を具体化する、設定例から必要な事項を取り上げる、あるいは複数の設定 

例を参考にするなどの工夫が求められる。設定例は、国立教育政策研究所発行の「評価規準の作 

成、評価方法等の工夫改善のための参考資料」を参照すること。 

【評価規準の設定例】（第２学年：「A表現・歌唱」「音楽表現の創意工夫」） 

 音楽を形づくっている要素を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら、

歌詞の内容や曲想を感じ取って音楽表現を工夫し、どのように歌うかについて思いや意図をも

っている。 

                      ↓ 

【「荒城の月」の評価規準】音楽表現の創意工夫－① 

 「荒城の月」の拍子、速度、旋律の音のつながり方やフレーズ、強弱を知覚し、それらの働き

が生み出す特質や雰囲気を感受しながら、歌詞が表す情景や心情、曲の表情や味わいを感じ取っ

て曲にふさわしい音楽表現を工夫し、どのように歌うかについて思いや意図をもっている。 
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