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〔音楽科〕 

１ 音楽科のねらい 

 学校における音楽教育は、音楽のもつ芸術的な特性を生かして、知性と感性の調和のとれた心豊

かな人間の育成を目指す。特に、小学校では、表現及び鑑賞の活動を通して、音楽美を感受する力、

思いや意図をもって音楽をつくり上げる構想力や表現力、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、人間が心豊かに生きる力となるものを育成する。 

(1) 音楽科の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「表現及び鑑賞の活動を通して」とは、歌を歌ったり、楽器を演奏したり、音楽をつくったり、

音楽を聴いたりする、多様な音楽活動を通して学習を行い、児童一人一人の個性や興味・関心を

生かした楽しい音楽活動を展開していくことである。 

「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。児童が自ら、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、児童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、①生活や社会の中

の音や音楽と豊かに関わることができる人、②そのことによって心豊かな生活を営むことのでき

る人を育てる素地となる力である。生活や社会における音や音楽との関わり方には、歌うこと、

楽器を演奏すること、音楽をつくること、音楽を聴くことなど様々な形がある。そのいずれもが、

児童が音や音楽に目を向け、その働きについて気付くことを促すとともに、音楽文化を継承、発

展、創造していこうとする態度の育成の素地となるものである。 

これらのことを踏まえ、この資質・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) 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに、表したい音楽表現をする

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) 音楽表現を工夫することや、音楽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と音楽に対する感性を

育むとともに、音楽に親しむ態度を養い、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 

「知識及び技能」に関する目標 

学年 知識 技能 

低学年 
曲想と音楽の構造などとの関わりに

ついて気付くとともに 

音楽表現を楽しむために必要な歌唱、器楽、音楽づくりの

技能を身に付けるようにする。 

中学年 
曲想と音楽の構造などとの関わりに

ついて気付くとともに 

表したい音楽表現をするために必要な歌唱、器楽、音楽づ

くりの技能を身に付けるようにする。 

高学年 
曲想と音楽の構造などとの関わりに

ついて理解するとともに 

表したい音楽表現をするために必要な歌唱、器楽、音楽づ

くりの技能を身に付けるようにする。 

「思考力・判断力・表現力等」に関する目標 

学年 表現 鑑賞 

低学年 
音楽表現を考えて表現に対する思い

をもつことや、 

曲や演奏の楽しさを見いだしながら音楽を味わって聴く

ことができるようにする。 

中学年 
音楽表現を考えて表現に対する思い

や意図をもつことや、 

曲や演奏のよさなどを見いだしながら音楽を味わって聴

くことができるようにする。 

高学年 
音楽表現を考えて表現に対する思い

や意図をもつことや、  

曲や演奏のよさなどを見いだしながら音楽を味わって聴

くことができるようにする。 

「学びに向かう力・人間性等」に関する目標 

学年  

低学年 

楽しく音楽に関わり、協働して音楽活動をする楽しさを感じながら、 

身の回りの様々な音楽に親しむとともに 

音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものにしようとする態度を養う。 

中学年 

進んで音楽に関わり、協働して音楽活動をする楽しさを感じながら、 

様々な音楽に親しむとともに 

音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものにしようとする態度を養う。 

高学年 

主体的に音楽に関わり、協働して音楽活動をする楽しさを味わいながら、 

様々な音楽に親しむとともに 

音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものにしようとする態度を養う。 

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。 

 低学年 中学年 高学年 

ｱ 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら 

曲想を感じ取って表現を工夫し、 

どのように歌うかについて思い

をもつこと。 

曲の特徴を捉えた表現を工夫

し、どのように歌うかについて

思いや意図をもつこと。 

曲の特徴にふさわしい表現を工

夫し、どのように歌うかについて

思いや意図をもつこと。 

ｲ 知識 

次のことについて気付くこと。 次のことについて理解すること。 

曲想と音楽の構造との関わり、 

曲想と歌詞の表す情景や気持ちとの

関わり 

曲想と音楽の構造や 

歌詞の内容との関わり 

 

曲想と音楽の構造や 

歌詞の内容との関わり 

 

ｳ 技能 

思いに合った表現をするために

必要な技能を身に付けること。 

思いや意図に合った表現をするために必要な技能を身に付けるこ

と。 

(ア)範唱を聴いて歌ったり、階名 

で模唱したり暗唱したりする技能 

(ア)範唱を聴いたり、ハ長調の楽譜

を見たりして歌う技能 

(ア)範唱を聴いたり、ハ長調及びイ

短調の楽譜を見たりして歌う技能 
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(イ)自分の歌声及び発音に気を付け

て歌う技能 

(ウ)互いの歌声や伴奏を聴いて、声を

合わせて歌う技能 

(イ)呼吸及び発音の仕方に気を付

けて、自然で無理のない歌い方で歌

う技能 

(ウ)互いの歌声や副次的な旋律、伴

奏を聴いて、声を合わせて歌う技能 

(イ)呼吸及び発音の仕方に気を付け

て、自然で無理のない、響きのある

歌い方で歌う技能 

(ウ)各声部の歌声や全体の響き、伴

奏を聴いて、声を合わせて歌う技能 

(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。 

 低学年 中学年 高学年 

ｱ 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

器楽表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら 

曲想を感じ取って表現を工夫

し、どのように演奏するかにつ

いて思いをもつこと。 

曲の特徴を捉えた表現を工夫

し、どのように演奏するかにつ

いて思いや意図をもつこと。 

曲の特徴にふさわしい表現を工

夫し、どのように演奏するかにつ

いて思いや意図をもつこと。 

ｲ 知識 

次のことについて気付くこと。 次のこと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)楽器の音色と演奏の仕方との関

わり 

(ア)曲想と音楽の構造との関わり 

(イ)楽器の音色や響きと演奏の仕方

との関わり 

(ア)曲想と音楽の構造との関わり 

(イ)多様な楽器の音色や響きと演奏

の仕方との関わり 

ｳ 技能 

思いに合った表現をするために

必要な技能を身に付けること 

思いや意図に合った表現をするために必要な技能を身に付けるこ

と 

(ア)範奏を聴いたり、リズム譜など

を見たりして演奏する技能 

(イ)音色に気を付けて、旋律楽器及

び打楽器を演奏する技能 

(ウ)互いの楽器の音や伴奏を聴い

て、音を合わせて演奏する技能 

(ア)範奏を聴いたり、ハ長調の楽譜

を見たりして演奏する技能 

(イ)音色や響きに気を付けて、旋律

楽器及び打楽器を演奏する技能 

(ウ)互いの楽器の音や副次的な旋

律、伴奏を聴いて、音を合わせて演

奏する技能 

(ア)範奏を聴いたり、ハ長調及びイ短

調の楽譜を見たりして演奏する技能 

(イ)音色や響きに気を付けて、旋律楽

器及び打楽器を演奏する技能 

(ウ)各声部の楽器の音や全体の響き、

伴奏を聴いて、音を合わせて演奏する

技能 

(3) 音楽づくりの活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 低学年 中学年 高学年 

ｱ 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

音楽づくりについての知識や技能を得たり生かしたりしながら次の(ア)及び(イ)をできるようにす

ること。 

(ア)音遊びを通して、音楽づくり

の発想を得ること。 

(イ)どのように音を音楽にして

いくかについて思いをもつこと。 

(ア)即興的に表現することを通

して、音楽づくりの発想を得る

こと。 

(イ)音を音楽へと構成すること

を通して、どのようにまとまり

を意識した音楽をつくるかにつ

いて思いや意図をもつこと。 

(ア)即興的に表現することを通

して、音楽づくりの様々な発想を

得ること。 

(イ)音を音楽へと構成すること

を通して、どのように全体のまと

まりを意識した音楽をつくるか

について思いや意図をもつこと 

ｲ 知識 

(ア)(イ)についてそれらが生み

出す面白さなどと関わらせて気

付くこと。 

(ア)(イ)についてそれらが生み

出すよさや面白さなどと関わら

せて気付くこと。 

(ア)(イ)についてそれらが生み

出すよさや面白さなどと関わら

せて理解すること。 

(ア)声や身の回りの様々な音の特徴 

(イ)音やフレーズのつなげ方の特徴 

(ア)いろいろな音の響きやそれら

の組み合わせの特徴 

(イ)音やフレーズのつなげ方や重

ね方の特徴 

(ア) いろいろな音の響きやそれらの

組み合わせの特徴 

 (イ) 音やフレーズのつなげ方や重

ね方の特徴 

ｳ 技能 
発想を生かした表現や、思いに合

った表現をするために必要な技

発想を生かした表現や思いや意図に合った表現をするために必要

な技能を身に付けること 
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能を身に付けること 

(ア)設定した条件に基づいて、即興的

に音を選んだりつないだりして表現

する技能 

(イ)音楽の仕組みを用いて、簡単な音

楽をつくる技能 

(ア)設定した条件に基づいて、即興

的に音を選択したり組み合わせた

りして表現する技能 

(イ)音楽の仕組みを用いて、音楽を

つくる技能 

(ア)設定した条件に基づいて、即興的

に音を選択したり組み合わせたりし

て表現する技能 

(イ)音楽の仕組みを用いて、音楽をつ

くる技能 

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にする。 

 低学年 中学年 高学年 

ｱ 

思考力、 

判断力、 

表現力等 

鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら 

曲や演奏の楽しさを見いだし、

曲全体を味わって聴くこと。 

曲や演奏のよさなどを見いだ

し、曲全体を味わって聴くこと。 

曲や演奏のよさなどを見いだし、

曲全体を味わって聴くこと。 

ｲ 知識 

曲想と音楽の構造について気付くこ

と。 

曲想及びその変化と、音楽の構造につ

いて気付くこと。 

曲想及びその変化と、音楽の構造につ

いて理解すること。 

  

 

 

〔共通事項〕 

〔共通事項〕において、具体的に取り扱う対象となるのは、①音楽を形作っている要素及び②

音符、休符、記号や用語である。これらは、表現及び鑑賞の学習において必要となる資質・能

力で、各事項の指導と併せて指導するものである。 

①音楽を形づくっている要素には次のアとイがある。 

  ア 音楽を特徴付けている要素 

       音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、和音の響き、音階、調、拍、フ

レーズなど 

  イ 音楽の仕組み 

    反復、呼びかけとこたえ、変化、音楽の縦と横との関係など 

 

②音符、休符、記号や用語 
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①音楽を形づくっている要素は、「思考力・判断力・表現力等」に関する資質・能力で、『音楽

を形作っている要素を聴き取り、それらの働きが生み出すよさ、面白さ、美しさを感じ取りなが

ら、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考えることができるように指導するこ

と』とされている。 

 ②音符、休符、記号や用語は、「知識」に関する資質・能力で、『音楽を形作っている要素及び

音符、休符、記号や用語について、音楽における働きと関わらせて理解すること』とされている。 

３ 教材について 

 (1)歌唱教材と器楽教材を選択する場合の観点及び歌唱共通教材について示す。 

 学 年 

 

主となる歌唱教材 主となる器楽教材 

    共通教材      選択教材 

低学年 
４曲すべて 

 

斉唱及び輪唱で歌う

楽曲 

既習の歌唱教材を含めて、主旋律に簡単なリズム

伴奏や低声部などを加えた楽曲 

中学年 
４曲すべて 

 

斉唱及び簡単な合唱

で歌う楽曲 

既習の歌唱教材を含めて、簡単な重奏や合奏にし

た楽曲 

高学年 
４曲中３曲 

 

斉唱及び合唱で歌う

楽曲 

楽器の演奏効果を考慮し、簡単な重奏や合奏にし

た楽曲 

  歌唱共通教材については、第１学年から第４学年までは４曲すべてを、第５学年及び第６学 

 年は４曲中３曲を含めて取り扱うこととする。 

 学 年 歌 唱 共 通 教 材 取り扱う曲 

第１学年 「うみ」「かたつむり」「日のまる」「ひらいたひらいた」   ４曲すべて 

第２学年 「かくれんぼ」「春がきた」「虫のこえ」「夕やけこやけ」    ４曲すべて 

第３学年 「うさぎ」「茶つみ」「春の小川」「ふじ山」    ４曲すべて 

第４学年 「さくらさくら」「とんび」「まきばの朝」「もみじ」    ４曲すべて 

第５学年 「こいのぼり」「子もり歌」「スキーの歌」「冬げしき」    ４曲中３曲 

第６学年 

 

「越天楽今様（歌詞は第２節まで）」「おぼろ月夜」「ふるさと」 

「われは海の子」（歌詞は第３節まで）」 

   ４曲中３曲 

 

(2)鑑賞教材については、次の観点から選択するものとする。 

  教 材 選 択 の 観 点 

低

学

年 

ア 我が国及び諸外国のわらべうたや遊びうた、行進曲や踊りの音楽など体を動かすことの

快さを感じ取りやすい音楽、日常の生活に関連して情景を重い浮かべやすい音楽など、い

ろいろな種類の曲 

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく、親しみやすい楽曲 

ウ 楽器の音色や人の声の特徴を捉えやすく親しみやすい、いろいろな演奏形態による曲 

中

学

年 

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽、郷土の音楽、諸外国に伝わる民謡など生活 とのか

かわりを捉えやすい音楽、劇の音楽、人々に長く親しまれている音楽など、いろいろな種

類の曲 

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく、聴く楽しさを得やすい曲 

ウ 楽器や人の声による演奏表現の違いを感じ取りやすい、独奏、重奏、独唱、重唱を含めた

いろいろな演奏形態による曲 

高

学

年 

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音楽など文化とのかかわりを捉えやすい

音楽、人々に長く親しまれている音楽など、いろいろな種類の曲 

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく、聴く喜びを深めやすい曲 

ウ 楽器の音や人の声が重なり合う響きを味わうことができる、合奏、合唱を含めたいろいろ

な演奏形態による曲 
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４ 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が考えられる。 

○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

立てるか。 

(3) 〔共通事項〕を要とした各領域や分野の関連 

各音楽活動において有機的な関連を図ることによって表現及び鑑賞の各学習が充実するよう、

指導計画を工夫することが大切である。 

○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。 

(4) 国歌「君が代」の指導  

 児童が、将来国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長するためには、国歌を

尊重する態度を養うようにすることが大切である。 

  小学校音楽科においては、国歌「君が代」は、いずれの学年においても歌えるよう指導し、入 

学式や卒業式等必要なときには、いつでも歌えるようにしておかなければならない。 

低学年 

 

 上級生が歌うのを聴いたり、楽器の演奏や CD 等による演奏を聴いたりしながら

親しみをもつようにし、みんなと一緒に歌えるようにする。 

中学年  歌詞や楽譜を見て覚えて歌えるようにする。 

高学年  国歌の大切さを理解するとともに、歌詞や旋律を正しく歌えるようにする。 

 

 

５ 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イメージや感情、音楽表現に対する思いや意図、音楽を聴いて感じ

取ったことや想像したこと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。 

○音楽との一体感を味わい、想像力を働かせて音楽と関わることができるよう、体を動かす活

動を取り入れること。 
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○児童が様々な感覚を働かせ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。 

○児童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、児童や学校、地域の実態に応じ、生活や社会の中の音や音楽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。 

◯和音の指導に当たっては、合唱や合奏などの活動を通して和音のもつ表情を感じ取ることが

できるようにすること。また、長調及び短調の曲においては、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ及びⅤ７などの和

音を中心に指導すること。 

 

○我が国や郷土の音楽の指導に当たっては、そのよさなどを感じ取って表現したり鑑賞したり

できるよう、音源や楽譜等の示し方、伴奏の仕方、曲にあった歌い方や楽器の演奏の仕方な

どの指導方法を工夫すること。 

◯相対的な音程感覚を育てるために、適宜、移動ド唱法を用いること。 

○各学年の「Ａ表現」の(2)の楽器については、次の通り取り扱うこと。 

 器楽表現指導での楽器の取扱い 

 第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年 

打楽器 

 

打楽器は、木琴、鉄琴、和楽器、諸外国に伝わる様々な楽器を含めて、演奏の効

果、学校や児童の実態を考慮して選択 

 

旋律 

楽器 

 

【身近な楽器】 

オルガン、鍵盤ハーモニ

カなどの中から 

 

【旋律楽器】 

既習の楽器を含めて、リ

コーダーや鍵盤楽器、和

楽器などの中から 

【旋律楽器】 

既習の楽器を含めて、電子楽

器、和楽器、諸外国に伝わる

楽器の中から 

 ◯各学年の「Ａ表現」の(3)の音楽づくりの指導に当たっては、次の通り取り扱うこと。 

   音遊びから即興的な表現への発展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設定した条件に基づいてその場で音を選んだりつなげたりして表

現することによって、音楽づくりへの様々な可能性を広げていく活動 

 

            あらかじめ楽譜などに示されているとおりに表現でするのでは

なく、はなく、いろいろな音の響きを基に、設定した条件に基づい

て、即興的に選択したり組み合わせたりして表現することであり、

いろいろな音の響きやそれらの組み合わせの特徴から音楽づくり

に結びつく発想を得る活動 

 ◯各学年の「B鑑賞」の指導に当たっては、言葉などで表す活動を取り入れること。「言葉など

で表す活動」には、絵や図で表したり、身体の動きに置き換えて表したりするなど広義の言

語活動が含まれている。感じ取ったことや思い浮かべたことを意識化し、それがどのような

音楽の構造から生み出されているのかについて目を向けるようにしたり、自分が見いだした

よさなどについて、音楽的な理由と関わらせながら友達と対話を重ねるようにしたりするこ

とが大切である。 

中学年及び高学

年 

即興的な表現 

 

低学年の音遊び 
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６ 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児童一

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。新学習指導要領では「知識・技能」「思考・判断・

表現」「主体的に学習に取り組む態度」の三つの観点に変更される。 

(1) 評価の観点及びその趣旨 

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
 

 

音楽に親しみ、音や

音楽に対する関心を

もち、音楽表現や鑑

賞の学習に自ら取り

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

すよさや面白さなど

を感じ取りながら、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。 

音楽表現するための

基礎的な技能を身に

付け、歌ったり、楽器

を演奏したり、音楽を

つくったりしている。 

 

 

 

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よ

さや面白さなどを感じ

取りながら、楽曲の特

徴や演奏のよさなどを

考え、味わって聴いて

いる。 

「A 表現・歌唱」「A 表現・器楽」「A 表現・音楽づくり」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、強弱、音の重なりや和声の

響き、音階や調、泊の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素や、反復、問いと答え、

変化、音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組みを含むものである。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】（中学年：「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聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さなどを

感じ取りながら、歌詞の内容、曲想にふさわしい表現を工夫し、どのように歌うかにつ

いて自分の考えや願い、意図をもっている。 

                    ↓ 

【「とんび」の評価規準】音楽表現の創意工夫ー① 

 「とんび」の旋律、強弱、フレーズ、反復、問いと答えを聴き取り、それらの働きが

生み出すよさや面白さなどを感じ取りながら、歌詞の表す様子、曲想にふさわしい表現

を工夫し、どのように歌うかについて自分の考えや願い、意図をもっている。 

 


