
 

 

 

 

 

 

 

 

 

関は、音楽への関心・意欲・態度、 工は、音楽表現への創意工夫、 技は、音楽表現の技能、 鑑は、鑑賞の能力 

 

月 題材名（配当時間） 指導目標 指導内容  評価規準 小学校との関連 評価の具体 

４ 歌詞の内容や曲想を味わ

いながら表現を工夫して

歌おう  

   ＜５時間＞ 

 

「杉並区歌」 

「杉森中学校歌」 

「明日の空へ」 

歌詞の内容や曲想を感じ取り、

表現したい思いや意図をもっ

て歌うことができるようにす

る。 

・歌詞の内容や曲想（フレーズ、速度、強弱）

を感じ取りながら、思いや意図をもって歌

わせる。 

 

旋律 速度 強弱 

小学校で学んだ記号 

関 

歌詞の内容や曲想（フレーズ、速度、強弱）に関

心をもち、表現を工夫して主体的に歌う学習に取

組もうとしている。 

歌詞の内容、曲想を生かした表現の

工夫し、思いや意図をもって歌うこ

と。 

（歌唱５、６年） 

観察・ワークシート 

工 

歌詞の内容や曲想（フレーズ、速度、強弱）を感

じ取り、思いや意図をもって表現を工夫してい

る。 

ワークシート 

定期考査 

技 

歌詞の内容や曲想（フレーズ、速度、強弱）を生

かした歌唱表現をするために必要な表現の技能

を身に付けて歌っている。 

演奏発表 

定期考査 

５ 情景と音楽表現との関わ

りを捉えて『春』を聴こう   

＜２時間＞ 

 

「春 第１楽章」 

・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で

きるようにする。 

・要素や構造と曲想との関わり

を感じ取って聴くことがで

きるようにする。 

・音楽を形づくっている要素（音色、旋律、

テクスチュア、形式）の働きを知覚させ、

それらの働きが生み出す特質や雰囲気を

感受させる。 

・解釈したり、価値を考えたりして、音楽の

よさや美しさを味わわせ、言葉で説明させ

る。 

 

音色 旋律 テクスチュア 形式 Allegro 

関 

要素や構造と曲想との関わりに関心をもち、鑑賞

する学習に主体的に取組もうとしている。 

・曲想とその変化などの特徴を感じ

取って聴くこと。 

・音楽を形づくっている要素の関わ

り合いを感じ取り、楽曲の構造を

理解して聴くこと。  

（鑑賞５、６年） 

観察・ワークシート 

鑑 

①要素を知覚し、それらの働きが生み出す特質や

雰囲気を感受している。 

②要素や構造と曲想との関わりを感じ取り、言葉

で説明するなどして、音楽のよさや美しさを味

わって聴いている。 

ワークシート 

批評文 

定期考査 

５ 

６ 

アルトリコーダーの基礎

的な奏法を身に付けよう 

 ＜４時間＞ 

 

「喜びの歌」 「さんぽ道」 

「オーラリー」 

「アニーローリー」 

「虹のかなたに」 

リコーダーの特徴をとらえ、基

礎的な奏法を身に付けて演奏

できるようにする。 

・リコーダーの音色や奏法の特徴を理解させ

る。 

・アルトリコーダーの基礎的な奏法を身に付

けさせる。 

 

音色 旋律 フレーズ テヌート  フェルマータ  

関 

アルトリコーダーの基礎的な奏法に関心をもち、

表現を工夫して演奏する学習に主体的に取組も

うとしている。 

楽器の特徴を生かして旋律楽器を

演奏すること。 

（器楽５、６年） 

観察・ワークシート 

工 
アルトリコーダーの様々な奏法による雰囲気の

違いを感じ取り、表現を工夫している。 

ワークシート 

定期考査 

技 
アルトリコーダーを演奏するために必要な基礎

的な奏法を身に付けて演奏している。 

演奏発表 

定期考査 

７ 言葉の特徴をとらえて短

い旋律創作をしよう  

＜３時間＞ 

言葉のまとまり、抑揚に合わせ

て、工夫して４小節の旋律をつ

くることができるようにする。 

・言葉のまとまり、抑揚を知覚し、反復、変

化、続く感じ、終わる感じなどの構成を工

夫し、旋律をつくることができる。 

 

旋律 形式 構成 テクスチュア  

関 

言葉の特徴を生かし、構成や全体のまとまりを工

夫しながら旋律をつくる学習に主体的に取組も

うとしている。 

音楽の仕組みを生かし、見通しをも

って音楽をつくること。 

（音楽づくり５、６年）  

観察・ワークシート 

工 
反復、変化、対照などの構成や全体のまとまりを

理解し、旋律づくりを工夫している。 

ワークシート 

定期考査 

技 

反復、変化、対照などの構成や全体のまとまりを

生かして創作するために必要な音の組み合わせ

方、記譜の仕方の技能を身に付けて、旋律をつく

っている。 

作品 

定期考査 

 

音楽科 教科の目標  
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽を愛好する心情を育てるとともに、音楽に対する感性を豊かにし、音楽活動の基礎的な能力を伸ばし、音楽文化についての理解を深め、豊か

な情操を養う。 

音楽科 第１学年の目標 
（1） 音楽活動の楽しさを体験することを通して、音や音楽への興味・関心を養い、音楽によって生活を明るく豊かなものにする態度を育てる。 

（2） 多様な音楽表現の豊かさや美しさを感じ取り、基礎的な表現の技能を身に付け、創意工夫して表現する能力を育てる。 

（3） 多様な音楽のよさや美しさを味わい、幅広く主体的に鑑賞する能力を育てる。 

共通事項 



 
９ 歌詞の内容や曲の雰囲気

を大切にして日本の歌を

歌おう 

＜１時間＞ 

 

「赤とんぼ」 

歌詞の内容や曲想を感じ取り、

表現したい思いや意図をもっ

て歌うことができるようにす

る。 

・歌詞の内容や曲想（フレーズ、速度、強弱）

を感じ取りながら、思いや意図をもって歌

わせる。 

 

旋律 速度 強弱 小学校で学んだ記号 

関 
歌詞の内容や曲想に関心をもち、表現を工夫して

主体的に歌う学習に取組もうとしている。 

歌詞の内容、曲想を生かした表現の

工夫し、思いや意図をもって歌うこ

と。 

（歌唱５、６年） 

観察・ワークシート 

工 
歌詞の内容や曲想を感じ取り、思いや意図をもっ

て表現を工夫している。 

ワークシート 

定期考査 

技 
歌詞の内容や曲想を生かした歌唱表現をするた

めに必要な表現の技能を身に付けて歌っている。 

演奏発表 

定期考査 

9 

10 

混声三部合唱を楽しもう 

＜１０時間＞ 

 

「カリブ夢の旅」 

「大地讃頌」ほか 

合唱曲 

・歌詞の内容や曲想を感じ取

り、表現したい思いや意図を

もって歌うことができるよ

うにする。 

・曲種に応じた発声により、言

葉の特性を生かして歌うこ

とができるようにする。 

・声部の役割や全体の響きを感

じ取り、表現を工夫しながら

合わせて歌うことができる

ようにする。 

・歌詞の内容や曲想を感じ取りながら思いや

意図をもって歌わせる。 

・曲種に応じた発声や言葉の特性を感じ取り

ながら歌わせる。 

・声部の役割を知覚させ、全体の響きを感じ

取りながら歌わせる。 

 

音色 速度 旋律 テクスチュア 強弱  

構成 和音 rit. a tempo  pp  ff dim.   

D.C.  D.S. ﾌｪﾙﾏｰﾀ Andante 

Moderato 

関 

①歌詞の内容や曲想②発声や言葉の特性③声部

の役割や全体の響きに関心をもち、表現を工夫し

て主体的に歌う学習に取組もうとしている。 

・歌詞の内容、曲想を生かした表現

の工夫し、思いや意図をもって歌

うこと。 

・呼吸及び発音の仕方を工夫して、

自然で無理のない、響きのある歌

い方で歌うこと。 

・各声部の歌声や全体の響き、伴奏

を聞いて、声を合わせて歌うこ

と。 

（歌唱５、６年） 

観察・ワークシート 

夏休みの宿題 

工 

①歌詞の内容や曲想②発声や言葉の特性③声部

の役割や全体の響きを知覚・感受しながら、思い

や意図をもって表現を工夫している。 

ワークシート 

定期考査 

技 

混声三部合唱をするために必要な表現の技能を

身に付けて歌っている。 

演奏発表 

定期考査 

11 詩と音楽との関わりを意

識して歌曲を聴こう    

＜２時間＞ 

 

「魔王」 

・歌唱表現の特徴を感受できる

ようにする。 

・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で

きるようにする。 

・要素や構造と曲想との関わり

を感じ取って聴くことがで

きるようにする。 

・歌唱表現の特徴を感受させる。 

・音楽を形づくっている要素（音色、旋律、

強弱）の働きを知覚させ、それらの働きが

生み出す特質や雰囲気を感受させる。 

・解釈したり、価値を考えたりして、音楽の

よさや美しさを味わわせ、言葉で説明させ

る。 

 

音色 速度 旋律 強弱 調 三連符 

関 

歌唱表現の特徴、要素や構造と曲想との関わりに

関心をもち、鑑賞する学習に主体的に取組もうと

している。 

・曲想とその変化などの特徴を感じ

取って聴くこと。 

・音楽を形づくっている要素の関わ

り合いを感じ取り、楽曲の構造を

理解して聴くこと。  

（鑑賞５、６年） 

観察・ワークシート 

鑑 

①要素を知覚し、それらの働きが生み出す特質や

雰囲気を感受している。 

②歌唱表現の特徴、要素や構造と曲想との関わり

を感じ取り、言葉で説明するなどして、音楽の

よさや美しさを味わって聴いている。 

ワークシート 

批評文 

定期考査 

11 

12 

 

リズム・旋律・構成を工夫

して、アルトリコーダーで

日本の民謡をつくろう 

＜４時間＞ 

 

１２小節の作品 

・リズム、旋律、構成（反復、

変化、曲全体のまとまり）を

知覚・感受できるようにす

る。 

・リズム、旋律、構成や民謡音

階の特徴を生かした音楽表

現をするために、必要な音の

組み合わせ方を感じ取り、記

譜できるようにする。 

・リズム、旋律、構成や民謡音階の特徴を知

覚・感受させる。 

・記譜の技能を身に付ける。 

 

リズム 旋律 構成 

 

感 

民謡音階の特徴に関心をもち、音楽表現を工夫し

て簡単な旋律をつくる学習に主体的に取組もう

としている。 

音楽の仕組みを生かし、見通しをも

って音楽をつくること。 

（音楽づくり５、６年） 

観察・ワークシート 

工 

リズム（リズム・パターンとその反復や変化、拍

節的なリズム）、旋律（旋律つながり方、音の音

高、民謡音階）、構成（反復、変化、曲全体のま

とまり）を知覚・感受しながら、音楽表現を工夫

し、どのように旋律をつくるか、思いや意図をも

っている。 

ワークシート 

定期考査 

技 

リズム、旋律、構成や民謡音階の特徴を生かした

音楽表現をするために、必要な音の組み合わせ

方、記譜の仕方の技能を身に付けて、旋律をつく

っている。 

作品 

定期考査 

12 箏と尺八の特徴を感じ取

って聴こう  

＜４時間＞ 

 

「六段の調」 

「鶴の巣籠」 

・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で

きるようにする。 

・我が国の音楽の特徴をその背

景となる文化・歴史と関連付

けて聞くことができるよう

にする。 

・音楽を形づくっている要素（音色、速度、

旋律）の働きを知覚させ、それらの働きが

生み出す特質や雰囲気を感受させる。 

・解釈したり、価値を考えたりして、音楽の

よさや美しさを味わわせ、言葉で説明させ

る。 

 

音色 旋律 テクスチュア 形式 

間 序破急 

関 

箏と尺八の音色や奏法、日本の音楽の特徴に関心

をもち、鑑賞する学習に主体的に取組もうとして

いる。 

・和楽器の音楽を含めた我が国の音

楽を感じ取って聴くこと。 

（鑑賞５、６年） 

観察・ワークシート 

鑑 

箏と尺八の音色や奏法、旋律から生み出される曲

想を感じ取り、言葉で説明するなどして、音楽の

よさや美しさを味わって聴いている。 

演奏発表 

１ 箏の基礎的な奏法を身に

付けよう 

＜３時間＞ 

 

「さくらさくら」 

箏の特徴を捉え、基礎的な奏法

を身に付けて演奏できるよう

にする。 

・箏の音色や奏法の特徴を感受させる。 

・箏の基礎的な奏法を身に付けさせる。 

 

音色 速度 旋律 

関 
箏の基礎的な奏法に関心をもち、表現を工夫して

演奏する学習に主体的に取組もうとしている。 

・楽器の特徴を生かし 

て旋律楽器を演奏すること。 

（器楽５、６年） 

観察・ワークシート 

工 

箏の様々な奏法による雰囲気の違いを感じ取り、

表現を工夫している。 

ワークシート 

批評文 

定期考査 

技 
箏を演奏するために必要な基礎的な奏法を身に

付けて演奏している。 

観察 

ワークシート 



 
２ 日本の民謡のよさを味わ

おう 

＜４時間＞ 

 

「江戸木遣り歌」 

「ソーラン節」 

「江差追分」 

「小諸馬子唄」 

「五木の子守歌」 

「谷茶前」 

 

・日本の民謡の特徴と音楽の多

様性に関心をもち、音色、リ

ズム、旋律、テクスチュア、

形式を知覚し、それらの働き

が生み 出す特質や雰囲気を

感受しながら、主体的に民謡

を歌ったり鑑賞したりする。 

・音楽を形づくっている要素や

構造と曲想との関わりを感

じ取ったり、民謡の特徴から

音楽の多様性を感じ取った

りして鑑賞できるようにす

る。 

・音色、リズム、旋律、テクスチュア、形式

を知覚し、それらの働きが生み 出す特質

や雰囲気を感受させる。 

・音楽を形づくっている要素や構造と曲想と

の関わり、民謡の特徴から音楽の多様性を

感じ取らせる。 

 

音色 リズム 旋律 テクスチュア 形式 

関 

①音楽の特徴とその背景となる文化・歴史との関

連に関心をもち、鑑賞する学習に主体的に取り組

もうとしている。 

②発声、言葉の特性に関心をもち、それらを生か

して歌う学習に主体的に取り組もうとしている。 

③音楽の特徴とその背景となる文化・歴史との関

連に関心をもち、鑑賞する学習に主体的に取り組

もうとしている。 

音楽を形づくっている要素の関わ

り合いを感じ取り、楽曲の構造を理

解して聴くこと。 

（鑑賞５、６年） 

観察・ワークシート 

工 

①音楽の特徴を知覚し、それらの働きが生み出す

特質や雰囲気を感受している。 

②知覚・感受しながら、曲種に応じた発声により、

言葉の特性を生かした音楽表現を工夫し、どのよ

うに歌うかについて思いや意図をもっている。 

ワークシート 

定期考査 

技 

曲種に応じた発声により、言葉の特性を生かした

音楽表現をするために必要な技能を身に付けて

歌っている。 

演奏発表 

定期考査 

鑑 

音楽の特徴を知覚し、それらの働きが生み出す特

質や雰囲気を感受しながら、音楽の特徴をその背

景となる文化・歴史と関連付けて、解釈したり価

値を考えたりし、鑑賞している。 

ワークシート 

批評文 

定期考査 

３ 感謝の気持ちを合唱で届

けよう 

＜３時間＞ 

 

卒業式歌 

君が代 

・歌詞の内容や曲想を感じ取

り、表現したい思いや意図を

もって歌うことができるよ

うにする。 

・声部の役割や全体の響きを感

じ取り、表現を工夫しながら

合わせて歌うことができる

ようにする。 

・歌詞の内容や曲想を感じ取りながら思いや

意図をもって歌わせる。 

・声部の役割を知覚させ、全体の響きを感じ

取りながら歌わせる。 

 

音色 速度 旋律 テクスチュア  

強弱 構成 

関 

①歌詞の内容や曲想②発声や言葉の特性③声部

の役割や全体の響きに関心をもち、表現を工夫し

て主体的に歌う学習に取組もうとしている。 

・歌詞の内容、曲想を生かした表現

の工夫し、思いや意図をもって歌

うこと。 

・各声部の歌声や全体の響き、伴奏

を聞いて、声を合わせて歌うこ

と。 

（歌唱５、６年） 

観察・ワークシート 

工 

①歌詞の内容や曲想②発声や言葉の特性③声部

の役割や全体の響きを知覚・感受しながら、思い

や意図をもって表現の工夫をしている。 

ワークシート 

技 
混声三部合唱をするために必要な表現の技能を

身に付けて歌っている。 

演奏発表 

 


