
◆ 音 楽

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針

平成 20 年１月の中央教育審議会の答申においては、小学校、中学校及び高等学校を通じる
音楽科の改善の基本方針について、次のように示されている。

（１）改善の基本方針
○ 音楽科、芸術科（音楽）については、その課題を踏まえ、音楽のよさや楽しさを感じると
ともに、思いや意図をもって表現したり味わって聴いたりする力を育成すること、音楽と生
活とのかかわりに関心をもって、生涯にわたり音楽文化に親しむ態度をはぐくむことなどを
重視する。

○ このため、子どもの発達の段階に応じて、各学校段階の内容の連続性に配慮し、歌唱、器
楽、創作、鑑賞ごとに指導内容を示すとともに、小・中学校においては、音楽に関する用語
や記号を音楽活動と関連付けながら理解することなど表現と鑑賞の活動の支えとなる指導内
容を〔共通事項〕として示し、音や音楽を知覚し、そのよさや特質を感じ取り、思考・判断
する力の育成を一層重視する。

○ 創作活動は、音楽をつくる楽しさを体験させる観点から、小学校では「音楽づくり」、中・
高等学校では「創作」として示すようにする。また、鑑賞活動は、音楽の面白さやよさ、美
しさを感じ取ることができるようにするとともに、根拠をもって自分なりに批評することの
できるような力の育成を図るようにする。

○ 国際社会に生きる日本人としての自覚の育成が求められる中、我が国や郷土の伝統音楽に
対する理解を基盤として、我が国の音楽文化に愛着をもつとともに他国の音楽文化を尊重す
る態度等を養う観点から、学校や学年の段階に応じ、我が国や郷土の伝統音楽の指導が一層
充実して行われるようにする。
これらの改善の基本方針の下、小学校音楽科の改善の具体的事項について、次のように示

されている。
（２）改善の具体的事項

音楽のよさを感じ取り、思いや意図をもって表現したり音楽全体を味わって鑑賞したりする
力の育成や、音楽文化を理解し、豊かな情操を養うことを重視し、次のような改善を図る。

(ｱ) 表現領域（「歌唱」、「器楽」、「音楽づくり」の三分野）、鑑賞領域及び〔共通事項〕で内容
を構成する。〔共通事項〕については、例えば、音楽を特徴付けている要素や音楽の仕組みを
聴き取り、それらの働きによって生み出される音楽的な面白さやよさを感じ取ること、音楽
に関する用語や記号などを音楽活動と関連付けながら理解することなどを具体的に示す。

(ｲ) 「音楽づくり」については、生活の中にある音に耳を傾けたり様々な音を探したり音をつ
くったりして音の面白さに気付くとともに、音を音楽へと構成する音楽の要素や音楽の面白
さに触れるようにする。

(ｳ) 鑑賞領域においては、音楽を特徴付けている要素や音楽の仕組みを聴き取る力を育て、そ
れによって音楽の面白さやよさ、美しさを感じ取ることができるようにする。さらに、鑑賞
領域と表現領域の指導内容との関連が明確になるようにする。

(ｴ) 唱歌や民謡、郷土に伝わるうたについて、さらに取り上げられるようにするとともに、歌
唱共通教材の扱いについて充実を図る。鑑賞教材の選択の観点については、現行で高学年で
位置付けられている我が国の音楽について中学年でも取り扱うなどの改善を図る。

(ｵ) 斉唱や簡単な合唱・合奏など全員で一つの音楽をつくっていく体験を通して、協同する喜
びを感じたりする指導を重視する。音楽学習が児童の生活とのかかわりのあるものとなるよ
うに、児童が身の回りの音に親しむようにし、児童の生活の中でよく耳にする音や音楽との
かかわりを大切にした指導内容を示す。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善

① 現行学習指導要領と同じ目標である。これまでの理念を引き継いだものである。変わら
なかったことに重みがある。目標は同じだが、内容は、現行のものが整理されて示されて
いる。整理されたものの意味を十分に踏まえたい。

（２）内容の改善
① 表現領域を、歌唱、器楽、音楽づくりの３分野ごとに示し、各分野の内容を明確にした。
② 〔共通事項〕を新設し、表現活動及び鑑賞活動において共通に必要となる指導内容を示した。
③ 歌唱教材について、必ず指導する曲数を増加した。
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④ 音楽づくりを通して音の面白さに気付いたり、音楽づくりの様々な発想をもったりする
ことを重視した。

⑤ 鑑賞では、和楽器を含めた我が国の音楽の指導を充実を図った。
（３）言語活動の充実

① 鑑賞において、言葉で表す活動を追加している。
＊言葉などで表すことによって、楽曲や演奏の楽しさに気が付いたり、楽曲の特徴や演奏
のよさに気が付いたり理解したりする能力が高まるように改善を図った。
…言葉で表現することで概念化が図られる。

＊言語活動は目的でなく手段であることに留意する。

３ 具体的な改善事項（別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度から平成２２年度までの第１学年から第６学年までの音楽の指導に当たって
は、現行小学校学習指導要領第２章第６節の規定にかかわらず、その全部又は一部について
新小学校学習指導要領第２章第６節の規定によることができる。ただし、平成２１年度及び
平成２２年度の第１学年から第６学年までの音楽の指導に当たっては、現行小学校学習指導
要領第２章第６節第２の〔第１学年及び第２学年〕、〔第３学年及び第４学年〕及び〔第５学
年及び第６学年〕それぞれの２Ａ(5)アの規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第２章第
６節第２の〔第１学年及び第２学年〕、〔第３学年及び第４学年〕及び〔第５学年及び第６学
年〕それぞれの２Ａ(4)アの規定によるものとする。

２ 移行措置の解説
（１）移行措置の内容
・音楽科は、学校の判断により、平成２１年度より新学習指導要領によることも可能とする。
ただし、共通教材の扱いは、平成２１年度より新学習指導要領によるものとする。

（２）学習指導上の留意事項
・１～４学年…４曲中すべて扱う（現行では４曲中３曲）
・５・６学年…４曲中３曲を含めて扱う（現行では４曲中２曲）
１年：うみ、かたつむり、日のまる、ひらいたひらいた
２年：かくれんぼ、春がきた、虫のこえ、夕やけこやけ
３年：うさぎ、茶つみ、春の小川、ふじ山
４年：さくらさくら、とんび、まきばの朝、もみじ
５年：こいのぼり、子もり歌、スキーの歌、冬げしき
６年：越天楽今様、おぼろ月夜、ふるさと、われは海の子

３ 移行期間中の指導計画
（１）指導計画の作成

① 特定の学習活動に偏ることなく、表現（歌唱、器楽、音楽づくり）及び鑑賞の各学習活
動を適切に位置付ける。

② 〔共通事項〕の指導に際しては、単にその名称や意味を知ることだけでなく、表現及び
鑑賞の各活動の中に位置付けることによって、指導の関連を図るようにする。また、〔共通
事項〕のイで示されている用語は、６年間を通した継続的な指導計画に沿って学習を進め
る中で、徐々に身に付けていくようにするとされていることに留意する。

③ 「鑑賞」において、現行で５・６学年に位置付いていた我が国の音楽に関する内容が、
３・４学年からの内容として示されていることに留意する。

（２）授業時数
現行と増減無し

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年
現 行 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０
平成２１年度 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０
平成２２年度 ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０

平成２３年度（完全実施） ６８ ７０ ６０ ６０ ５０ ５０
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（別紙）
３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点・強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針 解説 p5
（２） 音楽のよさを感じ取り、思いや意図をもっ

て表現したり音楽全体を味わって鑑賞したり
する力の育成や、音楽文化を理解し、豊かな
情操を養うことを重視し、次のような改善を
図る。

２ 具体的改善事項
（ア）内容構成の改善、〔共通事項〕の新設
（イ）音楽づくりの内容を改善
（ウ）鑑賞領域の充実
（エ）我が国の音楽や歌唱共通教材の指導を充実
（オ）全員の音楽をつくっていく体験や生活との

かかわりを重視

Ⅱ 目標及び内容
１ 今回の改訂の主な特徴
（１）目標は現行を踏襲
（２）内容構成の改善
（３）〔共通事項〕の新設
（４）歌唱共通教材で必ず指導する曲数を増加
（５）音楽づくりの内容を改善
（６）我が国の音楽の指導を充実
（７）鑑賞において、言葉で表す活動を追加

２ 具体的な改善の内容
（１）目標
・音楽科の目標
＊現行と同じだが、その意味を再確認したい。

音楽科の目標

表現及び鑑賞の活動を通して、音楽を愛好す
る心情と音楽に対する感性を育てるとともに、
音楽活動の基礎的な能力を培い、豊かな情操を
養う。

＜新学習指導要領を読み解く際の、基本的な考え方＞
音楽科の目標は現行学習指導要領のものがそのまま踏

襲された。つまり、基本理念に変化はない。

新学習指導要領の音楽は、現行の内容を整理したもの

であることを前提に、その実践課題をとらえていく必要

がある。
・強調されていることは何か。
・これまでのとらえはよいか。 など…

◇「思いや意図をもって…」 p46 p49

「思いや意図をもって歌う（演奏する）」とは、表現
に対する自分の明確な考えや願い、意図をもってうたう
（演奏する）ということを意味している。ここには，児
童が自ら考え，試行錯誤し，主体的に歌唱活動（器楽の
活動）に取り組んで欲しいという願いが込められている。

◇心情・感性・能力 →感動体験のみではない。
→知識・技能の習得のみではない。

p、7
教科の目標では、「音楽を愛好する心情」、「音楽に対す

る感性」、「音楽活動の基礎的な能力」という心情、感性、

能力の三つは密接な関係にあるため、音楽教育のすべての

過程において、常に児童の情意面と能力面とをかかわらせ

ながら指導に当たる重要性を述べている。また、心情、感

性、能力を互いに関連させ合いながら育成することよって

「豊かな情操を養う」ことが実現するのである。

◇「音楽活動の基礎的な能力」p11
↓

「音楽活動の基礎的な能力」とは、生涯にわたり児童が

楽しく音楽とかかわっていくことができるよう、小学校

の段階ではぐくんでおきたい表現及び鑑賞の活動に必要

となる音楽的な能力のことを意味している。具体的には、

児童が感じたことや心に描いたことを、自らの声や楽器

あるいは自らつくった音楽を通して表現することや、音

楽のよさや面白さ、美しさを感じ取りながら、想像力を

働かせて聴くことができる能力のことを指している。

◇「表現及び鑑賞の活動を通して」→なす事によって学ぶ。

p10

「活動を通して」とは、指導しようとする内容を単なる
知識として理解させようとしたり、技能の機械的な訓練
のみを行ったりすることではなく、児童が思いや意図を
もって音楽を表現したり、想像力を働かせながら音楽を
聴いたりするなど、児童一人一人が感性を豊かに働かせ
ながら主体的に活動に取り組む態度を大事にし、楽しい
音楽活動を展開していくことの重要性を述べたものであ
る。

参考 「中学校指導要領解説 音楽編」の記
述より

「音楽活動の基礎的な能力」中解説 p11
↓

生涯にわたって楽しく豊かな音楽活動ができ

るための基になる能力を意味している。

① 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
すること。

② ①と結び付いた知識や技能
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学習指導要領解説 音楽編の表記について

「○○」とは、・・・ →文言の定義など
○○○など、・・・ →例示
指導に当たっては、・・・

→指導上の留意点や指導例など



・各学年の目標

① 低、中、高学年ごとに右のような３点
で示されている。

② 以下の記述を削除

（２）内容構成の改善
・表現領域を「歌唱」「器楽」「音楽づくり」の
３分野に整理した。

・ 「歌唱」について

（1） 歌唱の活動を通して、次の事項を指導する
ア 聴唱・視唱すること
イ 音楽を感じ取って歌唱の表現を工夫する

こと
ウ 楽曲に合った表現をすること
エ 声を合わせて歌うこと

・ 「器楽」について

（2） 器楽の活動を通して、次の事項を指導する
ア 聴奏・視奏すること
イ 音楽を感じ取って器楽の表現を工夫する

こと
ウ 楽曲に合った表現をすること
エ 音を合わせて歌うこと

◇下記のように整理して示された。

新学習指導要領 現行学習指導要領
（1）歌唱 （1）聴賞・聴奏・視唱・視奏
（2）器楽 （2）音楽的な感受や表現の工夫
（3）音楽づくり （3）歌声の出し方や楽器の演奏の仕方

（4）音楽をつくって表現する内容

＊ 現行の（2）の内容は、新学習指導要領の （1）歌唱、
（2）器楽、（3）音楽づくり、それぞれの内容の中に含ん
で整理されている。

◇各学年目標の観点
（1） 音楽活動に対する興味・関心、意欲を高め、音

楽を生活に生かそうとする態度、習慣を育てること。
（2） 基礎的な表現の能力を育てること。
（3） 基礎的な鑑賞の能力を育てること。 p13

＜第 1学年及び第 2学年の記述より＞ p24
基礎的な表現の能力とは、歌唱、器楽、音楽づくりの活動を

通してはぐくまれるものであり、聴唱や聴奏の能力、音楽を形
づくっている要素に対する感受性と思いをもった表現、そして
それらに支えられた表現の技能などを指している。

基礎的な鑑賞の能力とは、音楽を聴いて、音楽を形づくって
いる要素のかかわり合いや、それによって醸し出される楽曲の
気分を感じ取る能力のことである。

・第３学年及び第４学年の記述は p43 を参照
・第５学年及び第６学年の記述は p62 を参照

◇現行学習指導要領の考え方を否定するものではない。

→取扱いの幅を広げたもの。

「記述を変えた理由」

・〔共通事項〕で示すこととしたから。

＊但し、旋律が低学年から位置付くなど、発達段階ご

との位置付けは若干違っている。

・リズム、旋律等は、その学年のみの指導内容ではな

いから。

◇「歌唱」の内容について

ア 音楽を聴いたり楽譜を見たりして歌うことに関する内容

イ 音楽的な感受・表現の工夫に関する内容

ウ 一人で歌う歌い方（発音や発声など）の工夫

（自分にあった歌い方を求めていく）

エ みんなで歌う歌い方（全体の響きなど）の工夫

（現行の低学年のウと同じ内容。新学習指導要領で

は、中・高学年でも位置付ける）

＊ これまでも大切にされてきたことを改めて位置付けた。

低学年 …「思いをもって歌うこと」
→ぼんやりと概括的にもっているもの

中・高学年…「思いや意図をもって歌うこと」
→明確な自分の考えや願い

「自然で無理のない発声」
・曲想に自然で、体（声帯）に無理のない発声

◇「器楽」の内容について
ア 音楽を聴いたり楽譜を見たりして演奏することに関する内容
イ 音楽的な感受・表現の工夫に関する内容
ウ 一人で楽器を演奏する時の工夫
例）高学年 p69

・楽器の特徴を生かして、旋律楽器及び打楽器を演奏すること。

エ みんなで楽器を演奏する時の工夫
例）高学年 p70

・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

演奏すること。

＜参考＞ 上記ウとエの違い
○ ウ
低 自分の歌声及び発音に気を付けて歌うこと。
p27
中 呼吸及び発音の仕方に気を付けて、自然で無
p46 理のない歌い方で歌うこと。
高 呼吸及び発音の仕方を工夫して、自然で無理
p66 のない、響きのある歌い方で歌うこと。

○ エ
低 互いの歌声や伴奏を聴いて、声を合わせて歌
p28 うこと。
中 互いの歌声や副次的な旋律、伴奏を聴いて、
p47 声を合わせて歌うこと。
高 各声部の歌声や全体の響き、伴奏を聴いて、
p67 声を合わせて歌うこと。
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＜現行の記述＞
・低学年 リズムに重点を置いた活動
・中学年 旋律に重点を置いた活動
・高学年 音の重なりや和声の響きにに重点を

置いた活動



・「音楽づくり」について

（3） 音楽づくりの活動を通して、次の事項を指導する。
＝ア＝

（低学年） 声や身の回りの音の面白さに気付いて
音遊びをすること。

（中学年） いろいろな音の響きやその組合せを楽
しみ、様々な発想をもって即興的に表現
すること。

（高学年） いろいろな音楽表現を生かし、様々な
発想をもって即興的に表現すること。

＝イ＝
（低学年） 音を音楽にしていくことを楽しみなが

ら、音楽の仕組みを生かし、思いをもっ
て簡単な音楽をつくること。

（中学年） 音を音楽に構成する過程を大切にしな
がら、音楽の仕組みを生かし、思いや意
図をもって音楽をつくること。

（高学年） 音を音楽に構成する過程を大切にしな
がら、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。

自分の新しい考え

無から新しいものを生み出すことではない。何の指導も

なく、「自由につくりなさい」は、発想を生かす指導に

はならない。

・「鑑賞」について

（1） 鑑賞の活動を通して、次の事項を指導する。
ア 楽曲全体にわたり感じ取ること
イ 楽曲の構造を理解して聴くこと
ウ 楽曲の特徴や演奏のよさを理解すること

（３）〔共通事項〕の新設

・表現及び鑑賞の能力を育成する上で共通に
必要となる〔共通事項〕を新設

ア 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及
び(ｲ)を聴き取り、それらの働きが生み出す
よさや面白さ、美しさを感じ取ること。

(ｱ)の「音楽を特徴付けている要素」とは、

低学年では、音色、リズム、速度、旋律、強弱、

拍の流れやフレーズ

中学年では、低学年で示したものに加え、音の重

なり、音階や調

高学年では、中学年までに示したものに加え、和

声の響きを示している。

◇「音楽づくり」の内容について
・現行との違いに留意→つくることを通して身に付ける
現行 音楽をつくって表現できるようにする。
新 音楽づくりの活動を通して、次の事項を指導する。

ア ・音遊びや即興表現を重視。
イ ・「音楽の仕組み」を手がかりとして、音を音楽へ

と構成することを重視。

＊ 現行の「つくって表現」には、既存の作品を表現す
る活動も含んでいたが、新学習指導要領では、歌唱及
び表現の活動において指導することとされている。

＊ 音楽づくりで扱う様式は、西洋様式に限らない。

・低学年の「音遊び」 p33
友達とかかわりながら、音楽的な約束事を決めて、それに基

づいて楽しく活動し、音で表現していくもの。音楽的な約束事
とは、あらかじめ音の素材や音楽を特徴付けている要素などを
あらかじめ決めておき、活動に取り組みやすくするものである。
・中・高学年の「様々な発想をもって」 p52 p72
ここでいう「発想」とは、「これらの音をこうしたら音楽に

なるかな」といった自分の新しい考えをもつことである。

・中学年、高学年の「即興的に表現する」p52 p72
あらかじめ楽譜などに示されているとおり表現するのではな

く、その場で直感的に選択したり判断したりして表現すること。

・低学年の「音を音楽にしていく」 p33
音楽の仕組みを手がかりとして、それぞれの音を関連付けて

楽しみながら一つのまとまりを形づくるようにしていくこと。
・高学年の「音を音楽に構成する」 p53 （p72）
音楽の仕組みを手がかりとして、いくつかの音を関連付けて

まとまりのあるものにしていくこと。

◇「鑑賞」の内容について
ア ・全体を聴き味わうのが鑑賞。

→部分を聴くのは感受

（差異を明確にするため今回新たに定義した）

イ ・音楽を特徴付けている要素と音楽の仕組みとのか
かわり合いに気を付けて聴く。

ウ ・言語活動との関連のある項目。
→言語活動が目的ではない。

→言語化することで概念化が図られる。

低学年 教師が「楽曲のどこからそのように感じたのか」などと

問いかけることにより、想像したことや感じ取ったこと

を言葉にしていく。 p37
中学年 児童が音楽を聴いて心の中に描いた様々な情景や様子、

気持ちなど想像したことや感じ取ったことを、言葉や体

の動き、絵、音で表すなどして教師や友達などに伝えよ

うとすることは、友達の感じ方に気付いたり、自分の感

じ方を広げたりすることにもつながるものである。p57
高学年 ア、イの事項を通して聴き取ったことや感じ取ったことを、

音楽を形づくっている要素にかかわること、曲想にかかわる

ことなどに分けて整理する活動、自分の好きな楽曲のよさを

紹介文にする活動などが考えられる。また、曲想とその変化

などの特徴、音楽を形づくっている要素のかかわり合いから

感じ取ったことを、体の動き、絵、造形、音などで表すなど

して教師や友達と意見を交換する活動は、楽曲の特徴や演奏

のよさを理解することにつながる。 p77

◇〔共通事項〕について
・〔共通事項〕それのみを扱うのでなく、表現及び鑑賞の
各活動の中で扱う。音楽活動を通して、用語の必要性
を感じられるような指導が大切である。

・〔共通事項〕で示した内容は、現行で示したものを整理
充実もの。（分かりやすく示した）

・６年間で扱うもの。（どの学年でどれというようには示
されていない。）

・音楽を形づくっている要素
↓

(ｱ)の「音楽を特徴付けている要素」＋(ｲ)の「音楽の仕組み」
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(ｲ)の「音楽の仕組み」とは、

低学年では、反復、問いと答え

中学年では、低学年で示したものに加え、変化

高学年では、中学年までに示したものに加え、音

楽の縦と横の関係

イ 音符、休符、記号や音楽にかかわる用語に
ついて、音楽活動を通して理解すること。

（４）歌唱共通教材で必ず指導する曲数を増加

（５）音楽づくりの内容を改善 ＊（２）内容構成の改善の中で説明

（６）我が国の音楽の指導を充実

（７）鑑賞において、言葉で表す活動を追加 ＊（２）内容構成の改善の中で説明

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

第４章 ２ 内容の取扱いと指導上の留意点
（1） 各学年の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導

に当たっては、音楽との一体感を味わい、想
像力を働かせて音楽とかかわることができる
よう、指導のねらいに即して体を動かす活動
を取り入れること。

（3）の説明について
ア 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。

ウ 変声以前から自分の声の特徴に関心をもた
せるとともに、変声期の児童に対して適切に
配慮すること。

Ⅳ 移行期間中の留意事項

① 特定の学習活動に偏ることなく、表現（歌唱、
器楽、音楽づくり）及び鑑賞の各学習活動を
適切に位置付ける。

② 〔共通事項〕の指導に際しては、単にその名
称や意味を知ることだけでなく、表現及び鑑
賞の各活動の中に位置付けることによって、
指導の関連を図るようにする。また、〔共通事
項〕のイで示されている用語は、６年間を通
した継続的な指導計画に沿って学習を進める
中で、徐々に身に付けていくようにするとさ
れていることに留意する。

③ 「鑑賞」において、現行で第５・６学年に位
置付いていた我が国の音楽に関する内容が、
第３・４学年からの内容として示されている
ことに留意する。

◇歌唱共通教材にについて
・１～４学年…４曲中すべて扱う

（現行では４曲中３曲）
・５・６学年…４曲中３曲を含めて扱う

（現行では４曲中２曲）
→ 改正教育基本法等を踏まえたもの
→ 日本のよき音楽文化を世代をこえて歌い継ぐため

◇鑑賞教材の選択の観点について
・これまで高学年で位置付けていた我が国の音楽を中
学年に新たに位置付けている。

◇体を動かす活動を取り入れること。 p86
↓

・身体表現と言われてきたものを言い表したもの。
・体を動かすこと自体をねらいとすることなく、音楽を
感じ取る趣旨を踏まえた体験活動であることに留意す
る。

◇移動ド唱法について p87～
・適宜～ →適宜という表現は、適切に用いることを示

している。（やらなくていいということでは
ない）

＊現行では、「移動ド唱法を原則とすること。」と示し
ている。

共通教材一覧
１年：うみ、かたつむり、日のまる、ひらいたひらいた

２年：かくれんぼ、春がきた、虫のこえ、夕やけこやけ

３年：うさぎ、茶つみ、春の小川、ふじ山

４年：さくらさくら、とんび、まきばの朝、もみじ

５年：こいのぼり、子もり歌、スキーの歌、冬げしき

６年：越天楽今様、おぼろ月夜、ふるさと、われは海の子

◇①について

・表現（歌唱、器楽、音楽づくり）及び鑑賞の関連を図

ることに留意したい。

◇ウについて

学年が進むと、身体の成長に伴い、小学校においても変声期に入

る児童がいる。そのため、変声期以前から、変声は成長の証である

こと、その時期や変化には個人差があることを指導し、児童が安心

して歌えるように配慮しながら歌唱指導を進めていくことが大切で

ある。

具体的には、変声期中に、変声期以前に身に付けた歌い方を意識

しながら声帯に無理のない歌い方で歌うようにしたり、変声が落ち

着く頃から児童に合った音域で歌うようにしたりするなど、児童の

実態に応じて、指導を工夫するようにする。 p88、p89

◇「音楽の仕組み」について
・反復、問いと答え p40

→模倣による表現、ロンド形式など
例： ○○さん はーい

・変化 p60
→意図的につくられた変化
例：形式（A.A`）、フレーズが繰り返される時などの使
用楽器の変化

・音楽の縦と横の関係 p79
→音の重なり方を縦、音楽における時間的な流れを横
例：和音は縦、和声進行は横
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