
◆ 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、中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

多様な音や音楽を感じ取り、創意工夫して表現したり味わって鑑賞したりする力の育成や、

音楽文化についての理解を深め、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」、「創作」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、音楽を形づくっている様々な要素を知覚し、それら

の働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること、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) 「創作」については、生徒が、音のつながり方を試しながら短い旋律をつくったり、音素材

を選びまとまりを工夫して音楽をつくったりするなど、音を音楽へと構成していく体験を重

視するようにする。

(ｳ) 鑑賞領域においては、音楽に関する言葉などを用いながら、音楽に対して、生徒が、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を育成するようにする。

(ｴ) 我が国の伝統文化に関する学習を充実する観点から、和楽器については、簡単な曲の表現

を通して、伝統音楽のよさを一層味わうことができるようにするとともに、我が国の伝統的

な歌唱の指導も重視するようにする。また、我が国の音楽文化に親しみ一層の愛着をもつ観

点から、我が国の自然や四季、文化、日本語のもつ美しさなどを味わうことのできる歌曲を

更に取り上げるようにする。

(ｵ) 合唱や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、表現したいイメージを伝

え合ったり、協同する喜びを感じたりする指導を重視する。学習全体を通じて、音楽文化の

多様性を理解する力の育成を図るとともに、音環境への関心を高めたり、音や音楽が生活に

果たす役割を考えたりするなど、音楽と生活や社会とのかかわりを実感できるように指導す

るようにする。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

「音楽文化についての理解を深め」を教科の目標に付加した。
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（２）内容の改善

① 表現領域を、歌唱、器楽、創作の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、共通教材７曲を示し、各学年ごとに１曲以上取り扱うこととした。

④ 我が国の伝統的な歌唱を重視した。

⑤ 和楽器を取り扱う趣旨を明確にした。

⑥ 創作指導の内容を焦点化・明確化した。

⑦ 鑑賞領域の改善を図った。

（３）言語活動の充実

① 鑑賞において、言葉で説明する、根拠をもって批評するなどの活動を含めている。

＊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 23年度までの第１学年から第３学年までの音楽の指導に当たっては、
現行中学校学習指導要領第２章第５節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新中

学校学習指導要領第２章第５節の規定によることができる。ただし、現行中学校学習指導要

領第２章第５節第２の〔第１学年〕及び〔第２学年及び第３学年〕のそれぞれの２Ａ(2)イの
規定にかかわらず、新中学校学習指導要領第２章第５節第２の〔第１学年〕及び〔第２学年

及び第３学年〕のそれぞれの２Ａ(4)イ(ｱ)及び第３の２(1)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

・我が国のよき音楽文化を世代を越えて受け継がれるようにする観点から、「赤とんぼ」、「荒

城の月」、「早春賦」、「夏の思い出」、「花」、「花の街」、「浜辺の歌」を歌唱共通教材として

示し、各学年ごとに１曲以上を含めることとした。

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、創作）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。

（２）授業時数

現行と増減無し

第１学年 第２学年 第３学年

現 行 ４５ ３５ ３５

平成２１年度 ４５ ３５ ３５

平成２２年度 ４５ ３５ ３５

平成２３年度 ４５ ３５ ３５

平成２４年度（完全実施） ４５ ３５ ３５
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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） 多様な音や音楽を感じ取り、創意工夫して

表現したり味わって鑑賞したりする力の育成
や、音楽文化についての理解を深め、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 p5
（ア）内容構成の改善、〔共通事項〕の新設
（イ）創作の内容を改善
（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 p7
（１）目標の改善
（２）内容構成の改善
（３）歌唱共通教材の提示
（４）我が国の伝統的な歌唱の充実
（５）和楽器を取り扱う趣旨の明確化
（６）創作指導の内容の焦点化・明確化
（７）鑑賞領域の改善
（８）〔共通事項〕の新設

２ 具体的な改善の内容

（１）目標の改善

・音楽科の目標 p10

音楽科の目標

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。

＜新学習指導要領を読み解く際の、基本的な考え方＞

基本理念に変化はない。
新学習指導要領の音楽は、現行学習指導要領の内容を

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…

◇「創意工夫して表現したり味わって鑑賞したり…」

「創意工夫して表現する能力」とは、音や音楽に対す

るイメージを膨らませ自分なりの意図をもち試行錯誤

して表現する能力である。例えば、ある音や音楽に対

して、自分の思いや意図に合う音色やフレーズで表現

できるように試したり、発声や奏法などを工夫したり

してよりよい表現を目指していく。自分なりのイメー

ジや表現意図を表すための技能を身に付けていくこと

と、創意工夫して表現することとを一体的に育ててい

くことが大切である。 p30

◇「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して」 p10
この目標は、表現及び鑑賞の幅広い活動を通して学習

が行われることを前提とし、～

音楽活動と切り離された形で知識の習得を図ったり、技能
の習得に力点を置きすぎた指導を行ったりすることがないよ
うにする。

◇「音楽活動の基礎的な能力」 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

◇ 「音楽文化についての理解を深め」を付加

（略）音楽文化の理解を深めることは、本来、音楽科

の重要なねらいであり、今回の改訂では、目標の中にそ

れを規定することにより、音楽科としての性格を一層明

確にした。

したがって、楽曲や曲種についての知識の量を増やす

といったことだけではなく、様々な音楽がもつ固有の価

値を尊重し、その多様性を理解できるようにするととも

に、音や音楽によって、人は自己の心情をどのように表

現してきたか、人と人とがどのように感情を伝え合い、

共有し合ってきたかなどについて、生徒が実感できるよ

うに指導することが大切である。 ｐ 12
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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



・学年の目標
① 下記のような３点で示されている。

◇各学年目標の観点 p13
（1）音楽活動に対する興味・関心、意欲、生

活とのかかわりなどの情意面に関する目標
（2）表現に関する目標
（3）鑑賞に関する目標

・小学校と形式をそろえ、整理することで、９年
間のつながりを分かりやすくした。

・表現（歌唱、器楽、創作）の各分野の内容を分
かりやすく示した。

・音楽的な感受について

（２）内容構成の改善 p16

・歌唱について

「歌詞の内容や曲想を感じ取り、表現を工夫して
歌うこと」

①感じ取る対象（＝「歌詞の内容や曲想」
②思考・判断（＝「表現を工夫して」）
③歌唱による表現（＝「歌うこと」）

上記、三つの視点で構成されている。

（３）歌唱共通教材の提示 p72

我が国のよき音楽文化を世代を越えて受け継が
れるようにする観点から、「赤とんぼ」、「荒城の月」、
「早春賦」、「夏の思い出」、「花」、「花の街」、「浜
辺の歌」を歌唱共通教材として示し、各学年ごと
に１曲以上を含めることとした。

左記の①～③視点による構成の仕方は、器楽、創作、

鑑賞の各事項でも同様である。

解説編Ｐ７２に共通教材曲ごとの説明が、「指導の一例」
(下記参照）として示されている。あくまでも一例であり、
記述のとおり指導しなけれならないということではない。

音楽的な感受とは、音楽の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する

ことである。

・特質や雰囲気については、別項〔共通事項〕を参照

◇ 曲想を感じ取る ｐ３２
「曲想」とは、その音楽固有の表情や味わいなどのこ

とである。（中略）曲想を感じ取ることは、音楽を形づく

っている要素や構造の働きをとらえることが基になる。

◇ 表現を工夫して歌う ｐ３２
「表現を工夫して歌う」とは、表現したい思いや意図

をもち、要素の働かせ方を試行錯誤し、よりよい表現を

見いだして歌うことである。
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平成 20年度告示 平成 10年度告示

「Ａ表現」 「Ａ表現」

(1)歌唱に関する内容 ア、イ、ウ (1)ア、イ（＝歌唱に関する内容）
(2)器楽に関する内容 ア、イ、ウ ウ（＝器楽に関する内容）
(3)創作に関する内容 ア、イ エ（＝歌唱と器楽に関する内容）

オ、カ（＝創作に関する内容）
キ、ク（＝要素に関する内容）

(4)表現教材 ア、イ (２)表現教材 ア、イ

「B鑑賞」 「B鑑賞」

(1)鑑賞に関する内容 ア、イ、ウ (1)ア、イ（＝要素に関する内容）
ウ、エ（＝鑑賞に関する内容）

(2)鑑賞教材 (2)鑑賞教材

〔共通教材〕
(1)要素に関する内容 ア、イ

「赤とんぼ」は、日本情緒豊かな曲として、人々に愛
されて親しまれてきた楽曲である。例えば、拍子や速度
が生み出す雰囲気、旋律と言葉との関係などを感じ取り、
歌詞がもっている詩情を味わいながら日本語の美しい響
きを生かして表現を工夫することなどを指導することが
考えられる。

第１学年 第２学年及び第３学年

(1)音楽活動の楽しさを体験すること (1)音楽活動の楽しさを体験することを
を通して、音や音楽への興味・関心 通して、音や音楽への興味・関心を高
を養い、音楽によって生活を明るく め、音楽によって生活を明るく豊かな
する態度を育てる。 ものにし、生涯にわたって音楽に親し

んでいく態度を育てる。

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

(3)多様な音楽のよさや美しさを味わ (3)多様な音楽に対する理解を深め、幅
い、幅広く主体的に鑑賞する能力を 広く主体的に鑑賞する能力を高める。
育てる。
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（４）我が国の伝統的な歌唱の充実
p42

A表現 （４）
イ 歌唱教材には、次の観点から取り上げたも
のを含めること。

(ｱ) 略
(ｲ）民謡、長唄などの我が国の伝統的な歌唱の
うち、地域や学校、生徒の実態を考慮して、
伝統的な声の特徴を感じ取れるもの。

（５）和楽器を取り扱う趣旨の明確化
p75

（６）創作指導の内容の焦点化・明確化
ｐ３８，５９

A表現 （３）
創作の活動を通して、次の事項を指導する。
第 1学年
ア 言葉や音階などの特徴を感じ取り、表現を
工夫して簡単な旋律をつくること。

イ 表現したいイメージをもち、音素材の特徴
を感じ取り、反復、変化、対照などの構成を
工夫しながら音楽をつくること。

第２学年及び第３学年
ア 言葉や音階などの特徴を生かし、表現を工
夫して旋律をつくること。

イ 表現したいイメージをもち、音素材の特徴
を生かし、反復、変化、対照などの構成や全
体のまとまりを工夫しながら音楽をつくるこ
と。

◇ 我が国の伝統的な歌唱 p43
「我が国の伝統的な歌唱」とは、我が国の各地域で歌い

継がれている仕事歌や盆踊り歌などの民謡、歌舞伎にお

ける長唄、能楽における謡曲、文楽における義太夫節、

ながうた三味線や箏などの楽器を伴う地歌・箏曲など、

我が国や郷土の伝統音楽における歌唱を意味している。

＊仕事歌等は、あくまでも例示

◇ 教材選択の観点

・伝統的な歌唱を必ず取り上げるということ。

・「民謡、長唄など」はあくまでも例示。

・地域の素材を教材化したい。しかし、必ず地域の

素材を取り上げるということではない。

（実感的な理解、生活化を配慮したい。）

上記（イ）の解説より p43

指導に当たっては、例えば、伝統的な声の「音

色」や装飾的な節回しなどの「旋律」の特徴に焦

点を当てて比較して聴いてみたり実際に声を出し

てみたりして、これらの特徴を生徒一人一人が感

じ取り、伝統的な歌唱における声の特徴に興味・

関心をもつことができるように工夫することが大

切である。その際、視聴覚機器などを有効に活用

したり、地域の指導者や演奏家とのティーム・テ

ィーチングを行ったりすることも考えられる。

こうした学習活動を展開することにより、生徒

は、自分たちの生活に根ざした民謡のよさに気付

いたり、長唄などの我が国の伝統的な声のよさを

感じ取ったりすることができるとともに、我が国

の音楽文化に対する理解を深めることにつながっ

ていく。

◇ 留意したいこと

・要素や構成とかかわらせて学ぶ。

・体験しながら実感的に学ぶ。

・生活や文化との関連について理解を深める。

◇ 和楽器を用いる本来の意義について p75
生徒が我が国や郷土の伝統音楽のよさなどを味わい、

我が国の音楽文化を尊重する態度を養うことが、和楽器

を用いる本来の意義であり、そのために一層の指導の工

夫が求められる。

◇左記（４）（５）の関連事項

第４章 ２ （３）

我が国の伝統的な歌唱や和楽器の指導については、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

すること。 p76

◇創作の内容 例… 1学年 p38~39
ア 「言葉や音階などの特徴」を手掛かりにして、「旋律
をつくる」こと ↓
＜言葉の「手掛かり」の例＞
・感じ取った言葉の抑揚やアクセント
・感じ取った言葉のもつリズム

＊手掛かりを示し、内容を焦点化・明確化している。
現行
短い歌詞に節付けしたり、楽器のための簡単な旋
律をつくったりして声や楽器で表現すること。

イ 「音素材の特徴」を生かして、「反復、変化、対照」な
どの特徴を工夫してつくること。
＊具体的な例示により、内容を焦点化・明確化している。
現行
表現したいイメージや曲想をもち、様々な音素材
を用いて自由な発想による即興的な表現や創作をす
ること。

第４章 ２ （２）

生徒が我が国や郷土の伝統音楽のよさを味わ

うことができるように工夫することを示してい

る。生徒が実際に演奏する活動を通して、音色

や響き、奏法の特徴、表現力の豊かさや繊細さ

などを感じ取ることは、我が国や郷土の伝統音

楽のよさを味わうことにつながっていくと考え

られる。

和楽器を用いるに当たっては、常に学校や生

徒の実態に応じるとともに、可能な限り、郷土

の伝統音楽を取り入れることが肝要である。

参考 ｐ７７ 第４章 ２ (５)

創作の指導については、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。



中学校 音楽

（７）鑑賞領域の改善 ｐ２３，４４，６２
B鑑賞 （１）
第１学年
ア 音楽を形づくっている要素や構造と曲想との
かかわりを感じ取って聴き、言葉で説明するな
どして、音楽のよさや美しさを味わうこと。
①感じ取る対象
（＝「音楽を形づくっている要素や構造と曲想」）
②思考・判断（＝「言葉で説明するなどして」）
③鑑賞（＝「音楽のよさや美しさを味わうこと」）

イ 音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他
の芸術と関連付けて、鑑賞すること。

ウ 我が国や郷土の伝統音楽及びアジア地域の諸
民族の音楽の特徴から音楽の多様性を感じ取り、
鑑賞すること。

第２学年及び第３学年
ア 音楽を形づくっている要素や構造と曲想との
かかわりを理解して聴き、根拠をもって批評す
るなどして、音楽のよさや美しさを味わうこと。

イ 音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他
の芸術と関連付けて理解して、鑑賞すること。

ウ 我が国や郷土の伝統音楽及び諸外国の音楽の
特徴から音楽の多様性を理解して、鑑賞するこ
と。

（８）〔共通事項〕の新設
ｐ２４，４７，６６，６８

・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 音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、
強弱、形式、構成などの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するこ
と。

イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働き
を表す用語や記号などについて、音楽活動を
通して理解すること。

Ⅲ 指導計画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）ウ 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。

（７）ウ 音楽に関する知的財産権について、必
要に応じてふれるようにすること。

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、音創作）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。

◇〔共通事項〕について p68
・〔共通事項〕は、表現及び鑑賞の各活動と切り離されて
単独になされるものではないことに留意する。

・〔共通事項〕で示した内容は、現行で示したものを整理
充実したもの。

・各学年で同じをものを示しているが、第 2 学年及び第
・3学年では、学習の深化を図るように配慮する。

◇（１）のウについて p74
・現行と同じ趣旨である。

・適宜用いるとされており、すべての歌唱教材曲につ

いて階名唱をすることを求めているのではない。

（やらなくてよいということではない）

◇「言葉で説明する」
（第２学年及び３学年は、「根拠をもって批評する」）

～言葉で説明するとは、音楽を形づくっている要素や
構造などを理由としてあげながら音楽のよさや美しさ
などについて述べることである。～ p44

＊ 左記のアの記述の文末を見てわかるように、「言
葉で説明する」ことが目的ではない。
・言葉にすることで概念化が図られる。
・他者の感じ方や解釈を参考にして、より深く音楽
を鑑賞することにつながる。

◇「音楽のよさや美しさを味わう」 p45
表層的に快い、きれいだといったことにとどまること

なく、その音楽の内容を価値あるものとして自らの感性

によって確認する主体的な行為。

◇「根拠をもって批評する」 p63
音楽のよさや美しさなどについて、音楽を形づくって

いる要素や構造などの客観的な理由をあげながら言葉で
表現すること。
「自分なりの感じ方」、「客観的な根拠」、「自分にとっ

ての価値」について述べる。

◇特質・雰囲気 p48
「特質」
・音や音楽がもつ特徴的な性質であり、共通に感受さ
れやすいもの。

「雰囲気」
・その時々の状況などによって一人一人の中に自然生
まれる気分やイメージなどを包含しているもの。

◇（７）のウについて p81
（前略）

指導に当たっては、授業の中で表現したり鑑賞したり

する多くの楽曲について、それを創作した著作者がいる

ことや、著作物であることを生徒が意識できるようにし、

必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れることが大

切である。

◇①について

・表現（歌唱、器楽、創作）及び鑑賞の関連を図ること

に留意したい。


