
令和２年度                第５学年 音楽科 年間指導計画／題材の評価規準 

 【第５学年及び第６学年 目標】                                       
(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 

歌唱，器楽，音楽づくりの技能を身に付けるようにする。 
(2) 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。 
(3) 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。 

 
学習指導要領との関連 

 
 

 
 
 
 
 
 Ａ 

表 現 

Ｂ  

鑑 賞 
〔共通事項〕 

学

期 

◎題材名（時数）     
主な教材 ○歌唱 ●器楽  
□音楽づくり♪鑑賞 （共）共通教材 

            題材の目標  
 (1) 知識及び技能の習得  (2) 思考力・判断力・表現力等の育成 
 (3) 学びに向かう力，人間性等の涵養 

(1) 

歌 唱 

(2) 

器 楽 

(3) 
音楽 
づくり 

 ア★音楽を特徴付けている要素 
☆音楽の仕組み 

イ音符，休符，記号や用語 

題材の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 
１ 
 
学 
 
期 
 
 
19 

◎歌声をひびかせて 
心をつなげよう     (４) 

 

〇こいのぼり（共） 

〇いつでもあの海は 

 

 

(1)曲想と音色，リズム，旋律や強弱などとの関わりについて理

解し，自然で無理のない響きのある歌い方や，声を合わせて

歌う技能を身に付ける。 

(2)音色，旋律，強弱，音の重なり，音楽の縦と横との関係を聴

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，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。 

(3)曲の特徴を生かして歌う学習に興味・関心をもち，主体的・

協働的に歌唱の学習活動に取り組み，歌声を響かせる学習に

親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 (ｳ) 

   ア★音色,リズム,旋律,強弱，

音の重なり 

 ☆音楽の縦と横との関係 

①曲想と音色，リズム，旋律の特徴，強弱と

の関わりについて理解している。 

②曲想と旋律の重なり，音楽の縦と横との関

係などとの関わりについて理解している。 

③思いや意図に合った表現をするために，呼

吸や発音の仕方に気を付けながら，各声部

の歌声や全体の響きを聴いて，声を合わせ

て歌う技能を身に付けて歌っている。 

①音色，リズム，旋律，強弱を聴き取り，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，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って

いる。 

②音の重なりや音楽の縦と横との関係を聴

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，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

図をもっている。 

①曲の特徴にふさわしい表現を工夫し，旋律

の重なり合う響きを感じ取りながら歌う

学習に興味・関心をもち，音楽活動を楽し

みながら主体的・協働的に歌唱の学習活動

に取り組もうとしている。 

  

◎音の重なりを感じ取ろう（10） 

 

♪アイネ クライネ ナハトムジー

ク 第1楽章 

〇くいっこ なりっこ 

□リズムアンサンブル 

(1)旋律，音の重なり，リズムなどと曲想との関わりについて理

解し，響きを感じ取りながら，互いの声を合わせて表現する

技能や，音楽の仕組みを生かして音楽をつくる技能を身に付

ける。 

(2)旋律，リズム，音の重なり，音楽の縦と横との関係を聴き取

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

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，曲や演奏のよさなどを見いだしながら味わって聴

いたり，曲の特徴にふさわしい表現を工夫しどのように歌う

か，どのように音楽をつくるかについて思いや意図をもった

りする。 

 (3)弦楽器の音や歌声が重なり合う響き，手拍子のリズムの重ね

方に興味・関心をもち，互いの音を聴き合いながら表現した

り味わって聴いたりする学習に主体的・協働的に取り組み，

音の重なりを感じ取る表現や鑑賞に親しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 (ｳ)  

 ア(ｱ) 

 (ｲ) 

イ(ｱ) 

 (ｲ) 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

 

 

 

ア 

イ 

ア★音色，リズム，旋律， 

強弱，音の重なり   

☆反復， 

呼びかけとこたえ， 

変化， 

音楽の縦と横との関係 

イ ♮，反復記号  

①曲想及びその変化と，弦楽器の音色や響

き，旋律の重なり，音楽の縦と横との関係

などとの関わりについて理解している。 

②曲想と旋律の重なり，音楽の縦と横との関

係などや歌詞の内容との関わりについて

理解している。 

③思いや意図に合った表現をするために必

要な，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を身に付け

て歌っている。 

④手拍子の響きやそれらの組合せ，リズムの

つなげ方や重ね方の特徴について，それら

が生み出すよさや面白さなどと関わらせ

て理解している。 

⑤発想を生かした表現をするために必要な，

リズムを即興的に選んだり組み合わせた

りして表現する技能や，思いや意図に合っ

た表現をするために必要な，反復，呼びか

けとこたえ，変化などを用いて，音楽をつ

くる技能を身に付けてリズムアンサンブ

ルをつくっている。 

 

①弦楽器の音色や響き，旋律の重なり，音楽

の縦と横との関係を聴き取り，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，曲や演奏の

よさなどを見いだし，曲全体を味わって聴

いている。 

②旋律，音の重なり，音楽の縦と横との関係

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，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

や意図をもっている。 

③リズム，音の重なり，反復，呼びかけとこ

たえ，変化を聴き取り，それらの働きが生

み出すよさや面白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り

について考え，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たり，

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リズム

アンサンブルをつくるかについて思いや

意図をもったりしている。 

①弦楽器の音色や響き，旋律の重なりに興味

・関心をもち，音楽活動を楽しみながら主

体的・協働的に鑑賞の学習活動に取り組も

うとしている。 

②曲想と旋律の重なり，音楽の縦と横との関

係などの関わりに興味・関心をもち，音楽

活動を楽しみながら主体的・協働的に歌唱

の学習活動に取り組もうとしている。 

③手拍子のリズムやリズムの重ね方に興味

・関心をもち，音楽活動を楽しみながら主

体的・協働的に音楽づくりの学習活動に取

り組もうとしている。 

 ◎いろいろな音色を感じ取ろう 

            （５） 

 

●リボンのおどり 

♪祝典序曲 

 

(1)曲想と音色，リズム，旋律や音の重なり，反復，変化などと

の関わりを理解し，各声部の楽器の音色や楽器の音の重なり

合う響きに気を付けて音を合わせて演奏する技能を身に付け

る。 

(2)楽器の音色の特徴を生かした演奏の仕方や音の組み合わせ方

や重ね方を工夫し，どのように表現するか思いや意図をもっ

たり，曲や演奏のよさなどを見いだしながら曲全体を味わっ

て聴いたりする。 

(3)楽器の音色や響きに興味・関心をもち，音を合わせて表現し

たり，様々な楽器の響きを感じ取ってオーケストラの音楽を

聴いたりする学習に主体的・協働的に取り組み，音色を感じ

取る学習に親しむ。 

 

 

ア 

イ(ｱ) 

 (ｲ) 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

(ｳ) 

 ア 

イ 

ア★音色，リズム，旋律， 

音の重なり 

 ☆反復，変化 

イ アクセント，へ音記号 

 

①曲想と音色やリズム，旋律，音の重なり，

反復，変化などとの関わりや，楽器の音色

や各声部の重なりによる響きと演奏の仕

方との関わりについて理解している。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，ト音譜表やヘ音譜表のハ長調の楽譜

を見て，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や，各声部の

音や全体の音を聴いて，音を合わせて演奏

する技能を身に付けて演奏している。 

③曲想及びその変化と，楽器の音色や響き，

旋律との関わりについて理解している。 

①楽器の音色，各声部の重なりや響きなどを

聴き取り，それらの働きが生み出すよさや

面白さ，美しさを感じ取りながら，パート

の重ね方や楽器の演奏の仕方を工夫し，ど

のように演奏するかについて思いや意図

をもっている。 

②オーケストラの様々な楽器の音色，旋律，

反復，変化などを聴き取り，それらの働き

が生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取

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，曲や演奏のよ

さなどを見いだし，曲全体を味わって聴い

ている。 

①楽器の音色やいろいろな音が重なり合う

響きに興味・関心をもち，音楽活動を楽し

みながら主体的・協働的に器楽の学習活動

に取り組もうとしている。 

②楽器の音色や響きの変化，旋律の交代に気

を付けてオーケストラの演奏を聴く学習

に興味・関心をもち，音楽活動を楽しみな

がら主体的・協働的に鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。 

 

 

 

 

・弦楽器の音色や響き，旋律の重なり方が生み出す面白さ

を感じ取りながら，曲全体を味わって聴く。 

・曲想と旋律の特徴との関わりを理解し，旋律の重なりや

音楽の縦と横との関係などが生み出す響きや面白さを感

じ取って，互いの声を聴き合いながら二部合唱する。 

・反復や呼びかけとこたえ，変化などの音楽の仕組みを生

かしながら，手拍子でリズムアンサンブルをつくる。 

 

・歌詞の表す情景を想像し，リズムや強弱などの曲の特徴

を捉えた表現を工夫し，声の出し方に気を付けて歌う。 

・主な旋律や副次的な旋律を歌い, 旋律の重なり方の違い

を生かした歌い方を工夫して二部合唱する。 

・歌詞の内容や曲の特徴を生かして，互いの声を聴き合い

ながら二部合唱する。 

・旋律の特徴を理解し，重なり合う響きの変化の面白さを

生かして，表現の工夫をする。 

・主な旋律を演奏する楽器の音色や響きを感じ取り，オー

ケストラの楽器による響きの変化を感じ取りながら曲全

体を味わって聴く。 

 

【主な学習内容】 

・ 

 

東京都小学校音楽教育研究会 多摩南ゾーン大会  

研究演奏 第５学年 「僕らのハーモニー はちおうじっ子！」 

八王子市立第一小学校  主任教諭 村上 友美 



 
２ 
 
学 
 
期 
 
  
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎和音の移り変わりを感じ取ろう

            （４） 

 

●〇静かにねむれ 

〇こげよマイケル 

 

(1)旋律，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ及びV7の和音の響き，調や音の重なりなど

と曲想との関わりについて理解し，和音の移り変わりに気を

付けたり，互いの声や音を聴き合ったりして表現する技能を

身に付ける。 

(2)和音の響きやその移り変わり，呼びかけとこたえなどを聴き

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

取りながら，曲の特徴にふさわしい表現を工夫し，どのよう

に表現するかについて思いや意図をもつ。 

(3)音の重なりに興味・関心をもち，全体の響きを聴きながら歌

ったり演奏したりする学習に主体的・協働的に取り組み，和

音の響きやその移り変わりを感じ取る学習に親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｱ) 

(ｳ) 
 

ア 

イ(ｱ) 

ウ(ｳ) 
 

  
 

ア★音色，旋律，音の重なり，  

和音の響き，調 

 ☆呼びかけとこたえ  

 

①曲想と旋律，和音の響き，調，呼びかけと

こたえとの関わりについて理解している。 

②和音の響きやその移り変わりを感じ取り

ながら，旋律や伴奏の音を聴いて表現する

技能を身に付けて歌ったり演奏したりし

ている。 

③思いや意図に合った表現をするために必

要な，ハ長調の楽譜を見たり，各声部の歌

声や全体の響きを聴いたりして声を合わ

せて歌う技能を身に付けて歌っている。 

 

①音色や音の重なり，和音の響きを聴き取

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，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

をもっている。 

 

①ハ長調の和音の響きやその移り変わりに

興味・関心をもち，それらの美しさを感じ

取りながら歌ったり演奏したりする音楽

活動を楽しみながら主体的・協働的に歌唱

及び器楽の学習活動に取り組もうとして

いる。 

②和音の響きやその移り変わりに興味・関心

をもち，和音の響きの美しさを感じ取りな

がら合唱する音楽活動を楽しみながら主

体的・協働的に歌唱の学習活動に取り組も

うとしている。 

◎曲想の変化を感じ取ろう（７） 

 

〇おはよう ゆでたまご 

●キリマンジャロ 

(1)曲想と音色，リズム，旋律，強弱や歌詞の内容などとの関わ
りについて理解し，呼吸や発音の仕方に気を付けて，自然で
無理のない，響きのある歌い方や，声や楽器の重なり合う響
きに気を付けながら，声や楽器の音を合わせて表現する技能
を身に付ける。 

(2)音色，リズム，旋律や音の重なり，変化などを聴き取り，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，曲の特徴にふさわしい表現を工夫し，どのように表すか

について思いや意図をもつ。 

(3)曲の特徴を捉えて表現する学習に興味・関心をもち，歌った
り合奏したりする学習に主体的・協働的に取り組み，曲想の
変化を感じ取る学習に親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

(ｳ) 

 

ア 

イ(ｱ) 

 (ｲ) 

ウ(ｲ) 

(ｳ) 

 

 

  ア★音色，リズム，旋律， 

強弱，音の重なり 

☆呼びかけとこたえ，変化 

①曲想と旋律，リズム，強弱，変化や歌詞の

内容との関わりについて理解している。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，ハ長調の楽譜を見て，呼吸や発音の

仕方に気を付けて，自然で無理のない歌い

方で歌う技能や，各声部の歌声や全体の響

きを聴き，声を合わせて歌う技能を身に付

けて歌っている。 

③曲想と楽器の音色，リズム，旋律，音の重

なり，拍，呼びかけとこたえなどとの関わ

りについて理解している。 

④楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わ

りについて理解し，思いや意図に合った表

現をするために必要な，音色や響きに気を

付けて，旋律楽器及び打楽器を演奏した

り，各声部の楽器の音や全体の響きを聴い

て，音を合わせて演奏したりする技能を身

に付けて演奏している。 

①音色，リズム，旋律，強弱，音の重なり変

化を聴き取り，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，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

いや意図をもっている。 

②楽器の音色，リズム，旋律，音の重なり，

呼びかけとこたえなどを聴き取り，それら

の働きが生み出すよさや面白さを感じ取

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，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っている。 

①曲想と歌詞の内容や旋律，リズム，強弱変

化などとの関わりについて興味・関心をも

ち，音楽活動を楽しみながら主体的・協働

的に歌唱の学習活動に取り組もうとして

いる。 

②曲の構成や曲想の変化に興味・関心をも

ち，音楽活動を楽しみながら主体的・協働

的に器楽の学習活動に取り組もうとして

いる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 
 
学 
 
期 
 

◎詩と音楽の関わりを味わおう 

            (４) 

 

♪待ちぼうけ♪赤とんぼ/この道 

〇冬げしき（共） 

〇スキーの歌（共） 

(1)音色，リズム，旋律，フレーズや歌詞の内容などと曲想との

関わりについて理解し，言葉や歌詞，旋律のまとまりに気を

付けて歌う技能を身に付ける。  

(2)音色，旋律，強弱，フレーズを聴き取り，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，曲や演奏の

よさなどを見いだし，味わって聴いたり，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

もったりする。 

(3)日本の歌曲に興味・関心をもち，歌詞の内容を想像して聴い

たり表現したりする学習に主体的・協働的に取り組み，詩と

音楽の関わりを味わう学習に親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 

 

 

 ア 

イ 

ア★音色，リズム，速度 

  旋律，強弱，フレーズ 

 

 

 

 

 

 

 

①曲想と音色，リズム，旋律のまとまりや歌

詞の内容との関わりについて理解してい

る。 

②曲想と旋律の動き，フレーズ，強弱の変化

や歌詞の内容との関わりについて理解し

ている。 

③思いや意図に合った表現をするために必

要な，呼吸や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

技能を身に付けて歌っている。 
 

①音色，旋律，強弱，フレーズを聴き取り，

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，

詩と音楽の関わりを生かした表現や演奏

のよさなどを見いだし，曲全体を味わって

聴いている。 

②旋律やリズム，フレーズなどを聴き取り，

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，

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っ

ている。 

①曲想と音色，旋律などや歌詞の内容との関

わりに興味・関心をもち，音楽活動を楽し

みながら，主体的・協働的に鑑賞の学習活

動に取り組もうとしている。 

②歌詞の内容や曲想にふさわしい表現を工

夫する学習に興味・関心をもち，音楽活動

を楽しみながら主体的・協働的に歌唱の学

習活動に取り組もうとしている。 

◎僕らのハーモニー 

   はちおうじっ子！  （５） 

 

〇君の空 見上げて 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)曲想と旋律や歌詞の内容などとの関わりを理解し，曲の特徴

にふさわしい歌い方で歌う技能を身に付ける。 

(2)曲想と音色，旋律，強弱，音の重なり，フレーズや歌詞の内

容との関わりを生かして表現を工夫し，どのように歌うかに

ついて，思いや意図をもつ。 

(3)曲想を感じ取り，音楽表現を工夫する活動に主体的・協働的

に取り組み，全体の響きを聴いて合唱する学習に親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 (ｳ) 

   ア★音色，旋律，強弱， 

  音の重なり，フレーズ 

☆音楽の縦と横との関係 

イ 速度記号，強弱記号 

①曲想と旋律の特徴，音の重なりや歌詞の内

容との関わりについて理解している。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，呼吸及び発声の仕方に気を付けて歌

う技能を身に付けて歌っている。 

③思いや意図に合った表現をするために必

要な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を身に付けて

歌っている。 

①旋律，音の重なり，音楽の縦と横との関係

などを聴き取り，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，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

思いや意図をもっている。 

 

①曲の特徴にふさわしい表現を工夫する活

動に興味・関心をもち，音楽活動を楽しみ

ながら主体的・協働的に歌唱の学習活動に

取り組もうとしている。 

 

・ハ長調の主要な和音の響きを感じ取りながら，和音と低

音のパートを演奏する。 

・互いの声の響き合いや伴奏の響きを意識して合唱する。 

・和音の響きやその移り変わりを感じながら合唱する。 

 

・曲想の変化を感じ取り，歌詞の内容と音色，リズム，旋律，

強弱などの関わりを理解して，表現を工夫して歌う。 

・曲想の変化を感じ取り，表現の仕方を工夫して合奏する。 

・音色，旋律，強弱，フレーズを聴き取り，表現の工夫を

味わって聴く。 

・声の種類や演奏形態の違いが生み出す演奏のよさを味わ

って聴く。 

・歌詞の内容を味わい，曲の特徴にふさわしい表現の工夫

をして歌う。 

 

・曲想と旋律の特徴，音の重なり，歌詞の内容などとの関

わりについて理解し，歌詞の内容や曲の特徴にふさわし

い表現を工夫して歌う。 



 
３ 
 
学 
 
期 
 
  
14 

◎日本の音楽に親しもう （４） 

 

♪春の海 

〇子もり歌（共） 

♪ソーラン節/かりぼし切り歌 

□日本音階の音で旋律づくり 

〇国歌「君が代」 

 

 

 

 

 

(1)音色や旋律，音階，拍などと曲想との関わりを理解して，日

本の旋律の特徴に合った歌い方で歌ったり，日本の音階を用い

てまとまりのある音楽をつくったりする技能を身に付ける。 

(2)音色，旋律，音階，拍を聴き取り，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，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，曲の特徴にふさわしい表現

を工夫し，どのように音楽をつくるかについて，思いや意図を

もつ。 

(3)日本の音楽に興味・関心をもち，日本の音楽のよさなどを味

わいながら聴いたり表現したりする学習に主体的・協働的に取

り組み，日本の様々な音楽に親しむ。  

 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 

  

 

 ア(ｲ) 

イ(ｲ) 

ウ(ｲ) 

 

 

ア 

イ 

ア★音色，旋律，音階，拍 

 ☆反復，呼びかけとこたえ 

 

①曲想及びその変化と，箏と尺八の音色や旋

律，呼びかけとこたえなどとの関わりにつ

いて理解している。 
②曲想と音色，旋律の特徴や歌詞の内容との

関わりについて理解し，呼吸や発音の仕方

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を身に付けて歌って

いる。 
③曲想と旋律や拍との関わり，旋律のつなげ

方や重ね方の特徴・よさや面白さを理解

し，発想を生かした表現をするために必要

な，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し

たり，思いや意図に合った表現をするため

に必要な，音楽の仕組みを用いて，音楽を

つくったりする技能を身に付けて音楽を

つくっている。 

 

①箏と尺八の音色や旋律，呼びかけとこたえ

などを聴き取り，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，曲や演奏のよさ

などを見いだし，曲全体を味わって聴い

ている。 

②日本の旋律，二つの旋律の違い，音階を聴

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，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

思いや意図をもっている。 

③日本の音階や旋律を聴き取り，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，即興

的に表現することを通して，音楽づくり

の発想を得たり，旋律のつなげ方を工夫

したりして，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

や意図をもっている。 

①我が国や郷土の音楽に興味・関心をもち，

日本の楽器の音色を味わって聴いたり，生

活と結び付いて歌い継がれてきた歌や音

楽を歌ったり聴いたりする音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に鑑賞の学習活

動に取り組もうとしている。 

②我が国の音楽に使われている音階の音を

使った旋律の特徴が生み出すよさや面白

さに興味・関心をもち，音楽活動を楽しみ

ながら主体的・協働的に音楽づくりの学習

活動に取り組もうとしている。 

◎思いを表現に生かそう（７） 

 

●威風堂  々

♪威風堂々第1番 

〇旅立ちの日に 

 

(1)曲想及びその変化と，音色，強弱，旋律，音の重なりなど音

楽の構造などとの関わりについて理解し，曲の特徴にふさわし

い表現をするための技能を身に付ける。 

(2)曲想と旋律，音の重なりや歌詞の内容との関わりについて考

え，それらにふさわしい表現の仕方を工夫し，どのように表現

するかについて思いや意図をもったり，曲や演奏のよさなどを

見いだし，音楽を味わって聴いたりする。 

(3)これまで学習したことを生かして，曲想を捉え表現を工夫し

たり，味わって聴いたりする学習に主体的・協働的に取り組み，

思いを表現に生かす学習に親しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｳ) 

 

 

ア 

イ(ｱ) 

 (ｲ) 

ウ(ｱ) 

(ｲ) 

(ｳ) 

 

 ア 

イ 
ア★音色，速度，旋律，強弱 

  音の重なり，フレーズ 

☆変化 

イ スラー 

 

 

①曲想及びその変化と，音色，速度，旋律，

強弱，音の重なりなど音楽の構造との関わ

りについて理解している。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，範奏を聴いたり，音色や響きに気を

付けて，旋律楽器及び打楽器を演奏した

り，各声部の楽器の音や全体の響き，伴奏

を聴いて，音を合わせて演奏したりする技

能を身に付けて演奏している。 

③曲想と歌詞の内容や旋律の特徴，強弱，音

の重なり方との関わりを理解している。 

④思いや意図に合った表現をするために必

要な，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を身に付け

て歌っている。 

 

①音色や速度，旋律，音の重なり，変化な

どを聴き取り，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，曲や演奏のよさなど

を見いだし，曲全体を味わって聴いてい

る。 

②音色，速度，旋律，強弱，音の重なり， 

 フレーズ，変化を聴き取り，それらの働き

が生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取

りながら，聴き取ったことと感じ取ったこ

との関りについて考え，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っている。 

③旋律，強弱，音の重なり，フレーズなど

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，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っている。 

 

①曲想及びその変化を味わって聴く学習や，

曲の特徴にふさわしい表現を工夫し音を

合わせて演奏する学習に興味・関心をも

ち，音楽活動を楽しみながら主体的・協働

的に取り組もうとしている。 

②曲想やその変化と，歌詞の内容や旋律，強

弱などとの関わりを生かして思いを込め

て表現する学習に興味・関心をもち，主体

的・協働的に歌唱の学習活動に取り組もう

としている。 

 

 

・箏と尺八の音色や旋律の関わり合いに気を付けて聴く。 

・日本の旋律に親しみ，旋律の感じを生かして歌う。 

・拍にのったリズムと拍のない自由なリズムを聴き比べる 

・五音音階の特徴が生み出すよさや面白さを生かして，発想

を生かして即興的に旋律をつくったり，まとまりのある音

楽をつくったりする。 

・曲想及びその変化と，音色，強弱，旋律，音の重なりな

どの音楽の構造などとの関わりについて理解し，オーケ

ストラの演奏のよさを見いだし，味わって聴いたり，曲

の特徴にふさわしい表現を工夫して演奏したりする。 

・曲想を生かして歌い方を工夫し，声の重なり合う響きを

感じながら心を込めて合唱する。 


