
令和２年度                第４学年 音楽科 年間指導計画／題材の評価規準 
 【第３学年及び第４学年 目標】                                       
(1) 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。 

(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) 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。                  
   

 
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
１ 
 
学 
 
期 
 
 
22 
 
 
 
 
 

◎歌声のひびきを感じ取ろう(６) 

 

○いいことありそう 

○●歌のにじ 

○まきばの朝（共） 

 

 

 

 

(1)曲想と音色，旋律，音の重なり，音階，調，などとの関わり

に気付くとともに，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。 

(2)曲想と旋律，歌詞の内容などとの関わりについて考え，それ

らに合った表現の仕方を工夫し，どのように表現するかについ

て思いや意図をもつ。 

(3)歌声に興味をもち，音楽活動を楽しみながら主体的・協働的

に表現する活動に取り組み，歌声による表現や旋律が重なり合

う響きに親しむ。 

 

 

 

 

 

 

ア 

イ 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

 (ｳ) 

ア 

イ(ｲ) 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

  ア★音色，旋律，音の重なり，

音階，調， 

イ  付点８分音符，16分音符 

①曲想と旋律，歌詞の内容，音の重なりなど

との関わりについて気付いている。 

②楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わ

りについて気付いている。 

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，音色や響き

に気を付けたりして演奏する技能を身に

付けて演奏している。 

④思いや意図に合った表現をするために必

要な，範唱を聴いて歌う技能，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，互いの歌声や伴奏を聴い

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，ハ長調の音階を聴き取り，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

や歌詞の内容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っ

ている。 

②音色，旋律，音の重なりを聴き取り，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ってい

る。 

 

①歌声による表現や旋律が重なり合う響き

に興味をもち，音楽活動を楽しみながら主

体的・協働的に歌唱・器楽の学習活動に取

り組もうとしている。 

 

◎いろいろな音のひびきを 

感じ取ろう(５) 

 

♪『動物の謝肉祭』から 

耳の長い登場人物 

♪ハウスミュージック 

□新聞紙の音楽づくり 

 

(1)曲想と音色と強弱などとの関わりや，新聞紙の音の響きとそ

れらが生み出すよさや面白さとの関わりに気付くとともに，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を身

に付ける。 

(2)身の回りの物を音素材とした拍のない音楽の面白さを見いだ

しながら曲全体を味わって聴いたり，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する。 

(3)身の回りの物で表現される音色に興味をもち，音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に聴いたりつくったりする活動に取

り組み，いろいろな音の響きに親しむ。 

 

 

 

 

 

 ア(ｱ) 

イ(ｱ) 

ウ(ｱ) 

ア 

イ 
ア★音色，強弱 

 ☆呼びかけとこたえ 

①曲想と音色や強弱との関わりについて気

付いている。 

②新聞紙で表現する音の響きについて，それ

らが生み出すよさや面白さなどと関わら

せて気付いている。 

③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する技

能を身に付けて音楽をつくっている。  

 

①音色や強弱を聴き取り，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，拍のない音楽のよ

さなどを見いだし，曲全体を味わって聴い

ている。 

②音色や強弱，呼びかけとこたえを聴き取

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ている。 

 

①新聞紙など身の回りの物で表現する音の

響きに興味をもち，音楽活動を楽しみなが

ら主体的・協働的に音楽づくり・鑑賞の学

習活動に取り組もうとしている。 

◎いろいろなリズムを感じ取ろう 

(７) 

 

○風のメロディー 

○●いろんな木の実 

□リズムアンサンブル 

 

(1)曲想とリズムや拍などとの関わりについて気付くとともに，

思いや意図に合った音楽表現をするために必要な技能を身に

付ける。 

(2)リズム，拍，反復，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を感じ取りながら，曲の特徴

を捉えた表現を工夫し，どのように歌ったり演奏したりするか

や，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，

思いや意図をもっている。 

(3)リズムや拍に興味をもち，音楽活動を楽しみながら主体的・ 

協働的に表現活動に取り組み，リズムの特徴を生かした音楽に 

親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｲ)  

ア 

イ(ｱ) 

ウ(ｳ) 

ア(ｲ) 

イ(ｲ) 

ウ(ｲ) 

 ア★音色，リズム， 

音の重なり，拍， 

☆反復， 

音楽の縦と横との関係 

イ  ８分の６拍子， 

メッゾピアノ， 

メッゾフォルテ， 

フォルテ， 

クレシェンド， 

デクレシェンド， 

くり返し記号 

①曲想とリズムや拍の特徴との関わりにつ

いて気付き，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 

を身に付けて歌っている。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，互いの音を聴いて，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リズムパターン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気付いている。 

④思いや意図に合った表現をするために必

要な，反復や音楽の縦と横との関係を用い

て，音楽をつくる技能を身に付けて音楽を

つくっている。 

①リズムや拍の特徴を聴き取り，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っている。 

②打楽器の音色やリズム，音の重なりを聴き

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，曲の特徴を捉えた表現を工夫し，

どのように打楽器を演奏するかについて

思いや意図をもっている。 

③音色やリズムの特徴，反復，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，リズムをつなげたり

重ねたりすることを通して，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っている。 

①リズムやその組合せに興味をもち，音楽活

動を楽しみながら主体的・協働的に歌唱・

器楽及び音楽づくりの学習活動に取り組

もうとしている。 

 

【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 

公開授業 第４学年「組曲を楽しもう」 

八王子市立散田小学校 主幹教諭 中川 眞理 

 

・旋律の特徴を感じ取りながら主な旋律を歌ったり，ハ長調
の楽譜を見て，副次的な旋律を演奏したりする。 

・歌とリコーダーの重なり合う響きを感じ取りながら歌った
り  たり演奏したりする。 

・情景を想像しながら，歌詞の内容や曲想にふさわしい歌い
方で歌う。 

・８分の６拍子の特徴を感じ取りながら歌う。 

・歌と打楽器のリズムを合わせて，拍にのって歌ったり演

奏したりする。 

・音色やリズムの特徴を生かしながら，８拍のリズムパタ

ーンをつくる。 

・８拍のリズムパターンをもとに，つなげ方や重ね方を工

夫して手拍子のリズムアンサンブルをつくる。 

・曲想と音色や強弱との関わりに気付き，味わって聴く。 

・新聞紙を用いて音遊びを楽しむ。 

・音遊びから音楽づくりの発想を得て，新聞紙の音色の特

徴や強弱を生かしながら拍のない音楽をつくる。 

 



◎日本の音楽でつながろう(４) 

 

○さくらさくら（共） 

♪こと独奏による主題と６つの変

奏「さくら」より 

♪津軽じょんから節 てぃんさぐ

ぬ花 

●ことをひいてみよう 

 

(1)曲想と日本の楽器の音色，旋律，音階などとの関わりに気付

くとともに，思いや意図に合った音楽表現をするために必要な

技能を身に付ける。 

(2)日本の楽器の音色や旋律の特徴のよさを見いだして曲全体を

味わって聴いたり，旋律の特徴を生かした歌い方や音色や響き

を生かした演奏の仕方について思いや意図をもったりする。 

(3)日本の楽器の音色や旋律に興味をもち，音楽活動を楽しみな

がら主体的・協働的に表現活動に取り組み，日本の音楽に親し

む。 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

ア 

イ(ｲ) 

ウ(ｲ) 

 ア 

イ 

ア★音色，旋律，音階 ①曲想と日本の楽器の音色や旋律との関わ

りや，箏の音色と演奏の仕方との関わりに

ついて気付いている。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，呼吸及び発音に気を付けて，自然で

無理のない歌い方で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，音色や響きに気を付けて箏を演奏す

る技能を身に付けて演奏している。 

 

①音色，旋律，音階を聴き取り，それらが生

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，日本の楽器の音色

や旋律が生み出す曲や演奏のよさを見い

だしながら，曲全体を味わって聴いてい

る。 

②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，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

や意図をもっている。 

③日本の楽器の音色や旋律，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，音色や響きに気を付けて，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日本の楽器の音色や旋律に興味をもち，音

楽活動を楽しみながら主体的・協働的に歌

唱・器楽及び鑑賞の学習活動に取り組もう

としている。 

 

 
２ 
 
学 
 
期 
 
  
22 
 
 

◎せんりつのとくちょうを 

感じ取ろう（８） 

 

♪『動物の謝肉祭』から 

堂々たるライオンの行進 

 白鳥 水族館  

ろば カンガルー 

 めんどりとおんどり 

●陽気な船長 

○とんび（共） 

 

 

(1)曲想と音色や旋律などとの関わりに気付くとともに，思いや

意図に合った音楽表現をするために必要な技能を身に付ける。 

(2)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，音色や旋律の特徴を生かした表現の仕方について思いや

意図をもったりする。 

(3)曲想と音色や旋律との関わりに興味をもち，音楽活動を楽し

みながら主体的・協働的に聴いたり表現したりする活動に取り

組み，旋律の特徴を生かした音楽に親しむ。 

ア  
イ 
ウ(ｲ) 

 

 

 

 

ア  
イ(ｱ) 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

 

 
 
 
 
 

 ア  
イ 
 

ア★音色，速度，旋律，強弱 

☆呼びかけとこたえ 

イ スタッカート，ピアノ 

①曲想と音色や旋律などとの関わりについ

て気付いている。 

②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，リコーダ

ーを演奏する技能を身に付けて演奏して

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を身

に付けて歌っている。 

①音色，速度，旋律などを聴き取り，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，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

思いや意図をもっている。 

③旋律，強弱，呼びかけとこたえを聴き取り，

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ってい

る。 

①曲想と音色や旋律などとの関わりについ

て考えたり，曲のよさを見いだして伝え合

ったりすることに興味をもち，音楽活動を

楽しみながら主体的・協働的に歌唱・器楽

及び鑑賞の学習活動に取り組もうとして

いる。 

 

◎せんりつの重なりを感じ取ろう

(７） 

 

○パレードホッホー 

●オーラリー 

○もみじ（共） 

♪ファランドール 

 

 

 

 

(1)曲想と旋律や音の重なりなどとの関わりに気付くとともに，

思いや意図に合った音楽表現をするために必要な技能を身に

付ける。  

(2)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

奏のよさを見いだし，曲全体を味わって聴いたり，曲の特徴を

捉えた表現を工夫し，どのように歌ったり演奏したりするかに

ついて思いや意図をもったりする。 

(3)曲の特徴を捉える学習に興味をもち，音楽活動を楽しみなが

ら主体的・協働的に聴いたり表現したりする活動に取り組み，

旋律の重なりに親しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 (ｳ) 

 

 

 

ア 

イ(ｱ) 

 (ｲ) 

ウ(ｲ) 

 (ｳ) 

 

 ア 

イ 

ア★音色，旋律，音の重なり 

 ☆音楽の縦と横との関係 

①曲想と旋律や音の重なりとの関わりにつ

いて気付いている。 

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ったり，互いの

歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を

合わせて歌ったりする技能を身に付けて

いる。 

③リコーダーの音色や響きと演奏の仕方と

の関わりについて気付いている。  

④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リコーダー

を演奏したり，互いの楽器の音や副次的な

旋律，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏し

たりする技能を身に付けている。 

 

①旋律や音の重なりを聴き取り，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曲想と音色や旋律，音の重なりなどを聴き

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，旋律の特徴や重なりを捉えた表現

を工夫し，どのように演奏するかについ

て，思いや意図をもっている。 

③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，旋律の重なり方や歌詞の内

容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っている。 

 

①旋律や音を重ねて表現する学習に興味を

もち，音楽活動を楽しみながら主体的・協

働的に歌唱・器楽及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・旋律の特徴を感じ取りながら歌う。 

・箏や三味線の音色や日本の旋律の特徴を感じ取って聴く。 

・箏の音色のよさや面白さを感じ取り，演奏の仕方を知る。 

・音色に気を付けながら，箏で『さくらさくら』の旋律を演

奏する。 

・音楽を聴き，曲想と音色，速度，旋律の特徴との関わり

に気付く。 

・グループごとに鑑賞する曲を選んで聴き，聴き取ったこ

とと感じ取ったことの関わりについて考え，曲のよさや

面白さを紹介し合う。 

・曲想と旋律，強弱，呼びかけとこたえとの関わりについ

て気付き，学習したことを生かして表現を工夫し，リコ

ーダーを演奏したり歌ったりする。 

 

・曲想と旋律や音の重なりとの関わりに気付く。 

・旋律や音の重なりを聴き取り，曲のよさなどを見いだし，

曲全体を味わって聴く。 

・旋律の重なりが生み出す面白さを感じ取りながら演奏し 

たり聴いたりする。 

・旋律の重なり方の特徴に気付き，よりよい二部合唱にな

るように表現を工夫する。 

 



◎動物の音楽をつくろう（７) 

 

♪『動物の謝肉祭』から 

象 亀 鳥 

 森の奥に住むかっこう 

□動物の音楽づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)曲想と音色や速度，旋律との関わりや，いろいろな音の響き

やそれらの組合せが生み出すよさや面白さに気付くとともに，

反復や呼びかけとこたえを用いて音楽をつくる技能を身に付

ける。 

(2)音色や速度，旋律が生み出す曲や演奏のよさや面白さを見い

だしながら曲全体を味わって聴いたり，音色や音のつなげ方の

特徴を生かした表現を工夫し，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ったりする。 

(3)曲想と音色や速度との関わりに興味をもち，音楽活動を楽し

みながら主体的・協働的に聴いたり，つくったりする活動に取

り組み，音の響きやその組合せを生かした音楽に親しむ。 

 

 

 

 

 

 ア(ｱ) 

 (ｲ) 

イ(ｱ) 

 (ｲ) 

ウ(ｱ) 

  (ｲ) 

ア 

イ 

ア★音色，速度，旋律， 

☆反復，呼びかけとこたえ 

 

①曲想と音色や速度，旋律との関わりについ

て気付いている。 

②簡易打楽器や身の回りにある音素材で表

現する音の響きと組合せ，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気付いている。 

③思いや意図に合った表現をするために必

要な，反復や呼びかけとこたえを用いて音

楽をつくる技能を身に付けて音楽をつく

っている。 

 

 
 
 
 
 

①音色や速度，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，曲のよさを

見いだし，曲全体を味わって聴いている。 

②音色を聴き取り，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，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ったりする。 

 

①動物から想起するイメージと，音色や速

度，旋律との関わりについて興味をもち，

音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に

聴いたりつくったりする学習活動に取り

組もうとしている。 

 
３ 
 
学  
 
期 
 
16 
  

◎組曲を楽しもう（４） 

 

♪『動物の謝肉祭』から 

終曲 

□動物の音楽の終曲づくり 

 

 

 

 

(1)曲想と音色，旋律の反復，変化による音楽の構造との関わり 

について気付くとともに，音楽の仕組みを用いて音楽をつくる 

技能を身に付ける。 

 (2)『終曲』のよさを見いだして曲全体を味わったり，自分たち 

がつくった組曲の最終曲を構成してつくることに思いや意図 

をもったりする。 

(3)曲想と音色，旋律，反復，変化などとの関わりに興味をもち， 

主体的・協働的に聴いたりつくったりする活動に取り組み， 

組曲に親しむ。 

 

 

 

 

 

 ア(ｲ) 

イ(ｲ) 

ウ(ｲ) 

ア 

イ 
ア★音色，旋律 

 ☆反復，変化 

 

①曲想と音色，旋律の反復，変化による音楽

の構造との関わりについて気付いている。 

②音のつなげ方の特徴について，それらが生

み出すよさや面白さと関わらせて気付い

ている。 

③思いや意図に合った表現をするために必

要な，反復や変化を用いて，音楽をつくる

技能を身に付けて音楽をつくっている。 

 

①音色，旋律，反復，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，組曲

の最後に演奏される『終曲』のよさを見い

だし，曲全体を味わって聴いている。 

②音色，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，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っている。 

①曲想と音色，旋律，反復，変化などとの関

わりに興味をもち，音楽活動を楽しみなが

ら主体的・協働的に聴いたりつくったりす

る学習活動に取り組もうとしている。 

◎ちいきに伝わる音楽に親しもう 

（３） 

 

♪こきりこ 

♪太鼓ばやし 

 

 

 

 

 

(1)曲想と日本の民謡の歌声や楽器の音色，旋律との関わりに気

付く。  

(2)音色や旋律が生み出す曲や演奏のよさなどを見いだしなが

ら，日本の民謡を味わって聴く。  

(3)日本の民謡の音色や旋律に興味をもち，音楽活動を楽しみな

がら主体的・協働的に聴いたり調べたりする活動に取り組み，

地域に伝わる音楽に親しむ。 
 

 

 

 

 

  ア 

イ 

ア★音色，旋律 ①曲想と歌声や楽器の音色，旋律との関わり

について気付いている。 

 

①音色や旋律を聴き取り，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，曲や演奏のよさな

どを見いだし，日本の民謡や地域に伝わる

音楽を味わって聴いている。 

 

①日本の民謡や地域に伝わる音楽に興味を

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。 

◎曲の気分を感じ取ろう（９） 

 

○赤いやねの家 

●ジッパディードゥーダー 

♪山の魔王の宮殿にて 

○国歌「君が代」 

 

 

(1)曲想と速度，旋律，強弱との関わりなどについて気付くとと

もに，思いや意図に合った音楽表現をするために必要な技能を

身に付ける。 

(2)速度，旋律，強弱，反復を聴き取り，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

を見いだして曲全体を味わって聴いたり，どのように歌ったり

演奏したりするかについて思いや意図をもつ。 

(3)曲の特徴を捉える学習に興味をもち，音楽活動を楽しみなが 

ら主体的・協働的に聴いたり表現したりする学習活動に取り

組み，曲想とその変化を生かした音楽に親しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 (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 

 ☆反復 

 

①曲想と旋律の特徴や歌詞の内容との関わ

りについて気付いている。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，自然で無理のない歌い方で歌う技能

や，互いの歌声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。 

③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，ハ長調の楽譜を見

たりして演奏する技能や，音色や響きに気

を付けてリコーダーや鍵盤ハーモニカを

演奏する技能を身に付けて演奏している。 

④思いや意図に合った表現をするために必

要な，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を

身に付けて演奏している。 

⑤曲想やその変化と，速度や強弱などとの関

わりについて気付いている。 

①曲想と旋律の特徴，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っている。 

②音色，音の重なり，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ってい

る。 

③速度や強弱，旋律の反復などを聴き取り，

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曲想を生かした表現を工夫したり，曲のよ

さを見いだして聴いたりする学習に興味

をもち，音楽活動を楽しみながら主体的・

協働的に歌唱・器楽及び鑑賞の学習活動に

取り組もうとしている。 

 

  ※『動物の謝肉祭』の中の『ピアニスト』『化石』は常時活動で学習する。曲想と音色・速度・強弱などとの関わりに気付いたり，表現のよさや面白さを見いだして曲を味わって聴いたりする。 

・日本の民謡の歌い方の特徴や楽器の音色，旋律と曲想と

の関わりに気付いて聴く。 

・第３学年で学習した『太鼓ばやし』の学習を基に地域に

伝わるおはやしの音楽について調べる。 

・曲想と旋律の特徴，歌詞の内容との関わりに気付く。 

・音色や旋律，音の重なり，強弱が生み出す面白さを感じ

取りながら歌ったり演奏したりする。 

・曲想やその変化と，速度や強弱，旋律，反復との関わり

に気付き，味わって聴く。 

・旋律の特徴を捉え，自然で無理のない歌い方で声を合わ

せて歌う。 

・音色や旋律の反復，変化に着目して『終曲』を聴き，音

楽の特徴に気付いたり曲のよさや面白さを見いだしたり

し，曲全体を味わって聴く。 

・聴き取ったことや感じ取ったことを生かし，前題材でつ

くった動物の音楽の終曲をつくる。 

・演奏順や始め方，終わり方を工夫し，学級全体で組曲を

つくって表現する。 

・曲想と音色や速度，旋律との関わりに気付き，曲のよさ

を見いだし，曲全体を味わって聴く。 

・絵本の読み聞かせを基に表現したい動物を選び，簡易打

楽器や身の回りにある物から，動物の様子やイメージに

合う音素材を選んだり様々な音の出し方を試したりす

る。 

・音素材を生かした音の出し方，音のつなげ方や重ね方を

工夫し，反復や呼びかけとこたえを生かしてグループで

拍のない音楽をつくる。 


