
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 

◎日本の音楽に親しもう（４） 

 

○さくら さくら(共) 

♪さくら変奏曲 

 

(1)曲想と旋律，音階など音楽の構造との関わりや，曲想と歌詞

の内容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，自然で無理のない歌い方で歌う技能を身

に付ける。 

(2)音色，旋律，音階，反復や変化などを聴き取り，それらの働

きが生み出すよ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たり，箏の

音楽のよさを見いだして聴いたりする。 

(3)日本の旋律や音階，箏の音楽に興味をもち，音楽活動を楽し

みながら，主体的・協働的に学習活動に取り組み，箏の音楽に

親しむ。 

 

ア  
イ 
ウ(ｱ) 

(ｲ) 

  ア 

イ 
ア★音色，旋律，音階 

☆反復，変化   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①曲想と音色，旋律，音階など音楽の構造と

の関わりや，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，階名唱をしたり，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っ

たりする技能を身に付けて歌っている。 

③曲想と音色，旋律，変化との関わりについ

て気付いている。 

 

①旋律，音階などを聴き取り，それらの働き

が生み出すよ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，旋律，反復や変化などを聴き取り，

それらの働きが生み出すよさを感じ取り

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，箏の音楽の

よさを見いだして味わって聴いている。 

①日本の旋律や音階に興味をもち，音楽活

動を楽しみながら，主体的・協働的に歌

唱の学習活動に取り組もうとしている。 

②日本の旋律や箏の音楽に興味をもち，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。 

 

 

 

 

◎歌声をひびかせよう（８） 

 

○TODAY 

○プパポ 

♪ミュージカル「サウンド オブ

ミュージック」から 

 ドレミの歌，私のお気に入り，

エーデルワイス 

〇まきばの朝(共) 

 

 

(1)曲想と音色，旋律など音楽の構造や歌詞の内容との関わりに

ついて気付くとともに，思いや意図に合った表現をするために

必要な，声を合わせて歌う技能を身に付ける。 

(2)音色や旋律，フレーズ，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

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

や意図をもったり，歌声や旋律のよさや楽しさを見いだしてミ

ュージカルの音楽を味わって聴いたりする。 

(3)曲の特徴を捉えて表現する学習や，いろいろな歌声を聴くこ

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

学習活動に取り組み，ミュージカルの音楽に親しむ。 

  

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

(ｳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ア 

イ 

ア★音色，旋律，フレーズ  

☆音楽の縦と横との関係 

イ 付点８分音符， 

16分音符，シャープ， 

ナチュラル，タイ 

①曲想と音色，旋律など音楽の構造や歌詞の

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，呼吸及び発音に気を付けて，自然で

無理のない歌い方や互いの歌声，副次的な

旋律，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，フレーズ，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

さを感じ取り，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音色や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，曲のよさなどを見い

だしてミュージカルの音楽を味わって聴

いている。 

①曲の特徴を捉え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・

協働的に歌唱の学習活動に取り組もうと

している。 

②いろいろな歌声を聴くことに興味をもち，

音楽活動を楽しみながら，主体的・協働

的に鑑賞の学習活動に取り組もうとして

いる。 

 ◎ひょうしやせんりつのとくちょ

うを感じ取ろう（10） 

 

○●エーデルワイス 

●メリーさんの羊 

○ラバーズコンチェルト 

♪メヌエット 

♪トルコ行進曲 

□音の動き方を生かしてせんりつ

をつくろう 

 

(1)曲想と旋律の特徴，速度，強弱，拍など音楽の構造との関わ

りに気付くとともに，互いの歌声や音，伴奏を聴いて声を合わ

せて歌ったり，楽器を演奏したり，即興的に音を選んでつなげ

たりして表現する技能を身に付ける。  

(2)旋律や強弱，拍，フレーズなどの特徴を聴き取り，それらの

働きが生み出すよ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，どのように表現するかに

ついて思いや意図をもったり，音楽づくりの発想を得たりす

る。 

(3)拍子や旋律の特徴を捉えて表現することに興味をもち，音楽

活動を楽しみながら，主体的・協働的に学習活動に取り組み，

いろいろな拍子の音楽に親しむ。 

 

 

ア 

イ 

ウ(ｳ) 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

(ｳ) 

ア(ｱ)  

イ(ｲ) 

ウ(ｱ) 

ア 

イ 

 

ア★速度，旋律，強弱，拍，

フレーズ 

 

 

 

①曲想と速度や拍など音楽の構造との関わ

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，互いの歌声や音，伴奏を聴いて声を

合わせて歌ったり，楽器を演奏したりする

技能を身に付けて表現している。 

③音の動き方の特徴について，それらの生み

出すよさや面白さなどと関わらせて気付

いている。 

④曲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

択して表現する技能を身に付けて音楽を

つくっている。 

①旋律や強弱，拍などを聴き取り，それらの

働きが生み出すよ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強弱や拍などを聴き取り，それらの働きが

生み出すよさを感じ取りながら，聴き取っ

たこととの関わりについて考え，曲のよさ

などを見いだして味わって聴いている。 

③旋律や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を感じ取りなが

ら，聴き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拍子の特徴を捉えて表現することに興味

をもち，音楽活動を楽しみながら，主体

的・協働的に表現したり，鑑賞したりす

る学習活動に取り組もうとしている。 

②音の動き方を生かして表現することに興

味をもち，音楽活動を楽しみながら，主

体的・協働的に音楽をつくる学習活動に

取り組もうとしている。 

 

 

・『さくら さくら』の歌詞の表す情景や構成音とその音階

の響き，旋律など曲の特徴を捉える。 

・『さくら さくら』の旋律の動きに合わせて手を動かした

り，階名で歌ったりして旋律を捉える。 

・歌詞の表す情景や曲の特徴から思いや意図をもって歌う。 
・箏の音色に着目して，『さくら変奏曲』を聴き，音色，旋

律，音階，反復や変化など曲の特徴を捉える。 

・指揮をしたり，歌ったりしながら，それぞれの拍子の特

徴や旋律のまとまりを捉える。 
・主な旋律を楽器で演奏したり，副次的な旋律をリコーダ

ーで演奏したりする。 
・二曲を聴き比べ，旋律と拍子の関係について気付き，味

わって聴く。 
・条件に基づいて，即興的に音を選択し旋律をつくる。 

・歌詞の表す様子や曲の特徴を捉え，歌い方を工夫して主な

旋律を歌う。 

・下声部の動きを確認し，パートの役割を意識して歌う。 

・ミュージカルの音楽を聴き，歌声や旋律の特徴に気付く。 

【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４学年「アンサンブルの楽しさを味わおう」 

稲城市立長峰小学校  主任教諭 望月 仁美 



 
２ 
 
学 
 
期 
 
  
24 
 
 
 
 
 

◎曲に合った歌い方をしよう（６） 

 

〇ゆかいに歩けば 

〇とんび(共)  

 

(1)曲想と音色，旋律，強弱など音楽の構造との関わり，曲想と

歌詞の内容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

う技能を身に付ける。 

(2)音色や旋律，フレーズ，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

つ。 

(3)曲想を生かして表現することに興味をもち，音楽活動を楽し

みながら，主体的・協働的に学習活動に取り組み，日本のうた

に親しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

 

 
 
 
 
 

  ア★音色，旋律， 強弱， 

フレーズ 

 ☆呼びかけとこたえ 

イ スタッカート， 

クレシェンド， 

デクレシェンド 

①曲想と音色，旋律，強弱など音楽の構造と

の関わり，曲想と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，呼吸や発音に気を付けて，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。 

 

①音色や旋律，フレーズ，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曲想を生かして表現することに興味をも

ち，音楽活動を楽しみながら，主体的・

協働的に歌唱の学習活動に取り組もうと

している。 

◎かけ合いや重なりを楽しもう(８） 

 

〇もみじ(共)  

●夕ぐれの街 

♪「水上の音楽」から 

アラホーンパイプ 

 

 

(1) 曲想と旋律やフレーズ，呼びかけとこたえなど音楽の構造と

の関わりや，曲想と歌詞の内容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表現をするために必要な，互いの声

や音を合わせて歌ったり演奏したりする技能を身に付ける。 

(2)音色や旋律，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など音楽の構造を聴き取り，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，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，

曲のよさなどを見いだし，味わって聴いたりする。 

(3)声や楽器の響きやかけ合いなどの面白さを捉えて聴いたり，

旋律の特徴を捉えて表現したりする学習に興味をもち，主体的

・協働的に学習活動に取り組み，かけ合いや重なりに親しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 

イ(ｱ) 

(ｲ) 

ウ(ｲ) 

(ｳ) 

 

 ア 

イ 

ア★音色，旋律，音の重なり， 

フレーズ 

☆反復，呼びかけとこたえ，

変化， 

音楽の縦と横との関係 

①曲想と旋律やフレーズ，呼びかけとこたえ

など音楽の構造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

要な音色に気を付け，互いの声や音を聴

いて，歌ったり，演奏したりする技能を

身に付けて表現している。 

①旋律や音楽の縦と横との関係を聴き取り，

どのように歌うかについて思いや意図を

もっている。 

②旋律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音色や旋律，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

のよさや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，曲全体を味わって聴いてい

る。 

①歌詞や曲想，声部の役割を生かし，主体

的・協働的に歌唱の活動に取り組もうと

している。 

②旋律の特徴を捉えて表現を工夫し，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楽器の響きやかけ合いなどの面白さを捉

えて聴く学習に興味をもち，音楽活動を

楽しみながら，主体的・協働的に鑑賞の

学習活動に取り組もうとしている。 

・歌詞の表す様子や曲の特徴を捉える。 

・曲想や歌詞の内容，曲の特徴との関わりについて気付いた

ことを生かして表現を工夫し，思いや意図をもつ。 

・呼吸に気を付けて，自然で無理のない歌い方で歌う技能を

身に付けて歌う。 

・楽器の音色や，呼びかけとこたえ，旋律の変化に気付い

て聴く。 
・体を動かしたり，歌ったりして，拍やフレーズなど曲の

特徴を捉える。 
・曲にふさわしい音色を工夫して，友達と聴き合いながら

リコーダーを演奏する。 
・呼びかけとこたえ，フレーズを意識して歌ったり演奏し

たりする。 

・金管楽器の響きやトランペットとホルンのかけ合い，曲

想の変化を感じ取り，曲のよさを味わって聴く。 

第３学年題材「曲のかんじをとらえて 

えんそうしよう」とのつながり 

『ソラシドマーチ』で学習したタンギン

グを思い出して，音色や旋律，フレーズ

に気を付けて演奏している。 

。 

大会研究演奏 
「アンサンブルの楽しさを味わおう」と

の学びのつながり  



◎いろいろな地域に伝わる音楽に

親しもう(10) 

 

〇●ソーラン節 

□おはやしづくりにチャレンジ 

♪秩父屋台ばやし 

♪葛西ばやし 

♪サムルノリ 

♪サンバの音楽 

●朝の歌 

〇おどれサンバ 

〇国歌 君が代 

□音階から音楽をつくろう 

 

(1)曲想と音色やリズム，旋律など音楽の構造との関わりについ

て気付き，思いや意図に合った表現をするために必要な技能や

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)音色やリズム，旋律，音の重なり，音階，反復，呼びかけと

こたえなどが生み出すよさや面白さを感じ取りながら聴き取

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を考え，どのよう

に曲の特徴を捉えた表現をするかについて思いや意図をもっ

たり，曲のよさなどを見いだし，味わって聴いたりする。 

(3)我が国及び諸外国に伝わる音楽の特徴や人々の暮らしとの関

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

に学習活動に取り組み，生活の中から生まれた多様な音楽に親

しむ。 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

ア 

イ(ｲ) 

ウ(ｲ) 

ア (ｱ) 

イ (ｱ) 

ウ (ｱ) 

ア 

イ 
ア★音色，リズム，旋律， 

音の重なり，音階，拍 

 ☆反復，呼びかけとこたえ 

イ くり返し記号  

 

 

①曲想と音色やリズム，旋律など音楽の構造

との関わりに気付いている。 

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，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。 

  

 

 

 

 

④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，発想を生か

した表現をするために必要な技能を身に

付けて音楽をつくっている。 

 

①音色やリズム，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音色やリズム，音の重なりや反復などを聴

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リズムや音の重なり，音階，反復などを聴

き取り，それらの働きが生み出すよさや音

階による旋律の雰囲気の違いを感じ取り

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。 

④音色やリズム，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ている。 

①我が国及び諸外国に伝わるいろいろな音

楽の特徴や，人々の暮らしとの関わりに

興味をもち，音楽活動を楽しみながら，

主体的・協働的に表現したり鑑賞したり

する学習活動に取り組もうとしている。 

 

 

 
３ 
 
学 
 
期 
 
 
14 

◎アンサンブルの楽しさを味わお

う（７） 

 

●友達がいる限り 

〇グッデー グッバイ 

 

(1)曲想と旋律，強弱，音の重なりなど，音楽の構造との関わり

について気付くとともに，音色や声の出し方に気を付け，互い

の音を聴き合って，声を合わせて歌ったり，演奏したりする技

能を身に付ける。 

(2)音色や旋律，音の重なり，フレーズ，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，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)旋律が重なり合う響きのよさに興味をもち，音楽活動を楽し

みながら，主体的・協働的に学習活動に取り組み，役割を生か

した合唱やリコーダー合奏に親しむ。 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

(ｳ) 

 

ア 

イ 

ウ(ｲ) 

(ｳ) 

  ア★音色，旋律， 

強弱，音の重なり， 

フレーズ  

 ☆反復， 

音楽の縦と横との関係 

 

①曲想と歌詞の内容との関わりに気付いて

いる。 

②思いや意図に合った表現をするために必

要な，互いの歌声や伴奏を聴き，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，音色に気を付け，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。 

 

 

 

①旋律，音の重なりなどを聴き取り，それら

が生み出すよさや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，どのように歌うかに

ついて思いや意図をもっている。 

②音色や旋律，フレーズや音楽の縦と横との

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，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曲想や声部の役割を生かして表現するこ

とに興味をもち，音楽活動を楽しみなが

ら，主体的・協働的に歌唱や器楽の学習

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） 

 

♪ノルウェー舞曲 第２番 

□役わりをもとに音楽をつくろう 

 

(1)曲想と音色，速度，旋律，強弱，調，反復，変化など音楽の

構造との関わりについて気付くとともに，フレーズなどのつな

げ方や重ね方の特徴のよさや面白さに気付き，即興的に音を選

択して表現したり，音楽の仕組みを用いて音楽をつくったりす

る技能を身に付ける。 

(2)音色，速度，旋律，強弱，調，フレーズ，反復，変化などを

聴き取り，それらの関わりについて考え，曲のよさを見いだし

て曲全体を味わって聴いたり，即興的に呼びかけとこたえを表

現すること，音楽の縦と横との関係を考えて表現することを通

して，音楽づくりの発想を得たり，まとまりを意識した音楽を

つくることについて思いや意図をもったりして表現を工夫す

る。 

(3)曲想とその変化を捉えて聴く学習や役割を生かしてつくるこ

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

学習活動に取り組み，オーケストラの響きや音楽の縦と横との

関係に親しむ。 

 

 

 

 

 ア(ｱ) 

(ｲ) 

イ(ｱ) 

(ｲ) 

ウ(ｱ) 

 (ｲ) 

ア 

イ 
ア★音色，速度，旋律， 

強弱，調，フレーズ  

☆反復， 

呼びかけとこたえ， 

変化， 

音楽の縦と横との関係 

 

①曲想と音色，速度，旋律，強弱，調，反復，

変化など，音楽の構造との関わりに気付い

ている。 

②いろいろな音の響き，フレーズのつなげ方

や重ね方の特徴について，それらの生み出

すよさや面白さに関わらせて気付いてい

る。 

③必要な設定された条件に基づいて，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い

る。 

 

①音色，速度，旋律，強弱，調，反復，変化

など，音楽を特徴付けている要素を聴き取

り，それらの働きが生み出すよさや美しさ

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，曲全

体を味わって聴いている。 

②フレーズ，呼びかけとこたえ，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，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

図をもったりしている。 

①曲想とその変化を捉えて聴く学習に興味

をもち，音楽活動を楽しみながら，主体

的・協動的に鑑賞の学習活動に取り組も

うとしている。 

②役割を生かして表現することに興味をも

ち，音楽活動を楽しみながら，主体的・

協働的に音楽をつくる学習活動に取り組

もうとしている。 

 

・音楽に合わせて体を動かしながら，曲想の変化や曲全体

の構成を捉える。 

・曲想の変化や演奏のよさを味わって聴く。 
・設定した条件に基づいて，即興的に呼びかけとこたえの

旋律をつくる。 

・役割を決め，まとまりのある音楽をつくる。 

 

・曲想と音色や旋律，音の重なりなどの関わりに気付いて

歌ったり，リコーダーで演奏したりする。 

・各パートの役割を感じ取り，それぞれのパートにふさわ

しい表現の工夫について，思いや意図をもつ。 

・曲想や各パートの役割を生かして，互いの音を聴き合い

ながら合唱，合奏する。 「かけあいや重なりを楽しもう」とのつ

ながり 

『夕ぐれの街』で学習した音の重なりに

気付き，曲にふさわしい音色を工夫して

演奏している。 

・我が国及び諸外国に伝わる音楽の特徴に気付き，よさを

感じ取りながら聴く。 

・曲想と音色やリズムなどの特徴との関わりについて気付

いたことを生かして表現を工夫し，思いや意図をもつ。 

・思いや意図に合った表現をするために必要な表現の技能

を身に付けて歌ったり，演奏したりする。 

・設定された条件に基づいて，即興的に音を選択してお囃

子の旋律をつくる。 

前題材「かけ合いや重なりを楽しもう」 

(共)『もみじ』で学習した呼びかけとこ

たえに気付いて輪奏している。 


