
新学習指導要領の趣旨を実現する授業づくり
（小学校 科）

再生時間 ＝ 約２５分



見方考え方 表現 鑑賞資質能力

1.育成を目指す

2. を働かせた授業

3. の授業改善

本日お話しすること



こんな音楽の授業になっていませんか？

歌唱の授業が、「歌うだけ」で終わって

いませんか？

器楽の授業が、「演奏するだけ」
で終わっていませんか？

鑑賞の授業が、「感想を書くだけ」
で終わっていませんか？



ポイント１

表現領域では，思いや意図を持って表現したり，鑑賞領域では，音楽のよさや面
白さを味わって聴いたりする力を育成することが求められる。

• ただ単に，歌をうたったり，音楽を聴いて感想を書いたりすることではない。

小学校音楽科で育成を目指す資質・能力とは，「生活や社会の中の音や音楽と豊
かに関わる」ことである。

• 子どもたちが，卒業後も音楽と関係を持っていくために必要な力を育成していくということ。

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の
音や音楽と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
⑴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
めに必要な技能を身に付けるようにする。

⑵音楽表現を工夫することや，音楽を味わって聴くことができるようにする。
⑶音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育
むとともに，音楽に親しむ態度を養い，豊かな情操を培う。

小学校音楽科の目標

見方考え方 表現 鑑賞資質能力

P.9

音楽科においては，

音楽のよさや楽しさを感じるとともに，思いや意図を持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
音楽と生活との関わりに関心を持って，生涯にわたり音楽文化に親しむ態度を育むこと
等に重点を置いて，その充実を図ってきたところである。

学習指導要領で大事にしていること P.6

［知識及び技能］

［思考力、判断力、表現力等］

［学びに向かう力、人間性等］



音楽科は，活動を通して学習していく教科である。
授業では，「音楽発」-「音楽着」を大切にする。

「見方・考え方」の前に「活動を通して」としているのは，音楽科は活動を通して学
習していく教科だからである。

１.導入
合唱曲を歌い，前時までの学習や自分たちの歌声
の状況を振り返る。

２.展開
自分たちの歌声から，曲にふさわしい歌唱表現を
追究していく。＊言語活動と合唱活動の往還

３.まとめ
合唱を行ない，曲にふさわしい歌唱表現を実現で
きたか振り返る。

歌ってみる 聴いてみるまずは

見方考え方 表現 鑑賞資質能力

P.9

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の
音や音楽と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
⑴ 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技能を身に付けるようにする。
⑵ 音楽表現を工夫することや，音楽を味わって聴くことができるようにする。
⑶ 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育むとともに，音楽に親しむ態度を
養い，豊かな情操を培う。

小学校音楽科の目標

音楽発

（参考）国語科：言葉による見方・考え方を働かせ…，算数科：数学的な見方・考え方を働かせ…

１.導入
音楽を聴いて，前時までの学習を振り返る。

２.展開
作曲者の工夫した点や楽曲の面白さなどを追究し
ていく。＊言語活動と鑑賞活動の往還

３.まとめ
再度，鑑賞曲を聴いて，楽曲のよさや美しさ振り返る。

音楽着

音楽発 音楽発

音楽着

音楽着

ポイント２



音楽の授業では，児童が音楽的な「見方・考え方」を働かせることができる学習
活動を行なう。

• 今までもいい授業では，児童の音楽的な「見方・考え方」が働いていた。
児童が「見方・考え方」を働かせるためには，①音楽を聴き取ること，②音楽の
雰囲気を感じ取ること，①・②を関わらせることが重要である。

音楽に対する感性を働かせ，音や音楽を，
音楽を形づくっている要素とその働きの視
点で捉え，自己のイメージや感情，生活や
文化などと関連付けること

音楽的な見方・考え方とは

ポイント３ 見方考え方 表現 鑑賞資質能力

ア 音楽を形づくっている要素を聴き取り，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ること。

イ 音楽を形づくっている要素及びそれらに
関わる音符，休符，記号や用語について，音
楽における働きと関わらせて理解すること。

［共通事項］

音や音楽を，聴き取る場面があるか
音楽の雰囲気を，感じ取る場面があるか
聴き取ったことと，感じ取ったことを関わら
せる場面があるか
音や音楽を，文化や歴史などと関連付ける場
面があるか

P.10
見方・考え方のイメージ

Keyword = 「関わる」



混声二部合唱「いのちのまつり」
作詞：草場 一壽 作曲：弓削田 健介

教 材自分たちの思いが伝わる歌になるよう，歌詞の意味と旋律の動き，音楽の縦と横の関
係から，強弱を工夫することができる。

目 標

学習活動 時間 指導及び指導上の留意点

1. 作曲者からのメッセー
ジを聞く。

2. 本時のめあてと方法を
つかむ。

3. 曲の山の部分（37小節
～46小節）の表現を工
夫する。

(1)個人で考える
(2)グループで歌いながら，どん
な工夫をしたいか伝え合う。

５

１５

作曲者が「いのちのまつり」に込
めた思いを知る。作曲者へ自分
たちの演奏を録画して送ることを
伝える。

強弱をどう表現するかを理由と
ともに書き込ませる。

学習活動 時間 指導及び指導上の留意点

4.全体で意見を出し合い，
歌いながら表現を工夫する。

5.本時の振り返りを行い，
学びを共有する。

１７

８

意見交流の際は，楽曲の構造
について・児童の思いや意図を
整理して拡大楽譜に書く。

前時の「振り返り」の意見を
生かして，自分の思いを伝
えるための表現の工夫を行う。

• グループで考えたことを，ク
ラス全体で歌ってみて，自
分たちの思いが伝わる表
現か判断していく。

焦点化

意欲と見通し

【めあて】自分の思いがもっと伝わる歌になるよう，歌詞の意味と旋律の
働き，音楽の縦と横の関係を考えて，強弱を工夫しよう。

【前時の振り返りを紹介】
• 音楽の縦・横の関係，強弱
を大切すると，思いが伝わる
ようになった。

言語活動・音楽活動の往還

• 「ように」は願っている感じなので，少しずつ小さくしていく。
• 願いが届くように優しく終わりたいから。

• 最後は，デクレシェンドにするか，
ピアノにするか迷ってる・・・。

• デクレシェンドの方が，おだやかな感じがして「叶えたい」、
という思いをより表現できるからよいと思った。

比較

• 今まではサビだから「ｆ」で歌っていたけど，今日の授業でそうじゃないことが分かった。
• 「ひとつ」と「すべて」の違いに気付いた。「すべて」を堂 と々大きく歌えてよかった。

cresc.

decresc.

• 生きていても，亡くなっていても命は輝く
という前に進む気持ちを表現したいから。

mf

f

音楽発

音楽着

言語活動・音楽活動の往還

A.デクレシェンドで歌ってみる♪
B.ピアノで歌ってみる♪

decresc.とpの歌声を「聴き比べる（感性を働かせ捉える）」
イメージや感情と歌詞の意味とを関連付ける

見方・考え方

見方考え方 表現 鑑賞資質能力表現領域の授業改善①



全体
合唱

■発表する（共有）
・工夫する点
・合唱に足りない点
・課題点
※個人、パート別

■練習する
・パート別
・個別

現状
の歌声

■考える
・工夫する点
・合唱に足りない点
・課題点
※個人、パート別

① ② ③ ⑤④

■考えた内容、発表した内容と練習内容が合致していますか？
■子どもは、何を練習するのか理解できていますか？

音楽の要素は、精選できていますか？（たくさん提示していませんか？）

（めあて）「○○○・・・表現を工夫しよう」ってあるけど、子どもは、
何をどのように工夫したらよいか理解できていますか？

見方考え方 表現 鑑賞資質能力表現領域の授業改善②

表現を工夫する授業では，音楽の要素を精選する必要がある。
言語活動と表現活動が合致するよう，整合性をとる必要がある。

ポイント４



小学校 第3 指導計画の作成と内容の取扱い2（7）

「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては，言葉などで表す活動*を取り入れ，曲想と音楽の

構造との関わりについて気付いたり理解したり，曲や演奏の楽しさやよさなどを
見いだしたりすることができるよう指導を工夫すること。

*絵や図，体の動きに置き換えて表すことも含む

言葉で説明する際には，対象となる音楽が，自分にとってどのような価値がある
のかといった評価を，根拠をもって述べることが重要になる。

① 音楽を形づくっている要素や音楽の構造 *知覚（聴き取ったこと）
② 特質や雰囲気及び曲想 *感受（感じ取ったこと）
③ ①と②との関わり

④ 気に入ったところ，他者に紹介したいところなど自分にとってどのような
価値があるのかといった評価

見方考え方 表現 鑑賞資質能力鑑賞領域の授業改善①

鑑賞の授業では，児童が音楽のよさを「根拠」をもって述べることが重要である。
児童が根拠をもって述べるためには，漠然と感想文を書かせるのではなく，
①聴き取ったこと，②感じ取ったこと，①・②を関わらせることが重要である。

ポイント５

• 中学校学習指導要領（音楽編）より

根拠

評価

P.134



見方考え方 表現 鑑賞資質能力鑑賞領域の授業改善②

■「ノルウェー舞曲第２番」の紹介文
聴き取ったこと … 実線
感じ取ったこと … 点線
想像したこと … 波線
その子なりにとらえた曲のよさ … 二重線

を引いてみましょう。

「はじめ」は、ゆっくりで静かなオーボエのせんりつがきこえます。
静かで明るい感じで、のんびりさんぽしているようです。

「なか」は、とつぜん、速くはげしい感じになります。
細かなリズムのせんりつになり、どんどん速くなっていきます。
大きな犬に追いかけられた様子を思いうかべました。
楽器がたくさん出てきて大きな音がします。

「おわり」は、「はじめ」のオーボエのせんりつがまたきこえます。

ぼくは、「なか」がピタッととまって、オーボエが始まるところが、
一番おもしろいと思います。

12

25

金

大
分
太
郎



見方考え方 表現 鑑賞資質能力鑑賞領域の授業改善②

■「ノルウェー舞曲第２番」の紹介文
聴き取ったこと … 実線
感じ取ったこと … 点線
想像したこと … 波線
その子なりにとらえた曲のよさ … 二重線

を引いてみましょう。

「はじめ」は、ゆっくりで静かなオーボエのせんりつがきこえます。
静かで明るい感じで、のんびりさんぽしているようです。

「なか」は、とつぜん、速くはげしい感じになります。
細かなリズムのせんりつになり、どんどん速くなっていきます。
大きな犬に追いかけられた様子を思いうかべました。
楽器がたくさん出てきて大きな音がします。

「おわり」は、「はじめ」のオーボエのせんりつがまたきこえます。

ぼくは、「なか」がピタッととまって、オーボエが始まるところが、
一番おもしろいと思います。

子どもが聴き取ったこと
感じ取ったこと
想像したこと

根拠

その子なりにとらえた曲のよさ
評価
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