
小学校 音楽
学習指導要領の改訂及び

新教育課程編成・実施のポイント

令和元年８月

大分県教育委員会

１ 成果と課題／基本的な考え方／三つの柱

２ 音楽科の目標（資質・能力）

３ 「見方・考え方」とは ／ 「知識」とは

４ 学年の目標・内容（第3・4学年を中心に）

５ 指導計画の作成と内容の取扱い

６ 移行期間中の学習指導／学習評価

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成



ポイント１

各学年ごとに「内容の取扱い」が項目として追加されたが，内容の増減はない。
解説書内のゴシック体は，告示文（本文）からの引用を表す。
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現行（H20.9） 新（H29.7）

(2)は，「思考力，判断力，表現力等」の育成に関する目標を
示したものであり，音楽表現を創意工夫することが表現領域
に関すること，音楽のよさや美しさを味わって聴くことが鑑
賞領域に関することである。

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

音楽科，芸術科（音楽）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。

成果（現行で大事にしてきたこと）

感性を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を
生み出したり，音楽を聴いてそのよさや価値等を
考えたりしていくこと
我が国や郷土の伝統音楽に親しみ，よさを一層味
わえるようにしていくこと
生活や社会における音や音楽の働き，音楽文化に
ついての関心や理解を深めていくこと

については，更なる充実が求められる。

課題（更なる充実が求められこと）

ポイント２

現行学習指導要領の成果を踏まえ，課題に適切に対応できるよう改善を図っていくこと
が求められる。

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。

（参考）現行学習指導要領の改善の基本方針

p.6

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成



ポイント３

今回の改訂は，現行学習指導要領の延長線上にあり，「質」を高める改訂である。
• これまでも行ってきた内容を“より充実”させていく，という考え。 p.6

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

音楽に対する感性を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさなどを
見いだしたりすることができるよう，内容の改善を図る。
音や音楽と自分との関わりを築いていけるよう，生活や社会の中の音や音楽の働きについての意識を深め
る学習の充実を図る。
我が国や郷土の音楽に親しみ，よさを一層味わうことができるよう，和楽器を含む我が国や郷土の音楽の
学習の充実を図る。

小学校

感性を働かせ，他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさや美しさなどを見い
だしたりすることができるよう，内容の改善を図る。
音や音楽と自分との関わりを築いていけるよう，生活や社会の中の音や音楽の働き，音楽文化についての
理解を深める学習の充実を図る。

中学校改訂の基本的な考え方

改訂の基本的な考え方

※下線部は小学校にない文言

※下線部は小学校のみの文言

感性を働かせて，他者と協働しながら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさや美しさなどを見
いだしたりすることができるよう，内容の改善を図る。
音や音楽と自分との関わりを築いていけるよう，生活や社会の中の音や音楽の働き，音楽文化についての
理解を深める学習の充実を図る。
高等学校芸術科（音楽）において表現と鑑賞の学習に共通に必要となる資質・能力を〔共通事項〕として
示す。

高等学校改訂の具体的な方向性
※下線部は、高等学校のみの文言

ポイント４

音楽科の目標や内容を「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」の三つの柱で整理。

どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか

理解していること・できる
ことをどう使うか

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の習得

未知の状況にも対応できる
思考力･判断力･表現力等の育成

今回の改訂では，知・徳・体にわ
たる「生きる力」を子供たちに育む
ために「何のために学ぶのか」とい
う音楽科としての学ぶ意義を共有し
ながら，授業の創意工夫や教科書等
の教材の改善を引き出していくこと
ができるようにするため，全ての教
科等の目標及び内容を

「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」

の三つの柱で再整理した。

育成を目指す資質・能力の明確化

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

p.3

児童生徒が児童生徒が



ポイント５

＜教科の目標の改善＞
小学校音楽科で育成を目指す資質・能力を，「生活や社会の中の音や音楽（音楽
文化）と豊かに関わる資質・能力」と規定。 ※（ ）内は中学校のみ

• 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資質・能力を育成していく，
ということ。

• そのために必要な中身が，「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」である。

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。

（新）小学校音楽科の目標

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽を愛好
する心情と音楽に対する感性を育てるととも
に，音楽活動の基礎的な能力を培い，豊かな
情操を養う。

（現行）小学校音楽科の目標

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

p.6

資質
能力

音楽を学ぶ
意義

(3)学びに向かう力，人間性等

(1)知識及び技能

(2)思考力，判断力，表現力等

ポイント６

音楽科は，活動を通して学習していく教科である。

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。

（新）小学校音楽科の目標

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

p.9

（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･･･

「見方・考え方」の前に「幅広い活動を通して」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。

音楽活動の中でどのような学習をするのか。
そこに，「見方・考え方」が必要である。

「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」であると
考えられる。

音楽的な見方・考え方とは

歌ってみる 聴いてみる

まずはっ！



ポイント７

音や音楽の対象を，どういう視点で捉えたり考えたりするかが「見方・考え方」である。
• 前半は，「音」としてどう捉えるか。後半は，音や音楽が人間の生活や感情の中で「どう

いう存在」であるか。
音楽科の学習は，児童が音や音楽の存在に気付き，それらを主体的に捉えることによって
成立する。
資質・能力の育成に当たっては，児童生徒が「音楽的な見方・考え方」を働かせて学習活
動に取り組めるようにする。

音や音楽の美しさなどを感じ取るときの心の働きを意味している。児童が，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，美しさを感じ取ることを支えとして，自ら音や音楽を捉えて
いくとき，児童の音楽に対する感性が働く。

「音楽」に対する感性とは

エアコンの音が鳴っている･･･。しかし，聞こえているけ
どそれを「認識していない」場合もある。
自分で音や音楽を意思をもって捕まえにいかなければなら
ない。捕まえにいくことで，自然と感性が働く。

「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」であると考えられる。

音楽的な見方・考え方とは

見方・考え方が働いたとは･･･

音楽的な見方・考え方は，音楽的な見方・考え方を働かせた音楽科の学習を積み重ねることに
よって広がったり深まったりするなどし，その後の人生においても生きて働くものとなる。
今回の改訂は，音楽的な見方・考え方を働かせることにより，音楽科における深い学びの視点
から授業改善の一層の工夫がなされることを期待するものである。

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

p.10

ポイント８

「見方・考え方」は，資質・能力ではなく，授業改善の大事な視点である。
• 子どもに身に付けさせるものではない。

児童が「音楽を捉え・関連付けて考えている」とき「見方・考え方」が働いている。
• 音楽の授業で「見方・考え方」を働かせて学習活動できるようにしていくことで，

子どもたちの中に「見方・考え方」が残っていく。
「見方・考え方」を働かせる授業になっているかが重要である。

• 日々の授業について，子どもたちが「見方・考え方」を働かせるということができていた
だろうか，そういう場面が位置付いていたか，という視点で振り返ってみる。

• これまでもよい実践には「見方・考え方」が働いていた。
• 子どもたちが「見方・考え方」を働かせることができる

ような授業プランを考える必要がある。
• 「音楽を捉えるという場面」があるか，「生活や社会な

どと関連付けて考えていく場面」があるか。それがない
と，子どもたちは「見方・考え方」を働かせようがない。

私たちは，音楽の専門家を育てているわけではないが，生活・社会の中に音や音楽はたくさん
ある。その音楽に，反応して心豊かな生活を歩んでほしい，ということを目指す。

音楽的な見方・考え方は・・・

「見方・考え方」は，将来的に働いてくれると嬉しい。BGMが鳴っていても反応しないのではなく，学校
の授業の内容が生きて「あっ，これ日本っぽいな（京都っぽいな）」と感じるだけでよい。

成果と課題 基本的な考え方 三つの柱 教科目標 見方・考え方解説の構成

資質
能力

音楽を学ぶ
意義

学習

活動

歌う
聴く

見方
考え方



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。

ポイント９

音楽科における「知識」とは，「曲想と音楽の構造などとの関わり」について理解する
ことである。

• 曲名や，音符，休符，記号や用語の名称などの知識のみを指すものではない。

形式・背景に関するエピソードを覚えるといった場面があってもよ
いが，それを覚えたから知識事項が十分であるとは言えない。よって，
「曲想と音楽の構造などとの関わり」としている。単に覚えただけで
は，「知識」の一部ではあるが，学習を通して理解したとは言えない。

「曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解する」とは，
表現や鑑賞の活動を通して，対象となる音楽に固有の雰囲気や表情などを感じ取りながら，「音楽から喚起される自己
のイメージや感情」と「音楽を形づくっている要素の表れ方や，音楽を特徴付けている要素と音楽の仕組み」との関わ
り合いなどとの関係を捉え，理解することである。
なお，「音楽の構造など」としているのは，歌唱分野における「歌詞の内容」も含んでいるからである。

＜中学校では…＞
その音楽固有の雰囲気や表情，味わいなどを感じ取りながら，自己のイメージや感情の動きと音楽の構造や背景などとの関わりを捉え，理解
することである。
したがって，単に教材となる曲の形式などを覚えたり，曲が生まれた背景に関するエピソードなどを知ったりするのみでは，理解したことに
はならないことに留意する必要がある。

曲想と音楽の構造などとの関わり

（新）小学校音楽科の目標＜抜粋＞

「４分音符が分かる」
→ ４分音符がこの曲でどんな働きをしているのかが分かる。
「木琴の音が分かる」
→ 演奏方法を変えると音色が変わることが分かる。

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.12

(1)知識及び技能

いくつかの情報が固まりになったもの

※曲名・音符・休符・記号・用語

ポイント10

「知識」の指導に当たっては，表現や鑑賞に生きるものにする（役立つものにする）。
• 自分との関わりの中で理解できるようにする。

「知識」は，更新されていく（再構築されていく）ものである。
• 新たな事柄を知ることのみに留まるものではない。

音楽科における「知識」とは，
音楽を形づくっている要素などの働きについて理解し，表現や鑑賞などに生かすことができ
るような知識である。

「音楽から喚起される自己のイメージや感情」と「音楽を形づくっている要素の表れ方や，音楽を特徴
付けている要素と音楽の仕組み」との関わり合いなどとの関係を捉え，理解することである。

児童一人一人が，体を動かす活動などを含むような学習過程において，音楽に対する感性な
どを働かせて感じ取り，理解したものであり，個々の感じ方や考え方等に応じて習得された
り，新たな学習過程を通して更新されたりしていくものである。

（例） が「とても強い」を覚えさせたが，授業で扱う教材に出てこないのでは意味がない。

（例）「モルダウ」を聴いて，「『知識』があったのでより感動がました」など，「知識」が生きていか
ないと意味がない。客観的な事実として覚えているだけでは駄目である。

（例）音楽は，今日聴いた感情と同じ曲を10年後に聴いた感情が異なる場合がある。「楽しい」と感じた
曲でも，ある時その音楽と悲しい出来事が重なると「楽しい」とは感じない場合もある。音楽の捉え
方・理解の仕方は常に変わっていく。この変わっていくことが「再構築」されるということである。

12このように習得された「知識」は，その後の学習や生活においても活用できるものとなる。
したがって，「知識」の習得は，単に新たな事柄を知ることのみに留まるものではない。

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.12



ポイント11

各学年の目標も，育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づいて示される。

第１学年及び第２学年 第３学年及び第４学年 第５学年及び第６学年

(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，
音楽表現を楽しむために必要
な歌唱，器楽，音楽づくりの
技能を身に付けるようにする。

(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。

(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
る思いをもつことや，曲や演
奏の楽しさを見いだしながら
音楽を味わって聴くことがで
きるようにする。

(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。

(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)楽しく音楽に関わり，協働し
て音楽活動をする楽しさを感
じながら，身の回りの様々な
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。

(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。

(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。

(3)学びに
向かう力，
人間性等

( 1 ) 知 識
及び技能

(2)思考力，
判断力，
表現力等

⑴ 進んで音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものにする態
度と習慣を育てる。

⑵ 基礎的な表現の能力を伸ばし，音楽表現の楽しさを感じ取るようにする。
⑶ 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を伸ばし，音楽を味わって聴くようにする。

参考：（現行）第３学年及び第４学年の目標

（新）学年の目標
p.16

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

質的な高まり

ポイント12

内容の構成は，現行学習指導要領と同様「Ａ表現」「Ｂ鑑賞」〔共通事項〕で示される。

教科の目標

学年の目標

内容の構成 Ａ表現

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。

思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等知識及び技能
(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技能を
身に付けるようにする。

(2)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。

(3)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。

(１)各学年の「知識及び技
能」の習得に関する目標

(２)各学年の「思考力， 判断力，
表現力等」の育成に関する目標

(３)各学年の「学びに向かう力， 人
間性等」の涵養に関する目標

(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。

（例）第３学年及び第４学年 (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。

Ｂ鑑賞 〔共通事項〕
(１)歌唱の活動を
通して,次の事
項を身に付け
ることができる
よう指導する。

(２)器楽の活動を
通して，次の事
項を身に付け
ることができる
よう指導する。

(３)音楽づくりの活
動を通して，次の
事項を身に付け
ることができるよ
う指導する。

ア 歌唱分野における
「思考力，判断力，表現力等」

イ 歌唱分野における「知識」

ウ 歌唱分野における「技能」
イ 器楽分野における「知識」

ア 器楽分野における
「思考力，判断力，表現力等」

ウ 器楽分野における「技能」

ア 音楽づくり分野における
「思考力，判断力，表現力等」

イ 音楽づくり分野における「知識」
ウ 音楽づくり分野における「技能」

(1)鑑賞の活動を
通して，次の事
項を身に付け
ることができる
よう指導する。

ア 鑑賞領域における
「思考力，判断力，表現力等」

イ 鑑賞領域における「知識」

(1)「Ａ表現」及び「Ｂ鑑
賞」の指導を通して，
次の事項を身に付け
ることができるよう指
導する。

ア 表現及び鑑賞の学習において共通に
必要となる「思考力，判断力，表現力等」

イ 表現及び鑑賞の学習において共通に
必要となる「知識」

全て同じ重要度。
順番は関係なし。

p.20

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

New →
音楽科で育成する資質・
能力を身に付ける



ポイント13

「Ａ表現」では，資質・能力を育てるために，ア，イ，ウを適切に関連させて扱うこと。
〔共通事項〕との関連を十分に図った題材を構成すること。

ア 範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして歌うこと。
イ 歌詞の内容，曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって歌うこと。
ウ 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こと。
エ 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

（現行）第３学年及び第４学年「Ａ表現」（１）歌唱

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，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こと。
イ 曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて気付くこと。
ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の(ア)から(ウ)までの技能を身に付け

ること。
(ア) 範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして歌う技能
(イ）呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然に無理のない歌い方で歌う技能
(ウ) 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を合わせて歌う技能

（新）第３学年及び第４学年「Ａ表現」（１）歌唱

知

技

思

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.58

現行学習指導要領は，三
つの内容で構成されている。
※一文に全ての内容が入っ
ている。

①創意工夫の基となる
感じ取る対象

（歌詞の内容や曲想）

②「思考力，判断力，表現力等」
（ふさわしい表現を工夫
思いや意図をもつ）

③技能を伴った音楽表現
（歌うこと）

知識 思考力，判断力，表現力等 技能

ポイント14

「Ｂ鑑賞」では，資質・能力を育てるために，ア，イを適切に関連させて扱うこと。
各領域とも，〔共通事項〕との関連を十分に図った題材を構成すること。
「Ｂ鑑賞」において，「言葉で表す」を軽んじているわけではない。

ア 曲想とその変化を感じ取って聴くこと。
イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造に気をつけて

聴くこと。
ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，楽曲の特徴

や演奏のよさに気付くこと。

（現行）第３学年及び第４学年「Ｂ鑑賞」（１）

(1)鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら，曲や演奏のよさな
どを見いだし，曲全体を味わって聴くこと。

イ 曲想及びその変化と，音楽の構造との関わりについて気付くこと。

（新）第３学年及び第４学年「Ｂ鑑賞」（１）

知

思

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.78

(7) 各学年の「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。

（新）第３ ２内容の取扱いと指導上の配慮事項

今まで指導事項にあったが，改訂後は配慮事項に移っている。しかし，「言葉で表す」を軽ん
じておらず，整理上このようになっている。



ポイント15

〔共通事項〕は，表現及び鑑賞の学習において共通に必要となる資質・能力である。
〔共通事項〕の学習は，要素を学ぶことではなく，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である。

(1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音楽を形づくっている要素のうち次の（ア）及び（イ）を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや面

白さ，美しさを感じ取ること。
（ア）音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素
（イ）反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して理解すること。

（現行）〔共通事項〕第３学年及び第４学年

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
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。

（新）〔共通事項〕第３学年及び第４学年
ア 思考力，判断力，表現力等

イ 知識

例） は「強い」という意味。効果を理解。
↓

・なぜ なのか？
・あるのとないのではどう違うのか？

指導に当たっては，音楽を形づくっている要素のうちどの
ような要素を聴き取ったのかということと，その要素の働
きによってどのような特質や雰囲気を感じ取ったのかとい
うことを，それぞれ確認しながら結び付けていけるように
することが重要となる。
そのため，今回の改訂では，聴き取ったこと・感じ取ったことに
留まらず，聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて
考えることとし，その重要性を一層明確にした。

現行でも重要なものとして記載している。
〔共通事項〕は要素に関する学習ではない。

概念を広げていく

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.81

次の曲で を見た時に，「この曲の はどんな意味
があるのか」という子どもになってほしい。

(8)各学年の〔共通事項〕に示す「音楽を形づくっている要素」については，児童の発達の段階や指導
のねらいに応じて，次のア及びイから適切に選択したり関連付けたりして指導すること。
ア 音楽を特徴付けている要素

音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，和音の響き，音階，調，拍，フレーズなど
イ 音楽の仕組み

反復，呼びかけとこたえ，変化，音楽の縦と横との関係など

ポイント16

音楽を形づくっている要素は，一括して示される。
音符，休符，記号や用語は，音楽の授業で活用できるようにすること。

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
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。

（新）〔共通事項〕

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.26

（新）第３ 指導計画の作成と内容の取扱い２（８）（９）より

従前は，学年別に示していたが，今回は一括して示している。このことは，児童の発達の段階や指導
のねらいに応じて，取り扱う教材や内容との関連から必要と考えられる時点で，その都度繰り返し指
導し，６年間を見通した学習を進めることを意図したものである。

(9) 各学年の〔共通事項〕の(1)のイに示す「音符，休符，記号や用語」については，児童の学習状況を考慮
して，次に示すものを音楽における働きと関わらせて理解し，活用できるよう取り扱うこと。

「音楽における働きと関わらせて」とは，音符，休符，記号や用語について，読み方や意味を理解するだけでなく，
音楽科の学習活動の中で実際に活用できる知識として理解することの重要性を述べたものである。

p.135

p.139



ポイント17

「主体的・対話的で深い学び」は授業改善の視点である。（育成するのは，資質・能力）

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，児童の主体的・対
話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，音楽的な見方・考え方を働かせ，他者と協働しなが
ら，音楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさなどを見いだしたりするなど，思考，判断し，表現する
一連の過程を大切にした学習の充実を図ること。

（新）第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

児童に音楽科の指導を通して「知識及び技能」や「思考力，判断力，表現力等」の育成を目指す授業改
善を行うことはこれまでも多くの実践が重ねられてきている。そのような着実に取り組まれてきた実践を
否定し，全く異なる指導方法を導入しなければならないと捉えるのではなく，児童や学校の実態，指導の
内容に応じ，「主体的な学び」，「対話的な学び」，「深い学び」の視点から授業改善を図ることが重要である。

主体的・対話的で深い学びは，必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではない。題
材など内容や時間のまとまりの中で，例えば，主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり
学習したことを振り返ったりして自身の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するか，対話によって
自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，児
童が考える場面と教師が教える場面をどのように組み立てるか，といった視点で授業改善を進めること
が求められる。また，児童や学校の実態に応じ，多様な学習活動を組み合わせて授業を組み立てていく
ことが重要であり，題材のまとまりを見通した学習を行うに当たり基礎となる知識及び技能の習得に課題
が見られる場合には，それを身に付けるために，児童の主体性を引き出すなどの工夫を重ね，確実な習
得を図ることが必要である。

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めるに当たり，特に「深い学び」の視点に関し
て，各教科等の学びの深まりの鍵となるのが「見方・考え方」である。各教科等の特質に応じた物事を捉
える視点や考え方である「見方・考え方」を，習得・活用・探究という学びの過程の中で働かせることを通
じて，より質の高い深い学びにつなげることが重要である。

p.115

ポイント18

〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連を図る。

各領域や分野の学習に共通する「音楽を特徴付けている要素」や「音楽の仕組
み」，それらに関わる音符，休符，記号や用語を要とし，適宜，表現領域と鑑賞
領域との関連や，歌唱，器楽，音楽づくりの各活動間の関連を図った題材を構
成していくこと

一題材の学習過程だけではなく，年間を見通して，各題材間における各領域や
分野の関連を図ることも大切

（4）第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(1)，(2)及び(3)並びに「Ｂ鑑賞」
の(1)の指導については，適宜，〔共通事項〕を要として各領域や分
野の関連を図るようにすること。

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.119

（新）第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

〔共通事項〕を要として各領域や分野の関連を図るようにすること･･･



ポイント19

障がいのある児童などの指導に当たっては，個々の児童の困難さに応じた指導内
容や指導方法を工夫すること。

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
(7) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工

夫を計画的，組織的に行うこと。

■音楽科における障がいのある児童への配慮

小学校

ఠ
௫

困 難
●音楽を形づくっている要素（リズム，速度，旋律，強弱，反復等）の聴き取りが難し
い場合

意 図
○要素に着目しやすくなるようにする。
○動作化する際は，決められた動きのパターンを習得するような活動にならないよう留
意する。

配 慮 例
・音楽に合わせて一緒に拍を打ったり体を動かしたりする。
・要素の表れ方を視覚化，動作化する。 など

困 難
●多くの声部が並列している楽譜など，情報量が多く，自分がどこに注目したらよいの
か混乱しやすい場合

意 図○視覚的に情報を整理する。

配 慮 例
・拡大楽譜などを用いて声部を色分けする。
・リズムや旋律を部分的に取り出してカードにする。

実際の指導場面では，個々の児童の困難さに応じて，児童の心理面などにも配慮しつ
つ，適切かつ臨機応変に指導を講じることが求められる。

（新）第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.121

小学校学習指導要領解説 音楽編
第４章 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の配慮事項
(7) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた

指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，児
童の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援
学級，特別支援学校において，児童の十分な学びを確保し，一人一人の児童の障害の状態や
発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
通常の学級においても，発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があること
を前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援
ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられ
る困難さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。
これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童に
よって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面
での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の
困難さ，注意の集中を持続することが苦手であることなど，学習活動を行う場合に生じる困
難さが異なることに留意し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫するこ
とを，各教科等において示している。
その際，音楽科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学習
活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，児童の学習負担や心理面にも配
慮する必要がある。
なお，学校においては，こうした点を踏まえ，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記
載し，翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。



ポイント20

音楽科の特質に応じた言語活動を，「A表現」及び「B鑑賞」の指導に適切に位置
づける。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
（１）ア 音楽によって喚起されたイメージや感情，音楽表現に対する思いや意図，

音楽を聴いて感じ取ったことや想像したことなどを伝え合い共感するなど，
音や音楽及び言葉によるコミュニケーションを図り，音楽科の特質に応じた
言語活動を適切に位置付けられるよう指導を工夫すること。

（新）第３ ２内容の取扱いと指導上の配慮事項

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.124

音楽活動は，音や音楽によるコミュニケーションを基盤としたものであり，言葉で表すこと
が本来の目的ではない。

したがって，言葉によるコミュニケーションが音や音楽によるコミュニケーションの充実に
つながるように，配慮することが必要である。

例えば，

表現の活動においては，表したい思いや意図を言葉で伝え合いながら，実際に歌ったり
演奏したりして音楽表現を高めていく楽しさを味わうようにする

鑑賞の活動では，音楽を聴いて気付いたことや感じ取ったことなどの様々な意見を共有し
た後，視点をもって，再度音楽を聴くことにより，音楽をより味わって聴くようにする

ことなどが考えられる。

(7) 各学年の「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，・・・略・・・

言葉などで表す活動には，絵や図で表したり，体の動きに置き換えて表したりするなど，
広義の言語活動が含まれる。

ポイント21

歌唱共通教材の曲目や取扱いについては，現行と同様である。
和楽器を，中学年の旋律楽器の例示に追加。（現行は高学年のみ）
※必修ではないが、改善のポイントである。進めてほしい。

（５） 各学年の「A表現」の（２）の楽器については，次のとおり取り扱うこと。
ウ 第３学年及び第４学年で取り上げる旋律楽器は，既習の楽器を含めて，リ

コーダーや鍵盤楽器，和楽器などの中から児童や学校の実態を考慮して選択
すること。

学年目標 表現 鑑賞 共通事項 取扱い知識

p.129
p.131

（新）歌唱共通教材 対象学年 共通教材数 扱う曲数

第１学年 4曲 4曲全て

第２学年 4曲 4曲全て

第３学年 4曲 4曲全て

第４学年 4曲 4曲全て

第５学年 4曲 3曲

第６学年 4曲 3曲

（新）第３ ２内容の取扱いと指導上の配慮事項

「我が国や郷土の伝統音楽に親しみ，よさを一層味わえるようにしていくこと」の「更なる充
実が求められる」とされたことを踏まえ，次のように改訂した。

これまで第５学年及び第６学年において取り上げる旋律楽器として例示していた和楽器を，
第３学年及び第４学年にも新たに位置付けることとした。



７ 音楽（小学校）

平成３０年度及び平成３１年度の第１学年から第６学年まで
の音楽の指導に当たっては、現行小学校学習指導要領第２
章第６節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新
小学校学習指導要領第２章第６節の規定によることができる。

■移行期間中に新小学校学習指導要領によることができるとされている教科において、実際に新小学
校学習指導要領による場合には、その内容に応じて適切な教材を用いるとともに、所要の授業時数
を確保して指導が行われるようにすること。

学習指導上の留意事項

■現行小学校学習指導要領及び新小学校学習指導要領において目標および内容を２学年まとめて示
している教科については、特に、平成３１年度の指導に当たっては、翌年度を見通した適切な指導
計画を作成して指導し、平成３２年度の指導に当たっては、前年度における指導内容を踏まえて適
切な指導計画を作成して指導する必要があることに十分留意し、新小学校学習指導要領に円滑に
移行できるようにすること。

※２９文科初第５３６号（平成２９年７月７日）事務次官通知より抜粋

移行期間 学習評価

移行措置並びに移行期間中における学習指導等について 文部科学省告示第９３号（平成２９年７月７日）

中学校音楽科の移行措置について

観点別学習状況の評価の観点の整理①

資質・能力の三つの柱に基づいた目標や内容の再整理を踏まえて、観点別学習状況の評価
の観点については、小・中・高等学校の各教科等を通じて、「知識・技能」「思考・判断・表現」
「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理。

＜現行＞ ＜新＞

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

移行期間 学習評価



観点別学習状況の評価の観点の整理②
■音楽への関心・意欲・態度

■音楽表現の創意工夫

■音楽表現の技能

■鑑賞の能力

■知識・技能

■思考・判断・表現

■主体的に学習に
取り組む態度

①［共通事項］アに関連すること
リズム・速度・旋律・強弱を知覚し、それ
らの働きが生み出す特質や雰囲気を感受し
ている

②理解に関すること
曲想を歌詞の内容や楽曲の背景と関わらせて
感じ取り

③思いや意図をもつこと
楽曲にふさわしい音楽表現を工夫し、どのよ
うに歌うかについて表現意図をもっている

①［共通事項］アに関連すること

②理解に関すること

③よさや美しさを味わって聴くこと

「知識」

「技能」

「A表現」

「B鑑賞」

移行期間 学習評価

詩と音楽を味わおう（6年生）
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。

主 眼主 眼

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. ２つの録音（以前の歌
声）を聴き比べ，工夫した
点が表現の変化につな
がっているか確かめる。

6.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。

＜授業のポイント＞
前時の「振り返り」を生かした，意欲・見通しを持たせる「めあて」の設定
工夫する箇所の精選，工夫する要素の焦点化
考えた工夫と音楽活動の合致（言語活動と音楽活動の往還）

＜授業のポイント＞
前時の「振り返り」を生かした，意欲・見通しを持たせる「めあて」の設定
工夫する箇所の精選，工夫する要素の焦点化
考えた工夫と音楽活動の合致（言語活動と音楽活動の往還）

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。

• 前半部分を録音する。

• 今まではサビだからフォルテで歌っていたけど，
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。

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。

【前回の振り返りを紹介】
• 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

• 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。

言語活動
音楽活動

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，叶えたいという
思いを表現できるからよいと思う。

比較


