
第3（2・３下）学年 〈A案〉 ― 題材の評価規準例（平成29年度）① ―  … 鑑賞教材　　◆ … 器楽教材（中学生の器楽）　　　　　※「特集 ルールを守って音楽を楽しもう !」については，適宜指導計画に含める。

題 材 名 教 材 名
題材の評価規準例

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

1
学
期

日本の歌のよさや
美しさを味わい，
表現を工夫しよう

心の歌　花（共通教材） ①歌詞の内容や曲想に関心をもち，曲にふさわしい
音楽表現を工夫して歌う学習に主体的に取り組も
うとしている。［歌唱］

①音のつながり方，フレーズ，速度，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な
がら，歌詞の内容や曲想を味わって曲にふさわし
い音楽表現を工夫し，どのように歌うかについて
思いや意図をもっている。［歌唱］
②８分の６拍子，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ながら，歌詞の内容
や曲想を味わって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思いや意図をもっ
ている。［歌唱］

①歌詞の内容や曲想を生かした，曲にふさわしい音
楽表現をするために必要な発声，言葉の発音，呼
吸法などの技能を身に付けて歌っている。［歌唱］My Voice!

心の歌　早春賦（共通教材）

BINGO GAME

RHYTHM GAME

曲想や語感を生かして，
表現を工夫しよう

帰れソレントへ

①歌詞の内容や曲想に関心をもち，曲にふさわしい
音楽表現を工夫して歌う学習に主体的に取り組も
うとしている。［歌唱］
②歌詞の内容や曲想，曲種に応じた発声や言葉の特
性に関心をもち，それらを生かし曲にふさわしい
音楽表現を工夫して歌う学習に主体的に取り組も
うとしている。［歌唱］

①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ながら，歌詞の内容や
曲想を味わって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思いや意図をもっ
ている。［歌唱］
②ポピュラー音楽の声の音色，英語の語感を生かし
たリズムや旋律を知覚し，それらの働きが生み出
す特質や雰囲気を感受しながら，歌詞の内容や曲
想を味わう，曲種に応じた発声や言葉の特性を理
解するなどして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思いや意図をもっ
ている。［歌唱］

①歌詞の内容や曲想を生かした，曲にふさわしい音
楽表現をするために必要な発声，言葉の発音，呼
吸法などの技能を身に付けて歌っている。［歌唱］
②歌詞の内容や曲想，曲種に応じた発声や言葉の特
性を生かした，曲にふさわしい音楽表現をするた
めに必要な発声，言葉の発音，呼吸法などの技能
を身に付けて歌っている。［歌唱］

Yesterday

ポピュラー音楽の特徴を
理解して，
その魅力を味わおう

 ポピュラー音楽

①音楽の特徴とその背景となる文化・歴史との関連
や，ポピュラー音楽の特徴と音楽の多様性に関心
をもち，鑑賞する学習に主体的に取り組もうとし
ている。［鑑賞］

①リズム，音色，旋律，テクスチュアを知覚し，そ
れらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しなが
ら，音楽の特徴をその背景となる文化・歴史と関
連付けて理解する，ポピュラー音楽の特徴から音
楽の多様性を理解するなどして，解釈したり価値
を考えたりし，鑑賞している。［鑑賞］

◆ テキーラ（p.54）

①曲想に関心をもち，曲にふさわしい音楽表現を工
夫して演奏する学習に主体的に取り組もうとして
いる。［器楽］
②声部の役割と全体の響きとのかかわりに関心をも
ち，音楽表現を工夫しながら合わせて演奏する学
習に主体的に取り組もうとしている。［器楽］

①楽器の音色，リズムパターンやその重なり，曲の
構成を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰
囲気を感受しながら，曲想を味わって曲にふさわ
しい音楽表現を工夫し，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。［器楽］
②主旋律の音の動き，リズム，旋律の重なりを知覚
し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受
しながら，声部の役割と全体の響きとのかかわり
を理解して音楽表現を工夫し，どのように合わせ
て演奏するかについて思いや意図をもっている。
［器楽］

①楽器の特徴，基礎的な奏法を生かした音楽表現を
するために必要な技能を身に付けて演奏してい
る。［器楽］
②声部の役割と全体の響きとのかかわりを生かし
て，曲想にふさわしい音楽表現をするために必要
な技能を身に付けて演奏をしている。［器楽］

◆ Yesterday（p.76）

言葉や音階の特徴を
生かして，
表現を工夫しよう

My Melody

①言葉の抑揚や音階の特徴に関心をもち，それらを
生かし音楽表現を工夫して旋律をつくる学習に主
体的に取り組もうとしている。［創作］

①リズムや旋律を知覚し，それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受しながら，言葉の抑揚や音階
の特徴を生かした音楽表現を工夫し，どのよう
に旋律をつくるかについて思いや意図をもってい
る。［創作］

①言葉の抑揚や音階の特徴を生かした音楽表現をす
るために必要な課題に沿った音の組合せ方，記譜
の仕方などの技能を身に付けて旋律をつくってい
る。［創作］



第3（2・３下）学年 〈A案〉 ― 題材の評価規準例（平成29年度）② ―  … 鑑賞教材　　◆ … 器楽教材（中学生の器楽）　　　　　※「特集 ルールを守って音楽を楽しもう !」については，適宜指導計画に含める。

題 材 名 教 材 名
題材の評価規準例

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

2
学
期

パートの役割を理解し，
曲想を生かして，
表現を工夫しよう

風の中の青春

①声部の役割と全体の響きとのかかわりに関心をも
ち，音楽表現を工夫しながら合わせて歌う学習に
主体的に取り組もうとしている。［歌唱］
②歌詞の内容や曲想，声部の役割と全体の響きとの
かかわりに関心をもち，曲にふさわしい音楽表現
を工夫しながら合わせて歌う学習に主体的に取り
組もうとしている。［歌唱］

①旋律の音の動き，フレーズ，旋律の重なり方，強
弱を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲
気を感受しながら，声部の役割と全体の響きとの
かかわりを理解して音楽表現を工夫し，どのよう
に合わせて歌うかについて思いや意図をもってい
る。［歌唱］
②声の音色，テクスチュアを知覚・感受しながら，
歌詞の内容や曲想を味わう，声部の役割と全体の
響きとのかかわりを理解するなどして曲にふさわ
しい音楽表現を工夫し，どのように合わせて歌う
かについて思いや意図をもっている。［歌唱］

①声部の役割と全体の響きとのかかわりを生かした
音楽表現をするために必要な発声，言葉の発音，
呼吸法などの技能を身に付けて歌っている。［歌
唱］
②創意工夫を生かした曲にふさわしい音楽表現をす
るために必要な発声，言葉の発音，呼吸法などの
技能を身に付けて歌っている。［歌唱］

フィンランディア

音楽の特徴や背景を
理解して，
その魅力を味わおう

 組曲「展覧会の絵」から

①音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，
構成と曲想とのかかわりに関心をもち，鑑賞する
学習に主体的に取り組もうとしている。［鑑賞］
②音楽の特徴とその背景となる文化・歴史との関連
に関心をもち，鑑賞する学習に主体的に取り組も
うとしている。［鑑賞］

①音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，
構成を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰
囲気を感受しながら，音楽を形づくっている要素
や構造と曲想とのかかわりを理解して，解釈した
り価値を考えたりし，根拠をもって批評するなど
して，音楽のよさや美しさを味わって聴いている。
［鑑賞］
②旋律，速度，強弱，楽器の音色を知覚し，それら
の働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら，
音楽の特徴をその背景となる文化・歴史と関連付
けて理解して，解釈したり価値を考えたりし，鑑
賞している。［鑑賞］

 ブルタバ（モルダウ）

曲の構成を理解して，
リズムアンサンブルの
表現を工夫しよう

Let’s Create!

①音素材の特徴，反復，変化，対照などの構成や全
体のまとまりに関心をもち，それらを生かし音楽
表現を工夫しながら音楽をつくる学習に主体的に
取り組もうとしている。［創作］

①音色，リズム，速度，パートの組合せ方，強弱，
構成を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰
囲気を感受しながら，音楽で表現したいイメージ
をもち，音素材の特徴を生かし，反復，変化，対
照などの構成や全体のまとまりを工夫し，どのよ
うに音楽をつくるかについて思いや意図をもって
いる。［創作］

①音素材の特徴，反復，変化，対照などの構成や全
体のまとまりを生かした音楽表現をするために必
要な課題に沿った音の組合せ方，記譜の仕方など
の技能を身に付けて音楽をつくっている。［創作］

◆ 打楽器のための小品（p.78）

①声部の役割と全体の響きとのかかわりに関心をも
ち，音楽表現を工夫しながら合わせて演奏する学
習に主体的に取り組もうとしている。［器楽］

①楽器の音色，リズム，音の重ね方，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な
がら，声部の役割と全体の響きとのかかわりを理
解して音楽表現を工夫し，どのように合わせて演
奏するかについて思いや意図をもっている。［器
楽］

①声部の役割と全体の響きとのかかわりを生かした
音楽表現を工夫するために必要な技能を身に付け
て演奏している。［器楽］

雅楽や能の特徴を
理解して，
その魅力を味わおう

 平調「越天楽」─ 管絃 ─

①雅楽の音楽を形づくっている要素や構造と曲想と
のかかわり，雅楽の特徴とその背景となる文化・
歴史との関連，音楽の多様性に関心をもち，鑑賞
する学習に主体的に取り組もうとしている。［鑑
賞］
②能の音楽を形づくっている要素や構造と曲想との
かかわり，能の特徴とその背景となる文化・歴史
との関連，音楽の多様性に関心をもち，鑑賞する
学習に主体的に取り組もうとしている。［鑑賞］

①雅楽の音楽を形づくっている楽器の音色，旋律，
テクスチュアを知覚し，それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受している。［鑑賞］
②知覚・感受しながら，音楽の特徴を理解して，解
釈したり価値を考えたりし，根拠をもって批評す
るなどして，音楽のよさや美しさを味わって聴い
ている。［鑑賞］
③能の音楽を形づくっている音色，リズム，速度，
旋律を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰
囲気を感受している。［鑑賞］
④知覚・感受しながら，音楽の特徴を理解して，解
釈したり価値を考えたりし，根拠をもって批評す
るなどして，音楽のよさや美しさを味わって聴い
ている。［鑑賞］

 「羽衣」から

能「羽衣」から

①曲種に応じた発声や言葉の特性に関心をもち，そ
れらを生かして歌う学習に主体的に取り組もうと
している。［歌唱］

①謡の声の音色，リズム，旋律を知覚し，それらの
働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら，曲
種に応じた発声や言葉の特性を理解して，それら
を生かした音楽表現を工夫し，どのように歌うか
について思いや意図をもっている。［歌唱］

①曲種に応じた発声や言葉の特性を生かした音楽表
現をするために必要な発声，言葉の発音，呼吸法，
身体の使い方などの技能を身に付けて歌ってい
る。［歌唱］



第3（2・３下）学年 〈A案〉 ― 題材の評価規準例（平成29年度）③ ―  … 鑑賞教材　　◆ … 器楽教材（中学生の器楽）　　　　　※「特集 ルールを守って音楽を楽しもう !」については，適宜指導計画に含める。

題 材 名 教 材 名
題材の評価規準例

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

3
学
期

世界の諸民族の音楽の
特徴を理解して，
その魅力を味わおう

 世界の諸民族の音楽

① 音楽の特徴とその背景となる文化・歴史との関連
や，世界の諸民族の音楽の特徴と音楽の多様性に
関心をもち，鑑賞する学習に主体的に取り組もう
としている。［鑑賞］

①楽器の音色，リズム，速度，旋律を知覚し，それ
らの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しなが
ら，音楽の特徴をその背景となる文化・歴史と関
連付けて理解する，世界の諸民族の音楽の特徴か
ら音楽の多様性を理解するなどして，解釈したり
価値を考えたりし，鑑賞している。［鑑賞］

仲間とともに，
表情豊かに合唱しよう

きみとともに
①歌詞の内容や曲想に関心をもち，曲にふさわしい
音楽表現を工夫して歌う学習に主体的に取り組も
うとしている。［歌唱］
②歌詞の内容や曲想，声部の役割と全体の響きと
のかかわりに関心をもち，音楽表現を工夫しな
がら合わせて歌う学習に主体的に取り組もうと
している。［歌唱］

①言葉のまとまりと旋律の音の動き，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な
がら，歌詞の内容や曲想を味わって曲にふさわし
い音楽表現を工夫し，どのように歌うかについて
思いや意図をもっている。［歌唱］
②音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働
きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら，歌詞
の内容や曲想を味わい，声部の役割と全体の響き
とのかかわりを理解して曲にふさわしい音楽表現
を工夫し，どのように合わせて歌うかについて思
いや意図をもっている。［歌唱］

①歌詞の内容や曲想を生かした，曲にふさわしい音
楽表現をするために必要な発声，言葉の発音，呼
吸法などの技能を身に付けて歌っている。［歌唱］
②歌詞の内容や曲想，声部の役割と全体の響きとの
かかわりを生かした，曲にふさわしい音楽表現を
するために必要な発声，言葉の発音，呼吸法など
の技能を身に付けて歌っている。［歌唱］

歌い継ごう 日本の歌

心通う合唱

指揮をしてみよう !


