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６ 音  楽 
 

 

学習指導要領（試案） 昭和 22 年 ６月 10 日〔1947 年〕発行 

小学校学籍簿 昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年） 

生徒指導要録 昭和 24 年 ８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 音楽の目標 

 

学習指導要領 音楽編（試案）〔昭和 22年６月 10 日（1947 年）発行〕より 

一 音楽美の理解・感得を行い，これによって高い美的情操と豊かな人間性とを養う。 

二 音楽に関する知識及び技術を習得させる。 

三 音楽における創造力を養う（旋律や曲を作ること）。 

四 音楽における表現力を養う（歌うことと楽器をひくこと）。 

五 楽譜を読む力及び書く力を養う。 

六 音楽における鑑賞力を養う。 

音楽教育は情操教育である，という原則は今も昔も少しも変わっていない。しかし，その意味の取り

方は従来必ずしも正しい方向にあったとはいえない。音楽教育が情操教育であるという意味は，目標の

一に掲げたように，音楽美の理解・感得によって高い美的情操と豊かな人間性を養うことである。従来

の考え方のうちには音楽教育を情操教育の手段として取り扱う傾きがはなはだ強かった。即ち，情操を

教育するために音楽教育を行うという考え方である。しかし，音楽は本来芸術であるから，目的であっ

て手段となり得るものではない。芸術を手段とする考え方は，芸術の本質を解しないものである。そこ

で音楽教育が情操教育であるという意味は，音楽教育即情操教育ということで，音楽美の理解・感得が

直ちに美的情操の養成となる。であるから，われわれは正しいそして高い音楽教育を行うことができれ

ば，それが直ちに正しく高い美的情操の養成となる。従来のように音楽教育を手段として取り扱う時に

は，音楽教育はむしろ低下し粗雑になりがちで，一例をあげれば読譜力すらも完全には作ることができ

ないのである。 

 以上のような観点から，今後の音楽教育はあくまでも純正な音楽教育であるべきで，児童がよい音楽

を十分表現し，且つ理解するようになることを目標とし，これがそのまま正しい情操教育であるという

ことを，しっかり考えておかなければならない。 

 このように言ったからとて何も音楽をむずかしく考えたり，むずかしく教えたりするという意味は少

しもない。人間が美しいものを好み，美によって限りない喜びを感ずるのは人間性の最も奥深いものか

ら出て来るのであるから，音楽美の理解・感得は人間性の本質に向かって進んで行くことである。それ

故，純正な音楽教育を施すことは人間の性向に反することではなくて，それに従うことである。そして

これを成功させるためには，児童の生理的，心理的能力の発達の段階をよく見極め，これに適合する方

法で教育目標を達成することを考えなければならない。言いかえれば子供の興味や意欲をもととし，こ

れを伸ばしつつ目標に近づいて行くのである。この点従来の教育は大人の頭や考えをあまりにも子供に

押しつけたきらいがあった。そのために，音楽教育がはなはだ説教的性格を帯び，したがって子供はこ
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れに興味を感じなくなって卑俗な歌に走ったり，または音楽教育の内容が幼稚なものであるために児童

の興味を引かなくなったりしたのである。これらの欠点はすべて訂正され，そして音楽の美しさを楽し

みつつ正しい教育が行われなければならない。それは教師が十分な理解を持ちさえすれば決してむずか

しいことではない。 

 さて，音楽美の理解や感得を十分行わせるためにはどうしたらよいか。それには適当な教材によって

音楽の美しさ，音楽のおもしろさを十分に味わわせるとともに，音楽についての知識及び技術をしっか

り習得させることである。年齢とともに，だんだんより高い音楽美を理解して行くことができるように

するためには，どうしても音楽についての知識や技術がしっかりできていなければならない。もちろん

義務教育を受ける児童や生徒の大部分は専門の音楽家になるのではなく，一般の社会人になるのである

から，音楽についての知識や技術を習得させるといっても，そこにはおのずから限界があるのは明らか

である。しかし，これが次第に高まって行くことは国民の音楽的水準が高まることであるから，われわ

れの希望としては，知識や技術が次第に向上して高いレべルに達することが望ましいのである。しかし，

そのような向上は一挙にしてできるものではなく，長い間真剣に努力してはじめて得られるものである。

まずその第一歩として，われわれは正しい知識や技術をしっかりと植えつけて行くという方向に進まな

ければならない。そのためには教師がまず十分な知識や技術を持つことが必要で，教師自身が十分努力

をしなければならない。 

 音楽の知識や技術を習得して音楽美の理解・感得を十分にするためには，自分自身が「音楽する」こ

とが何よりも大切である。ただ単に受身な態度で聞いているだけでは，決してほんとうに音楽を理解す

ることはできない。みずから音楽することこそ音楽を知る最も正しい且つ早い道である。そのためには

従来の音楽教育のようにただ歌唱だけをやっていたのでは不十分で，ぜひ器楽や更に進んでは作曲もや

らなければならない。器楽を全面的に実施するには，楽器や楽譜の問題から解決してかからなければな

らないので，現在の状態では大きな困難を伴なうのは明らかである。このためには児童の製作にかかる

簡易楽器の利用や，教師の工夫にかかる代用楽器の活用等も考えてみる必要がある。このようなさまざ

まな困難はあるけれども，ぜひこれを打開して器楽教育も全面的に実施できるように努力したいと思う。

また作曲教育は新しい試みであるが，しかし作文や自由画を製作している児童が作曲できないというこ

とはない。全部の児童ができなくても大部分の児童に創作の体験を味わわせたい。何もりっぱな曲を作

るということを目標としないでも，作曲の体験を持つことによって音楽美の理解を深めればよい。これ

は器楽のように特別な道具を必要としないから，考え方によれば器楽教育よりも実施しやすい点もある。

器楽にしても，作曲にしても，強制することはできないけれども，ぜひ実施できるよう努力すべきであ

る。 

 鑑賞は，音楽を味わったり理解したり判別する力を養ったりすることであるが，これと同時に音楽を

楽しむことも含まれる。鑑賞はただ受身な態度で聞いているだけでなく，それを通して自分が「音楽す

る」意欲を高めることが大切である。従来の鑑賞教育では，音楽に対し文学的説明を加えることが一般

的に行われているが，この方法はよほど注意しないと音楽に対する正しい理解を誤らす場合がある。音

楽は本来ことばで説明できるものではなく，音から直接に感じ取るものであるから，あまりいろいろな

文学的説明を加えると純粋な音楽的感動を阻害することも起る。そのような点は特に注意する必要があ

る。また，音楽の鑑賞というとむずかしい顔をしてまじめくさって聴いていなければならないように思

われがちであるが，前にも述べように鑑賞は音楽を楽しむことであるから，自由に心から音楽を楽しん

で聴くことが大切である。 

 音楽美の理解・感得によって美的情操を養成すれば，その人は美と秩序とを愛するようになり，それ

はとりもなおさず社会活動における一つの徳を養うことになる。これは音楽の社会的効用の一つである。
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またリズムの体得は人間の活動を能率的にするであろう。その他合唱や合奏における美と秩序とにもと

づく訓練は，人間の社会生活や団体生活における秩序の維持の上に大いに役に立つ。合唱や合奏が音楽

的に完成するためには，各人の真に自発的な協力がなければならない。だれひとりとしてわがままな行

為は許されないのである。わがまま勝手な行為は直ちに音楽の美を破壊する。このような合唱や合奏に

おける訓練は，音楽の持つ社会的効用として高く評価されなければならない。 

 

 

２ 音楽の評価の観点 

 

小学校学籍簿について〔昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年）〕より 

鑑賞 

表現 

理解 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

＜中学校＞ 

音楽の知的理解 

音楽の鑑賞 

音楽の創作 

演奏（歌唱・器楽） 
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小学校学習指導要領（試案） 昭和 26 年 12 月 1 日（1951 年）発行 

中学校高等学校学習指導要領(試案) 昭和 26 年 ６月 25 日（1951 年）発行 

指導要録 昭和 30 年 ９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 音楽の目標 

 

小学校学習指導要領 音楽編（試案）〔昭和 26 年 12 月 １日（1951 年）発行〕より 

Ⅰ 音楽教育の一般目標 

 音楽教育の目的を約言すれば，次のようになる。音楽教育の計画は，この目的を達成するものでなけ

ればならない。 

音楽経験を通じて，深い美的情操と豊かな人間性とを養い，円満な人格の発達をはかり，好ま

しい社会人としての教養を高める。 

 この目的を達成するためには，具体的に次のような一般目標があげられる。 

１ いろいろな音楽経験を積むことによって，いっそう音楽を愛好するように育てる。 

２ よい音楽を鑑賞し，音楽の鑑賞力を高める。 

３ 音楽の表現技能を養い，音楽経験を通しての創造的な自己表現を奨励する。 

４ 学習経験を豊かにするために必要な，音楽に関する知識を得させる。 

５ 音楽を理解したり感じとる力を，各個人の能力に応じて高める。 

６ 音楽経験の喜びや楽しさを，家庭や地域社会の生活にまで広げる。 

７ 音楽という世界共通語を通して，他の国々に対するいっそうよい理解を深める。 

 

Ⅲ 小学校の音楽教育の目標 

音楽教育の一般目標に照して，小学校の音楽教育の目標としては，次の諸項があげられる。 

１ 次のような態度を養つ。 

１) 個人ならびにグループの経験を通して，いろいろな音楽活動を楽しむ態度｡ 

２) 余暇を楽しく過すために，音楽に対して関心をもつ態度。 

３) 学校で得た音楽経験を活用して，家庭生活や地域社会での生活に，明るさや豊かさを増

すための欲求をもつ態度。 

２ 音楽の鑑賞を盛んにし，よい音楽に対する愛好心と鑑賞力とを高める。 

３ 次のような音楽的表現の技能を養い，音楽を通しての自己表現の能力を伸ばす。 

１) 簡単な単音唱歌・輪唱歌・合唱歌などを歌う技能。 

２) リズム楽器・簡単な旋律楽器などを演奏する技能。 

３) 簡単な旋律を作る技能。 

４) 楽譜を読んだり書いたりする技能。 

５) 劇や遊戯などの身体的動作によって，音楽のリズムや感じなどを表現する技能。 

４ 次のような事がらに対する知識と理解を深める。 

１) 楽譜に関する基礎知識。 

２) 音楽の要素(リズム・旋律・和声その他副次的な要素)とその組合せについての知識と理
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解。 

３) 演奏の機関(人声・楽器)や，演奏の形態に関する知識と理解。 

４) いろいろな音楽(声楽曲・器楽曲)と，その内容についての理解。 

５) 日本および外国の民謡に関する知識。 

６) 日本および外国の名高い音楽家の生活や作品について，特に興味ある事件や逸話などに

関する知識。 

 以上のような諸目標は，歌唱を用心とし，楽器の演奏・音楽の鑑賞・音楽の理論や構造の学習・創造

的な諸活動，その他，他教科における学習活動や教科外の諸活動と関連することによって達成されなけ

ればならない。 

 

中学校高等学校学習指導要領 音楽科編(試案)〔昭和 26 年６月 25 日(1951)発行〕より 

第２節 音楽教育の一般目標 

 これまでに述べたような，教育目標と音楽との関係に照らして，中学校および高等学校における音楽

教育の目標は，次のように約言することができる。  

音楽経験をとおして，深い美的情操と豊かな人間性とを養い，円満な人格の発達をはかり，好ましい社

会人としての教養を高める。  

 この目標を達成するために，具体的には，次のような事がらが，一般目標としてあげられる。 

 １ 民主主義社会において，より能率的な生活を営みうる準備となるような音楽経験を得る。 

 ２ 音楽経験(歌唱・楽器の演奏・鑑賞・創作)をとおして，いろいろな音楽を知り，いっそう音

楽を愛好するようになる。 

 ３ 音楽の表現技能を養い，音楽による自己表現力を高める。 

 ４ 音楽的な創造力を豊かにし，創作力を養う。 

 ５ よい音楽を鑑賞し，音楽鑑賞の好ましい態度を養う。 

 ６ 教養ある社会人としてもつべき，音楽に関する知識を得る。 

 ７ あらゆる種類の音楽活動に関する能力と興味とが，各人の能力に応じて極限にまで発達する

機会を得る。 

 ８ 音楽に対する，高い水準の趣味および技能を得て，それを個人生活・家庭生活・地域社会生

活に利用し，個人およびグループの日常生活を楽しく豊かにするとともに，余暇の利用を有効適切

にする。 

 ９ 各国の音楽を学習することによって，言語・風俗・習慣などを異にする諸民族の間に，いっ

そうよい理解を得る。 

第３節 中学校の音楽教育目標 

 Ⅰ 表   現  

 １ 歌  唱  

１) 正しい発声と発音とで歌う技能を養う。  

 a) 変声前・変声期・変声後の声を正しく使って歌う技能。  

 b) 美しく明確な発音で歌う技能。  

 c) 各人の能力に応じた声域の拡張。  

２) リズム・拍子・音程・和声などの音楽的な要素に対する，正しく美しい歌唱技能を高め，

また，形式や詩の内容を理解して歌うことによって，音楽的な表現に習熟する。  

３) 視唱力を高め，楽譜を見て音楽を感じ取る力を養う。  
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４) 聴唱力を高める。  

５) 斉唱・輪唱・合唱(同声および混声)などを盛んにして，その楽しさを味わい，歌唱への興

味を増進するとともに，それらの歌唱技能を養い，歌唱による自己表現力を高める。  

６) 全生徒に，音楽的な刺激や霊感を与える音楽活動としての，グループ合唱や集団合唱・学

校合唱団の発達をはかる。  

７) 唱歌や平易な芸術的歌曲を学習し，あらゆる機会に，それらを利用することによって，い

っそう歌唱の楽しみを増し，日常生活を豊かなものとするとともに，余暇を楽しく過ごす。 

 ２ 楽器の演奏  

１) 楽器を演奏することによって，器具操作の欲求を満たし，それを愉快な演奏技術に転化す

る。  

２) けん盤楽器演奏の基礎技術を習得して，楽器による基本的な音楽表現能力を養う。  

３) 各種楽器の簡単な編成による合奏や吹奏楽の合奏をして，合奏の技能を養うとともに，合

奏の楽しさを味わう。  

４) 簡単な楽曲を演奏して，いろいろな音楽を知り，器楽に対する興味を高めるとともに，楽

器演奏への自発活動を活発にする。  

５) あらゆる機会に楽器を演奏することによって，生活を楽しく豊かにするとともに，余暇を

楽しく過ごす。  

６) 合奏のグループが，学校や地域社会で公開演奏または，演奏行進を行うことによって，演

奏者および聴衆に，音楽的文化経験を与える。 

 Ⅱ 鑑  賞  

１) 音楽の鑑賞活動を活発にして，芸術的な音楽を鑑賞する欲求を盛んにする。 

２) 音楽を味わいながら聞く習慣をつける。 

３) 人声の種類(ソプラノ・アルト・テナー・ベース)の特徴を聞き分けそれらの組合せの美し

さを味わう。 

４) 楽器の音色を聞き分け，それらの組合せの美しさを味わう。 

５) 声楽および器楽の演奏形態の特徴をとらえ，それらの音楽を鑑賞する。 

６) 音楽の形式や様式(古典・ロマン・近代・現代)の特徴をとらえ，それらの音楽を鑑賞する。 

７) ラジオや演奏会でよく聞く，通俗的な名曲を鑑賞する。 

８) わが国および外国の民謡を鑑賞する。 

 Ⅲ 創  作  

１) 創作活動を活発にして，創作への興味を刺激し，各人の能力に応じて，創作力を高める。 

２) 唱歌形式による旋律を作る。 

３) 伴奏を作る。 

４) 詩に旋律をつける。 

５) 合奏のための編曲をくふうする。 

 Ⅳ 理  解  

１) 楽譜の読み方・書き方を理解する。 

２) 音楽用語ならびに，諸記号の用い方を理解する。 

３) 音程・音階を理解する。 

４) 主要三和音・属七の連結，終止形，簡単な転調の方法を理解する。 

５) 旋律の重ね方(対位法)について初歩知識を得る。 
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６) 基本的な形式(唱歌形式・複合三部形式・ロンド形式・ソナタ形式)を理解する。 

７) オーケストラや吹奏楽に用いるおもな楽器の構造・性能・音色・用途などを理解する。 

８) 人声の種類，特徴を理解する。 

９) 演奏の形態と，その音楽の構成・様式を理解する。 

10) 各時代の著名な音楽家の一生と，その作品の特徴を理解する。 

11) 各国の民謡や民族音楽と，民族楽器ならびに，社会生活との関連を理解する。 

12) わが国の音楽と，著名な作曲家について知識を得る。 

 ここにあげた，表現・鑑賞・創作・理解などは，互に分離したものでもなく，また，学習の順序によ

るものでもない。互に密接に関連し合いながら，学習されなければならないものである。 

 この目標には，指導の内容や学習活動が含まれていて，そのようなものを便宜上の目標とするのであ

るが，その背後には，一般目標に掲げた諸目標が，最終目標となっていることを忘れてはならない。 

 

 

２ 音楽の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

＜小学校＞ 

表現（歌唱，器楽，

創作） 

（小・中）技巧の面だけでなく，それぞれにおける創造性を重視し，かっこ内の

各項ごとに記入する。 

鑑賞 （小・中・高）小学校低学年では音楽をたのしんで聞く態度に重点をおき，進ん

で積極的に鑑賞する態度に及ぶ。 

理解  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 

＜中学校＞ 

表現（歌唱・器

楽・創作） 

（小・中）技巧の面だけでなく，それぞれにおける創造性を重視し，かっこ内の

各項ごとに記入する。 

鑑賞 （小・中・高）小学校低学年では音楽をたのしんで聞く態度に重点をおき，進ん

で積極的に鑑賞する態度に及ぶ。 

理解  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 
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教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 36 年 ２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された音楽の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 音楽の学習は，鑑賞や表現の各領域にわたり，学年の児童発達段階に応じ，発展的・系統的に指導

すること。 

② 低学年は，特に，音楽学習にとって重要な基礎的段階をなすものであるから，その指導の内容，方

法の改善充実を図ること。 

③ 各学年の目標をいつそう明らかにするとともに，内容の精選充実と，その標準化を図り，著しい地

域差や学校差を取り除くようにすること。 

④ 学校における音楽指導は，社会音楽との関連をもじゆうぶんに考慮し，児童の音楽的情操をつちか

い，鑑賞力を高めるようにすること。 

⑤ 教師は，すべて音楽指導の能力を備えていなければならないから，教員養成と現職教育の強化徹底

を図ること。なお，この教科の性格上専科教員を置き得るように措置することが望ましいこと。 

⑥ 施設・設備の充実と，その適切な運営を図ること。 

 

＜中学校＞ 

① 内容を整理し，生徒の興味関心の程度や変声期等の変化に応ずる指導がよくできるように各学年の

指導の重点を明らかにすること。 

② 第３学年において，生徒の進路特性に応ずる教育の必要上，教育課程に弾力性をもたせるため，音

楽の週当り必修時間を１時間とするが，さらに選択の時間において履修することもできるようにする

こと。 

③ 音楽教育の効果を高めるため，教育養成と現職教育の強化徹底を図るとともに，音楽専門の教員を

じゅうぶん配置しうるよう措置することが望ましいこと。 

 

 



２ 音楽の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 音楽経験を豊かにし，音楽的感覚の発達を図るとともに，美的情操を養う。 

２ すぐれた音楽に数多く親しませ，よい音楽を愛好する心情を育て，音楽の美しさを味わって聞

く態度や能力を養う。 

３ 歌を歌うこと，楽器を演奏すること，簡単な旋律を作ることなどの音楽表現に必要な技能の習

熟を図り，音楽による創造的表現の能力を伸ばす。 

４ 音楽経験を豊かにするために必要な音楽に関する知識を，鑑賞や表現の音楽活動を通して理解

させる。 

５ 音楽経験を通して，日常生活にうるおいや豊かさをもたらす態度や習慣を養う。 

 上に掲げた音楽科の目標は，相互に密接な関連をもつものであるが，目標１は，音楽科で指導すべき

総括的な目標である。したがって，各学年における具体的な学習が，主として目標２，３および４のい

ずれにかかる場合においても，音楽科の特性上，常に，その指導の根底には，目標１が考慮されなけれ

ばならない。目標２，３および４は，それぞれ鑑賞力，創造的表現力および知的理解についてその目標

を掲げたものであるが，各学年における具体的な学習においては，これらのねらいが有機的に結びつけ

られるとともに，目標５との関連が考慮されなければならない。  

次に示す各学年の目標は，それぞれの学年において指導すべき鑑賞と表現(歌唱，器楽および創作)の領

域に即して，その学年としての指導のねらいを具体的に掲げたものであるから，教科の目標のそれぞれ

に対応してはいないが，実際の指導にあたっては教科のすべての目標の達成を目ざすようにする。  

 また，各学年の目標は，下学年では，まず明るく楽しい学習をさせ，主として感覚的な側面に重点を

おいて指導し，上学年に進むにつれて，音楽を聞くこと，歌を歌うこと，楽器を演奏すること，簡単な

旋律を作ることなどの態度や能力を伸ばし，楽譜などに対する初歩的な理解を与えて，自主的・創造的

な学習ができるようにするというねらいのもとに，それぞれ示したものである。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 音楽の表現や鑑賞を通して美的感覚を洗練し，情操を高め豊かな人間性を養う。 

２ 音楽を表現する喜びを味わわせるとともに，音楽表現に必要な技術に習熟させ，音楽によって

創造的な表現ができる能力を伸ばす。 

３ わが国および世界のすぐれた音楽に親しませ，よい音楽を愛好する心情を養い，鑑賞する能力

を高める。 

４ わが国および世界の音楽文化に対する正しい理解を得させ，すぐれた音楽を継承し，わが国の

音楽文化を向上させようとする基礎的な態度を養う。 

５ 音楽の表現や鑑賞によって得た美的情操や音楽的能力をもって音楽を生活に生かし，生活を豊

かにする態度や習慣を育てる。 

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として音楽科の目標をなすものである

から，指導にあたっては，この点を常に考慮しなければならない。 
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３ 音楽の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

＜小学校＞ 

鑑賞する 音楽の美しさを鑑賞することができる。 

歌を歌う 正しく創造的に歌うことができる。 

楽器を演奏する 正しく創造的に楽器を演奏することができる。 

旋律を作る 簡単な旋律を作ったり書いたりすることができる。 

 

＜中学校＞ 

歌を歌う 正しく創造的に歌うことができる。 

楽器を演奏する 正しく創造的に楽器を演奏することができる。 

創作する 正しく創造的に旋律を作ったり，また正しく記譜したりすることができる。 

鑑賞する 音楽がもっているよさや美しさを感じ取ったり，解釈をして，その音楽を正しく

判断することができる。 

知識・理解 楽典の基礎的事項や音楽史などの知識・理解をもち，それを表現や鑑賞に役立た

せることができる。 

音楽への関心・興

味 

音楽に対して積極的な興味・関心をもち，進んで音楽を学ぼうとしたり，また音

楽を生活に生かし，生活を豊かにしようとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年） 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された音楽の改善の方針 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 目標については，音楽が児童の豊かな音楽性をつちかい，情操を深めるとともに，そのことを通し

て個性や創造性を伸ばすことに寄与するものであることを強調すること。 

(1) 鑑賞と表現の諸経験を通じて，音楽的感覚，表現技能，理解等の諸能力を総合した音楽性をつち

かい，情操を深めるるとともに，そのことを通して個性や創造性の豊かな人間を育成するものであ

って，単に音楽の技術や知識を習得させることではないこと。 

(2) 楽しい音楽学習を通して，音楽に対する愛好心を育て，生活を明るくうるおいのあるものにしよ

うとする態度を養うものであること。 

（内容の精選） 

２ 内容については，すべての領域にわたって基本的事項を精選し，基礎的なことについて，いっそう

発展的，系統的な学習ができるようにすること。 

(1) 各領域（鑑賞と表現）を通じて，基本的事項を精選して，指導の徹底が図れるようにする。その

際，器楽については，各学年で主として扱う代表的楽器を重点的に示すようにし，かつ必要に応じ

てその代替を認めるようにする。 

(2) 現在，各領域に示している態度，習慣，音楽的感覚，読譜・記譜・視唱奏，理解等については，

相互に関連をもたせながら，発展的，系統的に指導されるようにする。 

（学年配当の調整および中学校との関連） 

３ 音楽の学習が，児童の発達段階に即して，発展的に無理なく進められるようにするため，内容の学

年配当を調整するとともに，中学校との関連を図ること。 

(1) 低学年は，音楽学習の基礎となる音楽的感覚ならびに表現技能の芽ばえを伸ばすのに重要な時期

であるので，児童の実態を考慮し，それらの学習が効果的に行なわれるよう，内容の改善，充実を

図る。とくに，知的な理解よりも感覚的にはあくし，身体的に感得するような指導に重点がおかれ

るように内容を構成する。 

(2) 現行では，中学校において内容が急に多くなっているので，６年間を通して無理なく学習できる

ように内容の学年配当を調整する。 

(3) 中学校との関連において，とくに読譜・記譜・視唱奏，器楽，創作の内容については，９か年を

通じての系統性を図り，かつ用語を統一する。また，高学年においては，変声期にはいっている児
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童の指導がじゅうぶんに行なわれるようにする。 

（教材の選定） 

４ 楽しく効果的な学習ができるよう，目標と内容に照らしてさらに適切な教材を選定するようにする

こと。 

(1) 鑑賞教材は，児童の鑑賞能力を高めるのに効果的なものを，歴史的，地域的配慮を加えて，広い

範囲から選曲するようにする。 

(2) 歌唱教材は，発声やことばの表現，理解などの実態をじゅうぶんに配慮して，児童の生活感情に

即し，かつ，教育的に意味のあるものを選曲するようにする。 

(3) 器楽教材は，児童の演奏能力に応じて，無理なく興味をもって演奏できるものを選曲するように

する。合奏教材については，編成・編曲の適切なものを選曲するようにする。 

(4) 鑑賞および歌唱の共通教材は，多くの人々に長い間親しまれてきているもののなかから，内容と

して適合し，かつ，国民性を育成するうえに適切なものを選定する。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

目標については，音楽の表現や鑑賞の能力を高めること，特に，鋭敏な直観力や豊かな感受性を育

て，創造的で情操豊かな人間の形成に寄与するものであることを明確にすること。また，わが国や諸

外国のすぐれた音楽に親しみ，わが国の音楽文化に対する関心をいっそう高めるようにすること。 

２ 内容について 

(1) 内容については，基本的な事項を精選，集約すること。特に，知識や技術に関する細かな事項は

削除するとともに，感性的な事項に関するものは，生徒の心情に訴えて指導が行なわれるように

強調すること。 

(2) 内容の精選にあたっては，基礎的能力がじゅうぶんに身につき，自主的，創造的な音楽の活動が

いっそう活発に行なわれるようにすること。 

ア 現行の「表現（歌唱・器楽・創作）」および「鑑賞」の各領域に分散して示してある読譜カ，

記譜力，聴取力ならびに音楽的反応力に関する内容について，それぞれの基礎的事項を精選，

集約し，各学年を通じて系統的に示すようにすること。 

イ リズム，旋律，和声などのはたらきや効果が音楽を構成する基本的な要素として，的確に理解，

感得できるように，前記アの基礎的事項の指導と関連づけて取り扱うように明示すること。 

(3) 教材の選択にあたっては，歴史的，地域的に多様な音楽の中から精選し，それらのよさや美しさ

が享受できるようにすること。その際，わが国の音楽については，生徒の発達段階を考慮して，

理解，感得しやすいものを選ぶようにするとともに，その特質が適切に把
は

握できるようにするこ

と。 

(4) 歌唱および鑑賞のための共通教材の選択にあたっては，生徒の実態を考慮して曲数や曲種をより

妥当なものとすること。 

ア 歌唱のための共通教材は，生徒の心情に訴えるもの，愛唱歌として親しみのあるもの，変声期

の実態にかなうもの，技術的に平易なものなどを選ぶようにすること。 

イ 鑑賞のための共通教材は，生徒の負担を考慮して曲数を適切なものとし，また，歴史的，地域

的に広い範囲から生徒の心情に訴えるもの，愛好曲の中に加えられるもの，鑑賞への意欲を刺

激するもの，基礎的知識が与えられるもの，美の理解，感得がしやすいものなどを選ぶように

すること。 



(5) 合唱や合奏の活動を盛んにし，その活動を通して音楽がもつ秩序や調和を保つ喜びをいっそう深

く味わうよう指導の徹底を図ること。このために，少人数でも合唱や合奏の経験が得られるよう

に，演奏の形態や楽器の選択に弾力性をもたせるようにすること。 

 

 

２ 音楽の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

音楽性をつちかい，情操を高めるとともに，豊かな創造性を養う。 
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 このため， 

１ すぐれた音楽に数多く親しませ，よい音楽を愛好する心情を育て，音楽の美しさを味わって聞

く能力と態度を育てる。 

２ 音楽的感覚の発達を図るとともに，聴取，読譜，記譜の能力を育て，楽譜についての理解を深

める。 

３ 歌唱，器楽，創作などの音楽表現に必要な技能の習熟を図り，音楽による創造的表現の能力を

育てる。 

４ 音楽経験を通して，生活を明るくうるおいのあるものにする態度や習慣を育てる。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

音楽の表現や鑑賞の能力を高め，鋭敏な直観力と豊かな感受性を育て，創造的で情操豊かな人間性を

養う。 

このため， 

１ 歌唱，器楽，創作の喜びを味わわせるとともに，それらに必要な技能に習熟させ，音楽によっ

て創造的な表現ができる能力を伸ばす。 

２ わが国および諸外国のすぐれた音楽に親しませ，よい音楽を愛好する心情を養い，音楽が鑑賞

できる能力を高める。 

３ 音楽の諸要素について感得し理解させるとともに，楽譜に関する知識や技能を高め，自主的，

創造的な音楽活動の基礎的な能力を伸ばす。 

４ わが国および諸外国の音楽文化を理解させるとともに，よい音楽を生活に生かし，生活を明る

く豊かにする態度や習慣を育てる。 
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３ 音楽の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

＜小学校＞ 

基礎 リズム，旋律，和声について，聴取したり，読譜したり，記譜したりすることが

できる。 

鑑賞 音楽の美しさを，楽しく，味わって聞くことができる。 

歌唱 美しく創造的に歌うことができる。 

器楽 美しく創造的に楽器を演奏することができる。 

創作 ふしを作ったり，編曲のくふうをしたりすることができる。 

 

＜中学校＞ 

基礎 リズム・旋律および和声について，的確に読譜したり，記譜したり，聴取したり，

身体的に表現したりすることができる。 

歌唱 美しく創造的に歌うことができる。 

器楽 美しく創造的に楽器を演奏することができる。 

創作 創造的に旋律を作ったり，それをまとめたりすることができる。 

鑑賞 音楽の美しさを楽しく味わって聞くことができ，またその音楽を解釈し，正しく

判断することができる。 
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教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された音楽の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，音楽を愛好する心情を育成することに一層重点を置くとと

もに，指導の効果を高めるため，領域を整理統合し，内容の程度と範囲を適切なものにするなどして

改善を図る。 

その際，小学校においては，音楽を学習する喜びを得させ，音楽的な感覚を養うこと，中学校及び

高等学校においては，合唱や合奏の活動が一層活発に行われるようにし，我が国及び諸外国の多様な

音楽に対して関心をもたせることを重視する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 実際の指導において有機的・統合的な指導が行われやすいようにするため，現行の５領域（基礎，

鑑賞，歌唱，器楽及び創作）を「表現」及び「鑑賞」の２領域に整理統合する。 

(ｲ) 「表現」の領域の内容は，児童の発達段階に応じて統合的な音楽の指導が行われるように配慮し，

現行の「基礎」，「歌唱」，「器楽」及び「創作」の各領域の内容を整理して構成する。内容の構成に

当たっては，特に次の諸点に配慮する。 

[ｱ] 低学年においては，音楽的な感覚の基礎を培う適切な時期であることを考慮し，身体表現など

直接感覚に訴える活動を重視する。 

[ｲ] 歌唱については，その経験を豊かにするため，聴唱を一層重視し，現行の視唱に関する内容は，

その取扱いの程度を軽減する。 

[ｳ] 現行の第２学年以上に配当されている音符，休符，記号などについては，表現活動と密接な関

連のもとにその指導がなされるようにするため，その一部を上学年へ移すか又は削除する。 

(ｳ) 「鑑賞」の領域の内容は，進んで音楽を聞こうとする意欲を高めることを重視しながら，現行の

「鑑賞」の領域の内容を整理して構成する。内容の構成に当たっては，「表現」の領域の内容とも

一層密接に関連した取扱いがなされるように配慮する。 

(ｴ) 共通教材については，歌唱，鑑賞とも曲数は現行と同様に各学年３曲ずつとするが，歌唱共通教

材の曲目は，現行の選択の範囲に加えて，広い地域にわたって親しまれているわらべうたなどから

も選択するようにし，鑑賞共通教材の曲目は，中学校との関連について十分考慮して選択する。 

（中学校） 



(ｱ) 領域区分は，小学校と同様の趣旨により，「表現」及び「鑑賞」の２領域にする。 

(ｲ) 「表現」の領域の内容は，歌唱や器楽によって音楽を表現する喜びを味わわせることに重点を置

くとともに，発達段階に応じて統合的な音楽の指導が行われるように配慮しながら，現行の「基礎」，

「歌唱」，「器楽」及び「創作」の各領域の内容を整理して構成する。内容の構成に当たっては，特

に合唱や合奏の活動が活発に行われるように配慮する。 

(ｳ) 歌唱共通教材は，日本の歌曲（合唱曲を含む。）から選択することとし，その曲数は現行より各

学年１曲ずつ削減する。なお，日本の民謡については，それぞれの地方における民謡の中から教材

として適切なものを適宜選択して指導できるようにし，歌唱共通教材からは削減する。 

(ｴ) 「鑑賞」の領域の内容は，進んで音楽を聞こうとする意欲を高めることに重点を置くとともに，

我が国及び諸外国の多様な音楽に親しませるように配慮しながら，現行の「鑑賞」の領域の内容を

整理して構成する。 

なお，日本の音楽の取扱いは，おおむね現行どおりとするが，内容は生徒の発達段階及び実情を

考慮して改める。 

(ｵ) 鑑賞共通教材については，その曲数を各学年１～２曲程度削減する。 

(ｶ) 第３学年における選択教科としての「音楽」の内容は，生徒の能力，興味，特性等に応じた発展

的，応用的なものとし，特に合唱や合奏などの表現活動の喜びを深めることができるようなものに

する。 

 

 

２ 音楽の目標 

 

小学校 学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行 より 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽性を培うとともに，音楽を愛好する心情を育て，豊かな情操を養

う。 
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中学校 学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行 より 

表現及び鑑償の能力を伸ばし，音楽性を高めるとともに，音楽を愛好する心情を育て，豊かな情操を

養う。 
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３ 音楽の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜小学校＞ 

歌唱 歌う楽しさを感じ取り，美しく歌うことができる。 

器楽 楽器を演奏する楽しさを感じ取り，美しく演奏することができる。 

表現 

の能力 

 即興表

現 

ふしを作って演奏したり，身体表現を工夫したりして，進んで創造的な表現がで

きる。 

鑑賞の能力 音楽の美しさを楽しく味わって聴くことができる。 

音楽に対する関

心・意欲・態度 

音楽に親しみ，進んで音楽的活動に参加している。 

 

＜中学校＞ 

表現の能力 美しく創造的に歌ったり，楽器を演奏したり，旋律を作ったりすることができる。

鑑賞の能力 音楽を聴き，その良さや美しさを味わうことができる。 

音楽に対する関

心・態度 

音楽に対して関心をもち，進んで表現したり鑑賞したりしようとする態度を身に

つけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された音楽の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて音楽に対する豊かな感性を培うことに重点を置き，児童生徒

の発達段階に即して個性的，創造的な学習活動が活発に行われるよう内容の改善を図る。 

その際，小学校においては，音楽性の基礎を培うとともに，児童に音楽活動の喜びを得させること，

中学校及び高等学校においては，生徒の音楽性の伸長と主体的な学習態度の育成を図るとともに，我

が国及び諸外国の音楽文化に対する理解と関心を深め，幅広く豊かな音楽観を育成することを重視す

る。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校）（音楽） 

(ｱ) 「表現」の領域については，創造的な活動が一層活発に行われるようにするため，即興表現など

の自己表現活動の内容を改善する。その際，特に低学年においては，感覚面を重視した指導が十分

に行われるよう配慮する。 

(ｲ) 「鑑賞」の領域については，自ら音楽を聴こうとする意欲を高めることに配慮して内容を改善す

る。その際，「表現」の領域の内容との関連を一層図るようにする。 

(ｳ) 音符，休符及び記号等については，学習上の必要に応じて弾力的な取扱いができるようにする。 

(ｴ) 歌唱及び鑑賞の共通教材については，次の点に留意して設定する。 

[ｱ] 歌唱共通教材 

曲数については，各学年とも現行より１曲増やして４曲を示し，その中から３曲を指導するこ

ととする。曲目については，長い間親しみをもって歌い継がれてきたものや，各学年の指導内容

として適切なものの中から選曲する。 

[ｲ] 鑑賞共通教材 

曲数については，各学年とも現行どおりとする。曲目については，我が国及び諸外国の音楽の

中から指導事項との関連や学年の発達段階に十分配慮して選曲する。 

(ｵ) 教科の内容の示し方については，児童の心身の発達や個々の児童の特性に応じた多様な音楽活動

ができるようにするなどの観点から，弾力化を図る。その際，複数学年にわたる内容をまとめて示

すことなども考慮する。 

（中学校）（音楽） 



(ｱ) 「表現」及び「鑑賞」の領域について，次のような観点から内容の精選・重点化を行うとともに，

生徒の特性等に応じ個性的，創造的，主体的な学習が行われるようにする。 

[ｱ] 「表現」の領域については，発達段階に応じて総合的な音楽の指導が行われるように配慮しな

がら，歌唱や器楽によって音楽を表現する喜びを味わわせることに重点を置くとともに，即興表

現などの創造的な自己表現活動についても適切に配慮する。 

[ｲ] 「鑑賞」の領域については，進んで音楽を聴こうとする意欲を高めるとともに，我が国及び諸

外国の多様な音楽に親しませることに重点を置き，系統性と発展性にも一層配慮しながらその内

容を構成する。 

(ｲ) 我が国の音楽及び諸外国の民族音楽について，国際理解を深めるなどの観点から，その指導の充

実を図る。 

(ｳ) 第２学年における授業時数の弾力的運用については，生徒の音楽性の伸長と主体的な学習態度の

育成を図ることを重視するとともに教科の内容を一層定着させるため，各領域の内容について補充

や深化を行うことなどにより学習の充実を図るようにする。 

(ｴ) 第２学年及び第３学年における選択教科としての「音楽」においては，生徒の特性等に応じた発

展的，応用的な学習活動等が多様に展開できるようにする。その際，表現及び鑑賞の活動を深める

学習，音楽の各分野にわたる課題学習，即興表現などの創造的な自己表現活動等を重視する。 

(ｵ) 教科の内容の示し方については，小学校と同様の趣旨で改善する。 

 

 

２ 音楽の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 1 日（1992 年） 施行  より 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽性の基礎を培うとともに，音楽を愛好する心情と音楽に対する感

性を育て，豊かな情操を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月１日（1993 年） 施行  より 

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽性を伸ばすとともに，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を

育て，豊かな情操を養う。 
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３ 音楽の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知）〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕より 

＜小学校＞ 

音楽への関心・意

欲・態度 

音楽に親しみ，音楽を進んで表現し，鑑賞しようとする。 

音楽的な感受や

表現の工夫 

音楽のよさや美しさを感じ取り，創意工夫を生かした表現をしている。 

表現の技能 音楽を表現するための基礎的な技能を身に付けている。 

鑑賞の能力 音楽を楽しく聴取，鑑賞し，そのよさや美しさを味わう。 

 

＜中学校＞ 

音楽への関心・意

欲・態度 

音楽に親しみ，音楽を意欲的，主体的に表現し，鑑賞しようとする。 

音楽的な感受や

表現の工夫 

音楽のよさや美しさを感じ取り，創造的に表現を工夫している。 

表現の技能 音楽を創造的に表現するために必要な技能を身に付けている。 

鑑賞の能力 音楽を幅広く聴取，鑑賞し，そのよさや美しさを味わう。 
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された音楽の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申） 

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，次の観点を重視して改善を図る。 

(ｱ) 表現及び鑑賞にかかわる幅広い活動を通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育て，

音楽活動の基礎的な能力を伸ばし，豊かな情操を養う指導が一層充実して行われるようにする。 

(ｲ) 児童生徒が楽しく音楽にかかわり，音楽活動の喜びを得るとともに，生活を明るく豊かにし生涯

にわたって音楽に親しむことを促すことを重視し，表現活動及び鑑賞活動の関連を図りつつ，各学

校が創意工夫を生かして，児童生徒一人一人が個性的，創造的な学習活動をより活発に行うことが

できるようにする。 

(ｳ) 各学校段階の特質に応じて，我が国や諸外国の音楽文化についての関心や理解を一層深める表現

活動及び鑑賞活動の充実を図るとともに，国歌「君が代」の指導の一層の充実を図る。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校（音楽）） 

児童一人一人が感性を豊かに働かせながら音楽にかかわり，楽しい音楽経験を得られるようにする

ことを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 学校や児童の実態等に応じて弾力的な指導が行われるようにするため，目標と内容を２学年まと

めて示す。また，具体的な楽器名を削除し，扱う楽器の選択幅を広げるようにする。 

(ｲ) 児童がゆとりをもって音楽活動に取り組むことができるよう，音符，休符及び記号など知識理解

に関する内容については全学年を通じて弾力的な取扱いができるようにするとともに，現在，取り

扱っているハ長調とイ短調，ヘ長調とニ短調のうち，取扱いが高度になりがちなヘ長調とニ短調の

視唱や視奏を削除する。 

(ｳ) 「表現」領域においては，各学年段階の発達に即して，自分の思いを生かした表現活動が一層活

発に行われるようにするため，例えば低学年や中学年では，ふし遊びやリズム遊び，様々な音を活

用した音楽づくり，高学年では簡単な旋律やリズムをつくって自分なりに表現する活動などの具体

的な活動を示すようにする。 

また，高学年においては，合唱や合奏などの表現形態を学校や児童の実態等に応じて選択できる

よう配慮する。 

(ｴ) 「鑑賞」領域においては，児童が進んで音楽を聴き，音楽のよさや美しさを感じ取り，様々な音



楽に親しむ活動が一層充実するようにする。 

(ｵ) 表現及び鑑賞の教材については，次の各点に留意して示すこととする。 

ａ 歌唱，器楽，鑑賞の教材について，学校や児童の実態等に応じた弾力的な指導が行われるよう

にするため，年間に取り扱う曲数は示さないこととする。 

ｂ 歌唱共通教材については，日本のよき音楽文化を世代を超えて歌い継ぐようにするため，現行

と同様，長い間多くの人々に親しまれてきた文部省唱歌や，各学年の指導内容として適切なもの

の中から選択して，これを示すこととする。 

ｃ 鑑賞教材については，各学校が創意工夫ある指導を進め，学校や児童の実態等に応じて多様な

楽曲から選択できるよう共通教材は示さないこととするが，児童が我が国及び諸外国の音楽に一

層関心を深め親しむことができるよう教材選択の観点を示すこととする。 

(ｶ) 国歌「君が代」は，いずれの学年においても指導することを一層明確に示すこととする。 

 

（中学校（音楽）） 

生徒が感性を豊かに働かせ個性を生かして楽しく充実した音楽活動を展開し，音楽の喜びを享受で

きるようにすることを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 表現活動については，合唱や合奏などの表現形態を学校や生徒の実態等に応じて選択できるよう

にするとともに，第２学年及び第３学年では歌唱や器楽の小アンサンブルなど，一人一人が興味や

関心をもつ学習内容なども選択して学習できるようにする。 

また，現在は２♯，２♭程度までの楽譜の視唱に慣れさせるとしている読譜指導については，１

＃，１♭程度の楽譜の視唱に慣れ親しませるようにすることとする。 

(ｲ) 生徒の発達段階に応じて，様々な音を用いたり，曲想を工夫するなどの自由な発想を生かした表

現活動や鑑賞活動を一層活発に行い，音楽の美しさを感じ取ることができるようにする。 

(ｳ) 歌唱及び鑑賞の教材については，各学校が創意工夫ある指導を進め，地域や学校の実態等を生か

した多様な音楽活動が展開できるよう，共通教材は示さないこととするが，これまで歌い継がれ親

しまれてきた我が国の歌曲を含めて取り上げられるよう教材選択の観点を示すこととする。 

(ｴ) 我が国の伝統的な音楽文化のよさに気付き，尊重しようとする態度を育成する観点から，和楽器

などを活用した表現や鑑賞の活動を通して，我が国や郷土の伝統音楽を体験できるようにする。 

 

 

２ 音楽の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

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。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，音楽を愛好する心情を育てるとともに，音楽に対する感性を豊

かにし，音楽活動の基礎的な能力を伸ばし，豊かな情操を養う。 
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３ 音楽の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）〕より 

＜小学校＞ 

音楽への関心・意

欲・態度 

音楽に親しみ，音楽を進んで表現し，鑑賞しようとする。 

音楽的な感受や

表現の工夫 

音楽のよさや美しさを感じ取り，それらを音楽活動の中で創意工夫し，生かして

いる。 

表現の技能 音楽を表現するための基礎的な技能を身に付けている。 

鑑賞の能力 音楽を楽しく聴取，鑑賞し，そのよさや美しさを味わう。 

 

＜中学校＞ 

音楽への関心・意

欲・態度 

音楽に親しみ，音楽を進んで表現し，鑑賞しようとする。 

音楽的な感受や

表現の工夫 

音や音楽のよさや美しさを感じ取り，それらを音楽活動の中で創意工夫し，生か

している。 

表現の技能 音楽を表現するための基礎的な技能を身に付けている。 

鑑賞の能力 音楽を楽しく聴取，鑑賞し，そのよさや美しさを味わう。 

 




