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１－６評価基準
学習活動 評価 学習活動における 評価 評 価 基 準

規準 具体的な評価規準 資料 Ａ（３） Ｂ（２） Ｃ（１）
①曲を聴いて、 関心 曲を聴いたり、交互 歌唱場面観察 体をゆらしたり 体をゆらすなど 範唱を聴いて１ 、

曲全体の流れをつ 意欲 唱をしながら曲全体 拍子をとるなど の身体表現をし も、身体表現
かみ、交互唱をし 態度 のイメージをつかも の身体表現をし ながら曲のイメ や口ずさむこ
ながら曲に親し ① うとする。 ながら曲のイメ ージをつかんで とをせず交互
む。 ージをつかんで いる。 唱もしない。

いる。

②パート毎に 関心 パート練習に協力し パート練習場面の観 パート練習でリ 自分のパートを パート練習に１
練習し、自分の 意欲 て取り組み、自分の 察 ーダーシップを 歌っている。 参加している
パートを歌える 態度 パートを歌おうとす とって話し合っ が、みんなか
ようにする。 ② る。 たり、中心にな ら注意を受け、

って歌ったりし 歌っていない。
ている。

表現 安定した音程で、自 評価カード① 練習用テープが 練習用テープが 練習用テープ
技能 分のパートを歌うこ なくても自分の あれば自分のパ があっても自
① とができる。 パートの音を安 ートの音を安定 分のパートを

定した音程で歌 した音程で歌え 安定した音程
える。 る。 で歌えない。

①パート練習 鑑賞 合唱したときの旋律 録画資料 テープを聴いて テープを聴いて テープを聴い２
のあと合唱し、テ 能力 の変化を聴き取り、 パート毎の歌声 パート毎の歌声 てパート毎の
ープに録る。声の ① 発言することができ と合唱との違い と合唱との違い 歌声と合唱と
重なりの響きを感 る。 から感じたこと から感じたこと の違いから感
じ取るとともに課 と、みんなと歌 と、みんなと歌 じたことと、
題をつかむ。 声を合わせて感 声を合わせて感 みんなと歌声

じた気持ちのい じた気持ちのど を合わせて感
ずれについても ちらかについて じた気持ちの
発言している。 発言している。 どちらの視点

からも発言し
ていない。

関心 自分たちの合唱の課 学習カード① 自分たちの演奏 自分たちの演奏 自分たちの演
意 欲 題として、歌詞の内 を聴いて、物足 を聴いて、物足 奏を聴いて、
態 度 容と強弱から受ける りなさの理由を りなさの理由を 物足りなさの
① 気持ちについて書こ 強弱や歌詞から 強弱や歌詞から 理由を強弱や
うとする。 受ける気持ちが 受ける気持ちが 歌詞から受け

表現されていな 表現されていな る気持ちが表
いことのいずれ いことのいずれ 現されていな
についても書い かを書いている いことのいず。
ている。 れも書いてい

い。な
②歌詞の内容 感受 歌詞の内容や強弱記 学習カード② 歌詞の内容や強 歌詞の内容や強 歌詞の内容や２

が盛り上がるとこ 工夫 号から気持ちをこめ 弱記号からより 弱記号からより 強弱記号から
ろ、強弱記号の働 ① る部分を書こうとす 気持ちをこめて 気持ちをこめて より気持ちを
きが大きいところ る。 演奏する部分を 演奏する部分を こめて演奏す
を見つけ、より気 ３カ所以上学習 ２カ所学習カー る部分を１カ
持ちをこめて歌え カードに書いて ドに書いている 所学習カード。
るようにする いる。 に書いている。

③音の重なり 関心 例示を参考にして具 話し合い場面の観察 具体的な方法と 具体的な方法と 取り入れると２
のおもしろさや美 意欲 体的に発言しようと 取り入れると効 取り入れると効 効果的な楽器
しさをより楽しむ 態度 する。 果的な楽器を３ 果的な楽器を２ についてのみ
ために、例示を参 ② つ以上発言して つ発言している １つ発言して。
考にして方法を話 いる。 いる。
し合う。

２④合奏唱に向け 表現 基礎的な演奏技能が 評価カード① 読譜、奏法がわ 読譜、奏法がわ 読譜、奏法が
て楽器を分担す 技能 あり自分のパートを かり自分のパー かり自分のパー わからず自分
る。パート練習を ① 演奏することができ トをテンポ通り トをゆっくり演 のパートを演
して自分のパート る。 に演奏している 奏している。 奏していない。。
を演奏できるよう
にする。
２⑤パート練習の 鑑 賞 それぞれのパートの 録画を聴いて、 録画を聴いて、 録画を聴いて、録画資料
あと合奏を録画し 能 力 曲想が合っていない 合奏するとパー 合奏するとパー パートの音が
て鑑賞し、音の重 ① ことに気づき、発言 トの音がずれる トの音がずれて ずれていると
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なりの響きを感じ 挙手しようとしてい ことを理由（お いることを発言 発言、挙手で、
取り課題をつか る。 互いの音を聴い 挙手している。 きない 。。
む。 ていない）も含

めて発言、挙手
している。

感 受 互いの音の重なりを 話し合い場面観察 みんなで音をき みんなで音をき みんなで音を
工 夫 感じるために大切な れいに響き合わ れいに響き合わ きれいに響き
② ことについて発言、 せるには、他の せるには、他の 合わせるには、
挙手しようとしてい パートの音をよ パートの音をよ 他のパートの
る。 く聴きながら演 く聴きながら演 音をよく聴き

奏することが大 奏することが大 ながら演奏す
切だと気づき、 切だと気づき、 ることが大切
理由（お互いの 発言、挙手して なことを、発
音を聴き合わな いる 。 言、挙手しな。
いと音量も増し い。、
美しくひびかな
い）も含め、発
言、挙手してい
る。

関 心 合奏のイメージや気 学習カード① 合奏の盛り上が 合奏の盛り上が 合奏の盛り上
意 欲 持ちを合唱と合わせ り部分をすべて り部分を２カ所 がり部分を１
態 度 ようと書き出そうと （３カ所）合唱 合唱と一致して カ所合唱と一
① する。 と一致して書き 書きだしている 致して書きだ。

だしている。 している。

歌詞の内容 感 受 イメージを生かした 学習カード② 歌詞の内容や強 歌詞の内容や強 歌詞の内容や２⑥
が盛り上がるとこ 工 夫 表現のための具体的 弱記号からより 弱記号からより 強弱記号から（楽譜版）
ろ、強弱記号の働 ① な演奏場所を書きこ 気持ちをこめて 気持ちをこめて より気持ちを
きが大きいところ もうとしている。 演奏する部分を 演奏する部分を こめて演奏す
を見つけ、より気 ３カ所以上学習 ２カ所学習カー る部分を１カ
持ちをこめて歌え カードに書いて ドに書いている 所学習カード。
るようにする いる。 に書いている。
①合奏唱を練 鑑 賞 音が重なり合う音楽 録画資料 合奏と合唱がバ 合奏と合唱がバ 合奏と合唱が３

習する。自分たち 能 力 表現の具体的なよさ ラバラの印象で ラバラの印象で バラバラの印
の合奏唱を録画し ② を発言しようとして あること、音色 あること、音色 象であること、
さらにみんなでき いる。 も雑である印象 も雑である印象 音色も雑であ
れいに響き合わせ を持つことがで を持つことがで る印象を持つ
る方法を話し合 き、いずれにつ き発言している ことができず。
う。 いても理由も入 満足だと発言

れてはっきりと する。
発言している。

感受 合唱と合わせ、重な 話し合い場面観察 みんなで音をき みんなで音をき みんなで音を
工夫 る音が増えることで れいに響き合わ れいに響き合わ きれいに響き
② 互いの音の重なりを せるには、他の せるには、他の 合わせるには、

感じ取りより美しい パートの音をよ パートの音をよ 他のパートの
音を響き合わせる方 く聴きながら演 く聴きながら演 音をよく聴き
法を発言したり挙手 奏することが大 奏することが大 ながら演奏す
しようとする。 切だと気づき、 切だと気づき、 ることが大切

発言や挙手して 挙手している。 なことを確認
いる。 するが、挙手

しない。
表現 表現の工夫を実現す 評価カード② 今までみんなで 今までみんなで 今までみんな
技能 るために気持ちをこ 協力して話し合 協力して話し合 で協力して話
② めて演奏することが ってきた歌詞の ってきた歌詞の し合ってきた

できる。 盛り上がり部分 盛り上がり部分 歌詞の盛り上
（声量、呼吸 、 （声量、呼吸 、 がり部分（声） ）
強弱記号からの 強弱記号からの 量、呼吸 、強）
盛り上がりや雰 盛り上がりや雰 弱記号からの
囲気、音のバラ 囲気、音のバラ 盛り上がりや
ンスすべてにお ンスに気を付け 雰囲気、音の
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いてだれが聴い て自分なりに気 バランスすべ
てもとても気持 持ちをこめてこ てにおいて音
ちをこめている めているのだろ 量、声量が足
と分かる演奏を うとわかる演奏 りないため気
している。 をしている。 持ちをこめた

演奏ができな
い 。。

４①表現を発表し 表 現 表現の工夫を聴いて 評価カード② 盛り上がり部分 盛り上がり部分 盛り上がり部
合う。 技 能 もらう場面において （声量、呼吸 、 （声量、呼吸 、 分（声量、呼） ）

② も身についた演奏技 強弱記号からの 強弱記号からの 吸 、強弱記号）
能を発揮して演奏す 盛り上がりや雰 盛り上がりや雰 からの盛り上
ることができる。 囲気、音のバラ 囲気、音のバラ がりや雰囲気、

ンスすべてにお ンスに気を付け 音のバランス
いてだれが聴い て自分なりに気 すべてにおい
てもとても気持 持ちをこめてこ て音量、声量
ちをこめている めているのだろ が足りないた
と分かる表現を うとわかる表現 め気持ちをこ
している。 をしている。 めた演奏とな

っていない。
鑑 賞 音が重なり合う音楽 学習カード③ 今までみんなで 今までみんなで 今までみんな
能 力 表現のよさを感じ取 協力して話し合 協力して話し合 で協力して話
② りながら友だちの表 ってきた歌詞の ってきた歌詞の し合ってきた
現を聴いて相互評価 盛り上がり部分 盛り上がり部分 歌詞の盛り上
している 。 （声量、呼吸 、 （声量、呼吸 、 がり部分（声。 ） ）

強弱記号からの 強弱記号からの 量、呼吸 、強）
盛り上がりや雰 盛り上がりや雰 弱記号からの
囲気、音のバラ 囲気、音のバラ 盛り上がりや
ンスの観点すべ ンスのうち２つ 雰囲気、音の
ての視点から相 の視点から相互 バランスの視
互評価している 評価している。 点からずれた。

相互評価をし
ている。


