
　文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，児童
生徒の学習の実現状況を把握し，教育課程や学習指導の改善に役立
てるため，全国の小学校，中学校の協力を得て，「特定の課題に関す
る調査」を実施しています。
　本パンフレットは，平成20年度に実施した小学校音楽及び中学校
音楽の調査結果の概要をまとめたものです。
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【用語解説】

⑴　正答，準正答
　正答のほか，問題によっては，完全な正答とはいえないものの，学習指導要領の目標，内容に照らし
て学習の実現状況を判断しようとする際，その問題のねらいからは正答をしたものと同等に扱ってよい
と判断できるものを「準正答」としています。

⑵　通過率
　調査実施児童生徒数（有効な解答を行ったものとして，集計対象とした児童生徒の人数。無解答も含む。
⑶も同様。）のうち，正答又は準正答の児童生徒数の割合を「通過率」としています。

⑶　反応率
　　調査実施児童生徒数のうち，それぞれの解答類型に属する児童生徒数の割合を「反応率」としています。 
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◆特定の課題に関する調査（音楽）について
音楽についての学力調査を実施
●　基礎的・基本的な知識，感じ取って工夫する力，音楽表現の技能，鑑賞する力
の実現状況を把握。
●　リズムづくり（小学校）や歌唱（中学校）などの実技調査を実施。
●　全国規模の音楽科の学力調査は，小学校では42年ぶり，中学校では初めての
実施。実技調査は初めての実施。
●　学習内容に関連した児童生徒の意識や，教師の指導の実際等に関する質問紙調
査も実施。
●　ビデオやコンピュータを用いた映像や音声を伴う出題を工夫し，児童生徒が興
味をもって取り組めるようにすることなどに配慮。

【調査の概要】
■　調査対象学年／小学校第６学年及び中学校第３学年
■　調査実施日／小学校　平成 20 年 12 月 3 日～平成 21 年 2 月 27 日

中学校　平成 20 年 10 月 1 日～平成 20 年 11 月 28 日
■　調査実施学校数及び児童生徒数／全国の国公私立学校から無作為抽出。

小学校：約 110 校約 3,000 人　　中学校：約 100 校約 3,000 人　
■　調査内容・調査方法／
内容 調査Ⅰ 調査Ⅱ 質問紙

小
学
校

内容Ａ ○調査Ⅰ（約 3,000 人）
用語や記号などの基礎的・
基本的な知識を中心　　

【ペーパーテスト
　（ビデオによる出題）】

○調査ⅡＡ（約 1,000 人）
感じ取って工夫する力及び音楽表現の技能を中心

【ペーパーテスト及びリズムづくりなどの実技（コンピュータによる出題）】 学習内容に
関連した児
童の意識等

内容Ｂ
○調査ⅡＢ（約 2,000 人）

鑑賞する力を中心
【ペーパーテスト（ビデオによる出題）】

中
学
校

内容Ａ ○調査Ⅰ（約 3,000 人）
用語や記号などの基礎的・
基本的な知識を中心　　

【ペーパーテスト
　（ビデオによる出題）】

○調査ⅡＡ（約 1,000 人）
感じ取って工夫する力及び音楽表現の技能を中心

【ペーパーテスト及び歌唱の実技（コンピュータによる出題）】 学習内容に
関連した生
徒の意識等

内容Ｂ
○調査ⅡＢ（約 2,000 人）

鑑賞する力を中心
【ペーパーテスト（ビデオによる出題）】

【出題における工夫・配慮】
　ビデオやコンピュータを用いて，演奏の様子や，教師と児童生
徒の会話などの授業風景を視聴することによって，親しみや興味
をもって調査問題に取り組めるようにした。
　コンピュータによる出題では，児童生徒一人一人がコンピュー
タとマイク付きヘッドホンを使用し，つくった音楽や歌唱を録音・
再生するなどして，確認をしたり試したりしながら取り組めるよ
うにした。

≪授業風景の視聴≫

≪バレエ・能
等の視聴≫

調
査
の
ポ
イ
ン
ト
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２小節目 ４小節目

◆小学校
　調査Ⅰ（基礎的・基本的な知識等）

リズムと楽譜のかかわりに関する問題

楽譜の音高や記号に関する問題

指導の改善

問題１⑵　聴いたリズムと同じリズムが示された楽譜を選択する。
⑵　これからリコーダーによる演奏をききます。次の楽譜の２小節目と４小節目に入るリズムを選んで，その番号を書

いてください。音楽は三回ききます。

⑴　次のト音記号とヘ音記号の楽譜の（ ① ）から（ ⑥ ）のそれぞれについて，階名（ド , レ , ミ , ファ , ソ , ラ , シ）を
選んで書いてください。同じ階名を何度選んでもかまいません。

【調査結果】 問題 正答 通過率 主な誤答

２小節目 ４ 72.2% ２：12.0%

４小節目 ２ 73.1% ３：10.4%　４：14.0%

【調査結果】 正答 通過率 内訳 主な誤答

①ド，②ソ，③ド
①～③が正答

64.3%
①ド：92.1%，②ソ：75.5%，
③ド：69.1%

④ド，⑤ミ，⑥ド
④～⑥が正答

26.9%
④ド：46.1%，⑤ミ：33.3%，
⑥ド：33.9%

④ラ，⑤ド，⑥ラ（ト音譜表の階名）
13.9%

音楽活動を通して，音符や休符の意味や働きを理解し，音楽の特徴を感じ取る
ことに結び付くような指導の工夫。

表現や鑑賞の活動を通して，楽譜に慣れ親しみながら，階名などを理解するこ
とができるような指導の工夫。

指導の改善

問題３⑴　楽譜を見て，階名を書く。

ト音記号の楽譜 ヘ音記号の楽譜

・音と楽譜とのかかわりを意識しながら，聴いたり階名で歌ったりする。
・譜表によって様々な音高を示すことができることに興味をもつ。

例えば
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⑵　下の楽譜を見てください。三曲とも同じ旋律ですが，音符についている記号がちがいます。これからきく音楽は，
どの楽譜を演奏したものでしょうか。下から選んで，その番号を書いてください。音楽は三回ききます。

音楽を特徴付けている要素に関する問題

問題２⑴　長調・短調を選択する。

問題２⑵　演奏に合う記号が付された楽譜を選択する。

問題２⑶　音楽を聴き，拍子を選択する。

⑴　これからきく①から③の音楽は，「長調」ですか，「短調」ですか。選んで，その番号を書いてください。音楽はそ
れぞれ二回ききます。

⑶　これからきく音楽は何分の何拍子ですか。正しいものを選んで，その番号を書いてください。音楽は二回ききます。

【調査結果】 正答 通過率 内訳
①１
②２
③２

①～③が正答
31.7%

①：70.4%
②：47.2%
③：80.9%

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

２ 74.8%
１：14.2%
３：10.8%

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

２ 65.5% １：15.5%
３：18.7%

用語や記号の名称などを知ることだけではなく，児童が実感をもって用語や記
号を理解できるように，それらと音楽の雰囲気とを結び付ける指導の工夫。

指導の改善

音楽から聴き取ったことや感じ取ったことについて，用語や記号を用いて
説明したり，話し合ったりする。

例えば

１　長調　　　　　　　　　　２　短調

３　　　（４分の４拍子）２　　　（４分の３拍子）１　　　（４分の２拍子）

１

２

３
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　調査ⅡＡ（創作）

曲の構成を工夫したリズムづくりに関する問題

問題１　変化の仕組みを使ってリズムをつくり，工夫したことを記述する。
⑴　「ドンドンドンドン　ドンドコドン」のリズムに続けて，ひろしさんやあきらさんが用いた『変化』を使ってリズム

をつくりましょう。

⑵　あなたは，『変化』させたリズムをつくったとき，どのようなことを工夫しましたか。

＜出題プログラムによる出題のおおよその流れ＞

子どもたちが「ドドンコドンドン　ドドンコドン」とリズムを唱えながら和太
鼓を打っています。
あなたも画面を見ながら，一緒に和太鼓のリズムを唱えてみましょう。

問題１⑵です。あなたは，『変化』させたリズムをつくったとき，どのような
ことを工夫しましたか。あなたがつくった変化させたリズムを２回聴きますの
で，聴いた後に答えてください。

問題１⑴です。「ドンドンドンドン　ドンドコドン」のリズムに続けて，ひろ
しさんやあきらさんが用いた『変化』を使ってリズムをつくりましょう。変化
のリズムが唱えられるように，調査票のメモ欄を使って，リズムを考えて，メ
モをしてください。後でつくったときどのようなことを工夫したか，を質問します。

では，変化のリズムを練習します。練習は２回行います（練習）。

それでは録音します。録音は２回行います。１回目は録音したものをあなたが
確認をするためのものです。２回目が本番です（録音）。

この「ドドンコドンドン　ドドンコドン」に続くリズムを考えてつくりましょう。
最初に，ひろしさん，みかさん，あきらさんがリズムづくりにチャレンジします。

（ひろし）
僕は前半の続きをゆったりしたリズムに変化させてつくりました。

「ドドンコドンドン　ドドンコドン　ドーン　ドーン　ドンドコドン」。
（みか）
私は前半と同じリズムを繰り返してつくりました。

「ドドンコドンドン　ドドンコドン　ドドンコドンドン　ドドンコドン」。
（あきら）
僕は前半の続きを細かいリズムに変化させてつくりました。

「ドドンコドンドン　ドドンコドン　ドンドッコドッコドッコ　ドンドッコドン」。
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≪リズムづくりの様子≫

＜解答例＞
最初の方をゆったりどっしりにして，後の方をはやめ
にしました。最初を安定させて後ろの方でドンッとき
れいに終わるのがいいと思いこのようなのにしました。

【調査結果⑴】
解答類型 反応率 通過率

リズムを変
化させてい
るもの

「ゆったりしたリズ
ム」と「細かいリズ
ム」を組み合わせて
変化させているもの

◎ 12.9%

90.1%

「細かいリズム」に
変化させているもの ◎ 45.2%

「ゆったりしたリズ
ム」に変化させて
いるもの

◎ 9.6%

上の３つの解答類型
に該当しないリズム
に変化させているも
の

◎ 5.9%

事前に示した３人の
児童のリズムと同じ
リズムをつくってい
るもの

○ 16.5%

◎正答　○：準正答

【調査結果⑵】
解答類型 反応率 通過率

リズムを変
化させたこ
とに関する
記述をして
いるもの

「ゆったりしたリズム」
と「細かいリズム」に
変化させたことに関す
る記述をしているもの

◎ 13.7%

84.8%

「細かいリズム」に変化
させたことのみに関す
る記述をしているもの

◎ 29.5%

「ゆったりしたリズム」に
変化させたことのみに関
する記述をしているもの

◎ 25.7%

上の３つの解答類型に
該当しないリズムに変
化させたことに関する
記述をしているもの

◎ 15.3%

事前に示した３人の児童
のリズムであることに関
する記述をしているもの

○ 0.5%

◎正答　○：準正答

創作（音楽づくり）では，反復や変化などの構成を工夫する過程を大切にし，
思いや意図をもち，それを生かしてつくることができるような指導の工夫。

指導の改善

・声や楽器を用いて自由に音を出して，その音をよく聴きながら活動をする。
・特定のリズムを反復させる，変化させるなどの約束事を決めて，それを

手掛かりにした活動をする。
・児童同士でつくっている音楽を聴き合い，よさを認め合ったり意見を述

べ合ったりする。

例えば

⑴でつくったリズムと⑵の工夫の記述が
ほぼ整合している児童	 43.6％

※　児童が唱えたリズム（録音）を分類。
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⑴　みかさんは「おもしろいことを発見した」と言っています。どのようなことを発見したと思いますか。発見カード
の（ 　　）の中に入るふさわしい言葉を書きましょう。

⑵　旋律づくりの「三つのポイント」を生かして，四枚の旋律カードを組み合わせて，まとまりのよい旋律をつくりましょ
う。一曲の中で，四枚のカードをすべて使ってつくります。

まとまりのある旋律づくりに関する問題

問題２　４つの旋律（カード）の組合せを工夫してまとまりのよい旋律をつくり，まとまりがよいと考え
た理由を記述する。

通過（正答・準正答） 通過率

１小節目と３小節目が同
じ旋律であること（反復，
繰り返し等）を記述

42.2%

【調査結果】

発見カード

　①の音を「ミ」にすると，１小節目と３小節目が
（　　）のしくみになっていておもしろい

旋律づくりの「三つのポイント」

①　最初は，始まる感じにする

②　曲のと中は，続く感じにする

③　最後は，終わる感じにする

★４枚のカード

4 つの旋律（カード）を組み合わせて 4 小節の旋律を 3 種
類つくり，記録ボタンをクリックして保存する。

⑶　あなたが「一番まとまりがよいと考えた旋律」を選んだ理由は何ですか。
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つくった 3 種類の旋律が表示
され，それらを聴き，一番ま
とまりがよいと考えた旋律を
選択する。

【調査結果⑵】
解答類型 反応率 通過率

まとまりのある
旋律をつくって
いるもの

始まる感じ，続く感じ，終わる感じを生かした組合せであ
ると認められるもの ◎ 84.4%

93.2%
続く感じ，終わる感じを生かした組合せであると認められ
るもの ○ 8.8%

◎正答　○：準正答

【調査結果⑶】
解答類型 反応率 通過率

終わる感じ又は
続く感じの視点
の記述があるも
の

始まる感じ，続く感じ，終わる感じの視点で記述しているもの ◎ 48.1%

89.5%

続く感じ，終わる感じの２つの視点のみで記述しているもの ◎ 8.8%

始まる感じ，終わる感じの２つの視点のみで記述しているもの ◎ 15.2%

始まる感じ，続く感じの２つの視点のみで記述しているもの ◎ 3.4%

終わる感じの視点のみで記述しているもの ○ 7.7%

続く感じの視点のみで記述しているもの ○ 6.3%

◎正答　○：準正答

※　４枚のカードのいずれの組合せであっても，つくった旋律の価値に差異があるとは
言えない。本問では，このことを踏まえ，始まる感じ，続く感じ，終わる感じの視点
から，長音階の旋律として一般的に妥当と考えられるものを通過とした。

※　始まる感じの視点のみで記述しているものは，旋律を全体的にとらえているとは言
い難いので，正答，準正答には含めていない。

児童が音のつながりなどを感じ取りながら創意工夫し，自分なりの音楽をつく
ることができるような指導の工夫。

指導の改善

・手掛かりを基に試行錯誤しながら音楽をつくっていく。
そのため ：リズムや旋律などを視覚的に提示する。

音楽をつくるポイントを絞り込む。
・いくつかの短い音楽をつくって，それらの中から気に入った音楽を自分

で選び，その理由を考える。
・低学年の段階から音遊びや即興的な音楽表現の面白さなどを体験した

り，音を組み合わせて音楽をつくる楽しさなどを味わったりする。

例えば
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　調査ⅡＢ（鑑賞）

音楽を形づくっている要素と曲想に関する問題

問題１　【課題曲：イベール『パレード』】

　イベール作曲の『パレード』という曲をききます。この曲はＡ , Ｂ , Ｃ , Ｄの四つの部分からできています。映像を見
ながら⑴から⑷の問題に答えてください。

⑵　曲想を醸し出している楽器の音色，強弱，速度の
それぞれの変化の記述の適否を選択する。

⑶　特定の旋律が楽曲の各部に表れているか否かを選
択する。

⑵　みゆきさんは『パレード』の音楽のＢの部分とＣの部分を
きいて，「広場に行列が入ってきたと思ったら，目の前では
なやかな演技が始まったみたいだ」と感じました。

　　下の①から③について，みゆきさんがこのように感じた理
由としてふさわしいものには○を，そうでないものには×を
書いてください。

　　Ｂの部分とＣの部分を一回ききます。

①　Ｃから金管楽器と打楽器が加わるから

②　ＣはＢに比べて，強くなるから

③　ＣはＢに比べて，速くなるから

⑶　今から流れる旋律をよくきいてください。この旋律は，こ
の曲の中で楽器をかえながら何度か出てきます。

　　Ａ , Ｂ , Ｃ , Ｄのそれぞれの部分について，この旋律があら
われるものには○を，そうでないものには×を書いてくださ
い。

　　音楽は全体を通して一回ききます。

【調査結果】
正答 通過率 内訳

①○
②○
③×

①～③が
正答

59.4%

①：69.9%
②：91.2%
③：76.2%

【調査結果】
正答 通過率 内訳

Ａ　○
Ｂ　○
Ｃ　×
Ｄ　○

Ａ～Ｄが
正答

60.8%

Ａ：89.4%
Ｂ：76.0%
Ｃ：78.5%
Ｄ：84.7%

Ｂ～Ｃ部の
音色，強弱，
速度の特徴
を聴き取る

特定の旋律
がＡ～Ｄ部に
表 れ ている
かを聴き取る

⑴　曲想を醸し出しているリズムの変化を選択する。

⑴　いちろうさんは『パレード』の音楽のＡの部分とＢの部分
をきいて，「遠くから足音がきこえてきたと思ったら，動物
たちがにぎやかに行進してきたみたいだ」と感じました。

　　いちろうさんがこのように感じた理由としてもっともふさ
わしいと思うものを選んで，その番号を書いてください。

　　Ａの部分とＢの部分の音楽を一回ききます。

１　ＡもＢも，同じリズムの伴奏だから

２　Ｂは，Ａよりゆったりしたリズムの伴奏だから

３　Ｂは，Ａより軽快なリズムの伴奏だから

【調査結果】
正答 通過率

３ 85.7%

Ａ～Ｂ部の
リズムの伴奏
部分の特徴
を聴き取る

＜問題１のおおよその流れ＞
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⑷　楽曲の強弱の変化によって，はなやかな行列や行進のどのような様子が表されて
いるかを記述する。

【調査結果】
解答類型 反応率 通過率

曲想を記述して
いるもの

楽曲の強弱
の変化をと
らえ，曲想
を記述して
いるもの

楽曲の強弱の変化をとらえ，楽曲全体（ＡＢ
→Ｃ→Ｄ）の曲想について記述しているもの ◎ 7.1%

20.8%

楽曲の強弱の変化をとらえ，ＡＢとＤのみ
の曲想について記述しているもの ◎ 8.0%

楽曲の強弱の変化をとらえ，ＣとＤのみの
曲想について記述しているもの ○ 3.8%

楽曲の強弱の変化をとらえ，ＡＢとＣのみ
の曲想について記述しているもの ○ 1.9%

Ｄのみの曲想を記述しているが，楽曲の強弱の変化によっ
て生み出されるとは言えないもの 3.0%

ＡＢのみの曲想を記述しているが，楽曲の強弱の変化に
よって生み出されるとは言えないもの 7.7%

Ｃのみの曲想を記述しているが，楽曲の強弱の変化によっ
て生み出されるとは言えないもの 7.4%

曲想を記述しているが，楽曲のどの部分かが特定できず，
楽曲の強弱の変化によって生み出されるとは言えないもの 35.0%

◎：正答　○：準正答

強弱の変化
に よ っ て，
はなやかな
行列や行進
のどのよう
な様子が表
されている
かを考える

指導の改善
楽曲を特徴付けている要素同士の関連や楽曲の構成を意識して，音楽全体のよ
さや美しさを感じ取ることができるような指導の工夫。

・楽曲を形づくっている要素のうち，特に児童が感じ取りやすい要素を取
り上げる。

・楽曲の様々な部分における特定の要素の働きの変化に関心をもつことに
よって，楽曲の構成に着目できるようにする。

そのため

⑷　この曲の紹介文をかずやさんが書きました。（　 ）に入るもっともふさわしい文を考えて，紹
介文を完成させてください。音楽は全体を通して一回ききます。

紹介文

　この『パレード』は，イベールというフランスの作曲家がつくった曲です。Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄの四つの部分からできています。
　ぼくが，この曲をきいて一番おもしろかったのは，強弱の変化です。この強弱の変化によっ
て，はなやかな行列や行進が（　　　　　　　　　　 ）様子をあらわしていると感じました。

＜解答例＞
広場に入ってきて，演技をどうどうとひろうした後，また広場
をでて遠ざかっていくような
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楽曲の構成と曲想に関する問題

［メモ］　ア，イ，ウの音楽をきいてみましょう。どのような感じの音楽なのか忘れないように， 特徴につ
いてメモをとりましょう。音楽はそれぞれ二回ききます。

⑵　要素の特徴の記述の適否を選択する。

⑶　作品全体の流れについて，音楽を特徴付けている要
素の変化を表す語句を用いて，想像したことや感じ
取ったことを記述する。

⑵　次の①と②の中で，ウの音楽の特徴についてあらわしてい
るものには○を，そうでないものには×を書いてください。
ウの音楽を一回ききます。

①　打楽器の音が重なり合っている　 ②　四拍子でできている

⑶　ア→イ→ウ→ア→イの作品全体の流れについて， 特徴とその
特徴から想像したことや感じ取ったことを，下の言葉の中か
ら一つ以上使って書いてください。［メモ］に書いたことを参
考にしてください。音楽は一回ききます。

音色の変化　　　　リズムの変化
音の高さの変化　　音の長さの変化

【調査結果】
正答 通過率 内訳

①○
②×

①②が正答
91.3%

①：95.0% 
②：91.8%

【調査結果】
解答類型 反応率 通過率

楽曲全体の構
成又はその一
部について，要
素の変化を表
す語 句を用い
て，想像したこ
とや感じ取った
ことを記述して
いるもの

楽曲全体の構成（アイ→ウ→アイ）について， 要素の変化を表す語句を
用いて，想像したことや感じ取ったことを豊かに記述しているもの ◎ 7.0%

56.1%

楽曲全体の構成（アイ→ウ→アイ）について，要素の変化を表す語句
を用いて，想像したことや感じ取ったことを記述しているもの ◎ 9.8%

楽曲の構成の一部について，要素の変化を表す語句を用いて，想像
したことや感じ取ったことを豊かに記述しているもの ○ 12.7%

楽曲の構成の一部について，要素の変化を表す語句を用いて，想像
したことや感じ取ったことを記述しているもの ○ 26.7%

◎：正答　○：準正答

Ｂ～Ｃ部の
音色，強弱，
速度の特徴
を聴き取る

⑴　要素（強弱）の特徴を記述する。
⑴　イの音楽からウの音楽へうつるとき，どのように音の大き

さが変わりましたか。その変化を書いてください。イとウの
音楽を一回ききます。

【調査結果】
通過（正答・準正答） 通過率

強弱の変化を
とらえた記述 83.0%

＜問題２のおおよその流れ＞

イ～ウの強
弱の特徴を
聴き取る

（導　入）

ウの音楽の
要素の特徴
を聴き取る

楽曲の構成
について，
要素の変化
とかかわら
せて聴き取
り，曲想を
感じ取る

指導の改善
楽曲全体の流れの中で音楽を聴く楽しさを味わい，音楽を特徴付けている要素
の働きをとらえ，イメージを豊かに膨らませて想像したり感じ取ったりして，
それを言葉で表すことができるような指導の工夫。

・楽曲の中の対照的な部分を聴き比べ，様々な要素の中から特徴的な要素
の働きに気付く。

・音楽の雰囲気や表情などと自分の生活経験とを結び付け，イメージを膨
らませる。

・音楽を聴いて心の中に描いたことを友達同士で伝え合うことによって，
そのよさや違いを認め合い，自分の感じ方を広げたり深めたりする。

そのため

＜解答例＞
初めは水の中にいるような不思議
な世界に入り込む感じだったけど，
とつぜん大きな音色の変化をし，
はげしく暴れるようで怖く感じた。
でもそのあとすぐに静かになり，
やはり不思議な気持ちになった。
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◆中学校
　調査Ⅰ（基礎的・基本的な知識等）
旋律やリズムの特徴に関する問題

問題３　音楽を聴き，調性を選択する。
　これから聴くアとイの旋律について，長調の音階でできているものには１を，短調の音階でできているものには２を，
それぞれ書きなさい。音楽は二回聴きます。

１　長調の音階　　　　２　短調の音階

　これから聴く音楽は何拍子ですか。正しいものを選び，その番号を書きなさい。音を聴きながら答えてください。
１　三拍子　　　　２　四拍子　　　　３　五拍子　　　　４　六拍子

　次の楽譜の三小節目のリズムを正しく示しているものを選び , その番号を書きなさい｡ 音楽は二回聴きます｡

【調査結果】 正答 通過率 内訳
アの旋律　２
イの旋律　１

ア，イが正答
39.2%

ア：39.6%
イ：39.4%

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

２ 74.0% １：12.2%　３：10.6%

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

４ 46.3% １：27.6%　２：16.5%

音楽を聴き，拍とリズムのかかわりをとらえたり，そのリズムを楽譜に表した
りして，楽譜に親しむことができるような指導の工夫。

楽曲とのかかわりの中で調性に関心をもち，音階の特徴を理解できるような指
導の工夫。

音楽を聴き，拍の流れを一定のまとまりとしてとらえることができるような指
導の工夫。

指導の改善

指導の改善

指導の改善

問題４　音楽を聴き，拍子を選択する。

問題５　音楽を聴き，リズムが示された楽譜を選択する。

・拍の流れをとらえる活動を大切にし，拍の流れの中でリズムを知覚する。
・リズムや拍など，楽譜に表されたことを読み取ったり，音楽を楽譜に表

したりする。

・調性を意識しながら音楽を聴く。
・楽譜を用いて長音階，短音階を比較し，それぞれの構成音を知り，違い

を確かめながら音楽を聴く。

表現や鑑賞の活動を通して，様々な拍子によって生み出される雰囲気など
を感じ取る体験を積み重ねていく。

例えば

例えば

例えば

１ ２ ３ ４
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楽器の音色，名称，形に関する問題

音楽の用語や記号に関する問題

指導の改善

指導の改善

問題２　音楽を聴き，楽器名と楽器の形を選択する。

問題７　音楽を聴いたり楽譜を見たりして，音楽の記号を選択する。

　これから聴くアとイの音楽の中で使われている楽器の名前をＡ群の中から , その楽器の絵を B 群の中から , それぞれ
選び，その番号を書きなさい｡ 音を聴きながら答えてください。

Ａ群　１　胡弓　　　２　琵琶　　　　Ｂ群

３　三味線　　４　箏

⑵　この曲を作曲した A さんは，次の楽譜の で示した部分について , だんだん強く演奏してほしいと考えました｡
この楽譜の演奏を聴いて , アに入れる ｢強弱の変化を表す記号｣ としてもっともふさわしいものを選び，その番号を
書きなさい｡ 音楽は二回聴きます。

⑶①　この楽譜の演奏では , 二小節目から三小節目まで速度が変化しています｡ この ｢速度の変化を表す記号｣ として , アに
入れるもっともふさわしいものを選び , その番号を書きなさい｡ 音楽は二回聴きます。

【調査結果】 問題 正答 通過率 主な誤答

ア Ａ群　３
Ｂ群　１

Ａ群，Ｂ群が正答
84.9%

イ Ａ群　４
Ｂ群　２

Ａ群，Ｂ群が正答
68.3%

Ａ群，Ｂ群の組合せが次のいずれか
（１，３）（２，４）（３，１）：19.6%

和楽器等の様々な楽器の名称や形状などに関心をもちながら，各楽器固有の音
色の特徴を感じ取ることができるような指導の工夫。

表現や鑑賞の活動を通して楽譜に親しみ，音楽を形づくっている要素の働きを
感じ取りながら，用語や記号の意味や役割などを理解できるような指導の工夫。

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

３ 76.4% ２：10.8%　４：10.5%

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

４ 36.9% ２：36.8%

１ ２ ３ ４

１ ２

３ ４

１ ２ ３ ４

（ア）

（ア） イ ウ
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階名・移動ド唱法に関する問題

音楽の表現上の特徴に関する問題

指導の改善

指導の改善

問題６⑴　楽譜を見て階名を書く。

問題９　音楽を聴き，和声を含む音と音とのかかわり合いの特徴を選択する。

問題 10　音楽を聴き，拍の特徴を選択する。

問題６⑵　音楽を聴いて階名を選択する。

　楽譜の★の音は，主音（ド）を示しています｡ この楽譜の①と②の音に
ついて , 移動ド唱法ではどのように読みますか｡ ド，レ，ミ，ファ，ソ，ラ，
シの中から選び , 階名を書きなさい｡

　これから聴くアからウのパイプオルガンで演奏した三つの曲について，特徴を正しく述べたものを選び，その番号を
書きなさい。

１　旋律と和音による伴奏が組み合わされている
２　旋律がいくつかの声部で追いかけるように組み合わされている

　これから聴くアからウの三つの民謡について，特徴を正しく述べたものを選び，その番号を書きなさい。

1　拍が一定の間隔で刻まれている　　　2　拍が自由に伸び縮みしている

　これから聴く旋律の階名として , 正しいものを選び , その番号を書きなさい｡ 音楽は二回聴きます｡

【調査結果】 正答 通過率 内訳 主な誤答

①ミ
②シ

①，②が正答
58.9%

①：66.2%
②：62.8%

①がシ，②がファ：12.0%
（ハ調長音階の階名）

【調査結果】 正答 通過率 内訳

ア　２
イ　２
ウ　１

ア～ウが正答
46.1%

ア：72.8%
イ：70.9%
ウ：87.8%

【調査結果】 正答 通過率 内訳

ア　１
イ　２
ウ　１

ア～ウが正答
63.6%

ア：84.3%
イ：84.8%
ウ：73.4%

【調査結果】 正答 通過率 主な誤答

２ 51.7% ３：11.8%　４：28.2%

移動ド唱法に慣れ親しみ，階名を理解できるような指導の工夫。

音楽を比較しながら聴き，複数の声部のかかわり合いや，拍節的なリズムと拍
節的でないリズムの特徴，それぞれの持ち味などをとらえることができるよう
な指導の工夫。

楽譜を見て移動ド唱法で歌うことと，音楽を聴いて音程を相対的にとらえ
ることの両面の活動を大切にする。

そのため

１　ドレミドシドラ 2　ミファソミレミド 3　レミファドシミラ 4　ファソラソミソド
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　調査ⅡＡ（歌唱）
歌唱による表現に関する問題

【課題曲】

＜歌唱に関する問題のおおよその流れ＞
問題１　歌詞にふさわしい情景と心情を選択する。
⑴　歌詞が描いている情景についてもっともふさわしいものを選びなさい｡

ア　枯れ草の野原　　　　　イ　木々が紅葉した里山

ウ　稲穂が実った田んぼ　　エ　風が吹きわたる河原

⑵　作詞者が歌詞によって表したかった心情についてもっともふさわしい
ものを選びなさい。

ア　いつまでも青々と葉が茂っていてほしい

イ　晩秋の雨は冷たくさびしい

ウ　今年の実りをそっと包んでおきたい

エ　里山の奥に見える山に登ってみたい

【調査結果】
問題 正答 通過率

⑴ イ 88.7%

⑵ ウ 93.9%

歌詞の内容
を考える
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　あなたはこの曲を歌うとき , 楽譜の三段目と四段目について , どのように強弱を工夫して歌いますか｡
選択肢から必要な記号を用いて , あなたが考えた強弱を楽譜の の中に書き入れなさい｡ その際 , 上の
パートと下のパートのそれぞれに記号を書きなさい。また , 同じ記号を繰り返し用いてもかまいません。

選択肢

問題２　楽譜を見て，パートの役割を選択する。

問題４　強弱による表現の工夫を考え，楽譜に記入する。

問題３　歌詞の内容と上下のパートのかかわりを理由に挙げ
て表現の工夫を記述する。

①歌詞の内容，②上下のパートのかかわり，③表現の工夫の３つの観点から生徒の記述を評価。
①歌詞の内容
　　歌詞の意味に触れた上で自分なりの解釈をしているか。
②上下のパートのかかわり
　　上下のパートの構造的なことを記述しているか。
③表現の工夫
　　⒜歌詞の内容に基づいた上のパートの歌い方が明確か。
　　⒝上下のパートのかかわりに基づいた歌い方が明確か。　　

＜Ⓐの解答例＞
歌詞は情景について表現してきたが，ここでは「思いを込めて」と作者の意志，気持ちが表現され
ている。「おもいをこめて」の所を感謝するように，やさしく歌う。下のパートが上のパートを追い
かけるようにハーモニーをつくっている。また，上のパートは主旋律だから少し強めに歌い，下のパー
トはそれをささえる感じに少し弱く歌う。

　楽譜のＡ，Ｂ，Ｃのそれぞれの部分について , 上のパー
トと下のパートはどのような役割を受け持っていますか｡
次の中から選び，その番号を書きなさい。

１　上のパートと下のパートの両方が主旋律である｡
２　上のパートが主旋律で , 下のパートがそれを支える

ようにハーモニーを生み出している｡
３　上のパートと下のパートが , 交互に大切な旋律を受

け持っている｡

　楽譜の三段目について , あなたは上のパートをどのように工夫して
歌いますか｡ あなたが考える表現の工夫とその理由を , 次の条件にし
たがって書きなさい。

【調査結果】
正答 通過率 内訳

Ａ部　３
Ｂ部　２
Ｃ部　１

Ａ部～Ｃ部
が正答

51.4%

Ａ部：53.8%
Ｂ部：55.7%
Ｃ部：82.7%

＜条件＞　
○　歌詞の内容について具体的に触れること
○　上のパートと下のパートのかかわりについて具体的に触れること

上下のパー
トの役割を
考える

強弱による
表現の工夫
を考える

歌詞の内容
や 上 下 の
パートのか
か わ り か
ら，どのよ
うに表現を
工夫して歌
うかを考え
る

【調査結果】
通過（正答・準正答） 通過率

歌詞の内容について自分なりの解釈と，上下のパートの構造的なことを記述し，
両方又はいずれかに基づく表現の工夫を明確に記述　（Ⓐ） 13.0%

・歌詞の内容について自分なりの解釈を記述（Ⓑ）  29.1%
・上下のパートの構造的なことを記述（Ⓒ）  32.9%
･「歌詞の内容」と「上下のパートのかかかわり」の２点に触れ，表現の工夫を記述（Ⓓ） 52.3%

※Ⓐ（通過），Ⓑ，Ⓒ，Ⓓには重複がある。

通過（正答・準正答） 通過率

強弱記号を「上のパート」，「下のパート」の両
方又はいずれかに一つ以上記入しているもの 90.6%

【調査結果】
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歌唱実技　問題１～４の解答を通して思考してきたことを基に，表現を工夫して歌唱する。

生徒が課題曲を歌唱し，それを録音したデータについて⑴音高，⑵音価（リズム），⑶強弱，
⑷総合的な表現の各観点から評価

前問まで考
えてきたこ
とを生かし
て歌唱する

解答類型 反応率 通過率

ほぼ正しい音高で歌っていると認められるもの ◎ 42.2%
63.1%音高が違う箇所もあるが，ほぼ正しい音高で歌っ

ていると認められるもの ○ 20.9%

◎：正答　○：準正答

【調査結果　⑴音高】

三段目，四段目を４つのフレーズに分けて聴き，それぞれフレー
ズごとの音価について評価した。

解答類型 反応率 通過率

すべてのフレーズにおいて，音価を正しく歌って
いると認められるもの ◎ 60.7%

80.1%
３つのフレーズにおいて，音価を正しく歌ってい
ると認められるもの ○ 19.4%

◎：正答　○：準正答

【調査結果　⑵音価】

生徒が楽譜に記入した強弱記号を見ながら録音を聴き，強弱の変
化の様子を評価した。

解答類型 反応率 通過率

楽譜に記入した強弱記号に従って表現しているもの ◎ 9.5%
26.3%

楽譜に記入した強弱記号にほぼ従って表現しているもの ○ 16.8%
◎：正答　○：準正答

【調査結果　⑶強弱】

●豊かな表現が認められる例
□　主体的，意欲的な表現
□　声の音色（思いや意図が声（音質や発音などを含

む）に表れているなど）
□　音のつながり（楽曲のもち味としてのレガートなど）
□　自然な抑揚（旋律線のもつ方向性，微妙な速度や

強弱の変化など）
□　フレーズ（フレーズの始めから終わりまで）のまとまり      
□　曲全体の構成感（三段目を他と比べて盛り上げて

いるなど）

豊かな表現で歌うことと自分が考えた表現の工夫（問題３の解答）
を生かして歌うことについて評価した。

解答類型 反応率 通過率

豊かな表現が全体にわたって認め
られ，工夫したいことを生かして
歌っていると認められるもの（●，★）

◎ 18.3%

27.2%
豊かな表現がわずかに認められ，
かつ，工夫したいことを生かして
歌っていると認められるもの（●，★）

○ 8.9%

豊かな表現は全体にわたって認めら
れるが，工夫したいことを生かして
歌っていると認められないもの（●）

8.4%

豊かな表現はわずかに認められる
が，工夫したいことを生かして歌っ
ていると認められないもの（●）

25.6%

豊かな表現は認められないが，
工夫したいことを生かして歌っ
ていると認められるもの（★）

1.2%

◎：正答　○：準正答

【調査結果　⑷総合的な表現】

●豊かな表現で歌っていると
認められるもの

61.3%

★工夫したいことを生かして
歌っていると認められるもの

28.4%
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歌唱実技
(4) 総合的な表現
通過 その他

問
題
３

通過 57.7% 42.3%
その他

（無解答除く） 26.9% 73.1%

調査Ⅰ
「楽譜の基礎知識」
を通過した問題数
の平均（全 12 問）

歌
唱
実
技

⑴音高
通過 7.7

その他 5.6

⑵音価
通過 7.3

その他 5.3

調査Ⅰ
「楽譜の基礎知識」
を通過した問題数
の平均（全 12 問）

歌
唱
実
技

⑶強弱
通過 8.3

その他 6.4

⑷総合的
な表現

通過 8.5

その他 6.3

≪歌唱実技の様子≫

指導の改善
【歌詞が表す情景や心情】

歌詞を丁寧に読み，直接的な言葉の意味だけではなく比喩的な表現などにも
目を向け，歌詞が表す情景や心情を想像したり，それらに共感したりするよ
うな指導の工夫。

【パートの役割】
自分のパートだけではなく，他のパートも歌うなどして，それぞれのパート
が音楽全体の中でどのような役割を担っているか，その役割が楽曲の中でど
のように変化しているかなどを実感できるような指導の工夫。

【表現の工夫を生かした歌唱】
歌詞の内容，楽曲の構造などを基にして，表現したいことを考え，それらを
生かして豊かな表現で歌うことができるような指導の工夫。

そのため ・楽譜の基礎知識などを身に付ける学習と関連させながら，曲にふさわし
い表現を自分なりに見いだし，音楽で表したい思いや意図をもつ過程を
大切にする。

・音高や音価などを正しく歌うだけではなく，自分が表したいことを表現
するために必要な技能を伸ばす。

調査ⅡＡ問題３（歌詞の内容と上下のパー
トのかかわりを理由に挙げて表現の工夫を
記述）との関連

調査ⅡＡ問題３を通過（正答・準正答）
した生徒は，自分が考えた表現の工夫を
生かし，豊かな表現で歌うことができた。

調査Ⅰ（音楽の用語や記号などの楽譜の基礎知識）との関連
音高や音価を正しく歌ったり，豊かな表現で歌ったりした生徒は，要素
の働きを表す用語や記号の理解などに関する問題で正答数が多い傾向が
見られた。
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　調査ⅡＢ（鑑賞）
曲想と音楽を形づくっている要素の働きに関する問題

★課題曲
　Ａ～Ｃ部の３部で構成された平易なピアノ曲
　　　Ａ部：短調による８小節の主題
　　　Ｂ部：Ａ部の主題を同主長調に転調させ，スキップのような軽快なリズムに変化させたもの
　　　Ｃ部：Ａ部の主題について，強弱や拍子，リズムなどを大きく変化させたもの

問題１　Ａ部のイメージに合う天気を選択する。

問題３　Ａ部からＢ部について変化した要素を選択する。

問題２　Ｂ部のイメージに合う天気を記述する。

問題４　Ｃ部の特徴的な要素を選択し，その特徴を記述する。

　音楽Ａを聴いた感じについて，そのイメージを天気（空もよ
う）で言い表すとしたら，あなたはどのような天気（空もよう）
をイメージしますか。あなたのイメージにもっとも近いものを
選び，その番号を書きなさい。

１　晴れ　　２　うす曇り　　　３　どんよりした曇り
４　小雨　　５　大雨　　　　６　小雪　　　　　７　大雪

　音楽Ｂは，はじめに聴いた音楽Ａと比べて，どのようなとこ
ろに違いがありましたか。その違いについて，ふさわしいもの
を二つ選び，その番号を書きなさい。

１　楽器が変わった　　　２　リズムが変わった
３　形式が変わった　　　４　速度が変わった
５　調が変わった　　　　６　強弱が変わった

　音楽Ｂを聴いた感じについて，天気（空もよう）で言い表す
としたら，あなたはどのような天気（空もよう）をイメージし
ますか。そのイメージを自由に書きなさい。

　音楽Ｃを聴いて，もっとも特徴的と思われる音楽の要素を選
び，その番号を書きなさい。また，選んだ要素について，どの
ような特徴があるか，簡潔に書きなさい。

１　リズム　　２　拍子　　３　強弱
４　調　　　　５　旋律　　６　速度

【調査結果】
正答 通過率

１～７ 99.8%

【調査結果】
正答 通過率 主な誤答

２と５を
選択 45.9%

２のみ正しい
34.3%

５のみ正しい
14.5%

【調査結果】
正答 通過率

自分のイメージ
を記述 97.4%

【調査結果】
正答 通過率

選択した要素の働
きによってどのよ
うな特徴がもたら
されているかにつ
いて，客観的かつ
心情的，又はその
いずれかの視点で
適切に記述

56.3%

Ａ部の
イメージを
考える

Ａ～Ｂ部で
変 化 し た
要素を考え
る

Ｂ部の
イメージを
考える

Ｃ部の特徴
と要素との
かかわりを
考える

＜問題１～５のおおよその流れ＞

＜解答例＞
○客観的かつ心情的な視点の例

「強弱」を選択して，「強弱をはっきりつけることで，一瞬くらい感じになったり，明るい感じになっ
たりする」と記述

○心情的な視点の例
「拍子」を選択して，「踊りたくなるよう」と記述

○客観的な視点の例
「リズム」を選択して，「連続して『タタタン』というリズム」と記述
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問題５　楽曲の紹介文を記述する。

＜解答例＞　
この曲は，Ａ～Ｃに変化するにあたって速度があがり，音色が明るくなって
きます。最初はくもっていたり雨が降っていたりと少し暗いイメージですが，
Ｂ，Ｃとなるにつれて，雨がやみ，晴れてくるようなきれいな曲です。

　家族や友人など，あなたがおすすめしたい人に宛てたこの曲の紹介文を，次の条件にしたがって書きなさい。

＜条件＞
○　音楽Ａから音楽Ｂ，音楽Ｃへと順に変化していったときのあなたの気持ちや想像したことを具体

的に書くこと。
○　音楽の要素を表す言葉を下から二つ使用して書くこと。

音色　　リズム　　旋律　　音と音とのかかわり合い　　形式　　調　　拍子　　速度　　強弱

音楽全体を
聴き，紹介
文を記述す
る

【調査結果】
解答類型 反応率 通過率

自分の気持ち
や 想 像 し た
こ と を 記 述
しているもの

気持ちや想像し
たことを書くこ
と，２つの音楽
の要素を表す言
葉を使用するこ
との２つを条件
として，紹介文
を妥当に記述し
ているもの

自分の気持ちや想像したことを音楽Ａ , Ｂ , Ｃの
変化に触れて具体的に記述し，かつ選択肢から
要素を２つ挙げ，適切に用いており，紹介文と
して妥当であるもの

◎ 7.6%

33.8%

選択肢から挙げた２つの要素を適切に用いてい
ないが，自分の気持ちや想像したことを音楽Ａ ,
Ｂ , Ｃの変化に触れて具体的に記述しており，紹
介文として妥当であるもの

○ 4.0%

自分の気持ちや想像したことを音楽Ａ , Ｂ , Ｃの
変化に具体的ではないが触れており，かつ選択
肢から要素を２つ挙げ , 適切に用いており，紹介
文として妥当であるもの

○ 22.2%

自分の気持ちや想像したことを音楽Ａ , Ｂ , Ｃの変化に触れて記
述しているが具体的でなく，かつ選択肢から挙げた２つの要素を
適切に用いておらず，紹介文として妥当でないもの

16.8%

自分の気持ちや想像したことを音楽Ａ , Ｂ , Ｃの変化に触れて記
述しているが具体的でなく，かつ選択肢から２つの要素を挙げて
いないもの

3.4%

自分の気持ちや想像したことを記述しているが，音楽Ａ , Ｂ , Ｃ
の変化には触れられてなく，かつ選択肢から２つの要素を挙げて
いるもの

20.8%

自分の気持ちや想像したことを記述しているが，音楽Ａ , Ｂ , Ｃ
の変化に触れられてなく，かつ選択肢から２つの要素を挙げてい
ないもの

1.4%

◎：正答　○：準正答

指導の改善
自分の気持ちや想像したことと音楽を形づくっている要素の働きとをかかわら
せて言葉で表し，鑑賞を深めていくような指導の工夫。

・楽曲全体の流れに関心をもって聴き，音楽の雰囲気や表情を生活経験と
結び付けたり，音楽から喚起されたイメージや感情を言葉で表したり，友
達との交流の中で人によって異なる感じ方があることを体験したりする。

・特定の要素の働きをとらえることにとどまらず，様々な要素の関連に着
目し，それらの働きによって，音楽の雰囲気や表情がどのように変化し
ていくのかをとらえていく。

そのため
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音の特徴と楽器の奏法に関する問題

音楽と他の芸術とのかかわりに関する問題

指導の改善

問題６　リコーダーと尺八の音を聴き，リコーダーと比べた尺八の音の特徴について，奏法と結び付け
て説明する。

問題７　総合的な芸術を視聴し，音楽と他の芸術とのかかわりを記述する。

　リコーダーと比較して尺八は，どのような「音の特徴」がありますか。次の文章の（①）と（②）にあてはまる言葉
を下の条件にしたがって書き入れ，文章を完成させなさい。

　今，鑑賞したような総合的な芸術において，音楽は他の芸術とどのようにかかわっていますか。あなたの考えを下の
語群から言葉を一つ使用して書きなさい。

【調査結果】 通過（正答・準正答） 通過率

選択した奏法によって生み
出されるリコーダーと比べ
た尺八の音の特徴について
記述

44.9%

【調査結果】
通過（正答・準正答） 通過率

総合的な芸術における音楽
と他の芸術とのかかわりに
ついて，妥当な記述

42.0%

多様な楽器の音の特徴をそれぞれの奏法と結び付けて聴くことを通して，音楽
文化についての理解を深めるような指導の工夫。

＜条件＞
○　（①）には，下の中から選び，その番号を書くこと。

１　あごや首の使い方　　　２　息の吹き込み方　　　３　指の使い方
○　（②）は，尺八の「音の特徴」について具体的に書くこと。

リコーダーと比べて尺八は，（①）によって，（②）が生み出されている。

美術　　　演劇　　　舞踊　　　文学

≪ビデオによる総合的な芸術の視聴≫

指導の改善
音楽と視覚的要素や物語の展開などとがあいまって生み出される効果について
考え，解釈したことを自分なりに言葉で表し，総合的な芸術を味わうことがで
きるような指導の工夫。

・音楽と，美術，演劇，舞踊，文学などとの関連に着目し，総合的な芸術
における音楽の役割や音楽が他の芸術に与える影響などを理解できるよ
うにする。

・それぞれの総合的な芸術が生み出された文化や歴史などの背景にも触れ，
興味や関心を育てるようにする。

そのため
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質
問
紙
調
査

◆質問紙調査

【小学校】
1 ⑴　音楽の学習が好きですか。

1⑵　音楽の学習は，大切だと思いますか。

1⑶　音楽の学習は，ふだんの生活に役立つと思いますか。

1⑷　�音楽の学習は，しょう来，社会に出て役立つと思い
ますか。

1⑸　�音楽の学習は，わたしたちの生活を明るく楽しくす
るのに役立つと思いますか。

1⑹　�音楽の学習は，わたしたちの心を豊かにするのに役
立つと思いますか。

1⑾　�ふだんの生活の中で，音楽（かん単なリズムや旋律など）をつ
くるとき，音楽の授業で学んだことを生かそうとしていますか。

1⒂　�ふだんの生活の中で，音楽をきくとき，音楽の授業
で学んだことを生かそうとしていますか。

【中学校】
1 ⑴　音楽の学習が好きですか。

1⑵　音楽の学習は大切だと思いますか。

1⑶　音楽の学習は，ふだんの生活に役立つと思いますか。

1⑷　�音楽の学習は，将来の生活や社会に出て役立つと思
いますか。

1⑸　�音楽の学習は，生活を明るく豊かにするのに役立つ
と思いますか。

1⑹　�音楽の学習は，心を豊かにするのに役立つと思いま
すか。

1⑿　�ふだんの生活の中で，歌を歌うとき，音楽の授業で
学んだことを生かそうとしていますか。

1⒀　�ふだんの生活の中で，音楽を聴くとき，音楽の授業
で学んだことを生かそうとしていますか。

音楽の学習に対する意識

■そう思う／
　そうしている

■どちらかといえば
　そう思う／
　そうしている

■どちらかといえば
　そう思わない／
　そうしていない

■そう思わない／
　そうしていない

■その他 ■無回答

音楽の学習が好きだ，大切だと回答した児童生徒は約７～８割。
音楽の学習は生活を明るく楽しく（豊かに）する，心を豊かにすると回答した児童生徒
は約９割。
�ふだんの生活における音楽活動の中で，音楽の授業で学んだことを生かそうとしている
と回答した児童生徒は約３～５割。

42.2 35.4 15.3 6.9

41.2 39.2 14.3 5.0

23.5 38.7 26.9 10.6

22.8 36.5 28.6 11.9

63.5 27.0 5.7 3.6

57.7 31.7 6.6 3.9

16.6 35.1 25.9 22.1

11.8 30.9 31.6 25.6

42.8 36.7 12.0 7.3

29.9 41.4 18.6 8.9

19.0 35.6 28.9 15.1

15.8 33.6 31.8 17.7

56.0 30.8 7.1 4.9

58.8 29.9 5.44.8

11.3 26.6 28.2 32.5

9.5 21.8 31.4 36.1
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【小学校】
2 ⑴　�音楽をつくる活動のとき，自分のイメージや思い，場

面や様子などを音や音楽で表現することは好きですか。

2⑵　�音楽をつくる活動のとき，自由な発想を生かして，
いろいろな音楽表現を楽しんでいますか。

2⑶　�音楽をつくる活動のとき，音楽のしくみを生かす工
夫をしていますか。

2⑷　�音楽をつくる活動のとき，音のひびきやその組み合
わせを工夫していますか。

2⑸　�音楽をつくる活動のとき，曲の構成を工夫していま
すか。

2⑹　�音楽をつくる活動のとき，友だちといっしょに活動
することを楽しんでいますか。

2⑺　�授業で音楽をきくとき，その音楽のよさや美しさを
感じ取ることは好きですか。

2⑻　�授業で音楽をきくとき，その音楽からきこえてくる
声や楽器の音色の特徴をきき取っていますか。

2⑼　�授業で音楽をきくとき，その音楽のリズムや旋律の
特徴をきき取っていますか。

2⑽　�授業で音楽をきくとき，その音楽全体のしくみを考
えることがありますか。

2⑾　�授業で音楽をきくとき，その音楽の特徴や演奏のよ
さを言葉などであらわそうとしていますか。

2⑿　�授業で音楽をきくとき，その音楽の特徴や演奏のよ
さを言葉などであらわすことは好きですか。

音楽の学習内容に関する意識

■好きだ／
　そうしている／
　ある

■どちらかといえば
　好きだ／
　そうしている／
　ある

■どちらかといえば
　好きではない／
　そうしていない／
　ない

■好きではない／
　そうしていない／
　ない

■その他 ■無回答

27.4 36.9 23.5 12.1

26.5 37.9 24.3 11.0

14.1 37.4 31.2 17.0

23.5 36.6 24.5 15.2

15.2 36.4 29.3 19.0

56.1 26.4 9.1 8.1

42.0 36.3 13.9 7.5

41.4 37.8 14.4 6.1

29.3 39.0 21.2 10.2

16.5 33.8 28.6 20.7

20.7 34.4 28.7 15.9

17.2 31.4 32.6 18.6
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【中学校】
2 ⑴　�音楽の授業で歌うとき，自分の思いや考えが表現で

きるように歌うことが好きですか。

2⑵　�音楽の授業で歌うとき，歌詞の内容を味わっていま
すか。

2⑶　�音楽の授業で歌うとき，旋律やリズムの特徴を生か
す工夫をしていますか。

2⑷　�音楽の授業で歌うとき，その曲にふさわしい強弱や
速度の工夫をしていますか。

2⑸　�音楽の授業で合唱をするとき，友だちと一緒に表現
することに喜びや楽しさを感じることがありますか。

2⑹　�音楽の授業で合唱をするとき，自分のパートの役割
を生かす工夫をしていますか。

2⑺　�音楽の授業で鑑賞をするとき，その音楽のよさや美
しさを感じ取ることは好きですか。

2⑻　�音楽の授業で鑑賞をするとき，その音楽の声や楽器
の音色の特徴を聴き取っていますか。

2⑼　�音楽の授業で鑑賞をするとき，その音楽の旋律やリ
ズムの特徴を聴き取っていますか。

2⑽　�音楽の授業で鑑賞をするとき，その音楽の背景とな
る文化・歴史や他の芸術とのかかわりなどを考える
ことがありますか。

2⑾　�音楽の授業で鑑賞をするとき，その音楽から感じ取っ
たことを言葉や文章などで表していますか。

2⑿　�音楽の授業で鑑賞をするとき，その音楽から感じ取っ
たことを言葉や文章などで表すことは好きですか。

■好きだ／
　そうしている／
　ある

■どちらかといえば
　好きだ／
　そうしている／
　ある

■どちらかといえば
　好きではない／
　そうしていない／
　ない

■好きではない／
　そうしていない／
　ない

■その他 ■無回答

友達と一緒に音楽活動を行うことに楽しさなどを感じている児童生徒は約７～ 8割。
�音楽のよさや美しさを感じ取ることが好きな児童生徒は約７～８割，一方，音楽の特徴な
どを言葉などで表すことが好きな児童生徒は約４～５割。

音楽を愛好する心情などに特にかかわる質問に肯定的な回答をした児童生徒の方が，否
定的な回答をした児童生徒より，ほとんどの問題で通過率が高かった。

質問紙調査と各問題の通過率との関連

《音楽を愛好する心情などに特にかかわる質問》
・音楽の学習が好きですか。（小・中学校ともに１⑴）
・音楽の学習は，大切だと思いますか。（小・中学校ともに１⑵）
・音楽の学習は，（わたしたちの）生活を明るく楽しく（豊かに）するのに役立つと思いますか。（小・中学校ともに１⑸）
・音楽の学習は，（わたしたちの）心を豊かにするのに役立つと思いますか。（小・中学校ともに１⑹）

25.5 35.6 24.2 14.2

25.9 38.3 21.4 13.9

19.6 39.4 24.6 15.9

29.0 40.6 18.6 11.4

43.1 31.1 13.5 11.7

33.4 40.0 16.5 9.5

37.2 37.6 15.5 9.3

35.3 40.3 15.5 8.5

28.0 40.9 20.3 10.4

13.4 29.5 33.2 23.3

19.2 32.9 26.1 21.2

10.8 25.8 35.6 27.3
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◆小・中学校を通じた指導の改善充実

【小学校】　　　
旋律やリズムなどの要素を聴き取り，それらの働きを感じ取り，歌唱や楽
器の演奏，音楽づくりにおいて創意工夫して表現したり，音楽のよさや面
白さなどを感じ取りながら想像力を働かせて鑑賞したりする能力を育成す
ることが大切。

【中学校】
小学校の学習を基に，音楽の基礎的な能力を更に伸ばし，自らの考えをも
ち，それを音楽で表現したり，自分のイメージや感情などを意識し，音楽
の背景にある文化や歴史などを理解して鑑賞したりする能力を育成するこ
とが大切。

指導の改善
音楽の表現と鑑賞の学習を充実するため
に，音楽のよさや美しさ，表現の工夫に
ついて音楽に関する言葉を用いて述べる
など，言語活動を適切に取り入れる指導
の工夫。

指導の改善
すべての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ことができる
ような指導の工夫。また，学んだことを
自らの生活の中に生かしていこうとする
態度を養うような指導の工夫。

音楽を聴いて感じ取ったこと
や自分が考えた表現の工夫な
どを一定の条件に基づいて記
述する問題では，小・中学校
ともに通過率が低い傾向。

　小学校　調査ⅡＢ問題１⑷
＜詳細９頁＞

　中学校　調査ⅡＡ問題３　�
＜詳細 15 頁＞

　　　　　調査ⅡＢ問題５　�
＜詳細 19 頁＞

音楽のよさや美しさを感じ取
ることが好きな児童生徒は約
７～８割。一方，音楽の特徴
などを言葉などで表すことが
好きな児童生徒は約４～５割。

　小学校　質問紙調査 2⑺⑿
＜詳細 22 頁＞

　中学校　質問紙調査 2⑺⑿
＜詳細 23 頁＞

音楽を愛好する心情などに特にかかわる
質問に肯定的な回答をした児童生徒の方
が，否定的な回答をした児童生徒より，
ほとんどの問題で通過率が高かった。����

＜詳細 23 頁＞

友達と一緒に音楽活動を行うことに楽しさな
どを感じている児童生徒は約７～８割。
　小学校　質問紙調査 2⑹　＜詳細 22 頁＞
　中学校　質問紙調査 2⑸　＜詳細 23 頁＞

小
・
中
学
校
共
通

音楽の授業で学んだことをふだんの生活
の中で生かそうとしている児童生徒の割
合は約３～５割。
　　小学校　質問紙調査 1⑾⒂
　　中学校　質問紙調査 1⑿⒀

＜詳細 21 頁＞
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小
・
中
学
校
共
通

音楽を愛好する心情の育成など，

情意的な面を重視している音楽科の特徴を生かしつつ，

音楽を形づくっている要素などの学習を支えとして，

感じ取ったことを基に思考・判断し，

音楽を豊かに表現したり鑑賞を深めたりすることが

できるよう指導の一層の改善充実を図っていく。

指導の改善
音楽の要素やそれらの働きをとら
え，それを手掛かりにしながら思
考・判断し，音楽を豊かに表現した
り鑑賞を深めたりするような指導の
工夫。

自分が考えた表現の工夫と実際につ
くったリズムや歌唱実技とが整合し
ていた児童生徒は，約３～４割。また，
中学校では，歌唱実技を通過した生徒
は通過しなかった生徒より，調査Ⅰの
要素の働きを表す用語や記号の理解
などを問う問題で正答数が多い傾向。

　小学校　調査ⅡＡ 問題１(1) × (2)
＜詳細５頁＞

　中学校　調査ⅡＡ歌唱実技 (4)　 
＜詳細 16 頁＞

　　　　　調査ⅡＡ歌唱実技
×調査Ⅰ

＜詳細 17 頁＞
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【参考】
新学習指導要領（平成 20 年告示）では，〔共通事項〕を新設し，

・音楽を形づくっている要素に関する学習を基にして，感
性を高め，思考・判断し表現すること

・用語や記号について音楽活動を通して理解すること

などを大切にしている。

〔共通事項〕の学習を支えとして

・「Ａ表現」では，音楽表現を工夫し，必要な技能を身に付け，
思いや意図をもって，歌唱，器楽，音楽づくり・創作で
表すことができるようにすること

・「Ｂ鑑賞」では，楽曲の特徴や演奏のよさなどを考えたり，
音楽を解釈したり価値を考えたりして，音楽のよさや美
しさなどを味わって聴くことができるようにすること

が求められる。



文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター
（研究開発部研究開発課企画係　03-6733-6822，6823）

〒 100-8951　東京都千代田区霞が関 3-2-2

☀　「特定の課題に関する調査」の実施について

☀　学校や教育委員会における「特定の課題に関する調査」
　の活用について

　国立教育政策研究所では，児童生徒の学力の総合的な状況を把握するために，「全国学力・
学習状況調査」，「教育課程実施状況調査」，「特定の課題に関する調査」 ，「研究指定校事業」
などを通して調査研究を行っており，今後の教育課程や学校における指導の改善に役立てる
こととしています。
　「特定の課題に関する調査」は，中央教育審議会答申「初等中等教育における当面の教育課
程及び指導の充実・改善方策について」（平成 15 年 10 月）における提言を受けて，平成 16
年度より実施しており， 「教育課程実施状況調査」，「研究指定校事業」の枠組みでは把握が難
しい内容について調査研究を行い，指導上の課題を明らかにしています。

　「特定の課題に関する調査」では，調査実施後に，調査結果を集計・分析し，調査結果及び
指導上の改善などをとりまとめた，報告書を作成しています。
　これらの報告書を，各学校における教育課程の編成や学習指導の改善のために，ぜひご一
読ください。
　また，本調査で使用した問題を複製し，学校や教育委員会が行う学力調査に用いることが
できますので，お問い合わせください。
　報告書（全文），集計結果等については，研究所のホームページに掲載しています。
　また，「全国学力・学習状況調査」，「教育課程実施状況調査」，「特定の課題に関する調査」，

「研究指定校事業」に関する情報を掲載していますのでご活用ください。

（アクセス方法）教育課程研究センター　

http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div08-katei.html
又は，

教育課程研究センター 検索

（平成23年１月発行）
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