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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

4 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

世界を見つめる 食と想像力 ①
4

②

②
5

小説を読む ひよこの眼 ①

③

6

新しい視点 記憶のゆがみ ①

②
7

④
詩を味わう 食事

こころ ③
日本海

8 人間と社会 経験の教えについて ①
9

②

小説を読む 山椒魚 ①

10 ②

④

短歌と俳句 折々の歌 ①

11 ③

④
12 小説を読む 山月記

②

小説を読む 山月記 ②

1

2

3

教科 科目 教科書等

国語 現代文Ｂ 高等学校　改訂版標準現代文Ｂ（第一学習社）　テスト式国語常識の総演習（修訂三版）（京都書房）

10% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

国語を適切に表現し的確に理解する能力
を育成し、伝え合う力を高めるととも
に、思考力や想像力を伸ばし、心情を豊
かにし、言語感覚を磨き、言語文化に対
する関心を深め、国語を尊重してその向
上を図る態度を育てる。

言葉の持つ価値への認識を深
めるとともに、言語感覚を磨
き、言語の担い手としての自
覚を持ち、国語を尊重してそ
の能力の向上を図ろうとして
いる。

生涯にわたる社会生活における
他者との関わりの中で、伝え合
う力を高め、思考力・判断力・
表現力を伸ばす工夫をしてい
る。

言葉による見方･考え方を働
かせ、言語活動を通して、国
語で的確に理解し効果的に表
現しようとしている。

実生活に必要な国語の知識や技
能を身につけ、その特質を理解
し適切に使うことができるよう
工夫している。

科目
評価の割合（％） 30% 10%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

近代以降の様々な文章を的確に理解し、
適切に表現する能力を高めるとともに、
ものの見方、感じ方、考え方を深め、進
んで読書することによって、国語の向上
を図り人生を豊かにする態度を育てる。

国語で伝え合う力を進んで高
めるとともに、言語文化に対
する関心を深め、国語を尊重
してその向上を図ろうとす
る。

文章を正確に読み取り、自分の
考えが的確に伝わるよう根拠を
吟味し、言葉を選んだり文章を
整えたりしながら、表現を工夫
している。

目的や場に応じて的確に自分
の考えや主張が伝わるよう、
適切な表現や根拠・具体例を
効果的に用いながら文章にま
とめ、発表できる。

伝統的な言語文化及び言葉の特
徴やきまり、漢字などについて
理解し、知識を身につけ、学習
内容を正しく理解している。

｢①関心・意欲・態度｣｢②思考・判断｣｢③
技能・表現｣｢④知識・理解｣の観点で各学
期ごとに評価する。その第1学期、第2学
期、第３学期それぞれの成績を総合し、
学年末の成績として5段階で評価する。

課題考査、課題等の提出状
況、グループワークの取り組
み状況等学習活動への参加の
姿勢や態度等を総合的に評価
する。

定期考査における思考・判断に
関する問への記述ができている
かどうか。また、授業中のグ
ループワークの取り組み状況や
発言内容、ノートの記載内容等
を総合的に評価する。

音読、発表、ノートやプリン
トに自分の考えを適切に表現
できているか等を総合的に評
価する。

学習した内容について正しく理
解できているか定期考査等で評
価する。

読書感想
文・感想
画につい
て

言語活動

記述の確認

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

わかりにくい言葉・表現を辞書で調べている。自分の言
葉で鑑賞文をかいてみようとする。

わかりにくい言葉・表現を辞書で調べている。筆者の主
張に迫り、食について思索を深めている。

具体例が本文の展開にどのように関わっているかを理解
している。

日本とタイ、猫と人間を比較した箇所における作者の意
図をつかんでいる。

行動の観察

記述の確認

行動の観察

記述の点検

行動の観察
記述の確認

わかりにくい言葉・表現を辞書で調べている。筆者の主張に迫り、自身
が物事に取り組む際の姿勢について考えている。

具体例と抽象的記述とのつながりを理解し、「思い込み」が生じる原因
や、それが問題となる状況について理解している。

全文を正しく音読し、慣用表現の用法について正しく理
解している。

繰り返し音読し、詩のおもしろさについて考え、朗読の工夫を行い発表

しようとする。

わかりにくい言葉・表現を辞書で調べている。経験に学ぶことの重要性
を、自己の問題として考えている。

わかりにくい言葉・表現を辞書で調べている。登場人物に共感するとこ
ろ違和感を覚えるところについて発表しようとしている。

回想形式で始まる構成の特徴を理解し、語り手の視点を
意識して登場人物の心理の変化をとらえている。

記述の確認
行動の観察

行動の観察

行動の観察

食についての意識
を再確認し、随想
の読解の仕方を習
得する。

現代の短編小説を
読み、自己を見つ
め直し、他者との
かかわりについて
自分の言葉でまと
める。

論理的な文章の読
み方を習得し、自
身の見方考え方を
客観的に捉える契
機とする。

行動の観察

記述の確認

行動の観察

記述の確認
行動の観察
記述の確認
行動の観察

行動の観察
記述の確認

グループでの朗読
の工夫を行う。

行動の観察
記述の確認

行動の観察

行動の観察
記述の確認

論理的な文章の的
確な読み方を習得
し、経験に学ぶこ
との重要性を読み
取る。

分量のある小説を
読解し、「友情」
「慈愛」について
考える契機とす
る。２

学
期

記述の確認

近代短歌・近代俳
句の鑑賞の仕方
を、評論の形式で
学ぶ。

構成の巧みさを理解し、主人公の変身に込められた意味
を考え、小説の主題をつかんでいる。

優れた短編小説を
読み、鑑賞力を高
める。主人公を襲
う運命について考
え、自己の生き方
に考えを向ける。

それぞれの作品の情景や心情を理解している。作品と鑑
賞文の対応関係を理解している。

短歌・俳句をリズムに注意して正しく音読できる。短
歌・俳句独特の表現方法や効果を理解している。

李徴の内面の葛藤を、人間の普遍的な問題ととらえると同時に自己に引
きつけて考えている。

論の展開の仕方を理解し、論旨を的確に把握している。
具体例と抽象的な記述との関係について理解している。

わかりにくい言葉・表現を辞書で調べている。作品の主
題を理解しようと努め、自己の問題として考えている。

場面ごとの登場者の心情を的確に把握している。

全文を正しく音読し、比喩的な表現の意味について正し
く理解している。

行動の観察
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4 随筆に親しむ 『枕草子』 ②

ありがたきもの ③
④

5

6 『方丈記』 ①
安元の大火 ②

③
④

7

8 史記を味わう 『史記』 ①
「廉頗と藺相如」 ②
 池の会 ③

④
9

刎頸之交

10

11
歴史物語を読む 『大鏡』 ①

道真の左遷 ②
③

12 ④

道長、伊周の競射
1

2

3

｢①関心・意欲・態度｣｢②思考・判断｣｢③
技能・表現｣｢④知識・理解｣の観点で各学
期ごとに評価する。その第1学期、第2学
期、第３学期それぞれの成績を総合し、
学年末の成績として5段階で評価する。

課題考査、課題等の提出状
況、グループワークの取り組
み状況等学習活動への参加の
姿勢や態度等を総合的に評価
する。

定期考査における思考・判断に
関する問への記述ができている
かどうか。また、授業中のグ
ループワーク等の取り組み状況
や発言内容、ノートの記載内容
等を総合的に評価する。

音読、発表、ノートやプリン
トに自分の考えを適切に表現
できているか等を総合的に評
価する。

学習した内容について正しく理
解できているか定期考査等で評
価する。

10% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

国語 古典Ｂ 新編　古典Ｂ（東京書籍）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

国語を適切に表現し的確に理解する能力
を育成し、伝え合う力を高めるととも
に、思考力や想像力を伸ばし，心情を豊
かにし、言語感覚を磨き、言語文化に対
する関心を深め、国語を尊重してその向
上を図る態度を育てる。

言葉の持つ価値への認識を深
めるとともに、言語感覚を磨
き、言語の担い手としての自
覚を持ち、国語を尊重してそ
の能力の向上を図ろうとして
いる。

生涯にわたる社会生活における
他者との関わりの中で、伝え合
う力を高め、思考力・判断力・
表現力を伸ばす工夫をしてい
る。

言葉による見方･考え方を働
かせ、言語活動を通して、国
語で的確に理解し効果的に表
現しようとしている。

実生活に必要な国語の知識や技
能を身につけ、その特質を理解
し適切に使うことができるよう
工夫している。

科目
評価の割合（％） 30% 10%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

古典としての古文と漢文を読む能力を養
うとともに、ものの見方、感じ方、考え
方を広くし、古典についての理解や関心
を深めることによって人生を豊かにする
態度を育てる。

国語で伝え合う力を進んで高
めるとともに、言語文化に対
する関心を深め、国語を尊重
してその向上を図ろうとす
る。

深く共感したり豊かに想像した
りする力を伸ばし、創造的に考
え、他者との関わりの中で自分
の思いや考えを広げたり深めた
りすることができる。

目的や場に応じて的確に自分
の考えや主張が伝わるよう、
適切な表現や根拠・具体例を
効果的に用いながら文章にま
とめ、発表できる。

伝統的な言語文化及び言葉の特
徴やきまり（文法事項・句法）
などについて理解し、知識を身
に付けている。

言語活動

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

一年間の授業のオリエンテーション 授業態度
発問評価
音読・暗唱
学習課題集の提
出
課題・ノートの
提出
定期考査

音読し、概要を把握
する。
登場人物の行動の理
由を考え、話し合
う。
暗唱する。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

雪のいと高う降りた
るを

・歴史的仮名遣いや古典文法に気をつけて正しく音読で
きる。
・古語辞典を活用して適切に現代語訳できる。
・登場人物や場面・出来事・心情の変化等を読み取り、
内容について理解している。
・『枕草子』の随筆としての文学史的意義を理解してい
る。
・平安中期の歴史的背景について理解し、読解を深めて
いる。

・歴史的仮名遣いや古典文法に気をつけて正しく音読で
きる。
・古語辞典を活用して適切に現代語訳できる。
・敬語表現に注意しながら、登場人物の行動を読み取る
ことができる。
・登場人物や場面・出来事・心情の変化等を読み取り、
内容について理解している。
・『史記』に影響を受けて書かれた歴史物語として文学
史的意義を理解している。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

授業態度
発問評価
音読
学習課題集の提
出
課題の提出
定期考査

音読し、概要を把握
する。登場人物の行
動の理由を考え、話
し合う。

・歴史的仮名遣いや古典文法に気をつけて正しく音読で
きる。
・古語辞典を活用して適切に現代語訳できる。
・登場人物や場面・出来事等を読み取り、工夫して新聞
にまとめることができる。
・『方丈記』の随筆としての文学史的意義を理解してい
る。
・鎌倉前期の歴史的背景について理解し、読解を深めて
いる。

・漢文のきまりについて理解している。
・繰り返し音読し、漢文独特のリズムになれ正しく訓読
できる。
・漢文のきまりを理解して書き下し文にできる。
・漢和辞典等を活用して適切に現代語訳できる。
・概要を把握し、内容について理解している。
・登場人物や場面・出来事・心情の変化等を読み取り、
内容について理解している。
・読解の助けとなる古代中国の歴史的背景を理解してい
る。
・故事成語の意味を理解し、実生活に活かそうとしてい
る。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。

授業態度
発問評価
音読
新聞作成
課題・ノートの
提出
定期考査

訓読文、白文それぞ
れの音読ができるよ
うにする。正しく現
代語訳をし、概要を
把握する。理由を考
え、話し合う。

授業態度
発問評価
音読・暗唱
学習課題集の提
出
課題・ノートの
提出
定期考査

音読し、概要を把握
する。
登場人物の行動の理
由を考え、話し合
う。
暗唱する。

説明の際必要
な資料を映写
する。
電子黒板に書
き込みなどし
て意見を共有
する。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 ３年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4

①

5 ②

③

④
6

①
日本

7 ②

③

④

8 ①

レポート発表

②

9

③

④
10

①

近代の日本
②

11

③

④
12

①

1 ②

レポート発表

③

2 ④

動向

3 課題

展望

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

近代世界の形成や市民革命の過程に対する関心を高め、
意欲的に追求しようとしている。

言語活動

世界の一体化に関する資料の収集・選択・活用などを行
い、有用な情報を適切に選択して読み取って活用してい
る。

インター
ネットによ
る情報収集

世界の一体化の形成過程やそれぞれの基本的な事柄を把
握し、その知識を身に付けている。

インター
ネットによ
る情報収集

アジアの植民地化の過程やそれぞれの基本的な事柄を把
握し、その知識を身に付けている。

帝国主義とその後の二度の大戦及び戦後世界の特色を多
面的・多角的に考察しその過程や結果を適切に表現して
いる。

　第６章　持続可能な社会への

第１篇　世界史へのいざない テーマ史を学ぶことで歴史に対する関心を高め、意欲的
に追求しようとしている。

第２編　世界の一体化と日本 諸文明が自然環境に適応しながら築きあげられたことや
隣接する地域が影響しあってきたことに対する関心を高
め、意欲的に追求しようとしている。

　第３章　ヨーロッパ・アメリカ
の工業化と国民形成

書画カメ
ラや映像
などを利
用

第３編　地球社会と日本 帝国主義とその後の二度の大戦及び戦後世界に対する関
心を高め、意欲的に追求しようとしている。

科目
評価の割合（％） 20% 20%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解
世界の歴史の大きな枠組みと展開を諸資
料に基づき地理的条件や日本の歴史と関
連付けながら理解させ、文化の多様性・
複合性と現代社会の特質を広い範囲から
考察させることによって、歴史的思考力
を培い、国際社会に主体的に生きる日本
国民としての自覚と資質を養う。

近現代史を中心とする世界の
歴史に対する関心と課題意識
を高め、意欲的に追及すると
ともに、国際社会に主体的に
生き国家・社会を形成する日
本国民としての責務を果たそ
うとする。

現代社会の諸課題を歴史的観点
から考察し、国際社会の変化を
踏まえ公正に判断して、その過
程や結果を適切に表現してい
る。

近現代史を中心とする世界の
歴史に関する諸資料を取集
し、有用な情報を選択して、
読み取ったり図表などにまと
めたりしている。

近現代史を中心とする世界の歴
史についての基本的な事柄を地
理的条件や日本の歴史と関連付
けながら理解し、その知識を身
に付けている。

10% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

｢①関心・意欲・態度｣｢②思考・判断｣｢③
技能・表現｣｢④知識・理解｣の観点で各学
期ごとに評価する。その第1学期、第2学
期、第３学期それぞれの成績を総合し、
学年末の成績として5段階で評価する。

教科 科目 教科書等

地歴 世界史Ａ 高等学校 改訂版　世界史Ａ（第一学習社）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解我が国及び世界の形成の歴史的過程と生
活・文化の地域的特色についての理解と
認識を深め、国際社会に主体的に生き平
和で民主的な国家・社会を形成する日本
国民として必要な自覚と資質を養う。

歴史的・地理的事象に対する
関心と課題意識を高め、意欲
的に追求するとともに、国際
社会に主体的に生き国家・社
会を形成する日本国民として
の責務を果たそうとする。

歴史的・地理的事象から課題を
見いだし、我が国及び世界の形
成の歴史的過程と生活・文化の
地域的特色を世界的視野に立っ
て多面的・多角的に考察し、そ
の過程や結果を適切に表現して
いる。

歴史的・地理的事象に関する
諸資料を収集し、有用な情報
を適切に選択して、効果的に
活用している。

我が国及び世界の形成の歴史的
過程と生活・文化の地域的特色
についての基本的な事柄を理解
し、その知識を身に付けてい
る。

課題考査、課題等の提出状
況、グループワークの取り組
み状況等学習活動への参加の
姿勢や態度等を総合的に評価
する。

定期考査における思考・判断に
関する問への記述ができている
かどうか。また、授業中のグ
ループワークの取り組み状況や
発言内容、ノートの記載内容等
を総合的に評価する。

発表、ノートやプリントに自
分の考えを適切に表現できて
いるか等を総合的に評価す
る。

学習した内容について正しく理
解できているか定期考査等で評
価する。

書画カメ
ラや映像
などを利
用

芸術（美術史)
の分野と関連
付ける。

　第１章　ユーラシアの諸文明

諸地域の形成過程やそれぞれの特色を多面的・多角的に
考察しその過程や結果を適切に表現している。

授業中の活動
課題やレポート
の取り組み状況
実習への取り組
み
定期考査などを
参考にして総合
的に評価する

調べ学習をしレポー
トを作成。発表を行
う。諸文明の特質に関する資料の収集・選択・活用などを行

い、有用な情報を適切に選択して読み取って活用してい
る。

インター
ネットによ
る情報収集テーマに対する自分

の意見を発表する諸文明の形成過程やそれぞれの基本的な事柄を把握し、
その知識を身に付けている。

　第２章　結びつく世界と近世の 世界の一体化がおこったことやその影響に対する関心を
高め、意欲的に追求しようとしている。

書画カメ
ラや映像
などを利
用世界の一体化の過程やそれぞれの特色を多面的・多角的

に考察しその過程や結果を適切に表現している。

公民において
啓蒙思想や政
治思想などの
分野で応用。近代世界の形成過程や市民革命などの特色を多面的・多

角的に考察しその過程や結果を適切に表現している。

授業中の活動
課題やレポート
の取り組み状況
実習への取り組
み
定期考査などを
参考にして総合
的に評価する

近代世界の形成や市民革命に関する資料の収集・選択・
活用などを行い、有用な情報を適切に選択して読み取っ
て活用している。 テーマに対する自分

の意見を発表する
インター
ネットによ
る情報収集近代世界の形成や市民革命の基本的な事柄を把握し、そ

の知識を身に付けている。

　第４章　アジア諸国の変貌と アジアの植民地化などアジアの変貌に対する関心を高
め、意欲的に追求しようとしている。

書画カメ
ラや映像
などを利
用アジアの変貌やそれぞれの地域の特色を多面的・多角的

に考察しその過程や結果を適切に表現している。
アジア諸国の変貌に関する資料の収集・選択・活用など
を行い、有用な情報を適切に選択して読み取って活用し
ている。

書画カメ
ラや映像
などを利
用

公民において
国際社会など
の分野で応
用。

　第１章　帝国主義の時代

授業中の活動
課題やレポート
の取り組み状況
実習への取り組
み
定期考査などを
参考にして総合
的に評価する

　第２章　急変する人類社会
帝国主義とその後の二度の大戦及び戦後世界の特質に関
する資料の収集・選択・活用などを行い、有用な情報を
適切に選択して読み取って活用している。　第３章　世界戦争と平和

インター
ネットによ
る情報収集

帝国主義とその後の二度の大戦及び戦後世界諸文明の形
成過程やそれぞれの基本的な事柄を把握し、その知識を
身に付けている。 テーマに対する自分

の意見を発表する
　第４章　三つの世界と日本の

　第５章　地球社会への歩みと
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4

②

フォークダンス ③
5 陸上競技（短距離走）

①
体つくり運動 ②

①
6 選択Ⅰバドミントン ①

②
選択Ⅰ卓球

7

8 ラジオ体操 ①
体つくり運動

②

9 選択Ⅰバドミントン ①

選択Ⅰ卓球 ②

10
体育理論 ④

選択Ⅰバドミントン ②
11

選択Ⅰ卓球 ③

12 体育理論 ④

選択Ⅱバレーボール ②
1

③
選択Ⅱバスケットボール

2

3

言語活動

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

iPadや
映像カメラ

iPadや
映像カメラ

iPadや
映像カメラ

運動技能や形、健康・安全の確
保が理解できているか、試合及
びルールについて理解できてい
るかを評価する。

30% 10%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法
授業態度、実技、実技評価、単元ごとの課題
について、観点別に100点法で評価する。最
終的に上記すべての評価結果を数値化し、そ
の総合点をもとに各学期末における評価点を
決定する。また、各学期末の評価点をもとに
学年末の評価点を決定し、最終的に「評定」
（５段階）を決定する。

授業における出席状況や行動
観察により、意欲を持って自
主的・自発的に取り組むこと
により評価する。

運動の取り組み方を工夫してい
るか行動観察を行い、個人及び
集団の技能を高めるための計画
を自ら立案できるか評価する。

運動の特性に応じて、個人及
び集団技能の正確さや表現力
が身についているか評価す
る。

教科 科目 教科書等

保健体育 体 育 アクティブスポーツ（大修館書店）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断 ③運動の技能 ④知識・理解
心と体を一体としてとらえ，健康・安全や運
動についての理解と運動の合理的，計画的
な実践を通して，生涯にわたって豊かなス
ポーツライフを継続する資質や能力を育てる
と
ともに健康の保持増進のための実践力の育成
と体力の向上を図り，明るく豊かで活力ある
生活を営む態度を育てる。

運動の楽しさや喜びを深く味わう
ことができるよう、運動の合理
的、計画的な実践に主体的に取り
組もうとする。また、個人生活及
び社会生活における健康・安全に
ついても関心をもち、意欲的に学
習に取り組もうとする。

生涯にわたる豊かなスポーツライ
フの実現を目指して自己や仲間の
課題に応じた運動の取り組み方や
健康の保持及び体力を高めるため
の運動の計画を工夫している。ま
た、個人生活及び社会生活におけ
る健康・安全について、課題の解
決を目指して考え判断し、それら
を表している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じた段階
的な技能を身につけている。

運動の合理的，計画的な実践に関す
る具体的な事項及び生涯にわたって
豊かなスポーツライフを継続するた
めの理論について理解している。ま
た、個人生活及び社会生活における
健康・安全について、課題解決に役
立つ基礎的な事項を理解している。

科目
評価の割合（％） 30% 30%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解運動の合理的，計画的な実践を通して，知識
を深めるとともに技能を高め，運動の楽し
さや喜びを深く味わうことができるように
し，自己の状況に応じて体力の向上を図る能
力を育て，公正，協力，責任，参画などに対
する意欲を高め，健康・安全を確保して，生
涯にわたって豊かなスポーツライフを継続す
る資質や能力を育てる。

運動の楽しさや喜びを深く味
わうことができるよう，公
正，協力，責任，参画などに
対する意欲をもち，健康・安
全を確保して学習に主体的に
取り組もうとする

生涯にわたる豊かなスポーツライ
フの実現を目指して自己や仲間の
課題に応じた運動の取り組み方を
工夫している。また、自己や仲間
の状況に応じて体力を高めるため
の運動を継続するための計画を工
夫している。

運動の合理的な実践を通し
て、運動の特性に応じて勝敗
を競ったり、攻防を展開した
り、表現したりするための各
領域の運動の特性に応じた段
階的な技能を身につけてい
る。

選択した運動の技能（技）の名称や行
い方、体力の高め方、課題解決の方
法、練習や発表の仕方、スポーツを行
う際の健康・安全の確保の仕方につい
ての具体的な方法、スポーツの歴史、
文化的特性や現代のスポーツの特徴、
運動やスポーツの効果的な学習の仕方
及び豊かなスポーツライフの設計の仕
方を理解している。

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

フェアーなプレイを大切にしようとしている。

フェアーなプレイを大切にしようとしている。

問題解決の過程を踏まえて、取り組んできたチームや自己の目
標と成果を検証し、課題を見直している。

ラジオ体操・集団行動

オリエンテーション

リズムダンス

授業態度、実技
,実技評価、単
元ごとの課題に
ついて評価す
る。

体ほぐしのねらいを踏まえて、自己の課題に応じた活動を選ん
でいる。

体つくり運動を生涯にわたって楽しむための実生活で継続しや
すい自己に適した行い方を見つけている

問題解決の過程を踏まえて、取り組んできたチームや自己の目
標と成果を検証し、課題を見直している。

これまでの学習を踏まえて、自己や仲間の挑戦する課題を設定
している。

健康・安全を確保して自主的に取り組もうとしている。

スポーツの歴史、文化的特性や現代スポーツについて知識を深
めている。

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

グループや班での練
習法などの話合い
や、交流や発表

２
学
期

３
学
期

授業態度、実技
,実技評価、単
元ごとの課題に
ついて評価す
る。

授業態度、実技
,実技評価、単
元ごとの課題に
ついて評価す
る。

作戦などの話し合いの場面で合意を形成するための適切な関わ
り方を見つけている

ネット型では、空いた場所をめぐる攻防を展開するための役割
に応じたボール操作と連携した動きができる。

スポーツの歴史、文化的特性や現代スポーツについて知識を深
めている。

球技を継続して楽しむための自己に適した関わり方を見つけて
いる。

ネット型では、空いた場所をめぐる攻防を展開するための役割
に応じたボール操作と連携した動きができる。

身体のさまざまな部位を動かすことで心地よさや楽しさを味わ
おうとしている。

ダンスを生涯にわたってたのしむための自己に適した関わり方
を見つけている

フォークダンスでは踊り方の特徴を強調して、音楽に合わせて
ステップを使い、ダンスの動きができている。

陸上競技の学習に主体的に取り組もうとしている。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

5 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4

5

6 Lesson 3

7

①②
③④

理科

8
9

9

10

11

12

1

2

3

ＩＣＴ

・世界的な水不足について学び、日本が取るべき対策
　について理解できている。
・節水に関する会話を聞き取れる。
・水を守るためにできることは何か、自分の意見を
　英語で書ける。
・水を守るために何ができるか、意見交換をする。

・動物に備わっている数学的な能力について理解
　できている。
・動物の能力に関する会話を聞き取れる。
・動物の能力に関して意見を英語で書ける。
・お互いの意見を英語で伝えあうことができる。

・ウルグアイの元大統領の質素な生活と彼の演説や
　環境問題、発展と幸福の関係に関する彼の考えに
　ついて理解できている。
・ムヒカの考えに関する会話を聞き取れる。
・ムヒカの考えに対して意見を英語で書ける。
・お互いの意見を英語で伝えあうことができる。

・教師が学生時代に経験したことやそこから学んだ
　ことを理解できている。

・英文読解に必要な基礎知識を身につけることで論の展
開を把握できる。
・皇帝ペンギンの身体的特徴や生態について理解できて
いる。

・皇帝ペンギンに関する会話を聞きとれる。
・皇帝ペンギンの特徴を英語で書ける。
・皇帝ペンギンについて自分の考えを述べることが
　できる。

・カフェインの効果、文化の関わり、健康被害の可能
　性、利点を理解する。
・カフェインの摂取に関する会話を聞き取れる。
・カフェインの摂取について自分の意見を英語で
　書ける。
・カフェインの摂取についてグループで意見を交換
　できる。

・黒人差別の実態を理解し、ドルーが発見した輸血
　方法について理解できている。
・献血に関する会話を聞き取れる。
・献血について自分の意見を英語で書ける。
・献血に関して英語で意見を交換できる。

１
学
期

２
学
期

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

①②
③④

Lesson 2
Caffeine

Blood is Blood

Lesson 4
Biomimetics

Lesson 5
Communication
without Words

Lesson 6
Christmas Truce

①②
③④

Lesson 10
The Poorest President
in the World

Reading
My Messages to You

Lesson 7
Political Correctness

Lesson 8
Global Water Crisis

Lesson 9
Animal Math

教科 科目 教科書等

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ LANDMARK Fit English Communication Ⅲ, Focus Finder, Word Navi 3000

20% 50%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解外国語を通じて言語や文化に対する理解
を深め、積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度の育成を図り、情報や
自らの意見を適切に伝える力を養う。

コミュニケーションに関心を
もち、積極的に言語活動を行
い、コミュニケーションを図
ろうとする。

外国語を正確に聞いたり読んだ
り、外国語で話したり書いたり
して、情報や考えなどを的確に
理解し、適切に伝えている。

外国語を正しく聞き取った
り、外国語で話したり書いた
りして、情報や考えを適切に
伝えている。

外国語の学習を通して、言語や
その運用についての知識を身に
つけているとともに、その背景
にある文化などを理解してい
る。

科目 評価の割合（％） 20% 10%

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解英語を通じて積極的にコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度を育成するととも
に、情報や考えなどを的確に理解したり
適切に伝えたりする基礎的な能力を養
う。

コミュニケーションに関心を
持ち、積極的に言語活動を行
い、コミュニケーションを図
ろうとする。

英語を正確に聞いたり読んだり
して、情報や考えなどを的確に
理解している。

英語を正しく聞き取ったり、
外国語で話したり書いたりし
て、情報や考えを適切に伝え
ている。

英語やその運用についての知識
を身に付けているとともに、言
語の背景にある文化などを理解
している。

定期考査の成績、および上記評価の観点
に基づき、授業中の活動、発表、小テス
ト、課題への取り組み、パフォーマンス
テストなど総合的に評価する。

授業態度や課題、課題考査へ
の取り組みにより評価する。

定期考査により評価する。 パフォーマンステストにより
評価する。

小テストや定期考査により評価
する。

言語活動

・バイオミメティクスについて理解できている。
・バイオミメティクスの事例についての会話を聞き
　取れる。
・バイオミメティクスの事例について英語でまとめて
　書き表せる。
・関心を持ったバイオミメティクスについて英語で
　述べることができる。

・ボディーランゲージが国や文化によって違うことを
　学び、海外の人とコミュニケーションを図るため
　にはそれを理解しておく必要があると理解できて
　いる。
・コミュニケーションに関する会話を聞き取れる。
・会話中の視線のやり方について意見を書ける。
・会話中の視線のやり方について意見を交換できる。

・第一次大戦化の英・独の戦闘の様子とクリスマスを
　祝う両軍の様子、交流について理解する。
・奇跡のような経験に関する会話を聞き理解できる。
・奇跡のような経験について英語で書ける。
・お互いの経験について英語で会話ができる。

・差別や偏見のない用語の使用が推奨されていること
や、だれにも不快感を与えない用語を使うことの難しさ
について理解できている。
・正しい用語の使い方は次の世代にかかっていることを
理解できている。
・ポリティカルコレクトネスについての意見を英語で聞
き取れる。
・ポリティカルコレクトネスについて自分の意見を英語
で書ける。
・お互いの意見を英語で伝えあうことができる。

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

ディスコースマーカーに注目して英文
を読もう！１～４

Lesson 1
Emperor Penguins

グループワー
ク、ペアワー
ク等各活動、
ワークシー
ト、ノート、
課題への取り
組み、パ
フォーマンス
テスト、定期
考査などを総
合的に評価す
る。

ワークシートを元
に自分の意見を書
いたり、その意見
をペアまたはグ
ループで伝えあ
う。

国語

地理、理科

地理、歴史

地理、理科

家庭科、理科

世界史

世界史
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4
第１章　宇宙における地球
　第１節　宇宙の構成

5
　第２節　太陽　1.太陽の構造

　第3節　太陽系の中の地球 特になし

6 第3節　太陽系の中の地球

 第2章　活動する地球
　第1節　地球の姿
　第２節　火山活動と地震

7

　第２節　火山活動と地震

8

第３章　移り変わる地球
　第１節　地層や岩石と地質構造

9

　第２節 地球環境と生物界の変遷

10 特になし

　第２節 地球環境と生物界の変遷

11
第４章　大気と海洋
　第１節　地球の熱収支

12
　第２節　大気と海洋の運動

1
　第２節　大気と海洋の運動

2 特になし
第5章　地球の環境
　第1節　地球環境の科学
　第2節　日本の自然環境

3

学習意欲
課題状況
小テスト
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
発表態度
発表内容
実験態度
実験技能
レポート
考査得点

学習意欲
課題状況
小テスト
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
発表態度
発表内容
実験態度
実験技能
レポート
考査得点

与えられ
た課題を
インター
ネットを
活用して
まとめ
る。

与えられ
た課題を
インター
ネットを
活用して
まとめ
る。

課題を整理してま
とめ、発表する。

与えられ
た課題を
インター
ネットを
活用して
まとめ
る。

課題を整理してま
とめ、発表する。

課題を整理してま
とめ、発表する。

言語活動

学習意欲
課題状況
小テスト
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
発表態度
発表内容
実験態度
実験技能
レポート
考査得点

10% 30%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

中間考査・期末考査、実験・観察レポー
ト、定期的な課題や授業ノートを総合し

て5点刻みの100点法で評価する。

①意欲ある発言を積極的に行
えるか。仲間と協同して意見
をまとめようとするか。意見
に根拠があるか。

②実験レポートにて、考察力を
評価する。

③実験の内容を理解したうえ
で、手順がよどみなく行える
か。繰り返しの技術が次第に
身につくか。

④定期考査・小テスト

教科 科目 教科書等

理科 地学基礎 第一学習社　高等学校　改訂　地学基礎

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

自然の事物・現象に対する関心や探究心
を高め，目的意識をもって観察，実験な
どを行，科学的に探究する能力と態度を
育てるとともに自然の事物・現象につい
ての理解を深め，科学的な自然観を育成
する。

自然の事物・現象に関心や探
究心をもち，意欲的にそれら
を探究しようとするととも
に，科学的態度を身に付けて
いる

自然の事物・現象の中に問題を
見いだし，探究する過程を通し
て，事象を科学的に考察し，導
き出した考えを的確に表現して
いる。

観察，実験を行い，基本操作
を習得するとともに，それら
の過程や結果を的確に記録，
整理し，自然の事物・現象を
科学的に探究する技能を身に
付けている。

自然の事物・現象について，基
本的な概念や原理・法則を理解
し，知識を身に付けている。

科目
評価の割合（％） 40% 20%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

日常生活や社会との関連を図りながら地
球や地球を取り巻く環境への関心を高
め，地学的に探究する能力と態度を育て
るとともに科学的な見方や考え方を養
う。

地球や地球を取り巻く環境に
ついて関心をもち，意欲的に
探究しようとするとともに，
地学的な事物・現象を一連の
時間の流れの中でとらえるな
ど，科学的な見方や考え方を
身に付けている。

地球や地球を取り巻く環境に関
する事物・現象の中に問題を見
いだし，探究する過程を通し
て，事象を科学的に考察し、導
き出した考えを的確に表現して
いる。

地球や地球を取り巻く環境に
関する観察，実験などを行
い，基本操作を習得し，自然
の事物・現象を科学的に探究
する技能を身に付けている。

地球や地球を取り巻く環境につ
いて基本的な概念や原理・法則
を理解し，知識を身に付けてい
る。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

①宇宙と太陽系について関心をもち意欲的に探究しよう
とするとともに，科学的な見方や考え方を身に付けてい
る。

②宇宙と太陽系に関する事物・現象の中に問題を見いだ
し，事象を科学的に考察し、考えを的確に表現してい
る。

③宇宙と太陽系に関する現象を記録，整理し，科学的に
探究する技能を身に付けている。

④宇宙と太陽系について基本的な概念や原理・法則を理
解し，知識を身に付けている。

①プレート運動・火山活動・地震について関心を持ち意
欲的に探求しようとしている。
②プレート運動・火山活動・地震の仕組みについて考察
し、導き出した考えを表現できる。
③プレート運動・火山活動・地震の観測データなどを収
集処理して、その結果を的確に記録整理している。
④プレート運動・火山活動・地震について理解し知識を
身につけている。火山活動や地震に対して的確な判断と
行動ができ防災意識の向上が見られる。

①地層の形成と地質構造について関心を持つ。
②地層が形成される仕組みと地層や岩石地質構造考察す
る。
③地層が形成される仕組みと地質構造に理解し，知識を
身に付けている。
④古生物の変遷と地球環境について関心をもち，意欲的
に探究しようとする
⑤古生物の変遷などに基づいて地質時代が区分されるこ
と及び地球環境がどのように移り変わってきたのかにつ
いて考察し，導き出した考えを表現している。
⑥古生物の変遷と地球環境について考察し，それらの過
程や結果を的確に記録，整理している。
⑦古生物の変遷と地球環境の変化について理解し，知識
を身に付けている。

①大気と海水の運動について関心をもち意欲的に探究し
ようとする。
②大気と海水の運動により，地球規模で熱が輸送されて
いることを考察し，考えを表現している。
③大気と海水の運動の結果を的確に記録・整理してい
る。
④大気の大循環と海水の運動及びそれらによる地球規模
の熱輸送について理解し，知識を身に付けている
 

①地球の温暖化について意欲的に学習する。
②地球温暖化の原因や，影響をグラフから読みとること
ができる。
③地球温暖化の原因，地域による影響の違いを理解し，
知識を身に付けている。
④オゾン層について関心をもち，オゾン層の破壊につい
て意欲的に学習しようとしている。
⑤エルニーニョとラニーニャ現象について理解する。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4
①

5

6
③

7 ④

8
①

9

10

③

11
④

1

2

3

３
学
期

実際の楽曲に対する分析

演奏と楽曲分析について
情報

①
授業中の発問や、ノート・ワークシートに対して意欲的
に取り組む姿勢を持っている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

個人発表
iPadを用い
た発表

②

④
・音楽理論の各単元を段階を追って理解できている。
・実際の楽曲における楽曲分析に応用できている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

個人発表
グループ発表

iPadを用い
た発表

・グループ活動における積極的な発表の態度、また、ＩＣＴ
　機器を活用しながら意欲的に取り組んでいる。
・定期考査での各単元の内容を理解しているか確認する。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

グループ発表
iPadを用い
た発表

③
音楽理論で学んだ内容を実際の演奏における楽曲分析に
応用し、表現に工夫をすることができている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

グループ発表
iPadを用い
た発表

情報

授業中の発問や、ノート・ワークシートに対して意欲的
に取り組む姿勢を持っている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

個人発表
iPadを用い
た発表

・グループ活動における積極的な発表の態度、また、
　ＩＣＴ機器を活用しながら意欲的に取り組んでいる。
・定期考査での各単元の内容を理解しているか確認する。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

グループ発表
iPadを用い
た発表

２
学
期

音楽大学入試問題の取り組み

実際の楽曲に対する分析

②

音楽理論で学んだ内容を実際の演奏における楽曲分析に
応用し、表現に工夫をすることができている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

グループ発表
iPadを用い
た発表

・音楽理論の各単元を段階を追って理解できている。
・実際の楽曲における楽曲分析に応用できている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

個人発表
グループ発表

iPadを用い
た発表

12

情報

授業中の発問や、ノート・ワークシートに対して意欲的
に取り組む姿勢を持っている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

個人発表
iPadを用い
た発表

②
・グループ活動における積極的な発表の態度、また、
　ＩＣＴ機器を活用しながら意欲的に取り組んでいる。
・定期考査での各単元の内容を理解しているか確認する。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

グループ発表
iPadを用い
た発表

iPadを用い
た発表

・音楽理論の各単元を段階を追って理解できている。
・実際の楽曲における楽曲分析に応用できている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

個人発表
グループ発表

iPadを用い
た発表

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

１
学
期

音楽理論と和声の復習

音楽理論で学んだ内容を実際の演奏における楽曲分析に
応用し、表現に工夫をすることができている。

ノート・ワーク
シートの記述内容
自己評価シート
定期テスト

グループ発表

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

①授業の出席状況、取組状況
②ノートやワークシートの記
入・提出状況
③自己評価・相互評価
④行動観察

①ノートやワークシートの記載
内容
②グループ活動における言語活
動の状況
③定期テストでの記述問題
④ICT機器を活用した発表の状
況

音楽理論を学習することで得
た楽曲分析の力を、説得力を
持って実際に演奏したり発表
することができる

定期テストの得点を評価点とす
る。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

音楽理論に関心を持ち、主科
や副科、合唱・合奏などの実
技の際に学習内容を応用する
ことに積極的な態度で臨んで
いるか。

実際の楽曲から感じ取る響きの
美しさを理論的な観点から分析
し判断することができるか。

実際に演奏する場面におい
て、楽曲分析の力を積極的に
応用しようとする態度で臨ん
でいるか。

様々な時代や形態の、また我が
国や諸民族の伝統的な音楽にお
いて、それぞれの特徴を理解し
た上で分析することで、楽曲の
美しさや音楽的価値を尊重する
態度で臨んでいるか。

評価の割合（％） 20% 15% 15% 50%

教科 科目 教科書等

音楽 和声 楽典　理論と実習　（音楽之友社）

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

科目

科目の目標 科目における評価の観点

１年次の「音楽通論」、２年次の「和
声」でそれぞれ学習した内容をさらに発
展させ、音楽表現の基礎となる知識や理
論を深めることで、実際の演奏における
楽曲分析に活用できる能力を育成する。

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、音楽や音
楽文化と創造的に関わる資質・能力を育
成する。

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

1 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

古典派の音楽 音楽史における古典派の時代 ①
4 古典主義音楽の背景 古典派の社会の特徴を理解している 世界史

器楽の興隆 ②③ 楽器の発展について興味を持ち鑑賞している
オーケストラ音楽とマンハイム楽派 オーケストラの歴史を知る
ハイドンの生涯と作品 ②③ ハイドンについて興味を持つ

5
モーツァルトの生涯と作品 ④ 生涯の流れと作品の種類について理解する 定期テスト

6 ベートーヴェンの生涯と作品 ④ 生涯の流れと作品の種類について理解する 定期テスト

②③ 第9交響曲の魅力を味わおう

古典派のまとめ ②
7

①

ロマン派の音楽 始期と終期 ロマン派音楽の特徴を理解できている
8 ロマン主義音楽の背景 ① 社会背景について把握している 美術史

文学・美術・思想とのかかわり 他の芸術文化との関わりに興味を持っている 世界史
名演奏家の出現 ④ 小品を興味深く鑑賞できる 定期テスト
ドイツリートの特徴 特徴を理解し楽譜を読むことができる

9 シューベルトの音楽 ② 生涯と作品を概観し特徴を理解できる
標題音楽とベルリオーズ 標題音楽について理解している

シューマンとその作品 音楽の特徴をつかんでいる
10

ショパンのピアノ曲 ④ 興味深く鑑賞している 定期テスト

リストの果たした役割 交響詩・ピアノ作品についての特徴を理解する

11 ブラームスの音楽 重厚な響きを感じ取る

オペラ界の隆盛 ④ ロマン派オペラの特徴を理解する 定期テスト
ロシア音楽と五人組 国民主義について理解を深める

12 チャイコフスキーの音楽 ①
ボヘミアの国民主義音楽

1 作曲家研究 ②③ 西洋音楽史、日本音楽史についての理解を深める レポート提出 要旨の発表 ICT
図書館

2

3

考えたことを発表
する

④知識・理解

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

教科 科目 教科書等

音楽 音楽史 音楽史を学ぶ（教育芸術社）

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、音楽や音
楽文化と創造的に関わる資質・能力を育
成する。

①関心・意欲・態度

科目

科目の目標 科目における評価の観点

　音楽史に関する専門的な学習を通し
て、我が国及び諸外国の音楽の歴史につ
いて理解することなどの資質・能力を育
成する。

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

　音楽の歴史に関する体系的な
知識を得て、それに基づいた洞
察をすることができる。作品や
作曲家、時代などの特徴を知識
として、または響として理解で
きる。

評価の割合（％） 20% 15% 15% 50%

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

①授業の出席状況、取組状況
②ノートやレポートの記入・
提出状況
③自己評価・相互評価
④行動観察

②思考・判断・表現の能力

　音楽史の時代的な背景に関
心を持ち、音楽作品の魅力や
作曲家の作曲動機を知ること
に積極的な態度で臨んでいる
か。

　音楽の歴史に関する体系的な
知識を用いて、作品の時代や作
品の傾向を考え、判断すること
ができる。

　作曲家や時代の特徴につい
て、音楽の歴史に関する体系
的な知識を用いて、その違い
を表現することができる。

③技能（表現含）

①ノート、レポートの記載内容
②グループ活動における言語活
動の状況
③定期テストでの記述問題
④ICTや図書館の利用状況

音楽史に関する体系的な知識
を用いて、説得力を持って発
表できる

定期テストの得点を評価点とす
る。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

古典派の特徴を理解している 自己評価シー
ト

３
学
期

グループでの
話し合い

考えたことを発表
する

ノート記述内
容

グループでの
話し合い

２
学
期

１
学
期

ノート記述内
容

自己評価シー
ト

自己評価シー
ト

自己評価シー
ト

ノート記述内
容

8



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3M

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ① インタ－
④ ネットに

を発表する。 よる情報
収集

5 ①② 評価する。

④
6

　　　　（発表） ③

7

8 ①② インタ－
小川先生の講義（3回） ネットに
・大学の楽曲分析の実際 を発表する。 よる情報
器楽、ピアノ、声楽による ③ 収集

9 試演会 ④ 評価する。

10 ③

③
11 大分大学名誉教授 ①

松本正先生の講義
・瀧廉太郎の生涯と作品
吉永浩二先生の講義

12 ①
得丸幸代先生の講義

1 ①

2 ①

3

多様性について学習する。

ポピュラー作曲家・編曲家
深田宏一先生の講義(1回）

行う。

様式の理解を深めながら作品を解釈していく。

・ポピュラー音楽と人生

シンガーソングライター

研究する。
ピアノ鍵盤楽器を用いての楽曲分析

（発表作品作成） バロック・古典派時代の特徴を踏まえた解釈及び演奏の研究

ピアノ鍵盤楽器を用いての楽曲分析 バロック・古典派による様式を理解し、アナリーゼ等を通して

　　　　（講座形式授業） フレージング、アーティキュレーションなどの表現方法を

バロック・古典派による様式を理解し、アナリーゼ等を通して

様式の理解を深めながら作品を解釈していく。

大分県立芸術文化短期大学名誉教授 バロック・古典派時代の楽器の表現上の特徴を踏まえて作品を

作曲家の表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏法や、それらを

通して、独善的な解釈に陥ることなく個性を生かした演奏を

ピアノ鍵盤楽器を用いての楽曲分析 行う。

・大分の民俗芸能

・私の進路選択

森　進一郎先生の講義(1回）
・フォークソングと人生

解釈し、様式等に即した演奏を追求するとともに，解釈の

言語活動

態度、出席状況、

授業への参加

筆記試験等で

研究する。

作曲者や曲につ
いての調べ学習

いての調べ学習

オリエンテーション バロック・古典派時代の楽器の表現上の特徴を踏まえて作品を

アマデウス鑑賞 解釈し、様式等に即した演奏を追求するとともに，解釈の

曲想を楽曲の背景とかかわらせ
て感じ取り、イメージをもって
演奏する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

音楽作品についての演奏研究を通じて、
演奏における客観性と多様性を理解し、
音楽の様式を尊重して演奏する能力を養
う

「演奏における客観性と多様性を
理解し、音楽の様式を尊重して演
奏する能力を養う」ために、時代
や地域，作曲家，声や楽器の表現
上の特徴を踏まえて作品を解釈
し、様式等に即した演奏を追求す
るとともに，解釈の多様性につい
て学習する

時代や地域、作曲家による様式
を理解し、アナリーゼなどを通
して演奏の観点からフレージン
グ、アーティキュレーションな
どの表現方法を研究する。

時代や地域による表現上の特徴
を踏まえた解釈及び演奏の研
究、作曲家の表現上の特徴を踏
まえた解釈及び演奏の研究、声
や楽器の特徴を踏まえた解釈及
び演奏の研究を通して、独善的
な解釈に陥ることなく個性を生
かした演奏を追求する。

時代や地域、作曲家による様式
を理解し、アナリーゼなどを通
して様式の理解を深めながら作
品を解釈していく。

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

教科 科目 教科書等

音楽 演奏研究 和声と楽式のアナリーゼ(音楽之友社)・バロック・古典派時代のピアノ作品他

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、音楽や音
楽文化と創造的に関わる資質・能力を育
成する。 音楽を愛好する心情を育てる

とともに、感性を高め、表現
するための技能を伸長する態
度を養う。

音楽を形づくっている要素を知
覚し、それらの働きを感受して
演奏する。

・楽器の音色や奏法の特徴を
生かし、表現を工夫して演奏
する。
・様々な表現形態による器楽
や声楽の特徴を生かし、表現
を工夫して演奏する。

①レポートの記載内容
②グループ活動における言語活
動の状況
③確認テストでの記述問題
④ICTや図書館の利用状況

試演会を発表の場として認識
し、質を高め、音楽的な演奏
ができる。

作品について解釈したことを演
奏に生かせているか。鑑賞作品
について、その特徴・様式など
を理解しているか。

授業への参加
態度、出席状況、

演奏発表および

レポート等で
評価する。

様式の理解を深めながら作品を解釈していく。

様式の理解を深めながら作品を解釈していく。

①授業の出席状況、取組状況
②レポートの記入・提出状況
③自己評価・相互評価
④行動観察

多様性について学習する。

作曲者や曲につ

レポート等で

演奏発表および

演奏発表および

態度、出席状況、

授業への参加

バロック・古典派時代の特徴を踏まえた解釈及び演奏の研究

作曲家の表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏法や、それらを

通して、独善的な解釈に陥ることなく個性を生かした演奏を

フレージング、アーティキュレーションなどの表現方法を

9



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

3 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ① 授業中の発問に対して、積極的に発言したり

【新曲視唱】
・調性：C dur　G dur 

5 　　　　F dur 　a moll ② 課題実践の中で楽譜を作りながら、

音楽を形作っている要素を参考に楽譜の完成を
目指している。

【聴音】
・総合的な課題、転調課題

6 ・調性：As dur  E dur ③
           c moll  fis moll
・拍子　４/４　４/３  ８/６ 行っている。
・和音聴音 Ｃ dur (四声体開離)
・二声聴音 

7 　Ｃ dur　Ｇ dur　 Ｆ dur ④
 （大譜表４小節）

8

【新曲視唱】 ① 授業中の発問に対して、積極的に発言したり

・調性:調号５つまでの長・短調 意欲的に課題に取り組む姿勢を持っている。

9
【聴音】 ② 課題実践の中で楽譜を作りながら、
・総合的な課題 音楽を形作っている要素を参考に楽譜の完成を
・調性: 調号５つまでの長・短調 目指している。

10 ・拍子　４/４　４/３  ８/６
・和音聴音  
　調号３個までの長・短調 ③ 学んだことを活かして、演奏で表現する努力をする。
　（開離、密集） 楽曲についてよく調べ研究し、表現するための工夫を
・二声聴音 行っている。

11 　Ｃ dur Ｇ dur Ｆ dur
 （大譜表４小節）

④ 各単元が段階を追ってきちんと理解できている。
単元間の有機的なつながりを理解し、

12 応用問題が解けるようになる。

【新曲視唱】 ① 授業中の発問に対して、積極的に発言したり
1 ・調性:調号５つまでの長・短調

【聴音】 ② 課題実践の中で楽譜を作りながら、
・総合的な課題 音楽を形作っている要素を参考に楽譜の完成を
・調性: 調号５つまでの長・短調 目指している。

2 ・拍子　４/４　４/３  ８/６ ③
・和音聴音  
　調号３個までの長・短調 行っている。
　（開離、密集） ④

3 ・二声聴音 
　Ｃ dur Ｇ dur Ｆ dur
 （大譜表４小節）

インター
ネット、
図書館等
の利用

インター
ネット、
図書館等
の利用

インター
ネット、
図書館等
の利用

言語活動

楽曲についてよく調べ研究し、表現するための工夫を

意欲的に課題に取り組む姿勢を持っている。

学んだことを活かして、演奏で表現する努力をする。
楽曲についてよく調べ研究し、表現するための工夫を

各単元が段階を追ってきちんと理解できている。
単元間の有機的なつながりを理解し、

学んだことを活かして、演奏で表現する努力をする。

楽典の確認をする
際の言語活動を通
して確認する。

楽典の確認をする
際の言語活動を通
して確認する。

楽典の確認をする
際の言語活動を通
して確認する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

各単元が段階を追ってきちんと理解できている。
単元間の有機的なつながりを理解し、

応用問題が解けるようになる。

観察、発表、
課題、定期考
査で総合的に
評価する。

観察、発表、
課題、定期考
査で総合的に
評価する。

観察、発表、
課題、定期考
査で総合的に
評価する。

意欲的に課題に取り組む姿勢を持っている。

応用問題が解けるようになる。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解
音楽を形づくっている要素を正しくとらえ、音楽性
豊かな表現をするための基礎的な能力を養う。
楽譜を見て、旋律、フレーズのまとまりなど様々な
情報を読み取って、歌ったり楽器で演奏したりする
こと、また、音や音楽を聴いて、音高、音程、リズ
ムなどを正しく把握し、それを記譜することは、音
楽活動の基礎的な能力のひとつとなるものであり、
このような能力を養うことは、音楽の専門的な学習
の一つとして重要である。

授業中の課題実践に対して意
欲的に取り組んでいるか。

音楽性豊かな表現に発展してい
くように、音楽を形作っている
要素の働きなどを工夫して授業
に取り組んでいるか。

実技考査において正確な記
譜、読譜ができているか。

１、２年次に学んだ基礎基本を
大切にしながら各単元を着実に
理解しているか。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

音楽を愛好する心情を育てる
とともに、感性を高め、表現
するための技能を伸長する態
度を養う。

音楽を形づくっている要素を知
覚し、それらの働きを感受して
演奏する。

・楽器の音色や奏法の特徴を
生かし、表現を工夫して演奏
する。
・様々な表現形態による器楽
や声楽の特徴を生かし、表現
を工夫して演奏する。

曲想を楽曲の背景とかかわらせ
て感じ取り、イメージをもって
演奏する。

教科 科目 教科書等

音楽 ソルフェージュ 各担当により使用教科書等は異なります

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

各学期末は、実技考査（聴音・新曲視
唱）の得点と出席状況を総合的に判断

し、１００点法で評価する。学年末は、
各学期末の評価を平均し、学年末の評価
点とする。加えて５段階での評定(５段階

評価)を決定する。

各授業での課題実践の取組状
況や出席状況、また家庭(練習
室)での課題への取組状況を総

合的に評価することができ
る。

授業内で先生との質疑応答など
を言語活動によって行えている
か。音階や調性、和音を予想し
ながら聴きとること、歌うこと
ができているか。それらのこと
を言語活動を通して評価するこ

とができる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価

点を出すことができる。

課題実践に取り組む中で、様々
なリズムパターンを記憶してい
るか。楽典の内容(音程や和音の
種類)を把握しているか等を総合

的に評価することができる。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

自由曲 譜読み ①② 自己評価
自由曲の習得 ②

5
楽曲の表現 自由曲の習熟 ②④ 豊かな音色で歌える 世界史

④ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える 国語
英語

6
聴きあい会 ①

実技テスト ③ 実技テスト

7 今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

自由曲 譜読み ①② 自己評価
自由曲の習得 ②

9
楽曲の表現 自由曲の習熟 ②④ 音楽的に充実した発声・表現で歌える 世界史

④ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える 国語
英語

10 聴きあい会 ①

11 実技テスト ③ 実技テスト

12 今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

自由曲 自由曲の習熟 ②④ 音楽的に充実した発声・表現で歌える 行動観察 世界史
④ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える 国語

英語
聴きあい会 ① 録音して聴きあう

実技テスト 任意の2曲 ③ 各審査員の平均点 実技テスト

④ 一定の水準で歌うことができる
2

今学期の反省と課題 ①

3

教科 科目 教科書等

50% 15%

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

楽譜、曲の背景、歌詞の内容か
ら表現を工夫して演奏する。和
声進行や形式について理解す
る。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫 ③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

声楽実技の各時間の取組状況
や出席状況、また家庭（練習
室）での練習状況、レッスン
カード記入（自己評価含）等
といった活動状況を総合的に
評価する。

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えている。自分の演奏や他者の
演奏について、技能や表現の観
点から言語活動を通して評価で
きる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解
３年次の声楽の学習目標は、「楽曲にあ
合わせて表現を工夫した歌唱」である。
内容は、「音楽と歌詞の内容を結びつけ
た表現の工夫」「充実した響きの確立」
「体を使った発声法の確立」「息の流れ
を生かしたフレージング」などである。
曲の難易度が高くなるほど、確かな歌唱
法が必要とされる。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、音楽と歌詞
の内容を結びつけた、適切な表
現で演奏する。

音楽事典や
楽書、イン
ターネット
による情報
収集

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報

収集

言語活動

行動観察

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報

収集

レッスンカード

各審査員の平均点

レッスンカード

レッスンカード

自己評価・相互評価

イタリア古典歌曲集Ⅰ～Ⅳ（全音出版社）・　日本歌曲集１～３（全音出版社）他　  音楽 　　　　　　　　声楽主科

正しい発音、楽曲に合った美しい発声で歌える 行動観察

１
学
期

レッスンカード

楽譜通りに歌える
正しい発音、楽曲に合った美しい発声で歌える 行動観察

行動観察

録音して聴きあう 自己評価・相互評価

任意の2曲 各審査員の平均点

任意の2曲

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

３
学
期

２
学
期

レッスンカード

楽譜通りに歌える

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する

録音して聴きあう 自己評価・相互評価
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

①
4 各種練習曲 ④

バッハ平均律

5 任意の曲 ① 観察 世界史
日本史

実技試験（中間） 練習曲及び
バッハ平均律

② 自己評価
6 実技試験 任意の曲

③ 実技テスト

7

自己評価と反省

①
8 各種練習曲 ④

バッハ平均律

9 任意の曲 ① 観察 ＩＣＴ 世界史
図書館 日本史

10 ② 自己評価

③ 実技テスト
11 実技試験 任意の曲

12 レッスンカード 自己評価と反省

① レッスンカード

1 任意の曲 ④ 観察
卒業試験 任意の曲

① 観察 ＩＣＴ 世界史
2 図書館 日本史

② 自己評価

3 ③ 実技テスト

レッスンカード 自己評価と反省

曲の構成を理解し、表現に活かすことができる。

今学期の反省と課題

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

実技の各時間の取組状況や出
席状況、また家庭（練習室）
での練習状況、レッスンカー
ド記入（自己評価含）等と
いった活動状況を総合的に評
価する。

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

練習曲、バッハ、ソナチネ、ソナタの各曲を通して音楽
を愛好する心情を育て、基礎的なテクニックやテンポ感
で演奏できる。

バロックや古典派の時代背景を調べ理解し、時代に合っ
た演奏ができる。

強弱の幅やフレーズ感を理解し、ペダルが効果的に使用
できる。

曲の構成を理解し、表現に活かすことができる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（ピアノ主科） 　ツェルニ－等各種練習曲、　ソナタ、　バッハ各種、ロマン派及び近現代の楽曲

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解3年次は各種練習曲とバッハ、古典派
（モーツアルト・ハイドン・ベートー
ヴェン）ロマン派及び近現代の楽曲につ
いて主に学習する。読譜力を養い、基礎
的な練習、訓練により技術力を身に付け
豊かな表現へとつなげる。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

具体的な目標設定ができる。 レッスンカード

レッスンカード

具体的な目標設定ができる。 レッスンカード

バロックや古典派の時代背景を調べ理解し、時代に合っ
た演奏ができる。

強弱の幅やフレーズ感を理解し、ペダルが効果的に使用
できる。

曲の構成を理解し、表現に活かすことができる。

具体的な目標設定ができる。

練習曲、バッハ、ソナチネ、ソナタの各曲を通して音楽
を愛好する心情を育て、基礎的なテクニックやテンポ感
で演奏できる。

言語活動

観察

ＩＣＴ
図書館

観察

バロックや古典派の時代背景を調べ理解し、時代に合っ
た演奏ができる。

調べたことを発表

調べたことを発表

練習曲、バッハ、ソナチネ、ソナタの各曲を通して音楽
を愛好する心情を育て、基礎的なテクニックやテンポ感
で演奏できる。

調べたことを発表

強弱の幅やフレーズ感を理解し、ペダルが効果的に使用
できる。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

基礎の確認 ③ 自己評価 生物

5

6 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

7 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

基礎の確認 ③

9 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

10 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

11
実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

12
①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

基礎の確認 ③

楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

2 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

3
①

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

楽器の構え方、アンブ
シュア、呼吸法・ブレ
ス、アタック、タンギ
ング、スラ 、イント
ネーション、アーティ
キュレーション、音階
等、習熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている

楽器の構え方、アンブ
シュア、呼吸法・ブレ
ス、アタック、タンギ
ング、スラ 、イント
ネーション、アーティ
キュレーション、音階
等、習熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている

今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

楽器の構え方、アンブ
シュア、呼吸法・ブレ
ス、アタック、タンギ
ング、スラ 、イント
ネーション、アーティ
キュレーション、音階
等、習熟度に応じて

行動観察

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

自己評価

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

④鑑賞の能力

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（管楽器主科） 各楽器の教則本    

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

①関心・意欲・態度

科目

科目の目標 科目における評価の観点

1年次の管楽器の学習目標は「基礎的奏
法の習得」である。内容は、「構え方」
「アンブシュア」「呼吸法・ブレス」
「アタック」「タンギング」「スラ 」
「イントネーション」「アーティキュ
レーション」「音階」などである。曲の
難易度が高くなるほど、確かな基礎的奏
法が必要とされる。

①関心･意欲･態度 ②思考･判断 ③技能･表現 ④知識･理解

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

評価の割合（％） 20% 15% 50% 15%

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

管楽器実技の各時間の取組状
況や出席状況、また家庭（練
習室）での練習状況、レッス
ンカード記入（自己評価含）
等といった活動状況を総合的
に評価する。

②芸術的な感受や表現の工夫

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

③創造的な表現の技能

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

１
学
期

レッスンカード

行動観察

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期の反省と課題

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

言語活動

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

２
学
期

レッスンカード

３
学
期

レッスンカード

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

自己評価

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

行動観察

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

表現演習 入試課題 ①② 正確に譜読みできる 自己評価

④ 曲想に応じた表現に取り組む
5

④ 曲想に応じた表現ができる

①② 安定した演奏ができる 自己評価

6 弾きあい会 ① 録音して聴きあう

④ 音楽的に仕上げる

実技テスト ③ 各審査員の平均点 実技テスト
7 今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

表現演習 入試課題 ④ 正確に譜読みできる

④ 曲想に応じた表現に取り組む
9

②④ 曲想に応じた表現ができる

① 安定した演奏ができる 自己評価
10

音楽的に仕上げる
11 ④ 曲想に応じて表現を工夫できる

弾きあい会 ① 録音して聴きあう
実技テスト ③ 各審査員の平均点 実技テスト

12
今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1 自由曲 自由曲の習得習熟

④ 曲想に応じた表現に取り組む
④ 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト ③ 各審査員の平均点 実技テスト
2

3
今学期の反省と課題 ①

３
学
期

レッスンカード

行動観察 技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

行動観察

レッスンカード

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

行動観察

行動観察

自己評価・相互評価

レッスンカード

自己評価・相互評価

行動観察

レッスンカード

２
学
期

レッスンカード

行動観察

行動観察

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

１
学
期

レッスンカード

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する行動観察

行動観察

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

科目

科目の目標 科目における評価の観点

　３年次の弦楽器の学習目標は「曲想に
応じた主体的な表現」である。「正確に
演奏すること」はもちろん、作曲の背景
を踏まえ、主体的に表情豊かに演奏する
ことが必要である。

①関心･意欲･態度 ②思考･判断 ③技能･表現 ④知識･理解

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

評価の割合（％） 20% 15% 50% 15%

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

弦楽器実技の各時間の取組状
況や出席状況、また家庭（練
習室）での練習状況、レッス
ンカード記入（自己評価含）
等といった活動状況を総合的
に評価する。

③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（弦楽器主科） 各楽器の教則本    

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、音楽や音
楽文化と創造的に関わる資質・能力を育
成する。

14



高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

基礎の確認 ③ 自己評価 生物

5

6 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

7 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

基礎の確認 ③

9 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

10 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

11

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

12
①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

基礎の確認 ③

楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

2 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

3
①

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

行動観察 作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

１
学
期

レッスンカード

フォーム、スティック
の持ち方、腕の動き、
パラディドル、飾り打
ち、アクセント、音
階、分散和音など、習
熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている

今学期の反省と課題

科目

評価の割合（％） 20% 15%

科目の目標 科目における評価の観点

①関心･意欲･態度 ②思考･判断 ③技能･表現 ④知識･理解3年次の打楽器の学習目標は「基礎的奏
法の応用と深化」である。内容は、
「フォーム」「スティックの持ち方」
「腕の動き」「パラディドル」「飾り打
ち」「アクセント」「音階」「分散和
音」などである。曲の難易度が高くなる
ほど、確かな基礎的奏法が必要とされ
る。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

50%

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫 ③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（打楽器主科） 小太鼓のための基礎練習／小太鼓１００曲集

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

レッスンカード

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

管楽器実技の各時間の取組状
況や出席状況、また家庭（練
習室）での練習状況、レッス
ンカード記入（自己評価含）
等といった活動状況を総合的
に評価する。

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

行動観察 作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

３
学
期

レッスンカード

フォーム、スティック
の持ち方、腕の動き、
パラディドル、飾り打
ち、アクセント、音
階、分散和音など、習
熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている 自己評価

行動観察

２
学
期

レッスンカード

フォーム、スティック
の持ち方、腕の動き、
パラディドル、飾り打
ち、アクセント、音
階、分散和音など、習
熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている 自己評価

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 ①

5 ②

③
6

④
創作課題７

7

8 ①

和声法の基礎８
9

②

10

③

11

④

12

①
1 和声法の基礎９

②

2
③

3 創作課題９ ④

言語活動

単旋律・和声課題の創作ができるか。

課題提出

和声に関する基礎的な課題学習に取り組んでいるか。

音楽の構造や多様な作曲技法の基礎が理解できたか。

授業に積極的に取り組んでいるか。

和声に関する基礎的な課題学習に取り組んでいるか。

単旋律・和声課題の創作ができるか。

音楽の構造や多様な作曲技法の基礎が理解できたか。

授業に積極的に取り組んでいるか。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

学習のはじめに
和声法の基礎７

楽式の基礎７

楽式の基礎８

創作課題８

楽式の基礎９

授業に積極的に取り組んでいるか。
また、具体的な目標設定ができているか。

和声に関する基礎的な課題学習に取り組んでいるか。

単旋律・和声課題の創作ができるか。

科目 評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解作曲に関する専門的な学習を通して、音
楽性豊かに楽曲を構成する能力を養う。
作曲に関わる基礎的な理論の学習や、各
作曲家の作品の分析を行い、その音楽語
法や手法などを理解して作曲に関する技
法を身につける。これらの学習を基にし
て表現したいイメージを膨らませて、そ
れを実際に楽曲として構成する能力を養
う。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしているか。学習
量を確保し努力する姿勢を持
ち続けているか。積極的な態
度で授業に臨んでいるか。

音楽を形作っている要素(リズ
ム・旋律・和声)などを考えな
がら、どのような技法がそこで
相応しいのかを判断することが
できる。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な作曲技術を身
につける。確実に作曲技術を
習得する。

既存の作品における和声、構
成、形式、曲の背景を把握して
いるか。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解

音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、作曲に関
する多様な技法や音楽表現の可能性を見
出すなどの資質・能力を育成する。

音楽を愛好する心情を育てる
とともに、感性を高め、表現
するための技能を伸長する態
度を養う。

音楽を形づくっている要素を知
覚し、それらの働きを感受して
表現する。

・楽器の音色や奏法の特徴を
生かし、表現を工夫して演奏
する。
・様々な表現形態による器楽
や声楽の特徴を生かし、表現
を工夫して演奏する。

曲想を楽曲の背景とかかわらせ
て感じ取り、イメージをもって
演奏する。

教科 科目 教科書等

音楽 作曲

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

各授業での課題実践の取組状
況や出席状況、また家庭(練習
室)での課題への取組状況を総
合的に評価する。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って作曲することが
できる。また、自分の作品がど
のように作曲されたのか等の説
明(言語活動)から評価する。

実技テストの得点を評価点と
する。またその課題を演奏す
ることができる。

既存の作品における和声、構
成、形式、曲の背景を把握して
いるかどうかを総合的に見て評
価する。

インター
ネット、
図書館等
の利用

インター
ネット、
図書館等
の利用

インター
ネット、
図書館等
の利用

作品制作

音楽の構造や多様な作曲技法の基礎が理解できたか。

また、具体的な目標設定ができているか。

また、具体的な目標設定ができているか。

作品提出
実技テスト

課題提出

作品提出
実技テスト

（合唱曲のアレンジなど）

作品発表

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

自由曲 譜読み ①② 自己評価
自由曲の習得 ②

5
楽曲の表現 自由曲の習熟 ②④ 豊かな音色で歌える

④ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える

世界史

6
聴きあい会 ①

実技テスト ③ 実技テスト

7 今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

自由曲 譜読み ①② 自己評価
自由曲の習得 ②

9
楽曲の表現 自由曲の習熟 ②④ 音楽的に充実した発声・表現で歌える 世界史

④ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える 国語
英語

10 聴きあい会 ①

11 実技テスト ③ 実技テスト

12 今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

自由曲 自由曲の習熟 ②④ 音楽的に充実した発声・表現で歌える 行動観察 世界史
④ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える 国語

英語
聴きあい会 ① 録音して聴きあう

実技テスト 任意の１曲 ③ 各審査員の平均点 実技テスト

④ 一定の水準で歌うことができる
2

今学期の反省と課題 ①

3

３
学
期

２
学
期

１
学
期

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報

収集

自己評価・相互評価

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する

レッスンカード

任意の１曲 各審査員の平均点

レッスンカード

レッスンカード

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報

収集

自己評価・相互評価 作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

正しい発音、楽曲に合った美しい発声で歌える 行動観察

技術的な問題につ
いて言語活動を通

して確認する

音楽事典や
楽書、イン
ターネット
による情報
収集

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

録音して聴きあう 自己評価・相互評価

任意の１曲 各審査員の平均点

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

正しい発音、楽曲に合った美しい発声で歌える

言語活動

行動観察

行動観察

行動観察

録音して聴きあう

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

レッスンカード

楽譜通りに歌える

レッスンカード

楽譜通りに歌える

科目
評価の割合（％） 20% 15%

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解
３年次の声楽の学習目標は、「楽曲にあ
合わせて表現を工夫した歌唱」である。
内容は、「音楽と歌詞の内容を結びつけ
た表現の工夫」「充実した響きの確立」
「体を使った発声法の確立」「息の流れ
を生かしたフレージング」などである。
曲の難易度が高くなるほど、確かな歌唱
法が必要とされる。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、音楽と歌詞
の内容を結びつけた、適切な表
現で演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

楽譜、曲の背景、歌詞の内容か
ら表現を工夫して演奏する。和
声進行や形式について理解す
る。

50%

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫 ③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科 科目 教科書等

音楽 　　　　　　　　声楽副科 イタリア古典歌曲集Ⅰ～Ⅳ（全音出版社）・　日本歌曲集１～３（全音出版社）他

15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

声楽実技の各時間の取組状況
や出席状況、また家庭（練習
室）での練習状況、レッスン
カード記入（自己評価含）等
といった活動状況を総合的に
評価する。

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えている。自分の演奏や他者の
演奏について、技能や表現の観
点から言語活動を通して評価で
きる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

4 チェルニ－ １００番　３０番 ①
8小節の練習曲 ④

5 ソナチネ 習熟度に応じて
ソナタ ① 観察 世界史

日本史
バッハ 習熟度に応じて

6 任意のバッハ 試験曲 ② 自己評価

③ 実技テスト
7

自己評価と反省

8 チェルニ－ １００番　３０番 ①
8小節の練習曲 ④

9 ソナチネ 習熟度に応じて
ソナタ ① 観察 ＩＣＴ 世界史

図書館 日本史

10 バッハ 習熟度に応じて
② 自己評価

11 任意の1曲 試験曲 ③ 実技テスト

12
レッスンカード 自己評価と反省

レッスンカード

1 チェルニ－ １００番　３０番 ① 観察
8小節の練習曲 ④

2 ソナチネ 習熟度に応じて ① 観察 ＩＣＴ 世界史
ソナタ 図書館 日本史

バッハ 習熟度に応じて ② 自己評価

3 任意の１曲 試験曲
③ 実技テスト

自己評価と反省レッスンカード

具体的な目標設定ができる。

練習曲、バッハ、ソナチネ、ソナタの各曲を通して音楽
を愛好する心情を育て、基礎的なテクニックやテンポ感
で演奏できる。

バロックや古典派の時代背景を調べ理解し、時代に合っ
た演奏ができる。

調べたことを発表

強弱の幅やフレーズ感を理解し、ペダルが効果的に使用
できる。

バロックや古典派の時代背景を調べ理解し、時代に合っ
た演奏ができる。

調べたことを発表

調べたことを発表

曲の構成を理解し、表現に活かすことができる。

曲の構成を理解し、表現に活かすことができる。

ＩＣＴ
図書館

強弱の幅やフレーズ感を理解し、ペダルが効果的に使用
できる。

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

実技の各時間の取組状況や出
席状況、また家庭（練習室）
での練習状況、レッスンカー
ド記入（自己評価含）等と
いった活動状況を総合的に評
価する。

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

言語活動

レッスンカード

評価方法

具体的な目標設定ができる。

練習曲、バッハ、ソナチネ、ソナタの各曲を通して音楽
を愛好する心情を育て、基礎的なテクニックやテンポ感
で演奏できる。

観察

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（ピアノ副科） ツェルニ－各種練習曲、　ソナチネアルバム、ソナタアルバム、　バッハ各種（習熟度に応じて）

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現の能力 ③技能（表現含） ④知識・理解音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解3年次は各種練習曲とバッハ、ソナチ
ネ、ソナタについて主に学習する。読譜
力を養い、基礎的な練習、訓練により技
術力を身に付け豊かな表現へとつなげ
る。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準

具体的な目標設定ができる。

練習曲、バッハ、ソナチネ、ソナタの各曲を通して音楽
を愛好する心情を育て、基礎的なテクニックやテンポ感
で演奏できる。

曲の構成を理解し、表現に活かすことができる。

バロックや古典派の時代背景を調べ理解し、時代に合っ
た演奏ができる。

強弱の幅やフレーズ感を理解し、ペダルが効果的に使用
できる。

レッスンカード

レッスンカード

観察
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

1 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

基礎の確認 ③ 自己評価 生物

5

6 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

7 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

基礎の確認 ③

9 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

10 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

11
実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

12
①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

基礎の確認 ③

楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

2 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

3
①

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

楽器の構え方、アンブ
シュア、呼吸法・ブレ
ス、アタック、タンギ
ング、スラ 、イント
ネーション、アーティ
キュレーション、音階
等、習熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている

楽器の構え方、アンブ
シュア、呼吸法・ブレ
ス、アタック、タンギ
ング、スラ 、イント
ネーション、アーティ
キュレーション、音階
等、習熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている

今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

楽器の構え方、アンブ
シュア、呼吸法・ブレ
ス、アタック、タンギ
ング、スラ 、イント
ネーション、アーティ
キュレーション、音階
等、習熟度に応じて

行動観察

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

自己評価

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

④鑑賞の能力

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（管楽器副科） 各楽器の教則本    

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

①関心・意欲・態度

科目

科目の目標 科目における評価の観点

1年次の管楽器の学習目標は「基礎的奏
法の習得」である。内容は、「構え方」
「アンブシュア」「呼吸法・ブレス」
「アタック」「タンギング」「スラ 」
「イントネーション」「アーティキュ
レーション」「音階」などである。曲の
難易度が高くなるほど、確かな基礎的奏
法が必要とされる。

①関心･意欲･態度 ②思考･判断 ③技能･表現 ④知識･理解

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

評価の割合（％） 20% 15% 50% 15%

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

管楽器実技の各時間の取組状
況や出席状況、また家庭（練
習室）での練習状況、レッス
ンカード記入（自己評価含）
等といった活動状況を総合的
に評価する。

②芸術的な感受や表現の工夫

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

③創造的な表現の技能

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

言語活動

１
学
期

レッスンカード

行動観察

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期の反省と課題

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

レッスンカード

行動観察

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

２
学
期

レッスンカード

３
学
期

レッスンカード

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

自己評価

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

1 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

表現の幅を広げる ポジション移動 ②③ 反復して動きを習得する 自己評価

レガート奏法 ③ 肘の使い方に気をつけて移弦できる
5

ビブラート ③ 音程を正しくビブラートをかける

表情豊かに演奏する ②④ 音楽的な演奏であるか 自己評価

6
楽曲 ②④ 総合的な理解力、判断力、技術が身についているか

③ 実技テスト

7

今学期の反省と課題 ① レッスンカード

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

表現の幅を広げる ソナタ形式の楽曲 ③ 正確に演奏できているか

9 ③ 音程を正しくビブラートをかける 自己評価

②④ 音楽的な演奏であるか 自己評価

10

楽曲 ②④ 総合的な理解力、判断力、技術が身についているか

11

実技テスト ③ 各審査員の平均点 実技テスト
12

今学期の反省と課題 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

②④ 総合的な理解力、判断力、技術が身についているか
実技テスト ③ 実技テスト
今学期の反省と課題 ①

2

3

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

行動観察

自己評価・相互評価

レッスンカード

３
学
期

レッスンカード

行動観察

レッスンカード

２
学
期

レッスンカード

行動観察

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

行動観察

言語活動

１
学
期

レッスンカード

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する行動観察

行動観察

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

科目

科目の目標 科目における評価の観点

　3年次の弦楽器の学習は、これまで学
んだ「ボーイングの基礎」「構え方」
「音階」「各ポジションの習得」「ポジ
ションチェンジ」「ビブラート」などを
総合的に用いて「曲想に応じて弾くこ
と」である。

①関心･意欲･態度 ②思考･判断 ③技能･表現 ④知識･理解

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

評価の割合（％） 20% 15% 50% 15%

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

弦楽器実技の各時間の取組状
況や出席状況、また家庭（練
習室）での練習状況、レッス
ンカード記入（自己評価含）
等といった活動状況を総合的
に評価する。

③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（弦楽器副科） 各楽器の教則本    

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、音楽や音
楽文化と創造的に関わる資質・能力を育
成する。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

1 3

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

基礎の確認 ③ 自己評価 生物

5

6 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

7 ①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
8

基礎の確認 ③

9 楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

10 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

11

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

12
①

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
1

基礎の確認 ③

楽曲の表現 自由曲 ④ 世界史

2 ② 曲想に応じて表現を工夫できる

実技テスト 各審査員の平均点 実技テスト

3
①

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

３
学
期

レッスンカード

フォーム、スティック
の持ち方、腕の動き、
パラディドル、飾り打
ち、アクセント、音
階、分散和音など、習
熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている 自己評価

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

行動観察

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期の反省と課題 今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

２
学
期

レッスンカード

フォーム、スティック
の持ち方、腕の動き、
パラディドル、飾り打
ち、アクセント、音
階、分散和音など、習
熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている 自己評価

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

行動観察

楽譜に書かれた指示を的確に読み取り、演奏に活かして
いる

行動観察 作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典
や楽書、
インター
ネットに
よる情報
収集

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期を振り返り、反省と次の課題を見つけることがで
きる

レッスンカード

単元及び指導事項 評価規準 評価方法 言語活動

１
学
期

レッスンカード

フォーム、スティック
の持ち方、腕の動き、
パラディドル、飾り打
ち、アクセント、音
階、分散和音など、習
熟度に応じて

様々な楽曲を演奏するのに必要な奏法が習得できている 技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

今学期の反省と課題

レッスンにおける先生との質疑
応答などを言語活動によって行
えているか。自分の演奏や他者
の演奏について、技能や表現の
観点から言語活動を通して評価
できる。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているかレッ
スンにおいて総合的に評価す
る。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

科目

科目の目標 科目における評価の観点

3年次の打楽器の学習目標は「基礎的奏
法の応用と深化」である。内容は、
「フォーム」「スティックの持ち方」
「腕の動き」「パラディドル」「飾り打
ち」「アクセント」「音階」「分散和
音」などである。曲の難易度が高くなる
ほど、確かな基礎的奏法が必要とされ
る。

①関心･意欲･態度 ②思考･判断 ③技能･表現 ④知識･理解

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

評価の割合（％） 20% 15% 50% 15%

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

管楽器実技の各時間の取組状
況や出席状況、また家庭（練
習室）での練習状況、レッス
ンカード記入（自己評価含）
等といった活動状況を総合的
に評価する。

③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

教科 科目 教科書等

音楽 器楽（打楽器副科） 小太鼓のための基礎練習／小太鼓１００曲集

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 １～3年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている
4

合唱の基礎 体操 ①② 正しい姿勢で歌える 生物基礎
発声練習 ② 豊かな母音で歌える 自己評価

③ 周囲と声の響きをそろえて歌える

5
パート練習 譜読み ① 積極的に発言し、主体的に練習できる 世界史

② 正確な音程・発音で歌える 自己評価 国語
③ 自分のパートの和声的な役割を考えながら歌える

6
全体合唱練習 ② 周囲と響きをそろえて歌うことができる

② 主旋律の移り変わりを構造的にとらえる 自己評価
④ 歌詞の意味を考えて、表現を工夫することができる

7
確認テスト パート練習 ③ 正しい音程・リズムで歌えている

小アンサンブル ④ 歌詞の内容を考えて、表現を工夫することができる

今学期の反省と課題 ①
今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている

8
合唱の基礎 体操 ①② 正しい姿勢で歌える 生物基礎

発声練習 ② 豊かな母音で歌える 自己評価
③ 周囲と声の響きをそろえて歌える

9
パート練習 譜読み ① 積極的に発言し、主体的に練習できる 世界史

② 正確な音程・発音で歌える 自己評価 国語
④ 自分のパートの和声的な役割を考えながら歌える

10
全体合唱練習 ② 周囲と響きをそろえて歌うことができる 行動観察

② 主旋律の移り変わりを構造的にとらえる 自己評価

④ 歌詞の意味を考えて、表現を工夫することができる 相互評価

11 定期演奏会 ③ 音楽的に充実した発声・表現で歌える
③ 時代背景や歌詞の内容を根拠に、工夫した表現で歌える

③ 楽曲の魅力を聴衆に伝えることができる

12 巡回演奏会 ③ 楽曲の魅力を聴衆に伝えることができる

今学期の反省と課題 ①
今学期の目標 ① 具体的な目標が設定できている

1
小アンサンブル グループ練習 ① 積極的に発言し、主体的に練習できる 行動観察 生物基礎

①② 周囲と響きをそろえて歌うことができる 自己評価
④ 歌詞の意味を考えて、表現を工夫することができる 相互評価

小アンサンブル発表会 ③ 楽曲の魅力を聴衆に伝えることができる 発表会 世界史
国語

2 行事の歌 卒業式・入学式 ① 積極的に発言し、主体的に練習できる 行動観察

3

今学期の反省と課題 ①

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

全体合唱やパート練習の取組
状況や出席状況、記録カード
記入（自己評価含）の活動状
況を総合的に評価する。

全体合唱やパート練習における
先生との質疑応答を言語活動に
よって行える。自分の演奏や他
者の演奏について、技能や表現
の観点から言語活動を通して評
価できる。

各学期の確認テストや、定期
演奏会・巡回演奏会の演奏、
少人数アンサンブル発表会の
演奏で評価する。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解、歌詞のイメージを
理解し、それらの事項が演奏に
生かされているか全体合唱や
パート練習において総合的に評
価する。

50% 15%

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

教科 科目 教科書等

音楽 合唱 「くちびるに歌を」（信長貴富）、他

教科

教科の目標 教科における評価の観点

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫 ③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力音楽に関する専門的な学習を通して、感
性を磨き、創造的な表現と鑑賞の能力を
高めるとともに、音楽文化の発展と創造
に寄与する態度を育てる。

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

科目
評価の割合（％） 20% 15%

１
学
期

科目の目標 科目における評価の観点

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解　合唱表現の基礎となる豊かな発声や確
かな読譜力、ハーモニーを構築する力を
養い、全学年で難易度の高い合唱作品に
取り組ませ、合唱芸術の美しさを認識さ
せる。３年次は、巡回演奏会や定期演奏
会での、聴衆の感動を呼び起こす演奏を
目標に、パート練習や全体合唱で下級生
を牽引する。

合唱の授業において、意欲的
にパート練習や全体練習に参
加し、アンサンブルに興味を
もって活動する。教員の指示
に素直に従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係や、自分のパートの和声的
な役割を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けてアンサンブルに貢献しよ
うとする。確実に技術を習得
する。

楽譜、曲の背景、歌詞の内容を
把握して演奏する。和声進行や
形式、各パートの恩沢的な役割
について理解する。

記録カード

言語活動

行動観察

２
学
期

３
学
期

単元及び指導事項 評価規準 評価方法

行動観察

相互評価

確認テスト

記録カード

記録カード

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

行動観察 作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典や
楽書、イン
ターネット
による情報
収集

行動観察 技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典や
楽書、イン
ターネット
による情報
収集

行動観察

作曲者や曲につい
ての調べ学習を発
表する

音楽事典や
楽書、イン
ターネット
による情報
収集

記録カード

定期演奏会

巡回演奏会

記録カード
記録カード

技術的な問題につ
いて言語活動を通
して確認する
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高等学校「指導と評価の計画」（新）

単位数 対象学年

2 １年～３年

期 月 観点
ＩＣＴ
図書館

他教科との
関連

iPad 世界史
① プロジェクタ 国語

合奏の基礎１ 指揮を見る ②
③
④

②
③
④

②
③
④

合奏の基礎２ ① iPad

② プロジェクタ 世界史
国語

①
②
④

②
リズムを合わせる ③

④

②
③
④

② iPad 世界史
③ プロジェクタ 国語
④

②
③
④

難所の克服 ④ 演奏困難な箇所の技術的な問題を克服できる。 行動観察

３
学
期

合奏の基礎３
指揮者の合図に合わ
せる

曲の伸び縮みや強弱、指揮を視界に入れて敏感に音楽の
流れを察知し、演奏に生かすことができる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト
技術的・表現上の
問題について言語
活動を通して確認
する

コンサートマスター
の動きに合わせる

コンサートマスターの合図を、指揮者とともに視界に入
れて演奏できる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト

他のパートと揃える
同じ旋律やリズムをパートを超えて揃えることができ
る。周りから聞こえる音から、自分のパートと同一のも
のを見つけて揃えることができる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト

技術的・表現上の
問題について言語
活動を通して確認
する

パート内で音程を合
わせる

同一パート音程を合わせることができる。整理して澄ん
だ響きを作り出すことができる。

合奏記録カード

自己評価・相互評価

行動観察

打楽器パートと同じ役割であったり、弦楽器・管楽器で
リズムユニゾンになっている部分をきちんと揃えること
ができる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト

休符の数を正確に把
握し、縦の線を揃え
る

正確に拍を把握して揃えることができる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト

２
学
期

演奏できる部分を確
実に増やす

技量を超えた部分、演奏できる部分を特定し、合奏に参
加している。

合奏記録カード
行動観察

評価規準 評価方法

自分の楽譜を見ながら、指揮者の動きを視界に入れて演
奏できる。２拍子、３拍子、４拍子の拍を感じながら演
奏できる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト

パートで演奏法の統
一をする

弦楽器ならボーイング、管楽器ならブレスなどの統一を
各パートで図ることができる。

自己評価
相互評価
行動観察

実技テスト

合奏記録カード

自己評価

言語活動

１
学
期

技術的・表現上の
問題について言語
活動を通して確認
する

オーケストラ
の編成を理解
する

各パートの位置、楽
器名、人数などを把
握する

多くの楽器が高音、中音、低音、弦、管、打に分かれて
配置されることを理解している。

各期末及び学年末における評価について 評価方法 評価方法 評価方法 評価方法

各学期については、観点別に従って評価
点（5点刻み100点法）を決定する。学
年末の評価については、各学期末の評価
点をもとに学年末評価点を決定し、最終
的に評定（5段階評定）を決定する。

合奏やパート練習・セクショ
ン練習の取組状況や出席状
況、合奏記録カード記入（自
己評価含）等といった活動状
況を総合的に評価する。

合奏やパート練習・セクション
練習における先生との質疑応答
などを言語活動によって行えて
いるか。自分の演奏や他者の演
奏について、技能や表現の観点
から言語活動を通して評価でき
る。

実技テストの得点を評価点と
する。審査員の平均点で評価
点を出す。

楽曲における楽語（強弱・速
度・表情・発想）、また楽曲の
背景を理解して、それらの事項
が演奏に生かされているか合奏
やパート練習・セクション練習
において総合的に評価する。

合奏の準備 チューニングを正確に行う ③
コンサートマスターのA音に合わせて、自身の楽器を
チューニングできる。

自己評価
行動観察

単元及び指導事項

専門的な視点からいろいろな
楽器の特質や奏法，視奏，曲
の構成及び曲想に関心をも
ち，意欲的，主体的に表現
し，その喜びを味わおうとす
る。

音楽の諸要素を知覚し，それら
が生み出す曲想や美しさを感じ
取って，表現を工夫している。

興味を持って新しい技術を習
得しようとしている。練習量
を確保し努力する姿勢を持ち
続ける。教員の指示に素直に
従う。

リズム･メロディ･ハーモニーの
関係を考えながら、適切なイ
メージを持って演奏する。

繰り返し課題の克服に取り組
み、より高度な技術を身につ
けようとする。確実に技術を
習得する。

楽譜、曲の背景を把握して演奏
する。和声進行や形式について
理解する。

評価の割合（％） 20% 15% 50% 15%

教科 科目 教科書等

音楽 合奏 各曲目の楽譜

楽曲から感じ取ったイメージ
を，創造的に表現するための
技能を身に付けている。

声や楽器の特性と表現上の効果
楽曲の歴史的背景，我が国の伝
統音楽や世界の諸民族の音楽の
種類と特徴を理解して，楽曲を
聴き取り，そのよさや美しさを
味わっている。

科目

科目の目標 科目における評価の観点

　合奏の授業は、オーケストラの形態で行っ
ています。オーケストラは弦楽器、管楽器、
打楽器によって編成されています。
　３年次は、最高学年として自分のパートを
正確に演奏すること、指揮に合わせること、
各パートで揃えること、同じ旋律やリズムを
している他の楽器を聞き取ること、旋律と伴
奏のバランスを各パートのリーダーとしてま
とめることに留意しながら取り組む。

①　関心・意欲・態度 ②　思考・判断 ③　技能・表現 ④　知識・理解

教科

教科の目標 教科における評価の観点

音楽に関する専門的な学習を通して、音
楽的な見方・考え方を働かせ、音楽や音
楽文化と創造的に関わる資質・能力を育
成する。

①関心・意欲・態度 ②芸術的な感受や表現の工夫 ③創造的な表現の技能 ④鑑賞の能力
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