
音楽（一般）の観点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

音楽科の目標に照らし，内容が適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

教材が生徒の発達の段階や興味・関心・能力に適合しているか。

（４）地域性への適合

教材の取扱いが，地域や学校の実態に対応できる内容になっているか。

（５）内容等の充実

表現及び鑑賞領域の指導事項等に対応するための内容が適切に取り上げられているか。

（６）他教科等との関連

行事や他教科等への広がりを考慮した扱いになっているか。

（７）補充的・発展的な学習

楽曲や活動が生徒の実態に応じ，補充的・発展的な学習内容として考慮されているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

各領域の内容が系統的に配列されているか。

（２）分量の配分

各領域のバランス及び教材の分量が適当であるか。

（３）学習活動への配慮

生徒の主体的な学習が展開しやすくなるように工夫されているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

表現がわかりやすく，楽譜の大きさ等が学年に応じて配慮されているか。

（２）表記・表現

楽譜の文字・写真・イラスト等が見やすく，生徒の興味を喚起する工夫がされてい

るか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 １７ 教 育 出 版 発行者 ２７ 教 育 芸 術 社

書
中学音楽 音楽のおくりもの 中学生の音楽

名

(1) 音楽に対する感性を豊かにし，音楽活動 (1) 音楽に対する感性を豊かにし，音楽を愛

の基礎的な能力を伸ばすための内容が適切 好する心情を育てるための幅広い内容が適

に取り上げられ，音楽科の目標が達成でき 切に取り上げられ，音楽科の目標が達成で

るよう配慮されている。 きるよう配慮されている。

(2) 基礎・基本の定着を図るとともに，個に (2) 基礎・基本の定着を図るとともに，個に

応じた学習活動ができるよう構成が工夫さ 応じた学習活動ができるよう内容が工夫さ

内 れている。 れている。

(3) 生徒が主体的に音楽にかかわり，音楽活 (3) 生徒の興味・関心を高め，多様な音楽体

動の喜びを得られるような学習内容と教材 験ができるよう学習内容と教材が精選され

が,発達の段階に即して配列されている。 配列されている。

(4) 題材と楽曲の組み合わせにより，地域や (4) 題材と楽曲のかかわりが明示され，地域

学校の実態に即した計画が立てられるよう や学校の実態に応じた計画が立てられるよ

配慮されている。 う配慮されている。

(5) 表現及び鑑賞領域の目標に対応した内容 (5) 表現及び鑑賞領域の目標に対応した内容

が適切に取り上げられ，〔共通事項〕と関 が適切に取り上げられ，〔共通事項〕と関

連付けながら，自ら学習できるよう考慮さ 連付けながら，繰り返して学習できるよう

れている。 工夫されている。

容 (6) 幅広い分野から教材を取り上げ，他の教 (6) 音楽にかかわる文化に関しての幅広い分

科や領域との関連で，様々なアプローチや 野から教材を取り入れており，地域や他国

効果的な学習が展開できるよう工夫されて の人々との交流など，広がりが考慮されて

いる。 いる。

(7) 全学年を通じて３つの柱が設定され，深 (7) 発展的な学習内容が明示され，生徒の興

化・発展的な学習活動ができるよう配慮さ 味・関心に応じた活動ができるよう配慮さ

れている。 れている。

(1) ３年間の学習内容を組織化するために, (1) 小・中学校を通した９年間の学習内容の

全学年を通して，基礎・広がり・活用の３ 系統性や一貫性が確保され，基礎的な理解

組 つの柱で構成され，補充を図れるよう配列 力や技能が確実に身に付けられるよう配列

織 されている。 されている。

・ (2) 各領域がバランスよく配され，教材の分 (2) 各領域がバランスよく配され，教材の分

配 量も適切である。 量も適切である。

列 (3) 学習のねらいに即した学習活動が明示さ (3) 学習目標に迫るための学習活動が具体的

れ，生徒が主体的に学習に取り組めるよう に示され，生徒が主体的に学習に取り組め

配慮されている。 るよう配慮されている。

(1) 学習内容が魅力的に伝わるように工夫さ (1) 学習内容と楽曲の関係がわかりやすく伝

表
れ，関連ページが示されている。また，紙 わるような工夫がされている。また，紙面

面のデザインやレイアウトも見やすく配慮 のデザインやレイアウトも見やすく配慮さ

され，楽譜等の大きさも適切である。 れ，楽譜等の大きさも適切である。

現
(2) カラーユニバーサルデザインが配慮され (2) カラーユニバーサルデザインが配慮され

文字や楽譜等も鮮明で，生徒の意欲を引き 文字や楽譜等も鮮明で，生徒の意欲を引き

出す工夫がされている。 出す工夫がされている。

(1) 印刷は明るく鮮明であり，写真や挿絵が (1) 印刷は鮮明で，見開きの口絵を採用し，

造 美しく，３ページ見開きを採用し，製本も 明るい色調のイラストが親しみやすく，製

しっかりしている。 本もしっかりしている。

本 (2) ＡＢ変型判で見やすく扱いやすくなって (2) ＡＢ変型判で見やすく扱いやすくなって

いる。 いる。



音楽（器楽合奏）の観点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

音楽科の目標に照らし，内容が適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

教材が生徒の発達の段階や興味・関心・能力に適合しているか。

（４）地域性への適合

教材の取扱いが，地域や学校の実態に対応できる内容になっているか。

（５) 内容等の充実

表現（器楽）の指導事項等に対応するための内容が適切に取り上げられているか。

（６) 他教科等との関連

行事や他教科等への広がりを考慮した扱いになっているか。

（７) 補充的・発展的な学習

楽曲や活動が児童の実態に応じ，補充的・発展的な学習内容として考慮されているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

各領域の内容が系統的に配列されているか。

（２）分量の配分

曲種や各楽器毎のバランス及び教材の分量が適当であるか。

（３) 学習活動への配慮

生徒の主体的な学習が展開しやすくなるよう工夫されているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

表現がわかりやすく，楽譜の大きさ等が配慮されているか。

（２）表記・表現

楽譜の文字･写真･イラスト等が見やすく，生徒の興味を喚起する工夫がされているか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 １７ 教 育 出 版 発行者 ２７ 教 育 芸 術 社

書
中学器楽 音楽のおくりもの 中学生の器楽

名

(1) 雅楽の楽器を起点に，和楽器の変遷が (1) 身近で精選された教材が，系統的・発
解説され，ギター・リコーダーについて 展的に幅広く取り上げられ，各教材と学
も演奏に取り組みやすい図解などによ 習指導要領の「内容」との関連がわかり
り，生徒が興味を持ち目標が達成できる やすく「学習MAP」に示されている。
よう配慮されている。 (2) 目標とその活動が明確で，基礎的・基

(2) 目標が明確で，基礎的な奏法がわかり 本的な学習内容の習得が図られ，思考・
やすく解説され，思考・判断・表現につ 判断・表現につながるように工夫されて

内 ながるように工夫されている。 いる。
(3) 楽器の基礎的な知識や奏法から，発展 (3) 生徒の実態に応じて選曲ができ，様々
的なアンサンブルまで，生徒の実態に応 な編成や編曲上の工夫がなされ，生徒が
じて活用できるように配慮されている。 意欲的に学習できるように配慮されてい

る。
(4) 日本の伝統音楽を多く取り上げ，地域 (4) 日本の伝統音楽を幅広く取り上げ，伝
や学校の実態に応じて取り扱えるよう， 統音楽のよさを味わえるように配慮され
編曲，構成が工夫されている。 いる。また，地域や学校の実態に対応し

た活動ができるように工夫されている。
(5) 比較的平易で親しみやすい楽曲を合奏 (5) 親しみやすい教材で，表現の目標に対
曲に編曲し，声部の役割と全体の響きを 応した内容が適切に取り上げられ，共通

容 意識しながら活動でき，達成感を味わえ 事項を支えとした学習活動が進められる
るように工夫されている。 ように配慮されている。

(6) 歌唱共通教材や鑑賞教材の楽曲を取り (6) 日本や諸外国の伝統音楽を幅広く取り
上げ，我が国と郷土を愛し，他国を尊重 上げ，伝統と文化を尊重する態度を育成
する手立てとなる工夫がされている。ま するための手立てが工夫されている。ま
た，アンサンブル活動を通して自他の敬 た，様々なアンサンブル活動を通して，
愛と協力を重んずる態度が養えるように 協力しながら学習を進められる他，「姿
配慮されている。 勢や礼法」についても配慮がされている。

(7) 生徒の実態や学校事情に応じ，楽曲を (7) 生徒の実態や心情に合ったものが，様
選択して演奏できるように曲数が多く， 々な習熟度に応じた編曲で取り上げられ
写真も掲載されているので独習もしやす ている。また，楽器の特性を生かし「創
い。また，創作活動と結び付け学習を広 作」の学習も取り入れ，より幅広い学習
げられるように工夫されている。 ができるように工夫されている。

(1) 歌唱・創作・鑑賞の各活動との関連が (1) 音楽(一般)の鑑賞の資料として活用で
組 図られており，学習の積み重ねと効率的 き ,鑑賞学習を発展させ ,器楽学習につな

な指導ができるように配慮されている げられるように配慮されている。
織 (2) 各楽器の取扱いや，それに伴う教材に (2) ギター・リコーダー・和楽器にポイン

ついてバランスよく配置されている。特 トを置きながらも，身近な打楽器の奏法
・ に和楽器については，様々な難易度の教 等もコンパクトにまとめられており，実

材が用意されており，実態に応じて指導 態に合わせた学習が展開できるように配
配 できるように配慮されている。 慮されている。
(3) 掲載されているそれぞれの楽器の奏法 (3) 学習の窓口のマーク ,写真等によってよ

列 が写真や解説によって詳細に示され，生 り良い音色等への具体的な手がかりが掲
徒が主体的に学習できるよう工夫されて 載され，生徒が主体的に学習を進められ
いる。 るよう工夫されている。

(1) 読みやすい大きさの楽譜で，各楽器の (1) 読みやすい楽譜で，各楽器の奏法につ
表 奏法について詳細な説明文が数多く配置 いて詳細な説明文が数多く配置され，活

され，活動しやすいように配慮されてい 動しやすいように配慮されている。
る。

現 (2) 生徒の興味・関心・意欲を高めるよう (2) 生徒の興味・関心・意欲を高めるよう
に，より詳細な内容の写真が数多く掲載 に，各楽器に関連した大きな写真やイラ
されている。 ストが数多く掲載されている。

(1) 印刷は鮮明で明るい色調でまとめられ， (1) 印刷は鮮明で明るい色調でまとめられ，
造 ユニバーサルデザインにも配慮されてお ユニバーサルデザインにも配慮されてお

り ,製本もしっかりしている。 り ,製本もしっかりしている。
本 (2) ＡＢ変形判で目次が楽器ごと等見やす (2) ＡＢ変形判で見やすく扱い易くなって

く色分けされ扱い易い。 いる。



美 術 の 観 点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

学習指導要領に示された美術科の目標が内容に適切に反映されているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

生徒の体験や発達の段階に即し，多様で創造的な活動をしていくための配慮がなされて

いるか。

（４）地域性への適合

地域の特性を生かした造形的学習活動を支援するための事例が，取り上げられているか。

（５）内容等の充実

教科の目標等の達成に資するために内容の充実が質・量ともに図られているか。

（６）他教科等との関連

言語活動や他教科，総合的な学習の時間，道徳等との関連が考慮されているか。

（７）補充的・発展的な学習

学習の補充や発展を考慮し，実生活での活用や気付きに関連付けられているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

内容が系統的・発展的に配列されているか。

（２）分量の配分

内容配分は，学習指導要領に則してバランスよく構成されているか。

（３）学習活動への配慮

学習のねらいがわかりやすく示され，生徒の主体的な創造活動を促すために，題材

や資料等が効果的に配列されているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

感性が高まるよう，発達の段階に応じた幅広い題材がわかりやすく示されているか。

（２）表記・表現

写真や絵図が美しく，生徒の好奇心や意欲を高め，発想や構想を深める工夫がされて

いるか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 ９ 開 隆 堂 出 版 発行者 ３８ 光 村 図 書

書
美 術 美 術

名

(1) 生徒が創造的な活動の喜びを味わい，意 (1) 生徒が学習の目的を理解し，意欲的に取

欲的に学習に取り組めるよう配慮されてい り組み，作品を愛好できるよう配慮されて

る。 いる。

(2) 日本及び諸外国の美術文化を精選し，幅 (2) 日本及び諸外国の作品を多く掲載するこ

広く多面的に提示することで理解が深まる とで，伝統文化や歴史に親しめるよう配慮

内 よう配慮されている。 されている。

(3) 生徒の視点を大切にし，発達の段階に応 (3) 生徒が関心をもてるよう，発達の段階に

じた多様な表現が取り上げられ，創造的な 応じた多様な表現が取り上げられ，創造的

活動ができるよう配慮されている。 な活動ができるよう配慮されている。

(4) 地域とつながる題材を用いて，生徒が身 (4) 地域の伝統文化や様々な工芸品を取り上

近な生活を意識した創造活動のイメージを げ，身近な生活を意識した創造活動のイメ

もてるよう配慮されている。 ージをもてるよう配慮されている。

(5) 資料が充実し，発想の視点が多数示され， (5) 題材ごとの制作過程や制作意図が示され，

目標を達成できるよう質・量ともに配慮さ 目標を達成できるよう内容の充実が質・量

れている。 ともに配慮されている。

容 (6) 自分と他者や社会とのかかわり合いを重 (6) 道徳や他教科との関連，言語活動を意識

視し，言語活動を意識して編集されている。 し，創造活動が豊かになるよう編集されて

(7) 生活に根ざした作品や制作の過程をわか いる。

りやすく示し，美術が社会の中で果たす役 (7) 社会の中で受け継がれてきた美術や環境

割が考慮されている。 とのかかわりが取り上げられ，生活に生か

せるよう考慮されている。

(1) １学年と２・３学年の２冊構成で，各領 (1) １学年と２・３学年の２冊構成で，各領

組
域の関連性や系統性を踏まえ，発展的に配 域の学習内容がわかりやすく，資料も豊富

織
列されている。 で系統的・発展的に配列されている。

・
(2) 表現と鑑賞の学習内容と資料が適切に配 (2) 表現と鑑賞の関連を重視し，様々な学習

配
分され，相互の関連を重視している。 内容が適切に配分されている。

列
(3) 学習の目標に対応した「学習の振り返り」 (3) 「学習の目標」が４観点でわかりやすく

が４観点で明示され，資料が効果的に配列 示され，豊富な資料が配列されている。

されている。

(1) 発達の段階に応じて意欲的に取り組める (1) 発達の段階に応じた幅広い題材が提示さ

表 よう，多様な表現を促す題材がわかりやす れ，活動への意欲を高める工夫がなされて

く示されている。 いる。

(2) 写真や絵図が豊富で，技法などの表現方 (2) 写真や絵図が豊富に盛り込まれ，整然と

現 法もわかりやすく，生徒が主体的に活動で レイアウトされており，生徒の主体的な活

きるよう工夫されている。 動を促している。

(1) 印刷は鮮明で明るく豊かな色調であり， (1) 印刷は鮮明で落ち着いた色調であり，し

造 しっかりとした製本になっている。 っかりとした製本になっている。

(2) Ａ４判で見開き２ページを基本とし，視 (2) Ａ４判で見開き２ページを基本とした見

本 覚効果やデザインが工夫され，扱いやすい やすい構成で，鑑賞作品を大きく効果的に

よう配慮されている。 掲載している。
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(1) 領域や項目が整理され，生徒が楽しく学

習に取り組めるよう配慮されている。

(2) 日本及び諸外国の作品についてわかりや

すく解説され，多様な文化に親しめるよう

配慮されている。

内 (3) 生徒が主体的に取り組める題材が取り上

げられ，発達の段階に応じた多様で創造的

な活動ができるよう配慮されている。

(4) 地域での伝統文化や特色ある活動を紹介

し，社会の中の美術をイメージできるよう

配慮されている。

(5) 作品例や作者の言葉を用いて制作意図を

解説し，目標を達成できるよう内容の充実

が質・量ともに配慮されている。

容 (6) 言語活動を意識し，社会とのつながりや

道徳・他教科との関連を考慮して編集され

ている。

(7) 社会や環境のかかわりが考慮され，生活

の中で生かせるような技法や発想の過程が

わかりやすく示されている。

(1) ３冊構成で，各分冊でテーマを持ち，関

組
連性を踏まえ系統的・発展的に配列されて

織
いる。

・
(2) 表現と鑑賞の関連を重視し，各領域の学

配
習内容が相互に関連付けられおり，バラン

列
スよく適切に配分されている。

(3) 「学びのねらい」がわかりやすく４観点

で示され，主体的な創造活動を促す資料が

配列されている。

(1) 作品例や作者の言葉が豊富で，発達の段

表 階に応じて生徒が主体的に学べるような題

材が提示されている。

(2) 資料や作品解説が豊富で，生徒作品も多

現 く，発想を広げる手立てになるよう工夫さ

れている。

(1) 印刷は鮮明で明るくはっきりとした色調

造 であり，しっかりとした製本になっている。

(2) Ａ４変形版で大きく，見開き２ページを

本 基本とし，見やすいものとなっており，見

開き４ページで鑑賞作品を扱っている。


