2022年度

通信教育実施計画

音楽Ⅰ
音楽の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と幅広く関わる資質・能力を次の通り育成することを
指導目標

目指す。

教材

教科書：「音楽Ⅰ

Ｔｕｔｔｉ

学習書：「音楽Ⅰ

改訂版学習書」

プラス」

レポート、学習ノート

全6回

面接指導

必要時間数：2時間

放送
効果測定・試験

全42回（テレビ WEB視聴可）
歌唱テストを実施（9月以降のスクーリング時）

単位

2単位

評価

レポート提出状況（提出期限）及び各回評価、スクーリング出席状況（必要時間の出席充足）、放送視聴状況

添削指導（レポート）

月

レポート

回（提出期限）

指導単元・項目

面接指導（スクーリング）

週 指導内容・学習活動等

放送（NHK高校講座）

回 内容

（※面接指導減免6割の学習者は必要4時間）

オンライン指導

内容

「音楽Ⅰ」の学習の概説

1
2

①学習上の注意事項や学習手順を理

１

・音楽の世界へようこそ

解する。

Ｄ）音楽Ⅰの学習方法、学

「暮らしの中にある音や音楽」の振
り返り、音楽を使用する際の著作権

オリエンテーション（ＶＯ

２

・暮らしの中にある音や音楽

習内容の説明を行う

（教科書p.143）について知る。

4

「少年時代」〇教科書ｐ.８～９

3

②「楽しく歌おう」で紹介されてい
る歌うための準備と腹式呼吸を理解

・日本のポップスを歌う
３

し、ウォ―ミングアップを行う。

4 ・教科書ｐ.８「少年時代」を歌詞を ４ ・リコーダーの魅力
味わい、気持ちを込めて歌う。
「音の長さを表そう」「音の高さを

1

表す５本の線」〇教科書p.17、21、
「大譜表と音名」〇教科書p.146～

2

(5月25日）

・音符、休符、記号、表示
・イタリア音名と日本音名

③音名、音符の種類と長さ、楽譜の

５
６

・音楽のかたちと社会のかたち

配信「楽譜について①」
（仮）

・身のまわりの音を取り込む

見方を理解する。
「歌声づくりのエクササイズ」〇教

5 第1回レポー
「故郷」
ト

147

第1回レポートサポート動画

3

科書p.13「故郷」〇教科書p.20～21
④・楽譜を見て、発声の方法とイタ

・楽譜と演奏の複雑な関係
７

リア音名を確認し、歌ってみる。

4 ・「故郷」の音符と記号を確認し、

８

・元気に跳ね回るバロック音楽

歌詞を味わいながら歌う。
「バロック音楽」〇教科書ｐ.110、

1

「オーケストラの魅力を探ろう」〇
教科書p.112～123

・糸が紡ぎ出す音楽
９

⑤・バロック時代の特徴について理

2 解し、参考曲等を鑑賞する。

１０

・木と風の音楽

・楽器の分類について理解する。

6

「日本の民謡と芸能」〇教科書p.46
～47

第２回レポートサポート動画
１１ ・日本歌曲を歌う

3 ⑥地域に伝わる音楽に目を向ける、

楽史～バロック時代～」

わらべ歌、民謡の声の使い方と特徴 １２ ・さまざまな民族の声

4 を考える。自分の住んでいる地域に
伝わる音楽について目を向ける。
第2回レポー 「この道」

「この道」〇教科書p.14「古典派音

ト

楽」〇教科書ｐ.111

(7月10日）

・作詞者、作曲者、楽譜に記
載されている強弱記号を理解
する。
「日本の民謡と芸能」
「世界の声、世界の楽器」

7

1 ⑦・「歌声づくりのエクササイズ」

１３ ・わらべ歌・民謡

14

・日本の民謡を歌う

などで発声を行い、「この道」の歌

2 詞を味わい歌う。
・古典派音楽の特徴を理解し、参考

15

・「ソナタ形式」と古典派音楽

曲等を鑑賞する。
「ロマン派の音楽」〇教科書p.112
⑧ロマン派音楽の特徴を理解し、ピ

3 アノ曲、管弦楽曲を鑑賞する。

16

・太陽に輝く音色

「音楽を形づくっている要素」〇教

4 科書p.34～35、これまでの学習の振
り返りと、音楽を形づくるさまざま
な要素について考える。

配信「楽譜について②」「音

17

・二極分化するロマン派音楽

（仮）

到達度チェック
年度末試験
内容・範囲

「前半の復習（１）」「歌唱テスト

1 対策」
⑨「少年時代」「この道」をこれま

2
8
3

で学んだ発声を生かし、歌えるよう
にする。
「前半の復習（2）」

第３回レポートサポート動画

「小さな空」〇教科書ｐ.１０

配信「演奏しよう」「音楽史

⑩これまでに学んだ音名、音符を復

～古典派～」（仮）

習し、「小さな空」をイタリア音名

4

と歌詞をつけて歌う。

第3回レポー 「演奏しよう」

高校講座「キーボード・アンサンブ

※後半の面接指導（スクー

ト

・楽譜を読んで、身近にある

ル」「わかると便利コードネーム」

リング）内で、歌唱テスト

(9月10日）

楽器を演奏する、または歌

1 〇教科書ｐ.61

う。
・調と拍子について理解を深
める

18 ・キーボードアンサンブル

を行う。「少年時代」、

⑪鍵盤楽器の基礎的な奏法を身につ

2

「この道」または、スクー

ける。コードネームの仕組を知る。
「♯♭の役割」「拍子とは何だろ

リングで取り上げた曲から
19 ・音程と音階について

生徒が１曲選んで歌う形と

う？」〇教科書p.33、43 調と拍子

9

について理解を深める。
英語のライムを感じて〇教科書p.36

3
4

～37、ポピュラー音楽のルーツ〇教
科書p.140～142
⑫英語の歌に親しみ、歌ってみる。
ポピュラー音楽のルーツについて理
解を深める。

する。

20
21
22

・リズムを表現しよう
・英語の歌を歌う
・こころ踊るリズム

「テーブルミュージックを楽しも

1

う」〇教科書p.68～69

第４回レポートサポート動画
２３ ・調について

⑬４人くらいでグループを作り、リ

配信「楽器の分類」「音楽史
～ロマン派～」（仮）

ズムパターンと音の使い方を考え、

2 グループでテーブルミュージックを
２４ ・リズムパターンで音楽をつく
演奏する。

10 第4回レポー 「音楽史」
ト

「総合芸術における音楽の魅力」〇

・それぞれの時代の特徴と作

(10月30日） 曲家、作品について知る

教科書p.128～133

3 ⑭多様化する芸術について理解し、

「楽器について」
・楽器の分類と種類について

る

２５

・ことばの音楽性

作品を鑑賞する。好きなジャンルや

4 作品の魅力をまとめ、グループで発

知る。

表を行う。

２６

・日本の劇音楽

「ドイツ歌曲の魅力」〇教科書p.28

1

～33

２７ ・素晴らしきオペラの世界

⑮ドイツ語の発音に注目しながらド
イツ歌曲を鑑賞し、「野ばら」など

2 を歌う。
11

２８ ・ドイツ語の歌を歌う

「イタリアの民謡や歌曲」〇教科書

第５回レポートサポート動画

p.22～27、「フランス語の歌に親し ２９ ・イタリア語とフランス語の歌
を歌う

配信「シューベルトの生涯」

3 もう」〇教科書p.40～41

「野ばら」（仮）

⑯イタリア民謡、歌曲、フランス語

4 の歌を発音に注目しながら鑑賞し、
３０ ・帝国主義と民族主義の音楽
歌う。
第５回レポー 「野ばら」

「シューベルトの歌曲」〇教科書

ト

p.116

・シューベルト作曲「野ば

(12月10日） ら」の楽譜とシューベルトの

1 ⑰シューベルトの生涯を理解し、作

生涯について学ぶ
「声という大切な楽器」

・曲を作って楽譜をかいてみよ
３１

う

品を鑑賞する。「野ばら」の楽譜を

2 理解し、楽譜の書き方を学ぶ。「声
という大切な楽器」〇教科書p.12～

・日本の楽器と合奏スタイル
３２

13 発声を確認する。

12

言葉を生かして旋律をつくろう〇教
科書p.21

3 ⑱詩や俳句のリズムを使い、メロ

第６回レポートサポート動画
３３

・篠笛を吹こう

（仮）

ディーを創作する。

4 和楽器の調べ〇教科書p.88～95、古
の音楽に思いをはせよう〇教科書

３４

・儀式や式典の音楽

p.100～103 日本の音楽を鑑賞し、
第６回レポー 「日本音楽史」
ト
(1月５日）

これまでのまとめ
作曲

ヴォイスアンサンブルを楽しもう〇

1

教科書p.64～67、リズム・アンサン
ブルp.69

・混声四部合唱の曲を歌う
３５

⑲グループで曲を決め、合唱、また

2 はリズムによるアンサンブルを行
う。

1

３６

配信「短い曲の作り方」

・現代の「クラシック」音楽

1
近代、現代の音楽p.113

3
4

1
2

⑳・近現代の音楽のさまざまな作曲
技法について理解し、鑑賞する。
・これまでのまとめ、今後の自分と
音楽との関わり方について考える。

37

・楽器を使った創作にチャレン
ジしよう

３８ ・中世・ルネサンス期の音楽

３９ ・ギターは世界をめぐる

2
3
4

４０ ・クラシック・ギターをひこう

４１ ・現代のポピュラー音楽

1
42 ・エピローグ

2
3
3
4

