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1 / 8 ページ

タイトル 教科書ページ
1 セブン ステップス P.8
2 さんぽ P.12
3 フルーツ ランド P.17
4 うたごえ P.19
5 ことばで リズム P.26
6 おとを さがして あそぼう P.30
7 けんばんハーモニカを ふいてみよう P.32〜35
8 どれみふぁその まねっこ P.41
9 どれみで うたおう P.42
10 せんりつの まねっこ・おはなし P.46
11 ほしぞらの おんがく P.58

　　　1.ほしぞらの おんがく
　　　2.ほしぞらのアニメーション

12 わらべうたを たのしもう P.62〜65
　　　1.えかきうた 「さんちゃんが」
　　　2.なわとびうた 「おおなみ こなみ」
　　　3.てあそびうた 「おちゃらか ほい」

13 いろいろな がっき
　　　1.カスタネット
　　　2.タンブリン
　　　3.トライアングル
　　　4.すず
　　　5.ウッドブロック
　　　6.てっきん
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タイトル 教科書ページ
1 手話で あいさつ P.7
2 はしの 上で P.14
3 ２びょうしで リズムあそび P.15
4 たぬきの たいこ P.16
5 ３びょうしで リズムあそび P.17
6 うたごえ P.21
7 せんりつあそび P.27
8 さがして つくろう P.28
9 虫の こえ P.30
10 かいて みよう（４分音ぷ，４分休ふ） P.32

11 かいて みよう（８分音ぷ，８分休ふ） P.36

12 がっきで おはなし P.46
13 かいて みよう（２分音ぷ） P.47
14 ばんそうあそび P.61
15 いろいろな がっき

　　　1.クラベス
　　　2.ウッドブロック
　　　3.小だいこ
　　　4.大だいこ
　　　5.木きん
　　　6.てっきん
　　　7.カスタネット
　　　8.タンブリン
　　　9.トライアングル
　　　10.すず
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タイトル 教科書ページ
1 リズムでなかよくなろう P.7
2 指くぐりと指またぎ P.8
3 音符の書き方 P.9
4 ト音記号の書き方 P.9
5 せんりつづくり P.13
6 リコーダー

　　　1.リコーダーのかまえ方 P.20
　　　2.タンギング P.22
　　　3.タンギングで遊ぼう P.22
　　　4.シの音をふこう P.23
　　　5.ラの音をふこう P.24
　　　６.ソの音をふこう P.25

7 手拍子でリズム P.30
8 歌声 P.36
9 ひくい音のふき方 P.45
10 いろいろな金管楽器 P.48

　　　1.トランペット
　　　2.ホルン
　　　3.トロンボーン
　　　4.チューバ

11 祇園囃子 P.58
　　　1.祇園囃子についてインタビュー
　　　2.「獅子」をきこう
　　　3.かねについて → 音色にちゅうもく
　　　4.たいこについて → 音色にちゅうもく
　　　5.ふえについて → 音色にちゅうもく

12 ねぶた囃子 P.59
　　　1.ねぶた囃子についてインタビュー
　　　2.「進行」をきこう
　　　3.たいこについて → 音色にちゅうもく
　　　4.ふえについて → 音色にちゅうもく
　　　5.かねについて → 音色にちゅうもく

　　　〈ハネトにちょうせん！〉
　　　６.おどり方 → いっしょにおどってみよう
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タイトル 教科書ページ
13 神田囃子 P.60

　　　1.神田囃子についてインタビュー
　　　2.「投げ合い」をきこう
　　　3.長胴だいこについて → 音色にちゅうもく
　　　4.しめだいこについて → 音色にちゅうもく
　　　5.しのぶえについて → 音色にちゅうもく
　　　６.かねについて → 音色にちゅうもく

　　　〈しめだいこの唱歌にちょうせん！〉
　　　７.唱歌をおぼえよう → しのぶえと合わせよう

14 たいこにちょうせん！ P.63
　　　1.しめだいこ
　　　2.長胴だいこ
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タイトル 教科書ページ
1 リズムでなかよくなろう P.7
2 歌声❶ P.11
3 長調の音階 P.11
4 リズムばんそう P.23

　　　1.ギロ
　　　2.マラカス
　　　3.クラベス

5 言葉でリズムアンサンブル P.24
6 こきりこ P.26

　　　1.「こきりこ」をきこう
　　　2.「こきりこ」のおどりを見よう
　　　3.「こきりこ」を歌おう
　　「こきりこ」のばんそうで使われている楽器
　　　4.こきりこ
　　　5.たいこ
　　　6.ふえ
　　　7.ぼうささら
　　　8.くわがね
　　　9.つづみ
　　「こきりこ」のおどりで使われている楽器
　　10.びんざさら
　　11.「こきりこ」のふるさとをたずねて
　　12.インタビューをしてみよう！

7 陽気な船長 P.32
8 歌声❷ P.35
9 サミング P.43
10 打楽器の音楽 P.48
11 いろいろなマレット P.51
12 いろいろな木管楽器 P.52

　　　1.フルート
　　　2.クラリネット
　　　3.オーボエ
　　　4.ファゴット
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タイトル 教科書ページ
13 日本の楽器に親しもう P.56

　こと
　　　1.ことについて（角づめを使う場合）
　　　2.ことについて（丸づめを使う場合）
　　　3.ことのえんそうをきこう
三味線
　　　4.三味線について
　　　5.三味線のえんそうをきこう
三線
　　　6.三線について
　　　7.三線のえんそうをきこう 

14 ことをひいてみよう P.58
　　　1.はじめに
　　　2.つめをはめる
　　　3.すわり方
　　　4.手のかまえ方
　　　5.ひく位置
　　　6.七の糸をひいてみよう
　　　7.七七八をひいてみよう
　　　8.八七六をひいてみよう
　　　9.巾から一を順番にひいてみよう
　　　10.一から巾を順番にひいてみよう
　　　11.「さくら さくら」のえんそうをきこう

15 ２人でせんりつづくり P.60
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タイトル 教科書ページ
1 歌声❶ P.11
2 短調の音階 P.17
3 いろいろな弦楽器 P.22

　　　1.バイオリン
　　　2.ビオラ
　　　3.チェロ
　　　4.コントラバス

4 ヘ音記号の楽譜 P.24
5 リボンのおどり P.24
6 いろいろな打楽器 P.30

　　　1.カバサ
　　　2.ボンゴ
　　　3.コンガ
　　　4.カウベル
　　　5.アゴゴー
　　　6.サスペンデッド シンバル

7 打楽器でリズムアンサンブル P.30
8 長調の和音 P.35
9 「待ちぼうけ」をきこう P.42
10 「春の海」をきこう P.52

11 子もり歌（チャレンジ） P.55

　　　1.旋律の感じのちがいを確かめよう
　　　2.音階の感じのちがいを確かめよう
　　　3.「子もり歌」の演奏をきこう

12 音階の音で旋律づくり P.58
13 音符や休符の書き方 P.58
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タイトル 教科書ページ
1 歌声❶ P.11

2 短調の和音 P.31

3 和音の音で旋律づくり P.32

4 指揮のまねをしてみよう P.37

5 〈鑑賞資料〉　オーケストラの主な楽器 P.76

　　　1.フルート

　　　2.オーボエ

　　　3.クラリネット

　　　4.ファゴット

　　　５.トランペット

　　　６.ホルン

　　　７.トロンボーン

　　　８.チューバ

　　　９. バイオリン

　　　10.ビオラ

　　　11.チェロ

　　　12.コントラバス

　　　13.ティンパニ

　　　14.シンバル

6 〈鑑賞資料〉 ここに注目！　能楽囃子 P.78

　　　1.能楽囃子について

　　　2.笛 → 音色に注目（笛）

　　　3.小鼓

　　　4.大鼓 → 音色に注目（小鼓・大鼓）

　　　5.太鼓 → 音色に注目（太鼓）

　　　6.囃子「早笛」

7 P.79〈鑑賞資料〉 ここに注目！ 太棹三味線，細棹三味線，三線 

　　　1.太棹三味線について 

　　　2.太棹三味線の演奏をきこう 

　　　3.細棹三味線について 

　　　4.細棹三味線の演奏をきこう

　　　5.三線について

　　　6.三線の演奏をきこう


