
　

無料で視聴いただけるもの ご購入の上でオンライン授業の中で利用できるもの

〔教師用〕指導書指導書鑑賞用CD　演奏音源

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

　 〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像2.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.12-13

　学習活動例動画，音声コンテンツ（拍の再生），

　音源（歌詞連動、歌唱、伴奏）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-1

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.14-15

　動画（カスタネット演奏法），音声コンテンツ

　（リズムの再生），音源（歌詞連動、歌唱、伴奏）

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像3.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.16-17

　動画（学習活動例）、音声コンテンツ（リズムの再生）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-2

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像4.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.16-17

　動画（歌い方例），音声コンテンツ

　（リズムの再生），音源（歌詞連動、歌唱、伴奏）

〔教師用〕指導書指導書鑑賞用CD　演奏音源

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源（歌詞連動、

　歌唱、伴奏、朗読），音声コンテンツ（リズムの再生）

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源（歌詞連動、

　歌唱、伴奏、朗読），音声コンテンツ（リズムの再生）

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源（歌詞連動、

　歌唱、伴奏），音声コンテンツ（リズムの再生）

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画（学習活動例）

　創作コンテンツ（ことばでリズムの作成）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-4

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源（歌詞連動、

　歌唱、伴奏、朗読），画像拡大

CDの利用についてはこちらをご覧ください。

5

6

p,26 ことばで リズム

p.28 うみ

３　はくに のって リズムを うとう

しろくまの ジェンカp.20

p.22 かたつむり

p.24 ぶん ぶん ぶん

２　はくを かんじとろう

じゃんけんぽんp.14

なまえあそび ほかp.16

さんぽp.12

みんなで あそぼう／うたごえp.18

「小学生の音楽」５〜６月の題材で利用することができる教材の例

小学校１年

教材名
対応する教材

使用月 題材名 ページ

＊指導書指導用CDの範唱・範奏音源にはカラピアノ・カラオケ音源も含む

＊小学生の音楽鑑賞・表現DVDは、ビクターエンタテインメント発売

　〔教師用〕教材についてはSARTRASへの登録、補償金支払いによってオンライン授業などの中で配信利用できるものを示しています。

　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊オンライン授業におけるコンテンツの配信利用に当たっては、SARTRASへ登録のうえ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「授業目的」から外れないよう、対象となる児童に限定した形で公開する必要があります。



無料で視聴いただけるもの ご購入の上でオンライン授業の中で利用できるもの

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.12-13

　音源（楽譜歌詞連動、歌唱、伴奏、朗読）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 1-7

　 〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像2.3.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.14-15

　動画（学習活動例），音源（歌詞連動、歌唱、伴奏）

p.15 ２びょうしで リズムあそび 〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-1

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像4.5.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.16-17

　動画（学習活動例），音源（歌詞連動、歌唱、伴奏）

p.17 ３びょうしで リズムあそび 〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-2

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.18-19

　音声コンテンツ（鑑賞曲の主な旋律）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-3,2-4

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：歌詞拡大，

　動画（歌い方例），音声コンテンツ（ドレミ風船）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-1

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源（階名唱、

　絵譜連動、鍵盤ハーモニカ連動、伴奏），画像拡大，

　音声コンテンツ（ドレミ風船，吹き方の工夫例）

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源（階名唱、

　絵譜連動、鍵盤ハーモニカ連動、伴奏），画像拡大，

　音声コンテンツ（ドレミ風船）

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源

　（歌詞連動、鍵盤ハーモニカ連動、歌唱、伴奏），

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音声コンテンツ

　（旋律の創作・再生，ドレミ風船）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-2

CDの利用についてはこちらをご覧ください。

　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊オンライン授業におけるコンテンツの配信利用に当たっては、SARTRASへ登録のうえ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「授業目的」から外れないよう、対象となる児童に限定した形で公開する必要があります。
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p.27 せんりつあそび

３　ドレミで あそぼう

p.24 かえるの がっしょう

p.26 ぷっかり くじら

ドレミの うたp.20

p.22 かっこう

p.18 ミッキーマウス マーチほか

5 ２　はくの まとまりを かんじとろう

p.14 はしの 上で

p.16 たぬきの たいこ

かくれんぼ（歌唱共通教材）p.12

「小学生の音楽」５〜６月の題材で利用することができる教材の例

小学校２年　

使用月 題材名 ページ 教材名
対応する教材

＊指導書指導用CDの範唱・範奏音源にはカラピアノ・カラオケ音源も含む

＊小学生の音楽鑑賞・表現DVDは、ビクターエンタテインメント発売

　〔教師用〕教材についてはSARTRASへの登録、補償金支払いによってオンライン授業などの中で配信利用できるものを示しています。



無料で視聴いただけるもの ご購入の上でオンライン授業の中で利用できるもの

〔教師用〕指導用　範唱音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像2.3.4.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.8-9

　動画（指くぐり・指またぎの例、ト音記号書き方），

　書き込みコンテンツ（音符の書き方），

　音源（楽譜連動、演奏），音声コンテンツ（ドレミ風船）

〔教師用〕指導用　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.10-11

　音源（楽譜歌詞連動、階名唱、歌唱、伴奏），

　音声コンテンツ（ドレミ風船），写真拡大

〔教師用〕指導用　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.12

　書き込みコンテンツ（階名書き込み），

　音源（楽譜歌詞連動、歌唱、伴奏、演奏）

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.13

　操作コンテンツ（旋律づくり），

　音声コンテンツ（ドレミ風船）

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.14-17

音源（楽譜歌詞連動、歌唱、伴奏、朗読），写真拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-4

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-1.3-2

〔教師用〕鑑賞用CD　演奏音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画

　（リコーダーの種類４つ）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-3,3-5

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画

　（ささえ方例），写真拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-7

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画

音の出し方、息づかい （学習活動例），音源（楽譜連動，リコーダー運指連動），

練習１〜４ 　音声コンテンツ（シの音と運指），画像拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-7

〔教師用〕指導書指導用CD　範奏音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源

　（楽譜連動，リコーダー運指連動），

　音声コンテンツ（ラ，ソの音と運指）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-8

〔教師用〕鑑賞用CD　演奏音源

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-9

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源

坂道／雨上がり／ （楽譜連動，リコーダー運指連動），

アチャパチャノチャ 　音声コンテンツ（高音ド，高音レの音と運指），写真拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 3-10

CDの利用についてはこちらをご覧ください。

　　　　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

　　　　〔教師用〕教材についてはオンライン授業などの中で使用して無料で配信できるものを示しています。

　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

＊指導書指導用CDの範唱・範奏音源にはカラピアノ・カラオケ音源も含む

p.26

p.25 きらきら星

p.13 せんりつづくり

p.20 ささえ方、指あなのとじ方

p.18 リコーダー

対応する教材

小学校３年

使用月 題材名 ページ 教材名

　〔教師用〕教材についてはSARTRASへの登録、補償金支払いによってオンライン授業などの中で配信利用できるものを示しています。

＊小学生の音楽鑑賞・表現DVDは、ビクターエンタテインメント発売

３　リコーダーのひびきをかんじとろう

p.24 練習１・２／きれいなソラシ

6

5

p.22

p.19 ピタゴラスイッチほか

「小学生の音楽」５〜６月の題材で利用することができる教材の例

茶つみ（歌唱共通教材）p.14

p.10 春の小川（歌唱共通教材）

p.12 海風きって

p.8 ドレミで歌おう

２　歌って音の高さをかんじとろう



無料で視聴いただけるもの ご購入の上でオンライン授業の中で利用できるもの

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像2.3.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.10-11

　動画（歌い方の例），音源（楽譜歌詞連動、歌唱、

　伴奏、階名唱、演奏），音声コンテンツ

　（長調の音階、ドレミ風船）

〔児童用〕HP掲載教材「音楽しらべ隊」 〔教師用〕指導書鑑賞用CD　演奏音源

モーツァルトについて 〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.12-13

https://www.kyogei.co.jp/shirabe/sakkyokuka/mozart.html 音声コンテンツ（絵譜再生），写真イラスト拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-1

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.14

　音源（楽譜歌詞連動、歌唱、伴奏、演奏）

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.15

　操作コンテンツ（旋律づくり），

　音声コンテンツ（ドレミ風船）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-2

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.16-17

音源（楽譜歌詞連動、歌唱、伴奏、朗読），写真拡大

　 〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：

　音源（楽譜歌詞連動、伴奏），

　音声コンテンツ（８分の６拍子の例）

〔教師用〕指導書指導用CD　演奏音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：

　音源（楽譜連動、パート別、伴奏），画像拡大

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：

　音源（楽譜歌詞連動、パート別歌唱、伴奏），

　動画（打楽器の紹介），画像拡大，音声コンテンツ

　（くり返し記号の順番）

〔教師用〕指導書鑑賞用CD　演奏音源

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD　演奏映像

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像5

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：

　操作コンテンツ（リズムアンサンブルの創作），

　音声コンテンツ（リズムアンサンブルの例）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD　演奏映像

CDの利用についてはこちらをご覧ください。

「小学生の音楽」５〜６月の題材で利用することができる教材の例

対応する教材

小学校４年

使用月 題材名 ページ 教材名

＊指導書指導用CDの範唱・範奏音源にはカラピアノ・カラオケ音源も含む

＊小学生の音楽鑑賞・表現DVDは、ビクターエンタテインメント発売

　　　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

　　　〔教師用〕教材についてはSARTRASへの登録、補償金支払いによってオンライン授業などの中で配信利用できるものを示しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊オンライン授業におけるコンテンツの配信利用に当たっては、SARTRASへ登録のうえ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「授業目的」から外れないよう、対象となる児童に限定した形で公開する必要があります。

歌のにじ

p.15 せんりつづくり

２　歌声のひびきを感じ取ろう

p.16 まきばの朝（歌唱共通教材）

p.10 いいこと ありそう

p.12 パパゲーノとパパゲーナの二重唱

風のメロディー

楽しいマーチ

いろんな木の実

ピーナッツ ベンダー

言葉でリズムアンサンブル

5

p.23

p.18

p.20

p.22

p.14

6 ３ いろいろなリズムを感じ取ろう

p.24



「小学生の音楽」５〜６月の題材で利用することができる教材の例

無料で視聴いただけるもの ご購入の上でオンライン授業の中で利用できるもの

〔教師用〕指導書指導用CD　範奏音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像2.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.16-17

　動画（短調・長調の音階），音源（楽譜連動、

　音声コンテンツ（リコーダー運指）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-1

　 〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.18-19

　音源（パート別楽譜連動、歌詞連動、歌唱、伴奏），

　音声コンテンツ

　（旋律の重なり方の違いを生かした歌い方）

〔児童用〕HP掲載教材「音楽しらべ隊」モーツァルトについて 〔教師用〕指導書鑑賞用CD　演奏音源

アイネ クライネ ナハトムジーク/ https://www.kyogei.co.jp/shirabe/sakkyokuka/mozart.html 〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.20-21

プレリュード 〔児童用〕HP掲載教材「音楽しらべ隊」グリーグについて 　音声コンテンツ（絵譜の再生），写真拡大

https://www.kyogei.co.jp/shirabe/sakkyokuka/tabid445.html 〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-2,2-3

〔教師用〕指導書鑑賞用CD　演奏音源

〔教師用〕指導書音楽授業支援DVD　映像3.

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.22-23

　動画（弦楽器の紹介），写真拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-4

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画

　（ト音記号とヘ音記号，学習活動の例，

　ヘ音記号の書き方），音源（楽譜連動、

　パート別演奏），画像拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD　演奏映像

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：写真拡大

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音声コンテンツ

　（各楽器の再生）

〔教師用〕指導書指導用CD　演奏例音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画

（打楽器の紹介，学習活動の例）

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：動画

（学習活動の例），音声コンテンツ（リズムの演奏例），

　操作コンテンツ（ワークシートへの記入）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD　演奏映像

CDの利用についてはこちらをご覧ください。

6

２　音の重なりを感じ取ろう

３　いろいろな音色を感じ取ろう

p.26 リボンのおどり

p.28 祝典序曲/アフリカン シンフォニー

p.30 打楽器でリズムアンサンブル

5

p.22 いろいろな弦楽器

p.18 いつでもあの海は

p.20・21

　　　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

　　　〔教師用〕教材についてはSARTRASへの登録、補償金支払いによってオンライン授業などの中で配信利用できるものを示しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊オンライン授業におけるコンテンツの配信利用に当たっては、SARTRASへ登録のうえ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「授業目的」から外れないよう、対象となる児童に限定した形で公開する必要があります。

p.16 小さな約束

対応する教材

＊指導書指導用CDの範唱・範奏音源にはカラピアノ・カラオケ音源も含む

＊小学生の音楽鑑賞・表現DVDは、ビクターエンタテインメント発売

小学校５年

使用月 題材名 ページ 教材名



無料で視聴いただけるもの ご購入の上でオンライン授業の中で利用できるもの

〔教師用〕指導書鑑賞用CD　演奏音源

〔児童用〕 HP掲載教材「音楽しらべ隊」エルガーについて 〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.16-17

https://www.kyogei.co.jp/shirabe/sakkyokuka/elgar.html 　音声コンテンツ（楽譜再生），写真拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-1

　 〔教師用〕指導書指導用CD　範奏音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.18-21

　音源（パート別楽譜連動、演奏），

　音声コンテンツ（リズム伴奏），

　書き込みコンテンツ（パートの役割），写真拡大

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-3

〔教師用〕指導書指導用CD　演奏例音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書p.22-23

　音声コンテンツ（ボイスアンサンブル例），

　操作コンテンツ（ボイスアンサンブル創作）

〔教師用〕小学生の音楽鑑賞・表現DVD 2-4

〔教師用〕指導書指導用CD　範唱音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：音源

（楽譜歌詞連動、伴奏），写真拡大

〔教師用〕指導書指導用CD　範奏音源

〔教師用〕指導者用デジタル教科書：

　音源（楽譜連動、運指連動、パート別演奏），

　音声コンテンツ（＃ソの音と運指）          　

CDの利用についてはこちらをご覧ください。

p.26 メヌエット

6 ３　旋律の特徴を生かして表現しよう

２　いろいろな音色を感じ取ろう

p.22 ボイスアンサンブル

5

p.24 われは海の子

p.16 木星

ラバーズ コンチェルトp.18

　　　〔児童用〕教材については、公開されたインターネット上のコンテンツを児童が無料で閲覧、聴取できるものを、

　　　〔教師用〕教材についてはSARTRASへの登録、補償金支払いによってオンライン授業などの中で配信利用できるものを示しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊オンライン授業におけるコンテンツの配信利用に当たっては、SARTRASへ登録のうえ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「授業目的」から外れないよう、対象となる児童に限定した形で公開する必要があります。

「小学生の音楽」５〜６月の題材で利用することができる教材の例

対応する教材

小学校６年

使用月 題材名 ページ 教材名

＊指導書指導用CDの範唱・範奏音源にはカラピアノ・カラオケ音源も含む

＊小学生の音楽鑑賞・表現DVDは、ビクターエンタテインメント発売


