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中学音楽 （2021 年 9 月 25 日改訂） 

 

 

 

 

 

 

■□■ 目次 ■□■ 
 

１．題名 
   ・主人は冷たい土の中に 
     主人は冷たい土の中に(1) 
     主人は冷たい土の中に(2) 
     主人は冷たい土の中に(3) 
     主人は冷たい土の中に(4) 
     主人は冷たい土の中に(5) 
   ・浜辺の歌 
     浜辺の歌(1) 
     浜辺の歌(2) 
     浜辺の歌(3) 
     浜辺の歌(4) 
     浜辺の歌(5) 
   ・赤とんぼ 
     赤とんぼ(1) 
     赤とんぼ(2) 
     赤とんぼ(3) 
     赤とんぼ(4) 
     赤とんぼ(5) 
   ・朝の風に 
     朝の風に(1) 
     朝の風に(2) 
     朝の風に(3)

   ・Let's search for Tomorrow 
     Let's search for Tomorrow(1) 
     Let's search for Tomorrow(2) 
   ・Edelweiss 
     Edelweiss(1) 
     Edelweiss(2) 
     Edelweiss(3) 
   ・春 
     【鑑賞】春(1) 
     【鑑賞】春(2) 
     【鑑賞】春(3) 
     【鑑賞】春(4) 
     【鑑賞】春(5) 
   ・魔王 
     【鑑賞】魔王(1) 
     【鑑賞】魔王(2) 
     【鑑賞】魔王(3) 
     【鑑賞】魔王(4) 
   ・雅楽「越天楽」 
     【鑑賞】雅楽「越天楽」(1) 
     【鑑賞】雅楽「越天楽」(2) 
     【鑑賞】雅楽「越天楽」(3) 
     【鑑賞】雅楽「越天楽」(4)

当教材は、中学１年～３年で学習する内容を「題名」「知識」「器楽」のカテゴリーにまとめていま

す。ご使用の教科書に掲載されていない項目や当教材に未掲載の教科書の項目もございま

すので目次をご確認の上、必要な項目を選択して学習してください。 
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   ・箏曲「六段の調」 
     【鑑賞】箏曲「六段の調」(1) 
     【鑑賞】箏曲「六段の調」(2) 
     【鑑賞】箏曲「六段の調」(3) 
     【鑑賞】箏曲「六段の調」(4) 
   ・上を向いて歩こう 
     上を向いて歩こう 
   ・カリブ 夢の旅 
     カリブ 夢の旅(1) 
     カリブ 夢の旅(2) 
     カリブ 夢の旅(3) 
   ・マイ バラード 
     マイ バラード(1) 
     マイ バラード(2) 
   ・夢の世界を 
     夢の世界を(1) 
     夢の世界を(2) 
     夢の世界を(3) 
   ・翼をください 
     翼をください(1) 
     翼をください(2) 
     翼をください(3) 
   ・夏の思い出 
     夏の思い出(1) 
     夏の思い出(2) 
     夏の思い出(3) 
     夏の思い出(4) 
     夏の思い出(5) 
   ・荒城の月 
     荒城の月(1) 
     荒城の月(2) 
     荒城の月(3) 
     荒城の月(4) 
     荒城の月(5)

   ・夏の日の贈りもの 
     夏の日の贈りもの(1) 
     夏の日の贈りもの(2) 
   ・サンタ ルチア 
     サンタ ルチア(1) 
     サンタ ルチア(2) 
   ・小フーガ ト短調 
     【鑑賞】小フーガ ト短調 作品 67(1) 
     【鑑賞】小フーガ ト短調 作品 67(2) 
     【鑑賞】小フーガ ト短調 作品 67(3) 
   ・交響曲第５番 ハ短調 作品 67 
     【鑑賞】交響曲第５番 ハ短調(1) 
     【鑑賞】交響曲第５番 ハ短調(2) 
     【鑑賞】交響曲第５番 ハ短調(3) 
     【鑑賞】交響曲第５番 ハ短調(4) 
     【鑑賞】交響曲第５番 ハ短調(5) 
   ・｢アイーダ」から 第２幕第２場 
     【鑑賞】｢アイーダ」から 第２幕第２場(1) 
     【鑑賞】｢アイーダ」から 第２幕第２場(2) 
     【鑑賞】｢アイーダ」から 第２幕第２場(3) 
     【鑑賞】｢アイーダ」から 第２幕第２場(4) 
   ・歌舞伎「勧進帳」 
     【鑑賞】長唄「勧進帳」(1) 
     【鑑賞】長唄「勧進帳」(2) 
     【鑑賞】長唄「勧進帳」(3) 
     【鑑賞】長唄「勧進帳」(4) 
   ・時の旅人 
     時の旅人(1) 
     時の旅人(2) 
     時の旅人(3) 
   ・ほたるの光 
     蛍の光(1) 
     蛍の光(2)
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   ・花 
     花(1) 
     花(2) 
     花(3) 
     花(4) 
     花(5) 
   ・花の街 
     花の街(1) 
     花の街(2) 
     花の街(3) 
     花の街(4) 
   ・早春賦 
     早春賦(1) 
     早春賦(2) 
     早春賦(3) 
     早春賦(4) 
     早春賦(5) 
   ・帰れソレントへ 
     帰れソレントへ(1) 
     帰れソレントへ(2) 
     帰れソレントへ(3) 
     帰れソレントへ(4) 
   ・ブルタバ〈モルダウ〉 
     【鑑賞】モルダウ〈ブルタバ〉(1) 
     【鑑賞】モルダウ〈ブルタバ〉(2) 
     【鑑賞】モルダウ〈ブルタバ〉(3) 
     【鑑賞】モルダウ〈ブルタバ〉(4) 
     【鑑賞】モルダウ〈ブルタバ〉(5) 
   ・ボレロ 
     ボレロ(1) 
     ボレロ(2) 
     ボレロ(3)

   ・明日という大空 
     明日という大空(1) 
     明日という大空(2) 
     明日という大空(3) 
     明日という大空(4) 
   ・こげよ マイケル 
     こげよ マイケル(1) 
     こげよ マイケル(2) 
     こげよ マイケル(3) 
   ・レイン レイン 
     レイン レイン 
   ・パフ 
     パフ(1) 
     パフ(2) 
   ・あの鳥のように 
     あの鳥のように(1) 
     あの鳥のように(2) 
     あの鳥のように(3) 
   ・ドナ ドナ 
     ドナ ドナ(1) 
     ドナ ドナ(2) 
     ドナ ドナ(3) 
   ・地球の回る速さで 
     地球の回る速さで(1) 
     地球の回る速さで(2) 
     地球の回る速さで(3) 
   ・だれかが口笛ふいた 
     だれかが口笛ふいた(1) 
     だれかが口笛ふいた(2) 
     だれかが口笛ふいた(3) 
   ・さくらさくら 
     さくら さくら(1) 
     さくら さくら(2) 
     さくら さくら(3)
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   ・旅愁 
     旅愁(1) 
     旅愁(2) 
     旅愁(3) 
     旅愁(4) 
   ・とどけよう 友達に 
     とどけよう 友達に(1) 
     とどけよう 友達に(2) 
     とどけよう 友達に(3) 
   ・ラヴァ－ス コンチェルト 
     ラヴァ－ス コンチェルト(1) 
     ラヴァ－ス コンチェルト(2) 
   ・心の中にきらめいて 
     心の中にきらめいて(1) 
     心の中にきらめいて(2) 
     心の中にきらめいて(3) 
   ・花の季節 
     花の季節(1) 
     花の季節(2) 
   ・マイ バラード 
     マイ バラード(1) 
     マイ バラード(2) 
   ・心と心で 
     心と心で(1) 
     心と心で(2) 
     心と心で(3) 
   ・ぜんぶ空 
     ぜんぶ空(1) 
     ぜんぶ空(2) 
     ぜんぶ空(3) 
   ・若い翼は 
     若い翼は

   ・砂山 
     砂山(1) 
     砂山(2) 
     砂山(3) 
   ・Tomorrow 
     Tomorrow(1) 
     Tomorrow(2) 
     Tomorrow(3) 
   ・風の中の青春 
     風の中の青春(1) 
     風の中の青春(2) 
   ・Hey Jude 
     Hey Jude(1) 
     Hey Jude(2) 
     Hey Jude(3) 
   ・旅立ちの日に 
     旅立ちの日に(1) 
     旅立ちの日に(2) 
   ・アランフェス協奏曲 
     アランフェス協奏曲(1) 
     アランフェス協奏曲(2) 
     アランフェス協奏曲(3) 
     アランフェス協奏曲(4) 
   ・｢ノヴェンバー ステップス」 
     【鑑賞】｢ノヴェンバー ステップス」第１番(1) 
     【鑑賞】｢ノヴェンバー ステップス」第１番(2) 
   ・大地讃頌 
     大地讃頌(1)  
     大地讃頌(2)  
     大地讃頌(3)  
   ・We are the World 
     We are the World
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   ・アジアの民族音楽 
     【鑑賞】アジアの民族音楽(1) 
     【鑑賞】アジアの民族音楽(2) 
     【鑑賞】アジアの民族音楽(3) 
   ・世界の民族音楽１ 
     【鑑賞】世界の民族音楽(1) 
   ・世界の民族音楽２ 
     【鑑賞】世界の民族音楽(1) 
     【鑑賞】世界の民族音楽(2) 
 ２．知識 
   ・譜表 
     譜表(1) 
     譜表(2) 
   ・音符と休符 
     【音楽知識】音符と休符(1) 
     【音楽知識】音符と休符(2) 
     【音楽知識】音符と休符(3) 
     【音楽知識】音符と休符(4) 
   ・いろいろな記号 
     記号(1) 速度標語と記号 
     記号(2) 強弱記号 
     記号(3) 反復記号 
     記号(4) その他の記号 
     記号(5) 総合問題 
   ・音階 
     音階(1) 
     音階(2) 
     音階(3) 
   ・音程 
     音程(1) 
     音程(2) 
     音程(3)

   ・調と音階 
     【音楽知識】調と音階(1) 
     【音楽知識】調と音階(2) 
     【音楽知識】調と音階(3) 
     【音楽知識】調と音階(4) 
   ・拍子 
     【音楽知識】拍子(1) 
     【音楽知識】拍子(2) 
     【音楽知識】拍子(3) 
     【音楽知識】拍子(4) 
   ・オーケストラ 
     オ－ケストラ(1) 
     オ－ケストラ(2) 
     オ－ケストラ(3) 
     オ－ケストラ(4) 
     オ－ケストラ(5) 
   ・合唱・発声・指揮１ 
     合唱・発声・指揮(1) 
     合唱・発声・指揮(2) 
     合唱・発声・指揮(3) 
   ・合唱・発声・指揮２ 
     【音楽知識】合唱・発声・指揮(1) 
     【音楽知識】合唱・発声・指揮(2) 
     【音楽知識】合唱・発声・指揮(3) 
   ・いろいろな記号 
     【音楽知識】いろいろな記号(1) 
     【音楽知識】いろいろな記号(2) 
     【音楽知識】いろいろな記号(3) 
     【音楽知識】いろいろな記号(4) 
     【音楽知識】いろいろな記号(5) 
   ・音楽の歴史 
     【鑑賞】音楽の歴史(1) 
     【鑑賞】音楽の歴史(2) 
     【鑑賞】音楽の歴史(3) 
     【鑑賞】音楽の歴史(4) 
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   ・主な作曲家 
     主な作曲家(1) 
     主な作曲家(2) 
     主な作曲家(3) 
     主な作曲家(4) 
 ３．器楽 
   ・リコーダーの知識 
     リコーダーの知識 
     リコーダーの種類 
     構造と各部の名称 
     チューニング 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・構え方と奏法 
     姿勢と構え方 
     タンギングとサミング(1) 
     タンギングとサミング(2) 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・運指１ 
     運指(1) 
     運指(1) 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・運指２ 
     運指(2) 
     運指(2) 
     喜びの歌 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・ｵｰﾗﾘｰとｱﾆｰﾛｰﾘｰ 
     オーラ リー 
     アニー ローリー 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・Edelweiss 
     Edelweiss 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・ふるさと 
     ふるさと 
   ・ｱﾙﾄﾘｺｰﾀﾞｰ・さくら さくら 
     さくら さくら 
   ・ギターの知識 
     ギターの知識 
     構造と各部の名称

   ・ギター・指番号と主な奏法 
     指番号 
     おもな奏法 
   ・ギター・チューニング 
     チューニング(1) 
     チューニング(2) 
     チューニング(3) 
   ・ギター・運指と音程 
     運指と音程(1) 
     運指と音程(2) 
   ・ギター・コードネーム 
     コードネーム 


