
プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

音楽,図画工作,美術,工芸,書道の
指導におけるＩＣＴの活用について



○表現及び鑑賞の活動を通して、感性や創造性を豊かに
し,生活や社会の中の芸術や芸術文化と豊かに関わる
資質・能力を育むことを目指す。授業改善の手段として,
ICTを積極的・効果的に活用することが重要。

○実際に見る,聴く,触れるなどの身体感覚を働かせて学
習する活動とICTを活用する活動を,学習のねらいに
応じて教師が見極めて,適切かつ効果的に活用するこ
とが重要。



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

小学校音楽科の指導における
ＩＣＴの活用について
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小学校音楽科の指導におけるＩＣＴの活用

◇ ＩＣＴの利点 ◇
音楽を音声と画面との両方で確認できる

聴覚だけでなく視覚などを働かせながら，音楽
表現を工夫したり，音楽を聴き深めたりしてい
くことができる

様々な感覚を働かせ，音楽科の学習の特質に合わ
せた活用を行っていくことが重要
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小学校音楽科の指導におけるＩＣＴの活用例

①表現の学習における活用場面

デジタルオーディオレコーダー，デジタルビ
デオカメラ等を利用した歌や演奏の記録

記録した自分たちの歌や演奏を聴いたり見た
りして確認し，音楽表現を工夫していく。

↓

一人一台になったら…

ワークシートとともに実際の演奏などを記録に
残し，音や動画を取り込んだ学習のポートフォ
リオとして活用することが考えられる。
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小学校音楽科の指導におけるＩＣＴの活用例

①表現の学習における活用場面

ソフトウェア（サ
ウンドスペクトロ
グラム）による音
の可視化

お手本の歌い方
（範唱）と自分た
ちの歌い方を音声
と画面で比較し，
音楽表現を工夫し
ていく。
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小学校音楽科の指導におけるＩＣＴの活用例

リズムカードを並び替え，
反復や変化などを工夫して
音楽をつくる活動

ＰＣで音を聴いて確かめな
がら試行錯誤していく。
ＰＣで再生した音楽を手本
にしてリズムを手で打つ。

①表現の学習における活用場面

ループするリズムをどう組
み合わせるかを考える活動

つくったリズムループを，
ＰＣの画面と音で確かめな
がら，つなげ方の特徴やそ
の面白さを考える。
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小学校音楽科の指導におけるＩＣＴの活用例

②鑑賞の学習における活用場面

グループごとに，分割
された鑑賞曲の音源を
聴きながら，正しい演
奏の順番を考え，音源
を並び替える。

作曲家が工夫した音楽
のよさを感じ取る。

一人一台になったら…
自分が気になったところを何度でも繰り返し
聴くことで，より深く音楽のよさを感じ取る
ことにつながる。



新しいＩＣＴ機器やソフトウェアは便利な機能が豊
富に搭載されたものが多いが，これらの機能の中に
は，授業では不要なものも含まれている場合も。

授業のねらいに応じて，ＩＣＴの多彩な機能の
中から厳選し絞り込んで用いる。

児童の感覚を十分に働かせたり，思考を活性化した
り，工夫を促進したりすることができるよう配慮。

9

小学校音楽科の指導におけるＩＣＴの活用

「教育の情報化に関する手引-追補版- 第4章 教科等の指導におけるICTの活用
第3節 1.小学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実 (6)音楽」より抜粋(令和2年6月)



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

中学校音楽科，高等学校芸術科（音楽）
の指導におけるＩＣＴの活用について
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中学校音楽科，高等学校芸術科（音楽）の指導におけるＩＣＴの活用

音や音楽 終了すると音響として
存在しなくなる

視聴覚機器の活用

○様々な感覚を結び付けて理解を深める
○主体的に学習に取り組む

＝

ICT機器の活用

参考：中等教育資料７月号「新学習指導要領とICTの効果的な活用①」（解説 音楽，美術，芸術（音楽，
美術，工芸，書道）」（令和元年７月）
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中学校音楽科，高等学校芸術科（音楽）の指導におけるＩＣＴの活用

○音や音楽を記録し，記録した音楽を再現する

○音や音楽を可視化する

○楽譜等で表した音楽を実際の音で表す

○演奏を聴き返す

様々な活用方法があり
目的に応じて効果的に活用
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中学校音楽科，高等学校芸術科(音楽)の指導におけるＩＣＴの活用例

知識や技能を得たり生かしたりしながら
音楽表現を創意工夫する場面Ａ表現（器楽）

中学校 音楽 高等学校芸術（音楽）

Ａ表現（歌唱）

自分の演奏やグループの演奏を，
録音・録画し，それを再現しな
がら音楽表現を創意工夫する。

自分の音を目で見て確認し，技
能習得の過程や，修正の方向性
を確認する。
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中学校音楽科，高等学校芸術科(音楽)の指導におけるＩＣＴの活用例

知識や技能を得たり生かしたりしながら
音楽表現を創意工夫する場面Ａ表現（創作）

中学校 音楽 高等学校芸術（音楽）

難しい…

ICT機器の活用によって，実際の音で確認しなが
ら創作表現を創意工夫することができる。
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中学校音楽科，高等学校芸術科(音楽)の指導におけるＩＣＴの活用例

知識や技能を得たり生かしたりしながら
音楽表現を創意工夫する場面Ａ表現（創作）

中学校 音楽 高等学校芸術（音楽）

音色に対するより豊かなイメージをもちながら創
作表現を創意工夫することができる。

・楽器の音色を変化させる
・複数の楽器の音色を重ねる

・楽器の組合せを変化させる
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中学校音楽科，高等学校芸術科(音楽)の指導におけるＩＣＴの活用例

個人で

ペアで

グループで

全体で

協働的な学びの中で，見
通しをもって創作表現を
創意工夫する。
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中学校音楽科，高等学校芸術科(音楽)の指導におけるＩＣＴの活用例

知識を得たり生かしたりしながら
音楽のよさや美しさを見いだす場面

自分が聴きたい
部分を何度でも
聴ける

Ｂ鑑賞

中学校 音楽 高等学校芸術（音楽）

一人一台に
なったら…

演奏を繰り返し聴いたり，部分を取り出して注意
深く聴き返したりすることができる。
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中学校音楽科，高等学校芸術科（音楽）の指導におけるＩＣＴの活用

・曲想と音楽の構造との関わりに
ついての理解を促す
・声や楽器の音を客観的に捉え，
課題に対する気付きを促す

・表したい音楽表現についての思
いや意図（表現意図）をもつこ
とを促す

知識及び技能

思考力，
判断力，
表現力等

など，ICT機器を資質・能力の
育成に効果的に活用

参考：中等教育資料７月号「新学習指導要領とICTの効果的な活用①」（解説 音楽，美術，芸術（音楽，
美術，工芸，書道）」（令和元年７月）
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中学校音楽科，高等学校芸術科（音楽）の指導におけるＩＣＴの活用

ICT機器
の活用

自分の音楽表現を楽しんだり
高めたりする

他者と共に音楽活動を楽しむ

多様な音楽，音楽文化に触れ
親しんでいく

生活や社会の中の音や音楽，音楽
文化と関わる資質・能力の育成

参考：中等教育資料７月号「新学習指導要領とICTの効果的な活用①」（解説 音楽，美術，芸術（音楽，
美術，工芸，書道）」（令和元年７月）



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

小学校図画工作科の指導における
IＣＴの活用について
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小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用

「教育の情報化に関する手引-追補版- 第4章 教科等の指導におけるICTの活用
第3節 1.小学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実 (7)図画工作」より(令和2年6月)

表現 （感じたことや想像したことなどを造形的に表す）

鑑賞 （作品などからそのよさや美しさなどを感じ取ったり
考えたりし，自分の見方や感じ方を深める）

学習過程でICTを活用

表現及び鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，
生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成する
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小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用

「教育の情報化に関する手引-追補版- 第4章 教科等の指導におけるICTの活用
第3節 1.小学校の各教科等におけるICTを活用した教育の充実 (7)図画工作」より(令和2年6月)

感性や想像力を働かせる場面を大切にして
活用

発達の段階や経験に応じて適切に活用

実際にものに触れたり見たりすることが，
図画工作科の資質・能力の育成において重要

学習のねらいに応じて必要性を十分に検討し，
活用すること

資質・能力の育成と関連付けて活用
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小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用例

感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現 造形遊び

・造形的な活動ができそうな場所を探す

・候補の場所をデジタルカメラやタブレット型端末

で撮影 →相談の資料に
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作品や自分たちの活動をデジ
タルカメラやタブレット型端末
で撮影

→新たな発想や構想をする

ことのきっかけに

小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用例

感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現 造形遊び
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小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用例

コンピュータでつくった動くもようを場所や空間に映す
→造形的な活動を思い付き、活動を工夫してつくる際に活用

感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現 造形遊び
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形や色，コンピュータの特長，
構成の美しさなどの感じを考え
ながら，表現に適した方法など
を組み合わせたりする

→動くもようをつくる際に活用

小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用例

感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現 絵に表す
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プログラミングの機能から，表したい

ことを見付け，形や色，コンピュータ

の特長，構成の美しさなどの感じを考

えながら，段ボールで表し方を工夫し

て工作に表す際に活用

小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用例

感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現 工作に表す
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あらかじめタブレット型端末などに取り込んでおい
た美術作品の画像をテレビやスクリーンに映し出す

→「思考力，判断力，表現力等」の育成

に効果的に活用

小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用例

よさや美しさを感じ取ったり考えたりし，見方や感じ方を深める 鑑賞
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小学校図画工作科の指導におけるＩＣＴの活用

表現や鑑賞で使う用具として

学習のねらいに応じて必要性を十分に検討し，
活用すること

・何度でもやり直したり、色を変えたり様々に試し

ながら表現の可能性を広げていく

・作品に関する情報を検索する

・身近にある形や色などのよさや美しさや自分たち

の活動を記録

・撮影した写真を材料として表現に活用



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）
の指導におけるＩＣＴの活用について



ICTを活用する
学習活動

中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用

実物を見たり，実際に
対象に触れたりするな
どして感覚で直接感じ
取らせる学習活動



中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用

学習効果を高めるため
に，電子黒板や視聴覚
機器などを用いて表現
方法等を提示する

生徒一人一人の美術や工芸の
表現の可能性を広げるために，
コンピュータ等の特質を生か
した活用を積極的に行う

「Ａ表現」



タブレット型のコンピュータを活用したアニメーションの制作中学校美術科

中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用例



高等学校芸術科（美術） 映像メディアとネットワークを活用した表現の学習活動

コンピュータを活用した「ブックカバーのデザイン」の制作高等学校芸術科（美術）

中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用例



中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用

「Ｂ鑑賞」

実物と直接向かい合い，
作品のもつよさや美し
さについて実感を伴い
ながら鑑賞する

コンピュータなどの画像や
映像などを使ったり，ネッ
トワークを活用したりして，
効果的に鑑賞指導を進める



タブレット型のコンピュータを活用した鑑賞の学習活動

中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用例

中学校美術科

ネットワークを活用した鑑賞の学習活動高等学校芸術科（工芸）



中学校美術科，高等学校芸術科（美術，工芸）の指導におけるＩＣＴの活用

造形的な視点を豊かにするための知識，創造的に表す技能

発想や構想，鑑賞に関する資質・能力

学びに向かう力や人間性等

知識及び技能

思考力，
判断力，
表現力等

学びに
向う力，
人間性等



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

高等学校芸術科（書道）の指導における
ＩＣＴの活用について
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用

中等教育資料７月号「新学習指導要領とICTの効果的な活用①（解説 音楽，美術，芸術（音楽，美術，工芸，書道）」（令和元年７月）

新学習指導要領とICTの効果的な活用

書道においては，用具・用材の特質・特性を体感したり，実物と直接向き合ったりする学習活
動と，ICTを活用する学習活動とを，学習内容やその段階に応じて適切に関連付けながら，効果的
に指導できるよう工夫することが重要である。
「Ａ表現」では，「Ｂ鑑賞」との関連を図る上で，コンピュータやプロジェクタ，大型モニター
等の機器や画像・映像教材を有効に活用することが求められる。
範書の提示に広く活用される実物投影機（OHC）については，レンズ部の高さや，運筆におけ
る筆などの動きをスムーズに映す機能などに課題もあり，機器の機能や選択に留意する必要があ
る。
映像撮影機器やタブレット型のコンピュータを活用し，生徒の制作過程を撮影し，クラス内で
の共有や対話を通して相互に考えを深める活動や，生徒の作品を撮影・記録・蓄積し，学習成果
やその変容の比較・検証に主体的に取り組めるポートフォリオは，書道におけるICT活用の好例と
言える。
映像撮影機器を活用し，運筆での自身の筆などの運動を分析的に捉えたり振り返ったりするこ
とは，書の重要な特性である運動性や時間性について主体的に深く考える上で有効である。
「Ｂ鑑賞」では，情報通信ネットワークを活用した調べ学習の他，「Ａ表現」との関連を図る
上で，映像機器や画像・映像教材を有効に活用することが求められる。「Ａ表現」での生徒の制
作過程及び作品の画像や映像を取り上げて生徒の作品の固有の価値について考えさせたり，実物
と直接向き合えない古典や名筆，鑑賞の方法や場を考える上での教材となる展示物や建築様式等
について，美術館，博物館等のWeb ページ掲載の画像を活用したりするなど，今次改訂で示した
鑑賞活動の幅に対応した工夫が求められる。

用具・用材の特質・特性を体感したり，
実物と直接向き合ったりする学習活動

ＩＣＴを活用する学習活動

学習内容やその段階に応じて適切に関連付けながら，
効果的に指導できるよう工夫
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

自身の制作過程での運筆の動画を撮影 自身の作品を撮影

全体で共有し，意見交換・相互批評

自身の制作過程の動画，教員の示範動画を活用した学習
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

自身の作品を撮影
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

全体で共有し，意見交換・相互批評



43

高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

自身の制作過程での運筆の動画を撮影 自身の作品を撮影

全体で共有し，意見交換・相互批評

自身の制作過程の動画，教員の示範動画を活用した学習

ICTを活用することで･･･

制作過程における運筆，筆
などの運動を記録・蓄積し，
客観視したり，ポートフォ
リオとして学習成果や変容
の比較・検証に主体的に取
り組むことに有効。
※一人一台のカメラ付きの
タブレット型コンピュータ
等が必須。

記録した動画や画像をクラ
ス全体で共有（鑑賞）し，
意見交換や相互批評等の言
語活動を，全体での対話・
交流へと充実・発展させる
のに有効。

記録・蓄積

共有･対話･交流

思考･判断
主体的取組



44

高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

感じ方や捉え方の共有，個々に設定した課題の共有

意見交換･相互批評（ICTを活用した言語活動）

インターネットの活用

インターネットを活用した表現（創作）活動

硯面の電子顕微鏡拡大画像
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

感じ方や捉え方の共有，個々に設定した課題の共有
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

意見交換･相互批評（ICTを活用した言語活動）
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

感じ方や捉え方の共有，個々に設定した課題の共有

意見交換･相互批評（ICTを活用した言語活動）

インターネットの活用

インターネットを活用した表現（創作）活動

硯面の電子顕微鏡拡大画像
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

インターネットの活用

インターネットを活用した表現（創作）活動
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

感じ方や捉え方の共有，個々に設定した課題の共有

意見交換･相互批評（ICTを活用した言語活動）

インターネットの活用

インターネットを活用した表現（創作）活動

硯面の電子顕微鏡拡大画像
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

硯面の電子顕微鏡拡大画像



ICTを活用することで･･･

リアルタイムでの共有･意見交換が可能。
生徒個々の個性や創造性に応じた学習に有効。

51

高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

感じ方や捉え方の共有，個々に設定した課題の共有

意見交換･相互批評（ICTを活用した言語活動）

インターネットの活用

インターネットを活用した表現（創作）活動

硯面の電子顕微鏡拡大画像

リアルタイムでの
共有･対話･交流

多様な表現 接することができない資料
実物では味わえない世界

感じ方や
捉え方の共有

個性･創造性
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用

用具・用材の特質・特性を体感したり，
実物と直接向き合ったりする学習活動

ＩＣＴを活用する学習活動

学習内容やその段階に応じて適切に関連付けながら，
効果的に指導できるよう工夫



書道におけるＩＣＴ活用上の留意点

ＩＣＴによる画像や動画では，書の多様な
美や書の特性に大きく関わる筆者の性情，
呼吸，息づかい等は伝えづらい。

ＩＣＴの利点を生かし，従来の指導･学習の
方法と併用するなど，書の特性に応じた
ＩＣＴの効果的な活用の工夫が必要。
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

生徒を教卓回りに集めての直接示範

示範動画を大型提示装置に提示，学習者用コンピュータへ配信

ICTを活用することで･･･

自身の学習過程･思考過程はもちろんのこ
と，教師による個人および集団に対する
指導を，生徒個々のペースで振り返り，
繰り返し確認することで，自らで思考を
深めながら学習を進めることが可能。

運筆･線質に関わる指導内容（遅速･緩急･
抑揚･呼応等）への理解を，生徒が主体的
に深めることが可能。

書道の学習で重要な運動性や時間性につ
いて，スロー再生等の機能を使って理解
を深めることが可能。



書道におけるＩＣＴ活用上の留意点

ＩＣＴによる画像や動画では，書の多様な
美や書の特性に大きく関わる筆者の性情，
呼吸，息づかい等は伝えづらい。

ＩＣＴの利点を生かし，従来の指導･学習の
方法と併用するなど，書の特性に応じた
ＩＣＴの効果的な活用の工夫が必要。
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

生徒を教卓回りに集めての直接示範

示範動画を大型提示装置に提示，学習者用コンピュータへ配信

ＩＣＴの利点を
生かした転換

書の特性に応じた
工夫(併用)

ICTを活用することで･･･

自身の学習過程･思考過程はもちろんのこ
と，教師による個人および集団に対する
指導を，生徒個々のペースで振り返り，
繰り返し確認することで，自らで思考を
深めながら学習を進めることが可能。

運筆･線質に関わる指導内容（遅速･緩急･
抑揚･呼応等）への理解を，生徒が主体的
に深めることが可能。

書道の学習で重要な運動性や時間性につ
いて，スロー再生等の機能を使って理解
を深めることが可能。



書道におけるＩＣＴ活用上の留意点

ＩＣＴによる画像や動画では，書の多様な
美や書の特性に大きく関わる筆者の性情，
呼吸，息づかい等は伝えづらい。

ＩＣＴの利点を生かし，従来の指導･学習の
方法と併用するなど，書の特性に応じた
ＩＣＴの効果的な活用の工夫が必要。
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

生徒を教卓回りに集めての直接示範

示範動画を大型提示装置に提示，学習者用コンピュータへ配信

ＩＣＴの利点を
生かした転換

書の特性に応じた
工夫(併用)

ICTを活用することで･･･

自身の学習過程･思考過程はもちろんのこ
と，教師による個人および集団に対する
指導を，生徒個々のペースで振り返り，
繰り返し確認することで，自らで思考を
深めながら学習を進めることが可能。

運筆･線質に関わる指導内容（遅速･緩急･
抑揚･呼応等）への理解を，生徒が主体的
に深めることが可能。

書道の学習で重要な運動性や時間性につ
いて，スロー再生等の機能を使って理解
を深めることが可能。



書道におけるＩＣＴ活用上の留意点

ＩＣＴによる画像や動画では，書の多様な
美や書の特性に大きく関わる筆者の性情，
呼吸，息づかい等は伝えづらい。

ＩＣＴの利点を生かし，従来の指導･学習の
方法と併用するなど，書の特性に応じた
ＩＣＴの効果的な活用の工夫が必要。
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高等学校芸術科（書道）の指導におけるＩＣＴの活用例

生徒を教卓回りに集めての直接示範

示範動画を大型提示装置に提示，学習者用コンピュータへ配信

ＩＣＴの利点を
生かした転換

書の特性に応じた
工夫(併用)

ICTを活用することで･･･

自身の学習過程･思考過程はもちろんのこ
と，教師による個人および集団に対する
指導を，生徒個々のペースで振り返り，
繰り返し確認することで，自らで思考を
深めながら学習を進めることが可能。

運筆･線質に関わる指導内容（遅速･緩急･
抑揚･呼応等）への理解を，生徒が主体的
に深めることが可能。

書道の学習で重要な運動性や時間性につ
いて，スロー再生等の機能を使って理解
を深めることが可能。



プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

音楽,図画工作,美術,工芸,書道の
指導におけるＩＣＴの活用について
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