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小中学校教員と共同開発する「言語活動で表現と鑑賞を一体化させる

音楽科授業プラン」科研費補助金基盤(C)23531248

音楽教育講座 新山王政和

１．研究の動機と筆者の立脚点

小中学校の音楽科授業では表現活動が大部分を占め、鑑賞の実践はH22年度に提供して頂いた101の実

践報告中13件、H23年度も97の実践報告中18件しかなく極めてバランスを欠く状況にある。しかし「演

奏とは聴き合わせることである」と言われるとおり、音を出すことと聴くことは可逆的かつ不可分なもの

である。また他者や自己の演奏上の違いを聴き取れるから演奏表現が幅広く豊かになり、表現の技術や知

識があるからこそ演奏上の変化を聴き取ることができる。この考え方に立脚し“聴く”ことをコアとして

表現と鑑賞を一体化させた活動によって音の塊や音の羅列へ自分なりに音楽的意味や価値を付加しながら

感情や情動を呼び起こす仕組みや仕掛けを思考判断し、それを言語活動によって他者との共有・共通理解

に高めた上で再び表現活動や鑑賞活動へ還元する「鑑賞と演奏を相互作用的に結び付けた授業プラン」を

附属学校と連携しながら模索している。研究初年度は“言語活動、表現と鑑賞の一体化”を視点とした実

践を試行して頂き、筆者が客観的な立場から分析することでその資料性を高め、集約化を進めている。

２．鑑賞で求められる音楽の諸要素を知覚する力の措定

音楽の要素を学ぶには、それ以前に音楽の諸要素へ充分浸らせ無意識下で音を知覚させ音へ反応させる

様々な原体験や前体験が行われていなければならない。そこで今回の研究では、この“質の良いあそび”

によって芽生えた知覚力を手がかりとして音楽の諸要素（音色、音高、強弱、リズム、旋律、和音）に気

づかせ、感じ取らせて意識させるプロセス、つまり音響現象と音楽の諸要素を結び付けてその良さや働き

を自覚させる再構成を活動の基盤と措定し、その学習段階を次の４段階に設定した。

①他者や自身の演奏を聴いて要素に気付き、感じ取り、意識する段階。（要素を知覚し認知する力や、要

素に気づき聴き分ける力を身に付ける段階）

②他者や自身の演奏を聴いたり、練習前と練習後の演奏を聴き比べたりして、その良さや働きを自覚しそ

れを生かしたり際立たせたりする段階。（要素を活用した表現や鑑賞を工夫する力）

③要素同士の係わりや組み合わせによって生まれる効果や働き、要素の組み合わせで形づくられる音楽の

仕組みを考える段階。（全体の中で要素の働きや良さを考え、包括的に捉えて再構成する力）

④気付いたことや感じ取ったことを自らの演奏へ結び付けたり、言語活動・非言語活動を活用して共有・

共通理解へ高めて演奏へフィードバックしたりする段階。（演奏者相互の説明力や説得力）

ここで重要なのは、音や音楽の正体や仕組みを知っていてそれを自在に使いこなせる技術を持っていな

ければ、より高いレベルで“音楽する”ことには繋がらないということである。つまり演奏者は自らの思

いや意図を具現化するために演奏上の工夫を試行錯誤し、聴取者はその工夫や試行錯誤を読み解き演奏者

の思いや意図を予想し推察する。よって、より高い芸術性や情緒・情操の育成をめざす上では演奏者を育

てることと鑑賞者を育てることは同義であり、両者は可逆的かつ不可分な関係にある。

３．音楽科授業において求められる言語活動と留意点

筆者は、音楽科における学びの一つは「音楽に関する知識と音響的実体とを関連付け、体験を通してそ

れを実感すること」だと考えている。そして音楽科における言語活動とは、言葉や会話、記述などを介在

させた音楽に関するコミュニケーションであり、音楽の諸要素を巧く組み合わせて自分の思いや意図、演

奏表現などを言葉に置き換えて演奏仲間と共有化・共通理解化し、曲を聴いて感じ取り聴き取ったことを
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他者と話し合い比較するものだと考えている。今回の研究では、これを短期間に身に付けさせるのではな

く、音や音楽から聴き取ったことを言葉と関連付けたり、感じ取ったことを言葉へ置き換えて説明したり

する活動を、小中学校9年間に亘って積み上げることに留意している。

４．今年度の研究で措定した鑑賞の基本的な考え方

演奏や聴くという行為そのものが既に創造的な活動であることを押さえた上で、鑑賞＝自らの音楽的・

表現的要求と照合して聴くことを通じて、児童・生徒が次の４点を身に付けることを目標とした。

①聴き方の型やパターンを知る。

②作曲者の周到な作戦を推理する。

③聴く力・分析する力・想像する。

④制約の中で工夫された表現を推理する。

つまり、鑑賞には思考の働き掛けが不可欠であることから、音の塊や羅列に音楽的意味や価値を付加し、

感情や情動を呼び起こす仕組みや仕掛けを探り、それを感じ取ることができるようにさせること。そして

裏づけを伴わない漠然とした詩的・物語的な聴き方をやめさせて、音によるメッセージから様々なことを

感じ取り想像することを体験させることを目標としている。

５．本報告の実践で措定した活動パターンのモデル

鏡に姿を映すように自分達の演奏を客観的に聴いて「気付く活動」と、模範演奏と自分達の演奏を聴き

比べながら演奏表現を「磨き上げる活動」を一体化することで音楽の聴き方の習得をめざす。その際の

“鏡”として、録音・再生が可能なスピーカー一体型のICレコーダーを各実験校へ複数台ずつ準備した。

さらに拙著（「改訂版・新しい視点で音楽科授業を創る！」、スタイルノート、2011、p.138）で示した「鑑

賞用評価シート」を、配布プリントまたは壁面教材として掲出し、鑑賞のみならず表現活動の意見交換の

場面においても活用を試みて貰った。活動モデルの基本的な流れは次のように設定した。

①課題として取り上げた部分について模範演奏を聴く。

②同じ部分を取り出して練習する。

③録音して、同じ部分の模範演奏と聴き比べる。

④何が違うか考えながら追求課題を探し出し練習する。

⑤再度録音して模範演奏と聴き比べ、自分達が設定した追求課題に対する練習の成果を話し合う。

⑥話し合いを基にして新たな課題を探し出し、さらに練習計画を考える。

なお、鑑賞は曲を記憶することから始まるため児童・生徒が最も親しみ馴染んでいる合唱曲が適切であ

ると判断し、さらに表現活動と一体化させることで一過性の鑑賞授業からの脱却を図ろうとした。

６． 本報告の実践で措定した４つの検証ポイント

実践の検証は次の４点に沿って行った。

①子ども達自身の練習の深まりに対する“録音⇔確認”の声掛けのタイミングや方法、掛ける言葉の吟味。

②自分達の録音と模範演奏を聴き比べて、その違いを感じ取れない子ども達へのアプローチの方法。

③技術指導のタイミング、それを促す働き掛け方。

④演奏表現を深めるための教師による指導の度合い。

この検証で明らかにしたかった点は次の４つである。

①ICレコーダーは鏡（出会わせの道具）になり得るか？

②子ども達の試行錯誤と教師からの適切なアドバイスによって何がどこまでできるのか？

③教師はどのタイミングで、どのような働き掛けをするのが効果的なのか？

④どの学年の子ども達なら、何をどのくらい自分で気付くことができて、自分達で解決できるのか？

７ 今年度の研究実践の結果

①狙いを絞った教師からの働き掛けが無いと、音を塊として聞いてしまったり単なる音の連なりや音の重

なりとして聞いてしまったりしてしまい、音を分析的に知覚することができない。

②音の融合から生じる情動とキャラクターの違いを関連付ける活動を長く継続する必要がある。
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聴くことを通して、よりよく活動することを目指した音楽の授業の工夫

名古屋小学校 吉松頼美

Ⅰ はじめに

美しいものや素晴らしい出来事に出会ったとき、素直に感動することができる心をもつ子ども。私は、

そのような心の働きの豊かな子どもたちを育てたいと願っている。子どもたちは、様々な音楽活動に取り

組む時、思いを込めて表現したり、楽曲の美しさを感じ取ったりするなど、必ず心を働かせている。心の

働きを豊かにすることは、豊かな人間性を高めていくことの一端を担うと考えられる。

音楽の授業において、様々な音楽の活動に取り組むとき、子どもたちがより活発に心を働かせながら活

動に取り組むことができれば、より豊かな心の働きをもつことができるようになると考える。つまり、よ

りよく音楽の活動に取り組むことができるような授業を行うことが大切であると考えた。

Ⅱ 研究の内容

本校の音楽の学習は、一題材を通して共通した音楽を特徴付けている要素や音楽の仕組み（以下、要素

や仕組み)に着目させながら、表現の活動と鑑賞の活動をかかわらせて授業を行ってきた。また、授業の導

入では、あそびうたや既習曲などを扱い、題材で扱う要素や仕組みに着目させやすく、本時の活動への意

欲付けとなる「音楽遊び」に取り組ませてきた。それにより、子どもたちに、要素や仕組みを考えの基と

して音楽活動に取り組むことができるようになってきた。そこで、本研究において、題材で扱う要素や仕

組みを考えの基として、自らの思いや意図を明確にして、表現を高めるために試行を繰り返す活動に取り

組ませるための指導方法を工夫した。

以下に、５年生の題材「音の重なりを感じて、豊かに表現しよう」（主教材：「君をのせて（宮崎駿作詞、

久石譲作曲）」における活動の様子を述べる。

10名程度のグループを編成し、２部合唱に取り組ませた。まず、活動に取り組む前に、要素や仕組みを

考えの基とし、感性に基づいた「表現の完成型」を思い描かせた。そして、完成型に近づかせるために必

要な表現の工夫を考えさせ、活動の視点とさせた。その後、表現を高める活動に取り組ませ、活動の視点

に基づいて、自主的な表現活動に取り組ませた。その中で、ICレコーダーを用いて、自分たちの表現を録

音したものを聴いたり、自分の表現を模範演奏と比較したりした。そして、思い描いたことが歌声を通し

て表現することができているかどうか、自分の表現を客観的に判断しながら表現の試行を繰り返していく

ことでよりよい表現を追究した。

Ⅲ 考察

「君をのせて」の表現に対する思いや意図を「表現の完成型」としてホワイトボードに書くことで、思

いや意図を明確にし、活動の視点とすることで、活動が停滞することなく自主的に取り組み続けることが

できていた。また、録音した表現を聴いたり参考演奏と比較したりすることで、「ここの部分のアルトが強

すぎる」「曲の山場をもっとつくりたり」などと発言しており、自分たちの表現を客観的に分析し、 より

よい表現を目指して話し合いをすることができていた。以上のことから、よりよく音楽の活動に取り組ま

せるために本研究で行った指導の工夫は有効であったと考える。

豊かな表現を追求するための指導の工夫

名古屋小学校 加藤幸子

Ⅰ はじめに

本校音楽科では、表現の活動と鑑賞の活動を一題材の中でかかわらせながら、音楽を特徴付けている要

素や音楽の仕組み（以下、要素や仕組み）に着目させた指導を行い、子どもたちにその働きをとらえさせ

ながら表現したり鑑賞させたりすることで、音楽の面白さやよさ、美しさを感じ取らせ、表現に対する考
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えをもたせるための研究を行ってきた。その結果、子どもたちは、要素や仕組みの働きをよりとらえ、音

楽の面白さやよさ、美しさを感じ取ることができるようになり、表現に対する考えを深めることができる

ようになってきた。今後、このような子どもたちに、要素や仕組みを考えの基として、主体的に自分たち

の目指す表現をよりよいものにしようと試行錯誤し、豊かな表現を追求することができるようになってほ

しいと考え、本研究を行った。

Ⅱ 研究の内容

前述の目的を達成すために、本研究では、自分たちの表現を客観的にとらえさせる活動に取り組ませる

場を設定し、その成果を検証した。自分たちの表現を録音したものや、演奏家などの参考演奏を比較させ

ることで、子どもたちは、進んで自分たちの表現を自己分析したり、改善点を考えたりしながら、よりよ

い表現を目指して試行を繰り返すことができると考えた。以下に、２年生で行った題材「反復の音楽で様

子や気持ちを表現しよう（９時間完了）」（主教材：「汽車は走る（岡本敏明作詞・作曲）」の実践の様子を

述べる。

①「反復」の仕組みに着目させて「汽車は走る」の歌唱奏の活動に６～７人のグループで取り組ませた。

表現を工夫させる際に、「国際急行列車」の鑑賞の活動で、感じ取った音色の働きの面白さやよさを想起さ

せながら、どのような表現にしていきたいかを思い描かせた。

・「１回目は、出発して徐々にスピードをあげていく様子を表すために、速度を少しずつ速くしていくよ」

・「２回目は、元気に走る様子を表すために、１回目よりも強弱を強くするよ」

②その後、思い描いた表現を目指していかせた。自分たちで考えた工夫を取り入れながら表現を試行し、

ICレコーダーで録音した自分たちの表現を聴き、表現について話し合った後、再び試行させた。

・「１回目はもっと速度を遅くしたらどうかな。出発の雰囲気が出ると思うよ」

・「もっとみんなの音を合わせたいね。音をよく聴いて、速度をそろえようよ」

③再び「汽車は走る」の参考演奏を鑑賞し、自分たちの表現と比較させ、自分たちの表現をさらに客観的

にとらえさせ、表現について話し合った。

・「参考演奏は、１回目と２回目の反復のちがいがぼくたちの表現より、はっきりしているね」

・「２回目と３回目のちがいをもっとはっきり出したいね。もっと強弱を弱くしようよ」

④次に中間発表会を行い、自分の表現と友達の表現の、類似点や相違点を意識することで、自分の表現を

見直させた。その後、再度、表現を試行し、表現の完成を目指させた。

・「汽車の走る様子がそうぞうできるね。反復のさせ方がいろいろちがうね」

・「３回目と４回目の強弱と速度の違いがおもしろいね。ぼくたちとは違うね」

Ⅲ 考察

思い描いた表現にするために、反復のさせ方に強弱や速度の工夫を取り入れながらグループ活動に取り

組むことができた。そして、自分たちの表現を録音したものを聴いたり、参考演奏を鑑賞し自分たちの表

現と比較したりして、自分たちの表現を客観的に判断しながら、よりよい表現を目指してグループで話し

合い、表現の試行を繰り返すことができた。子どもたちは、進んで自分たちの表現を自己分析したり改善

点を考えたりしながら豊かな表現を追究することができたと考える。以上のことから、本研究で行った指

導の工夫は有効であったと考える。

小学校音楽科教育の研究

岡崎小学校 小野行俊

Ⅰ 目的

教科書教材を用いて、ただ教師の言われたとおりに表現するのではなく、話し合い考えていく中で、自

分たちで曲にあった音楽の要素を使いながら表現して欲しいと願った。しかし、自分よがりの考えではい

けない。曲の仕組みを知らなくてはいけない。だから、音で表現するために音楽の要素を使うよさや相手
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の事を考えて表現するよさを感じ始めた子どもたちに、曲の歌詞や構成や仕組みを考え感じることで相手

どのようにしたら、よりめざす表現に近づいていくのかを考え、授業研究を通して、実証的に検証する。

Ⅱ 方法

４年生教材「オーラ リー」を２人で吹き、どのように表現したらより相手に伝わる演奏になるのか、

ペアで話し合いクラス全体で話し合わせることで、一人一人の表現に対する見方や考え方を拡げる。

(1)曲のまとまりについての基礎的な知識をおさえる

曲から感じるイメージを表現につなげるために、曲のイメージから一番強く感じる部分とそれ以外の表

現の違いを感じ取らせ、イメージしたことをどのように表現したらいいのか、音色、強弱の違いを感じ取

らせる場を設ける。その際、教師は子どもに「今は自分の表現したい演奏ができたか」と問いかける。

(2)一つのペアの表現を聴く場を設け、そのペアの表現についてよさを語らせる

かかわり合いの初めから「そのペアの表現のよかったところ」というように、初発問から焦点化する。初

めから焦点化する事で、その子の表現のどこによさを感じているのか、自分の感じているよさと仲間の感

じているよさとの違いが明確になる事で、その子の表現のよさを自分が知らなかった、もしくは使ってい

なかった音楽の要素を自覚することができる。「よさ」に焦点化することで、子どもたち自身も着目すべき

点が絞れて、かかわっていきやすいと考える。

(3)ペアでひとり調べをしているときに、そのペアがどんな表現をしたいのかを支える

音楽の要素の何によさを感じたのか、学習記録やひとり調べで子どもが表現している様子、そして対話な

どからとらえていく。そのこだわりを、子どもの思いや感じたことと音楽の要素を結びつけたカード（学

習記録とは別に）を活用することで、助言をして認め、自信をもたせながら自覚させていきたい。追求が

停滞したときは、自分が何を表現したいのか、ということを問いかけ、方向性を示唆していく。そのうえ

で、めざす表現が同じ子の作品や、追求の視点としてこだわった音楽の要素が同じ子の作品にふれさせる。

そして、なぜその音楽の要素を使うのかという事を知り、自分の追求に生かしていく。

(4)自分たちの演奏を録音し、自分たちがめざす表現と比べる

こだわった表現や、めざす表現は何だったのかという視点でＶＴＲや録音機器を使い自分の表現を知る。

そこで「今の演奏を聴いて、自分がこだわった表現や、めざす表現に近づけたか」と問いかける。そこで、

こだわった表現がうまく演奏に表れていなかったり、めざす表現に思ったように近づいていない場合は、

「どうしたらめざす表現に近づくのかな」と、さらにめざす表現に近づけようと追求させる問いかけをす

る。ただ、演奏を聴いても何を直したらいいのかわからなかったり、追求の方向性が見えない子たちに対

しては、まずはその子たちがどのようなめざす表現があるのか問いかける。そのうえで、めざす表現に近

づいているのか、ひとつひとつ録音を聴きながら確認していく。

Ⅲ 結果

(1)は、曲の仕組みや構成を知ることで、どのように表現していったらいいのかというめざす表現を持ち

やすいと感じた。(2)は、一つのペアに絞ったことで、その子の演奏に対しての見方や考え方の違いが分か

り、さらに自分の見方や考え方も拡がった。それがその後の追求に拍車をかけた。(3)、そのペアが追求し

たい方向性を示すことができた。(4)は、やはり実際に思っているのと聴くのでは大きな違いがあった。自

分たちの表現を聴くことで、より追求をしていこうとする姿につながった。

Ⅳ 考察

音楽は「聴くこと」が大切である。いくら頭で思い浮かべていても、その思い描いた表現が頭の中だけ

で終わってしまわないように、自分たちの表現を聴いて振り返り、めざす表現にさらに近づけていけるよ

うに子どもが追求に向かわないといけないと感じた。また、それぞれの曲にその音楽の要素を使うのは理

由があり、闇雲に自分の直感だけで音楽の要素を使う訳ではない。そこを子どもが知って表現するのとそ

うでないのでは違う。音楽の仕組みとその要素の結びつきを大切にしなくてはいけない。

Ⅴ まとめ

以下の２点に課題が残った。まず仲間の演奏を聴いてよさを感じなければ、仲間の音楽の要素のよさは

わからない。しかし、どのように聴いたらいいのか、その仲間の表現が漠然と聴こえてくるだけでは、そ

のよさもわからない。もちろん、聴き方は色々あるので、同じ曲を聴いても「悲しい」と感じる子もいれ
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ば「やさしい」と感じる子もいるであろう。そこは主観なのでそこを論議しても仕方ない。ではどのよう

なポイントで聴き合うかというと、その曲にはどんな音楽の要素が含まれているかということである。例

えばその曲に「ずっと同じメロディーが使われている（反復）」「その曲は３部構成でできている」「その曲

はあるモチーフが少しずつ変化して出来ている」など、絶対に誰が聴いても変わらないもの、それが曲の

中にあるということのよさを感じさせる。そしてそのうえでその曲がその音楽の要素を使うことで、「悲し

い」のか「やさしい」のか感じることが大切である。もう１点は、ひとり調べを支えるという点において、

今回、１組のペアを中心に対話を行ったりしてそのペアの考えを支えた。しかし支えたというより、支え

たつもりになっていた。ひとり調べですべてのペアを回ることもできなくて、ひとり調べ終了後に対話を

するということで終わってしまった。ひとり調べを支えるということは、終わってから対話をして終わり

ではなく、ひとり調べのまさにまっただ中にその子の考えをとらえ、認めたり揺さぶりをかけたりしなく

てはいけない。そういった点においては、非常に弱い。ひとり調べで、いつ誰にどのようなタイミングで、

なんと声をかけるのか、そこまでの見通しが必要となる。

仲間と音でかかわり，高め合う子どもを支える教師の営み

岡崎小学校 太田理恵

Ⅰ 研究の内容

卓上ハンドベル（スズキ・ベルハーモニー（幹音5音）の卓上型）を用いた創作活動を行うなかで，子ど

もたちが互いの表現を音楽の要素に着目し構造的に聴取することで，自分の表現の幅を拡げることができ

るよう，次のような教師支援を講じた。

(1)一人一人の子どもが用いた音楽の要素を把握し，グループ分けをすることで，互いの表現を高める意図

的なかかわり合いの場を設定する

(2)今までつくってきた表現と今の表現を比較することで，自分の表現の幅の拡がりや深まりを自覚する場

を設定する

(3) (1)では，子ども同士が音でかかわりあい，互いの表現を高め合うことができるよう，①授業前に行

う支援、②授業中に行う支援，③授業後に行う支援を講じた。

Ⅱ 研究の結果

（１）一人一人の子どもが用いた音楽の要素を把握し，グループ分けをすることで，互いの表現を高める

意図的なかかわり合いの場を設定する。

【授業前に行う支援】①－１ 子どもの活動を支える記譜と対話

子ども一人一人の表現を教師が対話をしながら記譜をする支援を試みたところ，子どもたちの意識のゆ

れや変化がとても把握できた。そのために一人一人の作品に対する願いを明確に持ちながら授業を行うこ

とで，子どもの意見と表現を教師がつなげてあげることができた。また対話の際に子どもたちの表現のよ

さを「このタッカのリズムがすてきだね」など音楽の要素を用いて価値づけたことで，子どもたちは自分

の表現に自信をもち，だれかに演奏を聴いてほしい，という思いへと高まった。

【授業前に行う支援】①－２ 表現を音楽の要素で分類した意図的なグループ活動

教師が取り上げず，気づかせたい要素を用いた友だちとグループで発表会を行ったことで，「おたがい意

見を出しあって協力して」という気持ちで最後まで追求活動を行うことができた。

「今まで楽しかった。なぜかというと,おたがい意見を出しあって協力してつくったおもいでハーモニー

です。ことばを(音で)入れてみたりしました。」

「今までつくったハーモニーはかんたんで,むずかしいのをつくってみようと思ってもかんたんのしかつ

くれなかった。でもあきこちゃんのをきいて,私もやってみようと思い，やったら,前とはちがったのでい

いのができた。」

「最初は『なんとなく』つくっていたけど,友達の「おもいでハーモニー」をきいて,『なんとなく』じ
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ゃなくて本当の気持ちを音にしないと『おもいでハーモニー』じゃない,と気がついた。友達がいたから,

すてきなおもいでハーモニーがつくれたと思う。」

（２）今までつくってきた表現と今の表現を比較することで，自分の表現の幅の拡がりや深まりを自覚す

る場を設定する学級発表会を終えた後，最初の作品と今の作品を演奏し比べる活動を行った。そうするこ

とで自分の作品を客観的に比較し，表現の高まりを自覚することができた。

「ぼくのおもいでハーモニーは，最初の方は，前の方がいいんだけど，最後は，前のおもいでハーモニ

ーだと，なんか，あんまり人がいない感じがするから，あの，なんか，最初は，前の方がいいんだけど，

後から，は，やっぱ今のがいいから，前のハーモニーと今のハーモニーの合体版を作りたいと思った。」（12

月13日核心に迫るかかわり合いの授業記録）

このように，自分の作品を振り返ることで，自分の表現の拡がりを自覚し，成長を実感することができ

るため，追求活動をこれからの生活への自信や次への活動意欲につなげるのに有効な支援であったと考え

る。

Ⅲ 考察

「音でかかわりあい，表現を高め合う」魅力的な子どもたちの姿を引き出すために，授業の前，授業の中，

そして授業後の3段階の支援を講じたことで，一人一人の追求を把握し，意図的にかかわり合う場を設定

することができた。また，自分の創作活動を振り返らせたことで「作品がこんなに成長した」と自分の表

現の高まりを実感させることができた。以上のことから，本研究において講じた教師支援は，有効であっ

たと考える。

聴き感じ取る力を高め、表現を構築する力を育む音楽科の授業

名古屋中学校 石川 翼

Ⅰ はじめに

本校音楽科では、目指す子ども像を「音楽を聴き感じ取る力を高め、表現を構築することができる子ど

も」と設定し、研究を進めている。本校音楽科が考える「音楽を聴き感じ取る」とは、音楽の要素や構造

の働きによって生み出される曲想を基に、他者が表現しようとしている意図を明確にすることであり、「表

現を構築する」とは他者が表現しようとしている意図を踏まえながら、自分がどのような表現をしていき

たいのかということを、音楽の要素や構造の働きに着目して明確にすることである。目指す子ども像を実

現するためには、「音楽を聴き感じ取る力」と「表現を構築する力」を育んでいく必要があると考え、実践

に取り組んでいる。

Ⅱ 研究の内容

３年生での実践「伝えよう！私たちの合唱」（『IN TERRA PAX ～地に平和を～』）

本実践では、声部の役割と全体の響きを理解し、表現を構築する力を高めるために、課題に対するめあ

てを設定させながら合唱活動を行った。そのためには、これまでに学習した音楽の要素や構造の働きを生

かして表現を構築させるとともに、IC レコーダーを活用して録音した演奏を振り返りの材料とさせたり、

視覚的資料として、楽譜に旋律の動きや音の重なりを図形で示したスライドを提示したりすることを手立

てとして講じた。

【表現をつかむ場】では、曲の全体や部分を、音楽の要素や構造の働き、曲想の変化に着目して聴かせた。

子ども達は、『IN TERRA PAX』では、「音の重なり方が特徴的であること」や「一番印象に残る部分が、曲

の始めと終わりに繰り返されている曲の構成」や「転調」によって、「神秘的な感じ」や「輝かしく力強い

感じ」が表現されていることに気づくことができた。

【表現を構築する場】では各パートにICレコーダーを配布し、練習を録音して伝え合いの材料として活用

させた。音取りに重点が置かれてしまい、伝え合いは十分にできなかったが、ソプラノでは、自分たちの

演奏を録音して各自が楽譜に気付いたことを記入する姿が見られた。学習プリントから「スラーやブレス
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の位置に注意して、なめらかな旋律を生かす」「輪唱のようになるところで他のパートとの重なりに注意す

る」といっためあてを設定することができたことがわかった。

【表現を振り返る場】では、めあてが達成できているかどうかを振り返らせるために、自分たちの合唱を

録音したものを基に、より課題に合った表現とするにはどうしたらよいのかを話し合わせた。各パート２、

３名ずつの子どもで構成されたグループでの話合いでは、ICレコーダーを活用し、録音された自分たちの

演奏を繰り返し聴いたり、模範演奏と聴き比べたり、グループで実際に演奏を録音し、聴いたりする姿が

見られた。学級全体の話合いでは、子ども達から出された意見を教師が実際に演奏して聴き比べさせたり、

図形楽譜を示したりして補足した。その後のグループ練習では話合いで出た意見を、ICレコーダーの模範

演奏と自分たちの演奏を聴き比べたりしながらもう一度確認したり、演奏を何度か録音する様子が見られ

た。

Ⅲ まとめ

ICレコーダーを本実践の手立てのひとつとしたが、子ども達は範唱との聴き比べを何度も行ったり、他

パートの範唱を聴きながら自分のパートの音を確認したりと、教師の予想以上にICレコーダーを活用した。

音楽を苦手とする子どもが、ICレコーダーに耳を付けながら何度も確認して「ここのリズムと重なりがよ

く分からない」とグループ内でつぶやく姿が見られたのはその成果を表していると思う。今後は、本実践

で得られた成果をもとに、合唱以外の活動でも子ども達の「音楽を聴き感じ取る力」と「表現を構築する

力」を育んでいきたい。

聴き感じ取る力を高め、表現を構築する力を育む音楽科の授業

名古屋中学校 井垣智恵

Ⅰ 題材名 日本の音楽に親しもう「六段の調」「さくらさくら」（１年生、５時間完了）

Ⅱ 題材の構想

１ 題材のねらい

本題材では、箏を扱う。箏曲を鑑賞し、箏独自の奏法による音色や、日本独自の調子である平調子、速

度の変化などの音楽の要素や構造の働きから生み出される曲想に気付かせ、「聴き感じ取る力」を育んでい

く。また、全体の課題に対するめあてを設定し、実際に箏を演奏することで、「表現を構築する力」を育ん

でいく。

２ 題材の指導

【表現をつかむ場】では、DVDで箏曲「六段の調」の演奏を鑑賞させ、「ひきいろ」や「割りづめ」などの

奏法を視覚的に見せることで、奏法による音色の変化を捉えさせる。また、音楽の要素や構造の働き、曲

想の変化に着目して聴かせ、学級全体での意見発表を行う。

【表現を構築する場】では、「さくらさくら」を実際に箏で演奏させ、表現を構築する力を育むために、課

題に対するめあてをもたせる。課題を、「日本らしく『さくらさくら』を演奏しよう」と設定し、「音色」

や「速度」や「強弱」を工夫した範奏を聴かせ、「より日本らしくするためには、どんなところに気を付け

ればよいのか」と問いかける。そして、範奏を参考に自らの演奏を振り返り個人のめあてを設定させ、練

習では設定しためあてを意識させる。練習は、グループで行わせ、互いの演奏を聴き合い、基本の奏法や

個人のめあてが達成できているかどうかを伝え合いながら練習を進めさせる。

【表現を振り返る場】では、発表会を行って演奏を聴き合い、めあてが達成することができたかどうかを

振り返らせる。

Ⅲ 実際の指導

【表現をつかむ場】では、映像で箏曲「六段の調」を鑑賞することで、箏独自の奏法に気づき、そこから

生み出される音色の変化に気づくことができた。また、曲の始めの部分では、ゆったりとした速度から生

み出される「間」から、落ち着いた雰囲気や、「和」の感じを聴き感じ取ることができた。
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【表現を構築する場】では、課題を達成するための個人のめあてを設定させるにあたって、教師による範

奏を２回聴かせた。１度目は、基本的な運指と姿勢が概ね理解できたと判断した状態で、指を立てて弦を

力強くはじいた演奏と、指を寝かせて優しくなでるような演奏を聴き比べさせた。これは、子どもたちの

演奏の様子を観察していると、弱々しく弦をなでるように演奏し、響きのある音色が出せていなかったか

らである。２つの演奏を聴き比べ、多くの子どもは、指を立てて力強くはじいた演奏のほうが、箏らしい

音色がすると判断し、「指使いで音色が変わってくるので、指使いに気を付ける」というめあてを設定して

いた。２度目は、子どもたちが響きのある音色が出せるようになってきたと判断した状態で、曲の終わり

の部分の速度をさらに緩めてだんだん弱くした演奏を聴かせた。演奏を聴き、ある子どもは、「一つの音を

弾いてから一息おくくらいで演奏すると、ゆったりして日本らしい感じが出るので、ゆったりした速度に

気を付けて演奏する」というめあてを設定していた。

Ⅳ まとめ

映像で実際に演奏する様子を鑑賞することで、子どもたちは奏法による音色の変化や余韻に気づき、曲

想を聴き感じ取ることができた。また、子どもたちは、全体の課題である「日本らしい『さくらさくら』

を演奏しよう」を達成するために、範奏を参考に「音色」や「速度」や「強弱」を意識した課題に対する

めあてを設定することができた。しかし、少ない時間数の中で、よりよい表現をさせるために、題材の中

で、めあてが達成できたかどうかを振り返り、表現がさらに高まるように他者の意見や範奏を参考にして

めあてを修正する場面を設定するタイミングには、さらなる工夫が必要であると考える。

君も今日からマエストロ―指揮者になって音楽をあやつろう―

指揮者の立場から楽曲を見つめ、表現を深める授業の実践

岡崎中学校 矢崎 佑

１ 目的

音楽科の学びをとおして、自信をもって音楽表現をする子どもを育てるためには、音楽の仕組みを知り、

音楽を生み出したり操ったりすることの楽しさを実感することが大切だと考える。そのためには、音楽を

構成する諸要素のはたらきを表面的な知識として捉えるのではなく、自分自身がそれらのはたらきをどの

ように演奏に生かすことができるのかということまで考えられるように育てていく必要がある。そこで、

そのような姿を表出させるために、子どもが音楽体験をとおして得た気づきや疑問を追究する中で、知識

や技能を習得したり活用したりする学びを繰り返し、一人一人が主体的に音楽活動に取り組むことができ

るようにしたいと考えた。

２ 方法

①生徒の実態をみつめた単元構想

本研究は、中学校第２学年の生徒を対象として行った。本校では、学年間や学年内における学習内容の

つながりを大切にしたカリキュラム構想に取り組んでいる。本単元を構想するに際しては、鑑賞単元を足

がかりとしながら、指揮法や合唱を絡めた表現領域の学習へと発展させることで、７時間の授業数を生み

出した。第２学年の生徒は、楽譜に書かれている記号や音符の意味や読み方など、小学校において学ぶ共

通事項の内容については、一定の理解ができている様子が見られる。それにもかかわらず、実際の演奏に

は楽譜から読みとったことを十分に生かすことができず、画一的な表現にとどまってしまっている実態が

ある。そこで、オーケストラの演奏を鑑賞するなかで、複数の指揮者、オーケストラによる演奏を聴き比

べ、そこから受ける印象の違いがどのような要因によって起きているのかを考えられるようにする。そし

て、そこから学んだことを自分の演奏表現に生かす方法を仲間とかかわり合いながら工夫していくことで、

生徒が主体的に表現しようとする姿を支えていくことができるのではないかと考えた。

②交響曲第５番（「運命」）の鑑賞から表現の多様性に気づく

本単元の導入として、ベートーヴェン作曲の交響曲第５番を学習する。ここでは、楽曲の構成や、オー
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ケストラの楽器、作曲者についてなど、基本的な知識についての学習のみに終始せず、複数の音源（第１

楽章のみ）を聴き比べることに時間をかけた。教師が用意した５つの音源を初めて聴き比べたときには、

それらの演奏の違いを漠然ととらえ、感覚的に演奏の好き嫌いを述べる生徒がほとんどであった。しかし、

なぜ好みの差が生まれるのか、どうして自分はその演奏に魅力を感じたのか、といった視点から、具体的

に理由をあげて仲間に説明しようとした生徒は、次第に強弱やテンポ、音の伸ばし方や強調されている楽

器の音色などさまざまな視点に注目し始めた。「２番目の演奏はテンポが速く、一つ一つの音が鮮明なので、

聴いていて迫力を感じます」という生徒がいれば、同じ演奏に対して「私はその演奏は逆に軽い感じがし

てしまうので、ゆったりと演奏している４番目の方が、力強さや重みがあって好きです」と反応する生徒

もいる。全体的には速いテンポで緊迫感のある演奏を好む生徒と、落ち着いた雰囲気の中に表現の良さを

感じ取った生徒に分かれる傾向が見られた。また、強弱や速度からの印象を理由にあげる子どもが多い中

で、「金管楽器が目立つと力強く感じ、木管楽器が目立つと繊細さを感じる」と言うように、演奏を構成し

ている一つ一つの｢楽器の音｣に注目した生徒もいた。このように、指揮者の違いによって、一つの楽曲で

あってもさまざまな演奏解釈が生まれるということに生徒は少しずつ気づくことができた。そして、表現

方法の違いによって、聴き手が受ける印象も違うということを体験することで、自分が指揮者であったら、

どのような表現方法をめざしたいかということまで考えようとする姿が表れ始めた。

③既習の合唱曲を指揮者の視点から分析する

演奏表現のもつ可能性が幅広いことを実感し始めた生徒は、２年生の初めに練習した「夢の世界を」の

楽譜をあらためて見つめ直すことにした。この楽曲に楽譜上記載されている記号類はそう多くなく、特殊

な指示もされていない。単元を構想した段階での教師のねらいとしては、細かく指示をされていない楽曲

だからこそ、生徒が自分で表現を考え、追究しやすくなるのではないかという意図があった。しかしなが

ら、ここで教師の想定が甘かったことに気づかされる。生徒は、書かれている記号などには注目するが、

結果的に誰が話しをしてもほとんどが「ここはフォルテなので大きく」、「クレシェンドを盛り上げて」と

いうように、同じような指示になってしまい、単元に入る前の生徒の姿（画一的な演奏表現にとどまって

しまっている実態）がそのまま表れてしまった。生徒自身も、鑑賞の授業で学んだことをどのように生か

していけばいいのか悩み、表現を工夫することに行き詰まりを感じている様子が見られた。

④プロの指揮者から学ぶ

指揮者によってさまざまな演奏表現が生まれることには気づいたものの、自分が挑戦しようとすると思

った以上に難しく、追究を進めるためのヒントが欲しいと考えた生徒は、実際にプロとして活躍している

指揮者と出会う機会を得た。緊張をしながらも、指揮者に自分たちの合唱を聴いてもらおうと真剣に歌う

姿が見られた。「きみ、今のサビのところ、どうやって歌ったのかな」と、歌い終わるなり突然指揮者から

質問をされた生徒は、「フォルテと書いてあるので、僕は大きく歌いました」と発言した。すると、さらに

指揮者は続けて「どうしてそこにフォルテが書いてあるのでしょう」と問いかけ、教室がざわめいた。「指

揮者はこうやって、どうして作曲者が楽譜にそういう指示を書いたのか、それによって何を伝えようとし

ているのか、そのようなことを考えながら、楽譜に書かれていないことまで読みとろうとするのです」と

いう言葉に、生徒は驚きながらも、新たな発見をしたようなまなざしで手元の楽譜を見つめる。楽譜に書

かれた指示を守るというだけでなく、なぜ作曲者はそのような指示を出したのか、という発想から楽譜を

見ることの大切さに気づいた生徒は、部分的に楽譜に注目するだけでなく、楽曲全体の流れを考えながら、

表現をつくりあげていく視点を獲得していくきっかけをつかむことができた。

⑤合唱指揮に挑戦

プロの指揮者から学んだことを自らの楽曲分析に生かせるようになった生徒は、仲間と意見を交換し合

ったり、互いの指揮で歌い合って表現を比較したりしながら、それぞれのめざそうとする完成像を思い描

き続けた。そして、表現方法を言葉で仲間に伝えるだけでなく、プロの指揮者が実演してくれたように、

動きだけでも歌い手に指示が伝わるように指揮できるようになりたいと、鏡を見ながら練習したり、指揮

が得意な友だちに自分の指揮を見てもらったりするようになった。そこで、教師からのはたらきかけとし

て、大学生を授業に招き、初めて出会う相手に対して、自分たちの考えてきた表現方法をうまく伝えるこ

とができるか挑戦する機会を設定した。
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短く言葉で指示をした後に、実際に指揮をして大学生に合唱をしてもらう。「全体的にあたたかい雰囲気

にしたいので、やわらかい発音でていねいに歌ってください」と話す生徒や、「ここのフォルテはきつくな

らないように、発音を大切にして言葉を長く歌うような感覚でお願いします」と、具体的に細かい指示を

出す生徒もおり、それぞれが自分の考えをなんとか相手に伝えようと、自分の言葉で考えを表現しようと

する姿が見られた。二人が指揮をし終えたところで、指揮が大好きな女子生徒が「正直に言うと、そこま

で違いは出ないのではないかと考えていたけれど、今の二人の指揮を聴き比べただけでも、特にサビの部

分の印象がかなり違って、二人ともしっかりと自分の考えを歌に表すことができたことがすごいと思いま

した」と感想を話した。表現の違いをはっきりと自覚することができた生徒は、自分も挑戦してみたいと

さらに積極的にアピールをするようになる。授業の最後に立候補した男子生徒は、「僕はとにかくサビをの

びのびと歌ってほしいです。そのためにも、そこに向かうクレシェンドを大切にして、盛り上がったとこ

ろで思い切って歌ってください」というように、あまり細かくはないが、サビを中心とした楽曲全体の流

れを初めに伝えた。彼の指揮による合唱が終わると、「今日の中でいちばんいい合唱だった」と、仲間から

声があがる。大学生からも、「きみの指揮から、どうやって歌ってほしいかということがすごく伝わってき

たよ」と言われ、照れながらも自信もつことができたと話す生徒の姿があった。

３ 検証

強弱記号をはじめとする発想記号の意味について、理解はしていてもそれを演奏表現に効果的に生かす

ことができない実態をふまえ、得た知識を活用する経験が必要であると考えたところから今回の研究は始

まった。そのための手だてとして、鑑賞活動で多くの演奏に耳を傾けることで、聴くときにどこに気をつ

けて聴くのかという視点を明確にすることを考えた。そうすることで、テンポ、リズム、強弱、音色など

といった音楽を構成する諸要素に関連付けた具体的に分析する経験を重ねることができるからである。単

元の前半で取り組んだ｢運命｣の聴き比べでは、同じ楽曲の演奏を比べるということで、テンポや音の長さ

など、具体的な部分の演奏を上げてその違いを説明することができた。その際、仲間の分析の視点を知る

ことで、次に聴くときには自分もそこに注意して聴こうとする姿が見られ、｢確かにこの演奏の方がフェル

マータの伸ばしが長い｣というように今までとは違う部分に気づくことができた。また、この学習経験から

学んだ視点を生かして、合唱曲の楽曲分析の場面では、楽譜に書かれている指示の意味をていねいに調べ

て書き込んだり、なぜそこにその指示があるのかということにまで掘り下げて考えたりする姿が見られた。

単元の中盤に組み込んだプロの指揮者との交流は、その活動をさらに加速させるために効果的なはたらき

であったと考えている。

本単元の学びを通して、子どもは、楽譜に書かれている情報を細かく読み取るだけでなく、｢なぜここは

フォルテなのだろうか｣というように作曲者の意図をくみ取ろうとすることができた。子どもによって理解

度に差が生まれてしまった部分もあり、解釈の内容にも差はあったが、全員が自分で考えた分析を楽譜に

書き込みことはできた。昨年度から合唱指揮の経験を積んできている生徒が、｢今まではなんとなく自分の

感覚で指示していたが、今ではみんなが納得できるようにしっかりと理由も説明できると思う｣と単元のま

とめで書いている。このように音楽の諸要素に関わらせて楽曲を理解する力を育てるために、鑑賞の力と

表現の力の両面からアプローチしていく授業研究を、今後も続けていく価値があると考える。

４ まとめ

本単元をとおして、楽曲の仕組みや、その表現方法について体験をとおして学ぶことで子どもが新たに

音楽の楽しさに気づくことができたことは、一定の成果であると言える。音楽を構成する諸要素の中でも、

楽譜の読み取り方に深くかかわる部分は、知識として教えることが教師にとっては近道であるが、子ども

にとっては理解するまでが難しい。今後も、音楽をとおしてそれらを身につけ、活用できるような教材開

発や教師支援について研究を続けていく。


