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事 例 小学校 音楽科 第５学年 「曲の気分をとらえて」

テーマ 「表現の能力を一人一人に確実に身に付けるための題材構成と授業展開の工夫改善」

授業改善の ・教材で付けたい力を焦点化し、教材ごとの関連を明確にした題材構成の工夫

ポイント ・教材で付けたい力に即して自己評価や相互評価するための評価の場や方法の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】<題材レベルで記載>

ウ 表現の技能 エ 鑑賞の能力
ア 音楽への関心・意 イ 音楽的な感受や

欲・態度 表現の工夫

評 音の重なり合う美しさ 曲想を感じ取って旋 響きのある合唱をした 歌声や楽器の重なり合

価 を求め、進んで活動し 律や伴奏を生かす表 り、楽器の特徴を生か う美しさを味わって聴

規 ようとしている。 現の工夫をしてい した演奏をしたりする いている。

準 る。 技能が身に付いている。

【把握方法】

１学期に扱った題材「音を重ねて」における児童の学習の様子及び学習プリントに記載された内容

を中心に、取り上げた５つの曲それぞれの学習状況及び題材の学習全体をとおして身に付けようとし

た力の定着度を、音楽科の４つの観点のかかわり合いを踏まえながら捉えようとした。

学習状況の結果と分析

題材「音を重ねて」で、各教材において行った学習の内容と児童の姿は次のようであった。

教材名 学習内容 児童の姿

いつでもあの海は ・主旋律の流れや曲想を感じ取って歌 ・ア・イ・ウ それぞれの歌い方を流

う。 れる波の様子の変化（押し寄せる

・曲想を感じてア・イ・ウ それぞれ 波・重なりあう波）で表現を工夫

の歌い方を工夫する。 する姿がみられた。

山のひつじかい ・３拍子の拍の流れに乗って、階名唱 ・正しくリコーダー演奏ができるよ

をしたり、主旋律をリコーダーで演 うにどの児童も意欲的に学習に取

奏したりする。 り組むことができた。

・低音のパートを加え音量のバランス ・低音パートの響きを意識しながら

を工夫しながら、演奏する。 演奏することができた。

静かにねむれ ・リズムや音量のバランスを工夫し ・主旋律と伴奏のバランスを考えて

て、歌に合う和音伴奏を工夫する。 演奏しようとする姿がみられた。

・和音と低音のパートを演奏したり、 ・主旋律に合う伴奏を選んで演奏す

主旋律と合わせて演奏したりする。 ることができた。
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それは地球 ・和音の重なりを理解したり、和音の ・３声の響きの違いを理解すること

響きの変化を感じ取ったりして歌 ができた。

う。 ・正しい音程で歌い、和音の響きを

表現することができた。

威風堂々 ・曲想を感じ取って聴き、主旋律をリ ・運指に気を付けながら、正しく演

。コーダーで演奏する。 奏しようと取り組むことができた

１学期の授業全体をとおして、児童は音楽の授業にどんな内容についても大変意欲的に取り組んでい

た。しかしそれが音楽的な感受や表現の工夫・表現の技能の高まりになかなか結び付けていくことがで

きていない、という印象をもっていた。

本題材「音を重ねて」の学習においても、児童は意欲的に楽しく学習に取り組み、振り返りノートに

も「一生懸命歌えた 「がんばってできた」といった、意欲的に学習活動に取り組んだ足跡を示す感想」

が多くみられた。しかし、教師が意図した音楽的な内容、例えば「それは地球」における「和音の響き

の変化」については、授業の中ではその違いを理解し、美しさを感じ取れた発言がみられても、学習プ

リントの中で、音楽の美しさや表現の豊かさにかかわる言葉を使って振り返ることがなかなかできてい

なかった。

つまり、上記の表に示したように、一つ一つの教材における学習のそれぞれの場面では曲のよさを追

求することができ、表現の高まりにもつながっているのだが 「題材として」これらの教材をとおして、

身に付けた音楽的な力、本題材でいえば「音の重なりに対する感受力の高まり」を児童の姿からは感じ

取ることができなかった。

このことは、題材構成の形をとっていながら、実際には楽曲の表現を仕上げることに目がいき、その

曲を通してどのような力を付けたいかが明確になっていなかったことを示している。これは「教材のよ

」「 」 。さを表現することを通して 教材群で学ぶ という音楽科の特性から陥りやすい状況であると言える

音楽的な感受や表現を工夫する力・表現の技能を身に付けるためには、題材のねらいを明確にし、一

つ一つの教材で何を身に付けていくのかを明確にして指導を進めることが重要であり、そのためには題

材構成の工夫が不可欠であるととらえた。

また、児童が主体的に活動する学習場面において、次のような児童の姿が見られた。

「それは地球 （グループ学習）」

ねらい：和音の変化を感じ取りながら、響きのある声で三部合唱することができる。

（実態 ・音の重なりを十分に感じ取りながら練習することができていないために、ただ自分の）

パートを歌うだけになり、表現の高まりにつながらなかった。

・それぞれのグループの活動が曖昧でグループ同士の高まり合いがなかった。

これも前記の内容と同じように、児童のグループ活動が「曲を仕上げること」に意識がいきがちであ

ることを示している。教師が題材を貫く音楽の要素を十分に吟味し、その視点を大切にした指導を展開

することによって、グループ活動も充実していくと考えた。
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授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

それぞれの教材による学習をとおして学んだ内容が、自然に次の教材の学習に生きてつながっていく。

そんな題材指導計画を工夫改善する。それによって、身に付けたい力の一層の明確化と定着を図り、一人

一人の表現力を高める。

（２）改善の具体的方途と実践

①題材のねらいに迫るための教材を生かした題材構成の工夫

従前の題材指導計画 改善した指導計画

１ 冬げしき：曲想を感じ取って主旋律や低 １ 秋にさよなら：短調と長調の違いを感じ

、 。声部の歌い方を工夫する 。 取り 短調の雰囲気を生かしながら歌う

＊１

２ 冬げしき：歌詞の表す情景を想像して、 ２ 気球よぼくらのゆめをのせて：８分の６

。二部合唱の表現を工夫する。 拍子の特徴を感じ取って表現を工夫する

＊２

３ 走れメロス：物語のあらすじを知り、場 ３ 気球よぼくらのゆめをのせて：拍子を感

面の様子を思い浮かべながら歌ったり朗 じ取って歌ったり、歌詞から情景を想像

読したりする。 したりして歌う。

４ 走れメロス：朗読や歌詞から各場面を生 ４ 冬げしき：歌詞の内容を理解し、情景を

かした表現を工夫する。 思い浮かべながら歌う。

５ 走れメロス：場面に合う音や音楽を作っ ５ 朝の気分：曲想を感じ取りながらオーケ

て、物語全体の表現を工夫する。 ストラの楽器の音色の役割や美しさを味

わって聴く。 ＊３

６ 秋にさよなら：擬音語を生かした歌い方 ６ 冬げしき：曲想を生かした表情豊かな歌

を工夫する。長調と短調の違いを感じ取 い方を声の出し方や強弱のつけ方を工夫

る。 する。

７ 秋にさよなら：長調の違いを感じ取って ７ 走れメロス：物語の内容を理解し、イメ

歌い方に生かしたり、旋律づくりをした ージを膨らませながら主旋律を歌う。

りする。

８ 気球よぼくらのゆめをのせて：８分の６ ８ 走れメロス：３つの場面の情景やメロス

、拍子の特徴を感じ取って、聴いたり、歌 ９ の気持ちを簡単な旋律やリズムをつくり

ったりする。 楽器を選んで表現する。 ＊４

。 、９ 朝の気分：曲想を感じ取って音楽を聴く 走れメロス：グループの表現を聴き合い10

気球よぼくらのゆめをのせて：拍子を感 音楽表現のよさを見付け、自分たちの表

じ取って歌ったり、歌詞から情景を想像 現に取り入れながら音楽物語を完成させ

したりして二部合唱を工夫する。 る。

朝の気分：オーケストラの楽器の音色や10

響きの美しさを味わって聴く。
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ここに示したように、一つ一つの教材が次の学習へとつながり、学習したことが次の学習に生かされた

り、さらに高まっていくような構成の工夫を考えた。

、 、 。従前の題材指導計画は 教科書の構成にのっとったもので 一般に広く取り入れられているものである

、 、「 」 『 』 、今回 児童の実態を踏まえて つくって表現する教材 である 走れメロス を題材の最後に位置付け

「曲の気分をとらえて」にかかわってそれぞれの教材の学習で身に付けた力を、総合的に発揮できるよう

に工夫した。具体的には下記のとおりりである。

【各教材で付けたい力の明確化】

曲の気分をとらえて表現をすることができるようにするために、題材のはじめに『調性による表現の違

い （秋にさよなら 『拍子による表現の違い （気球よ ぼくらのゆめをのせて 『歌詞の内容による』 ）、 』 ）、

表現の違い （冬げしき 『楽器の音色による表現の違い （朝の気分）の学習を位置付けた。その後、』 ）、 』

それらの学習を生かし音楽物語の効果音や を創作する場（走れメロス）を位置付けることで曲の気BGM

分を生かした表現が十分にできるのではないかと考えた。また、一つ一つの教材で付けたい力を題材のね

らいに即しながら明確にするために次のことを改善した。

【改善における配慮事項】

＊１：擬音語の歌い方と長調・短調の違いの二つではなく、調性の違いの感受のみに焦点化した。

＊２：二部合唱をやめて、主旋律唱のみにし、８分の６拍子の流れに乗ることに重点を置いた。

＊３：冬げしきの情景の変化を表現するために、学習の中に「朝の気分」の鑑賞を取り入れ、楽器の音

色の違いによって情景の変化を表すことができることに気付けるようにした。

＊４：二時間続きの創作活動の時間を位置付けることで、児童の意識のつながりがもてるようにした。

②題材で身に付けたい力の定着を目指したグループ学習の工夫

【従前のグループ学習】 （題材名：音の重なり 教材名：それは地球）

児童の学習活動 教師の支援

・２つのグループに分かれ，和音の重なり ・ただ繰り返し歌っているだけのグループに対して

を感じながら練習する。 「うまく響き合っていましたか 「声の響きはそろ」

っていましたか」と問いかけたり，最後の音をのば

して「和音のひびきを感じ取ってごらん」と声かけ

をすることで，自分たちの響きがそろっているか耳

で感じ取ろうと意識できるようにする。

・評価カードを用いることで３声の響きについて聴き

・グループの練習を聴き合って音の重なり 合えるようにする。

による響きがそろっているかどうか評価

し合う。
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要因の分析

・ その場で表現した音は消えていくため、学び合うポイントが曖昧になる。全体

を通した練習を何度も積み重ねるために、なかなか焦点化できない。

・ 「上手に歌えるようになる」ことがどうしても目的化してしまい、題材で身に

付けたい力に結び付いていかない。結局、常に「正しい音程・リズムで歌える」

ことを目指すことになってしまう。

そこで，次のようなグループ練習・グループ交流の場で評価の方法を工夫して取り組むことにした。

【改善したグループ学習】

児童の学習活動 教師の支援

・課題化をする場面で、今日のねらいを焦点化して示

す。

・１段目の表現の工夫について、全体で交流しながら

まとめることで、どのような工夫があるのか活動に

グループ学習 見通しをもつことができるようにする。

・２段目以降の表現の工夫を拡大楽譜に書

き込む。

・聴き役をつくり、聴き役はいくつか示さ

れた表現の工夫の中から評価する。

うまくできていたら シールを、十分に青

できていなければ シールをその観点の赤

そばに順に貼っていく。

・音楽的な言葉や実際の表現で話し合いを ・シールの並び具合から、 シールばかりが並んでい赤

進めていく。 るところについては、どうなるとできるようになる

のか具体的な言葉や歌って示すことで見通しをもっ

グループ交流・・・グループ練習の成果を た学習ができるようにする。

グループごとに発表し，相互に評価し合う

場を位置付ける。

・グループ活動で特に意識して取り組んだ ・グループ学習で活用した拡大楽譜を示すことで，相

ところやなかなかうまくできなかったと 手のグループの評価シールによってどこに気を付け

ころについて説明をしてからグループ発 て聴けばよいのか理解して臨めるようにする。

表を行う。

・聴く側は、相手のグループの評価の観点

を意識しながら聴き、評価する。

問題点児童の実態からみた

●グループのリーダーがうまく指示をして進められない。

●ただ歌って、気付いたこと（姿勢や声の大きさ）を評価するだけ

で音楽的な評価できず，技能の高まりが見られない。

●それぞれが違う観点で進め、グループ同士の高まり合いがない。
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ここでは、曲想を生かした歌い方を工夫して表現する学習において，拡大楽譜を用いて相互評価をしなが

らグループ学習を進める活動を位置付けた。

グループ活動のなかで，まず，拡大楽譜の中に自分たちが願う表現（歌い方の工夫）を書き込み，聴き役

がその歌い方の工夫がうまく表現できていたと評価したら青いシール，不十分だったと評価したら赤いシー

ルを拡大楽譜の評価欄の中に貼って示していくという活動を取り入れた。これを活用して互いの評価を示し

合いながら、グループ学習を進めていくことで、評価の観点や内容が明確になり、子どもたちの聴く耳を育

てることにもつながると考えた。

写真省略

（掲示された「気球よ ぼくらのゆめをの

せて」の拡大楽譜の写真。赤と青のシール

が貼られている ）。



- 7 -

３ 授業改善後の成果

①題材構成の工夫

♪「走れメロス」

４つの教材でつけた力を生かし、
物語の様子を想像しながら音楽表現を工夫する

・恐怖が迫ってくる場面を３拍子で表現するといいのではないか

（拍子の工夫）

・王に捕らわれた悔しさや悲しみは短調のメロディでゆっくり表現しよう

（調性の工夫）

・川の氾濫や山賊の襲撃を打楽器でたたき方を工夫しながら表現しよう

（楽器の音色の工夫）

・悲しい場面は暗く、うれしい場面は明るく、歌い方を工夫して表現しよう

（歌詞表現の工夫）

・最後の場面は明るく堂々とした雰囲気になるように工夫しよう

（調性・拍子・楽器の音色）

【各教材でめざす児童の意識】

調性の違いで 拍子の違いで 歌詞の違いで 楽器の音色の違いで

悲しい感じや なめらかな感じや 明るい様子や 場面の様子を

うれしい感じが はずんだ感じが 暗い様子が 工夫しながら

表現できるなあ 表現できるなあ 表現できるなあ 表現できるなあ

【各教材と焦点化・具体化した付けたい力】

「 」（ ）♪「秋にさよなら」
♪「気球よぼくらの

♪「冬げしき」 ♪ 朝の気分 鑑賞
ゆめをのせて」

長調と短調の違いを 拍子の違いを 歌詞の表す情景の違い 楽器の音色の違いによ

歌い方に生かす 歌い方に生かす を歌い方に生かす る表現の工夫を知る
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「走れメロス」を、それまでに学んだことを総合的に生かす教材として位置付けるように題材構成を工夫

したことにより 前ページ 上半分 に示したような内容に結び付けることができた 調性 ・ 拍子 ・ 歌、 （ ） 。『 』『 』『

詞 ・ 楽器の音色』の違いによって表現や味わいが変わってくることの学習は、創作意欲だけでなく、何』『

をどのように工夫すればよいのかの理解につながり 「曲の気分をとらえて」という題材のもとにすべての、

教材が密接にかかわりあう結果となった。

実際の授業の中では、次のような児童の姿がみられた。

場 面 楽 器 工 夫 児童の様子

はじめの朗読 キーボード 弱い音で主旋律（短調）をゆっくりと 「ゆっくりと暗い感じで弾いて」

演奏し、暗い感じを工夫する。 「もっと小さい音の方がいいよ」

（ＢＧＭ）

山賊に襲われ 大太鼓 打楽器を強くたたくことで、恐ろしさ 「大太鼓で大きく怖い感じにしよ

る場面 ティンパニー が表現できるように工夫する。 う」

「ティンパニーでダダダダってや

るといいよ」

３番 歌 ２番の歌い方に比べ、友を助けること 「ここは、明るい感じで歌った方

ができた喜びを表現できるように歌い がいいんじゃないかな」

方を工夫する。

②題材で身に付けたい力の定着を目指したグループ学習の工夫

拡大楽譜の中にグループで話し合いながら、どのように歌いたいかを書き込むことで，自分たちの願う表

現が明確になり，その願いに向けて表現練習をくり返し行う姿がみられた。また表現が不十分なところに赤

いシールを貼ることにより，次に練習するときはその部分を特に意識して歌えばよいということが誰にもよ

く分かり，グループの仲間全体がそこにこだわりながら，練習が進めることができた。

さらに，赤いシールばかりだったところにみんなでこだわり練習したことで、うまくできるようになった

ことが次への意欲につながり，よりよい表現ができるように主体的に取り組むことができた。

また、聴き役は，歌い方の工夫が表現できているか仲間の演奏を評価しなければならない。そこで，自分

たちの願う歌い方が確実に理解でき，それを判断する力が必要となってくるが、この学習活動を繰り返し行

ったことで，児童に“音を聴く”力が育ってきた。特に本時では、仲間の歌った表現が「気球が本当に飛ん

でいるようになめらかな歌い方だったのか 「一音一音がうまくつながって歌えていたのか」という観点」、

について積極的に聴き、的確に評価する姿につながった。


