
事例 中学校 音楽科 第１学年「日本の歌曲に親しもう」 
テーマ 「生徒が日本の歌曲に親しみをもち、意欲的に表現活動に取り組むことができ

る授業の工夫改善」 
授業改

善のポ

イント 

・ 「日本の歌曲」の学習への導入の工夫 
・ 楽曲への関心を高めたり、音楽的な感受を深めたりする工夫 
・ 表現の高まりを目指すための工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 

 学習状況の把握 

   【評価規準】＜題材レベルで作成＞ 
観点 音楽への関心・ 

意欲・態度 
音楽的な感受や 

表現の工夫  表現の技能 

評

価

規

準 

日本の歌曲の歌詞の内容や

曲想に関心をもち、歌唱表

現に意欲的である。 

歌詞の内容や曲想、言葉の

特性を感じ取り、歌唱表現

を工夫している。 

歌詞の内容や曲想、言葉の

特性を生かして歌唱表現す

るための技能を身に付けて

いる。 
   【把握方法】 

 「音楽への関心・意欲・態度」「音楽的な感受や表現の工夫」について、事

前アンケートで、また「音楽的な感受や表現の工夫」「表現の技能」の能力に

ついては、小学校の既習曲「さくらさくら」の抽出生徒独唱（ソプラノパート、

アルトパート、男声）から調査した。生徒の「日本の歌曲」に対する実態をと

らえた。 

 学習状況の結果と分析 

   【結果】 
「次回は日本の歌曲を学習します」と予定を伝えると、生徒の間に「どうし

てそんなことやるの？」という雰囲気が広がった。その理由を聞くと、「合唱

の方が楽しい」「日本の歌なんて、つまらない」という、日本の歌に対してマ

イナスのイメージが強く感じられた。アンケートによって把握した生徒の実態

は次のとおりである。 
        
   《生徒の日本の歌曲に対する意識調査の結果》（３８人学級） 

 質問内容 生徒の声 
１ 日本の歌というとどんな曲が浮かび

ますか。 
・ 君が代（３０人） 
・ さくらさくら（２４人） 
・ ふるさと（１３人） 
・ 富士山（１人） 
・ 演歌（１人） 

関
心
・
意
欲
・
態
度 

２ 次の日本の歌の中で、楽譜を見なくて

もすべて歌えるものはどれですか。 
・ さくらさくら（２２人） 
・ うさぎ（１６人） 
・ ふるさと（１人） 
・ 赤とんぼ（１人） 



３ 「日本の歌曲」という言葉を聞いたと

き、どんなイメージをもちますか？ 
 

・ 暗い（３５人） 
・ 古い（３１人） 
・ 好きじゃない（３６人） 
・ 年寄りくさい。 
・ 流行おくれ（１２人） 
・ 迫力がない（４人） 
・ おじいさんぽい（１３人）

音
楽
的
な
感
受 ４ 「ふるさと」の歌を聴いて、どんなこ

とを感じましたか？ 
・ おじいさんやおばあさん

が田舎のことや昔のこと

を思い出している。 
・ 山や川がある田舎の歌。 
・ 寂しい。 

 
【分析】 
  上記アンケート結果と独唱の様子、そして昨年度の１年生に日本歌曲の指

導したときの生徒の姿から、３観点にかかわる実態を次のように分析した。 

音楽への関心・意欲・態度 

・ 多くの生徒が日本の歌に日常的に接する機会が少な

いことから、愛唱歌として位置付いておらず、歌そ

のものをあまり知らない。 
・ 日本の音楽に対して暗い、古いなどマイナスイメー

ジを強く感じている。目立つもの、派手なものに反

応しがちな現代に生きる若者にとっては、つまらな

いのであろう。そのイメージが学習に意欲的に取り

組むことできない大きな要因である。 

音楽的な感受や表現の工夫 

・ 旋律を聴いて美しさを感じ取る生徒は多くいるが、

歌詞の背景などから作者の思いを感じ取ったり、曲

のよさを味わったりすることができない。 
・ 関心・意欲・態度ともかかわり、マイナスイメージ

が自分なりに気持ちを込めた表現を工夫する姿を阻

害している。 

表現の技能 

・ 正しい音程で美しく歌う力はある。しかし歌詞の内

容やメロディーのよさを生かし、強弱、テンポのゆ

れなどを考えて表現する力が弱い。 
・ 小学校のときに学習した経験や、日常的な合唱への

取り組みから、きれいな歌声で表現することはでき

る。しかし、歌詞の内容を味わい、それを生かした

表現方法で歌うことがあまりできない。 
                                             

 授業改善へ 

 
 
 



２ 分析に基づく授業改善 
（１） 授業改善の方針 

実態分析から分かるように、ほとんどの生徒が日本の歌曲に対してマイナスの

イメージをもっている。「日本の歌は苦手」「あまり聴いたことがない」「聴いてい

ても、つまらない」という生徒が多い。また、「暗い。寂しい。テンポがゆっくり

していて、つまらない」という気持ちをもつ生徒も多い。 
そういったイメージは、日本の歌曲のよさを追求しようという意欲のなさに直

結する。それは当然のことながら、「音楽的な感受・表現の工夫」「表現の技能」に

もつながっていく。 
この実態を改善するために、「日本の歌曲の奥の深さ」を積極的に感じさせ、興

味・関心を喚起したい。そのためには、ただ曲を聴いたり歌ったりするのではなく、

視覚的に情景をとらえたり、作詞者の生き方を調べたりするなど、生徒の内面に働

きかけることをこれまで以上に大切にし、一人一人の心情に訴えるような手だてを

考えていきたい。 
そういった学習を通して、歌詞の内容や使われている言葉の味わいを感じ取り、

作者の気持ちに共感することによって、多くの生徒が日本の歌曲に対して抱いてい

る「暗い、寂しい、テンポがゆっくりしていてつまらない」を、「暗さや寂しさ、

ゆっくりしたテンポは、実は日本の歌曲が醸し出している情緒の一つであり、それ

は実はよさ、味わいなのだ」という意識に変容させていきたい。つまり、マイナス

イメージの内容の奥にあるものを感じさせることにより、逆にプラスに転化させた

いと考えている。 
（２） 改善の具体的方途と実践 

① 「日本の歌曲」の学習への導入の工夫 
Ａ「日本の音楽に対する意識のゆさぶり」 
自分がアメリカに留学したとします。仲良くなった友達からパーティー等で「日

本の音楽を紹介してほしい」と言われたら、あなたはどうしますか？ 
国際化社会を迎えている現在、将来にわたって海外で活躍したり生活したりす

る生徒も増えるであろう。そのときに、自国の音楽文化について胸を張って答えら

れるようにすることは、音楽科教育の大切な役割の一つである。 
この発問によって、ポップスなどの音楽が氾濫している社会に生きる生徒たち

の意識をまずゆさぶることが有効であると考えた。音楽の時間ではあるが、生き方

の問題として少し時間をかけて意見交流させたい。そして次の B への大切な導入

にしたい。 
Ｂ「日本の歌曲に対する興味・関心のゆさぶり」 
・「しゃぼん玉」の歌は楽しそうな雰囲気だが、どんな背景から作られた曲なの

 だろうか。本当に楽しく明るい気持ちを表現した曲なのだろうか。 
・「赤い靴」の歌にある、女の子が「異人さんに連れられて行っちゃった」とい

 う歌詞は、どんな状況を表しているのだろうか。 
どちらも野口雨情が作詞によるもので、「しゃぼん玉」は、楽しそうな雰囲気を

もちながら、実は娘を亡くした悲しみを込めてつくられた歌、また「赤い靴」は歌

詞のイメージとは違い、外国人の温かい思いが表現された歌曲である。 
日本の歌曲に対しては、前述のように暗い、古い、つまらないといったイメー

ジをもっている生徒が多いが、作詞者の生い立ちや、歌詞に使われている言葉の奥



に、どんな気持ちがこめられているか、その背景を知ることをとおして日本の歌曲

のもつ味わい、奥深さを感じ取らせることにより、マイナスイメージをプラスに転

じさせていきたい。つまり「暗さ、古さ」の奥にあるものを感じさせ、心情をゆさ

ぶり、逆に味わいとして感じ取らせたい。 
 

② 楽曲への関心を高めたり音楽的な感受を深めたりする工夫 
Ｃ「心のイメージの具体化」 
夕焼けを撮った多くの写真それぞれから受けるイメージを交流するとともに、

「赤とんぼ」の歌詞にでてくる夕焼けのイメージをそれらの中から選び、自分

たちの表現に生かす。 
「夕焼け」に対する生徒のイメージは、一人一人の生活経験からさまざまである。

実際に目にしたものもあれば、テレビや映画を通して見たり、写真集で見たりした

夕焼けなど、多くの情景が目に浮かぶはずである。 
そこで、いろいろな夕焼けの写真それぞれから受けるイメージを交流し、その味

わいを感じ取るとともに、「赤とんぼ」を表現するにあたっての夕焼けのイメージを

共有し、表現に生かさせようと考えた。これは「表現の多様性」にも広がっていく

内容である。 
Ｄ「歌に込められた気持ちへの共感」 
歌詞のキーワードから、作者の生い立ちに迫り、心情に訴える。 
「赤とんぼ」の４番に使われている俳句「赤とんぼ 止まっているよ 竿のさき」

は、露風が７歳の時に作ったものである。 
この歌のキーワードである「赤とんぼ」「姐や」「負われて」に着目させ、その言

葉を通して露風の生い立ちを知ることによって、歌詞に込められている心情を知り、

共感し、この歌のよさを自ら味わって表現する意欲につながるのではないかと考え

た。（資料３を使い、露風の生い立ちについて考える。） 
 

③ 表現の高まりを目指すための工夫 
Ｅ「音楽の要素と詩にこめられた感情とのつながりを生かした表現の工夫」 
歌詞にこめられた気持ちの高まりを、視覚的に旋律の抑揚をつかむことができ

る楽譜の提示により感じ取りながら表現させる。 
音楽的な要素から曲にこめられた「昔を懐かしむ気持ち」を感じ取らせたい。そ

のために、生徒に次のような楽譜を提示し、楽譜の旋律線を見ながら範唱ＣＤを聴

かせて感想を交流させる中で、表現の多様さなど、日本の音楽を表現することの魅

力を感じ取らせたい。 
 

 
 
 
 
 
 

旋律がフレーズの真ん中にむけて高まっていくことに気付くとともに、その旋律

の抑揚と、強弱の変化によって、「昔を懐かしむ気持ち」「悲しさ・寂しさ」の高ま

とらえさせたい感情の高まり

テンポのゆれ 



りが感じられる姿を目指したい。 
このような楽譜を提示し、旋律の抑揚にともなう強弱や速度の変化を視覚的にと

らえることによって、露風の気持ちを表現することの喜びを感じ取らせることがで

きるのではないかと考えている。また、２小節目から３小節目の移り変わりの部分

におけるテンポのゆれは、感情の変化を生かした表現の工夫にも結び付けていくこ

とができる。 
 
３ 授業改善の成果 
 ①「日本の音楽」の学習への導入における改善の成果 

 
A「日本の音楽に対する意識のゆさぶり」 
B「日本の歌曲に対する興味・関心のゆさぶり」 

・何を紹介していいか分からない、見当がつかない。 
・無理に考えようとしても、例えば「歌舞伎」や「能」などの言葉だけは知

っていても、内容はさっぱり分からないし、実際に見たことも聞いたこと

もない。 
 A に関しては、こんな内容の生徒の発言が続いた。それによって「日本人なのに自

分の国の音楽文化について分かっていない」という事実を認識し、そしてそういった

意見が相次ぐ中で「これは本当はおかしなことだ」という意識を共有することができ

た。 
 それに続いて「しゃぼん玉」「赤い靴」の歌詞を提示し、全員で読んだ上で感想を交

流する中で、歌曲のできた背景について語った。 
 そこでは「これまではただ、何となく歌っていた曲。昔、聴いたことがある曲とし

か思っていなかった。」という感想がほとんどで、特に「しゃぼん玉」の歌は自分がも

っていたイメージとのあまりの違いへの驚きが広がった。 
 「楽しい歌だと思っていたけど、歌詞にそんな過去のつらさや、娘に対する気持ち

がこめられている。心からのメッセージだ」という感想をもち、日本の歌曲に対する

意識の変化や、その味わいに魅力を感じることへつながっていった。 
 Ａ、Ｂのゆさぶりによって、中学生という発達段階にある生徒たちの心と意識に一

石を投じることができた。 
②楽曲への関心を高めたり、音楽的な感受を深めたりするための改善の成果 

Ｃ「心のイメージの具体化」 D「歌に込められた気持ちへの共感」 
これらの手だてにより、次に示すようにいろいろな角度から日本歌曲の表現のよさ

を感じ取る生徒の姿が見られた。 
【主に歌詞の内容から楽曲のよさを感じとっている生徒の感想】 
・ 私は、前にも赤とんぼを聴いたことがあるけど、赤とんぼや他の歌にもいろいろ

な意味や思いが込められているんだなと思いました。お母さんに育ててもらえな

かったなんてかわいそうだし、赤とんぼは悲しくて寂しい感じの歌だと思いまし

た。それがすごく伝わってくる気がしました。（Ａ子） 
・ 最初は普通の曲だと思っていたけど、詩の内容を考えながら何回も聴くと、露風

がお母さんやお父さんと前みたいに暮らしたいんだと思う気持ちや、姐をまるで

お母さんみたいに大切に思う気持ちが伝わってきた。（Ｂ男） 
【主に歌詞の内容から、イメージを膨らましている生徒の感想】 



・ この曲を聴くと、田舎の山々を赤く染める夕焼けが思い浮かんできます。また、

露風がそこに寂しそうにポツンと立っている姿が浮かんできます。あと、自分の

うれしかった思い出、悲しかった思い出など心に残ったことを歌にするとすごく

意味深い歌ができるんだなあと感じました。（Ｃ子） 
【歌詞の内容とともに音楽の要素などから楽曲のよさを感じとっている生徒の感想】

・ ゆっくりと流れるような旋律と歌詞に使われている言葉から、悲しいけれど、美

しい、そんな感じがしました。じっくり聴くと、この曲の歌詞が、露風が思い出

にひたりながら書いたということがよくわかります。きっと、露風は夕焼けの中

で赤とんぼを見たとき、少しの間だろうけど、幸せだったんじゃないかなあと思

いました。大人になっても覚えている思い出だからです。（D 子）       

・ テンポがゆったりしていて、しみじみした感じがする曲でした。音程が高くなる

につれて、母を慕う悲しいという気持ちが高まっていくようでした。ひとつひと

つの歌が終わるときに、余韻みたいなものがあり、昔を懐かしんでいる感じが出

ていました。（Ｅ男） 
Ａ子、Ｂ男は主人公に共感しながら悲しい雰囲気を味わっている。Ｃ子は、イメー

ジを膨らませながら、歌に人の気持ちや生き方が表現されていることに気づいている。

Ｄ子は、旋律と歌詞との調和をとらえ、日本の音楽に対するマイナスのイメージ（悲

しさ、寂しさ、古くささ）から、「美しい」という魅力ある歌へと意識が変化してい

る。Ｅ子は、表現の工夫につながる音楽の要素を感じ取って曲のよさを味わっている。 
この実践を通して、以前に比べ日本の歌曲に魅力を感じたり、興味をもったりして、

いろいろな観点からその味わいを感じ取ることができる生徒が増加した。「日本の歌

曲に対する意識」が変容してきていることが分かる。 
 

③表現技能へのアプローチの改善の成果 
Ｅ「音楽の要素と詩にこめられた感情とのつながりを生かした表現の工夫」 
露風の気持ちを伝えるために、旋律の抑揚による強弱の変化を感じ取りながら、テ

ンポのゆれを生かした表現を工夫する学習の中で、次のような内容の工夫に意欲的に

取り組む生徒の姿が見られた。 
【旋律の抑揚にかかわって】   
夕焼けのしみじみとした雰囲気を出しつつも、なつかしさ・寂しさが伝わるよ

うに「♪ゆうやけこやけの赤とんぼ」の旋律線に合わせて盛り上げて歌う。 
【語感による特性にかかわって】 
「♪やまのはたけの」「♪ゆうやけー」など、歌い始めの出だしの音を、たっぷ

りの息を使って、語りかけるように気持ちをこめて歌う。 
【フレーズの終わりのまとめ方にかかわって】 
「♪まぼろしかー」「♪いつのひかー」などでは、「記憶がはっきりしていない

ような、柔らかい感じ」を表すためにも、速度を遅くしたり、声が消えていく

ような感じで弱くして歌ったりする。 
今回の授業実践を振り返ると、ふだんあまり考えたことのなかった「自分の国の音

楽」についての「ゆさぶり」を受けた生徒たちが、日本の歌の特徴や歌のできた背景、

作者の思いなどを心で感じ取りながら表現の学習に取り組んだことで、「暗い歌、古

い歌」というイメージから「さまざまな心情が込められた魅力がある歌」に転じてい

くきっかけにすることができたと考える。 



そしてそれが表現の追求をするエネルギーとなり、これまでの学習ではあまり見ら

れなかった、旋律と歌詞との調和を生かした表現や、強弱・速度の変化などの表現の

工夫にも結び付いていった。 
 


