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事例 中学校 音楽科 第２学年「郷土の音楽に親しもう」 

テーマ 「『古くさい』という意識をもつ音楽」から「魅力的な音楽」へ  

    「民謡」に対する生徒の意識を変える指導計画の工夫改善 

授業改善

のポイン

ト 

・ 本物に接することで「民謡の魅力」を体感させる、ゲストティーチャーの活用 

・ 一つの教材を総合的に学ぶことによる学習意欲の継続と表現力の高まり 

（学んだことを発表する場の設定） 

 

１ 学習状況の把握と分析 

  学習状況の把握  

   【題材の評価規準】<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 鑑賞の能力 

評

価

規

準 

・ 郷土の音楽の特徴

をとらえることに

意欲的である。 

・ 郷土の音楽を演奏

することに意欲的

である。 

・ 郷土の音楽について

旋律、リズム、こぶ

しや楽器の演奏法等

の特徴を知覚してい

る。 

・ 郷土の音楽の特徴を

生かした表現をしよ

うと工夫している。 

・ 郷土の音楽の

特徴を表現す

る歌唱や器楽

の技能を身に

付けている。 

 

・ 郷土の音楽を特

徴付けている要

素を感じ取りな

がら地域の文化

と曲のよさを味

わっている。 

 

       【把握方法】 

    「音楽への関心・意欲・態度」「音楽的な感受、表現の工夫」についてはアンケート、「鑑

賞の能力」については「岐阜県の民謡」40 曲の音の聞き取り調査を事前に実施し、生徒の民

謡にかかわる実態をとらえた。（「表現」にはこれまでの実践の中では行ってきていない。） 

  学習状況の結果と分析  

    【結果】 

     これまでも中学２年生の２学期に「民謡」の学習を行ってきたが、生徒の学ぶ意欲は大変      

低いというのが現状である。生徒がふだんの生活の中で好んで聴く音楽と「民謡」のリズム

や音階、テンポなどがかけ離れており、アンケートを見ても「古くさい」「みんな同じに聞

こえる」「単調な感じ」「ゆっくりな曲が多い」「年を取った人の音楽という感じがする」と

いう回答が大変多かった。 

     これは、音楽の授業で考えてみると、授業時数が少なくなったことに伴って、民謡などを

じっくり時間をかけて取り扱ってきていないこと、またそれもあって「鑑賞するだけ」の授
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業になりがちであることがその要因であるととらえられる。（その奥には我が国の音楽が大

切にされてきていない、という社会環境もある。） 

                      学習前のアンケートで驚いたことは「『民      

謡』と言う言葉からどんなことをイメージする      

か」という問いに対して、「民謡という言葉を知

らない」と答えた生徒が 50 人中 17 人も存在し

たことである。 

                                                 最近は盆踊りに参加する生徒も減り、中学生

になってからは「参加しても踊ってもいない」

という生徒がほとんどで、民謡を耳にする場面

さえも減っていること、家族にも民謡を好んで

聴いたり演奏したりする人がいないこともその

原因として考えられる。 

      したがって民謡に対する知識もないので、興味もわかない、あまり聴かないから、「古く     

さい」等という固定観念にとらわれてあえて気にとめない、という悪循環に陥っているこ

とがうかがえる。 

      また、岐阜県の民謡を 40 曲聴かせ、それぞれについて「耳にしたことがあるかどうか」

を調べてみると、「郡上かわさき」が 50 人中 25 人、「郡上春駒」が 23 人、「土岐音頭」が

15 人、教科書にのっている「おばば」は 2 人という実態であった。誰も聴いたことがない

曲は 14 曲あり、聴いてみての感想では「ほとんど同じような曲想で、聴いたことがあるの

かないのかさえも、よく分からなくなってくる感じだった。」「退屈な感じがした」等の内

容が多く見られた。 

      総合的に考えると、郷土の音楽についてあまり取り上げてこなかった、取り上げても表

面的な鑑賞に終わっていたという音楽科の指導の実態と、現在の社会の中で生徒たちが置

かれている音楽的・社会的環境とが相まって、郷土の音楽に対する興味・関心そのものを

喚起させることができていない、ということが言える。 

  授業改善へ  

 

２ 分析に基づく授業改善 

(1) 授業改善の方針 

   先にも述べたように「民謡」の学習はこれまで 2 年生に位置付けてはきたが、内容的には鑑賞

中心の学習で終わっている実態にあった。しかし近年、必修となった和楽器の学習に取り組む生

徒の姿からは、実は生徒は日本の音楽に対する興味・関心を潜在的にもっていることを実感する

ことができる。「民謡」の学習についても現状の時間数のままで、授業改善によって生徒の興味・
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関心を高めることができると考えた。 

   学習指導要領の「指導計画の作成上の配慮事項」に、『「A 表現」および「B 鑑賞」相互の関連を

図るように…』とあるが、それを踏まえ、郷土の音楽についてもこれまでのような「聴く」だけ

の活動ではなく、「表現すること」を加えて、総合的にその楽しさを味わわせようと考えた。そし

てそれによる表現の技能の高まりが、生徒の興味・関心をさらに広げていくことにもつながると

考えたのである。 

   自分の住んでいる地域の音楽でなくても、日本の伝統的な「民謡」がなぜ歌い継がれてきてい

るのかを考えること、また、地域の保存会などで大切に次世代につないでいこうとしている人々

の思いを感じ取ることは大切なことである。 

   そのために、日本の伝統的な民謡を歌ってみることで、また実際に継承しておられる方々の演

奏を生で聴いたり直接指導を受けることで、旋律の抑揚、リズムや独特の響きを体感させ、民謡

の背景にあるもの、人々が歌ったり踊ったりして楽しむ気持ちや雰囲気などを感じさせたり味わ

わせたりすることによって、「民謡＝古くさい音楽」という固定概念を払拭させることができると

考えた。 

   なおこういった音楽科の学習は、一人一人の生徒が次世代を担う国際人として、日本の文化や

伝統についての知識を深め、日本人としての誇りをもつことにつながるものである。 

 

(2) 改善の具体的方途と実践 

 ①本物に接することで「民謡の魅力」を体感させるゲストティーチャーの活用 

   従来の学習では資料として手軽に扱える CD や LD、ビデオの視聴を取り入れていた。探して  

みると民謡の CD は多く市販されており、今や 100 円ショップでも手に入る時代である。 

   しかし生徒が家で好んで民謡を聴くことはない。そこで聴くだけの体験から「目の前で実際に

表現を鑑賞し、そこに醸し出される雰囲気とともに総合的にその味わいを感じ取らせる」、そんな

学習活動を位置付けようと考えた。 

   またこれは教師の専門性の面から考えても有効なことである。自分も三味線や箏を学んでいる

が、練習をすればするほど、邦楽と洋楽の違いが明らかになり、西洋音楽を中心に学んできた自

分には、まだまだ知識も技量も足りないことを実感させられる。多くの音楽教師も同じ状況にあ

るに違いない。やはりここは専門性の高いゲストティーチャーの導入を考え、自分自身が研修に

よって高まるという面からもぜひ必要である。 

   今回取り上げた教材は、岐阜県の代表的な祭である「郡上踊り」から「かわさき」である。初

めての「民謡の表現」への取り組みであるので、生徒が比較的よく親しんでいる民謡を教材とし

て位置付けた。（そのため、講師には、地元からはかなり離れた、郡上市から来ていただくことに

なった）。 

  ※それぞれの地域に優れた郷土の音楽があることを考えたとき、地元で音楽文化の伝承に携わっ
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ておられる方々をゲストティーチャーに招くことによって、学校と地域が一体となった教育の

推進にも直結する。本実践では岐阜県の代表的な民謡である「郡上おどり」を取り上げている

が、各地域に伝わるものがあれば積極的に導入したい。 

 ②一つの教材を総合的に学ぶ～学習意欲の継続と表現力・感受力の高まりへ 

   従来は２時間計画で民謡の学習を行ってきた。音楽の授業数が少なくなっているため、これ以

上、民謡の学習に多くの時間をあてることは年間計画のバランスから見て難しい。 

   また教材については、次の表の左に示した教材を、音楽の要素などを関連させながら鑑賞させ

てきた。日本各地を代表する教材（教科書教材）について、映像資料や楽譜等の資料も用意しな

がら、興味・関心がもてるような学習活動を展開した上で、郷土の民謡として「おばば」を鑑賞

し、自分たちも歌ってみるという学習を展開していた。 

従来の教材「郷土の音楽」２時間 新しい教材「郷土の音楽」２時間 

「草津節」（仕事歌）【鑑賞】CD 

「谷茶前」（踊り歌）【鑑賞】CD 

「もっこ」（祝い歌）【鑑賞】CD 

「大漁節」（子もり歌）【鑑賞】CD 

「おばば」（岐阜の代表的な民謡として 

 歌う）【表現】【鑑賞】 

 

「郡上かわさき」【鑑賞】保存会【表現】 

 （歌、太鼓、踊り） 

「郡上春駒」【鑑賞】保存会【表現】（踊り） 

 ※岐阜県の民謡 40 曲【鑑賞】 

  これからの音楽の時間にミニ鑑賞を積み重

ねる。 

   今回は、前述のように「郡上節」に楽曲を絞った。そして「かわさき」の演奏には、歌唱のみ

でなく楽器も複数加わることから、生徒が音程をつかみやすいこと、リズムに乗りやすいこと、

歌と楽器のうち、自分に合った方を選択してできること、２時間でほぼ習得が可能であること等

教材として適していると考えた。 

   さらにゲストティーチャーによる模範演奏は、まさに「本物の鑑賞」でもあり、今回の学習で

は、表にあるように「郡上春駒」についても演奏いただくことによって、生の素晴らしさを鑑賞

できるようにした。 

    これまで、民謡の魅力を実感するまでにはいたっていなかった生徒たちが、今回の学習で歌、

楽器、さらに踊りも含めた総合的な表現に取り組むことで、「お祭りなど非日常の場面で演奏され

る特殊な文化」という意識ではなく、自分たちが継承していくべき、大切な音楽文化としての魅

力を感じられる姿を目指したのである。 

   なお現段階では実践が終了していないが、民謡の学習をきっかけにして、これ以降の音楽授業

の最初か最後の数分間を活用して「岐阜県に伝わる民謡 40 曲」のミニ鑑賞を位置付けることによ

って、今回の学習で高まった興味・関心を継続していきたいと考えている。 

 ③学んだことを仲間や地域の方々に発表し、ともに楽しむ場の設定（今回は音楽の時間外に設定） 

   本来、踊りが伴っている民謡は、人々が集まり、互いに自己表現しながら楽しむ場で表現され
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  太鼓の指導（武道場） 

る価値ある文化の一つである。授業の中で、生の演奏を鑑賞したりしながら、歌唱表現や器楽表

現に取り組み、さらに踊りまで加えて作品化したものを、音楽科の授業の中の限られた人数の生

徒だけの作品として、いわば身内のものとして終えてしまうことは、真の楽しさ、美しさ、魅力

に迫ることにつながらないのではないかと考えた。 

   そこで今回は、２時間続きの音楽の授業（第３・４時限）のあとに、全校合同の総合的な学習

の時間を位置付け、地域の方々も招いて「発表会」と「交流会」を実施することにした。それに

より、「教えていただいた民謡」から「自分たちが主役の民謡」へと、生徒がいっそう主体的に学

習活動を展開する姿を目指した。 

  ※本実践では、学校全体の取り組みとして、音楽の時間外に位置付けているが、大勢で踊りに取

り組めば一層の雰囲気づくりにつながることを考えると、例えば学年音楽として位置付けるな

どの工夫も可能であると考える。 

    

３ 授業改善後の成果 

 (1)ゲストティーチャー導入の効果 

 今回、ゲストティーチャーとは何度も事前に打ち

合わせを行った。２時間の学習でいかに魅力を感じ

させ、そして表現に取り組ませるか。そして発表会

で表現できるところまで高めるかを、専門的な立場

からアドバイスをいただいた。 

 郡上節の魅力は、歌と鳴りものと踊りにある。踊

りは発表の時間に全員で楽しく覚えながら表現する 

      こととし、「歌」と「楽器」については、どちらに取

り組むかを生徒に選択させることにした。なお「鳴りもの」の種類については、２時間で効果をあげ

られそうな「太鼓」に取り組ませることにした。笛と三味線は技術的に難しいと考えたこと、また箏

の授業の中で「先生、和太鼓もたたきたい」という生徒が多くいることからである。 

 なお保存会の方々の意向もあり、事前に「かわさき」の学習をして、歌と太鼓を少し練習してから

生徒に選択をさせることにした。その結果、歌選択者は 21 名、太鼓選択者は 29 名であった。 

 その他、保存会の方と打ち合わせを行ったことは次のようなことである。 

・ 指導にあたっては生徒が理解しやすいように楽譜と黒板とを使うこと。 

・ 歌と太鼓の生徒をおよそ半分にわけること。（太鼓は事前に御借りして３セット用意した） 

・ 特に「発声」と「拍節的でないリズム」について、その味わいを全員に感じ取らせること。 

・ 始めに保存会の方に演奏していただいて興味や あこが

れを感じさせた上で学習の見通しをもたせること。 

・ 郡上踊りは歌と鳴りものと踊りの３つがそろって郡上踊
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変わ 変わらな

Q;民謡に対するイメージは変わりましたか 

りだから、踊りも学習させる。そして発表の場の設定を考えること。 

 このような学習の流れについて、生徒は次のような感想をもっていた。後で述べるような意識の高ま

りに直結する学習となった。 

 

・歌で本場の人たちと歌えたことがものすごくうれしかった。 

・発声練習がいつもとちょっと違っていておもしろかった。いろいろな声の出し方がわかった。 

・初めて太鼓をたたかせてもらったけど、教えてもらったとおりに打ったらすごく軽く打ったのにい 

い音がでて、うれしかったし、楽しかった。 

・黒板に楽譜を書いてくださったり、強くたたく所を赤で書いてくださったりしたので、分かりやす

かった。 

・最後に全校の前で発表できたし、地域の方とも一緒に踊ることができてうれしかった。 

・郡上の方たちとかかわることができ、また日本の文化を知ることができてうれしかった。 

 

 全員で学ぶ場面において、生徒たちはふだん自分たちが目指している発声とはまったく違った発声

に戸惑いが感じられた。そして、独特の歌い回しも含め、「発声」とはその楽曲の表現にふさわしい声

の出し方のことであり、「一つだけの答えがあるものではない」ことを感じ取った。これは保存会の方

々の演奏や指導を生で受けられたことの、最大の成果であった。 

 また太鼓の拍節的でないリズムと歌の旋律の重なりによって醸し出される独特の味わいを、実際に

演奏してもらいながら練習を進めることによって、一人一人が肌で感じて学習を進めることができた

ことも大きい。歌と太鼓との「ずれ」は、いつも一緒というわけではない。生徒の中には「合わせる

こと」についての概念が西洋音楽とまったく違うことに気付いていた子もおり、また多くの生徒がそ

れを「味わい」としてとらえていたのは、ゲストティーチャーの導入による大きな成果である。 

 

(2) 生徒の「郷土の音楽」に対するイメージの変容 

  この題材の初めに民謡を聴いた時のイメージは   

 先にも述べたように「古くさい」等であったが、 

 授業後、イメージが変わったと答えた生徒が 50 

人中 48 人いた。次に示すのは学習後の生徒の声

である。 

 ・ なんか……よかった。笛の音とか、太鼓の響

きとか なぜか「日本人だな」って感じがして

わくわくした。 

 ・ 聴いただけの時は「民謡って退屈…」という

感じだったけど、今は民謡独特のリズムにもの

変わった 変わらない
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れて「民謡！やりたい」って感じです。なぜみんな徹夜踊りに行くのか、分かった気がします。 

 ・ 初めて聴いた時にはなんて言っているのかわからなかったし、ねむくなってしまうような感じ

だったけど、実際に演奏してみるとすごく楽しくて、どうして長い間、歌い継がれてきたのかわ

かった気がしました。 

   それに保存会の方々の演奏は、目の前で見ると、特に声がぴーんと張りつめたような迫力があ

って、堂々としていて、やっぱり CD で聴くのとは違うなあと思いました。 

 ・ 聴いた時は「なんだかつまんない歌だな」と思っていたけど、実際に歌ってみると歌詞にすご

く思いが込められているし、曲の終わり方等もすごく工夫されていて「すごい歌だな」という感

じに変わりました。 

 ・ 聴いていたらすごく簡単そうだったし「つまらない」と思っていたけど、合わせてみたら、太

鼓と歌が少しずれているような気がしてものすごく難しいのに、なぜか「楽しい」に変わってい

た。 

 ・ こぶしが覚えられてすごくうれしかった。歌うことが楽しくなった。 

  生徒の声を分析すると、やはり「本物を目の 

 前で見ることができたこと」と、「聴くだけで 

 なく演奏できたこと」が、生徒の意識を大きく 

 変容させることにつながったと考える。 

  そして、学習後に満足度について聞いてみた 

 ところ、右図にあるように全員が「この学習に 

 満足している」と答えた。 

  今回の実践により、生徒が感じていた、郷土 

 の音楽に対する「古くさい」という感覚は「“古くささ”ゆえの魅力」に転じつつあることを実感し

た。 

  今後は、教材のところで述べたように、音楽の時間に少しずつではあるが岐阜県に伝わる民謡等

を鑑賞する時間を位置付けていくことにより、今回の学習による意識の高まりを継続、発展させた

いと考えている。 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

満足した 満足していない

Q;この学習に満足していますか


