
芸術科（音楽Ⅰ） 実践事例

１ 題材名 言葉と旋律の調和した美しさ

・教材（歌唱） 「赤とんぼ」 （三木露風作詞 山田耕筰作曲）

「待ちぼうけ」 （北原白秋作詞 山田耕筰作曲）

「この道」 （北原白秋作詞 山田耕筰作曲）

「からたちの花」 （北原白秋作詞 山田耕筰作曲）

２ 題材の目標

・言葉と旋律がどのようにかかわり合って歌がつくられているかを理解する。

・言葉と旋律が調和することによって生まれる表現の美しさを感じ取って表現する。

・曲ができた背景を理解し、より効果的な歌唱表現の仕方を工夫する 。。

３ 題材の評価規準

観点１ 観点２ 観点３

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

内 （歌唱） （歌唱） （歌唱）

、容ご 曲種に応じた発声、視唱、歌 音楽の諸要素を知覚し、それ 楽曲から感じ取ったイメージを

のと 詞及び曲想に関心をもち、意 らが生み出す曲想や美しさを 創造的に歌唱表現するための技

まの 欲的、主体的に歌唱表現し、 感じ取って、歌唱表現を工夫 能を身に付けている。

と評 その喜びを味わおうとする。 している。

ま価

り規

準

、題 言葉と旋律がどのようにかか 言葉と旋律のかかわり合いを 歌詞を旋律の流れに調和させて

材 わり合っているかに関心をも とらえ、その特徴や違いを生 日本語の美しさが感じられるよ

の って意欲的に歌唱表現し、そ かした表現の仕方を工夫して うに歌唱表現する技能を身に付

評 の喜びを味わおうとする。 いる。 けている。

価

規

準

学 ①日本歌曲のもつ、言葉と旋 ①日本語の語感を大切にし、 ①歌詞と旋律のかかわり合いを

習具 律がかかわり合う美しさに 日本歌曲の叙情性を感じな 理解し、言葉の抑揚を生かし

活体 関心をもち、意欲的に歌唱 がら表現を工夫している。 て表現する技能を身に付けて

動の 表現している。 ②日本語の歌詞のまとまりや いる。

に評 ②歌詞に込められた意味や背 言葉の抑揚が大切にされて ②旋律、強弱、速度、音色など

お価 景、ストーリー性など、作 いることを感じ取り、表現 の要素とかかわり合いを感じ

け規 詞者・作曲者の思いに関心 の工夫に生かしている。 ながら、美しい日本語で表現

る準 をもち、意欲的に学習に取 する技能を身に付けている。

り組んでいる。



４ 題材指導計画（５時間）

時 ねらい・学習活動 評価規準と評価方法 指導・援助

１ ○ 赤とんぼ 待ちぼうけ この道 ○観点１－① ノート、観察 ・味わいが感じ取れ「 」「 」「 」

「からたちの花」に関心をもち、特 るような教師の範

徴を感じ取って歌唱する。 唱をする。

・日本歌曲の特徴を十分感じ取って歌

唱する。 ・最初にすべての教

・ 待ちぼうけ は単調な旋律の中に 材に触れさせ、そ「 」 、

中国の故事をもとにコミカルなスト れぞれのよさや特

ーリー性が歌詞に盛り込まれている 徴を感じ取れるよ

ことに気付かせる。 うにする。

２ ○作詞者、作曲者の思いなど曲の背景 ○観点１－② 観察 ・教師の範唱、ＣＤ

を通して 赤とんぼ に関心をもち 鑑賞で味わいを感「 」 、

。曲の特徴を感じ取って歌唱表現でき じ取るようにする

る。 ・ 姐や」という言葉「

・１番で「負われてみたのはいつの日 の理解を通して露

か」から露風の幼少期の回想シーン 風の生い立ちにも

。が描かれ、４番歌詞「とまっている 触れるようにする

よ竿の先」現在へと戻ってくるとい ・ こやけの 「はた「 」

う詩の構成を理解させる。 けの」の最後が“

・山田耕筰の一音符一語主義を理解 ○観点２－① 学習プリント、 けえの”にならな

し 歌唱表現に生かすことができる 観察 いよう留意する。、 。

３ ○「この道」に関心をもち、特徴を感 ・歌詞の朗読により

「 、 」じ取って歌唱表現する。 ああ そうだよ

・白秋が北海道を訪れた時の風景が、 など、赤とんぼと

いかにも浮かぶかのような詩になっ は違った表現がさ

ている。そんな白秋の思いを尊重し れていることに気

つつ旋律がつけられていることに気 付くようにする。

付かせる。

・旋律が歌詞の抑揚にあっていない部 ○観点２－② 観察、表現 ・ アカシアの」など「

分を確かめ合う。 に目を向ける。

・どのようにしたら自然に語っている

ように歌えるかについて、話し合い

ながら表現を工夫させる。 ・その意味を考える

・拍子が歌詞に合わせて変化している ことにより、題材

ことに気付かせる。 の目標に迫る。

４ ○「からたちの花」に関心をもち、こ ・言葉と旋律の調和

れまでの曲との特徴の違いを感じ取 という視点から教

本 って歌唱する。 師の範唱を聴き違

時 ・教師の範唱を参考にしながら歌う。 いを感じ取る。



・拍子が歌詞に合わせて変化している ・ この道」で学習し「

ことに気付かせる。日本語の歌詞の たことを踏まえて

まとまりや抑揚が優先されているこ 考える。

とに気付かせる。

・グループごとに表現の仕方について ○観点３－① 観察～発表の様 ・他の作品と違い、

意見交流し、歌唱表現の向上をねら 子、プリント 歌詞ごとに旋律を

う。 変化させているこ

・教師の解釈に基づいた表現をすると と、強弱・発想記

ともに、声楽家の演奏の鑑賞を通し 号の有効的なつけ

て、表現の多様性に気付かせる。 られ方、テンポ感

など、どのように

歌唱することが最

適な表現なのかを

互いに考える。

５ ○日本歌曲の言葉とメロディーが調 ・学習したそれぞれ

和した美しさを感じ取り、歌唱表現 の歌曲のよさを、

する。 違いを味わいなが

・ 赤とんぼ 待ちぼうけ この道 ら学ぶことの意義「 」「 」「 」

「からたちの花」の作品を通して、 を語る。

日本歌曲の魅力、素晴らしさ、楽曲

の特徴を理解する。

・学習してきた内容を思い起こしなが ○観点３－② 観察、発表の ・言葉と旋律の調和

ら 各自が心を惹かれた歌曲を選び 様子 という視点から、、 、

表現を工夫しながら歌う。 表現をまとめる。

５ 本時のねらい

・日本語の歌詞のまとまりや抑揚が生きるように旋律が作られていることに気付き、それを生かした歌

唱表現ができる。

６ 本時の評価基準と評価方法

・歌詞と旋律のかかわり合いを理解し、言葉の抑揚を生かして表現する技能を身に付けている。

７ 本時の展開（４／５時間）

学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

導 １．既習曲（世界の民謡）を歌い、歌 ・それぞれの特徴を

入 唱表現の学習に取り組む雰囲気づ 生かしながら表現

。くりをする。 するよう指導する

２ 「からたちの花」を全員で表現す ・旋律の動きを間違．

展 る。 えやすいというこ

開 ・一つ一つの言葉をていねいに とを、今日の学習

・旋律の動きを間違えないように に生きるよう意識



・作詞者・作曲者の曲に対する思い 付ける。

を確認する。

３．６連ある歌詞は同じようなまとま 観点３－① 観察

りなのに旋律がそれぞれ少しずつ 歌詞と旋律の さいたよ い ・本題材でこれまで「 」「

違っている意味を考え、表現に生 かかわり合い たいよ」の部分 学習した内容を生

かす。 を理解し、言 を中心に表現の かして考える。

・ さいたよ」と「いたいよ」を例 葉の抑揚を生 様子から確かめ ＊「この道」など「

に仲間とともに考え 確かめ合う かして表現す る。、 。

・他の部分についても考え、表現の る技能を身に

仕方を工夫し練習する。 付けている。

４．この曲の表現上のコツについて、

、教師の解釈をもとに学び、表現す ・別紙資料をもとに

る。 ポイントを表現し

ながら確かめる。

ま ５．声楽家による表現を鑑賞し、表現

と のコツを確かめるとともに、表現 ・表現の特徴とよさ

め の多様さを感じ取る。 を感じ取る。

■本事例について

①題材指導計画について

・それぞれの歌曲の独自のよさを学ぶという音楽の本質的な視点と、それを通して音楽的な力を身に付

け生涯にわたって音楽に豊かにかかわっていくための大切な力として定着させるという音楽科教育と

しての視点。この両面を確実に踏まえて題材指導計画を作成することが重要である。

・本題材は「歌詞や言葉と旋律の調和」に常に焦点を当て、調和した美しさを感じ取る力とそれを表現

する力を楽しく学習する中で定着させるように考えて設定した。

・そのために、日本を代表する４つの歌曲を教材として扱い、それぞれの曲の「言葉と旋律」という視

点からの分析に基づき、①４曲→②赤とんぼ→③この道→④からたちの花→⑤４曲、という学習の流

れを組んだ。メインの教材は「からたちの花」で、①②③で学んだ内容をより発展的にとらえ、表現

に生かすことようにしている。

②本時の展開について

・本時の教材である「からたちの花」は、第一時に４曲を表現したときに、生徒たちから「歌いにくい

」 。 、し覚えにくい という声が出ていた曲である この印象がそのまま本時学習する内容に直結するので

「第一時」で指導するときに本時の指導内容を視野に入れておくことが大切である。

・さらに前時の教材である「この道」で “ああ、そうだよ”の部分などを中心に学習した、日本語の、

言葉の抑揚や語感を大切に旋律が作られていること、一部では言葉がうまくはまるように拍子まで変

えられていることを生かし、今度は自分で考えて表現を工夫する、という位置付けにしている。

・ 咲いた」については、岐阜県内では２つのイントネーションが存在する。標準語の「さいた」と、「

この地区の方言である「さいた」の発音を通して意欲付けを図ることも効果的である。

・日本歌曲を歌うことは専門的には難しい。上に示した本時身に付けたい力（感覚・技能）については

生徒に考えさせ、それ以外の要素や表現に当たってのコツ、生徒の力を超える内容は、音楽科担当教

師としての専門性を発揮することも大切である。また、鑑賞の位置付けは、表現の多様性を感じさせ

るためにも効果的である （表現がどうしても画一的になりがちである ）。 。


