
芸術科（音楽Ⅰ） 実践事例

１ 題材名 三味線音楽の味わい

・教材（表現）三 線： てぃんさぐぬ花 「島唄」「 」、

三味線： 春よこい 「黒田節 「津軽じょんがら六段」「 」、 」、

・教材（鑑賞）三 線： 谷茶前」「

三味線： 勧進帳」より「寄せの合方 「郡上節」より「川崎 「津軽じょんがら」「 」、 」、

２ 題材の目標

・三線、三味線の演奏表現や鑑賞を通して、それぞれの楽器固有の表現法を理解する。

・いろいろな三味線音楽（三線、長唄三味線、民謡三味線、津軽三味線）を体験しながら、その歴史

的・文化的背景及び楽器の特徴を知る。

３ 題材の評価規準

観点１ 観点２ 観点３ 観点４

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な 鑑賞の能力

表現の工夫 表現の技能

内 （器楽） （器楽） （器楽） （鑑賞）

容ご いろいろな楽器の特質 音楽の諸要素を知覚し 楽曲から感じ取った 声や楽器の特性と表、

のと や奏法、視奏、曲の構 それらが生み出す曲想 イメージを、創造的 現上の効果、楽曲の

まの 成及び曲想に関心をも や美しさを感じ取って に器楽表現するため 歴史的背景、我が国、

と評 ち､意欲的・主体的に器 器楽表現を工夫してい の技能を身に付けて の伝統音楽や世界の

ま価 楽表現をし、その喜び る。 いる。 諸民族の音楽の種類

り規 を味わおうとする。 と特徴を理解して、

準 楽曲を聴き取り、そ

のよさや美しさを味

わっている。

題 三線、三味線の固有な 三線、三味線の体験を 三線、三味線の体験 沖縄の三線、長唄三

材 表現方法に関心をもち 通し、固有の表現方法 を通し、固有の表現 味線、民謡三味線、、

の 意欲的に器楽表現して を感じ取って器楽表現 方法で表現する技能 津軽三味線、それぞ

評 いる。 を工夫している。 を身に付けている。 れの表現方法を理解

価 し、その楽器の特徴

規 を聴き取ることがで

準 きる。

学 ①楽器の由来や構造に ①三線、三味線の固有 ①津軽三味線固有の ①三線、三味線の高

習具 関心をもち、意欲的 の演奏法や音色を感 演奏法を知り、そ 度な演奏技能や多

活体 に勘所を覚えようと じ、その特徴を出す の音色の特徴を大 彩な演奏表現を鑑

動の している。 ために工夫をしてい 切にして演奏する 賞し、表現の多様

に評 ②三線、三味線の練習 る。 技能を身に付けて さを聞き取ってい

お価 時間は集中して取り いる。 る。

け規 組み、成果を上げよ

る準 うとしている。



４ 題材指導計画（１２時間）

時 ねらい・学習活動 評価規準と評価方法 指導・援助

１ ○三線の由来と楽器の構造について知 ○観点１－① ノート、観察 ・三線は本調子に調

り 三線の勘所を工工四で学習する 弦しておく。、 。
くんくんしー

（楽曲： てぃんさぐぬ花 ） ・沖縄で使われてい「 」

る読み方で絃名や

楽器の構造などを

説明する。

２ ○三線の伝統的な楽譜（工工四）を見 ○観点１－② 観察 ・工工四を見ながら

ながら勘所を正確に押さえて「てぃ 正確に勘所を押さ

。んさぐぬ花」を弾くことができる。 えるよう指導する

・左手薬指を使用し

ないで勘所をおさ

。えるよう指導する

３ ○三線独特の「打音」や装飾音の奏法 ○観点２－① 観察 ・打音、掛け弾き、

を用い 「てぃんさぐぬ花」を弾く 装飾音などの三線、

ことができる。 独特の奏法を伝え

る。

４ ○勘所の「尺」が２種類あることや前 ○観点１－② 観察・聴取 ・メロディーを４つ

・ 奏が沖縄音階で書かれていることを ○観察３－① 観察 の部分に分けて指

５ 知り 島唄 を弾くことができる 導する。特にサビ、「 」 。

の部分は時間をか

ける。

・生徒の能力に合わ

せて、前奏・間奏

・後奏などを工夫

して弾くよう指示

する。

６ ○三味線の由来と楽器の構造について ○観点１－① ノート、観察 ・三味線は二上がり

知り、三味線の勘所を文化譜で学習 に調弦しておく。

する。 ・勘所を押さえると

（楽曲： 春よこい ） きは爪を立ててし「 」

っかり押さえるよ

う指導する。

・バチの持ち方やバ

チを打つ位置に気

をつけるよう指導

する。

７ ○「黒田節」を弾きながら、三味線の ○観点３－① 観察 ・歌にあわせて演奏

基本奏法を学習する。 することが大切で



あることを知らせ

る。

８ ○歌舞伎「勧進帳」より 「寄せの合 ○観点４－① ノート ・ 合方」についての、 「

方」を鑑賞し、長唄三味線の演奏の 説明をする。

特徴や表現法を知る。

９ ○津軽三味線のばち打ちを習得する。 ○観点１－① 観察 ・下ばちは、三味線

（上ばち・下ばちを打ち分けて調弦す の太鼓の部分に打

る ） ちつけるようにし。

っかり打ち、上ば

ちは軽く止めるよ

うに打つ。

10 ○「津軽じょんがら六段」を弾きなが ○観点２－① 観察 ・ハジキ、スクイ、

・ ら津軽三味線の奏法を学ぶ。 ○観点３－① ハジキとスクイの

本 コンビ、スリ、上

時 ばちと下ばちの弾

・ きわけ、ハイポジ

12 ションへの移動の

。練習を重点にする

13 ○題材のまとめとして 沖縄の音楽 カ ○観点４－① 発言 ・それぞれの楽器の、 （

チャーシー 、歌舞伎（長唄 、民謡 ノート提出 表現の違いが明確） ）

三味線 津軽三味線の演奏を鑑賞し に理解できるよう、 、

三味線音楽とその特徴について理解 にポイントを押さ

。する。 えながら鑑賞する

５ 本時のねらい

・津軽三味線の基本的な奏法を学び 「津軽じょんがら六段」を演奏することができる。、

６ 本時の評価規準と評価方法

・ 津軽三味線固有の演奏法を知り、その音色の特徴を大切にして演奏する技能を身に付けている。

（観察）

７ 本時の展開（11／13時間）

学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

、導 １．津軽三味線の調弦をする。 ・一音一音とともに

入 音程の感覚を磨く

。ことにも留意する

２．複雑な奏法の入っていない「津軽 ・互いに確かめ合い

展 じょんがら六段」を弾く。 ながら練習を進め

開 る。

３．津軽三味線独特の奏法を加えなが ・ハジキ、スクイ、

ま ら 「津軽じょんがら六段」を弾 ハジキとスクイの、



と く。 コンビ、スリ、上

め （楽譜を参照） ばちと下ばち等に

・独特の奏法を入れたときと入れ ついて、それぞれ

ないとき、また違った奏法で演 の効果を自分で感

奏したときの感じの違いを、教 じて練習できるよ

師の範奏によって感じ取る。 うに留意する。

４．津軽三味線固有の表現を理解し、 観点３－① 観察 ・曲の流れの中で、

「津軽じょんがら六段」を弾く。 津軽三味線固 ５つの奏法を弾 奏法の違いによる

有の演奏法を きわける工夫を 音色の変化を感じ

知り、その音 しているか観察 ながら表現できる

色の特徴を大 する。 よう、部分練習や

切にして演奏 テンポを変えた練

する技能を身 習等を盛り込む。

。に付けている

５．本時の高まりを確かめ合う。 ・基本的な奏法につ

全員で合奏する。 いて確かめ合う。

■本事例について
①題材指導計画について

・題材指導計画作成にあたっては、題材目標と題材の評価規準を明確にし、目標から評価まで矛盾する

ことなく一連の流れで進めることが重要ある。特に本題材は１３時間という長い時間にわたっての指

導計画であるため、途中で目標がぼやけたりすることがないよう、何度も全体の流れをイメージしな

がら作成するよう心掛けた。

②本時の展開について

・本時のねらいは「津軽じょんがら六段」を演奏することを通して、津軽三味線の基本的な奏法を学び

ぶことである。

・曲の選択については、三味線で簡単な曲を演奏するだけでは津軽三味線を弾いたことにはならないと

考え 「津軽じょんがら六段」にチャレンジすることにした。技能的な難しさから簡単な曲に取り組、

ませることも考えられるが、津軽三味線の演奏の本質的な喜びに触れさせたいと考え、楽譜を書き換

えるなどの工夫の上でこの曲に取り組ませることにした （ 黒田節」のようにゆっくりした曲は音が。「

とりやすく早く演奏できるようになるが、重い太棹で演奏すると重さが苦痛になり、三味線という楽

器の良さが半減してしまうと考えて選択しなかった ）。

・津軽三味線の調弦には、上撥下撥や独特なリズムがある。これを学習するだけでも津軽三味線の醍醐

味は伝わると考えた。そして、その調弦の続きに「津軽じょんがら六段」を弾き始める。魅力あふれ

てわくわくするその入り方に生徒の反応は絶大であった。授業をしていて「これだ！」と感じるくら

い生徒の目の輝きを見た。実際に演奏技能の上達も驚くほどであった。興味・関心が高いということ

はこれほどまでに学習レベルを上げるものであると実感した。高度な演奏技術も必死で習熟しようと

するその姿はなんとも驚きであった。

、 、 、 。・津軽三味線独特の奏法を学ぶことは 広く 日本の音楽の特徴 味わいを感じ取ることにもつながる

その意味で、それぞれの奏法を身に付ける段階では 「その奏法を使ったときと使わなかったときの、

」 。 。 、違い を感じ取ることを大切にした また違った奏法で演奏したときの違いも感じ取らせた それが

自分で曲が演奏できるようにするために奏法を身に付けるとともに、日本の音楽の味わいを工夫して

創造しようとする姿にもつながっていった。


