
 

１  学習状況の把握と分析 

学習状況の把握  

  六年生の出口としてめざす姿を明確にして一年間に身に付けたい力を整理し（資料３）、適宜、

下学年で身に付けた力を復習する場も位置付けながら、本題材に向かってきた。 

一学期を終えた段階で、より美しい音楽表現をめざして追求していくためには、児童一人一人に

もっと「聴く力」が必要であると実感した。いろいろな音楽学習を進めていくとき、願う音楽表現

に近づいているかどうかを判断する耳・より美しい音楽表現になっているかを聴き分ける耳・互い

の表現のよさを生かし合うために聴き合う耳など、主体的に音楽表現をつくり出していくためのも

ととなるのが『聴く力』であると考えた。そこで、児童が音楽表現に主体的にかかわっていくこと

のできるよう「創造的な音楽活動」の場を位置付け、自分の音楽表現に耳を傾けていけるようにし

た。自分で実際に音楽表現をつくりあげていくことで、願う音楽表現にするために生かした曲想表

現や和音の響きなどへ、自然に意識が働くと考えたからである。そして、そこで意識した音楽の諸

要素を同じ観点として「鑑賞」を行い、「教材曲の表現」に生かすことができるようにした。＜図

Ⅰ＞ 

               指導構想計画 ＜図Ⅰ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、本題材の前の題材を次のようにしくみ＜図Ⅱ＞、児童の実態をそれぞれ三つの場で捉え

ることとした。そして、次の本題材を組み立てるに当たって、前題材の児童の実態を生かしていく

ことができるようにした。 

 

 

事例 小学校 音楽科 第６学年「曲の構成を生かして表現しよう」 

テーマ 「創造的な音楽活動を取り入れた題材を仕組み、鑑賞と教材曲との関

連を図って、楽曲の構成を生かした表現が工夫できるようにする授

業改善」 

授業改善の

ポイント 

・身に付けたい力を系統立てた年間指導計画の作成 

・題材のねらいに迫るための教材を生かし、下学年の学習との関連を図った題材構成

の工夫 

・題材のねらいに迫るための意図的な学習条件の工夫 

鑑 賞  

○曲を聴き味わ

う。 
 

創造的な音楽活動 

○音を感受する力を高める。 
○音に対する関心・意欲を高

める。 
○仲間の音を聴きながら情

景をイメージする力を高

める。 

教材曲の表現活動 

○音楽表現の願いをしっかりとイ

メージできるようにする。 
○音楽の表現要素を生かして、工

夫しながら、願う表現に向かっ

て高めていく。 
○互いの表現を聴き合い、美しさ

を味わう。 
題材を貫く音楽の諸要素の高まり 



【評価規準】（題材レベルで記載） 題材「和声の響きを味わって表現に生かそう」 

観点 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 

・同じカデンツ進

行の旋律でも、

イメージするも

のによって、リ

ズムや旋律の動

き・音色の違い

などによって、

表現が違うこと

に気付いてい

る。  

・自分の表現したいイメージ

をⅠ－Ⅳ－Ⅴ－Ⅰの和声進

行を生かして旋律をつくっ

たり、二声の響きの広がり

と語感をもとに、旋律と言

葉のニュアンスとの関係を

生かした曲想や、強弱や速

度変化を生かした表現を工

夫したりしている。 

・Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ－Ⅰの和

声進行の繰り返し

を生かし、リズムや

音の長さ・音の高さ

などを工夫し、自分

のイメージに合う

旋律をつくり、鍵盤

ハーモニカやリコ

ーダーなどで演奏

する力を身に付け

ている。 

・Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ－Ⅰの

和声進行の響き

を感じ取り、調性

や速さ・伴奏の形

の違いでイメー

ジする情景が大

きく変わること

を聴き取ってい

る。 

 
             前題材の指導構想 ＜図Ⅱ＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【把握方法】 
  前題材「重なり合う音の響きを味わおう」における実態から、大きく次の三つの観点で児童理解

を行った。 
 （１）創造的な音楽活動として、一人一人「ぶんぶんぶん 変奏曲」をつくる学習を取り入れた。そ 

教材曲の表現活動「広い空の下で」 

＜第１時＞ 

・Ⅴ－Ⅰの和声的解決をもとにフレーズの

まとまりを感じ取る。 

・Ⅴをヒントにフレーズのつながりを感じ

取る。 

＜第２時＞ 

・３・４フレーズを一つのフレーズにとら

えて、「Ⅰ－Ⅳ－Ⅱ－Ⅴ－Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ-Ⅴ

－Ⅰ」の和音進行をつかむ。 

・「Ⅳ－Ⅱ－Ⅴ」部分の「Ｅｓ－Ｅ－Ｆ」

と「Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ」部分の「Ｂ－Ａｓ－Ｇ

－Ｆ」の二つの副次的な旋律の経過音の

美しさを味わう。 

＜第３時＞ 

・和声進行や、二声の響きの広がりと語感

をもとに、旋律と言葉のニュアンスとの

関係を生かした曲想を工夫し、強弱や速

度変化も生かした表現を工夫する。 

鑑 賞 

「茶色の小びん」 
・Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ－Ⅰ

の和声進行の繰

り返しを感じ取

る。 
・ジャズアレンジ

の響きと西洋音

楽の響きの違い

を聴き比べて感

じ取る。 
 
 「夕やけ小や

け」伴奏の変化

による情景描

写の違いの聴

き比べ 
【５年生復習】 

創造的な音楽活動 

「ぶんぶんぶん 変奏曲」 
・鍵盤ハーモニカを使って、

イメージした場面に合う

音楽をつくろう。 
「広い空の下で」間奏曲 
・自分の「ステキなドラマ」

を音楽で伝えよう。 
 （資料５） 
・ハ長調の旋律を生かす。 
・カデンツ進行を生かして、

ベース音にメロディーを

のせていく。 
①Ⅰ－Ⅳ－Ⅴ-Ⅴ－Ⅰ 
②Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ-Ⅴ－Ⅰ 

・４／４拍子 

「静かにねむれ」和音

進行 【５年生復習】

（資料６） 

和声進行の響きの広がり 



こで、自分のイメージした情景と『強弱・速さ・リズム(音の長さ)の特徴』をどのように関連付

けて、表現の工夫に生かすことができているかを調査した。方法として、一人一人の演奏を聴

いたり、また、教師が、仲間の演奏を聴く時の表情やつぶやきを見たりして捉えた。 
（２）創造的な音楽活動として、カデンツを使った「広い空の下で 間奏曲」をつくる学習を取り

入れた。自分のイメージした情景と『強弱・速さ・リズム(音の長さ)の特徴、また和声進行』を

どのように関連付けて、表現の工夫に生かすことができているかを調査した。方法として、一

人一人の演奏を聴いたり、記譜された楽譜（資料７「広い空の下で」間奏曲づくり参照）を見

たりして捉えた。その際、カデンツ進行についての復習の場を位置付け、５年生教材の「静か

にねむれ」を取り上げて、和音の転回形を見直したり、和音伴奏選びの活動を行ってカデンツ

進行に親しんだりした。 
（３）一人一人が、歌唱教材「広い空の下で」における、４フレーズ目の曲の山に向かっていく部

分の「Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－Ⅰ」の和音進行と、経過音や伴奏の醸し出す雰囲気をどのように感じ

取って、表現の工夫に生かしているかを調査した。歌詞の表す情景や、旋律の動きなどから願

う音楽表現にむかって、『強弱・速さ・リズム(音の長さ)の特徴・言葉のニュアンス』の曲想表

現をどのように生かして工夫することができたかを、楽譜の記述や歌い方から捉えた。 
学習状況の結果と分析  

【結果】 
（１）「ぶんぶんぶん 変奏曲」の創造的な音楽活動における学習状況 

自分の表現に生かすことができる 仲間の表現を鑑賞できる 
自分のイメージで変奏曲をつくる 
強弱を生かした表現の工夫 
速さの変化を生かした表現の工夫 
掛け合い（リズム）を生かした表現の工夫 
付点のリズムを生かした表現の工夫 
旋法の特長を生かした表現の工夫 
音域の広がりを生かした表現の工夫 
装飾音を生かした表現の工夫 
短調と長調の響きの違いを生かした表現の工夫 
黒鍵の響きを生かした表現の工夫 

３５人

１８人

１１人

８人

１６人

３人

１９人

８人

７人

５人

情景を思い浮かべる 

活動の活発さ 

蜂の生き生きさ 

蜂の動き 

楽しい感じ 

お国がら 

気持ちの高まり 

動きや気持ちの変化 

動きや気持ちの変化 

恐怖感や神秘的な感じ 

３５人

２７人

３１人

２２人

３５人

２８人

１９人

１６人

２２人

９人

（２）「広い空の下で 間奏曲」の創造的な音楽活動における学習状況 
自分の表現に生かすことができる 仲間の表現を鑑賞できる 

カデンツ進行から音を選んでつなぐ 
拍子感をとらえてつくる 
リズムの変化を考えている 
音の長さを理解している 
音域の変化を生かしている 
調を意識している 
一人で音符にして記譜できる 
曲のまとまりやモチーフの繰り返しなどを 

意識している 

３５人

１５人

１５人

１９人

６人

０人

１２人

 

１０人

旋律の美しさを感じ取る 少数 

  



（３）教材曲「広い空の下で」の願いに向かって、曲想表現を生かした音楽表現における学習状況。 
音楽の諸要素 教師がめざしてほしいと願う表現の工夫  

「出会ったことはステキなドラマ」を cresc.  ２７人 
強弱 

「ともに語ろう」を自然に de cresc.  ３３人 

「風がきらめく日に」の「きらめく」で少し速く   ９人 
速さ 

「出会ったことはステキなドラマ」で少しゆっくり  ３５人 

「○風が○きらめく日に ○語ろう○草原で」のＫ行をクリアに発音 
 ２６人 

「出会ったことはステキなドラマ」の「ス」を丁寧に歌う   ５人 言葉のニュアンス 

「ともに語ろう」の「か」を丁寧に語りかけるように歌う  ２８人 

 
【分析】 
＜①について＞ 

○児童達は、曲想表現をイメージと結び付けて、意識しながら使うことはほとんどできないが、音

作りや編曲遊びのような創造的な音楽活動を行うと、自然にいくつかの曲想表現を生かしながら、

自分のイメージを音で表現することができることが分かった。「ぶんぶんぶん 変奏曲」では、初

めは、音と情景のイメージがつながらない児童も多かったが、教師による簡単な変奏曲の例を聴

いたり、仲間の変奏曲を聴いたりしながら、自然に音のイメージの世界に入ることができた。 
 （例）・蜂の数を伝えるために…旋律の数の変化を生かした表現 
    ・明るい気持ち・楽しい気持ちを伝えるために…長調・高音域を使った表現 
    ・暗い気持ち・寂しい気持ちを伝えるために…短調・ゆっくりとした速度を生かした表現 
    ・事件や場面の転換を伝えるために…間をとる 
    ・お国がらや地域性を表すために…旋法を生かす 
○「ぶんぶんぶん」の前奏を低音でゆっくり弾き始めると、音の世界を感じ取って鍵盤ハーモニカ

の低音域で強めにふく。前奏を高音域で軽快に弾き始めれば、鍵盤ハーモニカでも１オクターヴ

高くして軽い音でふく。音楽のイメージを感じ取り、互いに共有することで、自然に児童一人一

人の中に、音に対する感性が身に付いていくことを実感した。 
＜②について＞ 

○「広い空の下で 間奏曲」づくりでは、「Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ－Ⅴ Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－Ⅰ」の和声進行を基

にメロディーをつくることができた。記譜をする経験が皆無であったため、ト音記号や四分音符

など一つ一つ学習していった。記譜することで初めて拍子やリズムを意識する児童もいた。ほと

んどの児童は、「Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ－Ⅴ Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－Ⅰ」の和声進行を和音で弾き、音遊びをし

ながら偶然感じ取って簡単なモチーフにしたり、和音の中から音を選んで旋律をつくっていった

りすることが精一杯であった。しかし、何度も繰り返して「Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ－Ⅴ Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－

Ⅰ」の和声進行に親しむことで、自然にフレーズのまとまりを感じ取ったり、カデンツの三声を

重唱したりすることができるようになった。 
 
 



○カデンツの和声進行をもとに音を選んで旋律を組み立てていったので、楽譜上で曲が完成するこ

とはできたが、実際に演奏してみると、それが美しい音楽になっているかどうか、判断すること

が難しい児童が多かった。特に、２小節のメロディーをつくった後、半終止で次につながる感じ

がしなかったり、２フレーズ目のはじめを全く新しいモチーフにして、１フレーズ目とのバラン

スがとれなかったりする作品が多かった。 
＜③について＞ 

○「広い空の下で 間奏曲」づくりで、カデンツ進行をもとにフレーズのまとまりを感じ取ったこ

とで、「広い空の下で」の音楽表現の過程において、ほとんどの児童がフレーズのまとまりを感

じ取ることができた。また、4 フレーズ目のⅠ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－Ⅰの和声進行を感じ取って、経過

音を生かした二部合唱を味わうことができた児童も多かった。抵抗感があったのは変ロ調長の楽

譜で、楽譜を見てもⅠ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－Ⅰの和声進行を見つけることができなかった。そこで、和

音を使って、音で感じ取ることができるようにした。 
○強弱・速さ・言葉のニュアンスを工夫しながら、自分たちの音楽表現を高めていくとき、それら

を工夫することでどのような音楽表現になっていくかという具体的なイメージがつかない児童

も多く、歌いながら表現を工夫していくことが多かった。多くの児童は、「強弱」・「速さ」・「言

葉のニュアンス」を生かして表現を工夫することのよさを感じ取ることができた。 
授業改善へ  

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

  創造的な音楽活動を取り入れることで、曲想表現に対する関心・意欲が高まり、音楽を『聴く力』

も身に付いてくることが分かった。そこで、より美しい音楽表現を感じ取ったり、表現したりする

力を身に付けていくために、創造的な音楽活動を題材の中に取り入れ、鑑賞と、教材曲の音楽表現

と、それらの三つを貫いた音楽の諸要素を絞って、目標を設定し、実践を進めることにした。 
本題材のねらいと評価規準を次のように位置付けた。 

【題材目標】楽曲全体の流れの中で、旋律・リズム・和声などの反復・変化・対照などに気付き、そ

れらを生かして曲想を工夫することができる。 
 
【評価規準】（題材レベルで記載） 

観点 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 

・楽曲の構成の必

要性を感じ取っ

て、生き生きと

表現活動に取り

組んでいる。 

・楽曲全体の流れの中で、旋

律・リズム・和声などの反

復・変化・対照などに気付

き、それらを生かして曲想

を工夫している。 

・曲の構成を工夫しなが

ら、まとまりのある旋律

やリズムをつくったり、

楽曲の構成を理解して

曲想を工夫したりして

表現する力を身に付け

ている。 

・主な旋律の変

化や対照、楽

曲全体の構

成に気を付

けて聴き取

っている。 

 
 
 
 



本題材の指導構想 ＜図Ⅲ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
①前題材での和声進行を復習しながら、楽曲の構成にも目を向けていけるようにする。その際、楽

曲の構成を、「Ａ－Ｂ－Ａ’」というような三部形式につながっていくまとまりで、音楽を捉える

ことができるように整理して学習を進めることにした。一人一人の音楽的なイメージを生かして

楽曲の構成に目を向けていけるよう「創造的な音楽活動」の場を設定し、「鑑賞」と「表現」に

生かしていく。 
②題材を貫く音楽の諸要素を生かして、音楽表現を高めていく教材曲を三部合唱とし、和声進行が

感じとりやすい「星の世界」を用いる。また、第５学年教材の「静かにねむれ」の和声進行と似

ている和声進行「ⅠⅣⅠⅤ－ⅠⅣⅠⅤⅠ―ⅤⅠⅣⅠⅤ－ⅠⅣⅠⅤⅠ」を使っていることから、楽

曲全体の構成を、和声進行からも見付けることができるようにする。 
（２）改善の具体的方途と実践 

 ①身に付けたい力を系統立てた年間指導計画の作成 

  本題材で身に付けたい力の「音楽の構成」に着目して４月からの学習を振り返り、児童の実態を

確かめることにした。（資料３の反転部分は、本題材の学習に生かされていく内容と考えた。）また、

それぞれの題材では、第６学年として必要な基礎的・基本的な技能的な力を補うため、下学年の学

習内容を適宜復習しながら、より確かな力として身に付くようにしてきた。 

  関心・意欲 表現の技能 鑑賞の能力 

児

童

の

実

態 

○自分の音楽表現への願

いを、具体的にもって

演奏しようとしてい

る。 

○仲間の演奏や範奏を聴

きながら、自分の願い

に合った音楽表現を見

付けて取り入れて生か

していきたいという願

いをもっている。 

○フレーズのまとまりを意識したブレス

のとり方ができる児童が多い。 

○強弱・速さ・言葉のニュアンスを工夫し

て音楽表現を高めていこうとする。 

○スタッカートやスラーを使ってリコー

ダーや鍵盤ハーモニカの演奏ができる

児童が多い。 

○ハ長調のカデンツ進行を理解し、和音伴

奏を付けたり、簡単な旋律をつくって弾

いたりすることができる。 

○音楽の流れや調性・速

さ・強弱・言葉のニュ

アンスなどから、情景

や伝えたい気持ちを

想像することができ

る。 

○音の重なりのバラン

スや響きの美しさを

聴き取り、大まかに判

断することができる。

 

教材曲の表現活動 

「星の世界」 

・Ａ(ａａ’)Ｂ(ｂａ’)の二部形

式の構成を理解して、曲の

山に向かう「ａ’」と曲の

おさめとなる「ａ’」の表

現の違いを工夫する。 

鑑 賞 

カバレフスキー作曲組曲

「道化師」 
・10 曲からなる組曲 
・Ａ-Ｂ-Ａ’の三部形式の曲

を選んで聴き、楽曲の構

成について考え、まとま

りを感じ取る。 
・図形譜や物語の場面を思

い浮かべながら聴き、楽

曲の構成を感じ取る。 

創造的な音楽活動 

組曲「イーハトーヴ」をつくろ

う。 
・物語の内容を三つの場面に分

けて伝える工夫。 
・カデンツ進行によるモチーフ

を音楽のベースに、効果音を

入れて表現する。 
・三つの場面をつないだ音楽の

まとまりを大切にして、全体

の流れをよく聴いて一つの音

楽表現を仕上げていく。 
『楽曲の構成』 



②題材のねらいに迫るための教材を生かし、下学年の学習との関連を図った題材構成の工夫 
   ＜既習学習で生かす内容＞ 時  学 習 内 容 

１ ＜創造的な音楽活動への提示＞ 

「銀河鉄道の歌」 
歌詞の表す情景と宮沢賢治の物語『銀河鉄道

の夜』が表すイメージとをつないで、表現へ

の願いをもつ。強弱・速さ・言葉のニュアン

スを生かしてＡ・Ｂの部分の曲想を工夫し

て斉唱する。 
２ ＜創造的な音楽活動＞ 

宮沢賢治のイーハトーヴの世界を音楽で表

し、組曲『イーハトーヴ』をつくろう。 
表現したい物語に分かれて、伝えたいイーハ

トーヴを確かめ、表現する場面を組み立て

る。物語の様子がより伝わりやすいように、

三つの場面設定にする。テーマとする簡単な

モチーフを和声進行を生かしてつくる。 

  

３
・
４ 

場面に合う効果音をつくり、モチーフと重ね

て、物語の音楽表現をつくる。テーマの音楽

を二回以上使って、速さや和音や演奏形態な

どを生かして表現に変化を付けて、伝えたい

ことを分かりやすく表現することができる

よう工夫する。 
５ ＜鑑賞＞ 

カバレフスキー作曲組曲『道化師』を 10 曲

聴き、楽曲全体の構成に着目しながら、一つ

一つの題と全体テーマを想像しながら聴く。 
６ その中から「ギャロップ」「エピローグ」の

二曲を取り上げ、図形譜などを用いて三部形

式の楽曲の構成を理解して感じ取る。 
(資料６) 

７ ＜創造的な音楽活動＞ 

鑑賞で学習した楽曲の構成に目を向けて、自

分たちの物語音楽を見直し、完成する。 

８ ＜教材曲の表現＞「星の世界」 
三声の響きと歌詞の情景から、表現への願い

を持ち、スキャットで三部合唱する。 
９ 旋律の動きとカデンツ進行の形からＡ（aa’）

Ｂ(ba’）の二部形式に気付き、楽曲全体の構

成を生かした曲想表現を付けて斉唱する。 
10 ＜創造的な音楽活動・教材曲の表現＞ 

「銀河鉄道の歌」→各グループで音づくりを

した宮沢賢治の物語→「星の世界」（三部合

唱）と一つにつないで組曲『イーハトーヴ』

を完成する。 

○１学期題材で身に付けてきた｢強弱｣

｢速さ｣｢言葉のニュアンス｣の曲想表

現の仕方を生かして表現する。 

○｢ぶんぶんぶん変奏曲｣と同じように、

あるメロディーを使ってイメージに合

う変奏曲をつくる。 
○「広い空の下で 間奏曲」と同じよう

にカデンツ進行を生かしてモチーフと

なる音楽づくりをする。(資料４) 

第５学年の｢静かに眠れ｣で学習した

和音進行をふりかえる。 

○旋律の流れや響きの違い・楽器の音

色、速さ・調・間のとりかたなどから、

物語の情景を思い浮かべる活動をし、

楽曲の構成に目を向けていく。 
(資料５) 

○モチーフのメロディーを五線譜に、効

果音を図形譜にしるし、楽譜上でａｂ

ａ’の構成を確かめる。 

○カデンツ進行から楽曲の構成をつか

み、曲想を工夫して曲全体のまとまり

を表現する。 

題
材
を
貫
く
音
楽
の
諸
要
素 

『
楽
曲
の
構
成
』 

第４学年の鑑賞曲「きゅうゆう」

で学習した図形譜をふりかえる。 



③題材のねらいに迫るための意図的な学習条件の工夫 
ア、＜創造的な音楽活動＞における『楽曲の構成』に着目した学習 

 自分の表現したい物語を選び、選択別グループを仕組み、学習を進めた。 

 物語の大きな主題は「イーハトーヴの世界」であるが、個々の具体的な主題を提案し、大きく三

つの場面構成を考えるようにした。その三つの場面は、Ａ－Ｂ－Ａ'のパターン、またはＡ－Ｂ－

Ｃのパターンに当てはめることができる。 

そこで、「Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ－Ⅴ Ⅰ－Ⅳ－Ⅰ・Ⅴ－Ⅰ」の和音進行をもとに、旋律をつくり、その伴

奏を付けたり、変奏をつくったりしながら、二部形式、または三部形式の音楽をつくって、物語の

テーマを表現していく方法を提示した。 

六つの物語の音楽表現をつくり、はじめに「銀河鉄道の歌」を、最後に「星の世界」をそれぞれ

合唱し、全部で八つの組曲を完成することができた。 

 

組曲 「イーハトーヴ」 

演奏順序 曲 構成 伝えたいイーハトーヴ 

１ 
斉
唱 「銀河鉄道の歌」 Ａ－Ｂ 広大な宇宙の神秘を思う 

２ ①よだかの星 Ａ－Ｂ－Ｃ 
いじめられても我慢して美しい心を

もち続けたよだか 

３ ②セロ弾きのゴーシュ Ａ－Ｂ－Ａ’ 
動物と心が通い合い、美しい音楽を演

奏できるゴーシュ 

４ ③北守将軍と三人の医者 Ａ－Ｂ－Ｃ 植物も動物も、人間もみんな大切 

５ ④やまなし 五月 Ａ－Ｂ－Ａ’ 
自然の厳しさと、生きていくことのは

かなさ 

６ ⑤やまなし 十二月 Ａ－Ｂ－Ａ’ 自然のやさしさを知ったカニたち 

７ 

創

造

的

な

音

楽

活

動 
⑥銀河鉄道の夜 Ａ－Ｂ－Ｃ 

ジョバンニの星巡りの感動とカンパ

ネルラとの友情 

８ 

三
部
合
唱 

「星の世界」 
Ａ (ａａ ’)－Ｂ

(ｂａ’)  広大な宇宙の神秘 

 

○例  『セロ弾きのゴーシュ』グループ 

［テーマ］ 動物たちの応援のおかげで心を込めてチェロを弾くことのよさを実感することができる。

動物たちとともに主人公ゴーシュが高まっていけるイーハトーヴの世界。 

［音楽の構成］ 

はじめ   Ａ 中  Ｂ おわり  Ａ’ 

チェロがうまく弾けず、

落ち込む。 

動物たちに応援されながら、一生懸命

練習をする。 

みんなに拍手がもらえる演奏が

できて、うれしい。 

 
 

［効果音］  

モチーフをやや短調に

して、不協和音や堅い音

などを入れて表す。 

狸の腹鼓・ねずみの親子が病気を治し

てほしいと頼んでいる声を打楽器や

リコーダーで表す。 

動物たちの応援を受け止めて、心

を込めてチェロを奏でる様子を

美しい音楽で表現する。 

モチーフＡ モチーフＡ’ 



［テーマのモチーフ］ゴーシュが奏でるチェロの優しいメロディー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ハ長調のカデンツ進行をもとに、音を選びながら、

最後に楽しく演奏する場面のモチーフＡ’をつく

る。 
②グループの仲間全員で、できあがったモチーフＡ’

を何回もシンセーサイザーで聴き合い、旋律の流れ

を口ずさめるように覚える。 

③覚えたモチーフＡ’を、木琴で演奏し、一人がメロ

ディーをひき、もう一人は響きの合う和音伴奏をつ

けていく。 

④覚えたモチーフＡ’をもとに、リコーダーで簡単な

旋律をつくってふいたり、それに合わせてウッドブ

ロックでリズムを工夫して打ったりする。 

⑤鑑賞曲「道化師」で学習したＡＢＡ’の構成を生か

そうと、モチーフＡ’をＡにも生かそうと、不協和

音を使ったり、拍の流れに乗らないリズムや効果音

を用いたりする。 

グループ内での学習の様子 予想される「おおむね満足できる」状況

の児童の学びの様子 
←和音進行を確かめ合いながら、一つずつ

音を選び、メロディーを組み立てていく。 
←シンセーサイザーで弾いていく仲間の音

を聴き、一生懸命口ずさみながら覚えよ

うとしている。 
←ゴーシュの気持ちを表す楽器を、旋律楽

器の方がいいと判断し、木琴とシンセー

サイザーを選ぶ。 
←メロディーの流れと、和音進行を考えな

がら、音を選んだり、リズムを工夫し合

ったりする。 
←互いにモチーフＡ’を崩した感じの音

を入れて、音が重なっている部分や、不

協和音が多すぎてもとのメロディーが全

く感じ取れなくなったところを調整し、

整理し合う。 
 



イ、＜教材曲の表現＞『星の世界』における、『楽曲の構成』に着目した学習 (資料３) 

   本時は、『楽曲の構成』をもとにフレーズのまとまりを生かしながら「強弱」と「速さ」を工

夫して音楽表現を高めていく学習なので、三部合唱ではなく斉唱で進めることにした。三声の響

きにこだわり、音程を心配して表現の工夫に集中できないことがないよう配慮することにした。 

 

「ふかめる」段階での学習の流れ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まとめる」段階での学習の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人の表現に対する願いを、一つ

以上持つ 
・「速さ」の工夫 
・「強弱」の工夫 

グループで自分の表現を伝え、互

いの表現の工夫を出し合い、グル

ープ(９人)で、一つの表現をつく

る。 

二つずつのグループが組になっ

て、互いの表現の、似ているとこ

ろと違うところをグループ交流す

る。 

グループ交流をした二つのグルー

プが一緒になり、クラスを半分ず

つに分かれて、互いの表現を聴き

合う。 

クラス全員で一緒に歌い、本時の

学習のまとめの演奏をする。 

 予想される「おおむね満足できる」状況の児童の学びの様子  
←３フレーズ目が曲の山だから、その前の２フレーズ目

は、曲の山に向かってだんだん強くしていこう。楽譜に、

を書き込む。「強弱」の工夫をしたときに

仲間に見せる水色カードを取って、グループ学習へ行

く。 
←グループの仲間に水色カードを見せて、２フレーズ目か

ら３フレーズ目にかけて一人で歌って聴いてもらう。同

じ考えの、友達に賛成される。しかし、別の子が、「曲

の山は、３フレーズ目のはじめではなくて、３小節目だ

から、まだ３フレーズ目のはじめは大きいと困るよ」と

言う。 
←自分達のグループで、２フレーズ目から３フレーズ目に

かけての表現は迷ったまま、２フレーズの終わりを少し

だけ cresc.することにして発表する。相手のグループの

演奏もその部分にこだわって聴く。同じ部分を cresc.
するのではなく、２フレーズ目の最後の４分休符のブレ

スを慎重に取り、３フレーズ目のはじめもひそやかに歌

い始めた。そしてすぐに cresc.がかかっていたのを聴

き、ポイントはつなぎの部分の４分休符の取り方だと考

える。 
←グループ交流をした相手の表現をまねしながら、２フレ

ーズ目の納め方は、曲の山に向かう音楽的なエネルギー

を感じつつ、cresc.はしないで、３フレーズ目は密やか

に歌い始める。 
←相手のグループの演奏を、２フレーズ目から３フレーズ

目にかけてのつなぎを意識しながら聴く。心の中で「だ

けど…」というつなぎ言葉を感じながら聴くと、何か新

しい展開が見えてくるような期待感がある。 
←自信をもって、歌う。２フレーズ目から３フレーズ目に

かけてのつなぎは、次への曲の山への期待感をもって丁

寧に歌う。 
←曲のおさめとしての４フレーズ目の終わりも、少しゆっ

くりブレーキをかけるように丁寧に歌う。 



３ 授業改善後の成果 

「創造的な音楽活動」と「鑑賞」と「表現」の三つの活動を、一つの身に付けたい音楽の諸要素で

結びつけて意図的に題材を構成し、学習を進めることで、児童の学習意欲も高まり、一人一人に『楽

曲の構成』についての確かな力を身に付けることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○組曲「イーハトーヴ」の流れの中での最後の曲として位置付けた「星の世界」を物語で表すと、は

じめの「銀河鉄道の歌」で出発した主人公ジョバンニの地球に戻った場面をイメージした。一つ一

つの物語の伝えたい「イーハトーヴ」を受け止めた自分達の決意のような思いを込めたいと考え、

組曲全体のたての構成を意識する姿が見られた。 
○「星の世界」の三部合唱では、ＡとＢのそれぞれのまとまりに気づき、お話で表すと「だけど」と

いうつなぎ言葉でＡとＢのつながりをイメージして、強弱と速さを工夫した。Ａのおさめと次への

つながりを考えたフレーズのおさめ方として、最後の小節に向かって一度 cresc.してから decresc.
し次の曲の山に向かう歌い方を工夫することができた。Ｂの終わりは曲全体のおさめとしてだんだ

んゆっくりしながら decresc.して歌った。教材曲一曲の中での、横の構成、つまり『楽曲の構成』

を生かした表現を工夫することができた。 

「創造的な音楽活動」 

①組曲「イーハトーヴ」の 
八つの曲の構成の工夫 

 
 

②一曲ずつの三部構成の楽曲の

構成を生かした曲づくり 
Ａ－Ｂ－Ａ’ 

または 
Ａ－Ｂ－Ｃ 

「鑑賞」 

①組曲「道化師」10 曲の構成を 
図形譜と題づくりや情景描写

で味わう     （資料７） 
・全体のタイトルづくり 
・一曲ずつの題づくり 
 
②第 10 曲「エピローグ（終曲）」

の三部構成を図形譜と物語

づくりで味わう （資料８） 
・Ａ－Ｂ－Ａ’－Ｃoda 

 

「表現」 

①組曲「イーハトーヴ」全体のつながりとまとまりを、間の取り方やはじめの歌「銀河鉄道

の歌」と最後の歌「星の世界」とのつながりを意識して表現をつくっていく。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「星の世界」のＡ－Ｂの二部形式の構成を意識した表現づくり 

た
て
の
構
成 

た
て
の
構
成 

 

た
て
の
構
成 

「美しい星々の間を通り抜けて、 
ジョバンニのカンパネルラを南十字星へ送る旅は終わり

ました。 
だけど、 
もう、いじめには負けません。 
私たちも自分の夢に向かって頑張りたいと思います。」 

横の構成 

横の構成 

横の構成 



○「表現」するためには、感じ取った音楽の諸要素だけでより美しい表現に結びつくとは限らない。

四部休符でのブレスの取り方など、基本的な表現の技能は、４月からの題材の中で身に付けてきた

基礎的な力を発揮して演奏している児童の姿を価値付け、全体に広めていった。本時の中では、２

フレーズ目から３フレーズ目にかけての、つなぎのブレスの取り方が『楽曲の構成』の表現につな

がっていった。また、題材の中では、組曲「イーハトーヴ」をつくって演奏する際の、合奏のタイ

ミングや「Ａ－Ｂ－Ａ’」の各フレーズのつなぎ方に、ブレスの取り方が発揮されていた。 
○『楽曲の構成』に絞って学習を進めることができるよう、できるだけ、音楽的な環境を整理したこ

とで本時の目標も達成しやすくなった。具体的には、三部合唱は前時と次時に扱い、本時は斉唱に

して音程の不安感を少なくし、『楽曲の構成』に集中できるようにした。また、前時にスキャット

を児童の感覚で選んでいったとき、a や a’の言葉は同じにしておくことで『楽曲の構成』が自然に

感じ取れるようになった。 
 

【『楽曲の構成』に目を向けた一年間の学習の流れ】 
 
年間題材計画の流れ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月･５月の題材 
○フレーズのまとまり 

・強弱 
・アゴーギグ 
・ブレスの取り方 

10 月の題材 
○ⅠⅣⅤⅠの和声進行 

６月の題材 
○演奏形態 

7 月・9 月の

題材 
○器楽合奏 

  ３フレーズ目 

「星の世界」三部合唱 (本時) 
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「マー    ルー  」    「マー     ロー  」    

   Ⅰ  Ⅳ  Ⅰ  ⅤⅠ      Ⅰ  Ⅳ  Ⅰ Ⅴ・Ⅰ 

  １フレーズ目  

12 月の題材 
○合唱曲・合奏曲を仕上げよう。 

２フレーズ目   ４フレーズ目 

11 月の題材    ○楽曲の構成       組曲「イーハトーヴ」をつくろう 

３フレーズ目 

スキャット
の言葉 

本時の学習 


