
事 例 中学校 音楽科 第１学年 「日本の音楽に親しもう （日本の楽器の響き）」

「表現と鑑賞、表現の各活動の相互の関連を図った指導の在り方」テーマ

授業改 ・表現と鑑賞との関連を図った題材指導計画の作成
善のポ ・一人一人が和楽器を用いて表現する活動を十分に楽しむことができる環境構成の工夫

、 、イント ・和楽器の音色のよさを味わうために 西洋の楽器の音色と比較する活動を位置付けた
一単位時間の導入の工夫

・尺八を演奏する中で互いの表現から音色の美しさや特徴を感じる「聴き合う活動」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 （題材レベルで記載） 題材「日本の音楽に親しもう」】

ア 関心・意欲・態度 ウ 表現の技能 エ 鑑賞の能力観点 イ美しさの感受・表現の工夫

評 尺八の音色に関心を 尺八の美しい音色を 息の強さや息を当て 尺八の音色の美しさ
価 もち、美しい音色を イメージしながら、 る角度に気を付けな を、奏法の違いとか
規 イメージして学習に 美しい音色になるた がら演奏する力を身 かわらせて、日本の
準 取り組んでいる。 めの奏法を工夫して に付けている。 楽器のよさを感じ取

いる。 っている。

【把握方法】
本題材は日本の音楽の美しさやよさを、和楽器による表現や鑑賞を通して味わい親しむことを

ねらった本題材である。そこで、学習状況を把握するために、日本の音楽とのかかわりについて
の傾向を捉えるため、４観点について、次の項目からアンケートによる事前調査を行った。

観 点 アンケート項目（上段） 及び 実態のとらえ方（下段）

ア 関心・意欲・態度 ①日常的に、日本の音楽と西洋の音楽のどちらを多く聴きますか。
また、それはどんな理由からですか。

Ａ：日本の音楽のよさを自分なりに感じながら、進んで聴いたり表
現したりしようとしている。

Ｂ：日本の音楽に興味をもち、進んで聴こうとしている。
Ｃ：日本の音楽に対する興味が少ない。

②和楽器に興味がありますか。興味がある場合、どんなところに興
味がありますか。

Ａ：和楽器の音色や奏法のよさに気付いており、興味がある。
Ｂ：和楽器の音色や奏法の特徴に興味がある。
Ｃ：和楽器に対する興味が少ない。

③和楽器の音色について、どんな印象をもっていますか。イ美しさの感受・表現の工夫
Ａ：和楽器の音色の特徴を奏法とかかわらせて感じ取っている。
Ｂ：和楽器の音色の美しさを聴き味わっている。
Ｃ：和楽器の音色の美しさを感じていない。

④リコーダーを演奏する時には、美しい音色で演奏するために、ど
んなことを工夫していますか。

Ａ：タンギングや息圧など、様々な視点から表現を工夫し、その有
効性（美しさ）を実感している。

Ｂ：タンギングや息圧など、様々な視点から表現を工夫している。
Ｃ：音色の美しさについて十分に感じ取ることができていない。

ウ 表現の技能 ⑤どんな和楽器を演奏したことがありますか。



Ａ：家庭や地域の活動などで、和楽器を演奏している。
Ｂ：和楽器に触れたり、音を出したりしたことがある。
Ｃ：和楽器に触れたことがない。

エ 鑑賞の能力 ⑥日本の音楽のよさは、どんなところだと思いますか。

Ａ：日本の音楽のよさを、和楽器の特徴や時代背景など、多様に感
じ取っている。

Ｂ：日本の音楽のよさを、和楽器の特徴から感じ取っている。
Ｃ：日本の音楽のよさを、十分に味わっていない。

※ 「十分満足できる」状況 「おおむね満足できる」状況 努力を要する状況A: B: C:
なお 「表現の工夫」については、尺八を用いた表現活動の経験が少ないため、同じ管楽器で、

生徒たちにとって身近なリコーダーでの実態を、アンケートと授業の様子から把握することとし
た。また、表現の技能にかかわっても同じく、演奏経験の有無から表現の技能にかかわる実態を
把握することとした。

学習状況の結果と分析

【結果（アンケート対象学級の傾向 】）

観点 実現状況 Ａ Ｂ Ｃ

① ９％ ５１％ ４０％
ア 関心・意欲・態度

② １５％ ７７％ ８％

③ ９％ ３１％ ６０％
イ 美しさの感受・表現の工夫

④ ７１％ ２０％ ９％

ウ 表現の技能 ⑤ １５％ ８５％ ０％

エ 鑑賞の能力 ⑥ ３％ １５％ ８２％

アンケートの結果から、西洋音楽と比較
すると、日常的に日本の音楽を聴く体験が
少なく（⑥ 、日本の音楽を、自ら進んで聴）

。（ ）こうとする関心も薄いことが分かった ①
また、和楽器に触れる機会が少ないため

に、和楽器の音色や奏法の特徴について、
十分に感じ取ることができていないことも
明らかになった （③）。
しかし、地域の活動や、小学校で和太鼓

に触れた経験のある生徒は多く（⑤ 、和楽）
器全般にかかわって演奏したい、和楽器の
演奏を聴いてみたいという願いをもつ生徒
が多いことも明らかになった （②）。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善
(1)授業改善の方針
学習状況の結果と分析を踏まえた時、生徒が日本の伝統的な音楽のよさを十分に味わい、日本の音

楽に親しむようにするためには、次のことを大切にしていく必要があると考えた。

・日本の伝統的な音楽のよさを味わうために 「聴く活動」を大切にすること。、
・和楽器の美しい音色を感じることのできる学習活動を工夫すること。
・和楽器を実際に演奏する活動を大切にし、生徒一人一人に和楽器を演奏する喜びを味わわせる
こと。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

観点ごとの実現状況

Ａ

Ｂ

Ｃ



そこで、本題材では、次の３点を授業改善のポイントとした。

・表現と鑑賞との関連を図った題材指導計画の作成
・一人一人が和楽器を用いて表現する活動を十分に楽しむことができる環境構成の工夫
・和楽器の音色のよさを味わうために、西洋の楽器の音色と比較する活動を位置付けた、一単位
時間の導入の工夫

・尺八を演奏する中で互いの表現から音色の美しさや特徴を感じる「聴き合う活動」の工夫

(2)改善の具体的方途と実践
① 表現と鑑賞との関連を図った題材指導計画の作成

学習状況の結果と分析から、生徒は日本の伝統的な音楽の中でも、和楽器については興味を示し
ていることが明らかになった。そこで、日本の伝統的な音楽に親しむために、和楽のよさを味わう
ことを題材の中核としながら、日本の伝統的な音楽のよさに触れさせることを大切にする。
また、和楽器のよさを味わうために、和楽器の美しい音色と、奏法の違いによる音色の特徴を感

じ取る活動「鑑賞」を位置付けるとともに、実際に自分でも和楽器を演奏する中で、和楽器のよさ
を実感する「表現」を関連させて位置付けるようにする。

［従前の題材指導計画］ ［改善した題材指導計画］

（ ）題材名 日本の伝統音楽（雅楽） 題材名 日本の音楽に親しもう 日本の楽器の響き

教材群 ・陵王乱序（鑑賞） 教材群 ・巣鶴鈴慕（鑑賞）
（ ）・越天楽（鑑賞） ・たこたこあがれ 尺八による表現

・筝
・さくら（筝による表現）

第一時 第１時
［主な学習活動］ ［主な学習活動］
○雅楽を、舞を伴った「舞楽」と、舞を伴わ ○尺八曲「巣鶴鈴慕（鶴の巣籠 」を鑑賞す）
ない「管絃」とに分類して鑑賞する。 ることで、尺八のいろいろな奏法によって

○舞楽では、特に映像から、舞の特徴を感じ 表現される音色の変化を感じ取る。
取るとともに、簡単な舞を真似て踊ってみ ○尺八曲「巣鶴鈴慕」とフルートによる「ア
る活動を位置付ける。 ルルの女よりメヌエット」を比較して鑑賞

○管絃では、音と映像から、楽器編成につい することで、日本の音楽と西洋の音楽との
ての理解を図るとともに、それぞれの楽器 違いを感じ取る。
の特徴や音色をつかむ。 ○代表的な演奏家による「巣鶴鈴慕」の演奏

から、尺八の美しい音色をイメージし、簡
［学習状況の結果と分析から改善すべき点］ 単な楽曲「たこたこあがれ」を演奏するこ
△ 和楽器 に興味を示す生徒たちにとって とで、日本の音楽のよさを実感することが「 」 、
鑑賞だけでなく、実際に和楽器を演奏する できるようにする。
活動を位置付けたい。

△管絃で用いられる楽器は、実際に生徒が触 〇尺八の音色の美しさや、特徴的な奏法を実
れて演奏を体験することが難しく、表現と 際に体験し、奏法による音色の変化を仲間
の関連を図ることが困難である。 と聞きあうことで、尺八のよさを実感でき

るようにする。

第２時
[主な学習活動]
〇筝の仕組みや奏法を、実際に楽器に触れな
がら理解する。

②一人一人が和楽器を用いて表現する活動を十分に楽しむことができる環境構成の工夫
学習指導要領の「指導計画の作成と内容の取扱い」にかかわり 「内容の指導に当たっての配慮、

事項」として、次のように示されている。

(4) 器楽指導については、指導上の必要に応じて弦楽器、管楽器、打楽器、鍵盤楽器、電子楽器
及び世界の諸民族の楽器を適宜用いること。また、和楽器については、３学年間を通じて１種
類以上の楽器を用いること。

そこで、本題材では生徒が尺八に触れ、実際に演奏する活動を大切にするために、全ての生徒が
尺八を手にすることができるように「手作り尺八」を準備した。



［従来の楽器の扱い］ ［改善した環境の工夫］

○ペアやグループで１台 ○塩化ビニール製の管を用いて
ずつ用意し、交替で演 尺八を制作し、全員が常に演
奏する。 奏することができるようにす

△楽器に触れ、演奏する ることで、十分な追究時間が
時間の確保が困難。 確保できる。

③和楽器の音色のよさを味わうために、西洋の楽器の音色と比較する活動を位置付けた、一単位時間
の導入の工夫
尺八の音色のよさや、奏法の特徴（メリ・カリ等）による音色の特徴を感じ取ることができるた

めに、これまでは、音と映像によって鑑賞する活動を位置付けてきた。
そこで、さらに、日本の音楽と楽器との関係の中で、和楽器の音色のよさを味わうために、西洋

の音楽と聴き比べる場を位置付けた。
また、日本の旋律の特徴と尺八の音色や独特な奏法が深くかかわっていることを感じ取ることが

できるようにするため、比較の仕方も次のように工夫した。

［改善した一単位時間の導入］［従来の一単位時間の導入］

○「巣鶴鈴慕」 ○尺八曲「巣鶴鈴慕」をＣＤで鑑賞する。
を鑑賞し、尺八 ↓
の音色について ○教師の範奏で、フルートによる演奏の「巣鶴鈴慕」を聴く。、
感じたことを交 ↓

、 「 」流する。 ○教師の範奏で フルートによる演奏の アルルの女よりメヌエット
△音色のよさや、 を聴く。
奏法の特徴によ ↓
る音色の変化に ○楽曲と、演奏する楽器によって、その感じ方が大きく異なることを
ついて生徒たち つかむ。
にとって実感の ↓
伴ったよさとな ○尺八曲「巣鶴鈴慕」をＣＤで再度鑑賞する。
るまでには至ら この一連の活動の中で、尺八で演奏された「巣鶴鈴慕」のよさを十
ない。 分に味わうとともに、日本の音楽と尺八の音色のよさや、奏法の特

徴との関係を、日本の音楽のよさとして捉えることができる。

④尺八を演奏するなかで、お互いの表現から、音色の美しさや特徴を感じる「聴き合う活動」の工夫
生徒一人一人が、尺八を手にしながら、導入で感じた尺八の音色のよさや、メリ・カリ（音の上

下 、ユリ・コロコロ（トリル 、ムラ息などの奏法の特徴を体験できるよう、追究の場を位置付） ）
ける。
そこで、一人一人の追究に様々な奏法の工夫を取り入れ、演奏を楽しむと同時に、お互いに表現

、 。を聴き合う場を位置付けることによって 尺八による独特な表現のよさを実感できると捉えている
また、仲間との聴き合う活動は、お互いの表現のよさに気付き、学び合うことを通して、確かな

表現技能を身に付ける上でも有効である。

従来の個人追究を中心とした学習 改善した｢聴き合う活動｣と取り入れた学習

○教科書の写真を参照しながら、 ○教科書の写真を参照しながら、構え方・息の当て方を
構え方・息の当て方を理解し、 理解し、音を出すことができるように繰り返し練習す
音を出すことができるように繰 る （従来の個人追究と同じ）。
り返し練習をする。 ○仲間とお互いに尺八の音色を聴き合い、尺八本来の音

○ラとソの運指を覚え 「たこた 色を味わうとともに、音を出すことができた喜びを味、
こあがれ（わらべ歌 」の練習 わう。）
をする。 ○「たこたこあがれ」を演奏する中で、息を鋭く吹き込

○ 音を出すことができているか んで、１オクターブ高い音で演奏したり、息を当てる「 」
「運指は正確に演奏できている 角度を変えることなどによって、音高を上げたり（カ
か 「姿勢はよいか」などの視 リ）下げたり（メリ）して 「たこたこあがれ」の演」 、
点から、お互いの表現を聴き合 奏に変化を付けることを楽しむ。
う ペア鑑賞会 を位置付ける ○変化をつけた演奏を、お互い聴き合うことで、尺八の「 」 。

△演奏技能の習得が学習の中核と 独特な奏法の特徴を感じ取る。
なり、尺八の音色のよさや、独 ○聴き合う中で、お互いの工夫のよさを認め合ったり、
特の奏法を味わうことが希薄に 新たな奏法の工夫を取り入れたりしながら、尺八の演
なる。 奏を楽しむ。

、 。○尺八の演奏を楽しむことで 日本の音楽のよさを感じる



３ 授業改善後の成果
「授業改善のポイント」から次のように考察した。

①表現と鑑賞との関連を図った題材指導計画の作成
・和楽器に直接触れて演奏を体験することで、楽器に興味や関心をもち、学習意欲が高まるとと
もに、日本の音楽への興味をもたせることに繋がった。さらに、芸術的価値・文化的価値が高
い表現を鑑賞させることとを関連させたことで、日本の音楽の奥深さ、表現のよさを感じるこ
とに有効であった。

②一人一人が和楽器を用いて表現する活動を十分に楽しむことができる環境構成の工夫
・塩化ビニール製の管を用いて製作した尺八は、本物の尺八の音色の美しさには至らないが、一
人一人が十分に尺八の演奏に取り組み、和楽器の雰囲気を味わう上で、有効な環境構成の一つ
であった。

③和楽器の音色のよさを味わうために、西洋の楽器の音色と比較する活動を位置づけた、一単位
時間の導入の工夫

・一単位時間の導入で、鑑賞によって尺八の音色にあこがれをもたせるだけではなく、西洋の楽
器と和楽器の音色や奏法の違いを比較して感じ取ることができること、西洋の楽器による西洋
の音楽、日本の楽器による日本の音楽を比較して聴いたり、西洋の楽器による日本の音楽の演

、 、 、奏を聴き 物足りなさを感じ取らせたりしたことは 尺八の音色の特徴や特徴的な奏法のよさ
日本の音楽のよさを関連付けて感じ取る上で有効であった。

④尺八を演奏するなかで、お互いの表現から音色の美しさや特徴を感じ取る「聴き合う活動」の
工夫

・自分の表現を仲間に聴いてもらい、音色や奏法のよさを価値付けられたことは、一人一人の追
究の喜びに繋がった。

、 、・思うように演奏できない原因を解決するための視点を 仲間からアドバイスしてもらうことで
願う表現に近づくことができた。

・仲間の表現のよさを見つけることで、新たな自分の課題を見いだし、豊かな追究に繋がった。

そして、本時の授業後、学習プリントに生徒が記述した内容は次のようであった。

○リコーダーは小学校からずっと演奏してきたが、同じ管楽器でも、尺八はリコーダーと音色も
奏法もずいぶん違うことがわかった。また、リコーダーは、吹き口に息をそっと入れれば簡単
に音を出すことができるが、尺八は音を出すだけでも、工夫が必要なんだということがわかっ
た。今まで、尺八という楽器は、年をとった人が、お正月に演奏しているというくらいにしか
思っていなかったけれど、なんとなく、尺八もいいものだなと思った。

○以前、何気なくテレビで尺八の演奏を観た。そのときは、首をふったり、難しそうな顔をした
おじいさんが演奏していて、気にもかけなかったけれど、あの首を振る動作は、音に変化をつ
けるものだったと知り、驚いた。尺八の演奏への見方が変わった気がする。

○私はピアノを習っていて、ベートーベンやモーツァルトの音楽はよく聴いていた。正直な気持
ちは、日本の音楽は、旋律も和音もあまり興味がなかったが 「巣鶴鈴慕」を鑑賞したり、実、
際に尺八を演奏してみて、なかなか日本の音楽も悪くないなと思った。

○先生がフルートで「巣鶴鈴慕」を演奏してくださったとき、とても違和感を感じた。音楽の特
徴と、演奏する楽器の関係は、とても大切なんだと感じた。日本の音楽は日本の楽器で演奏す
るのが、一番いい感じがした。尺八だけではなく、箏や三味線など、まだまだ日本の楽器はあ
るが、それらの楽器の演奏も聴いてみたい。

このように、本題材の学習では、全ての生徒が尺八曲「巣鶴鈴慕」を興味深く聴いたり、尺八での
表現に対して意欲的に取り組んだりすることができた。また、尺八の音色や奏法特徴に興味をもった
り、日本の音楽に対する印象にも変化が見られた。


