
事例 中学校 音楽科 第 1学年「創作」 

テーマ 

「オリジナルソングを作ったり、その作品を実際に歌ったりすること

の喜びを感じ、意欲的に創作活動に取り組むことができる授業の工

夫改善」 

授業改善の

ポイント 

・ 創意工夫して学習に取り組むことができる題材指導計画の工夫 

・ 創作（歌詞・旋律）に当たっての指導方法の工夫 

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「創作」 

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 
評

価

規

準 

歌詞や旋律を作ることに興

味をもち、意欲的に創作活動

に取り組んでいる。 

歌詞の抑揚やイメージをも

とに、リズムや旋律、調性な

どを工夫して表現している。 

創作をするために必要な楽

典の知識や、歌詞の抑揚に合

わせて音の高低を付ける力

と、それを生かして曲想を工

夫しながら、自分のイメージ

に合った曲を創作する力と

を身に付けている。 
  【把握方法】 
   「関心・意欲・態度」については事前アンケートから、「音楽的な感受や表現の工夫」について

は今までの毎時間の生徒の姿から、「表現の技能」については簡単な楽典のテストから実態を捉

えた。 
学習状況の結果と分析 
 「関心・意欲・態度」 
  ＜アンケートの結果＞（全 35 人中） 

１ 今までに作曲や作詞などの創作活動

をしたことがありますか？ 
はい         3 人 
いいえ       ３２人 
思う         ３人 
まあまあ思う    １０人 
（理由） 
・ いつもは誰かが作った曲を聴いたり歌ったりする

だけだから、自分で曲を作ってみたい。 

２ 創作活動をしたいと思いますか？ 
またそれはなぜですか？ 

あまり思わない   １９人 
思わない       ３人 
（理由） 
・ 曲を作ってみたいとは思うけれど、音符やリズム

のことが分からない。 
・ 難しそう。 
・ 興味はあるけど、自分にはできなさそう。 

   このアンケートの結果から、これまでに創作の経験が無い生徒がほとんどであるということが分

かった。また、創作への興味・関心や憧れはあるが、「自分で作詞や作曲をしたりすることは難し



くてできない。」といった類の先入観をもっていることが見て取れる。 
  「音楽的な感受や表現の工夫」 
    歌唱領域における生徒の姿を見ると、生き生きと歌い豊かに表現することができる。しかし、

ただ単に範唱や力のある生徒の真似をしながら歌っているだけの生徒が多い。歌詞や旋律の抑揚

を感じ取り、それを意識して表現しようとしたり自分で表現方法を工夫したりする力に弱さが見

られる。 
また、曲の歌詞の意味を読み取ったり、曲に対する「こんなふうに歌いたい。」という願いを

もったりすることはできるが、歌詞の大意の明暗と曲の調性を感じ取り、それに沿った表現を工

夫しようとする力に弱さが見られる。 
これら歌唱領域における実態は、創作領域についてもそのまま当てはまるであろうと考える。 

  「表現の技能」 
   楽典の基礎知識の定着度を把握すべく、以下のような簡単な筆記テストを行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



   ＜テスト結果＞ 
５０～６０点 ３人 
４０～５０点 ３人 
３０～４０点 ４人 
２０～３０点 ８人 
１０～２０点 １４人 
 ０～１０点 ３人 

      この結果から、楽典の基礎知識の定着度が低いことが分かる。 
目標にもある「表現の技能」は、創作のための技能を訓練的に身に付けさせるだけのもの

ではないが、「創造的に表現する能力」の基盤となる「基礎的な表現の技能」として考えた

時、自分のもつイメージを音によって表現するためには、基礎的な読譜能力や記譜能力が必

要である。目標を達成するために、まずそうした基礎能力を確実に身に付けることの必要性

を強く感じた。 
授業改善へ 
 
２ 分析に基づく授業改善 

（１） 授業改善の方針 
  
   まず何より、創作活動に対する「難しい」という先入観と、そこからくる関心と意欲の低さを改

善したいと考えた。そのためには、旋律や歌詞を「作る喜び」や創作活動が本来もっている「面白

さ」を生徒が感じられるようにすることが必要不可欠である。そこで、生徒のつまずきを極力少な

くするために、創作活動を行う上で最低限必要な楽典の基礎知識を確実に身に付けることができる

ように、また、今までに創作経験の無い生徒や表現の技能が低い生徒でも、容易に創作活動に取り

組むことが出来るように、指導計画と指導方法を工夫改善することとした。 
（２） 改善の具体的方途と実践 

① 創意工夫して学習に取り組むことができる題材指導計画の工夫 
以下に示すように、音符・休符の種類や長さ、拍子と音階についてなど、創作を行う上で最

低限必要な楽典の知識を身に付けるための授業を第１時に位置付けた。本来は小学校時に学習

しているために不必要な内容ではあるが、楽典の知識が不十分なまま創作活動に臨んでも、旋

律作りの段階で必ずつまずく生徒が出てきてしまう。旋律やリズムのイメージはもっていても、

それをどう楽譜上に表していいのか分からなかったり、イメージを音符に変換して記譜する作

業のみに終始してしまったりで、目標が達成できないばかりか、自分のイメージを表現しなが

ら自由に音楽を創造する喜びを感じることができない。このような理由から、楽典の知識を身

に付ける授業を位置付けた。 
   また、生徒のつまずきをより少なくするために、一単位時間における学習内容とねらいを明

確にした。歌詞をつくった後にまずリズム譜を作成し、そのリズム譜を基にして音符に高低を

つけて旋律をつくるという段階を踏むこととした。 
 
 

 

創作に対する関心を深め、主体的に活動を行おうとする意欲を高めることに焦点を当てる。 



  従前の題材指導計画 改善した指導計画 

１ 
歌詞の創作 
テーマを決め、自由に歌詞をつく

る。 
１ 

楽典の学習 
創作活動上最低限必要な知識を身に

付ける。 

２ 

歌詞の創作とリズム譜の作成 
テーマを決め、7･5 調で歌詞をつく

る。歌詞の特性を生かしたリズム譜

をつくる。 ２ 

～  
３ 

旋律の創作 
歌詞の内容や言葉の抑揚に合わ

せて、旋律をつくる。鍵盤楽器を

たよりに、五線譜に音符を記入し

ていく。 

３ 

音楽ソフトウェア操作方法の習得と

リズム譜の打ち込み 
作曲をする上で最低限必要な基本操

作について学習し、前時に作成した

リズム譜を入力する。 

４ 
創作した曲の発表と鑑賞 
作った曲を歌えるようにして、グ

ループ内で発表し合う。 
４ 

旋律の創作 
歌詞の内容や言葉の抑揚に合わせ

て、旋律をつくる。 
 

 

５ 

曲想表現の工夫 
テンポを設定したり強弱表現を工夫

したりして、より自分のイメージに

近づける。 

６ 

創作した曲の発表と鑑賞 
自動伴奏を加えて曲を完成させる。 
つくった曲をコンピューターの自動

伴奏に合わせて歌い、グループ内で

発表し合う。 
② 創作（歌詞・旋律）に当たっての指導方法の工夫 

ア）七・五調での歌詞づくり 
   俳句作り感覚で容易に歌詞を作ることができるように、自由にテーマを設定した後は七･

五調という制約を設定した。 
 
 
歌詞のテーマを決めましょう。 私のテーマ →  
 
七＋五調で歌詞を作りましょう。 

            

 

            

 



イ）折線譜づくり 
   音符に高低をつけて旋律をつくる前段階として、歌詞の抑揚を視覚的に捉えることがで

きるように、下記のような折線譜を作成した。 
 
 
 
 
 
 
 

 
       このような折線譜に表れた言葉の抑揚に沿って音の高低を付けるということを、既習曲

と関連させながら分かりやすく説明した。 
 
      ＜既習曲１：「名づけられた葉」（新川和江：詞、飯沼信義：曲）＞ 
       
       
        
 
 
 
 
      ＜既習曲２：「朝」（谷川俊太郎：詞、大熊崇子：曲）＞ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、内容が力強い歌詞の場合と、内容が優しい歌詞の場合は、それぞれそれに合った

旋律にするために跳躍進行を用いることを、次のような例を示しながら説明した。 
 
 
 
 
 



 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ウ）音楽ソフトウェアの活用 
   記譜することに関して生徒に過重な負担をかけることのないように、パソコンと音楽ソ

フトウェアを活用することにした。 
パソコンを活用することの利点の一つは、記譜を容易に行うことができるということで

ある。音符の種類を選択し、五線譜上の位置を決めてクリックするだけで、音符が記譜さ

れる。間違えたら修正ボタンを押してすぐに消すことができる。また、自分が入力したリ

ズムや旋律を、自動演奏によってその場ですぐに聴くことができ、自分のイメージと合っ

ているのかどうか耳で聴いて判断し、感覚的に曲を仕上げていくことができる。もしイメ

ージ通りでなければ、簡単に修正することが可能である。こうした利点によって生徒は、

たっぷりと時間をかけて創作活動に専念することができると考えた。 
 

３ 授業改善後の成果 

① 創意工夫して学習に取り組むことができる題材指導計画の工夫 
  一単位時間における学習内容とねらいを明確にし、歌詞を作ったらまずリズム譜の作成、それ

を基にして音符に高低をつけて旋律をつくるという段階を踏んだことで、生徒はほとんどつまず

くことなく旋律作りまで終えることができた。 
＜リズム譜１＞は、リズム譜創作の段階での生徒のつまずきを解消するための手立てである。

楽典の基礎知識の定着度が低い生徒が、作った歌詞に合うリズム譜を作成するに当たって「どの

音符をどう組み合わせればよいか分からない。」と困った時に示す、リズム譜の例の一つである。

しかし、そうした例を示すことは殆ど無かった。 
 

 
  
 

 

＜跳躍進行＞ 

＜順次進行＞ 

＜リズム譜１＞ 



＜リズム譜２＞は、楽典の基礎知識の定着度を調査する小テストで、「努力を要する」と判断

した生徒Ａが作ったリズム譜である。創作を行う上で最低限必要な楽典の知識を身に付けるため

の授業を第１時に位置付けたことで、このような生徒も自分のイメージをリズムや旋律で自由に

表現することができ、創作活動の面白さや創り出す喜びを感じることができたのではないだろう

か。 
 

  
 
 
 
 

 
② 創作（歌詞・旋律）に当たっての指導方法の工夫 

ア）七・五調での歌詞づくり 
  これまでに、国語の授業や応募作品づくりなどで、短歌や俳句を作った経験があったため、

７・５調で歌詞を作ることに抵抗がない様子で、楽しそうに活動する姿が見られた。また、

ひとつの歌詞だけでなく、いくつかの歌詞を作り、その中から一番自分がよいと感じる歌詞

を選ぶという姿も見られた。 
イ）折線譜づくり 
  リズム譜に音の高低を付けて旋律を作るに当たって折線譜を作成したことで、言葉の抑揚

に合わせて旋律を作ることが容易にできた。どう旋律を作ってよいか分からない生徒も、ま

ずは折線譜と同じ形になるように音符を上下させて旋律を作り、それを再生して耳で聴きな

がら修正していくという姿が見られ、歌詞の抑揚を視覚的に認識することができる折線譜を

作成したことは、大変効果的であった。 
ゥ）音楽ソフトウェアの活用 

    生徒はコンピューターの基本的な操作は習得しているが、音楽ソフトウェアを活用するこ

とは初めてであった。操作方法を簡単に説明した後は、自分でいろいろなボタンやメニュー

を操作しながら、感覚的に音楽ソフトウェアを使いこなしていた。 
    旋律を作っている時の生徒たちの表情は生き生きとしており、入力した旋律を聴きながら、

イメージに合わない箇所は修正するという操作を何度も繰り返しながら作品を完成させて

いった。 
 
    

 
 
 
       
 
 

        

＜楽譜１＞ 

＜リズム譜２＞ 



 上の＜楽譜１＞は、生徒Ｂが第４時の旋律作りを終えた段階での作品である。力強い内容   
     の歌詞であるため、跳躍進行が多く用いられている。 
 
 
 
 
 
 
 
      そして＜楽譜２＞は、生徒Ｂの最終的な作品である。一度作り終えた旋律でも、自動伴奏

を付け加えて聴き直すことで、自分が納得のいくように旋律を修正する生徒も多く見られた。 
      また、趣味でギターを弾いている生徒Ｃは、下の＜楽譜３＞のように、第１時では扱わな

かった三連符を用いて独特の作品を作っている。優しい内容の歌詞なので、順次進行を基本

に作成している。 
 
     
 
 
 
      

さ さらに、ピアノを習っている生徒Ｄは下の＜楽譜４＞のように、通常の倍の歌詞と旋律

を作り、自動伴奏ではなく自分で伴奏を作って付け加えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

＜楽譜２＞ 

＜楽譜３＞ 

＜楽譜４＞ 



       このように生徒たちは、音楽ソフトウェアの便利な機能を十分に活用することで、自分

のもつ能力や実態に合わせて、自由に創作活動に取り組むことができた。 
       題材の最後に行ったアンケートでは、以下のような回答が得られた。 

１．創作活動を終えての感想は？ ・楽しかった。 
・意外と簡単に自分の曲が作れたので

嬉しかった。 
・パソコンを使うと自分の作った曲を

すぐに聴けるので、作り易かった。 
・作詞家や作曲家の気分を味わうこと

ができてよかった。 
・合唱で歌う時、今までは歌詞しか見

ていなかったけど、音符や記号など

にも自然と目がいくようになった。 
２．また創作をしてみたいと思いますか？ はい      ３５人 

いいえ      ０人 
       オリジナルソングを作っている時の生徒の表情は真剣で、日頃の授業では見ることがで

きない大変生き生きとした表情で取り組む生徒もいた。歌うことが苦手で、歌唱の授業で

はなかなか前向きに取り組むことができない生徒も、「創作の授業に入ってから音楽が楽

しい。」とつぶやきながら、大変意欲的に取り組むことができた。最後には「また創作を

したい。」という感想が多く出され、創作への興味や関心を高めることができたことは成

果であった。 
これまで生徒たちは、「他人によって創作され完成された音楽」を与えられていただけ

であったが、初めて自分が創作する側に立った。自分のイメージに近づけようと、構成要

素と表現要素を用いて工夫を重ねた。こうした創作活動が、構成要素や表現要素に対する

理解を深め、他領域の表現活動にも生きてくるであろうと考える。 


