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事 例 小学校 音楽科 第４学年 「ふしのとくちょうを感じ取ろう」

テーマ 基礎的・基本的な内容の定着と児童が主体的に音楽学習に取り組む授業の改善

授業改善 ①願いや憧れのもてる導入と課題追求の見通しのもてる学習課題の設定

のポイン ②本時の出口の姿の明確化とつまずきに対する指導援助の在り方

ト ③仲間と学び合い、高め合うことのできる授業展開の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】 題材「ふしのとくちょうを感じ取ろう」

観点 度 ウ表現の技能 エ鑑賞の能力ア関心・意欲・態 イ音楽的感受や表現の工夫

旋律の特徴に関心 レガートやスタッカ レガートやスタッ 旋律の特徴を感

評 をもって、注意深 ートなどの旋律の特 カートなどの旋律 じ取り、曲全体

価 く聴いたり表現し 徴を感じ取って、歌 の特徴を感じ取っ の美しさを感じ

規 たりしようとして い方や楽器の演奏の て、歌ったり楽器 取りながら聴い

準 いる。 仕方を工夫している を演奏したりする ている。。

力を身に付けてい

る。

【把握方法】

１学期題材「歌と楽器のひびきを合わせよう」

「いろんな木の実」…主旋律の気分に合うように、歌と楽器の音の重なりを感じながら

拍の流れに乗って歌ったり楽器を演奏したりする。

「歌のにじ」 …主旋律と副次的な旋律のバランスを考えて、重なり合う音の響き

を感じ取って演奏している。

２学期題材「いろいろな音のちがいを感じ取ろう」

「音のカーニバル」…いろいろな音の特徴や音色の違いを感じ取り、その違いを生かし

て自分たちのイメージに合う音づくりを工夫している。

「バディネリ 「ガボット 「クラリネットポルカ」」 」

クラリネット、フルート、オーボエの木管楽器の仕組みが分かり

音色の特徴を感じ取りながら聴いている。

これらの学習曲における児童の学習の様子、および学習プリントに記載された内容か

ら４つの観点について学習状況を把握した。

学習状況の結果と分析 【音楽への関心・意欲・態度】

・ いろんな木の実 「歌のにじ 「音のカーニバル」ともに、親しみやすい旋律と、楽「 」 」

器との合奏で関心をもって学習に取り組むことができた。導入で曲を聴いたり詩を読

んだりしてどのようなイメージをつかんだのか学習プリントに記入した。児童たちは

次のようなイメージをもつことができた。

「いろんな木の実」…南の島の雰囲気。楽しくて愉快な感じ。いろいろな打楽器が使わ

れていてリズムがおもしろい。明るくて元気な歌。

「歌のにじ」 …明るくてさわやかな感じ。希望がいっぱい。リコーダーと歌の感

じが合っている。

「音のカーニバル」…いろいろな楽器が順番に出てきておもしろい。にぎやかで楽しい
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曲。

○それぞれの曲の特徴やよさを感じ取れている児童が多い 「いろんな木の実 「音のカ。 」

ーニバル」では軽快なリズムの上にさまざまな打楽器が演奏されていて、自分もやっ

てみたい、楽しそうだと、関心をもっている児童もいた 「歌のにじ」はやわらかい感。

じ、流れるような旋律の感じをとらえている児童もいて 「いろんな木の実」や「音の、

カーニバル」との曲想の違いに気付くことができた。

○「バディネリ 「ガボット 「クラリネットポルカ」の鑑賞曲では、３つの木管楽器の」 」

音を比べたり、それぞれの曲の感じを比べたりして、音色に関心をもって聴いている

児童が多かった。

△「いろんな木の実」で歌に合わせて４つのリズムを演奏する場において、４拍子の拍

の流れに乗れずに演奏したり、友だちの音を聴かずにリズムがそろわなかったりする

児童もいた。

【音楽的な感受や表現の工夫】

・曲との出会いで感じた「イメージ」をもとに、こんな演奏にしたいという「願い」を

もって表現を工夫を行った。

「いろんな木の実」…

《イメージ》

南の島の雰囲気。明るくて愉快な感じ。明るい、元気。

《演奏への願い》

この願いのもと、グル いろいろな打楽器でリズムを加えて楽しく演奏したい。

ープで楽器を選択して４つのリズムを合わせて演奏した。

○曲の特徴を感じて、自分のイメージをもとに楽器を選んで、この曲のもつ楽しさ、お

もしろさを表現しようとする姿が見られた。

○楽器の音色に関心をもち、演奏の願いのもと、音色や奏法を考えて表現しようとする

姿が見られた。

△曲のイメージや演奏の願いで楽器を選択するのではなく、自分が演奏したい楽器を選

択する児童もいて、願いに結び付いた表現にならなかった。

△「音のカーニバル」において、グループで役割を考えて楽器を選ぶようにしたが、４

つのパートのまとまりや全体を考えて楽器を選ぶのではなく、個々の児童がやりたい

楽器を選んで合わせるグループが多かった。

△「歌のにじ」歌とリコーダーパートを合わせて演奏したが、リコーダーパートは正し

く吹けていても、歌の旋律の感じや流れを考えて、音色や奏法を工夫して表現するこ

とができていない児童がいた。

【表現の技能】

・ いろんな木の実」では次の４つのリズムパターンを示し、曲の感じに合う楽器を選択「

しグループで合奏を行った。

。○この４つのリズムの中では①②はあまり難しくないが③は休符の取り方がやや難しい

グループで技能の差も考慮してリズムを選択することによって、抵抗なく取り組むこ

とができた。

△４拍子の拍の流れを感じて自分のリズムを打つことができない児童、友だちの音を聴

く余裕がなくアンサンブルを味わっていない児童もいた。また、グループ内での活動
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の際、何度も通して合わせることが多く、つまずいている部分を取り出して練習した

り、互いに教え合ったりという姿があまり見られなかった。

△楽器の基本的な奏法（持ち方、たたき方）ができていない児童もいた。

【鑑賞の能力】

・ バディネリ 「ガボット 「クラリネットポルカ」では、木管楽器（フルート・オー「 」 」

ボエ・クラリネット）の音色の特徴を感じ取りながら鑑賞した。

「バディネリ （フルート）…やわらかくて優しい音色。息の音が聞こえてくる感じ。」

かわいい感じがする。音が高い

「ガボット （オーボエ）…フルートに比べて力強い感じの音色。音が大きく目立つ感」

じ、よく響いて音が揺れる感じ

「クラリネットポルカ （クラリネット）…おもしろい感じの音、音がコロコロしてい」

る。明るく楽しい音。

○それぞれの楽器の音色の特徴を感じ取って、曲全体を楽しんで聴くことができている

児童が多い。

△感じたことを言葉で表す力が十分ではない児童もいる。

以上の結果より、本時付けたい基礎的・基本的な内容をより具体的な姿で明らかにし、

その定着のための指導・援助の在り方を工夫すること、児童が課題追求により意欲をも

って取り組むことができるよう、児童が学び方の方法を明らかにしていくことが必要で

あると考える。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

以上の分析に基づき、次のことを授業改善の方針とした。

・本時付けなければならない力を一人一人の児童に定着できるような授業の改善

・児童が主体的に課題追求に取り組むことができるような授業の改善

現在の児童の実態から、願う児童の姿を「音楽に対する願いや憧れをもち、楽しく主体的

、 、 」 。に音楽にかかわりながら 音楽的な感受を深め 豊かな表現力を身に付けていく子 とした

音楽を表現したり聴いたりする喜びを心から感じるためには、根底となる音楽の諸要素であ

る基礎的・基本的な内容を一人一人に定着できることが大切である。そこで、本時付けなけ

ればならない力を具体的な姿で示し、つまずきを予想し、手だてを考えていくことが必要で

あると考えた。また、児童の願いや憧れを生かした課題化や、仲間の表現のよさに気付きそ

のよさを生かすような活動を通して、主体的に課題追求に取り組むことができるような授業

を仕組んでいきたい。

【授業改善のポイント】

①願いや憧れのもてる導入と課題追求の見通しのもてる学習課題の設定

②本時の出口の姿の明確化とつまずきに対する指導援助の在り方

③仲間と学び合い、高め合うことのできる授業展開の工夫

（２）改善の具体的方途と実践

①願いや憧れのもてる導入と課題追求の見通しのもてる学習課題の設定

児童一人一人が主体的に学習活動に取り組むためには、児童が「歌ってみたい 「吹けるよ」

うになりたい 「友だちと合わせて演奏してみたい 「きれいなハーモニーをつくってみたい」」 」

「もっと聴いてみたい」という気持ちがもてることが必要であると考えた。そのためには、曲

との出会いを大切にし、曲のイメージをつかめるような導入の工夫をすることや、イメージか

ら表現に対する願いやめあてをもつこと、そしてめあてを達成するためにはどのように学習し

ていくとよいのか見通しをもたせることを大切にした。

４学年 題材「ふしのとくちょうを感じ取ろう」における指導計画の改善
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改善のポイント

・はずんだ感じ、なめらかな感じのふしのよさを十分味わい、自分の表現に生かすことが

できるよう、鑑賞曲「あいのあいさつ 「ピチカートポルカ」を２時間扱いにし、それ」

ぞれのふしの特徴を感じられるようにした。

・本時ねらいとする児童の姿を、できるだけ具体化する。

従前の指導計画 改善した指導計画

１ あいのあいさつ・ピチカートポルカ １ あいのあいさつ・ピチカートポルカ

弦楽器のピチカート奏法やレガート奏 主なふしを「ラ」で口ずさみながら

法について知り、ふしの特徴を感じ取 スタッカートやレガートの特徴を感

りながら聴く。 じ取って聴く。

２ もみじ ２ あいのあいさつ・ピチカートポルカ

曲のゆったり流れる感じをつかみ、歌 弦楽器のピチカート奏法やレガート

い方を工夫する。 奏法について知り、ふしの特徴を感

じ取りながら聴く。

３ もみじ ３ もみじ

旋律の重なりや和音の重なりを感じな 曲のゆったり流れる感じをつかみ、

がら二部合唱をする。 歌い方を工夫する。

４ あたらしいえがお ４ あたらしいえがお

前半のはずんだ感じと後半のなめらか 前半のはずんだ感じと後半のなめら

な感じをつかみ、歌い方を工夫する。 かな感じをつかみ、歌い方を工夫す

る。

５ 陽気な船長 ５ 陽気な船長

範奏を聴いて、前半のスタッカートと 範奏を聴いて、前半のスタッカート

後半のレガートの特徴を感じ取りなが と後半のレガートの特徴を感じ取り

ら演奏する。 ながら演奏する。

６ 陽気な船長 ６ 陽気な船長

ア とイの２つのふしの感じの違いを ア とイの２つのふしの感じの違いを

感じ取って演奏する。 感じ取って、タンギングを工夫して

演奏する。

７ 陽気な船長 ７ 陽気な船長

スタッカートとレガートの特徴を生か スタッカートとレガートの特徴を生

してリコーダーで二重奏をする。 かしてリコーダーで二重奏をする。

８ オーラリー ８ オーラリー

リコーダーの高いミ・ファ・ソ の運 リコーダーの高いミ・ファ・ソ の運

指が分かり音色に気をつけて演奏す 指が分かり音色に気をつけて演奏す

る。 る。

９ オーラリー ９ オーラリー

なめらかな感じを表すために、工夫し なめらかな感じを表すために、音を

てリコーダーを演奏する。 のばして吹いたり、タンギングを工

夫したりして演奏する。

オーラリー オーラリー10 10
互いの音色やバランスを意識して二重 互いの音色やバランスを意識して、

奏をする。 やわらかい息で静かな曲の感じを生

かした二重奏をする。

学年 題材「ふしのとくちょうを感じ取ろう」陽気な船長4
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・ 陽気な船長」という曲名から曲のイメージをふくらませる。導入で 「

・ふしの感じの違いをイメージの違いからもてるようにした。

アの部分 イの部分

明るい感じ・楽しい感じ やさしい感じ・のんびりした感じ曲の

元気でおもしろい感じ パイプをくわえてどっしりした感じイメージ

はずむような感じ やさしくてゆったりした感じ表現の

生き生きとした感じ なめらかな感じ願い

表現の そんな感じを表すためには そんな感じを表すためには

音を短く切って軽く演奏する 音をつないでなめらかに演奏する方法

さらに課題追求の見通しがもてるように、既習事項を生かしたり、今までの学習から得た

経験や奏法をもとに、課題追求のポイントをつかむようにした。

。音を短く切って軽く演奏する ・リコーダーのタンギングを工夫するとできそうだな

・休符に注意すると軽い感じになりそうだな。

音をつないでなめらかに演奏する ・リコーダーのタンギングはやわらかくした方が

いいな。

・音をしっかりのばした方がいいな。どの部分を

伸ばすといいかな。

導入～課題化～課題追求への流れ

従来の流れ 改善した流れ

歌詞を読む。 歌詞を読む。

範奏を聴く。 範奏を聴く。

挿絵・写真を見る。 挿絵・写真を見る。

曲に対するイメージをつかむ。 曲に対するイメージをつかむ。

明るくはずむ感じの曲だな。

やさしくなめらかな感じの曲だな。 表現に対する願いをもつ。

（こんな表現にしたいな）

課題をつかむ。 課題をつかむ。

はずんだ感じに表現しよう。

やさしくなめらかな感じを表現しよ 課題追求に向けての見通しをもつ。

う。 ～を工夫したらできそうだな。

課題追求 課題追求

このように曲に対するイメージから、表現に対する願いをもつことで、この曲の学習を貫く願

いをもつことができた。また、今までの学習や経験から課題追求の見通しをもつことにより、

意欲的に取り組む姿が見られたり、ねらいとする姿に近づいたりすることができた。

②本時の出口の姿の明確化とつまずきに対する指導援助の在り方
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本時のねらいから出口の児童の姿を具体的に表し、予想されるつまずきに対する手だてを

考え指導・援助を行うようにした。

４学年 題材 ふしのとくちょうを感じ取ろう 「オーラリー」

本時の課題：オーラリーのやさしくなめらかな感じを表すようにリ

コーダーを演奏しよう。

「おおむね満足できる」状況（Ｂ）の具体的な姿

レガートのタンギングでア、フレーズの終わりまでしっかり伸ばし

てイリコーダーを演奏することができる。

さらに具体化し、つまずきに対する手だてを考える

ア・・トゥートゥーと音をなめらかにつないだタンギングで吹く。

タンギングぺーパーで練習してみよう手だて

タンギングで歌うコーナーでタンギングのやり方を工夫してみよう

イ・・フレーズの終わりの音は拍の長さをしっかり伸ばしてからブレスをする。

どの音を伸ばすか楽譜に書き込んでみよう手だて

出口の姿を具体化することで、児童のつまずきを予想することができた。また、つまずきに

対しての指導・援助も工夫することができた。

③仲間と学び合い、高め合うことのできる授業展開の工夫

○グループ学習の流れを明確にする

１学期、グループで課題追求を行ったが、本時のめあてに沿ってできない部分を繰り返して

練習したり、互いの表現から学び合ったり高

め合ったりする姿が十分ではなく、課題追求の

深まりがあまり見られなかった。そこで、まず

グループ学習の方法を学ぶために、学習ボード

を準備し、表には本時学習するワークシートや

楽譜 裏には グループ学習 の方法を掲示 左、 「 」 （

図）し、活動を行うようにした。

特に「こんな言葉がいっぱいのグループ学習

がいいな」として、

・ ～さんの歌い方は、リズムに乗っていてよ「

かったよ」

・ ～さんは、強弱を工夫して演奏していてよ「

かったよ」

・ ～さんの吹き方は、やさしい音なのでまね「

したいです」

・ この部分だけもう一度やって見ようよ、今「

度は～に気をつけて」

・ この部分は合わせると音がつられてしまう「

からもう一度音を確かめようよ」

などの言葉を例に挙げてグループで互いに声

をかけ合って練習できるようにした。

○課題追求の中間に「中間研究会」を位置付ける。
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グループでの課題追求の中間に中間研究会（学び合いタイム）を位置付け、仲間の姿から

学び合うようにした。仲間の表現から、そのよさや工夫に気付き、交流し合うことでさらに

課題追求の方向や方法が明らかになり、後半の課題追求に深まりが見られるようになった。

４学年「ふしのとくちょうを感じ取ろう」陽気な船長の授業展開の改善例

本時の目標： 陽気な船長」のはずんだ感じとなめらかな感じの二つの曲想の違いを感じ取「

り、それぞれの違いをタンギングを工夫して演奏することができる。

従来の授業展開 改善した授業展開

「陽気な船長」のはずんだ感じとなめら 「陽気な船長」のはずんだ感じとなめらか

かな感じをタンギングを工夫してリコー な感じをタンギングを工夫してリコーダー

ダーで表そう。 で表そう。

○グループでリコーダーのタンギングを工 ○グループでリコーダーのタンギングを工夫

夫しながら練習する。 しながら練習する。

・息を強めに入れて吹こう。

・はずんだ感じを出すために、音を短く切 ○「学び合いタイム」ではずんだ感じやなめ

って吹こう。 らかな感じで演奏するにはどんな吹き方が

・やさしい息で吹こう。 よいのか学び合う。

・音をしっかりのばして吹こう。 ・仲間の発表のよさや工夫を見つける。

・小さい音で吹こう。 ・ トゥ トゥ」のタンギングで音を短く切「

。って吹いているのではずんだ感じがする

・ トゥートゥー」のやわらかいタンギング「

。で吹いているのでなめらかな感じがする

○グループでタンギングに気をつけて練習す

る。

・アの部分は「トゥ トゥ」イの部分は「ト

ゥートゥー」のタンギングで吹こう。

○ミニミニ発表会で今日の練習の成果を確 ○ミニミニ発表会で今日の練習の成果を確か

かめる。 める。

・息の強さを考えて演奏している。 ・はずんだ感じやなめらかな感じが分かるよ

。・音の長さを考えて演奏している。 うにタンギングに気を付けて演奏している

・タンギングを工夫して演奏している。

・音の大きさを考えて演奏している。

グループによって課題追求の方向や方法 「学び合いタイム」を位置付けたことによ

がさまざまで、本時願う出口の姿が達成 り、課題追求の方向や方法が明確になり、

されていない。 本時の願う出口の姿が達成されている。

３ 授業改善後の成果

①願いや憧れのもてる導入と課題追求の見通しのもてる学習課題の設定

「あんなふうに演奏してみたい 「美しいハーモニーをつくりたい 「いろいろな楽器を合わ」 」

せて演奏したら楽しいだろうな」など、願いや憧れをもてるような導入の在り方を工夫してき

た。曲と出会い、詩から旋律からそして挿絵から感じた曲のイメージを、演奏のめあてとして

位置付けたことで、ゆかいで明るい船長さんを表現するために、はずんだふし・なめらかなふ

しの違いを考えて演奏の仕方を工夫したり、この曲に対する願いが明確となり、課題追求がぶ

れることがなかった。また、今までの既習の音楽の諸要素や経験から、課題追求の見通しをも
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たせることでポイントをしぼった課題追求を行うことができた。

②本時の出口の姿の明確化とつまずきに対する指導援助の在り方

本時の「おおむね満足できる」状況（ )を具体的な姿で示すことによって、児童がどの部B
分でつまずくのか、実態が把握しやすくなった。

なめらかな感じを表す

そのための奏法

レガートなタンギングで演奏する

そのための技能

「トゥートゥー」という音をつないだタンギングで吹く

本時はタンギングという目に見えないものを見える形で表す「タンギングペーパー」を使っ

たり、タンギングで歌うコーナーを設定してタンギングの方法を身に付けられるような手だて

を準備した。その結果、児童のつまずきに対して、有効な手だてを打つことができ 「おおむ、

ね満足できる」状況（ )の姿に近付くことができた。B
③仲間と学び合い、高め合うことのできる授業展開の工夫

練習の仕方が分からない子や、工夫のポイントが見つからない子にとって、仲間の表現を聴

くことで、課題追求の方法や方向をはっきりさせることができた。また、仲間の練習方法やコ

ツを取り入れることで後半の課題追求にさらに高い願いをもって向かうことができた。

本時、中間研究会（学び合いタイム）で見つけた学び合いの方向

・つなげるタンギングをしていたので、やわらかくなめらかな感じがする。

・音を短く切るタンギングをしていたので、はずんだ感じがする。

学び合いタイムで課題追求への方法や方向が明らかになったことで、後半のグループでの課

題追求は、どのグループもタンギングの方法にこだわって行うことができたので、本時の願う

姿に近付けることができた。


