
事 例  小学校 音楽科 第４学年 「曲の気分を感じ取ろう」 

テーマ 感受したことを生かし 
自分らしい表現を創り上げていくことの楽しさを味わえる授業改善 

授 業 改

善 の ポ

イント 

①各教材で感受することの明確化と題材におけるつながりを意識した指導計画の工夫 

②児童が感受したことを生かし、思考の連続性を大切にした指導過程及び援助の工夫 

 

 

１． 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握 

 【評価規準】題材「歌と楽器の響きを合わせよう」 

【把握方法】 

  １学期の題材「歌と楽器の響きを合わせよう」の教材「いろんな木の実」と「歌のにじ」における児童

の学習の様子、学習プリントに記載された内容から「音楽への関心・意欲・態度」と「鑑賞の能力」の観

点について把握した。 

   また、教材「歌のにじ」と「とんび」における児童の学習の様子、学習プリントに記載された内容から

「音楽的な感受・表現の工夫」と「表現の技能」の観点について把握した。 

学習状況把握の結果と分析    

４月、子どもたちの歌う姿を見た時、何か物足りなさを感じた。歌ってはいる。しかしそれは音楽のよ

さを感じ取っているが、音楽を表現することの楽しさや喜びを十分に表出し切れていないのではないかと

いうことである。 

各評価規準については、次のような児童の姿があった。 

《 ア．音楽への関心・意欲・態度 》 

○声や音を出す活動に対して前向きに取り組むことができる。  →いろんな木の実 

△恥ずかしさから表現することにやや抵抗を感じている児童もいる。 

《 イ．音楽的な感受や表現の工夫 》 

○同じ歌詞の繰り返しに気付くことができる。→とんび 

△歌の旋律とリコーダーの旋律を聴き取ることができるが、重なった響きを意識する力は十分でない。 

△感じたことを自分なりの言葉で表現することが十分でない。 → とんび 歌のにじ 

《 ウ．表現の技能 》 

○相手の音を聴かずに自分の声を張り上げては十分に重なり合いを感じられないことに気付き、柔らか

く歌おうという意識はある。   → 歌のにじ 

△やや、がなる傾向にあり、旋律の重なりの広がりを生むことが十分でない。 → とんび 

《 エ．鑑賞の能力 》 

○自分と仲間の表現の仕方の違いに気が付いたり、友達のよさを見つけたりする姿が見られる。 

○同じ旋律の繰り返しに気が付くことができた。 →とんび 

△歌声とリコーダーの２つの音が同時に鳴っているという意識で止まっている児童もいる。 

ア音楽への関心・意欲・態度 イ音楽的な感受・表現の工夫 ウ表現の技能 エ鑑賞の能力 

声や音を重ねて演奏する

活動に興味をもって，進ん

で表現しようとしている。 

旋律の重なりによって生

まれる響きの広がりを感

じ取って，表現の仕方を

工夫している。 

声や音が重なり合う響

きを感じ取って，歌っ

たり楽器を演奏したり

する力を身に付けてい

る。 

声や音が重なり合う響

きを感じ取りながら、

曲全体を聴き取ってい

る。 



「重ねる」ということの音楽的なよさを聴き取り、感じさせる必要がある。 →歌のにじ 

 「いろんな木の実」を授業で初めて聴かせて、感想を求めると「元気だ」「おもしろい」「明るい」と

いう感想だった。その後、また、曲を聴いてどう感じたのかを話せない児童が多かった。その要因は 
 

 
 

 
の３点ではないかと考えた。 

   児童が曲を聴いている時、小さく体を揺らしたり、手やひざで拍を取ったりして聴く姿が見られた。児

童は自分なりに曲に対して興味は持っているのだが、曲のどこの部分のどんなところからそう感じている

のかを語ったり、イメージを膨らませて表出したりすることが十分に出ない実態であった。 

また、教師はどの曲の時にも同じような発問をしていた。どのような言葉で表現をしていくとよいのか

という指導、感じたことを表現につなげていくための指導が具体的でなく、十分でなかった。したがって、

教師の方から一方的に「このように歌いましょう」と言ってしまうことがあった。児童が音楽のよさや楽

しさを十分に味わえるような授業にしていきたいと考えた。 

授業改善へ 

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

以上の実態をふまえ、一人一人が音楽から感受したことを生かし、自分らしい表現を創り上げていくことの

楽しさを味わえる授業改善を目指すことにした。 

「音楽的な感受の力」は音楽の楽しさ、美しさの要素を感じ取る力であると考える。すべての音楽活動のエ

ネルギー源となるものである。この力を伸ばしていくことが、真に音楽を楽しみ、音楽活動の意欲を高め、よ

り音楽を身近に感じ、生活を豊かにできると考えた。 

児童が感受したことを、表現への願いへとつなげることで、児童自身が表現できた喜びを味わえる授業にな

る。積み重ねたりつなげたりすることで、児童の力が付く。力が付けば、児童一人一人が安心して表現できる

ようになり、もっと音楽好きで、生涯音楽を楽しめる子になり、よりよい音楽を目指していけると考え、次の

２点から授業改善を行った。 

（２）改善の具体方途と実践 

①各教材で感受することの明確化と題材におけるつながりを意識した指導計画の工夫 

曲には作曲者の願いがこめられている。拍・拍子・速度・強弱・旋律のまとまり・和声・歌詞など、音楽

的要素がたくさん詰まっている。児童はいろいろな視点から感じ取ったことを言葉にしようとしているが、

うまく表現できなかったり、教師がうまく評価できなかったりしていた。 

だからこそ、この教材を通してどんな音楽的要素を感じ取らせ、よさに気付かせ、身に付けさせたいのか

をできるだけ明確に持つことが大切であると考えた。しかし、一曲を学習すれば、その要素を感じ取る力が

付くというものではない。そこで、題材の学習において、教材同士のつながりを意識して指導することを大

切にしたいと考えた。 

教材ごとに、何を感じ取らせたいのか精選して指導に当たる。また、題材の中で感じ取った音楽的諸要素

を生かしていきながら学べるようにつながりを意識して指導に当たる。児童にとっては、学んだことをくり

返し感じ取ったり、生かして表現工夫へとつなげて考えたりすることができる。題材の出口に向かうに当た

って、自分たちの力で表現を創り上げていくことで、無理なく力を付けていくことができるのではないかと

考えた。 

そしてそれによって表現を創り上げる喜びを生み出し、児童にとって表現することへの自信にもつなが

り、生き生きと授業に取り組む姿を創造していくと考えている。 

・何を言ったらよいのか分からない（鑑賞の聴き方のポイントが分からない） 

・感じたことをうまく語ることができない（聴いたことの表現の仕方が分からない） 

・自分が感じたものが、人と違うものであることに対して不安や恥ずかしさを感じている 



題材名 「曲の気分を感じ取ろう」 教材群 「友達シンドバット」「冬の歌」「剣の舞」 

題材目標 曲想を感じ取って、想像豊かに聴いたり、歌詞の表す様子を思い浮かべて、歌い方や楽器の演奏

の仕方を工夫したりすることができる。 

本題材「曲の気分を感じ取ろう」で感じ取らせたい音楽的諸要素を「強弱」「速さ」の２つに絞り、大きく

次のようなステップで曲想を感じ取る→表現工夫することへとステップアップさせたいと考えた。 

 

          改善前                        改善後 

    本時の目標 
評価 

観点 
   本時の目標 

評価 

観点 

1 
友

達 

歌詞の内容を基に様子を思い浮か

べて歌い方を工夫することができ

る。 
（ア）  1  

音楽の要素から軽快な感じを感じ

取り、歌詞の内容からシンドバット

の様子を思い浮かべながら聴くこ

とができる。 

（ア）

2 

シ

ン

ド

バ

ッ

ド 

強弱、盛り上げ方を工夫しながら

のびのびと歌うことができる。 

（イ）  2

速度を変化させることによって震

度バッタの様子が変化し、曲想が変

わることに気付き、曲にあった曲想

を工夫することができる。 
（イ）

3 

激しい感じと、中間部のなめらか

な感じと曲の気分が変わることに

気が付き、曲の気分にあった身体

表現を工夫することができる。 

（イ）  3

友

達

シ

ン

ド

バ

ッ

ド

強弱を変化させることによってシ

ンドバットの様子が変化し、曲想が

変わることに気付き、曲にあった曲

想を工夫することができる。 

（イ）

4 

剣

の

舞 
踊りが変わっていく場面の様子を

想像したり、オーケストラの響き

を味わったりしながら聴くことが

できる。 

（エ）  4

歌詞の内容からそりの動いている

場面の様子を想像したり、曲想を感

じ取ったりして軽快な感じをとら

えて聴いている。 

（ァ）

5  

雪の中でそりを走らせる様子を想

像しながら、２拍子のリズムに乗

って歌うことができる。 （ア）  5

冬

の

歌

小さく弾むように軽い感じで歌っ

たり、重い感じで歌ったりして、表

現にメリハリをつけるとよいこと

に気が付き，曲想にあった強弱を工

夫することができる。 

（イ）

6 

リコーダーの副次的な旋律をバラ

ンスや音色に気を付けて、主旋律

と合わせることができる。 

（ウ）  6

剣

の

舞

踊りが変わっていく場面の様子を

想像したり、曲想の変化を感じ取っ

たりして聴いている。 

（エ）

7 

２つの旋律のまとまりを感じ取

り、構成に合う２拍子のリズム伴

奏を創ることができる。 

 

(ィ) 

 
 7

2拍子の軽快な曲想を生かし、拍の

流れに乗ってリズム伴奏を打つこ

とができる。（教科書のリズムフレ

ーズ） 

（ウ）

8 

冬

の

歌 

２つの旋律の感じの変化に合わせ

て楽器を選択し、曲の感じにあっ

たリズム伴奏の音色の工夫するこ

とができる。 

（イ）  8

冬

の

歌
曲想を生かして、リズム伴奏と歌と

で、場面の様子にあった楽器の音色

を工夫して合奏することができる。 
（イ）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．「友達シンドバット」 

一つ目の教材「友達シンドバット」の曲の出会いでは、「曲の気分」を感じ取らせる時、「どんな感じがす

るか」を聞いてきたが、音楽的要素とかかわって聴いたり、表現したりすることに対して、段階を追っててい

ねいな指導を心がけるようにした。 

歌詞を読み、イメージを膨らませた後に曲を聴く。歌詞にこめられた願いが、音楽の流れの中でどう表現さ

れているのかをつなげたいと考えたからである。鑑賞の仕方や、感じたことを言葉で表現することにつまずき

がある児童への手だてになる。 

歌詞の内容から、この曲の気分である「元気のよいシンドバットの様子や、冒険を求めてわくわくしている

躍動感」を感じ取ることができる。歌詞だけを読ませ、シンドバットがどんな様子かイメージを膨らませるこ

とにした。イメージを「言葉」として表現して、自分の中で明確にして曲を聴くことで、自分が音楽から感じ

取ったことを、言葉で表現するときの手がかりにする。言葉から膨らんだイメージと音楽のイメージとがつな

がり、「自分の感じたことを伝えるための音楽的な言葉」が増えていくと考えた。 

また、「速さ」と「強弱」の２つの音楽的諸要素を感じ取らせる時間を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽的諸要素が曲の気分を決定付けていることの音楽の楽しさを感じ取らせたい。そこで、曲全体をｆで歌

ったり、ｐで歌ったりと、２種類の範唱を聴き、シンドバットの様子がどう変化するか、船はどんな様子で進

んでいるのかを交流する。感受したことを生かし、表現の工夫することの楽しさを十分に感じ取らせるように

する。 

また、交流することで、自分とよく似た感じ方、違う感じ方が発見でき、より音楽的な感覚を深く語れるよ

うにするための学びにもつながっていく。 

 

イメージを膨らまし、曲の気分を感じ取る。 
・歌詞から・音色から（オーケストラの響き）情景や様子のイメージ  
・曲を聴いたイメージ 

一つの音楽的

要素を変化（例

えばｆとｐな

ど）させると、

曲想が変わる

音楽の楽しさ

を知る。 

自分が感じ取っ

た曲の感じに合

う表現を創り上

げるために、音

楽的要素を絞っ

て表現工夫をす

る。 

歌で工夫する。 楽器の音色から、

組み合わせを工

夫する。 

音色が変化

することに

よって情景

が変化する

音楽の楽し

さを知る。

速さ 強さ
歩くくら

いの速さ 
走るくら

いの速さ

弱く 
歌う 

強く 
歌う 

曲想が変化する 
おもしろさ・楽しさ 

曲想を変化させて 
表現する楽しさ 



イ．「冬の歌」 

「友達シンドバット」で歌詞から曲の気分を感じ取ることを学んでいる。それを生かした曲の出会いができ

るように発問をする。この曲も「ハイヤ！ハイヤ！」などスピード感や躍動感を感じさせる歌詞があり、曲の

気分を強く印象付ける一つの要素であると考える。第４時間目は「曲の気分を感じ取る聴き方」が身に付いて

いるかどうか、曲の気分や場面の様子を想像しながら聴けているかどうか児童の鑑賞の仕方の実態をつかむよ

うにしたい。 

    第５時間目では、第３時間目に学んだ、強弱が曲の気分を決定付ける一つの大事な要素であること生かし、

自分で目指したい曲の気分に合う「強弱」を工夫する時間とする。 

以上、ここまでは「歌唱表現」一本に絞り，子どもたちに表現の追求させていく。 

ウ．「剣の舞」 

   歌唱表現を通し、曲想にあった表現を工夫する喜びを味わった児童に、歌だけでなく、楽器も強弱や速さに

よっても曲想が変化することの楽しさを感じ取ることができるようにしたい。場面の様子や情景は、歌詞がな

くても十分に感じ取ることができることを児童が実感でき、音楽の楽しさ、美しさにふれることができる鑑賞

の時間にしたいと考えた。 

エ．「冬の歌」 

 そこで、もう一度「冬の歌」を通して学習をする。「剣の舞」で学習したことを生かす時間にしたいと考え

た。自分たちで曲の気分にあったリズム伴奏の楽器選びを行い、曲想表現の工夫をしていく活動を仕組む。ま

た、第８時間目には、歌と楽器の合奏をすることで、本題材のまとめとなる場にする。 

②児童が感受したこと生かし、思考の連続性を大切にした指導過程及び援助の工夫 

 児童が思わず憧れる、聴きたくなるような音楽との出会いをする。その出会いで感じたことを表現につなげ

ていくことが、音楽を創り上げたくなる活動を生み出すエネルギーになるし、喜びとなると考える。 

一時間の授業の中でも同様に、児童の思考の連続性を大切にした一時間を生み出すことが、児童が自分の表

現を創り上げる喜びの生まれる授業になると考えた。 

       《改善前》                   《改善後》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 新しく設定した場である。

１． ２種類の範唱を聴く。 
①本時、工夫する音楽的要素をつかった表現

②工夫がされていない表現 
・どこが、どのように違っていたか。 
・どちらが好きかを発問する。 
①が適している答えとなる。 

 
 
 
 
 
２．範唱を聴いた感想を交流する。 
・感受したことを自由に、感じたままに話せ

るようにと、すぐに自分の感じたことを全

体の場で交流する。 
３．本時の課題を設定する。 

追求活動へ・・・ 

１． ２種類の範唱を聴く。  
①②とも、工夫する音楽的要素を使った表現であ

る。どちらの表現の仕方も、曲想表現として誤りで

はない２種類の表現を提示する。 
・どこが、どのように違っていたか。 
・どちらが自分の感じた音楽を表現するのに 
似合うかを選ぶように発問する。 

 
２． 自分の考えを持つ時間を確保する。 
・自分がどちらを選んだのか、どう感じたのかを

学習ノートに記入する。 

 
３．範唱を聞いた感想を交流する。 
・自分の考え、表現したい立場と理由（どう感じた

からこちらがよいなど）を交流し、自分の感じ方

考え方を深める。 
４．本時の課題を設定する。 
・練習方法の見通しをもって追求活動へ・・・ 



教材名    「冬の歌」 

本時のねらい  軽やかでスピード感のある曲想にあった表現をするために、小さく弾むように軽い感じで

歌ったり、重い感じで歌ったりして、表現にメリハリをつけるとよいことに気付き、第３

フレーズの強弱を工夫することができる。 

ァ．範唱の提示 

  本時のねらいは「強弱による曲想の変化を生かした表現工夫」である。本時では、範唱は一番を通して歌

った。範唱を聴いた後、下記のような２つのパターンの掲示物を提示し、どの部分がどのような違いがあっ

たかを全体で確認した。視覚的にも、２つの表現の違いと方法が分かりやすいようにした。その後、「どち

らが自分の感じている曲の気分にぴったりくるかな？」と発問し、第一時に交流した曲の気分とつなげて考

えるようにした。 

②の歌い方は、「冬の歌」の第一時の時に「こうやって表現したらおもしろそう」という子どもの願いの

中で上がったものを取り上げた。 

                                    

ィ．自分の考えを持つ時間を確保する。 
この２つの範唱を聴いた「感想」は，本時目指す表現を明確にするためにも大事な土台となる。児童が表

現を創り上げていく時の「根拠」となる感じ方・考え方が生み出される場面である。一人一人が自分の考え

を持つ時間の確保をした。ここでは、書く活動を位置付けた。友達と自分の意見が違うことに不安を覚えて

しまい表現することが苦手な児童や、違いがあると、周りの考えにやや流されやすい実態があった。よって、

この時間の位置付けにより，一時間の授業の中で自分なりの根拠を持って表現活動に望むための一つの目に

見えるものとなると考えたからである。そして、自分の表現にこだわりをもって追求活動に向かえると考え

た。 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

①         ズンズンズンズン ズンズンズンズン 真っ白な道 

 ズンズンズンズン ズンズンズンズン 真っ白な道 

② 

ズンズンズンズン ズンズンズンズン 真っ白な道 

わけ（曲の感じとつなげて考えられるとすごい！） 

サインコーナー

 

やっぱり！ 

   がいい！ 

 

わけ 

 

初めに選んだ表現 

「～な感じがしたから①みたいに歌ってみた

い。」「～の部分がだんだん大きくなっているか

ら②が好きだ。」など、自分が感じたことや思

いを書き込めるようにする。 

追求活動で自分の表現を確かめるために仲間

と聴き合い、感想交流をしたらサインをもら

う。児童にとって目に見える学びの足跡の一つ

となるようする。 

仲間の意見や表現を聴いたり、聴いてもらったりする

中で、より曲の気分にぴったりくる表現方法を選び、

根拠をはっきりできるようにする。また、工夫すると

ぐっと表現が高まったり、表現を工夫する前と比べき

れいになったりした「工夫のよさ」まで感じられるよ

うにする。 



ウ．範唱を聴いて感想交流をする。 

全体で感じたことを交流し、目指す姿を明確にする。仲間の意見と自分の意見を比べて聴くことで、似

た意見や違った意見を知り多様な感じ方を知ることができる。自分の感じたことを表現するいろいろな方

法を知ったり、イメージを膨らまし豊かにしたりする時間にしたいと考えた。 

エ．追求活動をする。 

自分の歌をいろいろな仲間に聴いてもらい，強弱はどうであったか、そのことによってどんな感じがし

たかを交流する。また、中間交流の場面で学び方のよさや、本時目指す表現により近付いている姿を紹介

する。本時では、仲間表現を聴いて、どんな感じがしたのか、曲の気分とつなげて語っている児童の紹介

をした。 

オ．一時間のまとめをする。 

本時では、強弱を工夫することにより曲の気分（そりがスピード上げて進んでいく感じ）に合う表現に

なったことを価値づけた。また、この曲の学びを、他の曲を歌うときにも生かしていこうと方向付けた。 

 

３．授業改善後の成果 

①各教材で感受することの明確化と題材におけるつながりを意識した指導計画の工夫 

 

 

 

 

 

  

 

Ｙ男の感想                      

 

 

 

 

 

・題材の初めでは、２種類の範唱を聴いたとき、自分が「好き」と感じたものを範唱から聴いて選んでいたが、

学習を進める内に、「曲の感じ」と、自分の感じたこととをつなげて考える姿が見られた。 

（第２時間目Ｔ子の感想）              （第４時間目 冬の歌のＴ子の感想） 

                      

  

                                    

 

 

 

                           

                          （第４時間目 冬の歌のＡ子の感想） 

                                     

                                   

 

 

 【児童の変容から】 

・「速度」「強弱」の２点に絞り，「音楽的要素を変化することで，曲の気分が変わること感じさせる」と

先生の歌った①と②は２つ

ともちがっていてぼくはどっ

ちの歌も好きです。でも，や

っぱり２番がよいと思いまし

た。 

シンドバットがもっと楽しく元気よく冒険

していく感じを出すために速さの味付けをし

てみました。①の速さで歌ったら、歌っている

自分も本当に楽しく元気な気分になりました。

だからやっぱり①がいいです。 
 ②は「冒険はもう終わりだよ」と言っている

感じがしました。②は、もし４番があったら良

かったと思います。 
 でも今日は①がよいと思いました。 

友達シンドバット第２時間目  

「速さ」の学習後の感想    

 提示した範唱 

① 範唱ＣＤのテンポで 
② ゆっくりのテンポで 

本教材にふさわしい速さは①

である。 

冬の歌 第３時間目 

場面の様子を想像したり、曲

想を感じ取ったりして曲想を

とらえて聴いた感想 

ズンズン・・・の所はどう

やって歌うんだろう。強弱を

工夫できるかもしれないなと

思います。 

速さで少し速いから、そりが走っている感じ

がします。ズンズンの所ははずみながら進んで

いる感じがします。雪がふって、ゆきがふわふ

わしている感じがするから、強弱をつけるとい

いかもしれないなあと思います。でも軽く、強

と弱の真ん中くらいです。 

ズンズン・・・真っ白な道の所は強弱を付けた

ら良くなると思います。「真っ白な道」でそりが

どんどん進んでいってしまうから、強くするとよ

いと思います。

近づいてくるにはやっぱ

りだんだん強くするのが

ぴったりくると思いまし

た。 

冬の歌 第４時間目 

曲の気分に合う強弱の工

夫をした学習後の感想 

提示した範唱 

①も②もどちらを選んでよ

いものである。 



いう時間の設定をしたことで，そのおもしろさに気が付くことができた。結果，自分たちから「強弱を工

夫してみたい」という表現の願いを生み出すことができた。  

（第５時間目 表現工夫をした授業の感想） 

（Ｙ子の感想）       （Ｔ男の感想） 

 

 

                             

 

 

 

・自分なりの考えをもって表現を創り上げようと 

する姿が見られるようになった。 

・音楽的要素とかかわって聴いたり、表現したりすることに対して、段階を追ってていねいな指導を心がけ

ることで、自分の感じ方・考え方をいろいろな方法で表現していこうとする姿が見られた。 

（冬の歌 第４時間目 範唱を聴いた感想より）                                 

①を選んだ児童の感じ方（４／２１人） 

Ａ 初めのズンズンは、真っ白な道のまだ遠く

の方にいて、２回目のズンズンで近づいてき

て、どんどん前に進んでいく感じがする。 

Ｂ 遠くからスピードがグゥンと上がってきて

いる感じがしたから①がいい。 

Ｃ 遠くから順に近付いてくる感じが分かる。

  

 

 

 

 

 

②を選んだ児童の①を聞いて感じ方 

＊①は瞬間移動するみたいに行ってしまう感じ

がする。急に来る感じがする。 

②を選んだ児童の感じ方（１７／２１人） 

Ａ 最初は小さくてだんだん強くなっていたから２番がいい。 

Ｂ ②は初めは弱くてだんだん強くなると，そりがだんだん近

づいてくれ感じがいい。  

Ｃ だんだん強くなって子馬が軽く走ってくる感じがした。雪

の上を最後の所で強くなって飛んでいる感じがする。 

Ｄ 向こうから，そりがどんどんこっちに向かってくる感じが

していい。こまかく少しずつこっちに来る感じ。 

Ｅ 遠くから近くに来る感じがよくわかるし強弱をつけたらも

っと弾んだ感じがした。勢いがあっていい。 

Ｆ 小さいときはスピードがあって進んでいて，強くなってい

くともっとこっちの方に来た感じがした。 

Ｇ だんだんスピードを上げてこっちに来る感じがしていい。

指揮でいうと，最初はこまかくやって，だんだん強くやっ

ていくとできそう。 

（２）児童が感受したこと生かし、思考の連続性を大切にした指導過程及び援助の工夫 

・範唱を聴いて自分の考えをもつ時間を確保することで、自分らしい表現を創り出そうとする意欲も高まった。 

 

  

 

 

 

                                 

  

 

 

①範唱の提示の工夫 

どっちが正しい？どれが正しい？ではなく、子ども

自身が感受したことを生かして表現していくため

には、これが好きなのだという主張点をもつ必要が

ある。 

発達段階を考えたとき、何もないところから生み

出すことは難しい。よって「どちらの表現の工夫で

もいい」という表現の仕方を提示したことはよかっ

た。工夫して表現する楽しさが生まれた。 

Ａは２回目のくり返しの時に強くな

っている。Ｂはだんだん強くなって

いる。 

Ａのようにや

ってみたいな。 

Ｂの方が曲の感

じがあうと思う。

Ａの方が曲の感

じがあうと思う。 

強弱を付けると，やっぱり

だんだんそりがこっちに来る

感じがしていいです！強くな

っていくとだんだんわくわく

してきて顔も明るくなるから

です。 

 強さを変え

ることでいろ

んな音楽にな

るからおもし

ろいなあと思

いました。 

・本題材「曲の気分を感じ取ろう」で感じ取ら

せたい音楽的諸要素を「強弱」「速さ」の２

つに絞り、大きく次のようなステップで「曲

想を感じ取る→表現工夫する」へとステップ

アップすることで、それぞれの音楽的諸要素

を感じ取る力が無理なく定着した。また、諸

要素の楽しさや美しさを知り、表現する喜び

を感じている姿が見られた。 

Ｂのようにや

ってみたいな。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童の変容から】 

・自分の目指したい表現を創り上げる上で、範唱から焦点を絞って音楽的諸要素を感じ取らせたことが、一時

間追求するエネルギーとなっている姿が見られた。 

・段階を追った指導で、音楽から感受したことを自分の言葉で語れる姿が見られてきた。 

・仲間との交流で曲の感じとつなげて自分の感じたことを話す児童の紹介により、どのようなことに聴くポイ

ントを持って交流すればよいのかがより明確になった。 

 

・初めは真っ白な道

のまだ遠くの方に

いて，２回目時に

近づいてきて，ど

んどん前に来る感

じがする。Ｂがい

いな。 

やっぱりＢがいい。 

あちこち動いているんじゃな

くて少しずつ近付いている感

じがするから。 

・遠くからこっちの方へ

来る感がするからＡ

がよいと思う。 

・Ａは，こちらへ来る感

じがよく分かるし，強

弱がついていてもっ

と弾んだ感じもした。

勢いがあっていい。 

追 求 活 動 

やっぱりＡがいいな。強弱

を付けるとそりがスピード

上げて走っている感じがぐ

っとでていいね。 

仲間の意見と自分の意見を比べて聴く

ことで、似た意見や違った意見を知り、多

様な感じ方を知り、自分のイメージを深め

ることができた。 

全体で一度歌ってみたことで、こんな感

じに歌うといいのだな。という見通しをも

って学習に取りくみことができた。 

強弱がついてい

てよかったよ。 

 最初②がいいと思っていました。で

も交流していたら①の方がスピード感

があるなと思ったよ。一回目は家の中

ですずの音を聴いて２回目は外で聴い

ている感じだよ。 

 中間交流会で、聴き方の良い姿を価値付け広め

たことにより、どの部分のどのようによかったの

か、その表現からどんな感じがしたのかを感じて

聴く姿が増えた。 

学習ノートに自分の感じ取ったことを残して行

くことで、自分の考えを意識して追求活動に向か

えた。よって自分なりのこだわりを持ち表現を創

る充実感を味わう姿が見られた。 

～の所からだんだん強く

なっていてよかった。 

そりが，最初は遠くの空にい

て，どんどんこっちにスピー

ドを上げて来ている感じが

出ていたよ。 

自分の「そりがスピード上げて進んでいく感じ」にぴっ

たりきて相手に伝わる歌い方が見つかってきた。 


