
 
１学習状況の把握と分析 

学習状況の把握 

音楽の学習は、楽しく学習しながら音楽的な力を培うものでなければならない。また、楽しさの中に学びや

音楽的な知覚や感受が確かなものでなければならない。歌を歌うこと、楽器を演奏すること、音楽を聴くこと、

音楽をつくることなど、様々な活動を通して、音楽的な感性が豊かな子どもに育つことが大切と考えている。 

しかしながら、自身の実践を振り返ってみると、合唱活動に若干の偏りがあった。またこれは、県

内の中学校における音楽科教育全般にも言えることである。これを子どもの立場から捉えると、音楽

の感受力や表現力、音楽を聴き取る力、楽器を演奏する力、日本の伝統音楽や世界の諸民族の音楽な

どの知覚などが培われないまま大人になってしまうことになる。 
 国立教育政策研究所教育課程研究センターによる、中学校音楽の【評価の観点】の趣旨は以下のよ

うである。 
【評価規準】 
音楽への関心・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 

音楽に親しみ、音楽を

進んで表現し、鑑賞し

ようとする。 

音や音楽のよさや美し

さを感じ取り、それら

を音楽活動の中で創意

工夫し、生かしている。

音楽を表現するための

基礎的な技能を身に付

けている。 

音楽を楽しく聴取、鑑

賞し、そのよさや美し

さを味わう。 

 この趣旨は、合唱の表現だけのものではなく、自分でつくりあげる創造力や自分が考えていること

を表現することなどを含めた幅広い音楽活動を通して身に付くものであると捉えている。 
したがって、授業内容は、四観点をバランスよく行うことが大切であると考える。 

 
合唱活動の授業を中心とした現状から感じられる状態 

・画一的な表現になりやすい授業内容 
・音楽の知識や音楽の諸要素の知覚の偏り 
・集団的なまとまりが強い授業 
・パート練習、全体練習、小グループの練習などを繰り返し行い、最終的に録音や録画などでまと

める、というパターンの繰り返しの授業 

上記に示したように、音楽授業の大半が合唱表現では、多様な音楽的な感性や感受力、表現力、聴

く力は培われにくい。もちろん、合唱表現だからこそ、身に付けやすい内容もあるが、幅広い音楽に

目を向けてみると、音楽的な表現力の乏しさを感じさせられる。 
音楽の感じ方は一人一人異なる。同じ人でも、時間や場所、その時の感情により感じ方は異なる。

幅広い音楽を聴いたり表現したりすることで、人間の内に秘められたものを、自由に表現できる人間

になってほしいと思う。また、音楽の素晴らしさを感受し理解ができる人間、また、一人一人の表現

力が創造的で、音楽を聴いたり表現したりしながら、いろいろな音楽に耳を傾け、興味をもつことが

でき、よさや素晴らしさを感動できる人間になってほしいと思う。さらには、音に敏感で鋭さのある

人間、音楽を表現することや聴くことが楽しく、心豊かで感情表現が豊富な人間、また、日本、世界

の芸術に目を向ける人間に育ってほしいと願っている。 

学習状況の結果と分析 

 １年生１学期の授業では、①～③に示したように、合唱・音楽づくり・鑑賞の授業を実施した。 
① 合唱『Tomorrow（斉唱）』『あの鳥のように（混声二部）』 

  ＜実施した授業の内容＞ 
声の出し方、男子の変声、姿勢、練習方法の習得を繰り返し行い体得しながらみんなでつくりあ

事例 中学校 音楽科 第 1 学年「三部形式の作曲」 

テーマ 音楽的で創造力豊かな表現ができるための創作の授業展開の工夫 

授業改善のポ

イント 

・ 鑑賞と表現の関連から展開される作曲の授業の工夫 



げる、という意識の向上を目指す授業や、発声や姿勢にこだわりすぎて、体力トレーニング的な

活動が主になりがちな授業 
② 音楽づくり１ 
＜実施した授業の内容＞ 
『手拍子から生まれる音楽』子どもの活動から、自発的な行動、音楽の要素の習得、創造的な力

を養うことを目指す授業 
③鑑賞『春』の授業 

  ＜実施した授業の内容＞ 
ワークシートに基づき、曲の構成、楽器の特徴、作曲家やその時代背景の知識・理解と思ったこ

とや分かったことの交流が中心となる授業 
  全体の流れは、一つの題材として単発的に行う授業進行になっていた。 
 
この中の②「音楽づくり１」の授業は、『手拍子から生まれる音楽』である。こういった授業は、子

どもの感性を表出することに直結するものであると考えている。 
 音楽の授業は、楽しくおもしろいと思える授業が大切であろう。そして、楽しい中にも、学びのあ

る内容でなければならない。音楽づくりの授業は、自分たちで音楽を考えたりつくったりしながら、

音楽の諸要素や構造などを体感することができる。つくって表現する音楽活動を通して、音楽を学び

ながら内容を理解できるようになると考えている。さらに、関連した鑑賞曲を聴くことで、聴き取る

力も付いてくる。ただ、漠然と鑑賞をするのではなく、その音楽の構造や諸要素を実感しながら鑑賞

ができるようにもなると考えている。 
 この学習で、生徒のワークシートには次のような記述が見られた。 
・いろいろな音を入れ、楽しい音楽になった。また、大きくなって、小さくなって…という音楽ら

しくなった。 
・派手に強弱、音を入れたけど、思うように美しい音楽にならなかった。だけど、自分から話を持

ち込んで自分たちの音楽にすることができた。 
・足ふみなどのいろいろな音を入れた。 
・リズムに合わせることに気を付けた。リズムを合わせることを工夫した。 
・自分の音をもっと確実に出せるようにしてから合わせていくと、もっとよくなったと思う。 
・始まり方を足でドンとやる事を工夫した。最後をぴたっと終わることができた。 
・リズムにのって発表することができたし楽しくできた。体でリズムをとりながらできた。 
・休みを入れたりソロの部分を入れたりして強弱をつけた。 
・音の重なりを強くした。 
・同じような音を混ざっていくようにした。 
 この授業は、１年生の最初の音楽づくりとして位置付け、特に、リズム感覚、拍子感覚、リズムの

重なり、さらには、強弱などの体感を目指した内容である。 
子どもの感想から、音やリズムを敏感にとらえ、素直な言葉で表現できていることが分かる。また、

どんどん活動や内容を発展させ、創造的になっていることも分かる。 

授業改善へ 

２分析に基づく授業改善 
(1) 授業改善の方針 
表現（合唱、斉唱、創作など）と鑑賞の授業は行うものの、一つの題材として単発的に行う授業過

程や題材構成を見直さなければならない。その一つの例として、鑑賞と表現を一つの題材に組み込ん

だ授業を仕組んだ。鑑賞したことを実際につくって表現することで、音楽の構造を深く理解すること

ができ、より学習の効果が現れる内容である。 
1 学期に行った、音楽づくり 1 で学習した４拍子のリズムづくりをさらに発展させていく内容の音

楽づくりで、内容は、４拍子のリズムをもとに、ABA形式の作曲をするというものである。 
(2) 改善の具体的方途と実践 
《音楽が楽しく学びのある授業の重要性》 
子どもたちが、音楽は楽しい、おもしろい、と思える授業を目指したい。そして、音楽を通して、

学びが確実にできる活動、内容をきちんと理解し、子どもたちが試行錯誤しながら学ぶ授業が大切と



考える。さらには、聴き取る力を付け、聴き取ったいろいろな特徴をそれぞれ関連させながら、感じ

取る力、表現を工夫する力、考える力などを培うことも大切であろう。 
例えば、西洋音楽なら、音色、旋律やハーモニー、和声、音楽形式、拍節的なリズムパターンの反

復など、音楽の諸要素や約束を理解し表現できるようにしなければならないことなどを例えることが

できる。 
《鑑賞・創作授業の必要性》 
 鑑賞教材の多様性、鑑賞のポイントを押さえた鑑賞をすることで、聴く力を養うことができるよう

になる。そして、聴くポイントを明確に示し、そのポイントについてじっくり考える内容を仕組むこ

とが大切である。 
つくって表現することから、思考力や判断力を強化することができるようになると同時に、音楽の

諸要素の働き（リズム、音色、強弱、拍子など）を体得し表現することができるようになる。さらに

は、音楽的な感受を内面から引き出し表現できるようになり、直観力、思考力、判断力も培われてい

く。 
新しいものをつくっていく活動、ひらめきを直感的に表現できるクリエイティブな活動を通して、

人間が本来もっている感情表現や感受力を最大限に引き出し表現することができるようにさせたい。 
 
 鑑賞と表現の関連から展開される作曲の授業の工夫 
  
①題材 三部形式の作曲 

②題材について  

西洋の音楽には、Ａ－Ｂ－Ａという音楽の流れ、つまり、最初Ａというメロディが表れ、次にＢと

いう全く違う対照的なメロディが表れ、そしてまたＡのメロディが表れる（再現）という形式で作曲

されているものが多い。これを実際につくって表現し、体験する授業内容である。西洋の音楽の多く

がこのような形式で作曲されていることを鑑賞の授業で感受し、さらに、実体験することで、音楽形

式を理解することができるようになると考える。 

試行錯誤しながら音楽をつくり表現することで、体感・実感しながら表現することができるように

なると考える。この活動は、楽しく音を感じたり聴いたりしながら表現することもでき、さらには、

将来、いろいろな音楽に出会ったとき、その音楽の構成を意識して聴取できるなど、音に敏感になる

力を養うことができる。また、この活動を通して、音楽に耳を傾けたり、芸術に目を向けたりするこ

とのできる人間に育つことを願っている。そして、音楽をつくって表現することは、音楽活動全てに

通じることになると考える。 

③題材の学習指導計画 

次 時 活動内容 ねらい 学習活動 
1 1 鑑賞 三部形式の構

成を知覚する

ことができる。 

三部形式の楽曲を鑑賞 ワークシート 1（鑑賞） 
1.感想や気が付いたことなどをワークシートに書き発表す
る。 
①リコーダー曲『おやすみ』フランス民謡 
②リコーダー曲『木かげの思い出』イギリス・ウェール

ズ民謡 
③ピアノ曲『ト調のメヌエット』(ベートーベン作曲) 
④オーケストラ曲『ハンガリー舞曲』（ブラームス作曲）

2.曲の構成（くみたて、しくみ）で共通していることを考
え、三部形式を理解する 

2 2 音楽ゲー

ム 
手拍子で４拍

子のリズムを

工夫してつく

ることができ

る。 

手拍子による音楽ゲーム 
①各自で４拍子のリズムをつくる 

 ②つくった４拍子のリズムで音楽ゲームをする 
●…先生  ○、△、□、◇…子ども 

●●●●｜○○○○｜●●●●｜△△△△｜●●●●｜

□□□□｜●●●●｜◇◇◇◇｜… 
②グループで交流する 

○○○○｜△△△△｜□□□□｜◇◇◇◇｜… 



3 
 
 
4 

作曲 三部形式の構

成を理解し、手

拍子でつくっ

た４拍子のリ

ズムや音の動

きを工夫して

作曲すること

ができる。 

三部形式の作曲 ワークシート２（作曲） 
①ワークシート２にそって三部形式の作曲をする。 
・Aをつくるメンバーと Bをつくるメンバーに分かれる
・和声進行の選択をする。 
・4 拍子のリズムをもとに、和音別の鍵盤シールを使っ
てメロディをつくる。 

・つくったメロディを楽譜に記譜する。 

5 
 

 リズムや音の

変化を考えて

旋律をつくり、

できた作品を

聴き合うこと

ができる。 

②中間発表会をする。 
 ・グループごとに作品を発表する。 
・ワークシートに感想を書く。 
・作品について交流会をする。 

③作品を見直し、作曲をする。 

3 

6  中間発表会の

交流を参考に、

さらに工夫し

た作品をつく

り、発表するこ

とができる。 

④発表会 鑑賞会をする。 
 ・グループごとに作品を発表する。 
・ワークシートに感想を書く。 
・作品について交流会をする。 

⑤自己評価 
 ・三部形式の構成を理解し感受できたかを振り返る。 

子どもの活動から、自発的な行動、音楽の要素の習得、創造的な力を養うことを目指す授業となる

展開を考えた。 
第 1次の鑑賞では、4曲の三部形式の曲を鑑賞する。（ワークシート 1）この授業のポイントは、分

かりやすい三部形式の曲を選曲することである。できるだけ、短く変化が極端な曲はより分かりやす

い。初めて聴く子どもたちにとっては、授業の始めに形式の説明をしない限り、多くの子どもたちは、

Bの変化に気がつくことは希である。同じ形式の曲を、何曲も聴き、共通点を見つけることも、一つ
のポイントとしてあげることができる。また、曲の構成が理解できると、また聴きたいなどと興味を

示す子どももいる。 
第 2次では、4拍子のリズムづくり、第 3次からは作曲の授業を行う。作曲の授業では、より簡単

で分かりやすいものであることが大切である。ただ漠然と Aと Bの変化をつけるだけでは、まとまり
のある曲にはならないし、和音や拍子がバラバラになってしまうことにもなりかねない。 
この授業は、特別に音楽の知識や技能が豊富な子どもたちだけではなく、音楽の専門知識を何も知

らない子どもたちでも楽しく作曲ができる学習で、対象生徒は学級全員である。その中で、西洋音楽

の楽典的な約束が守られている音楽をつくるには、教材の内容もより深く考えたものでなければなら

ない。今回の授業では、和音進行が決まっていることと、オルガンに和音の色別シールを貼り、より

分かりやすく音楽がつくれる環境を整えた。子どもたちが考えることは、4 拍子のリズムをつくるこ
とと、そのリズムを鍵盤に張ってあるシールにそって音の高低を考えて演奏することである。とても

簡単で分かりやすい。その中で、Aと Bの変化（対照的）を意識させること、押さえることが重要で
ある。 

 
    和音別に色シールを貼った鍵盤 
 

 
 



《第１時の授業における生徒の声》 

感覚的に思いついた言葉を素直に表現している。例えば、楽しそう、重々しい、軽やかさ…、普段使

い慣れている言葉を自然に使っていることがわかる。ただ、漠然と聴くだけでは、このような言葉に

なることが多いであろう。中には、繰り返しがある、などのように、音楽の構造に耳を傾けて聴くこ

とのできる子どももいる。 
《第１時のワークシートのまとめから》 
①リコーダー曲『おやすみ』（フランス民謡） 
・ ねむり歌のような、ほがらかでやさしい曲だ。 
・ 最後の終わり方が「もう寝たよ」みたいな感じの終わり方になっている。 

②リコーダー曲『木かげの思い出』（イギリス・ウェールズ民謡） 
・途中で少しテンポが速い テンポが速いけどゆったりとしている。 

③ピアノ曲『ト調のメヌエット』（ベートーヴェン作曲） 
・ 一瞬止まったりするところがある。 ・＜＞が使ってある。 ・途中からゆったりした感じ。

・ 同じ所を繰り返している 同じ繰り返しがあった。 ・強弱がすごく激しく分かりやすい。

・ 途中で強くなったり弱くなったり山がある。・途中で大きな所があるけど少しだけしかない。

・ 一つ一つの音に歯切れがあった。また、途中には、山(盛り上がり)や谷（盛り下がり）なども
あった。 ・静かなところもあったり盛り上がったりするところもあった。 

・ リズムが速いときは音も大きい。 
④オーケストラ曲『ハンガリー舞曲第５番』（ブラームス作曲） 
・ 強いところに対して、すごくゆったりしてやさしいところもあった。 
・ すごく山のある曲だ。 ・いきなり大きな音になったりしてワクワクする。 
・ 同じ曲が繰り返されている 繰り返しがかなりある ・テンポにすごく差がでている。 
・ 前半は勢いがあった。後半からは静かになったところからいきなり強くなった。 
・ 強弱がとても激しい。強弱があって迫力がある。強弱の変化が多い。 
・ 弱いところはゆったり、強いところは速い。 ・迫力があるところとないところがある。 
・ 速くなっているところもあったし、ゆったりしているところもあった。 
・ テンションが上がったり下がったりして、リズムがバラバラだった。 
・ だんだん盛り上がる所や速さがゆっくりになる所などがある。 

 書くことで、語彙が増えていることがわかる。強弱や速さなど、聴いてすぐ分かりやすい音の変化

は、敏感にとらえることができている。 
 
 
 
 
 
 

①リコーダー曲『おやすみ』フランス民謡 
・二重奏になっている ・追いかけっこをしている ・短い曲だけど、途中に変化がある 
・最初と同じメロディが流れてきた 

②リコーダー曲『木かげの思い出』イギリス・ウェールズ民謡 
 ・流れる感じ ・楽しかったことを思い出している ・嬉しいことがあった 
・途中で高い音が聴こえてきた ・最初にもどった 

③ピアノ曲『ト調のメヌエット』(ベートーベン作曲) 
 ・優しい感じがする ・同じメロディの繰り返し ・軽やかさがある ・歯切れがいい 
 ・最初と同じメロディが流れてきた ・もとに戻った感じがする 
④オーケストラ曲『ハンガリー舞曲』（ブラームス作曲） 
 ・どこかで聴いたことがある曲 ・重々しい、激しい、暗い、悲しみ、勢いがある感じ 
・急に速くなったりゆっくりになったりする ・鈴の音が速くから聴こえてくる 

 ・慌てている感じがする ・クレシェンドが大げさ ・パッと終わっている 
 ・最初に出てきたメロディがまた聴こえてきた 



《第２時のワークシートのまとめから》 
発表会・鑑賞会を終えて… 
・ みんなで協力して、強弱、速さなど考え、間をおいたり、連続して音を出したりして、自分

たちだけのオリジナルの曲をつくることができた。手でリズムをとりながら練習したり、分

からない人には分かるまでいっしょに練習したりすることができた。この授業でたくさん心

と耳が成長した。 
・ 曲づくりをやってみて、ABA形式とか、最初は難しいなあと思っていたけど、やっていくう
ちにだんだん曲づくりも楽しくなってきて、いろんな工夫をした曲が最後につくれてよかっ

たです。 
・ みんなに指示はできたし、グループのみんなで曲がつくれました。自分でもいい曲がつくれ

たと思いました。終わり方や Aと Bの変わり方に気をつけてつくりました。楽しく作曲でき
てよかったです。 

・ 他のグループが作曲した曲でも、ABAの違いが分かった。みんなも曲を聴いて感想などもた
くさん言えて、いい耳を持っていることが分かった。強弱、テンポ、音の機能など自分から

いろいろ付け加えることができたのでよかった。 
・ A のグループを手伝うなど、いろいろ協力でき、三部形式の音楽をつくることができた。他
のグループの発表で、特に終わり方がいろいろ工夫できていた。 

・ 始めはどうなるか分かりませんでした。でもやっている間にどんどんアイディアが浮かんで

きて、強弱の付け方や A~Bに変わる所など工夫してできた。 

 実際につくって表現することから、音楽の形式を体感し理解できたと思う。それは、ABAの違いが
分かった、Aと Bの変わり方に気をつけてつくった、など、形式を意識していることが文章からもよ
く分かる。 
 
生徒の作品と発表会での交流の声から 
【Ａグループ】 

 
T：一段と磨きがかかった曲になったね 
S：終わり方がかわいい感じだったのでよかったです。 
T：そうだね、終わりに付け加えがしてあって終わる感じがよく出ていたね。終わり方の他にも
工夫してあるところがありませんでしたか？ 

S：テンポがとてもよかった。リズムにのっている感じがした。 
T：メロディやリズムがとても楽しそうだね。これを覚えて、口ずさんでいる人もいたね。 

 
 
 



【Ｂグループ】 

 

S：「ハープシコードでビブラートをつける」（演奏前、準備の時に聞こえてきた会話） 
T：こんな音の工夫もできるんだね。 
S：音を大きくするところと、小さくするところの工夫があった。 
T：どうやって強弱をつけていた？ 
S：オルガンペダルを使って大きさを変えていた。同じメロディでも、一回目と二回目は、音の
大きさが違っていた。二回目はすごく強調しているようだった。 

S：オルガンの機能を使って音を変えていた。 
T：オルガンは、いろいろな音に変えることができるから、つくった音楽に合った音色にすると
より雰囲気がよくなるね。自分たちで考えて工夫できるグループがあったのですごいなあと思

いました。「このメロディにはこの音が合う！」ということを考えたんだね。 

【Ｃグループ】 

 
 S：終わる時、どんどん音が下がっているところが工夫してあったと思います。 

T：音をだんだん低くゆっくりして終わっていたね。 
S：Aと Bがしっかり分かれていることがよく分かりました。 
S：リズミカルな感じがしました。 
T：途中で、少しゆっくりになるところがあって、また元に戻るところがあったところに気が付
きましたか？こんなふうに曲の途中に速さの変化があってもおもしろいなと思いました。 

どの曲も、単純な音楽であるが、決まった形式でつくられていること、和音進行が和声の理論に基

づいていることから、完成度の高い音楽になっていることが分かる。 
 音の変化について、より敏感に捉えることができるようになっている。どんどん音が下がっている、

一回目と二回目は音の大きさが違っていた。二回目はすごく強調しているようだった、など、強弱に



ついても、より具体的な言葉で表すことができるようになっている。 
 
３授業改善後の成果 
幅広い音楽活動を通して、子どもたちの意識は、音楽授業＝合唱活動ではなくなってきていると感

じている。音楽の授業内容が、音楽をつくって表現することや鑑賞、さらには、身近な楽器を使って

演奏することなど、幅広い活動の内容の授業が展開されているからである。最初の頃は、合唱をする

ことだけが音楽の授業と思っている子どもが多く、「今日は歌わないの？」など、学級の合唱曲をその

まま練習する時間と考えている子どもの声をよく耳にした。 
しかし、上記に示したように、つくって表現する活動や鑑賞、器楽などの活動を通して、音楽を学

ぶことの楽しさを実感できるようになったのではないかと感じている。それは、『三部形式の作曲』の

例のように、音楽的な内容をよく理解したことがあらわれている子どもの発言やワークシートの言葉

から推測できる。また、この学習で身に付いた音楽の力は、歌ったり楽器を演奏したりする時に、自

然に表出でき、さらに音楽の表現が深まっていくであると考えている。 
鑑賞曲の感想では、「三部形式になっている」「強弱が激しく、音の変化がよく分かる」など、音楽

の形式や音楽記号を意識した内容になりつつある。 
また、音楽に深い興味を示すことができるようにもなったと感じている。それは、休み時間に音楽

室の楽器を鳴らしてみたり、吹いてみたりする姿が多く見られるようになったこと、その演奏が、簡

単な合奏になっていたり、聴き合ったりする姿が見られるようになった。さらには、体を揺らしてリ

ズムうちをしたりする子どもの姿も見られるようになった。 
 つくって表現する活動は、音楽を楽しみながら、音楽を体感・感受できるものとして位置付けてい

きたい。そうすることで、音楽の諸要素や音楽の構造に実際に触れ感じながら、自分たちで、音楽を

追究することができるようになっていくと考える。また、自分たちで自ら音を考え音楽をつくること

で、進んで考え表現する力もつくし、探求心も深まっていく。さらには、音楽の知識や理解も深まり、

幅広い音楽に興味を示すことのできる人間に育っていくと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


