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事例 中学校 音楽科 第３学年 「郷土の芸能」

テーマ 日本の伝統音楽のよさを味わうための授業改善

授業改善 ・意欲的に表現活動に取り組むための題材指導計画の工夫

のポイン ・和太鼓の基礎的な奏法を身に付けるための学習過程の工夫

ト

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「郷土の芸能」】

ア 音楽への関心 イ 音楽的な感受や ウ 表現の技能 エ 鑑賞の能力観点

・意欲・態度 表現の工夫

評 和楽器の音色や奏法に 和楽器の音の特性や奏 和楽器の基本的な奏法 和楽器の音色や奏法の

価 関心をもち、表現する 法の特徴を感じ取り、 を理解し、器楽表現を 特徴を感じ取りながら

規 ことに意欲的である。 それらを生かして表現 する技能を身に付けて 聴いている。

準 の工夫をしている。 いる。

【把握方法】

本題材は、郷土の芸能に親しみ、日本の多様な音楽文化への興味・関心を深めることをねらいとしてい

る。そこで、日本の伝統芸能に対する傾向や生徒の意識をとらえるため、題材の評価における４つの観点

について、アンケートと学習カードの記述をもとに学習状況を把握した。

４つの観点のうち「表現の技能」については、これまでの授業で和楽器を実際に演奏する活動が少なか

ったため、地域の祭りや行事での和楽器の演奏経験を調査し、生徒の実態を授業に生かしていくことがで

きるようにした。

学習状況の結果と分析

【結果】

ア 音楽への関心・意欲・態度 （アンケート調査 ３年生３３人中）

□地域の伝統芸能や和楽器の演奏に ある…８人 まあまあ興味がある…１３人

興味がありますか。 あまり興味がない…１１人 ない… １人

□実際に演奏してみたいと思いますか。 思う…５人 まあまあ思う…５人

思わない…２３人（理由 ・難しくて、大変そうだから。）

・自信がない。

地域の伝統芸能には、歌舞伎や和太鼓、祭囃子などがある。歌舞伎や祭囃子は８人が小学校の頃に経験

している。和太鼓は、祭りや行事で演奏を聴く機会がある。こういった環境もあり、地域の伝統芸能につ

いて半数以上が興味をもっていることが分かった。しかし「難しそう」という先入観からか、実際の演奏

についてはやや消極的だった。

イ 音楽的な感受や表現の工夫

１学期に扱った題材「日本の伝統芸能」では歌舞伎の様式や特徴を感じ取ることができた。三味線、長

唄に続いて下座音楽である大太鼓の効果音を で鑑賞し、この学習によって和太鼓の音の特質や質感をCD
認識し、音についてのイメージを広げることができた。生徒の学習カードには、和太鼓の音色の印象とし

て「力強く迫力がある 「強弱をつけることで、雰囲気が伝わってきた」という記述が多くあった。しか」

し、この学習では、歌舞伎における効果音としての和太鼓の音色の特徴をとらえることだけにとどまり、
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和太鼓の音色の特徴を具体的にとらえ、表現の工夫をするには至っていない。和太鼓の奏法の特徴をつか

み、幅広い表現力を感じ取らせるためには、実際に和太鼓に触れる場を設け、付けたい力を明確にした授

業を行っていくことが必要だと感じた。

ウ 表現の技能

数名の生徒が地域の祭りや行事で和楽器（和太鼓、篠笛）の演奏経験がある。しかし、現在も活動を続

けている生徒は２人にとどまり、ほとんどが小学校の時の経験によるものであった。和太鼓については学

級のほとんどが未経験者であり、この実態をふまえた授業改善が必要である。

エ 鑑賞の能力

「勧進帳」では、それぞれの楽器の音色の特徴や奏法を感じ取りながら聴くことができた。長唄、三味

線、下座音楽である和太鼓の役割について理解し、歌舞伎に限らず、日本の伝統音楽は、他の芸能とかか

わりあって発達した音楽であることに気付くことができた。このことを本題材「郷土の芸能」につなげて

いく。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

( )授業改善の方針1
以上の分析から、生徒たちは地域の伝統芸能に興味があるものの、実際に演奏を経験する機会が少ないこ

とが分かった。そこで、本題材で地域に伝わる「檜茶太鼓」を取り上げ、実際に演奏することで日本の伝統
かいさ

音楽の特徴やよさを感得させたいと考え、次のような方針を立てた。

①意欲的に表現活動に取り組むための題材指導計画の工夫

②和太鼓の基礎的な奏法を身に付けるための学習過程の工夫

( )改善の具体的方途と実践2
①意欲的に表現活動に取り組むための指導計画の工夫

ア）教材曲の差し替えと活動時間の確保

前述したように、学習状況の把握から、生徒たちが地域の伝統音楽に興味を持っていることがわかった。

そこで、この題材で扱う和楽器を地元で親しまれている和太鼓「檜茶太鼓」にした。授業では活動の時間を
かい さ

確保し、和太鼓を演奏する楽しさや充実感を味わうことができるようにした。

［従前の題材指導計画］ ［改善した指導計画］

１ ・範奏を聴き、箏の歴史、流派、奏 １ ・ 檜茶太鼓」演奏を鑑賞し、和太鼓の「

法などについて映像や資料を用い 音色や奏法の特徴を感じ取る。

箏 て確認する。 ・ペアでリズム打ちの練習をする。

曲 ・数字譜を読み、音を出す。 檜

２ 茶 ・地域の方の範奏を聴き、表現への意

２ ・ さくらさくら」を練習する。右手 太 欲をもつ。「

さ の奏法を理解し、数字譜を見なが 鼓 ・地域の方に和太鼓の基礎的な奏法を

く ら教えあって練習する。 習い、実際に和太鼓を使って練習す

ら ・左手の奏法「後押し」を理解し、 る。

よりよい音色が出せるように練習 ・練習の成果を発表する。

する。

３ ・２つのグループに分かれて、それぞ

れのグループの曲を練習する。

・発表会を行う。

イ）鑑賞と表現の関連を図り、表現への意欲を喚起する導入の工夫

実際に和太鼓を使って練習を始める第２時の導入では、保存会による本物の演奏を聴く場を位置付けた。

、 。このことによって表現へのイメージがさらに具体的になり 表現への意欲をもたせることができると考えた

②和太鼓の基礎的な奏法を身に付けるための学習過程の工夫

ア）段階と生徒の意識の流れを大切にした指導計画
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リズムを正確に演奏するだけに終わらない和太鼓の奥の深さは、日本の伝統音楽特有のものであり、演奏

活動を通してその魅力に迫りたいと考える。しかし、限られた活動時間では、表現に必要な技能を習得する

ことが難しい。そこで短時間で誰もが基礎的な奏法を身に付けられるように、段階を踏んだ活動計画を仕組

んだ。

＜ステップを踏んだ授業の流れと生徒の意識の変化＞

＜生徒の学習前の意識＞和太鼓の演奏は村の祭りで聴いたことがあるから、少しは興味をもっている。で

も、実際に自分たちに演奏することができるのだろうか。

・リズム打ちを正確に演奏することができた。 ＜第１時 ステップ１＞

、・リズムがみんなと合ってくると、楽しい。 ○たたき台や手拍子を使ってリズム打ちを練習し

合わせる。

○ペアやグループで教え合って練習する。

＜第２時 ステップ２＞

・撥の持ち方や姿勢を意識して、力強く演奏するこ ○地域の方に奏法を習い、実際に太鼓を使って基

とができた。 礎打ちを練習する。

・細かいリズムもゆっくりなテンポから練習すると ○締太鼓、鋲打ち太鼓、大太鼓のグループに分か

演奏できるようになった。 れ、アンサンブル曲を練習する。

・リズムを合わせるためには、周りの音を聴くこ

とも大切だ。

○発表会を行い、本時の伸びを確かめる。

・かけ声を掛けたり、手を振り上げる動作をしな

がら、迷わず打てるようにしたい。 ＜第３時 ステップ３＞

・撥を振り上げる動作によって、迫力が増し、タ ○２つのグループに分かれ、かけ声による「間」

イミングも合っていた。ぴったり合うと、聴い や所作を感じ取りながら練習する。

ていても演奏していても気持ちがいい。

・和太鼓にはいろいろな演奏方法があることが

わかった。

・いろいろな太鼓の音とリズムが響き合うと力強

い。一体感がある。 ・ 間」を感じ、大きな掛け声とともに演奏する。「

・和太鼓は、ただ単純にリズムを叩いていくだけ ・強弱をつける→身体表現による幅広い表現

でなく、所作や「間」があり、奥が深い。

○発表会を行い、互いのグループの演奏から、和

太鼓の幅広い演奏方法や表現力を知る。

＜生徒の学習後の意識＞

和太鼓を演奏して、だんだんできるようになって、周りと合わせるのが楽しくなった。和太鼓の音色の

特徴や、所作や間を取ることを大切にして作り上げていく日本の伝統音楽のよさが分かった。

第１時はリズムのパターンを理解させるために、たたき台や手拍子の練習をグループで行いの一斉指導を

行う。第２時は、いよいよ本物の和太鼓に触れ、保存会の方の指導を中心に叩く姿勢や撥の持ち方から楽器

の基礎を学ぶ。その後簡単な基礎打ちを練習し、この基礎打ちのリズムを元にしたアンサンブル曲に挑戦す
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る。

＜基礎打ち１＞ ＜基礎打ち２＞

→

、 、 。段階を踏んだ基礎打ちのリズム練習は 保存会の方と相談し 短時間で身に付くリズムパターンを考えた

４分音符→８分音符→１６分音符という流れは、シンプルで身に付きやすい。また、拍子の感覚がずれるこ

とが少ないことから、自然に周りの音を聴きながら合わせることができると考えた。

第３時は、演奏活動の幅を広げ、ＡとＢ２つのグループに分かれてそれぞれの別の曲を練習した。Ａは和

太鼓アンサンブル、Ｂは一つの大太鼓を４つのパターンのリズムで繰り返し、交代でたたいていくものであ

る。この活動によって、幅広い演奏方法に触れ、和太鼓の表現力を知ることができると考えた。

＜Ａグループの演奏＞ ＜Ｂグループの演奏＞

イ）指導方法の工夫

本物の伝統音楽に触れることで質の高い指導ができる。檜茶太鼓の授業では地域の和太鼓保存会に教えて

いただいた。また、学級に２人の和太鼓演奏の経験者がいることから、締太鼓、長胴それぞれグループのリ

ーダーを中心に、教え合って練習する方法によって学習形態を工夫した。地域の講師の方も各楽器ごとにま

わって教えていただき、小集団の演奏を確立して全体の合奏ができるようにした。和太鼓の正しいたたき方

や所作を教わるとともに、地域の音楽を愛する人とのふれあいによって、より郷土の音楽への関心を高める

ことができるよう工夫した。

３ 授業改善後の成果

( )郷土の伝統音楽のよさを味わい、意欲的に表現活動に取り組むための題材指導計画の工夫1
ア）教材曲の差し替えと活動時間の確保

全身を使って表現する和太鼓には、独特の高揚感があった。多くの活動時間を取って和太鼓に触れること

で、満足感や充実感を味わい、日本の伝統音楽のよさを感じることができた。

イ）鑑賞と表現の関連を図り、学ぶ意欲を喚起する導入の工夫

第１時の導入で、視聴覚教材を使って和太鼓を鑑賞した。ここでは、楽器や演奏方法の特徴を理解させ、

関心をもたせることができた。第２時では、地域の太鼓保存会の方に目の前で演奏していただき、本物の演

奏を聴くことで、その後の活動への意欲付けをすることができた。

○最初は和太鼓なんて全然興味がなかった。でも、リズム打ちや実際の太鼓のを使った練習を始めると、

、 。 。だんだん上手になっているのが自分でも分かって 嬉しかった がんばれば何とかなるもんだと思った

みんなと合わせると盛り上がって、一体感のようなものも感じてもっと演奏したいと思った 「間」を取。

ることを覚えてくると、何だか日本の音楽は遺伝子に組み込まれているような感じさえした。

○祭りでしか聴かない和太鼓だったけど、見るのとやるのでは大違い。難しいけど、こんなに楽しいもの

なんだと感激した。

○すごく楽しかった。手も足もだるくなったけど、それでも楽しかったです。上手ではない自分の演奏だ

けど、満足感があります。もっと上手くなりたいな、と思いました。授業はこれで終わりなので、名残

惜しいです。現代の音楽とは違ったよさが分かりました。みんなと和太鼓を合わせることで、日本音楽
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の温かさや力強さを感じました。

( )和太鼓の基礎的な奏法を身に付けるための学習過程の工夫2
ア）段階と生徒の意識の流れを大切にした指導計画

１単位時間におけるステップを踏んだ授業内容によって、基礎的な奏法を身に付けることができた。でき

た喜びや満足感を味わわせることで、和太鼓を演奏する楽しさを知り、その魅力を感じることができた。

イ）指導方法の工夫

地域の方に和太鼓における基礎的な奏法を習い、技能を習得することができた。ただ叩くだけではなく、

和太鼓特有の身体表現から「間」や「所作」の大切さに気付き、日本の伝統音楽の奥の深さを知ることがで

きた。

○和太鼓にはいろんなリズムがあって、だんだんできるになって楽しかった。姿勢一つで力強さが伝わっ

たり、音色も変わったりで、本当に奥が深いなあと思った 「タッタカ」のリズムを連続で叩くのが難し。

かったけれど、手順を地域の方にわかりやすく教えていただいて、だいぶ上手に叩けるようになった。

また和太鼓を演奏する機会があったら、ぜひ挑戦したい。伝統の和太鼓をこれからも続けていきたい。

○練習前は、ただタイミングを合わせるだけでいいと思っていたけど、実際は難しかった。でも、地域の

方や友達が教えてくれて、だんだん上達することができた。この授業を通して、普段は知ることのない

和楽器のよさが分かり、興味を持つことができた。もしできれば、また和楽器に挑戦していきたい。

○始めはあまり興味がなくて、やる気にならなかった。でも実際やってみるとすごく面白くて、難しいけ

どやりがいがあった。保存会の方も、すごく熱心に教えてくださって、そのおかげで上達した。うれし

かった。動きをつけてたたいていると、タイミングを逃してしまったり、声を出すのを忘れてしまった

、 、 、 。 。り いろいろ失敗もしたけど できるようになると 本当に楽しかった 太鼓の音の響きにも感動した

和太鼓って、思っていたよりずっと楽しいということが分かった。

○みんなで演奏すると迫力があって感動した。Ｂグループの演奏を聴いて、動きを合わせることで音楽が

合っていることが分かった。これが和太鼓の特徴たと思った。保存会の人たちの演奏は、間近で聴くと

迫力もあり、心に残った。また、機会があったら演奏したい。


