
事 例 中学校 音楽科 第１学年 「曲想から広がるイメージ」 

テーマ 楽曲や楽譜から音楽の諸要素に着目して、音楽の特徴を聴き取ったり、読み取ったことを表現に

生かすことができる授業への改善 

授業改善の

視点 

①系統性を見出す題材指導計画の配列と身に付けさせたい音楽の諸要素を明確にした題材指導 

計画の作成 

②楽曲から受けるイメージと結びつけながら、音楽の諸要素を用いて楽曲や楽譜を分析すること

ができる力を身に付けるための指導方法 

③楽曲からイメージと結びつけて、聴き取ったことを批評し、文章や言葉で人に伝えることがで

きる力を身に付けるための指導方法 

 

 

１ 学習状況の把握と分析 

 

（１）学習状況の把握の方法 

【評価規準】題材「曲の仕組みとイメージ」 教材 「春」（「夏の思い出」）  

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 

音楽の様々な形式に関

心をもち、表現したい

自分なりのイメージや

表現を工夫することに

意欲的である。 

曲のイメージと強弱や

旋律の特徴などを生か

して、表現を工夫した

り、曲の形式を感じ取

ったりしている。 

イメージを曲の特徴と

関連させて歌う技能を

身に付けている。 

ソネット形式を手がか

りに曲が表現しようと

している情景をイメー

ジして、曲の構造的側

面とかかわらせながら

聴き取ったことを批評

文や言葉で人に伝えて

いる。 

 【把握方法】 

  鑑賞の学習を進めるに当たって、「形式的側面」「内容的側面」「背景」の３つの側面を関連させながら、聴き

取ることを目標とした。そこで、音楽の諸要素を確実に定着させるために、題材構成の見直しを図り、実践を

行った。また、６月に行った題材「曲の仕組みとイメージ」では、ヴィヴァルディ作曲の「春」を取り上げ、

楽曲を音楽の諸要素を用いて聴き取る試みを行った。「ソネット形式」という特徴から、それぞれの場面のイメ

ージと音楽の諸要素を結び付けて聴き取り、楽譜も同時に見せながら鑑賞し分析できる力を身に付けることを

目指した。 

 

（２）学習状況把握の結果と分析 

  ヴィヴァルディ作曲「春」の鑑賞の学習時に、生徒がワークシートに記述した文章を、「形式的側面」「内容  

 的側面」「背景」の３つの側面から分析をして、鑑賞における生徒の実態をつかんだ。結果は、以下の通りであ

る。 

音楽の諸

要素 

①形式的側

面（構造的側

面） 

②内容的側

面（感性的側

面） 

③背景 

人数 ２１／３８人 ３４／３８人 ５／３８人 

 

  

 

 

 

 

 

21,
35%

34,
57%

5, 8%

①形式的側面

②内容的側面

③背景

34人 

５人 
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 この結果から、楽曲を聴き取ったことを書かせたところ、２か月の学習を活用して感受したことを音楽の諸要 

素と関連付けながら書いている生徒もみられるが、感受したことを感想文のように書いて終始しまっている生徒

が多いことが分かる。やはり、音楽の諸要素から楽曲を聴き取り、どうして、音楽の特徴をそのように感じたの

か根拠を明らかにしながら、鑑賞する力を身に付けていくことが重要であることを感じた。 

 また、さらにイメージを豊かに膨らませるために、作曲者や曲の背景まで解釈の幅を広げたいと考えた。楽曲 

からだけでは及ばない深い部分まで読み取らせ、さらに深く聴き取るための手段としたい。その積み上げが、３ 

年間を通して、楽曲を音楽の諸要素と背景から聴き取る力を身に付けることになり、表現の領域にも活用でき 

る力となると考えた。 

 今後の授業の中で、第１学年から音楽の諸要素を系統的に学習し、音楽の諸要素を根拠として楽曲を聴き取り

批評できる生徒を育成していく必要があると強く感じた。 

 次の分析は、「春」の楽曲を聴き、生徒の文章を３つの側面から分析した一例である。 

 

題材「曲の仕組みとイメージ」 教材「春」（ヴィヴァルディ作曲） 

 ねらい：ソネット形式を理解して表現している情景や気分を、イメージを膨らませながら聴き取り、批評

文や言葉で人に伝えることができる。 

≪鑑賞後の生徒の感受の例≫ 

・一人で演奏する部分と全員で演奏する部分が  

あることに気付きました。まるで会話をしているよ

うに、弾んだり、テンポが速いのが特徴だと思いま

す。 

・うれしそうなときはずっと高い感じの曲になって

います。 

・弦楽器が中心で柔らかな音色で春のイメージが伝

わってきます。 

・Ｄの部分（雷鳴）の音楽は暗く短調になり、ヴァ

イオリンの細かい演奏があって黒い雲が迫ってき

ているのが感じ取れます。 

・トリルが小鳥のかわいい鳴き声をあらわしている

ことが分かりました。 

・ヴィヴァルディの曲は、やさしく心の落ち着く曲

が多かったです。きっと司祭として多くの人々を大

切にした生き方が音楽にも表れていると思います。 

  形式的側面    内容的側面    背景 

 

  この学習の分析から分かることは、生徒が音楽の諸要素を意識して感受し、聴き取ることができてきたとい

うことである。つまり、身に付けさせたい音楽の諸要素を明確にして題材指導計画を仕組むことで、確実な定

着が図ることができるということである。また、さらにイメージと諸要素を結び付けていくことが、より深く

楽曲を聴き取り豊かな表現に結び付くのではないかという仮説ももった。よって、イメージを膨らませるため

の手段を講じる必要があると考えた。その手段として映像や絵画、写真などの提示も同時に研究することとし

た。授業改善を行うに当たって教科横断的な考えも含まれる。 

 

 

 

２ 分析に基づく授業改善 

 

（１）授業改善の方針 

  鑑賞の授業を行っていくに当たって、「音楽的な感受を総合する力」を最終的な目標とすることが必要である。

楽曲を聴き取るに当たって、楽曲の構造的側面の知覚と感性的側面の感受に基づき、二側面を関連させてその

生徒の楽曲理解や楽曲解釈が創造される。楽曲を聴き取る学習の中で作品の様々な構成や手法の特徴を学ぶこ

とになる。それらは、構成要素・表現要素に着目されるので、部分的な聴取になることが多い。しかし、それ

ヴィヴァルディの生涯を知り，ど

のようにこの曲が生まれてきたの

か，ヴィヴァルディの生き方から

どんな特徴のある曲を作曲してい

るのかを知る。 

【演奏から受けるイメージ】 

・場面ごとにつけられたソネットから受けるイメージ 

・弦楽器の音色から受けるイメージ 

・春の喜び：長調 雷鳴の部分：短調 

【楽譜：諸要素】 

・小鳥の鳴き声：トリル 

・春の喜び：ヴァイオリンの高音 

・雷鳴：低音の同音  連打 

【形式】 

・ソネット形式 

・合奏協奏曲 

【１年生】曲の仕組みとイメージ 鑑賞「春」ヴィヴァルディ作曲 



らを関連付け、総合的に聴き取ることが行われないと、楽曲を味わうにはつながらないと考えた。つまり、楽

曲を鑑賞して批評文で人に伝える方法を導入していく。批評文の内容を仲間と発表し、論議することで学び合

いを仕組みさらに、楽曲の捉えを深めたいと考える。また、作曲者がその曲を作曲した時代や土地や境遇等の

背景も調べ、それらの情報を音楽的な感受と関連させ、作品の背景を含めた洞察が行われるような改善を図る

必要もあると考えた。「背景」つまり、文化的側面をかかわらせることで、より深く楽曲の解釈がなされ、音楽

の読解力育成につながると考えたからである。 

  また、今回は鑑賞に、様々な映像を入れて鑑賞を効果的にするものとなるかを検証することとした。 

 音源からイメージを広げ、音楽の諸要素と関連させて、深く聴き取ることは重要なことであると考えている。

しかし、映像を音楽の授業に取り入れることで、音だけでは伝わりにくい演奏者の表情、楽器や伴奏を演奏す

る様子、また、曲のイメージを膨らませるために効果が大きいと捉えた。 

  時間数の尐ない音楽科の学習の中で、どのように題材を組み立てることが効率よく学習を進め、大きな成果

が上がるのかを考えていく必要があると考えた。 

  時間数の尐ない題材であると、２時間程度で終了してしまうことがある。しかし、単発な学習になるとなか 

なか次の題材につながらないことが多い。以前の学習を活用しながら新たな学習を進めていくことが、読解力

育成にもつながると考えた。 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

①系統性を見いだす題材指導計画の配列と身に付けさせたい音楽の諸要素を明確にした題材指導計画の作成 

「映画音楽」の鑑賞の学習活動を考案し、他の教材と関連させて構成できないかと考えた。また、どの時間

にも「聴く」という活動を取り入れ、イメージを膨らませるために、できるだけ「映像」を取り入れることを

行った。 

音楽の表現及び鑑賞活動で「映像」を取り入れることが、どんな相乗効果をもたらすのかを研究した。この

鑑賞の学習を仕組むに当たって、映画音楽をただ単発で鑑賞させるのではなく、題材のねらいに到達でき、よ

り効果的な方法がないかどうかを模索した。その結果、「魔王」（シューベルト作曲）、日本の心の歌である「赤

とんぼ」の中心にあたる学習材を２つ設定し、映画音楽によってその２つの学習材をつなぎ、さらに映像を取

り入れることで、音楽との結びつきを探ることができるように工夫を行った。 
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また、映画音楽については多くの生徒たちが興味をもっていることが調査結果からも分かり、導入することで

効果が上がるという確信をもった。 

また、もう一つのねらいとして、２時間あるいは３時間で終了してしまう題材を結びつけることで、音楽の諸

要素を効率よく系統的に学習できるメリットもあるのではないかと考えた。時間数の尐ない音楽科の学習活動で

は、単発に終わってしまう学習がある。なかなか、次の学習へつながらず、身に付けた力をうまく活用できない

現状を打破したいという考えがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人 

図１：映画音楽

に関する関心 

私は、映画にとても興味をもっています。映画

の中には、様々な音楽が組み込まれています。

映像の中に音楽があるからこそ、その場面が盛

り上がったり、登場人物の思いと音楽とが結び

付いたりして、観ている人たちを感動させるの

だと思います。 



【従前の題材指導計画】                 【改善後の題指導計画】 

題材名「音楽による情景描写」              題材名「曲想から広がるイメージ」 

１ ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
作
曲
「
春
」 

◇ソネットを手がかりに音楽が表している春

の様子を考える。 

○リズムや旋律など、曲の雰囲気やソネット

を手がかりに、音楽を聴いて、「春の様子」を

イメージすることができる。 

２ ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
作
曲
「
春
」 

◇弦楽合奏によるアンサンブルの響きを感じ

取る。 

○弦楽器の音色を聴いて、アンサンブルの響

きを聴き取ることができる。 

３ シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
作
曲
「
魔
王
」 

◇歌い方や伴奏の弾き方から、劇的な内容を

感じ取る。 

○歌い方や伴奏の弾き方から、「魔王」のもつ

劇的な内容を感じ取る。 

 

４ シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
作
曲「
魔
王
」 

◇歌い方や伴奏の弾き方から、表わしている

ことを聴き取る。 

○魔王や子どもの様子はどのように表わされ

ているのかを聴き取る。 

 

 

題材名「詩と旋律」 

１ 「
赤
と
ん
ぼ
」 

◇情景を思い浮かべて歌う。 

○幼い頃の懐かしい思い出を、なめらかな歌

い方で表現することができる。 

２ 「
花
の
街
」 

◇旋律の抑揚やテンポ、強弱を工夫して歌う。 

○詩と旋律とが一体となった美しさを、旋律

の抑揚やテンポ、強弱を工夫して表現するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
音
楽
と
生
涯 

◇シューベルトの音楽と生涯について

映像から探る。 

○シューベルトの生涯と音楽につい

て、アニメの映像で知り、映像と音楽

が結び付くとどんな効果があるのかを

関心をもって視聴することができる。 

２ シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
作
曲
「
魔
王
」 

◇シューベルトの歌曲「魔王」の恐ろ

しさを歌詞の内容、音楽の諸要素、歌

手の映像から聴き取る。 

○歌曲「魔王」の恐ろしさを表現する

ためにシューベルトが歌詞のイメージ

からどんな音楽的諸要素を用いて作曲

したのかを探る。歌い手の豊かな表現

によって歌われている「魔王」の演奏

の映像から恐ろしさを聴き取ることが

できる。 

３ 「
赤
と
ん
ぼ
」 

◇「赤とんぼ」の歌詞から情景を思い

浮かべ、映像を描きながら歌う。 

○「赤とんぼ」の歌詞から情景を思い

浮かべ、旋律を歌うことができる。 

４ 映
画
音
楽 

◇いろいろな映画音楽からイメージと

結び付ける。 

○「ジョーズ」の映画音楽がシーンを

引き立てるために、音楽の諸要素を駆

使して作曲され、映像の中に効果的に

挿入されていることを聴き取り、批評

文や発言によって表現することができ

る。 

５ 「
赤
と
ん
ぼ
」 

◇映像を見ながら「赤とんぼ」のイメ

ージを膨らませて、強弱をつけながら

歌う。 

○情景を豊かに思い浮かべながら、旋

律線の流れに合った強弱を工夫するこ

とができる。 

６ 「
赤
と
ん
ぼ
」 

◇「赤とんぼ」のイメージが伝わるよ

うに、言葉をはっきり発音して歌う。 

○「赤とんぼ」の情景や伝えたい思い

が聴く人に伝わるように、大切にした

い言葉を明確に発音して歌うことがで

きる。 



【Ｓｔｅｐ１】「魔王」の内容を想像する 

原語の演奏から物語の内容を想像する。どんなところか

ら恐ろしさを感じるか、自分自身で受け止める。 

【Ｓｔｅｐ２】 

ドイツ語の歌詞と映像に

よる演奏から、「魔王」の

恐ろしさをさらに追究す

る。映像で演奏を見る。 

 【Ｓｔｅｐ３】 

映像を見ながら視聴し、歌

詞から伝わる恐ろしさ、歌

手の声の音色、表情から感

じ取る恐ろしさ、ピアノ伴

奏が醸し出す恐ろしさの

要素などを聴き取る。 

楽譜からの分析をしてシ

ューベルトの作曲の意図

を発見する。 【Ｓｔｅｐ４】日本語の演奏と比較 

日本語による歌詞の演奏を聴き、ドイツ語の演奏と比

較して聴き取る。 

②楽曲から受けるイメージと結び付けながら、音楽の諸要素を用いて楽曲や楽譜を分析することができる力を身

に付けるための指導方法。 

【「魔王」（シューベルト作曲）の鑑賞】 

≪改善前≫ 

 改善前の学習活動計画では、「歌い方」「伴奏の弾き方」から「魔王」の劇的な内容を感じ取る学習をしていた。 

しかし、この授業の問題点は、楽曲そのものに焦点が当たっていないことである。つまり、シューベルトが意図 

して作曲した音楽の諸要素への着目がないことである。音楽科のテキストである楽譜の中に示された工夫に目を 

向けること、原語（ドイツ語）のもつ重く深い響きから生み出される劇的な様子と日本語での演奏を比較させる 

ことで、、「魔王」の本質に迫ることができるのではないかと考えた。 

≪改善後≫ 

【「魔王」の恐ろしさを徐々に体感する学習活動展開の工夫】  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「魔王」の恐ろしさを感受させるための段階表 

 鳴り響く音楽自体も音楽科のテキストとして捉えることから、何の情報も与えず楽曲を聴く活動を行った。こ 

こでは、「魔王」のイメージを膨らませるために「魔王」が物語であることを伝え、「登場人物」「時間」「天気」 

「物語の内容」という視点を与えて自由に想像させた。曲想から生み出される様々な場面状況を、下の観点で聴

き取ることをした。 

 

○「魔王」に関する情報を何も与えずに聴き、この曲の「登場人物」・「時間」・「天気」・「物語」など、曲想や演

奏から感じ取ったことをもとに、想像する。 

【登場人物】       【時間】          【天気】         【物語】 

化け物のような人 幽霊  真夜中           嵐 台風 雨       だれかが死んでしまう 

怖い男の人        夜中の１２時        くもり          殺人事件 

尐年 子ども       夜中の２時                      悲しい結末を迎える話 

お父さん         明け方 

 

 

 

 

○４人の登場人物を明記したドイツ語の歌詞を示し、音楽の諸要素と関わらせて聴き取る。 

 まだ、内容は伏せ、ドイツ語の言語を聴き、登場人物から想像されるもの、楽曲がもつ雰囲気や演奏から伝わ 

 ってくるものから、どんな「恐ろしさ」が伝わってくるのかを感じ取る。音源だけの演奏で聴かせ、音楽の諸 

要素ともかかわらせて聴き取る。内容を生徒に知らせない理由は、内容が分からないからこそ、生徒はより集 

中して楽曲の細かい部分まで聴き取ろうとする意欲を生み出すことがねらいである。 

段階を追って音源から映像へという

流れを配置し、映像を使用すること

でより恐ろしさが増幅するようにし

た。 

子どもの声

に着目する。

子どもが恐

怖感を増し

ていくにし

たがって音

の高さに変

化があるこ

とを聴き取

らせる。 



 その後、映像を視聴し、歌う表情などから伝わってくる「魔王」の恐ろしさを感じ取る。それぞれの登場人 

物の歌い分けや表情の違いから、イメージがより鮮明になると考えた。内容が分からなくても、歌手の表現豊

かな演奏から一段と「魔王」の恐ろしさと魅力を感じ、ひきつけられるようにする。 

 

「魔王」の言葉はあまりにもおだやかで、おだやかすぎて余計に怖いです。語り手は、あくまで静かに入っ 

てきています。父と子の声の強弱があまりにも違って聴こえます。それにともなって、ピアノ伴奏も変化し

ています。 

 

 ○日本語の訳を見ながら、音楽の諸要素とかかわらわらせて聴き取る。 

  日本語訳を見ながら、「魔王」を聴くことで自分がイメージしてきた内容と比較しながら聴くことになる。ど 

 の生徒も自分がイメージしていたよりも恐怖感を感じる生徒が多い。やはり、魔王が意外にもやさしい言葉で 

子どもを誘っているが、最終的には死に至らしめる内容に恐怖感を覚えるようである。語り手が最後の結末を 

語る部分では、ピアノ伴奏がaccel.していく。そこに恐怖感を感じている。最後の「war tot」の部分では、劇 

的な終わり方がかなり印象に残る。物語の内容が明確になることで、より音楽の要素と結び付いた解釈が可能 

になり、どうしてここにこの音楽の要素がついたのか、必然性を実感することができる。 

  

  言葉の内容と合わせて強弱をつけているようだった。ピアノも歌詞に合わせた強弱がついていることが分か 

ります。「魔王」はやさしそうだけど、やはり、恐ろしさを感じます。あまりにおだやか過ぎて、逆に、神経を

逆なでしているように聴こえます。声の高さやトーンも高めです。子どもが父に「魔王」がいると訴えている

時、ピアノや声はとても大きく、恐怖におびえている感じが、曲や歌から伝わってきます。子どもが死んでし

まった時は、ピアノがだんだんと小さくなり、最後は激しく終わっていました。 

 

 

歌っている歌手の表情や目、息遣いなど、体全体から恐ろしさが伝わってきます。それぞれの登場人物の違

いを表情で表しているから、どの登場人物を歌っているのかがよく分かり、歌詞の内容が一段と分かります。 

 

 ○日本語の歌詞による「魔王」を聴き、ドイツ語の演奏とどう感じ方が違うのかを比較する。 

  教科書に書かれている歌詞の演奏を聴き、ドイツ語とどう感じ方が違うのかを感じ取る。話の内容は分かり

やすくダイレクトに生徒に伝わってくるが、ドイツ語の情報量と比べると明らかに日本語の方が尐ない。物語

の概要は分かるが、登場人物の心の動きについてはドイツ語の歌詞の方がよく伝わることが分かる。 

 

  日本語の歌詞は、よく内容が分かります。しかし、ドイツ語の方が断然「怖さ」が伝わってきました。ドイ

ツ語は何か重いというか暗い感じの発音に聞こえました。日本語の訳を見て内容が分かってからはさらに「怖

さ」が伝わってきました。 

 

 

【「赤とんぼ」】 

○「赤とんぼ」の歌詞から情景を思い浮かべ、イメージを描きながら歌う。 

  ２つ目のメイン学習材の「赤とんぼ」への導入の時間となる。ここではまだ映像は使用しない。赤とんぼの

歌詞から自分なりのイメージを作り出すことに主眼を置く。映像を見せることは簡単なことであるが、「魔王」

で学習したことを生かし、今までの経験や思い浮かぶイメージをもとに自分の中で映像を作り出すようにした。

これは表現を工夫する力をより高めることができると考えたからである。文語的な歌詞の内容を正確に理解し、

三木露風がどんな幼尐時代を過ごし、函館のトラピストで詩の想起がなされたのか、歴史的背景を探る。幼尐

のころ、つらい状況であってもしみじみとなつかしむ日本の美しい情景を歌った歌である。また、その情景を

豊かに思い浮かぶことができるようにするために、クラシックだけではなく、様々なジャンルからの「赤とん

ぼ」の演奏を聴き映像を思い浮かべるための手段を講じた。「赤とんぼ」の第１時である。詩に込められた作詞

者三木露風の思いや歌詞からイメージする情景を思い浮かべることをする。「赤とんぼ」の魅力をつかむために、

様々なジャンルからの５人の演奏を聴き、さらに、イメージを広げる。 

〔歌詞のイメージを広げるための背景〕 



≪「赤とんぼ」について≫ 作詞者の背景を知るためにワークシートに示した解説 

 

 

 

  兵庫県龍野市。三方を山に囲まれた城下町。三木家は代々步士の家系。露風の両親は彼が五歳の時に離婚祖 

父の下で育てられた。函館の冬は早い。過ぎ去ってゆく秋を惜しむ日、竿の先に羽を休める赤とんぼが目に 

とまった。忘れていた子どものころの時間。一瞬龍野の風が露風の頬をなでた。夕焼けで真っ赤に染まった西 

空に赤とんぼが舞っている。姐やの背中で、それをぼんやり見つめる幼い露風。姐やは十五歳で嫁にゆき三木 

家を去った。濃い紫色に熟した畑の桑の実を摘んでは籠に入れてくれた優しい母。その母も露風のもとを去り、 

便りが途絶えて久しい。故郷から遠く離れた地で、ひとり見上げる空に漂ういわし雲は茜色に染まり、その中 

を数え切れないアキアカネが飛んでゆく。 

「赤とんぼ」の詩は、詩集『樫の実』で発表され、のちにポケット版の『小鳥の友』に再編された。この詩集

は。露風が主宰する「牧神会」の人に贈られたが、その中のひとりに作曲家の山田耕筰がいた。山田は、「赤と

んぼ」の詩に目をとめた。曲想はすぐ浮かんできた。１０歳で父を、十八歳で母を失った山田には、「赤とんぼ」

にこめられた露風の思いが、自分のもののように思えたのだろう。 露風は晩年、病床の母カタに添い寝して

看病することで、尐年時代の思いをとげた。カタは昭和３７年に亡くなった。東京の築地本願寺に残る墓標に

は、露風の直筆で「赤とんぼの母此処に眠る」と刻まれている。 

  露風が三鷹市内で、不慮の交通事故によって亡くなったのは、それから２年後の昭和３９年１２月２９日。

奇しくも、山田耕筰の死は、それから１年後の同じ月、同じ日のことだった。 

〔様々なジャンルからの５人のアーティストの演奏を聴き比べる〕 

〔鮫島有美子〕日本を代表するソプラノ歌手です。日本の歌を歌ったら右に出る人はいないというくらいに、ク

ラシックのお手本のような演奏です。 

〔錦織健〕  日本を代表するテノール歌手。オペラで活躍する一方、NHK 紅白歌合戦などにも出演しました。

柔らかな歌声で男子はぜひまねをしたいです。 

〔米良美一〕 「もののけ姫」の主題歌を歌い有名になったカウンターテナーの方です。カウンターテナーとい

うのは、男性が裏声（ファルセット）を使って女性のような高い声で歌います。なかなか存在し

ない貴重な歌手と言えます。カウンターテナーの歴史については２年生の学習でします。 

〔山野さと子〕よく小さい子のための童謡曲集などで名前がでてきます。ポップスの発声で歌われた「赤とんぼ」

聴いて見てください。 

〔沢知恵（ともえ）〕 

この方もポップスの歌手ですが、沖縄のアーティストのような独特な歌いまわしが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日の学習をして、最初に様々な人の歌を聴いた時に、「人によって感じるものが違うんだな」と思いました。

また、歌詞を見て、今までに何回もこの曲を聴いてきて、「落ち着く曲だな」とだけ思っていました。しかし、歌

詞をじっくりと見てみると、悲しい曲だということを感じました。正直、はじめは「子どもの時によく聴いたけ

ど、あんな短い歌で、いっぱい何が聴き取れるのかな」と思っていました。けれど、この短い歌の中にたくさん

の思いが込められていることにびっくりしました。 

 

 速さやメロディーは同じでも、歌い方でイメージががらりと変わることが分かりました。クラシックとポップ

ス調、全然違うけれど穏やかな感じがしたのはどちらもでした。歌い方で、違うイメージにできるのはすごいと

思いました。 

鮫島有美子, 4

錦織健, 6

米良美一, 3

山野さと子, 2

沢智恵, 19

鮫島有美子

錦織健

米良美一

山野さと子

沢智恵

図３：イメージを浮かべるために最も参考になった演奏 

単位：人 生徒たちが興味を示した演奏は、沢知恵さ

んでした。アレンジが生徒の心を捉えまし

た。しかし、クラシックの鮫島さんや錦織

さんに対して、「赤とんぼ」の歌い方には一

番ふさわしいと捉えている生徒も多く見ら

れた。 

 



 今日は５人の人が歌う「赤とんぼ」の演奏をそれぞれ比べて聴きました。一人一人、歌い方・声・響きなど違

って、同じ曲なのに聴いていて違う歌のようでした。 

 

ここでさらに、作詞者の背景や詩のイメージを膨らませるために映像を使用した。使用した映像は、以下の通

りである。 

 

ＮＨＫ名曲アルバム⇒映像の中で、作詞者、三木露風が幼尐を過ごした岡山県龍野市をバックに、作詞者の生

涯や赤とんぼが書かれた背景が登場し、オーケストラ伴奏によるソプラノ歌手が着物姿

で歌うシチュエーションになっている。 

映像によるカラオケ⇒秋の夕焼けの映像に合わせて歌うことができ、自分のイメージと共有したり、さらにイ

メージを広げたりすることができる。 

  

 「名曲アルバム」の映像を見て、赤とんぼの三木露風のことや曲が生まれた内容がよく分かりました。三木露

風の生まれ育った家や情景がよく分かり、自分のイメージが深まりました。また、カラオケで歌ってみました

が、映像を見ながら歌うことができるので、いつもとは違い、映像に映し出されている風景の中で歌っている

ような気がしました。 

 

【「いろいろな映画音楽」（ＪＡＷＳ ＥＴ）】 

○「ジョーズ」の映画音楽が、シーンを引き立てるために音楽の諸要素を駆使して作曲され、映像の中に効果的

に挿入されていることを聴き取る。 

≪改善前≫ 

この授業の試案の段階では、「子ぎつねヘレン」「ジョーズ」「ＥＴ」を取り上げ、音楽の諸要素については

「強弱」のみに絞って鑑賞をした。また、「映像と音楽」の結び付きに焦点を当てていたため、映画のシーンで

映像と音楽の両方を視聴させた。映像のクライマックスの部分では、効果を高めるために音楽も強くなってい

ることが多い。こうした点から、聴き取る音楽の要素は、「強弱」に絞って鑑賞した。 

しかし、この点から課題点もいくつか生まれてきた。まず、映画の映像を見せながらの鑑賞であったために、

音楽そのものへの注目が低下してしまうことがあった。映像に気を取られて、純粋に音楽に耳を傾ける状況を

作り出せていなかったことがあった。また、聴き取る音楽の要素を「強弱」のみに限定したことで、生徒の聴

き取った内容に深まりが見られず、意見も類似していることが明らかになった。 

また、３つの映画音楽を取り上げたこともあり、十分に時間をかけて鑑賞するということができず、深く聴

き取ることができなかったという課題も残った。 

これらの課題を改善していく方法を探った。改善していくに当たっての視点は以下の通りである。 

 

・「魔王」の鑑賞では、「恐ろしさ」を表現している音楽の諸要素に着目をして鑑賞をした。この映画音楽の 

鑑賞でも、作品を「ＪＡＷＳ」に絞り、「恐ろしさ」や「恐怖」を表現している音楽の諸要素から聴き取る

ことが、生徒の感受を広げることになると考えた。また、「魔王」で学習したことを活用して、「ＪＡＷＳ」

の鑑賞をすることで系統的に鑑賞の能力を育成することにつながると考えた。 

 ・鑑賞の中心は、音源のみとし、イメージを膨らませるために映像をわずかに使用する。音源のみの方が、音

に集中でき、詳しく聴き取ることができるのではないかと考えた。 

 ・「ＥＴ」の映像に、「ＪＡＷＳ」の映像を重ね合わせるとどのように印象が変わるのか、音楽と映像の結び付

きを考えさせる。 

 

ここでは、「ジョーズ」のテーマ音楽を取り上げ、どんな音楽の諸要素を駆使して作曲されているのかを分

析した。教師側からは、音楽の諸要素として、「音の高低」「楽器の音色」「強弱」「調」「リズム」を示した。映

像で視聴させるのではなく、イメージを膨らませながら「ジョーズ」の音楽を聴き、音楽の諸要素をもとに、

聴き取った。ただし、映画のシーンの一部分を静止画像で示し、イメージを膨らます工夫をした。 

   

③楽曲からイメージと結び付けて、聴き取ったことを批評し、文章や言葉で人に伝えることができる力を身に付

けるための指導方法 

〔ワークシートの工夫〕 



 

 

 

 

【付けたい力】 音楽や歌詞からイメージを思い浮かべ、映像を効果的に取り入れることでさらに豊か 

なイメージを感じ取り、音楽を聴き取って表現する力。 

  

 

【課題】 

 

 

 

≪聴き取る様々な音楽の要素≫ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

①ジョーズのテーマ音楽から音楽の要素とかかわらせて「恐ろしさ」を聴き取ってまとめてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自分の学びの振り返り】 

①ジョーズのテーマ音楽の要素と結び付けながら聴くことができた。 Ａ  Ｂ  Ｃ 

②感じたことや聴き取ったことをたくさん文章で表現することができた。   Ａ  Ｂ  Ｃ 

③仲間との交流や話し合いで意欲的に自分の考えを発表できた。     Ａ  Ｂ  Ｃ 

（自分の学びを文章で振り返りましょう。） 

 

 

 

 

 

 

自分の学び振り返りカード 

 
1年  組  番 

氏名 

『ＪＡＷＳ（ジョーズ）』 

 

この要素以外にもあります。  自分

で気付いたものがあれば書いておき

ましょう！ 

【音楽を特徴づける音楽の例】 

調    速さ 

拍子   音色 

速さ   リズム 

形式   和音 

強弱 

本時の鑑賞の学習活動で、現

在まで学習してきている音

楽の諸要素について挙げ、生

徒が視点をもって鑑賞でき

るようにした。 

音楽の諸要素と結びつけながら、知覚・

感受したことを自由に書き込めるワーク

シートにした。改善前は、聴き取る要素

を「強弱」に限定してしまったため、感

受することが制限されてしまい広がらな

かった。今までの学習の中で音楽の諸要

素を明らかにさせながら音楽を表現・鑑

賞させることで生徒が自由に感受したこ

とを書けるようになった。 

ここに書かれた感受をもと

に、生徒同士が交流するこ

とによって、お互いに批評

し合う。この学び合いによ

って、さらに、自分の感受

の捉えが深まり、新たな捉

えが生成されることにな

る。 

この部分で、本時聴き取った楽曲につい

ての批評文となる。感受したことや仲間

と交流したことを総合的に文章で表現

する。音楽の諸要素と感受をまとめて書

く力を養い、また書いたことを言葉で伝

え、鑑賞の能力を高めていく。 



 

３ 授業改善後の成果 

 

教材名 「映画音楽」 『ＪＡＷＳ』 『ＥＴ』  

参考曲 ゲーム音楽「ファイナルファンタジーＸⅡ交響詩『希望』」 

本時のねらい 「ジョーズ」の映画音楽がシーンを引き立てるために音楽の諸要素を駆使して作曲され、映画の

中に効果的に挿入されていることを聴き取り、批評文や発言によって表現することができる。 

 

【授業の流れと生徒の反応】 

 ①ファンタジーＸⅡプロモーションビデオ交響詩「希望」を視聴し、テレビゲームに音楽がなかったとしたら、

どんな感じになるのか考え、映像と音楽の結び付きを捉える。 

  

・音楽がなく映像だけになってしまうと、どんな内容なのかも分からなくなる。 

       ・映像だけ見ていても、とてもつまらない。 

       ・盛り上がる所で音楽がなくなってしまうと、感動が伝わってこない。 

 

②「ジョーズ」のテーマ音楽の一部を聴き、どんな印象や感じ方をしたのか発表する。 

       

・静かに低い音で始まり、どんどん恐ろしさが迫ってくる感じがして怖い。 

        ・「魔王」の時みたいに、恐ろしさを感じる。 

 

 ≪課題の提示≫ 

 

「ジョーズ」の恐ろしさを表すために、どんな工夫がされているか、いろいろな音楽の要素から探って 

みよう。 

 

③「ジョーズ」のテーマ音楽を聴き取るために、音楽の諸要素について確認をする。 

  聴き取るために生徒たちに示した音楽の諸要素は次のものである。 

  強弱 速さ リズム 音の高低 音色 調 など 

④「ジョーズ」の画像をプロジェクターで示し、映像を思い浮かべながら「ジョーズ」のテーマ音楽を聴き、

聴き取ったことを文章でまとめる。 

⑤聴き取ったことを、音楽の諸要素と関わらせながら、意見を発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【強弱】 

・だんだん強くなっていく。

クレシェンドすることで，

サメが迫ってくる感じがす

る。 

・襲われそうな時は音が大き

くなり，サメが離れた時は

音が小さくなっている。 

・音が小さいときに低く不気

味な音がする。 

【音の高低】 

・低音楽器が怖さを出して

いる。低い音は，恐怖感

を感じる。 

・半音下がるところは怖い

感じがよく出る。 

・低い音が多い。 

【速さ】 

・向こうからだんだんと近

づくにつれて速くなって

いる。 

・速くなって来るととも食

べられそうなイメージが

伝わってくる。 

【リズム】 

・一つ一つの音が細かい。 

・同じ音が連続している 

・絶えず流れているリズ

ムがある。 

・デーデン・デーデンと

いうリズムが怖さを出

している。 

【音色】 

・ティンパニの音が恐

怖感を出している。 

・きれいとはいえな

い。不気味で激し

い。 

【調】 

・ 暗く怖い感じがするからお

そらく短調ではないか。 

・長調になる部分も一瞬ある。

サメが離れた感じがする。 

【全体会から感じること】 

・音楽の感じから，深海か

らサメが襲ってくる感じ

がよく出ている。 



⑥「ＥＴ」の映像に「ジョーズ」の音楽を流して視聴する。 

  ・「ＥＴ」の感動的なシーンに「ジョーズ」の曲を入れると、いかにも男の子が襲われるような感じがして音

楽の力を感じた。 

  ・「ジョーズ」の曲を「ＥＴ」と組み合わせると、「ＥＴ」も怖く感じたから、「ジョーズ」の音楽はどんな映

像と組み合わせても怖いと思う。 

⑦「自分の学び振り返りカード」に批評文を記入し、本時の学びについて整理をする。 

 

  今日、この学習をして、１つの曲から、いろんな要素を感じ取ることができました。仲間の意見から、さら

に曲のイメージも膨らますことができました。また、「ＥＴ」の映像に「ＪＡＷＳ」の曲を合わせると感動的な

場面が、ガラっと変わってしまったので、音楽は映像のイメージを膨らませるのにとても重要なものだと分か

りました。 

 

  今日の学習で映像と音楽のつながりの大切さが分かりました。なぜなら、「ＥＴ」の映画を見た時に普通だと、

とても「別れたくないんだな。」と二人の感動的なシーンでしたが、「ＪＡＷＳ」の曲に変えると、「ＥＴ」が人

間を襲うのではないかと、いつの間にか、ハラハラ、ドキドキして残酷な映画になってしまいます。だから、

映画に合った音楽を使うことが重要だと思います。 

 

≪改善後の授業の振り返り≫ 

○生徒は、「映画音楽」に興味を示し、意欲的に取り組んでいた。 

○今まで積み上げてきた、音楽の諸要素とイメージを結び付けた学習が生かされ、「映画音楽」の鑑賞でも生徒は、

音楽の諸要素とイメージを結び付けながら聴き取ることができていた。 

○聴き取ったことを交流させるときも、音楽の諸要素を用いて発言させ、学び合いをおこなった。仲間と学び合

うことで、さらに感受や聴取がイメージと重ね合わされ、広げることができた。 

 


