
 

１ 学習状況の把握と分析 

（１）学習状況の把握の方法  

    本校では、毎年第 2 学年の１学期において、「和楽器に親しむ」という題材で、筝による音楽の

鑑賞と演奏を扱っている。この題材を生かして、創作の学習につなげる授業の工夫改善を行うため

に、生徒の実態を把握した。 

 

【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 

和楽器の音の特性や 

奏法に関心をもち意 

欲的に表現している。 

和楽器の音の特性や 

奏法による表現の多

様さ・味わいを感じ

取り、それらを生か

して表現を工夫して

いる。 

和楽器の音の特性や 

奏法を生かして表現 

をする技能を身に付 

けている。 

 

楽器のもつ味わいや旋

律の変化や音の重なり、

曲の構成を感じ取って

聴いている。 

 

〈実施した授業の内容〉 

第 1 時 筝曲「六段」の鑑賞 

   筝の音色は、様々な演奏方法から生み出される。奏法と音色がどのように結びついているかを理解

し、次の表現・器楽の授業に生かせるように、演奏している場面を映像で見ながら鑑賞をした。ま

た、平調子・乃木調子等、調弦の違いや日本独特の音階についても学習した。 

第 2 時 表現・器楽「さくら」 

   筝の基本的な奏法を学ぶ前に、爪のはめ方を学び、自由に筝を演奏した。その後、自分の好きな演

奏方法で、一人ずつリレー形式で演奏をした。その後、座り方、弦への爪の当て方、左手の位置な

どをペアでチェックし、簡単な練習曲を演奏した。そして「さくら」の奏法を学び、練習した。 

第 3 時 表現・器楽「さくら」 

   正しい奏法で演奏できているか、ペアで確認し、「さくら」の練習に入る。最後まで演奏できるよ

うに交代しながら練習し、最後に全員で演奏会をした。 

 

（２） 学習状況の結果と分析 

【結果】 

 《音楽への関心・意欲・態度》 

・普段の音楽と異なる音色や音階に魅力を感じている生徒が多かった。 

・筝を演奏する様子を初めて見る生徒が多く、食い入るように映像を眺めていた。特に奏法について関

心が高く、驚いていた。 

・普段、鑑賞に興味を示さない生徒や、歌唱の授業では消極的な生徒が、進んで爪を取りにきたり、授

業が始まる前から、筝に触って音を鳴らしてみたり、映像で見た奏法を試したりしていた。 

《音楽的な感受や表現の工夫》 

・自由に楽器を鳴らす場面では、グリッサンドを使って、たくさんの音が重なる響きを楽しんでいた。

また、押し手や、合わせ爪、かき爪などいろいろな奏法を試しては生まれる音に耳を傾けていた。 

事  例 中学校 音楽科 第２学年 「平調子の音楽をつくろう」 

テーマ 和楽器の魅力を感じ取り、その特徴を生かして創作表現するための 

                    題材指導計画および授業展開の工夫 

授業改善の 

 視点 

① 箏の鑑賞、演奏、創作を関連させた題材指導計画の工夫 

② 読譜や理論に苦手意識をもつ生徒も意欲的に創作活動に取り組むための指導方法の

工夫 



《表現の技能》 

・1 時間の器楽の授業でほとんどの生徒が筝の基本的な奏法を身に付け、2 時間目には、すべての生徒

が一人で「さくら」を通して演奏できるようになった。ただ、前の弦に爪をあてることが難しい生徒

も数名いた。生徒はさくらだけでなく、いろいろな奏法を使った曲を演奏したがっていた。 

・西洋の楽譜が読めない生徒も、筝用の縦譜は、読み方を教えると、すぐその場で読むことができた。

指の練習の楽譜と「さくら」の楽譜の 2 種類を使用したが、どちらも全員の生徒が読むことができた。 

【分析】 

・日本の音楽と西洋の音楽との違いを、「おもしろい」「日本らしい」などと「よさ」としてとらえてい

る。 

・筝の様々な奏法に強い興味をもつ生徒が多いが、実際にそれらが使われている曲は難しくて授業では

取り上げられない。 

・鍵盤楽器の演奏が得意でない生徒も、筝の演奏には意欲的に取り組み、全員が短時間で「さくら」を

一人で演奏することができた。よく知っている曲であることや、５音の音階でつくられていることか

ら、リコーダーよりも取り組みやすかったことが考えられる。 

・歌唱の授業では、西洋音楽の楽譜を読むことに苦手意識のある生徒でも、筝用の漢数字の縦譜なら、

抵抗を感じずに、簡単に読むことができた。 

 

２ 分析に基づく授業改善   

（１）授業改善の方針  

以上のような実態を踏まえ、これまでの、鑑賞と表現・器楽の授業だけで和楽器の学習を終わらせ

るのではなく、筝の奏法に対する興味・関心を生かして、様々な奏法を用いた即興表現を取り入れ,

読譜力が十分でないために、思ったように考えた旋律を記譜できない生徒にも、抵抗なく旋律の創作

に向かうことができるように授業改善を目指すした。そこで、箏の鑑賞、演奏、創作を関連させた指

導計画を工夫し、読譜や理論に苦手意識をもつ生徒も意欲的に創作活動に取り組むための指導方法を

工夫すれば、平調子のような日本独特の音階が生み出す、日本の音楽の味わいをもっと深く感じ取り、

箏の音質や音色の特性を理解して、それを自己の作品の中で用いることができると考え、次の２点か

ら授業改善を図った。 

① 箏の鑑賞、演奏、創作を関連させた題材指導計画の工夫 

② 読譜や理論に苦手意識をもつ生徒も意欲的に創作活動に取り組むための指導方法の工夫 

 

（２） 改善の具体的方途と実践 

① 箏の鑑賞、演奏、創作を関連させた題材の指導計画の工夫  

本校では、地域の伝統行事が盛んなため、生徒は幼い頃から祭礼等の行事に多く参加している。横

笛や太鼓などの楽器は身近にあり、毎年のように祭りの練習で耳にし、また演奏できる生徒も多い。

しかし、同じ和楽器でありながら、筝についてはほとんど聴いたり演奏したりする経験がない。その

ため生徒にとって和楽器の世界を広げるのに良い素材であると考え、これまでの学習でも、鑑賞、表

現・器楽の領域では筝を扱ってきた。 

  箏の特性を考えると、他の和楽器に比べ、比較的簡単に音を出すことができ、奏法の基本さえ身に

付ければ短時間で曲を演奏することも可能であることがあげられる。また、筝は和太鼓のようにリズ

ムだけでなく旋律を奏でることができ、日本特有の音階の美しさを感じ取り、鑑賞や器楽の表現で学

んだことを、自己の作品に生かすことができると考えた。平調子では音が５音しかない、ということ

も創作活動において大きな魅力になると考えた。 

そこで、以下のように、箏の１学期の学習と２学期の創作の授業のつながりを大切にした題材指導

計画を工夫し、箏の鑑賞、演奏、創作を関連させた題材を設定することで、より我が国の音楽のすば

らしさや箏の響きの美しさを味わわせたいと考え、以下のように題材指導計画を改善した。 

  （前題材「和楽器に親しもう」と本題材「平調子の音楽をつくろう」の２つの題材について述べる） 

  

前題材とのつながりを大切にし、鑑賞と器楽表現及び創作を関連させた題材指導計画 



  従前の題材指導計画   改善した題材指導計画 

和

楽

器

に

親

し

も

う  

１ 鑑賞：筝曲「六段」 

・音楽と映像による鑑賞を通して、音

の響きや、奏法から生まれる音色の

おもしろさを味わう。 

 

和

楽

器

に

親

し

も

う

（

前

題

材

） 

 

前
題
材 

１ 鑑賞：筝曲「六段」 

・音楽と映像による鑑賞を通して、音の

響きや、奏法から生まれる音色のおも

しろさを味わう。 

・日本の音階について学習する。 

２ 

 

 

 

３ 

表現：器楽 「さくら」 

・筝を演奏するための、基本姿勢や、

指の動かし方を、練習曲を用いて身

に付ける。 

２ 

 

 

 

３ 

表現：器楽 「さくら」 

・筝を演奏するための、基本姿勢や、指

の動かし方を、練習曲を用いて身に付

ける。 

・基本的な奏法の復習と、「さくら」の

練習をペアで行い、通して演奏でき

るようにする。 

・基本的な奏法の復習と、「さくら」の

練習をペアで行い、通して演奏できる

ようにする。 

  

   

４ 表現：創作（即興的な表現）  

・様々な奏法を試し、その奏法から生ま

れるイメージを生かして、「さくら」

に音を付け加えたり、変化させたりし

てアレンジをする。 

５ ・アレンジの続きを行い、作品を完成さ

せ、グループ内で交流をして、仲間の

良さを見付ける。 

平

調

子

の

音

楽

を

つ

く

ろ

う  

１ 表現：創作 本時 

・続く音や落ち着く音等、音楽的なまと

まりについて聴き比べる活動をし、作

品づくりについての見通しをもつ。 

 

２ ・仲間の作品やアドバイスを生かして、

意欲的に作品づくりに取り組みなが

ら、形式による美しさや効果への理解

を深め、作品を完成させ、演奏会を行

う。 

 以下は生徒の意識の流れである。 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

鑑賞：筝曲「六段」① 

・日本らしい音楽だな。 

・響きや余韻がいいなあ。 

・いろいろな奏法がある。 

表現：器楽「さくら」②③ 

・親指でほとんど弾ける。 

・楽譜が読みやすい。 

即興表現「さくらを変身させよう」 

④⑤ 

・押し手をやってみたい。 

・グリッサンドで散る感じを出すぞ。 

・いろいろな奏法が使えて楽しい。 

・もっと弾いてみたいな                       

創作「平調子の音楽をつくろう」①② 

・最後は「落ち着く音」途中は「続く音」

を使おう。 

・なるべく近くの弦を弾くときれいだぞ。 

・日本の音階って美しいな。 

・思ったより簡単に曲がつくれてうれ

しい。 

和楽器に親しむ 

平調子の音楽をつくろう 

箏の特徴を生かした即興的な表現 

様々な奏法の活用 

箏の特徴を生かした創作活動 

 平調子の音階の活用 



［前題材 和楽器に親しもう 全５時間］ 

今まで創作活動の経験が尐ない生徒にとって、筝が演奏できるようになったからといって、突然、

旋律を作る学習に入ることには抵抗を感じることが予想された。 

そこで、従前の指導計画の中で抱いた様々な筝の奏法への関心と、器楽の学習で演奏できるように

なった「さくら」を結びつける工夫を行った。「さくら」はすでに演奏できるようになっており、そ

こに、ＤＶＤで鑑賞した興味のある奏法を付け加えて、個々の生徒がイメージした「さくら」に近づ

ける学習である。「満開のさくら」をイメージした生徒はグリッサンド（裏連、引き連）、「散りそう

なさくら」をイメージした生徒は押し手やトレモロなど、実際には難易度の高い曲でしか出てこない

奏法も、自分で作曲した曲なら好きな場所で、好きな回数だけ使うことができる。また創作とは、「作

曲したい、このイメージや気持ちを音楽で表現したい」という願いから生まれるのが自然であると考

えたので、実際に目にしたことのあるものを題材にする方がイメージを創作に結び付けやすいのでは

ないかとも考え、このような内容を設定した。出来上がった作品は、原曲の魅力もあり、どのような

工夫をしても、それなりに変身させたように聞こえ、生徒は満足感を得ることができた。 

ここで、「即興的な表現」を体験した上で、「平調子の旋律を作る」学習を設定することで、より生

徒の興味関心を生かし、学ぶ意欲を連続させることができると考えた。 

［本題材 平調子の音楽をつくろう 全２時間］ 

器楽の学習も含めて、4 時間は筝に触れる時間を確保しているため、旋律の創作に欠かせない演奏

技術の基本はほぼ全員に身に付いており、曲を作る上で音を探すのに困る生徒はいないことが予想さ

れる。また、５音しか選ぶ音がないため、迷いも尐なく、楽器を演奏しながら旋律を考え、吟味する

ことも容易であると考える。前題材「和楽器に親しもう」で学んだ音階の学習、箏の奏法について、

さらに理解を深めることができると考える。 

 

② 読譜や理論に苦手意識をもつ生徒も意欲的に創作活動に取り組むための指導方法の工夫 

ア 和楽器「筝」のもつ特性を生かす創作活動 

筝は誰でも、簡単に音が出せる楽器である。創作する上で、楽器を演奏して考えた旋律を弾きなが

ら吟味する行為は非常に重要である。誰もが自分が考えた旋律をすぐにその場で弾いて聴くことがで

きるため、作曲にとても適している。 

また、筝の楽譜は、縦書きで漢数字を用いる。さらに拍の長さもマスの数を数えればだいたいわか

るので、記譜も簡単である。楽譜が書けない、という不便さがなく、抵抗が尐ないと考えた。 

さらに、一番の特徴は西洋音楽の音階よりも尐ない音で構成される、独特の音階である。順番に弦

を鳴らすだけで、日本の音楽独特の響きが味わえる。そこで今回は平調子の音階を用いることにした。 

イ 一人一人が満足感を味わうための手だて 

   創作活動に苦手意識を持つ生徒の不安を解消するため、５つの条件を設定した。 

 

 

 

 

 

条件①平調子を用いて、使う音の数を 5 音（ド・ミ・ファ・ラ・シ）に限定する。 

オクターブでの違いはあるが、音の数を限定したことで、まとまりのある旋律が作りやすくなる。

西洋の音階では、まとまりのある旋律を作るのは難しいが、平調子で作るとどの生徒も雰囲気のある

旋律を創作することができるのではないかと考える。 

条件②曲の途中は「続く音」を用い、最後は「落ち着く音」で終わる。 

第１学年の教材「主人は冷たい土の中に」でも学習したが、旋律のまとまりにはフレーズの終わり

に「続く音」が来るものと、「落ち着く音」が来るものがある。生徒たちは普段耳にする音楽から、

その旋律に続きがあるのか終わるのかは聞き取っているが、どの音が使われることによって続きや終

わりを表しているのかということを判断して自らの作品作りに生かすまでには到っていない。そこで

旋律を作るときにはまず、何の音であると「続く」のか「終わる」のか理解させ、音楽的なまとまり

① 平調子を用いて、使う音の数を 5 音（ド・ミ・ファ・ラ・シ）に限定する。（オクターブは可） 

② 曲の途中は「続く音」を用い、最後は「落ち着く音」で終わる。 

③ 基本のリズムや選べるリズムを設定する。 

④ なるべく順次進行を用い、跳躍はせまい幅で行う。 

⑤ 4 拍子で１２小節の長さにする。 



のある作品になるようにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の中で、平調子の音階を示し、教師が作った 2 種類の短い旋律を聴かせ、どちらが「続く音」

「落ち着く音」であるかを判断させ、音階の表に図示して、使いやすいように掲示する。 

条件③基本のリズムや選べるリズムを設定する。 

   旋律にはリズムがあり、そのリズムを考えるのが生徒にとっては難しい。そこで、授業の導入で、

「さくら」の旋律である「野山も里も」のリズムを「タンタンタンタン タンタタタン」と手拍子で 

打ち、この決まったリズムに合わせて、好きな音を順に演奏するようにする。全員の生徒が２小節の

簡単な旋律をすぐに創作することができるので、意欲を高め、難しそうだという不安を払拭したい。 

また、基本のリズムは使いやすいように、既習曲である「さくら」に出てくる 3 種類のリズムを設

定し、学習プリントは生徒の能力に合わせて、3 段階用意し、生徒が自分で選べるようにした。 

 

【Ａのプリント】  

 

 

 

 

                     【Ｂのプリント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【平調子の音階表】 

 数字と階名と両方提示  

 黄枠 １番落ち着く音  

青枠 ２番目に落ち着く音 

  
範
奏
用
の
楽
譜 

教師が考えた「さくら」のリズムを

使ったリズム譜が、右側にすでに記入

してある。生徒はそれに合わせて音程

のみを考えて、記入するプリント 

 

「さくら」のリズムを自分で自由に

組み合わせて、それに合わせて旋律

を作るプリント 

 

「さくら」をも

とにした基本の

リズム 



【Ｃのプリント】 

 

 

 

 

 

 

                       Ｃのプリントを選んだ生徒のために、リズムヒントコ 

ーナーを設け、いろいろなリズム譜を掲示したものと、 

そのリズムを演奏して録音したものを聞けるように 

しておく。 

 

 

 

 

                             

 

  

 

条件④なるべく順次進行を用い、跳躍はせまい幅で行う。 

 音楽的にまとまりのある旋律にするために、教師が順次進行で聴きやすい旋律と、極端な跳躍進行

の旋律を範奏する。聴き比べることで、音楽的に自然な流れの旋律を創作できるようにしたい。 

条件⑤4 拍子で１２小節の長さにする。 

   拍子は「さくら」で慣れ親しんだ 4 分の 4 拍子とし、また、曲の長さは形式的にわかりやすく簡単

なまとまりである、ＡＢＡの三部形式の理解にもつなげるために 12 小節とした。 

 

３ 授業改善後の成果 

成果①箏の鑑賞、演奏、創作を関連させた題材指導計画の工夫 

創作の授業を、筝の鑑賞と演奏、創作の学習と連続して行ったことにより、大きな抵抗がなく

創作に取り組むことができた。 

まず、鑑賞の授業により、筝を弾いてみたいという興味・関心を持たせてから、器楽の授業に

入ったことで、意欲的に取り組み、ほとんどの生徒が基礎的な奏法の技能を身に付けることがで

きた。さらに、生徒たちが鑑賞により興味を抱いた様々な筝の奏法を生かした「さくらの変身」

の授業は、創作に入る前段階として、技術的にも関心・意欲を高める点でも適切であった。既存

の曲では難しくて演奏できない奏法が、自分の使いたい場所で限定して使えることや、「さくら」

の原曲を利用したことで、演奏技能を高めることもできた。また、創作をほとんど体験していな

い生徒も「変身」させると理解すると大きな抵抗もなかったようで、楽しみながら学習を進める

ことができた。 

また、鑑賞・器楽と連続して行うことで、生徒の楽器への興味・関心も高まり、相互の学習活

動に意識のつながりがあったことや、演奏技能も徐々に向上する中で、創作に入れたため、自信

を持って作品作りを進めることができたと考える。 

以下、授業中の生徒の変容について述べる。 

【授業後の生徒の学習プリントの記述から】 

僕は、リズムから自分で考えて作ってみようとしました。でも、やっぱりどんなリズムにして

いいのかわからなくて、リズムのヒントのコーナーに行ったら、使ってみたいリズムがあった

のでまねして使うことができ、作品が完成しました。 

リズムも旋律も自分で考える

プリント 

 



今日曲を作ってみて、なんとか作ることができてうれしかったです。難しいかなと思ったけど、

なるべく近くの音を使って作るようにしたら、美しい曲になりました。でも、交流をしたとき

に、Ｂさんに、「途中なのに、続く音で終わっていないよ」と教えてもらったので、次は直し

たいです。 

今日は、まちがえて続く音を最後の音にしてしまいました。でも、交流して、まちがいが後で

わかりました。○○君みたいなまとまりのある曲をつくりたいです。 

リズムも音もオリジナルで作ってみたけど、すごく楽しかったし、最後まで作って落ち着く音

で終われました。結構気に入ったので次回はもっといい曲にしたいです。 

前にさくらの変身をやったときは、「続く音」「落ち着く音」を意識せずに作ったので、今日は

前より難しいなと思いました。でも、仲間にアドバイスをもらったりして、工夫してできまし

た。みんなの作品を聴いて、個性が出ていておもしろいなと思いました。 

 

【授業中の生徒の変容】 

○Ａ子の変容 

   どちらかというと、歌唱の学習では正しい音程で歌うことに苦手意識をもっていて、表現すること 

に抵抗を感じていたＡ子であったが、筝の鑑賞の授業では、熱心に映像を見つめていた。次の「さく 

ら」を演奏する授業では、筝の前に真っ先に座り、爪をはめる前から、前回見た映像を思い出し、覚 

えていた奏法をどんどん試し始めた。グリッサンドや左手を使った押し手など、「授業を始めるから 

静かにしてね」と言うまでずっと試し弾きをしていた。歌唱表現には消極的なＡ子も、楽器演奏には 

前向きで、誰よりも速く演奏できるようになった。 

普段の授業では発言が尐なく、自分で考えて表現することも苦手なので、即興表現については、多

尐の抵抗が最初は見られたが、「好きな奏法を使ってみて」というと、自分が始めに試した奏法を使

って、作品を仕上げることができた。鑑賞の授業で高まった意欲が、器楽の演奏につながり、身に付

けた技能を生かして、自信をもって即興表現や創作活動を行うことができたと考える。 

 

成果②読譜や理論に苦手意識をもつ生徒も意欲的に創作活動に取り組むための指導方法の工夫 

筝は誰でも、簡単に音が出せる楽器である。生徒にとって苦手意識がなく、学習活動に取り組むこ 

とができた。創作の学習では、「試し」が大切であり、作品を練るために箏を活用したことが生徒の

充実感を生み出したと考える。 

一回弾いてみて、「これだ！」と思って使うとなんかちょっと合ってないっていうのがあったりし

て難しかったです。でも何回か弾いているうちに、気に入るのが出てくることもあったので、がん

ばって考えてみたいです。（生徒の感想より） 

また、筝の楽譜は、漢字や数字を用いる。さらに拍の長さもマスの数を数えればだいたいわかる 

ので、記譜する上でも簡単である。その点も旋律が浮かんでも楽譜にできない、という不便さがなく、

全員が無理なく、楽譜に記譜することができた。 

さらに、平調子の音階を用いることにより、誰が作っても、聴いていて美しい旋律ができあがると 

いうよさがあげられる。 

グループ内交流をしてみて、みんなにアドバイスをもらってから作ってみたらその前よりすごく気

に入った曲になってうれしかったです。仲間の作品を聞いてみたら、○○さんの作品はいい意味で

しぶくて「和」って感じで、○○さんは○○さんらしい曲で、なんかはなやかでした。曲に個性が

出ていると思いました。（生徒の感想より） 

以下、授業中の生徒の変容について述べる。 

【授業中の生徒の変容】 

○Ｂ男の変容 

   楽器を習った経験もなく、読譜も苦手で、リズム譜もあまり読めないＢ男であったので、初めに即 

興表現の学習をしたときも、何をどうすればいいのかわからず周りの生徒に何回も聞きながら作品作 

りをしていた。旋律の創作をするときに、Ａの「リズムが最初から記入してあるプリント」を選ぶか 



と予想していたが、Ｃのリズムも音もオリジナルの作品を作るプリントを選択した。これは題材指導 

計画を工夫したことで、Ｂ男の意欲が高まっていたからだと考える。 

しかし、創作の途中経過をみると、やはりリズムを考えることに苦労していた。そこで、リズムヒ

ントのコーナーに連れて行き、リズム譜とそれに対応したリズムの音入りＣＤを聴かせた。すると、

困った顔つきをして悩んでいたＢ男の顔が、ぱっと明るくなり、「そうか、ここから選べばいいのだ

な」とつぶやき、もう一人オリジナルを作っていた生徒と一緒に、どのリズムを使おうか相談し始め

た。やることがわかればどんどん前向きに取り組める生徒なので、うれしそうに学習を進めていった。

１時間では完成させることはできなかったが、次のような感想を残した。 

まだできていないけど、いろいろなリズムを使って良い曲にしたいし、Ｃ子さんがアドバイスし

てくれた「続く音」の部分を直したいし、最後の音は「ラ」の音で終わりたい。 

次の時間は選んだリズムに音を組み合わせて、なんとか作品を完成させることができ、次のような 

感想を残した。 

曲は完成したけど、同じメロディを三回繰り返しているので、あきる感じがあるのにもかかわら

ず、見直しができなかったので、もっとよく音を聴けばよかったと思いました。でも、最後は七

（ラ）の音で終わることができました。もっとつくってみたいな、と思いました。 

   苦手意識の強いＢ男でも、リズムヒントのプリントからリズムを選び、旋律を考えて曲を作ること 

ができた。旋律の創作をする上で難しい記譜の面でも、筝の縦譜には抵抗なく記入することができ、 

さらに、旋律の工夫もしたかったという感想を残しており、よりよい作品作りを目指す意欲も高まっ 

ていたことが伺える。 

 

西洋の音階では、まとまりのある美しい旋律にしようとすると、考えなければならないことがたく 

さんあるが、平調子では、音階の構成音が五音と尐ないので、条件が尐なくてすむ。そのため、作品

の発表会では、普段の授業であまり自信がもてない生徒も、周りの生徒に「きれいなメロディやなあ」

と感想をもらって満足そうに微笑む姿も見られた。 

また、教師としても、はじめの段階から、メロディにまとまりをもたせる工夫をしている生徒の姿

を見ることができ、一人ひとりの生徒の中にある力を再発見することができたのも大きな成果である

といえる。これまで、このような授業を行ってこなかったため、生徒のよさを見過ごしてきたのかも

しれない。 

今後も創作の学習を積極的に活用し、生徒一人一人の力を引き出していきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


