
事例 中学校 音楽科 第１学年 「 創作『○○のテーマ』を創ろう 」 

テーマ 「歌詞の抑揚を手掛かりにして、意欲的に旋律創作に取り組むことができる

授業の工夫改善」 

授業改善

の視点 

① 創作活動の過程で知覚させたい諸要素「歌詞の抑揚」を位置付けた、題材指導

計画の工夫改善 

② 音楽活動に苦手意識をもつ生徒も、意欲的に創作に取り組むための指導方法の

工夫改善 

 

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】 

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 

・表現したいイメージ

をもち、そのイメー

ジを歌詞や旋律で表

現することに興味を

もち、創作活動する

ことに意欲的であ

る。 

・歌詞のもつ特性（自

然な抑揚）を感じ取

ったり手掛かりにし

たりしながら、表現

したいイメージに合

わせた旋律の創作を

工夫している。 

・歌詞のもつ特性（自

然な抑揚）を手掛か

りにするとともに、

試行錯誤しながら音

を組み合わせて、旋

律を創作する技能を

身に付けている。 

・歌曲では、テーマ（題

名）や詩（歌詞）を

表現し伝えるため

に、音楽の諸要素を

駆使して作曲されて

いることに気付き、

その効果を感じなが

ら聴き取っている。 

【把握の方法】 

   生徒は音楽の授業で詩と旋律の両方を創作する活動は今回が初めてであるため、「音楽への関

心・意欲・態度」については、「創作活動」に対するイメージを問う事前アンケートを実施するこ

ととした。また、「音楽的な感受や表現の工夫」「鑑賞の能力」については、これまでの毎時間の

授業の観察や生徒の学習プリントの記述から、「表現の技能」は楽典の基礎知識を問うアンケート

によって分析し、学習状況を把握した。 

 

（２）学習状況の結果と分析 

 ①「音楽への関心・意欲・態度」 

  【アンケート結果】（１年生全４３人）     

   Ｑ１，あなたは今までに、授業以外で、自分で作詞や作曲をしたことがありますか？ 

        作曲をしたことがある     ６人 

        作曲をしたことがない    ３７人 

   Ｑ２，あなたは作詞や作曲をしてみたいと思いますか？ 

        作詞も作曲もしてみたい   １９人 

        作曲してみたい        ６人 

        作詞してみたい        ６人   （合計３１人） 

        （してみたい理由）   ・やったことがないから、興味がある 



                    ・楽しそう、面白そうだから 

                    ・自分の曲が作れたらかっこいいから 

        どちらもしてみたくない   １２人 

        （してみたくない理由） ・難しそうだから、自信がないから 

                    ・音楽（音符やリズム）がよく分からないから 

                    ・恥ずかしいから  

   この結果から、ほとんどの生徒（学校以外の音楽教室などで習っている生徒以外）は、作詞作

曲の経験がないことが分かった。しかし、経験がなくても創作をしてみたいと思っている生徒が

７０％以上と、想像以上に興味・関心があることが分かり、改めて創作活動を行うことの大切さ

を痛感した。また、当然、音楽の授業全般に苦手意識がある生徒や、漠然としたイメージで「難

しそう」という先入観をもっている生徒も３割いることが分かった。 

 ②「音楽的な感受や表現の工夫」 

   創作領域に入る前の歌唱領域で、『はばたけ鳥』という教材を使って、「歌詞と旋律の関わり」

を題材にした授業を行った。「空を見上げて見てごらん」という歌詞につけられている旋律は、ほ

ぼ「歌詞の抑揚を生かした旋律」となっていることや、曲の山場を「はばたけ鳥よ」という歌詞

の力強さと、高音で力強い旋律をｆで演奏し表現することなどが、今回の創作と関連付けられる

と考えたからである。 

   生徒の受け止めた『はばたけ鳥』の「曲の魅力」や「表現にむけての願い」を見てみると、「鳥

が大空を飛ぶイメージが伝わってくる曲…」「さびの部分のはばたけ～を力強く、本当に鳥に向か

って、はばたけ！と声をかけるような感じで…」と、歌詞と旋律の両方がかみ合って、一つの曲

ができていることを漠然とつかんでいることが分かる。しかし、何となく感じる状況であり、「歌

詞と旋律の関わりをとらえられている」とは言えない。また、歌詞から受けるイメージだけをと

らえている生徒も尐なくない。今回の創作で、自分が考えた歌詞に旋律をつけていくことを通し

て、これまで気付かなかった歌詞と旋律の関わりに気付くことができるのではないかと考える。 

 ③「表現の技能」 

   楽典の基礎知識を問うアンケートでは、次のようなことが分かった。 

   ・音符の長さやリズムについては、１／３の生徒はほぼ正確に理解しているが、１／３の生徒

は十分とは言えず曖昧であり、さらに１／３は音符からリズムなどを理解して演奏している

のではなく、耳で聞いたものを覚え演奏しているだけである。 

・鍵盤ハーモニカを使って旋律作りをするため、鍵盤の位置や簡単なメロディーを弾くことが

できるか等の確認を行ったが、鍵盤ハーモニカの技能によって旋律創作に影響がでるような

生徒はいない。 

このような結果から、創作の活動において、旋律作りの本質とは言えない記譜などの面でのつ

まずきが考えられた。「楽譜が読めない」というようなつまずきから、苦手意識を感じていたり不

安を覚えていたりする生徒が、安心して創作に取り組めるように援助する必要があることがはっ

きりした。 

 ④「鑑賞の能力」 

   １年生では、シューベルトの『魔王』を鑑賞した。この曲は『魔王』におびえる子どもの様子

などが、旋律の動きやテンポ、リズムなど音楽の諸要素を駆使して表現されている。しかし、こ

の曲を聴いた時の初めの感想の多くが、日本語訳の歌詞から受ける印象やストーリーの面白さで



あり、尐数の生徒がテンポの速さや歌手の表現の巧みさに気付くという状況であった。また、激

しい曲ということは感じても、どういう要素によってそう感じるのかに気付き聴き取っているわ

けでなかったり、歌い手の表現の変化を何となく感じるにとどまっていた。音楽の諸要素、特に

ここでは歌詞と旋律の関わりを聴き取ることの難しさを感じ、それが聴き取れるような鑑賞指導

の方法を工夫する必要があるということもはっきりした。 

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

前述のアンケート結果の分析から、以下のような方針をもって授業改善に取り組むこととした。 

 

 ・創作に関する指導内容を精選する。 

  （扱う「音楽を形づくっている要素」や「構造」を焦点化する。 

 ・歌唱や器楽、鑑賞との関連を図った題材構成を工夫する。 

 

上記により、誰にも「できそうだ」という意欲を持たせるとともに、「創作できた」という喜び

を感じる授業したいと考えた。 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

①創作活動の過程で知覚させたい諸要素「歌詞の抑揚」を位置付けた、題材指導計画の工夫 

  表現の活動や鑑賞の授業では、音楽の諸要素はすでにその楽曲の魅力として表れており、生徒

はそれにいかに気付き、表現を工夫して演奏するかということが課題となる。しかし、創作では、

自分が音楽で表してみたいと考えたテーマを、どんな拍子やリズム、旋律にするのかは、全て自

分で考えなければならない。こういった条件の整理を教師側がすることで、生徒は意欲的に取り

組めるようになるのではないかと考え、以下のような視点から題材指導計画を工夫改善すること

にした。 

  

  ・題材の第１時に鑑賞教材を配し、扱う音楽の要素を意識付ける。 

  ・リズムパターンは教師が提示するなど、ある程度の条件は示すことで、扱う音楽の諸要素に

かかわる学習が十分行えるようにする。 

 

  上記により、意欲面と活動面のつまずきを減らそうと考えた。また、歌詞を作った際に、その

歌詞の抑揚を     のような波線で表し、旋律をつくる手掛かりにすることを明確に位置付

けるなどの、題材のねらいに即した、具体的な手立ても講じることとした。 

 

 

 

 

 

 

 



【従前の題材指導計画】             【改善後の題指導計画】 

題材名「創作しよう」              題材名「 創作 － ○○のテーマを創ろう 」             

 

 

 

１ 

◇即興的リズムの創作 

・基本的な音符（リズム）を覚え、プリ

ントに自由にリズムを書き、手拍子す

る。 

・グループの人が即興的にたたいたリズ

ムに合わせて手拍子する。 

 

１ 

『要素に着目させる指導』 

◇歌詞と旋律のかかわり〈鑑賞〉      

・歌詞（言葉）の抑揚を生かして作曲さ

れている歌曲を聴き、曲がその歌詞（言

葉）の意味を自然に表現し伝えるため

に、言葉のもつリズムや抑揚を生かし

て作曲されていることを理解する。ま

たそれが、これからの創作活動の手掛

かりになることを知り、創作への興味

がわく。 

◇イメージをもとう 

・特徴がある物、身近な対象、生物等か

ら、イメージをもち、音楽で表現して

みたい『テーマ』を決める。 

２ 

・ 

３ 

◇短い旋律づくり１ 

・決められた拍子、使用する音符、調性

の中で、２小節の旋律づくりをする。 

◇短い旋律づくり２ 

・短い詩に旋律をつけて発表し、グルー

プで歌う。 

 

２ 

◇詩（歌詞）をつくろう 

・「若者たち」のリズムを参考にした基本

のリズムに合わせて、詩（歌詞）を作

る。 

『抑揚に着目させる指導』 

◇歌詞の抑揚をつかもう 

・歌詞の抑揚を     で表す。 

３ 

◇作曲１ 

・テーマ、歌詞（言葉）の特性（自然な

リズムや抑揚）を手掛かりにしながら、

音を組み合わせて、旋律を作る。 

４ 

◇作曲２ 

・テーマ、歌詞（言葉）の特性（自然な

リズムや抑揚）を手掛かりにしながら、

音を組み合わせて、旋律を作り、さら

に「テンポや強弱」などを考えながら

イメージに合う曲づくりをする。 

５ 

◇発表会 

・グループ、学級全体の前で、創作した

曲を発表し合う。 



②音楽活動に苦手意識をもった生徒も、意欲的に創作に取り組むための指導方法の工夫改善 

 

  ア 旋律作りの基礎を明確にしたポイントや手掛かりの提示 

    旋律の創作に限らず、音楽活動に苦手意識をもった生徒の不安を解消するために、次の

ような条件を設定した。 

     

 

 

 

 

 

 

    条件１『若ものたち』のリズムを参考にした、４拍子２小節を１フレーズとするリズムパタ

ーンを４回繰り返し、８小節の長さにする 

     第１学年の教科書の教材『若ものたち』を学習した後に、その曲の「君はゆくのか～」

というフレーズと同じリズムパターンを創作に利用することで、リズムが生徒の意識に

定着した状態で旋律作りができると考えた。また、そのパターンをさらに４回繰り返す

ことで、旋律だけを意識して取り組む状態に近付けると考えた。 

 

 

 

 

 

 

    条件２使用音域を♯や♭を使わないドから高いミ（１オクターブと３音）とし、鍵盤ハーモ

ニカで旋律をつくる 

     ♯や♭を含めた全ての音となると使用音の幅があまりに広くなるし、また、曲の調子

も様々になる。そこで、使用音を絞り、ハ長調に落ち着きやすい音の使用に限定した。

また、鍵盤ハーモニカの演奏は小学校で定着しており、鍵盤が見えることから、耳だけ

でなく目でも音階がイメージでき、創作に適していると考えた。 

条件３曲の最後はドで終わる（ハ長調） 

     曲の最後をドにしようと考えていくと、必然的にハ長調に落ち着くと考えた。 

    条件４歌詞の抑揚を手掛かりにして旋律をつくる 

     本題材の１時間目には、歌詞の抑揚を生かして作曲されている曲として、『木琴』と

『春に』を鑑賞した。曲としてただ味わうのではなく、どちらも曲の一番訴えたい部分

が歌詞の抑揚を生かして作曲されていることに気付かせるとともに、歌詞の抑揚と旋律

の抑揚があっていることにも着目させた。この活動により、創作するときにやみくもに

音を並べるのでなく、抑揚を手がかりに音の高低を工夫することにつながると考えた。 

      

 

１，『若ものたち』のリズムを参考にした、４拍子２小節を１フレーズとするリズムパ

ターンを４回繰り返し、８小節の長さにする 

２，使用音域を♯や♭を使わないドから高いミ（１オクターブと３音）とし、鍵盤ハー

モニカで旋律をつくる 

３，曲の最後はドで終わる（ハ長調）  

４，歌詞の抑揚を手がかりにして旋律をつくる 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ つまずきのパターンを予測した支援 

   ⅰ）記譜の負担を減らす、階名での旋律記入  

     学習状況の結果分析でもわかるように、音符の長さやリズムなどが定着している生徒

は決して多くない。「楽譜が読めない」と思っている生徒にとって、旋律創作で歌詞の抑

揚を参考に音階を考えたとしても、それをリズムにあてはめて考えたり、楽譜に記入し

たりすることなどは難しい。そこで、旋律の創作にあたっては、リズム譜に歌詞が記入

してある楽譜を用意し、そのリズム譜の歌詞部分に抑揚を     記入した上で、創

作した旋律を階名で記入していくようにした。そうすることで、記譜の抵抗が減り、安

心して旋律の創作に集中できると考えた。 

 

〈支援用参考楽譜１〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⅱ）なかなか創作が進まない生徒への、旋律創作パターンの提示 

      

 

 

 

 

 

 

◆どの音から始めたらいいのか迷って、出だしから進まない 

→ ○出だしから３番目の音は、ド・ミ・ソのどれかにする 

◆全体に同じ音が多く使ってあるなど単調 

→ ○３フレーズ目を山場にするために、高い音（高いドレミ）をここまでは使

わず、３フレーズ目に使用する 



 

 

 

 

 

 

 

 

     ピアノやギターなどに親しんでいるなどして旋律が自然にイメージでき、音楽を楽し

もうという意識が強く、積極的に活動できる生徒は、あれこれと音を試してみながら、

旋律の創作が進んでいく。しかし、なかなか学習が進まない生徒もいる。そうした生徒

への支援として、前記のように具体的なパターンを提示した。創作がなかなか進まない

時に、「このフレーズを使って、ちょっとアレンジしたフレーズにしたらうまくいくと

思うよ」など、アドバイスすることによって、安心して次のフレーズを作ることにつな

がった。また、どうしても同じような音ばかり使い、単調な曲になっている場合には、

始めに自分がもったイメージに立ち返らせながら、強調や変化させたいフレーズを考え、

その部分には思いきった跳躍する音など用いるなどの指導をした。 

 

３ 授業改善後の成果   

①創作活動の過程で知覚させたい諸要素「歌詞の抑揚」を位置付けた、題材指導計画の工夫 

  ・創作の１時間目に、歌詞の抑揚が旋律の流れに大きくかかわっている合唱曲を２曲鑑賞した。 

   「歌詞の抑揚」を捉える視点を与えた時、生徒は、作曲者の工夫に気付き、創作に生かす具体

的な考え方に気付くことができた。この導入の鑑賞によって、心情面でも実際の活動面でも、

安心して取り組むことにつながった。 

   

②音楽活動に苦手意識をもった生徒も、意欲的に創作に取り組むための指導方法の工夫 

  ・「若者たち」のリズムを元にした基本リズムを提示し、そのリズムに合わせて歌詞を創作した。 

   「若者たち」の歌のリズムが定着している上での利用であったため、旋律作りの際には、どの

生徒も「タタ ターンタ タン タン ターーー」→「ミソ ソーファ ミ レ ドーーー

（仮）」などと口ずさみながら旋律づくりができた。リズムが定着していればその上に旋律を

のせていくことがさほど困難なことではなくなり、難しさを感じることなく、旋律作りだけに

意識を集中して活動を進めていくことができるということが明らかになった。 

また、旋律作りの際には、前記の〈 参考楽譜１〉のように、歌詞付きリズム譜に旋律の抑揚

を記入したプリントを用い、そのリズムに創作した旋律を階名で記入していった。そうするこ

とで、記譜しなければならないという苦手意識をもったり、記譜のミスなどでつまずくことが

なくなるだけでなく、リズム・歌詞に確実に音をあてはめていくことにつながり、必然的にリ

ズム・歌詞と旋律を組み合わせながら創作することができた。頭の中だけで、リズムと旋律の

両方を同時に考えていくという活動はかなり難しいのだが、プリントの工夫によって、さらに

すんなり旋律の創作に集中することができた。 

    旋律作りの１時間目には、予想されるつまずきが見られた。生徒はなかなかそのつまずきに

◆全体に隣の音が多く、変化がない 

→ ○盛り上がりの部分では、跳ねるような（跳躍進行）音を使うとよい 

◆    のように、使用する音の幅が広すぎてまとまりがつかない 

→ ○（３フレーズ目以外）隣の音（順次進行）を中心に使うと自然になる 

◆歌詞とその抑揚に合った、自然なフレーズができた 

→ ○そのフレーズをもとに、次のフレーズでそれを尐し変化させたものを使う

と自然な旋律ができる 



気付くことができず、自分から質問することができないため、机間指導の中で教師から前記の

創作パターンⅱ）のアドバイスをした。アドバイスすることによって、その後の活動をスムー

ズ進めることができ、単調だった曲に変化が生まれるなどの効果があった。 

   以下では、生徒の変容について述べる。 

  【旋律創作パターンのアドバイスと変容…Ａ女】 

    下記の〈参考楽譜２〉のように、Ａ女は①②③フレーズを歌詞の抑揚を常に意識しながら、

旋律の創作をすすめていくことができた。①フレーズの初めには、『そらに』と抑揚が下がっ

ているので、「高い音からスタートするといいね」というアドバイス通り、ソの音から始め 

順調に旋律作りをすることができた。ただ、③フレーズ目を作曲しているところで、机間指導

した際、ドからソまでの音域しか使っていないことに気付かせ、「優雅に暮らす」という詩の

イメージから考えても④フレーズでは、高音域を使うと良いというアドバイスをした。そこで、

Ａ女は『ゆうが』という下がる抑揚に合わせて、初めの音をシにして、創作を続けた。 

④フレーズ目の 

最後は、歌詞の抑 

揚に合わせようと 

思うとなかなかド 

の音で終わること 

が難しく、不自然 

な音になってしま 

い、納得がいかな 

いようであった。                         〈参考楽譜２〉 

そこで、「歌詞の抑 

揚は、参考にする 

けれど絶対的なも 

   ものでない」こと「最後を盛り上げて終わって 

みたらどうか」とアドバイスし、ラシドと音が 

上がっていき、終わりを感じさせるフレーズを考 

え出すことができた。 

【旋律創作パターンのアドバイスと変容…Ｂ女】 

    次のＢ女〈参考楽譜３〉の例は、歌詞の抑揚に合わせて作曲した後に、さらに歌詞のイメー

ジから一番強調したいフレーズの工夫をした例である。 

〈参考楽譜３の①〉のように、Ｂ女は「いまだ とびたて」の部分を、最初は順次進行を用

いて作曲した。しかし作曲の２時間目の最初に確認した創作パターンの「全体に隣の音が多く、

変化がない→盛り上がりの部分では、跳ねるような（跳躍進行）音を使うとよい」というアド

バイスを参考にして、跳躍進行を使ってみようと考えた。そして、〈参考楽譜３の②〉のよう

に、「いまだとびたて」を１オクターブの跳躍進行を使い、歌詞のイメージである思い切って

飛び立つ感じを表現した。 

 

 

 



 

 

 

 

                                〈参考楽譜３の①〉 

 

 

 

 

 

                                〈参考楽譜３の②〉 

 

 Ｂ女は、イメージを跳躍する音で表現できたことで満足感を得ることができ、それがさらに

次の活動への意欲につながっていった。 

  【生徒の変容…Ｃ男】 

    Ｃ男は、音楽活動全般にどちらかといえば苦手意識があり、創作への意欲をたずねるアンケ

ートの際も消極的だった。歌詞づくりの段階までは、歌詞のテーマを自分の好きなものにした

ことで意欲も高く、満足感が伝わってきた。 

しかし、やはり旋律の創作に入ると、自分だけではなかなか進められず、スタートからアド

バイスをすることとなった。まず、初めの音が決まらず「最初の音は、ソかミのどちらかから

はじめよう。」とアドバイスした。そこで音がミと決まると、歌詞の抑揚に合わせて自然な順

次進行を用いて、１フレーズ目を作ることができた。「この１フレーズ目は自然でいいねえ。

２フレーズ目はそのフレーズを使って、ちょっと変化させたものにしよう。この辺りをちょっ

と変えるといいよ。」とアドバイスした。自分自身もその１フレーズ目に自信がもてたらしく、

笑顔で次のフレーズにうつっていくことができた。 

    「最初の音は、ソかミのどちらかからはじめよう。」何でもない助言であったが、Ｃ男にとっ

ては、大ききな意味をもっていたことが、今では実感できる。生徒個々により、身に付いてい

る音楽的な能力は、大きな差があることを、改めて感じるとともに、そのことに対する配慮と

手立ての大切さを痛感した。 

 

 

    一人一人の作品を見ると、創作した曲のできあがりという点では、まだまだ課題もあるが、

指導計画・指導方法の工夫をすることによって、全員の生徒が「歌詞の抑揚」を手がかりにし

ながら意欲的に創作に取り組むことができたことが、大きな成果であると考える。 

    また教師としても、普段の歌唱の授業では、ついつい学級全体として表現をとらえがちであ

ったが、創作という個人で取り組む活動を仕組むことで、一人一人と丁寧に関わり合う時間が

増えた。そして、生徒個々のその良さや能力を発見したりすることができた。このように生徒

一人一人のよさを見つけ、またさらに引き出すためにも、今後も創作の学習を仕組んでいきた

い。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   〈完成作品例〉 

 


