
事 例 中学校音楽科 第１学年 「強弱と速度の変化」

テーマ 「音楽を形づくっている要素を味わう活動を通して、思いや意図をもって主体的に
表現を工夫する力を育てる授業の工夫改善」

授業改善の視点 ①音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受する題材構成の工夫改善

②思いや意図をもって主体的に表現を工夫する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】 題材名「速度と強弱の変化」

関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 表現の技能

歌詞の内容や曲想から表現し 音楽を形づくっている要素や 速度や強弱の働きと、歌詞の内

たいイメージを持ち、その雰囲 要素同士の関連を知覚し、それ 容によって生まれる曲想に気をつ

気を生み出す強弱や速度の工夫 らが生み出す曲想のおもしろさ けて歌唱表現をする技能を身に付

に意欲的に取り組んでいる。 を感じ取っている。 けている。

歌詞や曲想を感じ取り、その

根拠となる速度や強弱の変化を

工夫している。

実施したアンケートの内容

■質問１ 「この音楽っていいなあ」と思うとき、その音楽の何に魅力を感じますか？（複数回答可）

①歌詞 （歌唱曲の場合）

②演奏者の表現技能

③音色 （歌声の美しさ、楽器の音色の美しさ など）

④リズム（4拍子、2拍子などの拍子感、マーチ、バラードなどの拍感 など）

⑤速度 （ゆったりとした速度、軽快な感じのする速度 など）

⑥旋律 （優しく流れる感じの旋律、悲しい感じの旋律、明るく元気な感じの旋律など）

⑦和声的な響き（音や声が重なって創り出されるハーモニーや響き など）

⑧強弱 （気持ちが盛り上がる心の山、曲のメリハリなど）

⑨形式 （ABA’の形式になっているからBのところが変化があって良い など）

⑩構成 （旋律の繰り返しや変化によってインパクトがあって良い など）

■質問２ 曲を聴いて感じたことと音楽を形づくる要素とのかかわりが分かりますか？

（２）学習状況と結果と分析

アンケート結果（1年生）
■質問１ 「魅力を感じる音楽の要素」について

①歌詞 ９４％ ②技能 ７５％ ③音色 ８８％ ④ﾘｽﾞﾑ ７８％ ⑤速度 ４５％

⑥旋律 ８８％ ⑦和声 ７８％ ⑧強弱 ６３％ ⑨形式 ２５％ ⑩構成 １８％

《分析１》質問１のそれぞれの項目に見られる傾向

【歌詞・技能・音色について】

・日常的に歌詞のある音楽と接する機会や体験が多く、その音楽の魅力を感じるとき、まず歌詞に着目

し、共感したり、心に響くような内容であるかどうかで魅力を感じたりする傾向が強い。

・演奏者の美しい発声や演奏技能の素晴らしさに憧れやその音楽の魅力を感じ取る傾向が強く、②，③

については密接な関係があることが分かる。

【リズム・旋律について】

・リズムや旋律によって創り出される音楽のメロディから心地よさを感じる傾向が強い。



【和声について】

・声が重なる和声的な響きの美しさを感覚的に捉える傾向が強い。

【速度について】

・旋律やリズムの美しさを感じながら、速度に対する捉えについてはあまり自覚されていない。

【強弱について】

・生徒たちが合唱の表現の工夫をするとき真っ先に着目するのが「強弱」だが、音楽のよさを捉える視

点としては意識が低い。

【形式・構成について】

・音楽の仕組み（形式や構成）に関する内容として曲を分析的に捉える（理解する）力が弱い。

【総括として】

・生徒たちは音楽のよさを受け止める構造として、直感的に「美しい」「かっこいい」と感じ、歌詞か

ら曲を味わおうとする傾向が強く、音楽そのものの美しさを感じる根拠を、「音楽を形づくっている要

素」を根拠として捉えるところに弱さがある。音楽を形づくる要素に着目させ、感じたことの根拠として

つなげてとらえさせる指導の必要性を感じた。

■質問２ 「曲を聴いて感じたことと音楽を形づくっている要素のかかわりがわかる」について

○短調・長調から曲がかもし出す雰囲気を頭の中で思い描くことができる。

○音程の高低や声量のことは分かる。

○その曲の盛り上がりから、イメージを膨らませることができる。

●音符や楽譜のことがよく分からない。

《分析２》質問２の結果から

「強弱や心の山、音の山など盛り上がりを工夫する場面」を感覚的に捉える傾向が見られるが、「音楽

を形づくっている要素から分析して捉える」ことを意識する傾向は低い。また、楽譜に記された強弱記号

の通りに表現をすることや、歌詞からイメージをふくらませること、曲の中で気分が一番盛り上がるとこ

ろを見つけて表現することを楽しいと感じる生徒が多い。

このように、生徒たちは、音楽を聞いて感覚的によさを捉えること、また歌詞に音楽のよさの根拠を見

いだしている傾向が強く、「音楽を形づくっている要素」については、「難しいものである」という印象を

もっていることが分かった。

様々な音楽と出会う中で直感的に音楽のよさを感じ取り、「こんなふうに表現したい」という思いはあ

るが、何をどうしたら願う表現に近づけるのかという材料である「音楽を形づくっている要素」を順序だ

てて指導していく必要を感じた。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上述したアンケートの結果や分析、また日頃の授業において捉えている実態から、題材における中核と

なる「音楽を形づくっている要素」を明確にすることや、要素同士の関わりから生み出される魅力を十分

に味わわせることに重点を置いた。

また、生徒自身が必然をもって追究していく活動の中で「音楽を形づくっている要素」に着目して音楽を感

受する場を意図的に仕組み、「音楽を聴いて素敵だと感じたのは、ここで音やリズム、和声的な響きなど、

様々な音楽を形づくっている要素が深く関わっている。」と、根拠をもって音楽を味わう姿を目指したい。

そこで、「音楽を形づくっている要素」を根拠に感受し、「思い」や「意図」をもって主体的に表現する

姿をめざし、次のように授業改善の視点をおいた。

【題材についての改善】 【単位時間についての改善】

①音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を ②思いや意図をもって主体的に表現を工夫するた

知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気 めの指導方法の工夫改善

を感受する題材構成の工夫改善

ア．音楽を形づくっている要素の中で、本題材で ア．強さや速さによって、曲の感じ方が大きく異

取り上げている強さや速さの変化によって、 なることが実感できる単位時間の導入の工夫

曲の魅力が引き出されている教材曲の選択 イ．歌詞や曲全体から感じる印象から、自分が一番心

イ．強さや速さに着目し、表現を工夫する学習の 地よいと感じる速さや強さを、根拠をもって仲間

位置付け方の工夫 と交流しながら追究する学習活動の工夫



（２）改善の具体的方途と実践

①音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す 特質や雰囲気を

感受する題材構成の工夫改善

②思いや意図をもって主体的に表現を工夫するための指導方法の工夫改善

①音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受

する題材構成の工夫改善

ア 教材の選択について

「音楽を形づくっている要素」の中で「強弱と速度」に視点をあてた題材を構成する上で、教材と

して「カリブ夢の旅」を取り上げた。この教材曲は、曲の構成として、前半の穏やかなテンポに乗っ

て旋律が流れていく「静」のイメージに対し、後半は速いテンポで跳躍音やシンコペーションが使わ

れることで躍動感を与える「動」のイメージといった、前半と後半の曲の特徴が捉えやすい曲である。

そこで、曲の前半から後半にかけて、速度の変化による曲想の変化を理解し、曲にふさわしい速度

を感じ取って表現を工夫するなど、生徒が主体的に強弱や速度の変化を味わったり、追究したりでき

る題材の構成を工夫する。

イ 強さや速さに着目し、表現を工夫する学習の位置付け方の工夫

題材名を「速度と強弱の変化」とし、速度の変化によって曲想が違ってくることを理解し、曲にふ

さわしい「強弱や速度」を工夫して表現することの楽しさを実感するために従前の指導計画を次のよ

うに改善した。

〈改善前〉 〈改善後〉

■題材名「歌詞の内容と曲想」 ■題材名「速度と強弱の変化」

■教材名 カリブ夢の旅 ■教材名 カリブ夢の旅

従前の題材指導計画 改善した題材指導計画

１ ◇範唱を聴き、歌詞から情景を想像し、曲と １ ◇範唱を聴き、歌詞から情景を想像し、曲と

して大まかな表現の方向を決める。 して大まかな表現の方向を決めだす。

・前半は「静」のイメージ、後半は「動」の ・前半は「静」のイメージ、後半は「動」の

イメージで、前半と後半のコントラストを イメージで、前半と後半のコントラストを

明確にした表現をしたい。 明確にした表現をしたい。

◇パートごとに分かれて、それぞれの旋律を ◇強弱、速度の２つの視点から、前半の「静」

覚えて歌う。 と後半「動」の違いを捉える。

〔共通事項 速度・強弱〕

２ ◇パートごとに分かれて、それぞれの旋律を ２ ◇パートごとにそれぞれの旋律を覚えて歌う。

覚えて歌う。 〔共通事項 旋律〕

３ ◇楽譜に記された強弱に関わる記号を確認する。 ３ ◇パートごとに前半と後半を強弱によって変

◇パートごとに楽譜にある強弱記号を根拠と 化をつけた表現を工夫し、パートごとに交

して、表現に変化をつける。 流をする。

◇「ｐ」で歌う部分を「弱く」「小さく」とい

った言葉での表現ではなく、歌詞との関連

や16分音符の醸し出す雰囲気から「ｐ」を

言葉で表現するならば、どんな言葉が適切

だと思うかを交流する。〔共通事項 強弱〕

４ ◇楽譜に記された速度に関わる記号を確認す ４ ◇パートごとに前半と後半を速度によって変

る。 化をつけた表現を工夫し、パートごとに交

◇全体で合唱をする中で、楽譜にある速度に 流をする。

関する記号を拠として、表現に変化をつける。 ◇全体で合唱をする中で前半と後半の速度の

変化をいろいろと試しながら味わう。

〔共通事項 速度〕

②思いや意図をもって主体的に表現を工夫するための指導方法の工夫改善

ア 強さや速度によって曲の感じが大きく異なることが実感できる単位時間の導入の工夫

これまでの小集団による追究の場や、全体追究の場で、生徒たちが活発に課題に向かって発言し、

高め合うためにアドバイスをする姿を価値付けると共に、強さや速度について、自分の言葉で根拠を

もって話したり交流したりする場を設定した。
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強弱の学習では、ｐ（ピアノ）やｆ（フォルテ）を、単なる「弱く」「強く」だけではなく、歌詞

との関連やリズムとのかかわりから自分の言葉で表現するならば、どんな表現がピッタリくるのかを

交流し合った。その中では、速度やリズムにかかわる言葉が多く表出され、「音楽を形づくっている要

素」がかかわり合っていることで、曲の雰囲気がつくられていることを実感することができた。

速度の学習では、前半から後半へ移り変わる部分の速度が変化す

ることによる感じ方の違いを捉えやすい範唱を聴かせた。聴き方の

ポイントを絞るために、1回目は「何が違うのか」「どれが好きか」、

２回目は「なぜそう感じるのかという問いかけをし、速度の変化へ

の関心や意識を持たせた上で、その変化によって感じ方がどう違う

のか、ワークシートに書かせたり、全体で意見交流を行ったりする

場を設定した。（下表参照）

【３種類の表現の違いを、範唱によって感受する】

■「♪果てない冒険の旅～青い空」の部分の速度が異なる３種 類の表現を比較して聴く。

①：前半…ゆっくり 後半…普通

②：前半…普通 後半…速く

③：前半…普通 後半…かなり速く

①と②については、前半と後半の速度のバランスを比較する。

②と③については、後半を速くする程度の違いを比較する。

イ 歌詞や曲全体から感じる印象から、自分が一番心地よいと感じる速さや強さを、根拠をもって仲間

と交流しながら追究する学習活動の工夫

導入で、「比較して聴いてわかった

【３種類の表現の違いを、表現によって実感する】 ことを生かして、実際に歌ってみるこ

■「accel.」でどの程度の速度変化をつけるかを、実際にいろ と」を大切にした（左図参照）。

いろな速度（バージョン①②③）で歌ってみながら、自分た このことにより、速度の変化から感

ちで心地よく感じる速度を決めていく。（パートごとにどの じ取れる印象や気持ちの違いを自分の

速度だとどんな感じがしたのか、発言モデルを例に曲のイメ 言葉で活発に交流する姿が見られた。

ージとつなげて交流） その中で①～③の表現以外にも、後

①：前半…ゆっくり 後半…普通 半のワクワクした感じを出すために、

②：前半…普通 後半…速く 前半の速度の設定が大事なのではない

③：前半…普通 後半…かなり速く かという新たな表現の工夫を生み出す

姿も見られた。

３ 授業改善後の成果

（１）「音楽を形づくっている要素」の働きによる特質や雰囲気を感受する題材構成の工夫改善

題材構成の改善前と比較し、この学習をするまでは「音楽を形づくっている要素」として意識が低

かった「速度」への意識や「強弱」への意識が高まった。今まで，実査に表現することを通して，直

感的に「気持ちが盛り上がる」と感じていた生徒たちが、この題

材で「速度・強弱」に着目したことにより、「音楽を形づくって 授業後の「速度」「強弱」に

いる要素」が音楽から感じ取る印象・雰囲気に大きくかかわって 対する意識の変化

いることを実感することができた。

また、前半と後半の「強弱・速度の変化」に着目したことによ <<改善前>>

って後半の躍動感が印象づけられ、新たに「リズム」にも着目し

ながら、音楽から感じ取る印象・雰囲気を他の「音楽を形づくっ

ている要素」からも明らかにしようとすることにつながった。課

題を絞り、その要素をじっくりと味わうことを大切にした指導計画

と範唱の精選により、音楽を聴いて「なんとなく楽しい感じの曲…」

と漠然とした捉え方をしていた生徒たちが「自分が最初にワクワク <<改善後>>

すると感じたのは、速度が段々と速くなったり、それに合わせて強

弱が変化したりする効果と、シンコペーションのリズムからだった

んだ」と根拠を明確にし、「もっと決意の気持ちをもって船を走らせ

ている感じを出したいから、もうしテンポをあげたい。」と「音楽を

形づくっている要素」に着目しながら表現を深めることができた。



（２）思いや意図をもって主体的に表現を工夫するための指導方法の工夫改善

①強さや速さによって、曲の感じ方が大きく異なることが実感できる単位時間の導入の工夫

ポイントとなる速度変化の度合いに差がある範唱を聴き、「速度変化」に絞り込んだ導入の活動を

通して、速度によって感じ方が違うこと、速度が変化することのおもしろさ、速度と強弱がかかわり

合っていることをつかむ様子がみられた。

「聴き比べをしてどんなことを感じたか」という発問に対して・・

■ 同じ曲を聴いているのに、速度が違うだけで曲のイメージや感じ方がずいぶんと違う。

■ 歌詞だけではなくて、速度が曲の感じや気持ちを表す要素だったことが分かった。

■ テンポが速くなると自然に気持ちが盛り上がって強弱も段々大きくなっていることに気付いた。

②歌詞や曲全体から感じる印象から、自分が一番心地よいと感じる速さや強さを、根拠をもって仲

間と交流しながら追究する学習活動の工夫

自分たちが「こう歌いたい」と思う、「願いやイメージ」に近づくための手立てとして、ただ単に

その場面を想像して歌うとか言葉の意味を考えて歌うという漠然としたものではなく、「速度」とい

う要素を材料に、その速さをどれくらいに設定したら自分たちの気持ちやイメージにぴったりくるの

か、という活発な練り合いができた。

・前半はゆったりとしたテンポで歌った方が、風も波もあま 「速度」という要素を変化させ

りなくて 広いキラキラした海が表現できる。 ることで曲想が変わる音楽の楽

・前半の終わりには、「これから始まる冒険への期待感」も しさや、「速度」を変化させて

あるから、後半にかけて、もう少しテンポを上げたい。 表現する楽しさを味わうこと

・②の速さだと「いくぞ！」っていう気持ちが盛り上がって、 で、自分たちが願う姿に近づけ

歌っていて楽しい気持ちになれたからこの速さで歌いた た！自分たちで音楽をつくりあ

い！ げることができた！

・③だと速すぎて、宝を探しにいくワクワク感が充分に味わ

えない感じがした。

・①②③を歌ってみて、前半をゆったり歌うことで「夢の海

へ」からの後半に向かってテンポを上げた時の気持ちの良

さや、イメージしていた勢いや楽しさが表現できた。

・実際に歌ってみて、後半に向かって気持ちが高まるのは後半

に向かって速度が速くなって、段々大きくなっているからだ

ということが分かった。

・同じ曲なのに、違うテンポで歌うと全然感じ方が違うこと

が分かった。テンポが速くなるにつれ、気持ちが高まって

自然に盛り上がりがついていくことがわかった。

上記は、生徒の学習プリントの記述である。「速度」の変化によって曲の感じが変わることを「比

較して聴く」ことや、実際に「歌い比べて練り合う活動」を位置付けること通して、速度変化が場面

変化や気持ちの変化にかかわっていることに気付き、自分たちがイメージした表現に近付くための手

立てとして着目できた。速度について、小集団における学習場面でも活発な意見交流がなされ、どの

速さが一番ぴったりくるかを自分たちで見つけ出そうという意欲が高まった。

こうして、「音楽を形づくっている要素」や、その要素同士の関連を知覚することによって、音楽

の魅力を感じる根拠が明らかになり、それらが生み出す特質や雰囲気を感受することにつながった。

今後も、生徒が多様な音楽と出会う中で、「音色・リズム・速度・旋律・テクスチュア・強弱・形

式・構成」などの様々な要素やそれらの関連の中から、音楽の魅力を捉えることのできる力を確かに

身に付けていくことを大切にし、一人一人の豊かな情操を養う音楽科教育の充実を図っていきたい。


