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これまでの研究について

＜成果＞
〇「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の相互関連を図った題材を設定することに
より，題材ごとに身に付けさせたい思考力・判断力・表現力等を明ら
かにして授業の実践を行うことで，指導と評価の一体化につなげるこ
とができた。

昨年度の研究
「東京五輪を音楽で表そう」より

指導案上で，題材ごとに身に付け
させたい思考力・判断力・表現力
等を明らかにしている。生徒の活
動観察やワークシートの記述との
関連を調べたり，生徒の思考・判
断の過程や変容を見取ることがで
きるよう工夫することで，指導と
評価の一体化につなげている。



これまでの研究について

＜成果＞
〇生徒の思考の変容が見とることのできるワークシートの工夫の成果と
して，学習の過程で思考の変容が見えるワークシートや，思考の場面
が分かるワークシートを作成することができ，生徒の思考力・判断
力・表現力等をより効果的に育成することができた。

思考の変容が見られる記述



これまでの研究について

＜課題＞
〇「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」を関連させて指導していく過程において，身
につけさせたい思考力，判断力，表現力等が，具体的にどのように
「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」が関連し合い，題材におけるどの活動によっ
て育成されたのかについて，より明確にする必要がある。

〇ワークシートにおいては思考の変容を自覚させることができたが，で
きるようになったことについての学びの振り返りについては不十分な
面も見られ，今後も評価したワークシート等を蓄積し，客観的に捉え
られるよう分析をしていく必要がある。



研究主題設定の理由

①「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」を関連させて指
導していく過程において，具体的にどの
ように相互が関連し合い，生徒の思考力，
判断力，表現力等の育成につながったの
かを明確にする必要がある。

②「Ｂ鑑賞」において，「音楽のよさや美
しさを味わう」ということをどのように
捉え，それが生徒にとっての価値を見い
だす力とどのような関わりがあるかにつ
いて，明確にする必要がある。

③指導と評価について，「何をもって思考
力，判断力，表現力等が育成されたと言
えるのか」ということを，評価したワー
クシート等を蓄積し，客観的に捉えられ
るよう分析をしていく必要がある。

＜研究のキーワード＞

我が国の伝統音楽

「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の
相互関連を図った題材構成

創作分野

思考力・判断力・表現力等

指導と評価の一体化



①本校の音楽科における生徒に身に付けさせたい資質・能力に
ついて，思考力・判断力・表現力等を重点として，それらを
効果的に育成するための指導と評価の工夫について研究する。

②「Ａ表現 創作分野」と「Ｂ鑑賞」の相互関連を図った題材
や「我が国の伝統音楽」を教材とした「Ａ表現」と「Ｂ鑑
賞」の相互関連を図った題材を設定し，生徒の学習意欲を高
め自ら課題に取り組みたくなるような効果的な導入や指導法，
生徒の思考の変容を見取ることのできるワークシートの工夫
やその評価方法について研究する。

研究内容について



具体的な研究活動

思考力・判断力・表現力等

本校音楽科がとらえる思考力・判断力・表現力等

思考力・判断力

①音楽を形づくっている要素の働きなどを知覚，感受し，試
行錯誤しながら音楽表現を工夫する力

②曲想を感じ取り，音や音楽に対する自己のイメージを膨ら
ませて，どのように音楽表現で表すかについて思いや意図
をもつ力

③自分にとっての価値を見いだし，音楽のよさや美しさを味
わう力

表現力
①思考・判断の過程や結果を言葉など（発言，記述などの言
語活動を中心としながらも，必要に応じて音，楽譜，身体
なども含めて）で表す力

表現力…上記の思考力・判断力を表出する力



具体的な研究活動

思考力・判断力・表現力等

〇身に付けさせたい思考力・判断力・表現力等に応じた，具体的な評価
規準を設定する。

〇評価規準の一例
左図は，「六段の調べ」の音楽の
特徴を感じ取り，音色や響き，間
などを工夫し，どのように演奏す
るかについて考える場面について
の判断例

身に付けさせたい思考力・判断
力・表現力に応じた評価規準を場
面ごとに設定し，どのように評価
するかについて具体的に設定する
ことで，指導と評価の一体化を図
る。

指導と評価の一体化



具体的な研究活動

思考力・判断力・表現力等

〇生徒の思考・判断の変容を見取ることができるワークシートについて
工夫する。

指導と評価の一体化



具体的な取組について

「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の
相互関連を図った題材構成

創作分野

我が国の伝統音楽

〇〔共通事項〕を要として「Ａ表現」領域と「Ｂ鑑賞」領域を組み合わ
せた題材を設定することにより，生徒の思考力・判断力・表現力等を
効果的に育成できるようにする。

〇音楽表現と鑑賞の両者が相乗的に高まり，深まっていく学習となるよ
うにする。



具体的な取組について＜実践①＞

題材名
音の重なり方を感じながら
旋律と伴奏をつくろう
（第１学年）

指導事項
「Ａ表現」創作ア・イ(イ)・ウ
「Ｂ鑑賞」ア(ア)(ウ)・イ(ア)

〔共通事項〕ア
思考・判断のよりどころと
なる主な要素
リズム・旋律・テクスチュア

創作分野



具体的な取組について＜実践①＞

リズム，旋律，テクスチュアの特徴を生かして旋律と伴奏をつくる学習と，
音の重なり方を感じながら音楽のよさや魅力を味わう学習を関連させた。

〇学習指導の流れ（全５時間）

①音楽の特徴を捉えながら，伴奏のリズムや音の重なり方の特徴について理解
する。

②旋律と伴奏の音の重なり方の特徴と音楽の構造との関わりについて捉え，表
したいイメージと関わらせて理解し，音楽をつくる。

③音楽表現を工夫しながら音楽をつくる学習に主体的に取り組み，音の重なり
方を考える過程で新たに生じたイメージと関わらせながら，どのように音楽
をつくるかについて思いや意図をもち，音楽をつくる。

④課題や条件にあったリズム，旋律，音の重なり方を生かした音楽表現をする
ために必要な技能を身に付け，知覚・感受しながら，どのように音楽をつく
るかについて思いや意図をもち，音楽をつくる。

⑤リズム，旋律，テクスチュアによって生み出される雰囲気や構造と曲想との
関わりに関心をもち，音楽のよさや美しさを味わって鑑賞する。

「Ａ表現」

「Ｂ鑑賞」



具体的な取組について＜実践①＞

＜昨年度の取組＞
＜タブレット端末を用いた創作＞
生徒のイメージが音楽をつくる過程において

どのように変化しているかについて，学習過程
での生徒の思考・判断の変化が見えるように
なった。
一方で，音楽を形づくっている要素の特徴と

音楽の構造との関わりについて理解したことが，
具体的にどう音楽に結びついているかについて
の記述が少なかった。
そのため今年度は，生徒のイメージと音楽を

形づくっている要素の特徴と音楽の構造との関
わりについて理解したことを関連させ，生徒の
思考・判断の過程や変容をより具体的に見取る
ことができるように工夫した。



具体的な取組について＜実践①＞

＜今年度の取組＞

リズム，旋律，テクスチュアの特徴を生かして旋律と伴奏をつくる学習を行っ
た。昨年度同様，タブレット端末及びアプリを使用した。

※旋律は，すでに既習事項として創作しているＣ→Ｆ→Ｇ→Ｃ
のコード進行による旋律を各自使用した。



具体的な取組について＜実践①＞

＜今年度の取組＞

リズム，旋律，テクスチュアを知覚・感受し，音楽の特徴を捉えながら，伴奏
のリズムや音の重なり方の特徴について理解する学習を行った。



具体的な取組について＜実践①＞

音楽的を形づくっている要素を知覚・感受したことを基に，必要感をもって課題に
取り組もうとする一場面

〇指導場面の一例
リズム，テクスチュアを知覚・感
受したことを基に，意見交換をさ
せている。
伴奏（本授業では左手のピアノ）
によって旋律がどのようにひきた
つのかについて，感じ取ったこと
について発表させ，思考させてか
ら，自分の作品をより良くするた
めにはどうすれば良いか，知覚・
感受したことをふまえ生徒が必要
感をもって課題に取り組むことが
できるようにしている。

＜今年度の取組＞



具体的な取組について＜実践①＞

＜今年度の取組＞

音の重なり方を考える過程で新たに生じたイメージと関わらせながら，どのよ
うに音楽をつくるかについて思いや意図をもち，音楽をつくる学習を行った。

音楽を形づくっている要素の特徴
と音楽の構造との関わりについて
理解したことと，表したいイメー
ジを関連させて記述している。



具体的な取組について＜実践①＞

＜今年度の取組＞

リズム，旋律，テクスチュアによって生み出される雰囲気や構造と曲想との
関わりに関心をもち，音楽のよさや美しさを味わって鑑賞した。
旋律と伴奏の音の重なり方を感じ
ながら音楽をつくったからこそ，
新たに気づくことができた視点



具体的な取組について＜実践①＞

＜今年度の取組＞

リズム，旋律，テクスチュアによって生み出される雰囲気や構造と曲想との
関わりに関心をもち，音楽のよさや美しさを味わって鑑賞した。

音楽の捉え方について新たな視点
をもつことができている。



具体的な取組について＜実践②＞

題材名
日本の伝統音楽に親しみ，
そのよさを味わおう
（第２学年）

指導事項
「Ａ表現」
器楽ア・イ(イ)・ウ(ア)

「Ｂ鑑賞」ア(ア)(イ)・イ(ウ)

〔共通事項〕ア
思考・判断のよりどころと
なる主な要素
音色・速度・旋律

我が国の伝統音楽



具体的な取組について＜実践②＞

音色，速度，旋律の特徴を生かして音楽表現を工夫して演奏する学習と，筝曲の
よさや美しさを味わい，我が国の伝統音楽の価値を見いだす学習を関連させた。

〇学習指導の流れ（全５時間）

①筝曲に関心をもち，既習の楽曲を演奏することで，音楽表現に関わる知識や
技能を得たり生かしたりしながら，曲にふさわしい音楽表現を考える。

②「六段の調」を創意工夫を生かした表現で演奏するために必要な奏法，身体
の使い方などの技能を身につける。

③「六段の調」の演奏に関わる知識や技能を生かしながら，曲にふさわしい音
楽表現を創意工夫して演奏する。

④我が国の伝統音楽のよさや美しさを味わって聴き，我が国の伝統音楽特有の
間と曲想の変化を知覚させ，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受し
ながら，思いや意図をもって音楽表現を創意工夫して演奏する。

⑤我が国の伝統音楽のよさや美しさを味わって聴き，我が国の伝統音楽特有の
間や速度の変化等の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を
感受しながら，知覚したことと感受したことの関わりについて考え，鑑賞活
動を自らの音楽表現に生かして演奏する。

「Ａ表現」

「Ｂ鑑賞」



具体的な取組について＜実践②＞

＜昨年度の取組＞
＜地歌筝曲（千鳥の曲）の弾き歌い＞
実際に音楽表現した場面を鑑賞することに

よって，どのように演奏するかについて知覚・
感受したことと関連させながら，思いや意図を
もつことができた。
一方で，我が国の伝統音楽について考えが深

まった生徒が増えたが，表現活動と関わらせた
伝統音楽のよさについての具体的な記述が少な
かった。
今年度は，表現活動と関わらせた伝統音楽の

よさを体感させていくとともに，思考・判断の
よりどころとなる主な要素をより具体的に捉え，
音楽表現を追究し，我が国の伝統音楽の価値を
見いださせていくように指導を行った。



具体的な取組について＜実践②＞

＜今年度の取組＞

我が国の伝統音楽特有の「間」と，曲想の変化を知覚し，それらの働きが生み
出す特質や雰囲気を感受しながら，思いや意図をもって音楽表現を工夫した。

〇「間」の知覚・感受
メトロノームを使って指定したテ
ンポでの演奏と，間を十分にとっ
た演奏を生徒に比較聴取，及び演
奏をさせた。
模範演奏を鑑賞し，知覚・感受

したことを基に，どのように演奏
するかについて思いや意図を持た
せた。
「間」をとったり表現を工夫し

たりすることによって，どのよう
に曲想が変化し，我が国の伝統音
楽特有の雰囲気を醸し出すのか，
考えさせた。



具体的な取組について＜実践②＞

＜今年度の取組＞

我が国の伝統音楽特有の「間」と，曲想の変化を知覚し，それらの働きが生み
出す特質や雰囲気を感受しながら，思いや意図をもって音楽表現を工夫した。

表現活動と関わらせて「間」につ
いて感じたことを記述している。

「間」から我が国の伝統音楽に対す
る価値を見いだして記述している。



具体的な取組について＜実践②＞

＜今年度の取組＞

「六段の調」を演奏したり鑑賞したりする活動を通して，筝曲のよさや美しさ
を味わい，我が国の伝統音楽の価値を見いだす学習を行った。

表現活動と関わらせて，我が国の伝統音楽に対して
価値を見いだし，考えを深めている記述



研究成果と課題

＜成果＞
① 〔共通事項〕を要として「Ａ表現」領域と「Ｂ鑑賞」領域を組み合わせた題材を設定することに

より，音楽表現と鑑賞の両者が相乗的に深まっていき，生徒の思考力・判断力・表現力等を効果
的に育成できた。

② 生徒が思考・判断の変容についてワークシートを視覚的に工夫することによって生徒の思考の場
面がわかりやすくなり，生徒の思考・判断の過程や変容をより具体的に見取ることができるよう
になった。

③ 音の重なりを感じながら旋律と伴奏をつくる学習において，「Ａ表現」と「Ｂ鑑賞」の相互関連
を図った題材構成の工夫をすることで，生徒の思考力，判断力，表現力等の変容や深まりが見ら
れ，思考・判断のよりどころとなる主な要素である旋律と伴奏の音の重なり方から，音楽の捉え
方について新たな視点をもたせることができた。

④ 我が国の伝統音楽が伝統芸能に果たす役割や意味等について，表現活動を通した音楽の学習に
よって考えさせることができ，音楽表現を追究することによって，我が国の伝統音楽の価値を見
いださせることができた。



研究成果と課題

＜課題＞
① 思考力，判断力，表現力等を育成する指導過程において，「具体的な指導や生徒の活動場面の中

で，何を根拠に育成されたことが言えるのか」という指導と評価について，ワークシートの記述
だけで留まるのではなく，協働的な学びにおける言葉，音，音楽など，記述以外の要素も含めた
より客観的で信頼のおけるものにしていく必要がある。

② タブレット端末を使用した音楽科の指導では，生徒が思考・判断していることが分かり辛く，生
徒の思考力・判断力・表現力等を効果的に育成するための指導について検証していく必要がある。
今後，情報端末をどのように音楽科の指導に取り入れていくかについてや，情報端末によって生
徒の思考をより深めていくことができる題材を考えていく必要がある。

③ 我が国の伝統音楽について自分にとっての価値を見いだすことについて，音楽表現をすることや，
音楽のよさや美しさを味わうこととが，どのように関連しているかについてさらに検証していく
必要がある。また我が国の伝統音楽の文化と豊かに関わっていく資質・能力を育むために，三年
間に渡って計画的な題材構成を工夫していく必要がある。



ご清聴ありがとうございました


