
平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ：濱野　裕美

所 在 地 ：東京都昭 島市朝 日町五丁 目８番 ５号

電話番号 ：042-541-3542

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　本校の周辺環境は、昔なが らの商店街が並び、

総合的な学習の時間や各教科等における体験学

習において、積極的に協力 していただける地域

人材に恵まれている。そのことにより、地域 と

連携 した学習活動が充実し、定着 している。

　本校の児童は明るく素朴であ り、音楽の授業

では優 しい曲調を好み、曲想に合わせてすすん

で身体表現をしている。

　教育 目標は、「～夢 と希望に向かって～愛 ・

知 ・健 ・和」である。友達のよいところを認

め、 自分も友達から認められるように、熱心

に歌った り演奏 した りする児童は多い。

　友達と豊かにかかわ り合い、 自分を磨き、

目標に向かって自己実現 しようとする前向き

な姿はどの学年でも見 られる。

２　 学校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

教員数　 ２０名 （　　 １名）

※ （ ）内 は，指 定を受けた教科担 当の教員数

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

（1）研 究主題

豊かなかかわ り合いを支える表現力の育成

（2）平成19年 度の調査研究のね らい と対象

［調査研究のねらい］

　個に応 じた指導の実践を通 して、Ｃ評価の児

童をＢ評価に引き上げ、すべての児童が自分の

思いを表現 し、友達 とのかかわ り合いの中でさ

らに豊かな表現力を身に付けるために、場の設

定や学習指導の工夫 ・改善を図る。

［調査研究の対象］
第 １学年

第 ２学年
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第 ３学年

第 ４学年

第 ５学年

第 ６学年
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２　児童の学習の実現状況と考察

　本年度は歌唱の分野を重点とし、研究を進め

てきた。各題材 ごとの評価をＡ （十分満足でき

る状況）・Ｃ （努力を要す る状況） と判断す る

児童の具体的な姿を明確にすることで、児童一

人一人の学習の実現状況を把握するよ うに し

た 。

　また、昨年度に引き続き、Ｃと判断 した児童

に対 して、個々の課題を設定し、学習 目標の達

成に向けて意欲的に取 り組めるような指導の工

夫を以下のように進めてきた。

（1） 「音楽 への 関心 ・意欲 ・態度」 を高 めるた

　　 めに

①教材の歌詞に合わせて実物を見せた り、教師

　や学習補助者が表情豊かに範唱 した りする。

② 「はずむかん じ」 「なめらかなかん じ」な ど

　歌詞の内容を具体的に想像 させる。

③様々な楽器 を実演することで、その楽器の演

　奏の仕方や演奏 したい とい う意欲を高める。

（2） 「音楽的な感受や表現の工夫」を高 めるた

　　 めに

①板書を工夫することで、音楽を特徴付けてい

　 る要素と結び付けて、楽曲を聴 くことができ

　 るようにする。

②教材解釈 をして、表現の工夫の具体例をわか

　 りやすく児童に示す。

③楽曲を聴いて自由に身体を動か した り、ステ

　 ップを踏んだ り、手拍子 した りすることで、

　身体表現の楽 しさを感 じ取らせ る。

（3） 「表現 の技能 」を高め るために

①教師 と学習補助者の演奏を聴かせたり、グル

　ープ活動を通 して、友達の演奏を模倣 させた

　 り、友達同士教 え合った りさせる。

②課題を明確に示 し、児童の主体的な活動を設

　定する。

③教育機器 を活用す る。 （テンポ、拍、音程な

　 ど）

（4） 「鑑賞 の能力」 を高 めるために

①感 じ取ったことを、音楽を特徴付けている要

　素 と結びつけるようにす る。

②音楽に集中させるように座席 を工夫した り、

　環境 を整えた りする。

③感 じ取ったことを身体表現 した り劇化した り

　 して、楽 しんで鑑賞 させる工夫をする。

　歌唱の分野を中心に取 り組んできたが、児童

は、歌詞の情景や気持ちを想像 し、理解を深め、

総合的に曲想を感 じとることができた。

　また、その楽曲を特徴付けている拍子、リズ

ム、強弱記号などに着 目させたり、ワークシー

トでの児童の表現 したい思いや願いを確認 した

りす ることによって、音楽に主体的にかかわろ

うとする態度が身に付いた。

　したがって、情意面の充実により歌声も豊か

な表現につながるようになった。グループ学習

では、友達 と協力 し認め合 う中で豊かにかかわ

り合い、お互いを高める姿も見 られた。

　本年度は全校体制でＣと判断される児童のゼ

ロを目指 した指導法の工夫について、授業研究

を通 して成果を積み上げてきた。

３　 評価方法に関する研究成果

　指導計画については、指導と評価の計画を立

て、題材の評価規準を明確に し、一時間ごとに

具体の評価規準を指導案に盛 り込んだ。また、

Ａ ・Ｃと判断する児童像を明確にし、それぞれ

の児童への支援 と評価方法 も立てた。授業中は

「発表」「発言」「行動観察」「演奏聴取」 「ワー

クシー ト」などで評価 している。

　指導形態としては、 １～ ３年生には、担任 ・

学習補助者、４～ ６年生には、音楽専科 ・担任

・学習補助者 （主に音楽大学の学生） とのティ

ームティーティング （以下ＴＴ）による授業を

行った。 このTTを 効果的に活用することで、児

童一人一人の学習状況を把握 ・分析 し、課題を

解決す るための方策、および、さらに表現力を

育成す るための手だてを考えることができた。

　また、専門家でもある学習補助者 を活用する

ことで、本物の美 しい歌声や伴奏に触れること
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ができ、音楽のもつ よさやすばらしさを実感 さ

せ ることもできた。 さらに、題材によってＴ １

・Ｔ２の役割 を交代 し、子 どもの学習状況に応

じた変化に富んだ授業を展開することによって

児童の意欲を高めることもできた。

　 ３～ ６学年の授業では、Ｔ １・Ｔ ２の役割を

交換す ることにより、学級担任も授業の中心的

な役割を担 うことによって、授業技術が向上 し、

評価に対する認識も深まった。

　評価方法としては、座席表や評価シー トにＴ

２が児童の活動の様子を記録 し、一時間 ごとに

担任 とＴ ２が、児童の様子や授業の結果 を考察

し、次時の手立てについて話 し合い、共通理解

をもった。

　学校全体の音楽の取組 としては、朝の学級指

導の時間に、基本的な音楽スキルの向上に取 り

組んだり、国語の授業で詩の暗唱や解釈を深め

た りす ることによって、歌唱に臨む態度が変わ

り、より主体的かつ意欲的に歌 うよ うになった。

またグループ学習を取 り入れることで、児童に

連帯感 と安心感が生まれ、 よりよい目標を目指

し、伸び伸び と表現 しようとする態度も芽生え

た。

　その結果、今までＣと判断 され る児童や、音

楽に対 して前向きでなかった児童でも、努力 し

て技能 を向上 させようとした り、表情豊かに歌

お うとする態度が培われた り、成果は大きかっ

た。来年度か らもこの指導形態を継続 していく。

４　成果の普及と今後の展望

　二年間の研究により、児童個々の学習状況が

正確に把握でき、Ａ ・Ｂ ・Ｃそれぞれの評価の

児童に対して学力を伸ばすための指導について

研究を深めることができた。

　また、児童が豊かにかかわり合 うことで話 し

合いや コミュニケーション能力が深まり、語彙

も豊富になった。

　児童個々の能力を高めていくために必要なこ

とは、音楽的な環境を整備 し、児童が伸び伸び

　 と表現できる授業の流れをつ くることである。

　この音楽的な環境については、教材 ・教具の充

実も含め、 さらに改善が必要である。 しかし、児

童一人一人が豊かにかかわり合い、自分の表現に

自信 をもち、音楽の学習に積極的に取 り組 もうと

する意欲は、十分身に付いた と考える。

　それは、音楽専科 と学級担任 ・学習補助者 とが

話 し合いを密にし、ね らいを絞って児童が活動す

る姿を毎時間正確に捉えてきたからである。

　今後も本校の特色ある教育活動をさらに充実

させ、表現力の育成に向けた授業を公開 してい

く。
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平成18・19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究成果報告書

校 長 名 ：小林 　誠 司

所 在 地 ：石川県河北郡津幡 町字南 中条へ81

電話番号 ：（076）289-2206

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　本校は，創立132年 の伝統ある学校であ り，津

幡駅を中心 とした商業圏と田が広がる田園的で

閑静な住宅街に囲まれた中に位置 している。児

童は明るく素直であり，学校行事をはじめとし

ていろいろなことに前向きに取 り組んでいる。

　音楽的な活動については，音楽委員会を中心

に「今月の歌」を決めて全校に知 らせた り，学校

集会の折に「今月の歌」の伴奏や指揮を担当した

りして，歌 う意欲を高める工夫をしている。「今

月の歌」は，音楽の授業の他に朝の会や帰 りの会

な どで， どの学級も歌っている。また，学校集

会を活用 して，音楽の授業で学習 した成果を歌

や楽器を演奏 して披露する場を設定 している。

　本年度は， ２回の音楽集会を計画 し，１年生

から６年生まで全校で行 う音楽の授業ととらえ

取 り組むことにした。 日々の音楽の授業の積み

重ねを発表する場 として，保護者や地域の方に，

音楽に親 しみ音楽を楽 しんで表現する児童の姿

を公開することができた。　　 （資料①写真）

　また，音楽が児童の身近なものになるように，

昼の給食時間帯の放送で各学年の鑑賞教材に関

連 した楽曲や季節の歌を流 した り，芸術鑑賞と

して演奏会や演劇などを鑑賞する機会も設けた

りしている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数 　 18名　　（7名）

Ⅱ　研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

(1)研 究主題

　 「自ら追求 し，共に高ま り合 う子 どもを目指

　 して」

(2)平 成19年 度の調査研究のね らいと対象

［調査研究のねらい］

・18年度は，音楽科の 目標 ・内容について理解

を深め，学年の系統性 を持たせた年間指導計

画の改善 ・充実を図ったため，指導の重点が

明らかにな り，学習の実現状況が高まった。

本年度は，18年 度の成果を生かし，教材 どう

　しの関連性を大切にした指導計画を立てる。

・指導計画は，ね らいと評価の一体化に留意 し
，

評価規準をできるだけ具体的に児童の姿が見

える表現で明記 した。そのため，「児童の実現

状況が把握 しやす くなった。本年度は，ね ら

いに達 しない児童への支援を想定 した授業設

計を工夫する。

・音楽 との出会わせ方を工夫することは，児童

の音楽に対する思いを高めることにつなが り，

表現の工夫や技能の向上へ と結びついていっ

た。指導の足跡 として，音楽の用語や記号，

鑑賞の言葉等を掲示 したことは定着に有効だ

った。本年度は，音楽を特徴付けている要素

（本校では 「音楽の素」 とした）を活用した曲

想表現の工夫や鑑賞の仕方を工夫する。

（資料②写真）

・「歌唱」「器楽」の領域における目標 の実現につ

いては，18年 度に引き続き，感受や表現の力

を高めていくために， 目標 に対する評価規準

を明確 にする。また，実現状況を適切に把握

する評価方法を工夫する。
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［調査研究の対象］

第 １学年

第 ２学年

第 ３学年

第４学年

第 ５学年
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第6学 年

２　児童生徒の学習の実現状況と考察

・１年生においては，　 「関心 ・意欲 ・態度」 と

「表現の技能」の実現状況が向上 した。これは，

教師が １時間のね らいを明確 にもち学習活動を

工夫 したことや，音楽を楽しめる雰囲気づ くり

をしてきた成果だと思われる。また， リズムの

習熟を図るために， 日々いろいろな場面で リズ

ム活動を取 り入れ，児童が リズムに親 しんだか

らだと思われる。感受はできるが， どう表現 し

てよいか分からない児童には， よい表現を紹介

した り模倣 させた りしたことで，表現の仕方が

分か り工夫できるようになった。

・２年生においては， 「関心 ・意欲 ・態度」と「音

楽的な感受や表現の工夫」の ２観点が，他の観点

に比べて実現状況が向上した。 これは， １年生

から 「感受す る力」の育成を心がけたため，音

楽を聴いたときにす ぐ反応 した り，身体表現や

リズム遊びを伸び伸びとできたりする児童が多

いためだと思われる。そうした児童の表現のよ

さに気付かせた り，模倣 させたりすることで，

全員がおおむね満足できる状況 となった。

・３年生においては， 「リコーダーに親 しもう」

の題材で，上手に吹けるようになりたい という

思いをもって，学習カー ドの自分のめあてにし

たがって繰 り返 し練習したため， どの評価もお

おむね満足できる状況になった。また， 「音のち

がいを感 じ取ろ う」の題材では，魔法が失敗 した

ときと成功 したときの違いや変化をどのように

表現するかを， 「音楽の素」に着 目させたことに

よって工夫の観点がわかり，　 「音楽的な感受や

表現の工夫」で多 くの児童がおおむね満足でき

る姿になった。

・４年生においては， 「音楽的な感受や表現の工

夫」の実現状況が向上 した。「歌 と合唱の響きを

合わせよう」の題材では楽曲に合った リズム伴奏

を， 「いろいろな音のちがいを感 じ取ろう」の題

材ではイメージに合った音づ くりをそれぞれ工

夫 した。 グループの発表を聴き合った り，学年

合同授業で交流 した りしたことが， リズムや楽

器の音色の違いを感 じ取るのに有効な手立て と

なった。また，その際に音楽の素を使 うことで，

グループや全体での話 し合いが深ま り表現の工

夫につながった。その結果， 表現の技能も高ま

った。

・５年生においては，歌唱や器楽での音の重な

りや響きを感 じて演奏することをねらった題材

を扱った。音楽の素を取 り入れ 「どこをどのよ

うに工夫す るのか」考えさせることで，はっき

り意識 して工夫できる児童が増えたため，　 「音

楽的な感受や表現の工夫」についておおむね満

足できる状況 となった。学年が上がると技能面

での個人差が出て来るが，郡市音楽会や音楽集

会でよい演奏を目指そ うとい う目的をもって練

習 したことは，演奏への意欲だけでなく学年全

体の技能の向上に有効だった。　 （資料③写真）

・６年生においては， １つ 目の「いろいろなひび

きを味わお う」の題材で学習 したことが， ２つ 目

の「重な り合 う音の美 しさを味わお う」の題材で

生かされたことか ら，　 「音楽的な感受や表現の

工夫」の実現状況が向上 した。これは，楽曲の

構成や旋律の役割を学んで曲づくりの工夫をし

たことが，次の題材における合唱の美 しい響き

づ くりへの意識向上につながったためだと思わ
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れる。また， 自分の力量に合ったパー トを選択

し練習することで， 「表現の技能」を高められ

た児童も多かった。　　　　　　 （資料④写真）

３　 評価方法に関する研究成果

　 評価方法として，観察 （聴取）を中心に しな

が ら，ワークシー ト，振 り返 りカー ド等を使 っ

て，児童の実現状況を把握す ることに努 めた。

　(1)　低学年の取組

　　 ・様子を思い浮かべて歌唱や楽器の演奏をす

る学習では，児童が範唱や範奏に合わせてど

のような動きをしているかを見取 り，その後

で「どんな感 じの曲か」を発表させた り，歌詞

の好きな所に絵 を描かせた りして，児童が感

じ取ったことをつかむようにした。

　　　　　　　　　　　　　　　 （資料⑤写真）

・楽曲に合わせた身体表現や楽器の演奏を互

いに見合 う場面では，発表する児童には自分

の工夫点を発表させ，見る児童にはそのよさ

や気付きを振 り返 りカー ドに書かせて，一人

一人の感 じ取 り方を把握するようにした。そ

の時「どんなところが好きだったの」と，音楽

　　 の素を意識 した声かけをするようにした。

　　 ・ドレミ遊びで音高感をどのように感 じ取っ

ているかを見取るときに， ドレミ体操の他に

児童の自由な表現も認め広めたところ，他の

児童の身体表現のよさを取 り入れて様々な身

体表現をすることができた。

　　 ・リズム遊びの活動では，一人一人自由なリ

ズム打ち，一人ずつ順番に リレー奏，基本の

リズムを全員で練習，ペアやグループになっ

てめあてに合った リズムづくり等の様子か ら，

　　 一人一人の技能や工夫を把握するようにした。

　(2)　中学年の取組

　　 ・リズム伴奏や音づ くりの学習では，児童に

様々な楽器 の音色や演奏の仕方を試 させた

り，教師がい くつかの例を紹介 した りする

　 ことで，児童が見通 しをもって取 り組める

ようにした。 自分やグループの演奏の場面

では「何をどのように工夫するか」について，

音楽の素を活用 して考えさせることで，一

人一人の表現の工夫の仕方を把握す ること

ができた。　　　　　　　 （資料⑥写真）

・演奏の工夫をするときにどうしていいか

　 分からない児童には，つ くりたい音や曲の

イメージをもたせ， それを表現す るための

方法を音楽の素を使って指導した。その結

果， 工夫のポイントをはっき りさせること

ができた。

　 ・グループ発表での自己評価や相互評価の

場面でも，音楽の素を使って発言すること

で， 「どんな工夫ができたか」や 「何が足 りな

いか」がはっき りした。 この時，学習カー ド

　 を用いて，他のグループの演奏をどのよう

に感 じ取ったかを把握す るように した。

　　　　　　　　　　　　　 （資料⑦写真）

(3)　高学年の取組

　 ・高学年になると，表現の工夫や技能を高

めるために音楽の記号や用語が必要になっ

て くる。そこで， フラッシュカー ドを使っ

て記号を一人ずつ読ませた り，学習プリン

トで練習 させた りして，児童の実態をつか

　 みなが ら定着を図るようにした。

　 ・楽曲を聴いた感想やイメージ，そのわけ

　 については，音楽の素か ら自分の考えを発

表 させたり，学習カー ドに記入 させたりし

て，児童が感 じ取ったことを把握す るよう

　 にした。

　 ・楽曲と出会わせるときに，歌詞の内容や

　楽曲に込められた人の生き方 ・願いを学習す

ることは，児童一人一人の楽曲に対す る思い

入れを深 くし，曲想を工夫することにつなが

る。教材によっては，学習カー ドに歌詞やイ

ラス トや説明を入れるなどの工夫をした。
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４　成果の普及と今後の展望

(1)　 成果 の普及

①年間指導計画や調査を行った題材の指導

計画，児童の学習の実現状況からの考察，

評価方法に関する研究成果をまとめ，郡市

内の小学校に配布 し取組を報告する。

②郡市教育課程研究会で研究授業を行い，研

究や実践の一端を公開 し指導 ・助言を受け

た り，指導と評価について研修を深 めた り

する。

（2）　今後の展望

　 ①本年度は， 「歌唱」や 「器楽」の指導と評

価の方法を探ることを研究の中心とした。

その中で，児童の 「関心 ・意欲 ・態度」を

高めるための手立てや， 児童が感受 し自分

なりに考え表現 しようとする 「音楽的な感

受や表現の工夫」の支援の在 り方に重点を

置いた。児童に適切な支援をす るためには，

児童の実態から身に付けさせたい力を明確

にして，題材のねらいをしっかり意識 して

教材 を選択することや， 教材の関連性 をも

たせた指導の工夫が大切であることが分か

った。今後も，児童の表現への意欲や， 表

現する力が高まるような授業展開を工夫 し

ていきたい。

②1単 位時間の指導計画を立てる際は，ねら

いと評価の一体化に留意 し，評価を具体的

な児童の姿で明記するようにしていった。

そ うすることで，児童の実現状況の把握が

しやすくな り，ねらいに達していない児童

に対する指導もしやす くなった。 しかし，

様々な方法で児童の様子を見取ってはいる

が，低学年での多様な活動や， 中高学年で

の内面的な意欲の高ま りをどのように評価

するか，まだまだ難 しい面がある。今後も，

確実に見取る評価方法を工夫 して実践 を積

み重ねていきたい。

③児童が思いを表現したくなる土台づ くりと

して，聴 く力を育てることを心がけた。例

えば，演奏をさらに工夫するためにグルー

プ発表会や学年交流会を取り入れた り，他

学年へ学習したことを披露する場 として児

童集会や音楽集会などを設けたりした。様

々な発表の場を経験することで，演奏する、

児童は上手にな りたいという意欲や表現の

工夫が高ま り，聴き手の児童は歌い方や楽

器の音色などの工夫に気付き，互いによい

刺激 となった。 これからも，様々な発表の

場を設けて聴 く力を高めていきたい。

④音楽を特徴付けている要素 「音楽の素」に

ついては，まだ使い始めたばか りでその意

味が捉えられていない児童も多い。 しか し，

音楽の素を使って楽曲 の特徴を見付けた り，

歌唱や器楽の表現の工夫をした りすること

で，今まで 「何をどう聴いた り工夫 した り

すればよいのか」分からなかった児童が，

要素をはっきり意識 して聴いた り工夫 した

りできるようになってきた。そのため，

「どの音楽の素が使われているのか」　 「ど

の音楽の素が使えそ うか」 を考えなが ら動

き出せるようになった。今後は， どの学年

でどの要素を身に付けさせた らよいかなど

の系統性なども考えなが ら，音楽を豊かに

表現する手立てとして，音楽の素を活用 し

た授業展開を工夫 していきたい。

資料①　 秋の音楽集会

　　　　「ふるさと」を心をこめて歌う児童
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資料②　音楽の素の掲示

資料③　音楽の素を活用した授業の板書例

資料④　曲想を生かし楽器の組合せを考えた

授業の板書例

資料⑤　「きらきらぼし」

星のイメージを表 した歌詞

資料⑥　音楽の素を使 った音づ くりの学習カー ド

資料⑦　音楽の素を取 り入れた相互評価カー ド
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平成19年 度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 安 田　茂

所 在 地 ： 京 都府京都 市右 京 区西京極

芝 ノ下町31

電話番号 ：075-313-1319

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　音楽が大好きな子 どもが多 く，年3回 の音

楽集会をとても楽 しみにしている。本校で行

う音楽集会を，1年 生か ら6年 生まで全校で

行 う1時 間の音楽の授業 と捉 え，取 り組んで

　いる。部活動には，合唱部， 金管バン ド部が

　あり，合唱 コンクールやバ ン ドフェスティバ

ル，演奏会等に取 り組んでいる。また， 地域

　のデイサービスセンターに行って歌を聴いて

もらった り高齢者の方々と一緒に歌った り，

演奏会へ招待 し来ていただいた りなど福祉施

設 との交流 も行っている。

　 保護者や地域の方々とのつなが りも深 く，

お月見 コンサー ト，愛のパ レー ド，部活動定

期演奏会など，保護者や地域の方々と一緒に

音楽を楽 しむ場も多 く設けている。

２　 学校の概要 （平成18年5月1日 現在）

教員数　39名

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

１　 調査研究について

(1)研 究主題

「音楽のよさや美 しさを感 じ取 り，生き生き

と表現す る子」

(2)平 成19年 度の調査研究のね らいと対象

［調査研究のね らい］

　 昨年度は，調査研究の対象 を 「鑑賞」「創作」

に絞 り，感受する力を高めてい くために 「鑑

賞」「創作」における指導や評価の在 り方を探

ることをね らいとし，研究を進めてきた。そ

の中で，主に 「鑑賞」における指導の在 り方

については，楽曲のよさや美 しさを生み出 し

ている音楽 を特徴付けている要素や しくみな

どを，子 どもたちが聴き取れるよう，授業の

展開を工夫することによって，子 どもたちの

感受する力を高める基礎をはぐくむことがで

きることが明らかになった。今年度は，研究

主題を 「音楽のよさを感 じ取 り，生き生きと

表現する子」とし，創作の学習指導の在 り方

及び創作 と鑑賞との関連を探ることを調査研

究のね らいとした。

［調査研究の対象］
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２　児童生徒の学習の実現状況 と考察

(1)学 習の実現状況 と考察

　 ① 第 １学年における実践について

　第 １学年の 「ようすをおもい うかべてき

こう」では，題材 目標 を 「楽曲全体の気分

を感 じ取 り，様子を思い浮かべて聴 く。」と

し，鑑賞教材 を 「象」（サン＝サーンス作曲）

と 「お どるこねこ」（アンダーソン作曲）を

使って取 り組んだ。 この2曲 を教材 として

選択 した理由は， 「象」 と 「おどるこねこ」

を比較 して聴 くと，楽器の音色による楽曲

の気分の違いを感 じ取 りやすい と考えたた

めである。

　学習の実現状況を見てみると，「音楽への

関心 ・意欲 ・態度」の評価は，Ａ と判断 さ

れ る子どもが １9％， Ｂが81％ であり，

実現状況は高い。 これは，おもなふ しを口

ず さみなが ら聴いた り，楽器の音色に留意

して聴いた り，聴 く観点を明確にして聴 く

ように し，挿絵なども入れ，楽曲の流れが

分か りやすい ような板書の工夫をしたこと

で，関心をもって聴 くことができた と考え

る。観点を明確にし，繰 り返 し聴かせるこ

とにより，初めは聴 くことに関心を示 さな

かった子どもたちも徐々に楽 しんで聴 く姿

が見られるようにな り，Ｃの子 どもは0％

とい う結果を得た。

　また，「音楽的な感受や表現の工夫」で も，

Ａ と判断 され る子 どもは ２１％， Ｂ は ７

９％と高 くなっている。楽器の音色に着 目

して聴 くように働 きかけ，子 どもたちが，

初めて楽曲を聴いたときに感 じたことと楽

器の音色による楽曲の気分をかかわ らせて

考える学習を行 うことで，感受す る力を高

めることができたと考える。そして，実際

に演奏 している楽器 をDVDで 視聴するこ

とにより，コン トラバスとバイオ リンの音

色による楽曲の気分の違いをはっきりと感

じ取ることができた。また，「どうしてその

ように感 じたの ？」 と問 うことで，子 ども

自身の聴き取 りや思いをより広げた り深め

た りすることができ，Ｂの子 どもをＡに高

めるための支援につながった。

　この題材の最後には，それぞれの楽曲の

よさについて話 し合い，「まだこの曲を聴い

たことのない人にお手紙を書いて， この曲

のよさを教えてあげよ う。」とい う設定によ

り，子 どもたちが感 じ取ったことを手紙 と

い う形で表 した。ここで，鑑賞の能力がど

のくらい高まったかを把握す ることができ

た。

第1学 年　鑑賞曲 「象」の紹介文

② 第 ４学年における実践について

　第４学年の「水車の里の音楽をつ くろう」

では，題材 目標 を 「音の重な りや音の組合

せ， 構成などを工夫 しながら，水車の里の

音楽をつ くる。」とし，創作指導に取 り組ん

だ。

　題材の初めに，「森の水車」の序奏部分を

鑑賞することで， 自然の音 を楽器 で表現す

ることに関心をもつようにし，音楽づ くり

への意欲付けとした。そして， 「森の水車」

の後半部分を鑑賞させ， ロン ド形式になっ

ていることに気付かせ， ロン ド形式の音楽

をつ くる活動へ とつなげ，鑑賞 と創作の関

連を図った。

　学習の実現状況を見てみると，「音楽への

関心 ・意欲 ・態度」では，Ａが ２５．２％，

―141―



Ｂが ７３． ９％であった。音楽づ くりに取

り組んでいる途中に友達の表現を聴いた り

感想を発表 し合った りす る場面を設定した

ことで， 「こんな音もあるのだな」「いろい

ろな音があって楽 しいな」 という気付 きや

思いをもつことができ，音楽づ くりに対す

る関心を高めることができた。また，水車

の音を例示 した り多くの楽器を準備 した り

したことにより，旋律や リズムの工夫をす

る姿が見 られた。 これ らが，Ｂの子どもを

Ａへと高めるための手立てとなったのでは

ないか と考える。

　 「音楽的な感受や表現の工夫」では，Ａ

と判断 され る子 どもが１６ ．８％で，Ｂが

８３．２％であった。「森の水車」を聴いた

際，Ａ－Ｂ－Ａ－Ｃ－Ａ とい う旋律の変化に

気付きにくかった子 どもに，Ａ の旋律だけ

を取 り出して示 し，口ずさみながら聴 くよ

うにしたことで，旋律 を意識 した聴き方が

できるようになった。また，Ａ，Ｂ，Ｃそれ

ぞれの主な旋律の楽譜 を準備 して指導者が

指差 しなが ら聴かせたことで，旋律の変化

を感 じ取 らせることができただけでなく，

視覚的にも捉えさせ ることができた。この

ような指導の工夫によって，支援が必要 と

され る子 どもを Ｂ （おおむね満足できる状

況）へ と高めることができたと考えられる。

　 音楽づ くりにおいては，水車の音，小川

のせせ らぎ，小鳥のさえず り，風にゆれる

笹など6つ のパー トのモチーフをつ くり，

それ らを組み合わせて Ａ の音楽をつ くり，

それをもとにＡ－Ｂ－Ａ－Ｃ－Ａのロン ド形

式の音楽をつくるとい う活動を行った。グ

ループで音楽をつ くってい く前た－斉指導

の中で Ｂの音楽をつくることで，音楽づく

りの方法 を子 どもたちは知 り，グループの

活動に生かすことができた。また， どのよ

うに表現 したいかを聴いた り，実際に演奏

しなが ら考えるようにア ドバイスした りし

　たことで， 音の重な りやつなが りについて

悩んでいたグループも工夫 して表現するこ

とができた。また，Ｂ→Ａ，Ｃ→Ａへの演奏

がスムーズにいかないグループには，合図

になる音や演奏を入れるとい うア ドバイス

をしたことにより，まとま りのある音楽に

仕上がっていった。

　　最後に再び 「森の水車」を鑑賞すると，

創作活動で学んだ楽曲全体の しくみに気付

　き，この楽曲のよさを味わ うことができた。

　感受する力の高ま りが鑑賞の能力の高ま り

　にもつなが り，「鑑賞の能力」の実現状況を

　見てみると，Aと 判断 され る子 どもが １３．

１％， Ｂが ８６． ９％， Ｃの子 どもは ０％

　とい う結果であった。

③ 第5学 年における実践について

　　第5学 年の 「音楽でえがこう」では，題

材 目標 を 「4つ のパー トの音 の重な りや，

それ ぞれの音 のお もしろ さを感 じ取 り，音

楽 をつ くって表 現す る。」と し，マ リンバや

木琴 を使 って の創 作活動 に取 り組 んだ。「ド

ロー ン」や 「自由なふ し」「短 いパ ター ンの

繰 り返 し」「合 いの手 」の ４つ のパー トを即

興的 に演奏す るとい う音楽づ く りで ある。

　　 学習 の実現 状況 を見 てみ る と，「音楽へ の

　 関心 ・意欲 ・態度」で は， Ａ と判断 され る

　 子 どもが １９％， Ｂが80％， 　Ｃが1％ で

　 あ った。「ドロー ン」や 「自由なふ し」とい

った各パ ー トの役割 に子 どもた ちが気付 く

よ うに， 指 導者が範奏 を行 った。そ の こと

　 が子 どもたちの 関心 を高め るこ とにつなが

った。

　　 「音 楽的な感受や表 現の工夫」 では， Ａ

と判断 され る子 どもが２１ ％，Ｂが79％，

Ｃが ０％で あった。授業 の導入 で，「ドロー

ン」 と 「自由なふ し」の2つ のふ しの組合

せ に 「合 いの手 」「短 いパ ター ンの繰 り返 し」

と徐 々にパー トを増や しなが ら範奏 した こ
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とが，パー トの響きを感 じ取 り，音楽には

パー トの役割があることを知 り，音楽的な

表現の工夫につながった。また，子 どもた

ちの工夫 した表現を全体の場で紹介するこ

とで，友達の表現を自分達の音楽にも生か

そ うとする様子が見られ， Ｂの子 どもをＡ

に高める手立て となった。

第5学 年　工夫 した表現を全体の場で紹介

　 「表現の技能」では，Ａ と判断 される子

どもが３３ ％， Ｂが67％， 　Ｃが０％であ

った。指導者の範奏によ り，リズム，強弱，

テンポなどに変化を付けると，よりおもし

ろい音楽ができることを知 り，初めは自分

のパー トを演奏するだけだった子 どもも，

お互いのパー トを聴き合い，合わせた り強

弱を付けた りするなど，よりお もしろい音

楽にしようとグループで話 し合 う姿も見 ら

れるようになった。 それが， ＢをＡへと高

める手立てとなったと考える。

　そ して， このような音楽づ くりを経験 し

たことで，鑑賞教材 「雨の樹」（武満徹作曲）

「ペールギュン ト」（グリーグ作曲）などを

聴いて，それ らの音楽の しくみに留意 して

鑑賞できるようになった。創作活動によっ

て鑑賞の能力を高めることができ，創作と

鑑賞の両者の活動によって，子 どもたちは，

音楽の しくみを理解することができ，「創

作」と「鑑賞」の関連を図ることができた。

（2）本年度の成果および課題

① 「創作」における成果及び課題

　昨年度は，「鑑賞」「創作」の うち，「鑑賞」

の授業の在 り方について研究を深めること

ができた。本年度は，特に 「創作」の授業

の在 り方について研究を進めてきたが，「鑑

賞」 と同様 「創作」 においても，音楽の ど

のようなしくみについて理解できるように

したいのか，指導内容を明確にし，授業を

展開 していくことの大切 さが分かった。

　 「創作」の授業を進めるに当たっては，

様々な点を議論 した。「調性 ・拍子は，どう

す るか」「創作に当たってのイメージをどの

ようにもたせ るか」「イメージは，もたせた

ほ うがよいのか」また，「『鑑賞』 とどのよ

うに関連を図ればよいのか」な どである。

　第4学 年の題材 「水 車の里の音楽をつく

ろ う」では，ハ長調 ・2分 の2拍 子の曲を

つ くることに した。「水車の音」 「小川のせ

せ らぎ」「小鳥のさえず り」「風に揺れ る笹

の音」 など，それぞれのパー トのモチーフ

づ くりをし，それをどんな楽器で演奏 し，

どのように組み合わせるかをグループごと

に創作するものであった。 このモチーフづ

くりにおいては，子 どもたちがつ くったも

のが音楽的なものになるよ うに，調性はど

うするか，拍子はどうするか，主な旋律は

どうするかなど，指導者が前もって考えて

おかなければならないことが大変多く，難

しかった。

　第5学 年の題材 「音楽でえがこう」では，

調性 も拍子 もなく，またイメージにもとら

われず，「それぞれのパー トの役割を理解 し

て， 即興的に音楽をつ くる」ことにねらい

を絞 って授業を進めることに した。イメー

ジをもたせると，どうしても効果音的な音

楽づくりになって しま うことを懸念 しての

ことである。

　 「創作」 にあたっては，それぞれのパー

トの役割をどのように理解 させ るか，始ま
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り方，終わり方， 強弱の付け方， リズムな

どをどのように工夫させるかが課題であっ

た。その点については，指導者が範奏する

ことにより，子どもたちに分か りやす く提

示することができた。また，子どもたちの

創作の様子を見て， うまく工夫できている

点をしっか り把握 し，他の子どもたちにも

紹介することにより，子どもたちの音楽づ

くりの工夫へと広げることができた。

　第 ４学年，第 ５学年の ２つの実践を通 し

て，指導者がいかに子 どもの表現のよさを

見つけ，把握できるか，そ してそれをクラ

ス全体に どう広げられ るか とい う点におい

て指導者の力量が問われるところとなるこ

とが分かった。

　子 どもの表現のよさを見つけ，把握でき

る指導者の力を磨いてい くことが今後の課

題である。そのために，子 どもの表現をど

のように捉えたか複数 の指導者で話 し合 う

などして，指導者の力量を高め合っていき

たい。

②　　「鑑賞」における成果及び課題

　 「鑑賞」活動については，昨年度は，「Ｂ

鑑賞 （1）イ」の内容について主に取 り組

んできたが，今年度は， 「Ｂ鑑賞 （1）ア」

の内容について取 り組んだ。第1学 年の題

材「ようす をおもいうかべてきこう」では，

楽曲の気分を感 じ取るため， 「お どるこね

こ」 と 「象」の対照的な2曲 を教材曲とし

て選択 した。また，ねこの鳴き声を表 して

いるところで身体表現をさせた り，楽器の

音色に着 目して聴かせた り，ＤＶＤを視聴

させた りして，「Ｂ鑑賞 （1）イ」の内容に

も触れ， 楽曲の気分 と関連 させて考えさせ

ることで，楽器の音色の違いによる楽曲の

気分 も感 じ取 らせ ることができた。

　 この学習によって，子 どもたちは，音の

高低， 速さ， リズム等の違いにより，楽曲

の気分が異なるということに気付き， この

後に学習す るリズムあそびの創作活動に生

かされたと考える。

　 「鑑賞」と 「創作」の指導の関連におい

ては，第1学 年の実践のように，鑑賞の学

習をした後， その後の 「創作」の題材に生

かす もの，第 ４学年の実践のように鑑賞を

して楽曲の構成に気付き，その構成 を音楽

づ くりに生かす とい うもの，第5学 年の実

践のように，それぞれのパー トの役割を理

解 して創作する活動に取 り組んだ上で，鑑

賞楽曲をそれぞれのパー トめ役割に着 目し

て鑑賞するとい うもの， と様々な関連につ

いて考えてきた。

　 「鑑賞」 と 「創作」を関連 させ るために

は，音楽のどのような内容を学習するかを

明確に した上で，上記のどのような関連を

図ってい くかを考えていくことの大切 さが

分かった。

　今後の課題 としては，題材 を構成 してい

く中で，「鑑賞」と 「創作」の活動を別に考

えるのではなく，身に付けさせたい力を明

確 にした上で，「鑑賞」と 「創作」の関連を

図って題材構成をしていくことを大切にし

ていきたい。

３　 評価方法に関する研究成果

　(1)評 価方法及び工夫改善

　 「鑑賞」の評価においては， 曲の感 じが変

わった と思 うところで立つ，手を挙げるなど

の身体表現をさせた り，聞こえて くる楽器の

音色に着 目させ，演奏の真似 をさせた り，主

なふ しを口ずませた りして，子 どもたちがど

のように感 じ取ったか指導者側が視聴覚的に

判断できるような活動を取 り入れるよう工夫

した。 これ らの様子を観察することにより，

子 どもたちの感受の様子を評価することがで

きた。

　また，楽曲を初 めて聴いたときにどのよう
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に感 じ取ったか発言する場を設け，その発言

内容が1時 間の授業の最後には， どのように

変わったかを比較す ることで，1時 間の子 ど

もの育ちを把握することができた。

　 さらに，鑑賞の能力の評価 については，音

楽を特徴付けている要素と絡 めなが ら，「鑑賞

した曲がどんな曲か，その曲のおもしろさは

どんなところか。」を，この曲を知 らない家族

や友達に紹介 しよ うと投げかけ，対象 を決め

て手紙を書く活動を取 り入れた。

　 「創作」の評価については，つ くった音楽

が楽譜に残せるよう，図形楽譜にして書き残

すなどの工夫をした。また，創作活動をして

いる際には，グループごとに活動す る場を設

定し，つ くっている様子を観察し，評価 した。

そ して，つ くった作品を互いに聴 き合い，そ

れぞれの よさについて話 し合 う場を設け， リ

ズム ・強弱 ・テンポ等について どんな工夫を

しているか聴取 し，評価する観点を明確にも

って評価す るようにした。

(2)評 価方法の効果

　 「鑑賞」においては，立つ，手を挙げるな

どの身体表現をすることや主なふ しを口ず さ

むことなど，感受 したことを目に見える形で

表 させることによ り，それぞれの子 どもが感

じ取った様子を把握 しやす くなった。

　また，「楽曲のよ さを手紙に書いて紹介 しよ

う」とい う投げかけにより，低学年の子 ども

であっても，この楽曲のよさをどのように感

じているかを知 ることができ，鑑賞の能力を

評価することができた。

　 「創作」においては，つくった作品を残す

ため，図形楽譜 を描 くようにしたが， この点

については，描 くことに時間をとられて しま

うこともあるので， 楽譜 にこだわらず， 音で

確かめなが ら工夫 して音楽をつ くってい く方

がよい場合もあることが分かった。

　 また，子 どものつ くっている様子をよく観

察 し，そのよさを見逃すことなく，その場で

声かけをす ることや， クラス全体の場でも紹

介す ることにより，子 どもたちの工夫の幅が

広が り，よりよい音楽をつ くろうとす る活動

につながっていった。

　子どものよさを把握できる教師の目や耳を

養 っていきたい。

４　成果の普及と今後の展望

　学習指導要領に定める目標等の実現状況の把

握に関す る研究を2年 間進めてきた。対象を「鑑

賞」「創作」に絞 り，感受する力を高めるために，

どのように授業を改善 していくか，評価方法の

工夫や 「鑑賞」「創作」における授業の在 り方を

探 ってきた。

　 「鑑賞」においても 「創作」においても，ま

ず大切なことは， この学習で子 どもにどのよう

な力 を身に付けるのかを明確 にすることである。

また， 目標 を実現するための適 した教材 を選択

することも重要なことである。そのため，．本校

独 自の年間計画を立て，題材構成や教材選択の

工夫をした。

　 そして，「鑑賞」や 「創作」の授業の中で，感

受す る力を高める展開を工夫 し，感受する力を

高めることが鑑賞の能力や表現の技能を高める

ことにつながっていくことが分かった。

　鑑賞することによって音楽の しくみが分か り，

それを創作に生かすことによって鑑賞において

もそのしくみに気付いて聴 く力を付けていくと

い うような 「鑑賞」 と 「創作」の関連を図って

題材を組み立てていくことが大切であることも

分かった。

　 今後は， これ らの研究の成果を踏まえ，教材

選択は妥当であったか，題材構成はこれでよい

か等，本校独自の年間指導計画の見直 しを図 り，

さらに授業改善を図っていきたい。

　 また，本研究の成果については，本校の研究

紀要にま とめ，研究発表を行 うことで成果の普

及にあた りたい。
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