
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 ：高橋英夫
こうしだて

所 在 地 ： 秋 田県横手市赤坂字 郷士館32－1

電話番号 ：0182－32－3108

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校 ・地域の特色及び実態

本校は，県南部の中心都市である旧横手市の

南部一帯を学区として，1971年 ４月に県南有数
うせんふうま

の大規模校 として開校 した。以来，「雨洗風磨」

を校訓に掲げ， 「創意に富む， たくましく，心

豊かな南中生徒の育成」を学校 目標に掲げて教

育活動に取 り組んできた。

本校は平成17年 度か ら３カ年の文部科学省委

嘱 「学力向上拠点形成事業」の拠点校指定を受

けた。学習指導要領のね らいを実現す るための

重点課題である 「心の教育」の充実を図 りなが

ら 「成長の保障」をすることと，「確かな学力」

の向上を目指 して 「学力の保障」をすることを

柱に， 日々の教育活動に努めている。

全教科での授業の充実を取組の中心に据え，

「関心 ・意欲の高め方の工夫」 「学び合いを深

める工夫」 「授業改善に結び付 く評価の工夫」

の三つの共通実践課題を設定 し，授業に臨んで

いる。特に 「学び合いを深める工夫」では，思

考力や判断力を育てるためにはグループ学習や

話 し合い活動を授業に取 り入れ，生徒 中心の学

習活動を展開 していくために，事前事後指導の

充実や学習シー ト等の工夫に努めている。各教

科等の学習において， 自分な りの考えや思いを

発表 した り，友達と考えや思いを交わしながら

話 し合った りす る学習活動を展開している。

２ 学校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数34名 （2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

「出会い」 と 「響き合い」の喜びを感 じな

が ら主体的 ・創造的な音楽学習を展開する力

を育てる指導

(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，鑑賞活動を中心に，様々な音や

音楽から，音色や響き， リズム，速度， 強弱

などを聴き取 り，それ らが生み出す曲想や美

しさを感 じ取る力 （音楽的な感受の力）を身

に付けさせる音楽学習を中心に実践 した。

今年度は， さらに，音楽か ら感 じ取ったこ

とを 「なぜそのように感 じたのか」 という根

拠 をもって自分の言葉で説明する力 （思考 ・

判断 し，表現する力）を身に付けさせたいと

考えた。そのために観点 ２ 【音楽的な感受や

表現の工夫】において，《感性的側面》の感

じ取 りと 《構造的側面》の知覚との結び付き

を重視 した音楽学習の実践を目指 した。

特に， この一連の音楽学習の中で生徒の変

容を見取る評価活動 として，本来であれば生

徒一人一人の内面にある音楽への思いや考え

を見える形 として表出させるね らいから，「話

す」「書 く」「論ずる」「話 し合 う」「論 じ合 う」

などの言語活動を意図的 ・積極的に取 り入れ

ることにした。
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［調査研究の対象］

第 ２学年

※平成18年 度の調査研究では 『耳をすませばPART

Ⅰ－広げよう私のイメージ－』を実践 している。

※平成18年 度の調査研究は計４題材。

２ 生徒の学習の実現状況と考察

(1)昨 年度に実践 した題材の成果と課題か ら

題材名 『耳をすませばPARTⅠ

－広げよう私のイメージ－』

三つの評価の観点すべてにおいて 「Ａ十分満

足できる状況」と 「Ｂ概ね満足できる状況」を

合わせた割合が70％ 以上であった。特に，観点

1【 音楽への関心 ・意欲 ・態度】の達成状況が

よかった。 これは，生徒が興味をもって聴 くこ

とができるような教材選択ができたことが大き

いと思われる。

観点 １と観点 ２【音楽的な感受や表現の工夫】

また，観点 ２と観点４ 【鑑賞の能力】を比較す

ると，どちらも達成状況の数値の伸びが予想 よ

りは高いものの，観点４ 【鑑賞の能力】がやや

低めになっていた。 これは，音楽学習の中で，

音楽の感性 的側面を感 じ取るだけでなく，その

根拠となる構造的側面の知覚や理解を絡めて学

習することに，生徒たちがまだ慣れていないか

らではないかと考えた。また，その評価活動に

ついても，従来か らの見取 りの方法の一つであ

る 「表情観察」「行動観察」に頼 る部分が多か

った。この方法は，専門性を持ち合わせた音楽

教師 と生徒 との人間的なかかわ りか らもた らさ

れる優れた手法であり，必要不可欠なものでは

あるが， これに加 えてより客観的な手法の評価

活動を進 めていかなければならないことを感 じ

た。

(2)今 年度に実践 した関連題材の成果 と課題から

題材名 『耳をすませばPARTⅡ

－ア レンジ作品に親 しもう－』

まず，観点1【 音楽への関心 ・意欲 ・態度】

の達成状況であるが，「Ａ十分満足できる状況」

と 「Ｂ概ね満足できる状況」を合わせた割合が

97％以上であった。 これは，生徒が興味をもっ

て聴 くことができるような教材を選択できたこ

と，関連教材を実際に歌ってみるなどの表現活

動 を交えることによって感 じ取 りを深 めたこ

と，さらに，生徒が段階を追って音楽について

自分の言葉で説明する力を付けていけるよう，

効果的な学習シー トの工夫が図 られたことなど

によると考える。資料１ 参照

次に，観点２ 【音楽的な感受や表現の工夫】

の達成状況であるが，「Ａ十分満足できる状況」

と 「Ｂ概ね満足できる状況」を合わせた割合が

95％以上であった。これは，まず生徒の感性的

側面の感 じ取 り （イメージや気分を含む）を大

切にし，学習段階を追ってその感 じ取 りと音楽

の諸要素の知覚 との結び付きに気付かせるよう

な学習活動が展開できたこと，さらに，気付か

せたい諸要素を明確にするなどね らいを焦点化

した指導を工夫 したことによると考えられる。

また， 日ごろか ら表現活動においても鑑賞活動

においても音楽の諸要素やそれ らの働 きを意識

することができるように，要素名を音楽室内に

掲示 していることも効果的であったと考える。
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－諸要素 を掲示 してい る音楽室の一角 －

　なお，生徒に気付かせたい音楽の諸要素は様

々あるが，本校の生徒の反応から次のような状

況が見 られた。

　生徒が比較的気 付 きや すい要素

・強弱 ・速度 ・旋律 （音高，音域）

・リズム　など

　生徒が比較的気付 きに くい要素

・音色 ・音 と音 のかかわ り合 い （ハー

モニー，間） ・調 ・形式 など

　そこで，生徒が比較的気付きにくい要素も含

めて知覚 し感 じ取ることができるような学習 と

なるように工夫した。

　次に，観点４ 【鑑賞の能力】の達成状況であ

るが， 「Ａ十分満足できる状況」 と 「Ｂ概ね満

足できる状況」を合わせた割合が93％ 以上であ

った。これは，学習段階を追って生徒が無理な

く音楽の感 じ取 りの根拠を音楽の構造的側面に

見いだす ような授業構築をしたこと，それに伴

う学習シー トも感 じ取ることと知覚することの

両者 を意識できるようにしたことによると考え

る。特に，昨年度は感性的側面の感 じ取りにと

どまっていた生徒が，今年度の一連の音楽学習

において，構造的側面の知覚や理解を根拠 とし

て音楽を語 ることができるようになった。

資料２ 参照

－話 し合 い活動 を している生徒 たち－

３　評価方法に関する研究成果

［評価方法］

①話 し合い活動での発言内容

②学習シー トの記述内容

③批評文の表現内容

［評価方法の工夫改善とその効果］

①について

　音や音楽の感 じ取 りについて話 し合 う場面

では，その感 じ取った内容についての音楽的

な根拠となるものは何かを互いに発表 し，話

し合いをもった。 このことにより，生徒同士

が音楽的な根拠 を基に して，それぞれの感 じ

取 りを伝え合 うような学習が実現 した。

　また，話し合 う中で，ある生徒が感 じ取っ

た内容についてのその音楽的な根拠は何かを

他の生徒たちが予想 し考えるとい う場面設定

をした。 このことにより，当該生徒 も他の生

徒たちもその音楽的な根拠について考えるこ

とができた。

②について

　学習シー トの中の生徒の音楽的な気付きを

取 り上げ，生徒たちに紹介する場面を設けた。

このことにより，当該生徒 も他の生徒たちも，

特定の音楽の諸要素に着目するなど，音楽的

な根拠を共有 して考える場となった。

　この題材は，原曲とアレンジされた曲との
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比較鑑賞の要素も入っ ているので 「○○の曲

に比べて」 「○○ よりも○○の方が」 とい

った記述 も多く見受けられた。このことで，よ

り深 く音楽を感 じ取ろ うとす る姿が見 られ

た。

③について

学習の後半には，音楽的な感受を基にして，

さらに，その音楽に対する自己の価値判断な

どを記入できるよ うな批評文を書かせてみ

た。

簡単な例文を活用 しなが ら，自分の言葉で

批評する生徒が多 く見 られた。音楽について

音楽の諸要素を盛 り込みなが ら自分の言葉で

まとめ，その内容を他の生徒たちと紹介 し合

うことで，お互いの音楽の価値観に広が りと

深まりをもつことができた。

〈批評文を書く際に示 した例文〉

この曲は，原曲 （ ① ）をアレンジした曲

です。原曲は （ ② ）な感 じの曲 ですが， ア

レンジした曲は （ ③ ）な感 じの曲になって

います。

なぜアレンジした曲が （ ③ ）な感 じに聴

こえるか というと，実は （ ④ ）が （ ⑤ ）

のようになっているか らなのです。

私だっ たらこの曲に （ ⑥ ） というタイ ト

ルをつけます。私が一番にすすめる聴かせ どこ

ろは （ ⑦ ）のところです。

あなたも，ぜひ聴いてみてくださいね。

（留意事項）①曲名 ④音楽の諸要素

②③⑤ 自分の言葉で記入

⑥⑦ 自分の考えを記入

－批評文を書いている生徒たち－

４　成果の普及と今後の展望

　 ２年間にわた り，鑑賞 活動を核に した音楽学

習での評価の在 り方について研究 してきた。

　 特に，音や音楽に対 しての自分な りの感 じ取

り方や考え方 （イメージや気分を含む）をもつ

ことを保障 しながらも，学年が進むにつれて，

音や音楽がもつ構成の豊かさなどの構造的側面

を意識 しつつ，それ らが生み出す曲想の美 しさ

などについて，既習の音楽体験から得たことや，

音楽用語や音楽に関する語彙を活用 しながら，

自分の言葉で 「話す」「書く」「論ず る」「話 し

合 う」「論 じ合 う」など言語化 させて表出して

いくことの重要さを認識できた。

　 今後も，生徒一人一人が，音楽科本来の特質

とも言える音 ・音楽 ・人との “出会い”の中で

音楽に内在す る固有の豊か さや美 しさに共感

し，互いに共有 していく “響き合い”を大切に

していきたい。そ して身に付けさせていきたい

資質である音楽的な感受の力，思考 ・判断 し表

現す る力を，今問われている音楽科の重要な学

力ととらえ授業改善に一層努めていきたい。
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資料１題材内にて段階を追っての変容を見取る

ことが可能な学習シー ト

学習 シー ト１ （感 じ取った こ との見取 り）

学習シー ト２ （感 じ取ったことと諸要素の知覚と

の結び付きの見取 り）

学習 シー ト３ （鑑 賞の能 力の見取 り）

※　学習 シー ト１で学んだ こ とが ステ ップ となっ

て学習 シー ト２の学び につ なが り， さらに，学

習 シー ト１及び ２で学んだ こ と （既習 の音楽体

験） が学習 シー ト３で集約 され るよ うに，段階

を経 てい る。
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資料2　 題材後半にて生徒の鑑賞の能力を見取る批評文

批評文1（ リズム ・速度 な どを根拠 に挙 げてい る）

批評文 ２ （形式 ・リズム （拍子 ）・旋律 （装飾音） な どを根拠 に挙げて い る）

批評文 ３ （リズム ・音 と音 とかかわ り合 い （間） な どを根拠 に挙 げて いる）
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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 ： 三澤明石

所 在 地 ： 長野県安曇野市豊科5558

電話番号 ：0263-72ｰ2265

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 安曇野市は，長野県の中央部，松本盆：地に位置

し，西に北アルプスを望む，澄んだ空気 と緑豊か

な田園都市である。本校教育の根幹となる学校 目

標は，「教わるものか ら 自ら学ぶものへ」「ひとつ

を続けて ほんものへ」「心を開いて 深いまじわり

へ」の三つであり，この理念のもとに豊かな人間

形成を目指 している。

　 本校の全校研究テーマは 「かかわ り合い， とも

に学び，高め合 う生徒の育成」（1年次）である。

前年度までの成果 と課題を踏まえ，本年度は以下

の2点 を研究の重点として日々の授業改善を進め

ている。

　 重点 Ⅰ：つける力 （ねらい）を明確にし，指導

と一体化 した評価の在 り方

　 重点Ⅱ ：判断する場面，表現する場面の在 り方

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教 員数26名 （2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

　　 生徒が楽 しさ，必要性，有用性を感じる音楽

の授業

　(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］

　　 平成18年 度は，音楽科の各学年 目標(1)～(3)

は並列的なものではなく，(1)が(2)(3)を支える

ものであるととらえ，音楽科の目標をより多く

　　の生徒に実現 させることを目指 し，（1）に焦点を

　　当てて調査研究を進めた。また，各学年目標 （1）

の実現状況を把握するために，第1～3学 年の

　 題材を対象とすることと，Ａ表現 （歌唱，器楽，

創作），B鑑賞の題材を対象 とすることとを考慮

　　した。

　　　昨年度の調査研究から，対象題材において生

　 徒が概ね 「楽 しさ」を感 じながら授業に取 り組

むことができていることが分かってきた。また，

　　そのことが観点1（ 音楽への関心 ・意欲 ・態度）

の高ま りにつながっていることも見えてきた。

　 一方，「楽 しさ」の理由の分析が不十分であつた

ため，生徒が感 じた 「楽 しさ」と題材のねらい

や他の評価の観点とのかかわ りが曖昧であった，

　　　そこで，第1学 年での学習がその後の 「音や

　 音楽への興味 ・関心を高め」ることに，また第

３学年の学習が 「生涯にわたって音楽に親 しん

　　でいく態度」に大きく影響するであろうことを

　 踏まえ，本年度は対象題材を第1学 年と第3学

　 年から一題材ずつに絞ることとした。そ して，

生徒の感 じた 「楽 しさ」の理由から，楽 しかつ

た内容を明らかにして，評価の観点1の みでな

く他の観点，特に表現，鑑賞のいずれにおいて

も，その音楽活動の基礎 となり得る観点 ２ （音

　　楽的な感受や表現の工夫） とのかかわりを明ら

かにして分析 しようと考えた。そうすることに

よって，各学年 目標(1)の 実現状況をとらえられ

るのではないかと考え，研究を進めることとし

た。
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［調査研究の対象］

第 １学年

第 ３学年

＊　「評価 の観点」1～4は 以下 による。

　　１ ：観点 １…音楽への関心・ 意欲 ・態度

　　　　２ ：観点 ２…音楽的な感受や表現の工夫

　　３ ：観点 ３…表 現の技能

　　４ ：観点 ４…鑑賞の能力

２　 生徒の学習の実現状況と考察

　　昨年度同様，各学年目標(1)の 実現状況を把握す

るためには，まず調査対象題材 において，「音や音

楽への興味 ・関心」を養えたか （第 １学年），又は

高められたか （第 ２，３学年）をとらえる必要が

あろう。その前提 となるものは 「音楽活動の楽し

さを体験」できることであると考え，調査対象の

題材終了後，「この題材の学習で楽 しいと感 じた内

容又は活動はありましたか。あったとしたらそれ

は何ですか。またその理由はどのようなものです

か。」とい う質問を全生徒に対 して行い，その

回答をもとに考察することとした。

(1)　 「要素の組み合わせか ら生まれる雰囲気の変

化を感じ取ろ う」

　　　 （第1学 年　Ａ表現 「創作」B鑑 賞　 170名 ）

本題材では，全生徒が 「楽しいと感 じた内容

　 又は活動」が 「あった」と回答 し，以下の表の

ような記述が見 られた。

　　　　表1　本題材における 「楽しさ」の内容

　本題材 の学習で 「た めになった」「役に立った」

「今後役立 ちそ うだ」 とい う内容 については，

以下の表の ような記述 が見 られた （抜粋）。

表２　本題材において生徒の 「役に立った」内容

① 「高低」「強弱」「速度 」「長調短調 」の四つの要素 につ いて

知った り聴 き分けた りできるようになった こと。

②要素の組み合わせ を替えると，ガラッと曲の雰囲気が変わ

るこ とが分かったこと。

③要素の組み合わせが聴き分 けられるようになったことで，

他の音楽を聴いても，その曲の雰囲気が感 じ取れた り，感

情が深 められた りできそ うなこと。

④要素の組み合わせ を替えることで，表 したい雰囲気が作れ

るこ とが分かってきたお陰で，音楽 を作ることに興味が も

てた。

⑤ 目に見えない ものを想像 して，音 （音楽） で表現できるこ

とが分かったこと。

「ここ は ど うす る ？」

「今の感 じいいよね。」

　観点1で 評価 「Ａ」であった生徒の記述内容

には，自分の 「表 したい雰囲気」をもとに仲間

と意見交換しなが ら要素の組み合わせを考え，

自分たちの力で作ることができたこと，他の班

の発表やシューベル トの 「魔王」を聴 くことで

それぞれの表現の違いや変化を楽しむことがで

きたこと等の内容が多く見 られた。また，観点

２で評価 「Ａ」であった生徒の記述内容には，
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　 自分の 「表 したい雰囲気」をもとに，要素の組

み合わせを替えながら様々なパターンを試 して

いるときに楽 しさを感 じたというものが多 く見

　 られる。

　　観点 １の評価が 「Ａ」で，観点 ２の評価が「Ｂ」

　であった生徒の活動の様子を見ると，要素の組

　み合わせを替えると雰囲気が変わることには興

　味をもっているが，組み合わせの種類が少なか

ったり，試す回数が少なかったりする姿が見ら

　れた。ここには両観点とも評価 「Ａ」の生徒の，

　より多くのパターンを試 し，何度も聴きながら

　検討を重ねていた姿との違いが見られる。

　　本題材において観点1， 観点2で 評価 「Ｃ」

であった生徒はいなかった。昨年度は観点1で

評価 「Ｃ」の生徒が3名 いたことの反省を踏ま

え，題材を展開する中で，「表したい雰囲気」と

　いうことを大切にできるように配慮 したことが

好影響を及ぼしたと考えられる。

　　上記のようなワークシー トへの記述内容や授

業中の生徒の活動の様子は，音楽の構成要素や

表現要素を知覚し，雰囲気の変化やその変化に

つながる諸要素の働きを感 じ取ったことが 「楽

しさ」につながった姿であると考える。

　　以上のことから，本題材において，生徒が楽

しさを感 じる基 となったものは，音楽的な諸要

素の知覚と感受であると考える。

(2)　「アル トリコーダーで曲にふさわしい表現を

工夫 しよう」

　　 （第 ３学年　Ａ表現 「器楽」　 139名 ）

　　本題材では，全生徒が 「楽しいと感 じた内容

又は活動」が 「あった」と回答 し，以下の表の

ような記述が見 られた。

　　　表３　本題材における 「楽しさ」の内容

　本題材の学習 で 「ためになった」「役 に立った」

「今後役立 ちそ うだ」 とい う内容 については，

以下の表のよ うな記述が見 られた （抜粋）。

表４　本題材において生徒の 「役に立った」内容

② 曲によって，表現の仕方や違いがあるとい うこと。

② 自分のイ メージに近づけるためのいろいろな奏法が身に付

いたこと。

③ リコーダーは吹 き方 （息の使い方）によって音色が変わる

とい うこと。

④人 と合 わせ た り教 え合った りして一つの音楽を作っていく

とい う経験が できたこと。

⑤曲によって， どの ように表現すればよいか考えなが ら演奏

すると楽 しく練習できるとい うこと。

⑥ 曲にはそれぞれ個性 がある とい うことが分かったこと。

⑦ 楽譜 を読む力がついたこと。

⑧他 の楽器 を演奏する ときも， ここで学んだ ことが生かせそ

うで，器楽演奏 に興味がわいてきた こと。

⑨音楽 を聴 くときに，演奏の仕方に注 目して聴 けそ うだ と思

った こと。

静かな場所 で吹

き方をそ ろえる

Ｕ生 とＮ生

「 どんな感じだった？」

　観点1で 評価 「Ａ」であった生徒の記述内容

には，自分で曲を選んで友と教え合いながら練
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習 したことにかかわる内容が多く見 られ，練習

すること自体に楽しさを感 じたり自分の演奏が

向上 していくことに喜びを感 じたりしている様

子が うかがえた。また，観点2で 評価 「Ａ」で

あった生徒の記述には，曲にふさわしい吹き方

を考えたり友ときれいなハーモニーが作れたり

すること，曲によって音の伸ばし方やタンギン

グの仕方を変えなが ら演奏すると曲の感 じが変

わること等にかかわる内容が多く見られた。

　 観点 １の評価が 「Ａ」で，観点 ２の評価が 「Ｂ」

であった生徒の活動の様子を見ると，吹き方に

よる曲の雰囲気の違いに興味をもっているが，

実際 リコーダーを演奏する際には，正確な運指

に意識が向いてしまい，吹き方の工夫で十分な

力が発揮できなかった姿が見られた。また，観

点 ２で 「Ｃ」であった生徒は7名 いた。 この7

名に共通することは， リコーダーの技能， とり

わけ運指の技能の定着が不十分で，とにかく順

番通 りに指を動かす ことのみに精一杯になって

しまい，表現の工夫に意識を向けることができ

なかったことが挙げられる （観点 ２が 「Ｃ」の

生徒のうち６名が観点 ３でも 「Ｃ」であった）。

これ らのことか ら，演奏する曲の難易度の設定

やこれまでのリコーダー指導の有 り方を反省す

る必要性が示唆された。

　 このように，観点 ２と観点３の評価に関連性

が見られたが，評価の如何にかかわらず，でき

なかったことができるようになった場面で 「楽

しさ」を感 じている記述が見られた。

　 上記のようなワークシー トへの記述内容や授

業中の生徒の活動の様子は，奏法か ら生まれる

音楽の雰囲気の変化を感受することが，また友

とかかわ り合いながら目標をもって練習に取り

組み，できなかったことができるようになって

いく過程や結果が 「楽しさ」につながった姿で

あると考える。

　 以上のことから，本題材において，生徒が楽

しさを感 じる基となったものは，表したい雰囲

気の感受とそのために必要な技能の習得である

と考える。

　 以上の二題材の調査から，生徒が授業において

音楽の感受 と技能の習得に起因する 「楽 しさ」を

感 じ，またその学習内容を 「ためになった」「役に

立った」「今後役立ちそ うだ」とい う視点から振り

返ることは，各学年目標(1)の 実現につながること

　が明らかとなった。

３　評価方法に関する研究成果

　　各題材の評価では，生徒の活動の様子やワーク

　シー トの記述内容 （観点1，4）， 練習 ．演奏の程

度や発言内容 （観点2，3） 等をもとに評価規準

・に照らして評価する方法を採ってきた。また，評

価規準設定の際，「評価のよりどころとなる生徒の

具体の姿」を明記 しておくようにした。そのうえ

　で、生徒が 「楽 しさ」を感 じた内容，「必要性や有

用性」を感 じた内容を調査し （下記ワークシー ト

参照），各題材の目標の達成度 とのかかわりを分析

することで，各学年 目標 （1）の実現状況とのかかわ

りをとらえることができることが示唆された。

　　　　　　　　ワークシート様式

４　成果の普及と今後の展望

　　本校ＨＰ上において調査結果を公開すると共に，

近隣の学校の音楽科教員を対象として，本調査結

果に基づく研修会を実施 し，成果の普及を図る。

　　今後，本調査研究の成果を踏まえ，生徒にとっ

て楽 しく，また必要性 ・有用性を感 じる音楽の授

業づ くりを追求し，中学校における音楽科の果た

す役割の重要性を考えていきたい。
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第 １学年 ：「要素の組み合わせから生まれる雰囲気の変化を感じ取ろう」のワークシートより

　○ 「高低 ・強弱、速度、調性」の組み合わせを変化させた 「ちょうちょ」の演奏を聴く場面 （第1時 ）

①【変化した要素は？】

【頭 に 浮か んだち ょうち ょの様 子は？】

【頭に浮かんだちょ うちょの様子は？】

② 【変化 した要 素 は ？】

【頭に浮 かん だち ょう ちょの様 子は ？】

【頭に浮かんだちょうちょの様子は？】

○ 「魔王」の詩の内容から表したい雰囲気を決めだし、要素の組み合わせを考えた場面 （第２～４時）

「魔王」

ど ん な〓を つけ れば、そ の 場面の雰囲気 が出 せる か な ？

「魔王 」

どんな〓を つければ、そ の 場面の雰囲気 が出 せる かな？
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○シューベル トの 「魔王」の鑑賞を終え、紹介文を書く場面 （第６時　最終時）

３　 「魔王」の紹介文を〓こう，(「魔王」を知らない人にこの曲のおもしろさやよさを伝えよう。）
３　 「魔王の紹介文を書こう，（「魔王」を知らない人にこの曲のおもしろさやよさを伝えよう。）

○題材終了時

第 ３学年 ：「アル トリコーダーで曲にふさわ しい表現を工夫 しよ う」のワークシー トよ り

　○練習と発表を終えて， これまでの学習を振り返る場面 （第 ５時　最終時）

○題材終了時
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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 ：福 家眞也

所 在 地 ：東京都小金井市貫井北町 ４－ １－ １

電話番号 ：042-329-7833

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　　大学のキャンパスの一角に位置 し、大学教官

　と連携 した教育活動 ．教育研究を推進いてい

る。国内外を問わず来校者 ・参観者が多い。

平成16年 度よ り、「学び合いを促す指導と評

　価」を主題に設定 して研究に取 り組み、公開研

究会をこれまで5回 実施 し、平成19年秋にはま

とめの一端として書籍を出版 した。

　　生徒の多くは、素朴で 自主的に諸活動に取 り

組んでいる。また授業では積極的に課題追求に

励む生徒でもある。3年 間でのべ14日 間の宿泊

　生活を設定するなど、体験的な教育活動が充実

している。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

　　　　　　　　　教員数　 20名 （8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

　　　学び合いをうながす指導 と評価

　（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］

　学級での学びは学級 を単位 として実施 される

が故に，学び合いは必要不可欠な存在であると

同時に，それを うながす指導に取 り組むことは

教師にとって必然でもある。これまでに，複数

の成員による学びを学び合い と想定 し，先行研

究をふまえて社会的構成主義の立場か ら論考を

すすめてきた。

　音楽とい う教科のもつ特性を十分に生かし，

教室での学びが単にそこにとどまらず，学級 ・

学校生活のあらゆる場面に拡充していくことを

も視野においている。

［調査研究の対象］

評価の観点 １：音楽への関心 ・意欲 ・態度

評価の観点 ２：音楽的な感受や表現の工夫

評価の観点４ ：鑑賞の能力

　学び合いをうながす指導を考えるとき，授

業場面におけるや りとり以前のレディネスが，

学び合いに深 く関わって くると考えた。本題材

のような西洋の芸術音楽 （以下 「クラシック音

楽」とい う）を対象とする学習では．生徒間に

興味 ・関心の差が大きく，いきなり授業の場で

全員同時に学習をスター トさせ るにはふさわし

くない。そこで授業に入 る前に，その材料 とな

る学習素材について，夏休みを利用 し研究する

ことを促 した。取組は各人各様であろうが，

少なくとも授業時には同一課題に臨んで生まれ

た共通意識，一体感，題材への親 しみが表れる。

　昨年度は，映画 「アマデ ウス」の鑑賞を経て，

映画に挿入 されたモーツァル トの楽曲鑑賞を試
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　みた。当然生徒は 「アマデウス」のあ らす じを

　イメージして聴 くことになる。そこで，今年度

　は前述の段階を踏みつつ， 自らのイメージで楽

　曲の鑑賞に臨むことをね らいとした。このこと

　で昨年の経験を生かし，一歩前進 した取組が可

　能になる。

２　生徒の学習の実現状況と考察

（1）は じめに

　本校音楽科では，表現領域においても鑑賞領域

においても，生徒が自然体で学習に取 り組める環

境の建設に心がけている。すなわち，生徒が学習

とい う観念を忘れて課題に埋没 していく姿を理想

に描き，カリキュラムの作成及び学習指導にあた

ってきた。

　表現領域では二重唱を中心 とするアンサンブル

発表の 『場』を多 く採 り入れることで，生徒は表

現の喜び と差恥の狭間で葛藤を覚える。 この葛藤

こそ表現学習の本質であると考える。

　また，鑑賞領域では，学校 とい う特殊な社会を

考え，学校に与えられた使命， もしくはその役割

を十分に生かした学習活動の在 り方に注目した。

学校における音楽教育は，本来個々で楽 しむこと

のできる音楽に，クラスの仲間と楽 しみを共有す

る性格を附帯 したものである。 したがって，共有

化を図 りやすい教材の選択，指導の方針が不可欠

となる。本校では生徒が 自然に芸術音楽の世界に

なじんでい く布石 として，音楽映画 ・ミュージカ

ル映画の教材化を図ってきた。

（2）鑑賞の学習にあたって

　第1学 年では，入学直後の授業か ら映画 「アマ

デウス」の鑑賞を始める。50分 の授業の後半15

分前後をこれにあて，毎時間少 しずつながらも全

篇を鑑賞する。映画等の鑑賞については，限りあ

る時数のなか，特に鑑賞 させたい楽曲のみを採 り

上げるのがおおかたの指導例である。

　 しかし，真の鑑賞能力を取得 させるには， 自然

体な対応が大切である。楽曲の素晴 らしさを伝え

るには，その楽曲が流れる前後の背景への理解が

あって，はじめて実感 となるのではないか。 日ご

ろクラシック音楽から遠い存在の生徒が，映像 と

音楽に魅せ られ， いつ しか真剣な表情に変化する

のを見るにつけ，音楽紹介者 としての教師の役割

を再認識する。

　 さて，表現領域の授業に比べ鑑賞領域の授業は，

生徒が受身になりがちである。これは，表現領域

に比べ生徒の活動場面が少ないことにある。また，

授業の始動段階における各生徒の音楽的体験の差

が表現領域に比べ大きく，授業の円滑な進行を妨

げていることにある。すなわち，練習を繰 り返す

ことで最終的に同列の水準に並ぶことが可能な表

現分野に対 し，鑑賞 分野の場合は最後までスター

ト時の体験差が縮まらないことにある。そのため

には，授業の開始時点で，出来るだけ同じスター

トラインに立つ工夫が必要である。

　そこで，今年度は 「友に勧めるクラシック音楽」

の鑑賞を提示 した。内容，取組に差は出るものの，

皆が共通の土俵 に上がる第一歩になると考えたか

らである。

　 これにより，授業の始動段階における問題点に

若干の解決が図 られる。あとは， どう意欲的にす

べての生徒が授業に関わり続けるかである。

　教室の仲間がそれぞれの力量の下，鑑賞時の感

動を音楽的内容が含まれたことばで表現すること

ができたら，音楽的知識の定着にもつながる。そ

こで，各々の発表を初めて聴 く他の生徒たちに，

分か りやす く簡潔に伝えられるようプ レゼンテー

シ ョンに工夫させることを考えた。

　 これにより，より整理された解説 ・紹介が可能

になるからである。また，能動的な表現の場が加

わることにより，ま とめの発表に至る過程 と発表

時の課題が明確 にな り，学習事項の確認が容易に

なると考えたのである。

（3）学び合いの姿

　生徒は，程度の差はあるもののほぼ全員が夏休

みの課題に取 り組んできた。そこで，指導計画の

第1時 には， クラスの全員で仲間の レポー トに目

を通 した。
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　 このねらいとしては，意欲的に取 り組んだ仲間

の取組をまず知る ことがある。それを目の当たり

にすることで，以後の学習への姿勢が少なか らず

変化 してい く。学習への意欲は，教師が与えられ

る以上に仲間から受ける影響が大きい。そ して，

この仲間から受ける衝撃を自己の劣等として終わ

らせるのではなく，次に向ける新たな意欲 として

活用す ることが必要である。

　 すなわち，この衝撃が第 ２時，第 ３時へ とつな

げる学びのエネルギーとして期待できるか らであ

る。生徒は各自さまざまな個性を持っている。 じ

っくり黙々とレポー トすることを得意とす る者 も

いれば，人前で堂々と自己表現することに秀でた

者 もいる。学校教育の場では， これ らの優れたと

ころを互いに認 め尊重 してい く態度を養 わせた

い。

　 とかく，音楽の授業では，表現の場面に生徒の

評価が偏 りがちになるが，今回のような作品の調

査研究も立派な言語による表現なのである。全員

の作品に 目を通 した各生徒が， 自己の想像が及ば

ない取組 を知 ることで，そこには．無言の学び合

いが生じている。

　第 １時は深 くレポー トを読む とい うことではな

く以上のような目的の下，計画 したものである。

　第 ２時か らは，グループ学習を開始 した。 １班

６～ ７人のクラスの生活班に分かれ，今度は班内

の仲間の作品にじっくり目を通す時間とした。 こ

こでよく書けているレポー トを３点程度に絞 り次

の楽曲審査への候補作品としていった。

　 しかし，本来この活動は不自然である。楽曲を

聴かずにレポー ト審査 とい うことで ３点に絞って

．しまっている。時間 と場所が許すなら，班内の６

～７曲をレポー ト同様皆で聴き総合的に班推薦の

1曲 を選出させるべきであった。そして，最終的

に選出された楽曲のレポー トが内容的に満た され

ないものであっても，その時は全員で追加研究す

る場を設けることができる。その意味で今回は最

善の策とはいかなかったが，その半面最終的な １

曲に到達する過程が明確で，段階を経て学んでい

く形態は，生徒にとってグループ学習を円滑に運

ばせた要因になったと考える。

　 選ばれたレポー ト３点の楽曲を １曲に絞る過程

では，各曲を順次 ３回聴 くこととした。発表で楽

曲を紹介する時間を３分程度 と指定 したので， こ

の審査においても同条件とした為，各班か ら選出

された楽曲はもともとその程度で完結 している楽

曲が多かった。

　 なかには， もっと長い楽曲でも選ばれたものが

あったが，それは，印象的なフレーズが有名な楽

曲であり，またＣＭやカバー曲となっている親 し

まれたものである。選出された レポー トの段階で

は，かなり専門的なものが含まれていた。また，

一般にはなじみの薄いものもあった
。 しか し結局

は，一度は聴いたことがあるような，な じみのあ

る楽曲が多くを占めることになった。 このことを

通 し生徒は楽曲聴取にあた り，知っているものへ

の安心感に大きなウエー トがかかっているようで

ある。これは，当然なことと考える。耳になじん

だ楽曲を素直に受け入れてきた証である。

　 生徒たちの今後を考えると社会のメディアにも

っとクラシ ック音楽の紹介を担ってもらいたい。

理屈ではなく生徒には， よい楽曲を聴き分ける耳

がある。ただ，それが １度や ２度ではなかなか美

意識 としては定着 しないため，何度も繰 り返し流

し続ける場の必要性が必要であると改めて実感 し

た。

　 代表楽曲決定 を受けて指導計画は第 ４時に入

る。ここでは，班のなかでの生徒各人の役割を決

め，その後全員でまずレポー トをもとに選出楽曲

のセールスポイン トの検討をする。そ して並行す

るかたちで，プレゼンテーションの方法を討議す

る。実は，この題材のなかでもっとも学び合いの

場が詰まっている箇所でもある。グループ活動の

持つ難 しさでもあるが，学習への関心・意欲は個

人差が大きい。各班を回っているとグループを離

脱 している者は １人， ２人ではない。これでは発

表もおぼつかないと心配 したが，また少 し経って

様子を見に行くと今度は一緒に意欲的に関わって
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いる。

　 これは，班の他の仲間たちの呼びかけ，叱責に

因るところが大きい。班の発表 とい う目標に向け

団結を呼びかけているのである。プレゼンテーシ

ョンの練習を見ていると，生徒が互いに個性に応

じた役割を担っている。 日常の生活ではぐくまれ

た人間関係が，学習の場面に引用されている。逆

に述べるなら，何か問題を抱えているならば，こ

れ らの活動は不可能になる。

　今回 「私たちの薦 めるクラシック音楽」 とい う

タイ トルで発表会を行ったが，音楽科が目標とし

て包含 している音 （音楽）を媒介 としたコミュニ

ケーションの姿を問 うものでもあった。 さまざま

な想いをもって生活 している生徒が，段階を踏ん

で選ばれた １曲の紹介を，時には自己を抑えて他

に協力し共同発表に仕上げるのである。その過程

ではいろいろな試行錯誤を繰 り返 している。 これ

らが，学び合いの生の姿であると考える。

　生徒によっては，この発表が自己にとって不本

意なものであったかもしれない。だが， きっと心

の中で次こそはこうしようとい う新たな目標を設

定していると確信する。それは，生徒たちの表情

から見取れるか らである。

　グループでの活動は，ひとりで臨むものに比べ

ある意味で厳 しいものがある。それは， 自己のペ

ースだけではやれない協調とい う要素が加わるか

らである。今回の授業を通 し，音楽のみならずこ

とばも駆使 しての鑑賞活動は， 日頃の生徒のコミ

ュニケーシ ョンを一歩前進させたのではないか と

自負 している。

　今回，発表をみて感 じたことだが，生徒は教師

が考えているほど，学習とい う意識をもって臨ん

ではいない。 もう少し質の高いプレゼンテーシ ョ

ンが出来ないものかと嘆いたものである。 よく見

ると生徒は 「遊び」から入っている。 しか し考え

てみると，何事もいきな り 「本質」には到達 しな

い。生徒たちのように， 「遊び」か ら入 って徐々

に 「本質」に向かって行 くものかもしれない。

（４）成果 と課題

　 今回の題材開発は，視点を授業実施前に据えた

ことで，実際の授業が円滑に展開 した。夏休みの

レポー トも概ね揃い，意図 した全員参加型の鑑賞

授業を行 うことができた。ただ， どこまで各自が

楽曲への理解 を深められたかについては，十分と

はいえない。 もっと楽曲に穴が開くほど聴かせる

時間と場所を提供 してや りたかった。

　今後の課題 として，クラシック音楽の魅力をよ

り絶対的な形で浸透 させ ることの必要性を感 じ

た。生徒の生活の中で，他に好んで聴いているジ

ャンル同様根付かせる方策を考えていきたい。そ

れには，また時数 との戦いが出てくるが，挑戦す

るに値する取組である。

３　 評価方法に関する研究成果

　今回の評価については，個人を対象にしたもの

と，実際の活動の母体となったグループを対象に

したものの両者か ら見取ることができた。すなわ

ち， 「夏休みのレポー ト」 と 「代表曲決定へのプ

ロセス （１）（２）」，「鑑賞発表会の記録」のワー

クシー トか らは個人への評価が見取れ， 「代表曲

決定へのプロセス （５）」のワークシー トと全時

における活動の様子からは，グループ内の個人の

学びが見取れたのである。

　学習指導要領の内容Bア， イについては，活動

自体の目標が明確だったことから多くの生徒が指

導内容に留意 して取 り組めた と考える。特に，選

出楽曲のセールスポイン トの検討過程で 「音楽的

な感受」を，なぜこの楽曲を友に勧めるのかを検

討 し，プレゼンテーションをする活動を通 して「鑑

賞の能力」をはぐくむことができた。

４　成果の普及と今後の展望

　生徒の理解はまだ十分であるとはいえない。生

徒がことばに音楽的な内容が盛 りこめられるよう

にするには，感受性をはぐくむことが先決である。

その役割は教師が担 うものである。
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