
平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 福岡市立平尾小学校
ふ り が な ふくおかしりつひらおしようがつこう

校 長 名：原口 勝
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(1)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

研究対象教科等 音楽

≪研究主題≫

確かに考え豊かに表す子どもの育成

～ 知識・技能を習得し活用する

音楽科の授業づくりを通して～

【研究の要点】

主題設定の理由

児童が知識・技能をもとに根拠をもって考え，その考

えをもとに交流し，考えを広めたり深めたりする授業づ

くりを行えば，確かな学力を育成することができるであ

ろうという仮説のもと本研究主題を設定した。

研究の対象

全学年を対象とした。

評価の具体例

① 題材の評価規準をもとに，単位時間毎の学習に即し

た評価規準を具体化し，「何を」見取るかを明らかにし

て学習の状況を把握した。

② １単位時間の評価規準を見取る方法を工夫し，「どの

ように」見取るかを明らかにして学習状況を把握し，「努

力を要する」状況と判断されそうな児童に対する個別

の支援を工夫して授業実践を図った。

成果と課題

成果

・ 評価基準を具体的に設定し，細かな評価計画を立案

することで学習の実現状況を細かく把握することがで

き支援の充実など授業改善につながった。

課題

・ 学級担任が継続的に実践できる効率的で効果的な評

価方法についてさらに研究を深めたい。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は福岡市の中心部にあり，福岡市動植

物園や閑静な住宅地に囲まれた環境の中に位

置している。

学校教育目標「やさしく かしこく たく

ましく」という知・徳・体のバランスがとれ

た児童の育成に向け，テーマ研究を通して「緑

と笑顔と歌声いっぱい」をキャッチフレーズ

に歌声あふれる学校づくりに取り組んでい

る。全校一斉の帯タイムを使った「全校音楽」

や日頃の音楽科学習の成果を発表し表現を交

流しあう「平尾音楽フェスティバル」を通し

て，音楽活動を心から楽しむ児童が育ってき

ている。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 5 5 5 5 4 5 0 29

児童数 166 144 161 157 145 169 0 942

教員数 39名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

確かに考え豊かに表す子どもの育成

～ 知識・技能を習得・活用する

音楽科の授業づくりを通して ～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

確かな学力を育成するためには，基礎的・

基本的な知識・技能を確実に習得させるこ

と，これらを活用して課題を解決するために

必要な思考力・判断力・表現力その他の能力

を育むことの双方が重要である。そこで，本

校では，児童が知識・技能をもとに根拠をも

って考え，その自分の考えをもとに交流し，

考えを広げたり深めたりする授業づくりを行

えば，確かな学力を育成することできるだろ



うという仮説のもと本研究主題を設定した。

その授業づくりに向け，音楽科の表現・鑑賞

領域における習得・活用させたい知識・技能

についての内容分析，年間学習計画に基づく

授業実践とともに，学習指導要領に定める目

標の実現状況を把握し授業改善を図るための

学習評価の在り方を検討した。

具体的には，下記の２点について研究を進

めていった。

① 題材の評価規準をもとに，単位時間毎の

学習に即した評価規準を具体化し，「何を」

見取るかを明らかにして学習の状況を把握

した。

② １単位時間の評価規準を見取る方法を工

夫し，「どのように」見取るかを明らかに

して学習状況を把握し，「努力を要する」

状況と判断されそうな児童に対する個別の

支援を工夫して授業実践を図った。

○［調査研究の対象］

１年目は第６学年の表現と鑑賞を関連させた

題材を調査研究の対象とした。これは，本研究

を通して育てたい児童の姿を明らかにし，全職

員で共通理解を図っていくためである。

２年目は全学年で表現と鑑賞を関連させた１

題材を調査研究の対象とした。さらに，第２学

年と第４学年は複数題材に対象を広げた。これ

は，１年目の研究を生かし，学級担任である誰

もが教師の主観で曖昧に評価してしまうことが

ないよう評価計画を作成し，学習評価を学習指

導の工夫・改善に生かすということについて実

践的に理解し，児童の確かな学力を育成するた

めの音楽科の授業の工夫改善に取り組むことに

重点を置いたからである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 題材の評価規準をもとに単位時間毎の学習

に即した評価規準を設定するために

◇ Ａ「十分満足できる」状況のキーワードと

ともにＢ「おおむね満足できる」状況を想定

することで，より客観的に児童の学習状況を

把握することができると考えた。

【第２学年】

題材：いろいろなリズムの曲にあわせて きこう

おどろう えんそうしよう

教材曲：「トルコ行進曲」「メヌエット」「山のポ

ルカ」「いるかはざんぶらこ」

題材の評価規準
ア 音楽への関心・意欲・態度

「拍子やリズムなどの音楽の特徴を感じ取っ
て進んで音楽活動を楽しんでいる。」

イ 音楽的な感受や表現の工夫
「拍子やリズムなどの特徴を感じ取って，体
を動かしたり，演奏の仕方を工夫したりして
いる。」

エ 鑑賞の能力
「２拍子，３拍子の音楽の気分の違いを感じ
取りながら聴くことができる。」

題材の評価規準を授業場面を想定して，学習活
動に即した評価規準として示した。

単位時間ごとの学習に即した評価規準
ア 音楽への関心・意欲・態度

・楽曲を聴いて，「音楽にのって行進してい
る」「リズムにのってワクワクしてくる」
等，場面の様子を発表している。または，
学習プリントに書き込んでいる。

・行進のリズムに興味をもち手足や体を揺ら
したり，指揮をしたり，楽器を演奏する真
似をして曲に合わせて体を動かしたりして
自分なりに楽しみながら音楽を聴こうとし
ている。

イ 音楽的な感受や表現の工夫
・１拍目に気を付けて，「１，２」と声をか
けたり，主なふしを口ずさんだりして，足
踏みのリズムを曲に合わせたり，拍の流れ
を感じ取ったりしている。

エ 鑑賞の能力
・２拍子と３拍子の拍の流れの違いが分かる
ように，曲に合わせてリズム打ちをしたり，
体を動かしたりしながら聴いている。

○ 学習中の音楽活動をイメージしながら，評

価規準を設定したことで，授業中の各活動場

面において観察法（表現観察，身体反応の様

子，発言等）を中心に児童の姿を見取ること

ができた。また，Ｃ「努力を要する」状況と

判断されそうな児童を確実に把握することが

できた。そして，その児童には，教師が一緒



に音楽に合わせて行進をしたり，児童のつぶ

やきを教師が全体の場で取り上げたりすると

いいのではないか，など本時の学習中や次時

の学習において支援すべきことが明らかにな

った。

● 課題としては，観察法を中心に実施してい

たが，教師が児童と音楽活動を共にする中で

評価，支援していくためには，より効果的で

効率的な評価方法の工夫が必要となった。

(2) １単位時間の児童の学習状況をより的確に

把握するために

◇ (1)と併せて，それを見取る評価方法の工夫

をすることで，学習の実現状況をより客観的

に把握することができると考えた。

【第4学年】

題材：曲想を感じ取りながら，歌ったり きいた

り えん奏したりしよう

教材曲：「冬の歌」「友達シンドバッド」「つるぎ

のまい」

１単位時間での評価規準 「冬の歌」
イ 音楽的な感受や表現の工夫
・ 曲の気分を感じ取り，音の重なりを考えな
がら打楽器を選択している。

・ 音を確かめながら曲の気分に合った効果的
な奏法を工夫している。

・ 基本のリズムをもとに，リズムパターンを
工夫している。

児童の学習状況を次のような方法で見取っていっ
た。

評価の方法
ア 演奏の聴取

グループでの音楽活動において，ねらいに
合った表現になるために，くり返し試してい
る表現や，個人の表現，グループで思いや意
図をまとめた演奏などを教師が聴取し，その
場で評価し次の活動へつなげたり，学習の実
現状況として評価補助簿に記録したりする。

イ 観察法
教師が児童と音楽活動をともにしていく中

で，表情，会話（つぶやき）や発言，演奏態
度，音楽を聴いての体反応の様子，学習プリ
ントへの学習途中での書き込みや学習後の感
想の記述を観察し，評価補助簿に記録する。

一人一人のグループ活動への参加状況，児
童の表現への思いや意図，表現の方向性を決
めていこうとするリーダー的な役割を背負っ
ている児童の様子やＣ「努力を要する」状況

と判断されそうな児童の様子を観察し，評価

補助簿に記録する。

ウ 相互評価

自分たちが工夫した演奏を聴き合い，感想

を発表し合う相互評価をする場面を設定し，

自分の演奏だけでなく，他者の演奏を評価し

ている状況を，評価補助簿に記録する。

エ 情報機器の活用

演奏をＩＣレコーダーやＶＴＲで記録し，

児童の学習状況を授業後に分析し，次時学習

における支援につなげる。

【ア 演奏の聴取による実現状況の把握】

○ グループ活動の中で，くり返し打楽器を一

つずつ演奏して音色を確かめたり，友達と楽

器の分担をして色々な楽器の組み合わせを試

して音を重ねて演奏している児童をＢ「おお

むね満足できる」状況と判断した。Ｃ「努力

を要する」状況と判断されそうな児童に対し

ては，教師が一緒に音を出しながら楽器選び

をしたり，その児童が選んだ楽器の音色をグ

ループのみんなに呼びかけ聴き合う場を設定

したりした。それにより，「自分は雪がどん

どん降ってくる様子が分かるように二つの楽

器で音を重ねてみたい。」と，自分なりの思

いをもって表現活動に取り組むようになり，

学習が進むに連れて，Ｂ「おおむね満足でき

る」状況になった。

【イ 観察法による実現状況の把握】

○ グループ活動においては，活動中の児童の

表情や態度を観察し，活動が停滞して思うよ

うに音楽活動が進んでいないグループには，

「どんなふうに演奏したいと思っているの？」

と教師から質問し，教師との会話を通して活

動におけるつまずきを把握していった。そし

て，選択する楽器や演奏するリズムを教師側

から提案し，実際に演奏してみて，これまで

の演奏と比較させるなどの支援を行った。す

ると，自分たちの課題が明確になり，更に意



欲的に表現活動に取り組む姿が見られる様に

なっていった。

○ 学習プリントへの学習中の書き込みや感想

の記述の内容から，それぞれの児童がその楽

器を選んだ意図や，その楽器を組み合わせて

表現したいことへの思いを把握していった。

文章表現力の差が評価につながらないように

書くことに苦手意識をもつ児童へは「どうし

てこの楽器がいいと思ったの？」「○○さん

の演奏がいいなと思ったのはどうして？」と

発問し，会話によって聴き取った内容を教師

が補って記述させるなどして，学習状況の把

握を行った。そのことから，児童の表現への

意図や思い，工夫したいことへの教師の理解

が深まり，次時で楽器の提示の仕方を工夫す

るなど支援をより充実させることができた。

これにより，相互評価の聴き比べの場で，何

を聴き比べるとよいかという観点が，児童の

中で明確になり，意欲的に表現し，友達の演

奏の工夫のよさを取り入れようと主体的に聴

く活動に取り組む姿が見られた。

【ウ 相互評価による状況の把握】

○ 音色やリズムといった要素の工夫が演奏に

どのように生かされているかを演奏を聴き合

い，感想を発表し合う場における発言内容か

ら評価をしていった。他のグループの演奏を

聴き，音色やリズムの音楽的なアイデアに気

付いた児童は，その後の自分たちの演奏に他

のグループの演奏の工夫を取り入れるなどし

ていた。

【エ 情報機器の活用による状況の把握】

○ 教師による授業前半の観察では，意欲的な

活動が見られずにＣ「努力を要する」状況と

判断した児童が，ＶＴＲではグループ活動で

友達と協力して演奏している姿が確認できた

ため，Ｂ「おおむね満足できる」状況に評価

を変更した。観察する時期によって児童の活

動に変化があることから，全景をＶＴＲに撮

り，授業後に分析することも必要であること

が分かった。

○ 演奏の聴取や観察法を評価の中心として児

童の学習状況を把握していったが，その中で

Ｃ「努力を要する」状況と判断した児童であ

っても，その後の会話の聴き取りや，授業後

のＶＴＲの分析・学習プリントの記述の分析

等で，Ｂ「おおむね満足できる」状況と認め

られる場合もあった。

このように多様な評価方法でそれぞれの評

価結果を補完することにより，より妥当性の

ある学習状況の把握ができた。

● 全体の支援とＣ「努力を要する」と判断さ

れそうな児童に対する具体的な支援計画を組

み合わせながら授業改善を図ることが必要と

なった。

３ 成果の普及と今後の展望

評価規準を具体的に設定し，細かな評価計画

を立案することで，身に付けさせたい基礎的・

基本的な知識・技能を明らかにし，深い教材研

究や児童理解ができ，授業改善へとつなげるこ

とができた。特に，評価方法に児童の相互評価

や録音を用いた授業分析を取り入れることで，

学習の実現状況を細かく把握することができ，

教師の児童理解がより深まり，次時の支援の充

実など授業改善につながっていった。

この研究の成果は，平成２２年１２月に行わ

れた福岡市教育委員会指定の研究発表会で公表

している。

今後の展望としては，新学習指導要領におけ

る新しい評価規準に則した評価規準を具体化し，

さらに単位時間ごとの評価規準を明らかにする

ことに重点を置きたい。そして学級担任が一時

間の中で効率的，効果的に評価するための評価

方法について，さらに検討し続けていきたい。

また，「音楽づくり」の領域についても身に付

けさせたい基礎的・基本的な知識・技能を明確

にしながら，授業構成を行い，評価規準を具体

化しながら研修を深めていきたいと考えてい

る。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 福岡市立舞松原小 学 校
ふ り が な ふくおかし り つまいまつばらしようがつこう

校 長 名：北原 幸子

所 在 地：福岡県福岡市東区舞松原５丁目19番

１号

電話番号： 092-671-6171

(1)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

研究対象教科等 音楽

≪研究主題≫

自分の思いをもち豊かに表現する

子どもが育つ音楽科学習指導

【研究の要点】

○ 自分の思いをもち豊かに表現する子どもを育てるため

に一人一人の学習状況を明らかにし，的確な評価と個に

応じた細やかな支援を行い，音楽的な感受や表現の工夫

を大切にした評価活動を進めてきた。具体的には，①一

題材，一単位時間の具体的な評価規準の設定，②「どの

段階で」「どの観点を」「誰が」「どのように」評価するか

の評価計画の作成，③評価を生かした指導の工夫である。

○ 調査研究の対象は，１年目は本校のテーマとの関連か

ら歌唱に絞りこみ，２年目は器楽，鑑賞を調査研究の対

象に加えた。

○ 評価の観点や内容を具体的に設定したことにより，教

師自身曖昧になりがちであった授業の評価や目指す児童

の姿も明確になるとともに，努力を要すると判断されそ

うな児童への細やかな支援を行うことができた。

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34年の比較的新しい学校で福

岡市東区の閑静な住宅街に位置している。

徳・知・体の調和のとれた，心身ともに健

全で，実践力をもった児童を育てることを学

校目標に掲げ，「挨拶・掃除・花・音楽」を

４つの宝として大切にはぐくんでいる。

平成19年度から３年間福岡市教育委員会の

研究指定を受けて音楽科の研究に取り組み，

昨年度10月に研究成果を発表した。本年度は

国立教育政策研究所指定２年目として10月に

各学年の授業を公開した。学校生活には音楽

が根付き，朝の活動から歌声が響く学校にな

ってきている。朝10分間の歌声タイムでは，

全校児童が廊下に出て放送での指導のもと歌

声を合わせたり，学年単位で月の歌や季節の

歌など児童の実態に即した曲を歌ったりして

いる。高学年の児童の歌声は，低学年の児童

にとっての憧れであり目指す姿となってい

る。また，全校児童による音楽集会では，本

校４つの宝をテーマに音楽物語を構成し，歌

や器楽等で表現したものを保護者や地域の方

々に公開している。さらに，音楽発表会では，

各学年が創意工夫して表現する姿を，学習の

成果として発表している。全校児童が一堂に

会して, 友だちとともに表現することで満足

感や成就感を味わい，互いの表現を聴き合っ

てよさを認め合う場にもなっている。同好会

では，合唱団やマーチングバンドが，活発な

活動を行っている。マーチングバンドは，本

年度全日本小学校バンドフェスティバルにお

いて金賞を受賞した。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ １ １９

児童数 98 94 84 98 105 89 ７ ５７５

教員数 ２５ 名（１０名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

○自分の思いをもち豊かに表現する

子どもが育つ音楽科学習指導

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］



音楽科においては，音楽を聴いたり表現し

たりして自らの課題を解決しながら音楽に対

する感性を育てることが大切である。単に知

識・理解や技能の習得を図ることが目的では

なく，児童が楽曲のよさや美しさにふれ，思

いや意図をもって音楽を表現したり，想像力

を働かせながら音楽を聴いたりするなど，児

童一人一人が豊かに感性を働かせて主体的に

活動することが求められている。しかし，音

楽学習における進歩の度合いや音楽活動に必

要となる資質・能力の獲得状況は児童自身に

分かりづらい場合が多い。そこで，児童が自

らの学習状況に気付いたり学習意欲を高めた

りして，自分を見つめ直すきっかけとし，そ

の後の学習に役立てることができるような日

々の学習指導過程における評価の在り方を工

夫する必要があると考える。

○［調査研究の対象］

音楽学習への関心や意欲を高め，音楽的な

感受や表現の工夫をする力をはぐくむ指導の

工夫を図る上で，１年目は，「自分の思いを

もち豊かに表現する」という本校テーマとの

関連から「歌唱」を対象に調査研究を行った。

歌唱に絞り込むことで教師も児童も目指す

姿を明確にもつことができ，研究の焦点化を

図ることができると考えたからである。２年

目は，学校全体で音楽の研究に取り組んでい

ることもあり，器楽，鑑賞を調査研究の対象

に加えた。

児童の学習成果は，知識や技能を中心に

把握するのではなく，音楽を感じ取る力，感

じ取ったことをもとに表現の工夫をする力を

把握するようにした。そのために，「音楽的

な感受や表現の工夫」の観点を大切にした評

価活動を進めてきた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

１年生「ようすをおもいうかべながら，き

いたりうたったりしよう」では，「おどるこ

ねこ」の学習において楽曲の気分を感じなが

ら全体を聴く場面を「音楽的な感受や表現の

工夫」の観点で評価した。こねこが楽しそう

に踊る様子を想像しながら，３拍子の拍の流

れにのって旋律を口ずさんだり，Ａ－Ｂ－Ａ

の楽曲の仕組みを感じ取って体を動かしたり

している様子から「おおむね満足」の学習状

況と判断した。特に，楽曲の仕組みをとらえ

て表情豊かに体の動きで表したり，旋律を口

ずさんでいたりする３名の児童は「十分満足

できる」学習状況と判断した。あまり表情も

なく楽曲の気分を感じ取っていない「努力を

要する」学習状況と判断されそうな３名の児

童には，板書をもとに「こねこさんはどんな

ふうに踊っているかな。どのこねこさんみた

いに踊りたい？」と板書に示した情景画をも

とに言葉かけを行った。

【こねこが楽しく踊る様子を表した情景画】

さらに，３拍子の拍の流れを意識して一緒

に体を動かすことで，音楽に合わせて笑顔で

反応するようになってきたので，「おおむね

満足できる」学習状況と判断した。

【音楽に合わせて体を動かす支援をする様子】

このようなことから，音楽のよさや楽しさ，

楽曲の気分を感じ取ることができるために，

音楽に合わせて体を動かす活動を豊富に取り

入れた場の設定を工夫することが有効である

ことが分かった。

２年生「リズムにのってあそぼう」では，

「山のポルカ」の歌に２つのリズムを組み合

せたリズム伴奏を加えて，もっと楽しく歌お



うとする場面を「音楽的な感受や表現の工夫」

の観点で評価した。リズム伴奏を入れて歌う

と，より楽しい雰囲気になるということは，

ほぼ全員が感じ取っていた。このことは，主

旋律を歌うときに，教師が森の動物になって

タンブリンとカスタネットでリズム伴奏を加

えたときの児童の歌っている様子や発言から

見取れた。リズム譜を手がかりにして拍の流

れにのってリズムを打つ活動では，大半の児

童が，拍の流れにのってリズム伴奏をするこ

とができた。しかし，拍の流れを感じ取りな

がらリズム伴奏をすることができず，「努力

を要する」と判断されそうな児童が５名いた。

そこで，手がかりとなるリズム譜を比較的簡

単なリズムから提示したり，教師が一緒に演

奏したりしたことで，リズム伴奏することへ

の思いをもつことができ，楽しく表現できる

ようになった。そのため，最終的に「おおむ

ね満足できる」学習状況と判断した。

また，楽器の音色に気を付けて軽快にリズ

ムを打っていた５名は，「十分満足できる」

学習状況と判断した。本時の学習の最後には，

リズム伴奏を加えて歌うことで，楽しくリズ

ムにのって歌うことができたという感想をも

った児童が多かった。

【第６時「山のポルカ」の学習プリントより抜粋】

さらに, 拍子感やリズム感，フレーズ感を

身に付けさせるために，強拍，弱拍を意識し

た２拍子や３拍子のリズム打ちや，交互奏を

することが有効であることが分かった。

３年生「音をきき合って合わせよう」では,

「あの雲のように」の第４フレーズの副次的

な旋律を感じ取りながら，部分二部合唱する

活動を通して，次時への思いをもつ場面を「音

楽的な感受や表現の工夫」の観点で評価した。

 

本時の導入で「パフ」の独奏と二重奏を，「あ

の雲のように」の独唱と二重唱と聴き比べる

ことで，音を重ねるよさを感じ取り，ほとん

どの児童が「自分たちも音の重なりを感じて

歌いたい。」という思いをもつことができた。

【聴き比べた時の児童の感想】

さらに，第４フレーズでも，音の重なりの

生み出すよさを感じ取って音を重ねる学習に

意欲的に取り組み，音の重なる心地よさを体

感していた。その中で，音を重ねることにあ

まり反応が見られない「努力を要する」と判

断されそうな３名については，「今の音はき

れいに重なったね。」と言葉かけをしたり，

ハンドサインで音の高さを示したりする支援

を行った。その結果，「おおむね満足できる」

学習状況への変容が見られた。

４年生「ふしのとくちょうを感じ取ろう」

では,「あたらしいえがお」の歌い方を工夫

する活動で，前半のはずんだ感じの旋律と後

半のなめらかな感じの旋律を生かして歌う場

面を「音楽的な感受や表現の工夫」の観点で

評価した。前半のはずんだ旋律をスタッカー

ト唱で，後半のなめらかな旋律をレガート唱

で表現したいという思いは，全員がもつこと

ができた。このことは，範唱ＣＤの聴き取り

や楽譜をもとに描いた旋律線や，これまでに

学習してきた「あいのあいさつ」や「ピチカ

ートポルカ」と比較した発言や学習プリント

から判断できた。表現するときは，旋律の特

徴を感じ取りながら歌ってはいるものの，や

やリズムを曖昧に歌っているところもあった。

このことから，３拍子の拍の流れにのって付

点のリズムを感じ取ったり，二分音符や付点

二分音符を十分に保って歌ったりするなど，



児童が旋律やリズムを正確にとらえて歌う指

導を行う必要があると考える。

【後半をなめらかに歌う様子】

５年生「重なり合う音の美しさを味わおう」

では，３つの和音の響き（Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ）を感

じ取り「静かにねむれ」の主旋律に合う和音

を選んで，和音伴奏に合わせて歌う場面を「音

楽的な感受や表現の工夫」の観点で評価した。

児童一人一人が主旋律に合わせて和音を演

奏し，第３フレーズに合うⅣ→Ⅰ→Ⅰ→Ⅴを

選び，和声の響きを感じる活動を行った。

【和音を選ぶ活動の様子】

ほとんどの児童は，「おおむね満足できる」

状況と判断できたが，５人の児童が戸惑って

いた。そこで，主旋律に対して分かりやすい

協和音と不協和音の聴き比べをしたり，歌い

比べをしたりして，和声の響きを感じ取らせ

るよう支援を行った。その結果，２名の児童

は不協和音を感じ取ることができたので「お

おむね満足できる」と判断した。繰り返し主

旋律と和声の響きを感じ取らせたり聴き比べ

させたりして，音の重なりやその変化の美し

さを感じ取らせる指導を行うことが有効であ

ると分かった。

６年生では，「赤とんぼ」「箱根八里」を聴

いて，いろいろな合唱形態を知り，声の特徴

や美しさを感じ取って聴く活動で，それぞれ

のよさを振り返り, 次時の学習に生かそう

とする場面を「音楽的な感受や表現の工夫」

の観点で評価した。児童は，独唱（重唱）の

美しさや，女声合唱の透き通ったやさしい感

じ，男声合唱の歌の広がりや厚み，温かさな

どを感じ取って学習プリントに書いていたの

で「おおむね満足できる」と判断した。鑑賞

活動で音楽的な特徴に着目できていない２名

の児童については，学習プリントに記入する

際に「どちらがきれいに重なっていると感じ

たのかな。」と問いかけ，板書や他の児童の

発言を参考にさせた。その結果，「おおむね

満足できる」学習状況になったと判断した。

【第４時鑑賞活動の学習プリントより抜粋】

３ 成果の普及と今後の展望

研究の成果として，一題材一単位時間の具

体的な評価規準を設定したことで，目標の焦

点化を図ることができ，指導内容を吟味する

ことができた。

そして，学習過程のどの段階で，誰が，ど

のように評価するのかを明確にすることで，

目指す児童の姿が明らかになるとともに，「努

力を要する」と判断されそうな児童への具体

的な支援を行うことができた。このような計

画的な評価を行ったことで，教師の授業評価

はより確かなものになった。課題としては，

個々の児童へのより細やかな支援の工夫，自

らの伸びを実感させる学習ノートの工夫等が

残されている。

研究の成果については，10月の研究発表会

で，各学年の授業と全校音楽集会を公開した。

また，本校ホームページにおいても，児童

一人一人が自分の思いを豊かに表現している

姿を掲載している。
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