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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≫

生徒一人一人に応じた思考・判断・表現力

を高めていく音楽科学習指導の創造

～我が国や郷土の伝統的な音楽への感受

を深める段階を大切にした学習活動を通し

て～

【研究の要点】

1 学校の概要

本校は，福岡県の西部に位置し，海や山といった豊か

な自然に囲まれている。校区内では昔から長く続く行事

も多数あり，各地区ごとに根付いた生活習慣や地域の特

質をもっている。生徒は全体的に素直ではあるが，学力

は，諸調査結果から，基礎・基本の定着が不十分であり，

思考力・判断力・表現力の育成の必要がある。

2 主題と主題設定の理由

＜主題＞

生徒一人一人に応じた思考・判断・表現力を高めてい

く音楽科学習指導の創造 ～我が国や郷土の伝統的な音楽

への感受を深める段階を大切にした学習活動を通して～

＜主題設定の理由＞

音楽科の学習場面においても，基礎的な知識・技能の

習得やその知識・技能を生かす思考力・判断力・表現力

にも課題があり，解決するためには，音楽を表現したり

鑑賞したりする学習過程を充実させ，その豊かさや美し

さを十分に味わわせることが必要だと考えた。身近な郷

土の伝統音楽などを題材にした学習活動を通して，音楽

への思いやイメージをもとに思考・判断し，音楽で表現

したり言語を用いて音楽の味わいを表したりするなどの

過程を重視し，伝統的な音楽への関心を高め，文化の継

承や発展へとつなげていきたい。

3 研究の対象

【音楽的な感受や表現の工夫】の観点を中心に３年間を

通じて「郷土の伝統音楽の教材化」を調査研究の対象と

した。生徒にとって身近な郷土の伝統音楽を教材とする

ことが音楽に対する思いやイメージをもち，それを基に

思考・判断し，音楽で表現したり，音楽の味わいを言葉

にしたりする活動の充実を図ることができると考えた。

4 評価の具体例

観点１【音楽への関心･意欲・態度】

郷土の音楽の発声・音色，言葉の特性を生かした節回し

の表現に関心をもち意欲的に表現したり，鑑賞したりし

ている。

評価方法（様相観察）（学習ﾌﾟﾘﾝﾄ）

観点２【音楽的な感受や表現の工夫】

発声・音色，言葉の特性を生かした節回しの表現の特徴

を感じ取ったり，曲の雰囲気や曲想を感じ取ったりし，

表現を工夫している。

評価方法（様相観察）（学習ﾌﾟﾘﾝﾄ）

観点３【表現の技能】

福岡県や志摩の郷土の音楽に合う発声法・音色・言葉の

特性を生かした節回しを表現することができる。

評価方法（演奏活動）

観点４【鑑賞の能力】

発声法や言葉の特性・節回しを生かした表現方法を理解

し，それらをもとに曲の特性や曲の雰囲気と背景となる

文化・歴史を結び付け，自分の言葉でよさを伝えている。

評価方法（学習ﾌﾟﾘﾝﾄ）

5 成果と課題

○郷土の伝統音楽の教材化を図ったこと

○郷土の伝統的な音楽を繰り返し表現したこと

○これまでの経験や体験と自分なりの価値を関連付けて，

そのよさや味わいを言語を用いて表し仲間と共有したこ

と，これらにより様々な音楽や音楽文化への理解につな

がったこと

●郷土の伝統音楽の教材化について実践的な研究を深め，

既習したことを生かし効果的な学習展開を図ること

●思考力・判断力・表現力を高め，生徒自身がもつ価値と

向き合わせていくこと



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，福岡県の西部に位置し，海と山に

囲まれた自然豊かなところにあり，農畜産業

や漁業の盛んな地域である。住民の結束が強

く，校区内では昔から長く続く行事も多い。

また，各地区ごとに根付いた生活習慣や地

域の特質をもっている。しかし，九州大学の

移転や大型ショッピングセンターの建設に伴

って，新興住宅地が増加し，家族構成も核家

族が多く見られるようになった。その結果，

三世代，四世代と構成された家族や地域のつ

ながりが少しずつ薄れてきている。生徒数は

年々減少傾向にあるが，17学級の中規模の中

学校である。生徒は全体的に素直で，多くが

部活動に積極的に参加している。

一方，学力については，全国や福岡県の諸

調査結果から，基礎・基本の定着が不十分で

あり，思考力・判断力・表現力の育成に課題

があることが明らかになった。

２ 学校の概要（平成22年5月1日現在）

1年 2年 3年 特別支援 計

学級

学級数 5 5 5 2 17

生徒数 161 180 166 4 511

教員数 34名（1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

生徒一人一人に応じた思考・判断・表現力

を高めていく音楽科学習指導の創造

～我が国や郷土の伝統的な音楽への感受

を深める段階を大切にした学習活動を通し

て～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校の生徒の学力は，全国学力・学習状況

調査や福岡県学力実態調査の結果から，基礎

・基本の定着の不十分さと思考力・判断力・

表現力の育成に課題があることが明らかにな

った。また，音楽科の学習場面においても，

基礎的な知識・技能の習得やその知識・技能

を生かす思考力・判断力・表現力にも課題が

見られる。このような課題を解決するために

は，音楽を表現したり鑑賞したりする学習の

過程を充実し，その豊かさや美しさを十分に

味わわせる必要があると考える。

本研究においては，身近な郷土の伝統音楽

などの学習活動を通して，日本人としての自

分自身の感覚を研ぎすませ，音楽への思いや

イメージを具体的にもたせたいと考える。

そして，その音楽への思いやイメージをも

とに思考・判断し，音楽で表現したり言語を

用いて音楽の味わいを表したりするなどの過

程を重視していきたい。さらに，伝統的な音

楽を表現することへの関心を高めることで，

伝統的な音楽文化の継承や発展へとつなげて

いきたいと考える。

○［調査研究の対象］

【音楽的な感受や表現の工夫】の観点を中

心に３年間を通じて「郷土の伝統音楽の教材

化」を調査研究の対象とした。

音楽の学習においては，生徒がこれまでに

身に付けた知識や技能を生かしながら，音楽

に対する感性を働かせ，感じ取ったことに基

づいて，自分の思いやイメージをもち，表現

の工夫を重ねていく活動を行うことが大切で

ある。その結果，生徒は，音楽活動の基とな

る音楽を形づくっている要素を知覚・感受し，

それらの働きをどのように工夫するかについ

て考えたり，音そのものや音楽のよさなどを

感じ取ったりする経験を繰り返すことで，生

徒自身にとっての音楽の価値を見いだすこと



ができると考える。このような学習を進める

に当たって，生徒にとって身近な郷土の伝統

音楽を教材として扱うことが音楽に対する思

いやイメージを具体的にもち，それを基に思

考・判断し，音楽で表現したり，音楽の味わ

いを言葉にしたりする活動を充実させること

に有効であると考えた。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

題材名「郷土の音楽に親しもう」

この題材では，表現と鑑賞を関連付けた学

習に取り組んだ。題材構成は，表現（３時間）

鑑賞（１時間）とした。

表現領域，1「福岡県や校区内の郷土の音

楽を知る。(1)郷土の音楽を聴き，曲の特徴

をつかむ。」学習活動では観点１【音楽への

関心･意欲・態度】の評価規準を【郷土の音

楽の発声・音色，言葉の特性を生かした節回

しの表現に関心をもち意欲的に表現したり，

鑑賞したりしている。】として，【様相観察・

学習プリント】で学習の実現状況を把握して

いった。ここでの学習活動では郷土の音楽の

背景を知り，楽曲を聴きそれぞれの曲の特徴

をつかんでいくようにした。

【資料１】学習プリントの記入内容の例

この学習プリントでは，①どのような演奏形

第1学年
分野（領域） 内容項目 具体の題材 評価の観点

Ａ表現 A- 「祝いめでた・桜
（1）ア， 井の盆唄」の声の 観点１

イ 出し方・音色，節 観点２
回しや語感をつか 観点３
み，表現の工夫点
を考え歌おう。

Ｂ鑑賞 B- 「郷土の音楽に親
ア，イ しもう」 観点１

福岡県の郷土の 観点２
音楽を鑑賞し，曲 観点４
の特徴を感じ取り，
聴き味わおう。

態の表現か②郷土の音楽が祭りのどの場面で

歌われているか③これまでの既習学習の合唱

と比較して郷土の音楽の特徴はどうであるの

か，ということを考えて記述していることが

わかる。学習プリントに聴き取ったことから

自分の考えをまとめ記述させることで，生徒

の学習の実現状況を的確に把握することがで

きた。さらに，学習プリントだけではなく様

相観察を行うことにより，演奏を聴いた後，

自分の声で，音色や声の出し方の違いを感じ

たままに発することで確認している生徒も多

数いたことを把握することができた。学習プ

リントの記述内容では的確に記述することは

できなかったが，様相観察により生徒一人一

人の声の出し方や特徴的な部分だけをとらえ

表現しているところから，積極的に郷土の音

楽の特徴を自分の声でつかんでいたことが分

かった。このような学習状況から評価「おお

むね満足」以上の生徒が93％であった。

表現領域，2「郷土の音楽をモデルを参考

に節回しや言葉の特徴をまとめ，うたう。」

3「郷土の音楽を工夫して表現する。」学習活

動では観点２【音楽的な感受や表現の工夫】

の評価規準を【発声・音色，言葉の特性を生

かした節回しの表現の特徴を感じ取ったり，

曲の雰囲気や曲想を感じ取ったりし，表現を

工夫している。】として，ここでも【様相観

察・学習プリント】での評価方法で学習の実

現状況を把握した。ここでの学習活動では，

郷土の音楽を自分たちで表現するために聴い

工夫点を付箋にまとめる生徒



た曲を真似てみたい点・工夫したい点の２点

を学習プリントにまとめさせた。

【資料２】学習プリントの記入内容の例

この学習プリントにはなぜそのように表現

したいのか，という理由が記述されていたり，

郷土の音楽そのものから聴き取った歌詞の響

きが記述されていたり，音の動きそのものを

線で表現したりしていることが見取れる。

また，様相観察において声で表現している

生徒の声の特徴の変化を学習状況として把握

することができた。

このように的確に生徒の学習状況を把握で

きたのは，①真似たい点・工夫したい点の２

点を付箋にまとめる，②仲間と交流した中で

共感した点を別の付箋にまとめる，③最終的

に自分の考えを整え表現の工夫へと結び付け

まとめる，というように各段階別に付箋の色

を変え記述させ，活動班を活用した交流を行

ったからだと考える。また，学習活動の構成

をパターン化して生徒が取り組みやすく見通

しをもてるようにしたことも有効であったと

考える。そして，互いの意見や考えを交流さ

せたことで，例えば，「促音が歌詞の中には

ないが歌い手は促音を入れて歌っている」と

いう他者の気づきから，自分の考えを振り返

り，「だからためているように感じて，たっ

ぷり歌うように考えていたんだ」と考えを付

加修正していく姿が見られた。このように，

記述内容と様相観察を組み合わせながら学習

の 実現状況を把握していった。

表現領域，3「郷土の音楽を工夫して表現

する。」学習活動では観点３【表現の技能】

の評価規準を【福岡県や志摩の郷土の音楽に

合う発声法・音色・言葉の特性を生かした節

回しを表現することができる。】として，こ

こでは【演奏活動】での評価方法で学習の実

現状況を把握した。この学習活動では，活動

班別に表現の工夫をしながら演奏を練り上げ

ていく場面において，特に発声法で既習学習

での合唱とは違う曲種に応じた声の出し方に

ついて，声の揺れやコブシ，言葉の特性を生

かした節回しの表現に視点をあて，最終的な

活動班での発表から学習状況を把握していっ

た。この学習活動では，２曲の郷土の音楽を

それぞれ１単位時間ずつ行い学習を段階的に

活動班で工夫点を出し合う生徒

活動班で演奏表現を練り上げる生徒



行えるようにした。１時目は，発声法に視点

をあてて演奏表現を繰り返し行った。２時目

は，声の揺れや言葉の特性を生かした節回し

に視点をあてて演奏表現を繰り返し行った。

このことにより，それぞれの時間での評価

のポイントがより明らかになり，実現状況を

的確に見取ることができた。また，表現の技

能の学習状況の把握において，「努力を要す

る」と判断された生徒も，段階的に評価の視

点が示されたことで，自分の学習状況に合っ

た表現に繰り返し取り組み，技能面を積み上

げることができ，「おおむね満足」できると

判断される状況に変容していった。

これは，学習の実現状況を２時間にわたり

評価することによって，より丁寧に学習の実

現状況を把握することができ，個に応じた支

援ができたためだと考える。

鑑賞領域，4「郷土の音楽を鑑賞し，紹介

文をまとめる。」学習活動では観点４【鑑賞

の能力】の評価規準を【発声法や言葉の特性

・節回しを生かした表現方法を理解し，それ

らをもとに曲の特性や曲の雰囲気と背景とな

る文化・歴史を結び付け，自分の言葉でよさ

を伝えている。】として，ここでは学習プリ

ントによる評価方法で学習の実現状況を把握

するようにした。この学習活動では，これま

で郷土の音楽を表現することで学習を深めて

きたが，改めて鑑賞することで，郷土の音楽

活動班で演奏を披露する生徒

のよさや味わいをより具体的に実感できるよ

うに仕組んでいった。郷土の音楽が演奏され

る実際の映像を基にして鑑賞を深め，自分た

ちの演奏と比較しながら楽曲と向き合い，知

覚・感受したことを学習プリントに書き込み

その内容を他者へ伝えるという設定で学習の

実現状況を把握した。

【資料３】学習プリントの記入例

発声・音色について記述した内容

発声･音色と言葉の特性について記述した内容

お薦めの郷土の音楽についてまとめる生徒



これらの学習プリントでは発声･音色，言

葉の特性を感じ取りながら自分なりの曲に対

しての価値をまとめている。「手を叩いてこ

すりながら歌うとその雰囲気が出る」「促音」

の「っ」が入るとリズミカルで楽しい」楽曲

全体の雰囲気をよさとして感じ取っているこ

とが分かる。

【資料４】学習プリントの記入例

これらの学習プリントでは文化的な内容と自

分の思いや考えを照らし合わせながら味わい

や曲のよさをまとめている。祭りの映像や歌

を聴き「誇りに思う」「受け継がれていく間

に声の揺らし方や味わいが変わったかもしれ

ないがそれも音楽のよいところ」「自分の地

域にも同じようなものが残っている」「かけ

声と曲が合っている」など曲の持つ雰囲気を

聴き味わっていることが分かる。ここでは，

これまでの表現領域の学習と関連付けながら

楽曲を鑑賞すること，自分でも演奏表現でき

文化的内容（祝いめでた）を記述した生徒

文化的内容（桜井の盆唄）を記述した生徒

る曲を他者へ薦めるものとして学習プリント

を作成したことで，生徒の楽曲への思いや価

値付けを見取ることができたと考えられる。

このことが生徒一人一人の評価を的確に行う

ことにつながった。

今後の改善点としては，観点２【音楽的な

感受や表現の工夫】の付箋を使用した学習プ

リントを，生徒の知覚・感受したことが明ら

かになり，思考の過程がより見取りやすく評

価しやすいものへと工夫することがあげられ

る。また，付箋以外のもので学習状況を把握

できるものを工夫すること，様相観察におけ

る判断のポイントを明らかにすることもあげ

られる。

観点４【鑑賞の能力】の評価方法において

は，記述式の学習プリントのみでの学習状況

の把握ではなく，様相観察や発言なども組み

合わせて見取るようにする工夫が必要だと考

える。

３ 成果の普及と今後の展望

我が国や郷土の伝統音楽について表現と鑑

賞を関連付けた研究を行ってきた。学習の場

において，郷土の伝統音楽の教材化を図るこ

と，郷土の伝統的な音楽を繰り返し表現する

こと，これまでの経験や体験と自分なりの価

値を関連付けて，そのよさや味わいを言語を

用いて表し仲間と共有することで，これまで

以上に様々な音楽や音楽文化への理解につな

がることが分かった。

この研究の成果は，地区の教科等研究会に

おいて授業公開と併せて公表している。

今後は，更に郷土の伝統音楽の教材化につ

いて実践的な研究を深め，既習したことを生

かしながら効果的な学習展開を図ることが必

要であると考える。また，学習の各段階を通

して，思考力・判断力・表現力を高め，生徒

自身がもつ価値と向き合わせていくような授

業改善に努めていきたい。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 山梨大学教 育人間科学部附属
ふ り が な やまなしだいがくきよういくにんげんか が く ぶ ふ ぞ く

中 学校
ちゆうがつこう

校 長 名：宮澤 正明

所 在 地：山梨県甲府市北新１－４－２

電話番号： 055-220-8310

(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≫

音楽的な感受を基盤とした思考・判断・表

現する力をはぐくむ ～音楽を形づくって

いる要素をもとに，表現領域と鑑賞領域と

の関連を図った題材構成を通して～

【研究の要点】

１，主題設定の理由

個別学習や少人数によるグループ活動などを通して，生徒

自らが思考・判断し，表現を工夫したり，聴いた音楽のよさや

美しさなどを相手に伝えたりすることのできるような学習を展

開する。このことにより，音楽的な感受を基盤として，思考・判

断・表現する一連の過程を重視した学習を推進するための指

導及び評価の在り方を研究することが本研究のねらいであ

る。

２，研究の対象と評価の具体例

（１）平成２０年度 第１学年

〔題材名〕自分たちのイメージに合った歌唱表現をしよう

〔題材の目標〕楽曲のフレーズを意識し，強弱や速度の変化を工

夫して表現することの楽しさを感じ取り，歌唱表現及び鑑賞を

する。

〔評価の具体例〕 一斉学習において，要素の働き（強弱や速度

の変化など）が聴き取りやすい範唱教材を聴いて，フレーズを

意識して強弱や速度の変化を知覚・感受し，気付いたことを学

習シートに言葉や音楽記号を用いて記述する場面の学習活

動について，観点２【音楽的な感受や表現の工夫】の評価規

準「速度・強弱を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲

気を感受している」をあてて，観察と学習シートによる評価方

法で実現状況を把握した。

（２）平成２１年度 第２学年

〔題材名〕箏の様々な奏法を理解し，「さくらさくら」に親しもう

〔題材の目標〕音色や旋律などと奏法とのかかわりが生み出す曲

想や箏の基礎的な奏法に関心をもち，意欲的に器楽表現や鑑

賞をする，他。

〔評価の具体例〕ペア学習において，様々な奏法を用いて「さくら

さくら」の表現の工夫に取り組む場面の学習活動について，観

点１【音楽への関心・意欲・態度】の評価規準「音色や旋律な

どと奏法とのかかわりが生み出す曲想や箏の基礎的な奏法

に関心をもち，意欲的に器楽表現をしている」と観点２【音楽的

な感受や表現の工夫】の評価規準「音色や旋律などと奏法と

のかかわりを感じ取って，それを生かした表現をどのように工

夫するかについて考えている」をあてて観察及び学習シートに

よる評価方法で実現状況を把握した。

（３）平成２２年度 第３学年

〔題材名〕自分のイメージにふさわしい歌をつくろう

〔題材の目標〕旋律の仕組みに関心をもち，意欲的に旋律を創

作する、他。

〔評価の具体例〕個別学習において，２部形式（a-a'-b-a'）のｂの

旋律創作を工夫する場面の学習活動について，観点１【音楽

への関心・意欲・態度】の評価規準「旋律と和音とのかかわり

に関心をもち，意欲的に旋律創作をしている」と観点２【音楽的

な感受や表現の工夫】の評価規準「ｂの部分にふさわしい音

高，フレーズを感じ取って旋律創作の表現を工夫している」を

あてて，観察及び学習シートによる評価方法で実現状況を把

握した。

３，成果と課題

○各題材において，個別学習や少人数グループ学習を仕組

むとともに，学習シートなどの評価方法を工夫することによっ

て，生徒一人一人が，音楽を形づくっている要素を知覚・感受

しているか，さらに，それらに基づきながら，どのように表現を

工夫するかについての学習の実現状況を把握することができ

た。

●目標の実現状況を把握するために，ねらい，教材，学習活

動の展開などに応じて，適切な評価規準を設定するとともに，

観察，学習シート，演奏，批評など評価方法を一層工夫・改善

していく必要がある。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，県庁所在地である甲府市の北部に

位置し，山梨大学教育人間科学部に隣接した

附属学校として毎年，全教科において自主公

開研究会を行っている。生徒は，知的好奇心

がとても強く，興味・関心をもって主体的に

授業に取り組んでいる。保護者の学校教育へ

の期待は大きく，様々な面で支援・協力体制

が整っている。

本校では，生徒の実態をふまえ，生徒の健

全な育成を図るべく平成２０年度より研究主

題「知の再構成をめざして～かかわりを生か

した学習過程の工夫」を設定し，3カ年計画

で研究を推進している。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ 計

年 年 年

学級数 4 4 4 12

生徒数 160 159 157 476

教員数２２名（１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

「音楽的な感受を基盤とした思考・判断・

表現する力をはぐくむ」～音楽を形づくっ

ている要素をもとに，表現領域と鑑賞領域

との関連を図った題材構成を通して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

中央教育審議会における「幼稚園，小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指

導要領等の改善について」(答申)の中では，

「音楽に関する用語や記号を音楽活動と関連

付けながら理解することなど表現と鑑賞の活

動の支えとなる指導内容を〔共通事項〕とし

て示し，音や音楽を知覚し，そのよさや特質

を感じ取り，思考・判断する力の育成を一層

重視する。」ことが挙げられている。また，

PISA調査の結果にもみられるように，我が国

の子どもたちには上位の国々に比べて読解力

が不足している点が浮き彫りになっている。

これらを受けて，音楽科においては，音楽

を形づくっている要素を知覚し，それらの働

きが生み出す特質や雰囲気を感受し，それを

もとに，生徒一人一人が試行錯誤して表現し

たり，主体的に味わって鑑賞したりする学習

の充実が求められている。

そこで，個別学習や少人数によるグループ

活動などを通して，生徒自らが思考・判断し，

表現を工夫したり，聴いた音楽のよさや美し

さなどを相手に伝えたりすることのできるよ

うな学習を展開する。このことにより，音楽

的な感受を基盤として，思考・判断・表現す

る一連の過程を重視した学習を推進するため

の指導及び評価の在り方を研究することが本

研究のねらいである。

○［調査研究の対象］

平成２０年度

第１学年（現行の学習指導要領による）

分野（領域） 内容項目 具体の題材 評価の観点

歌唱 Ａ（１） 自分たちのイメー 1,2,3

ア，キ， ジに合った歌唱表

ク 現をしよう

鑑賞 Ｂ（1）ア 1,2,4

平成２１年度

第２学年（新学習指導要領による）

分野（領域） 内容項目 具体の題材 評価の観点

器楽 Ａ（２） 箏の様々な奏法を 1,2,3

ア，イ 理解し，「さくらさ

鑑賞 Ｂ（1）ア くら」に親しもう 1,2,4

〔共通事項〕 ア，イ



平成２２年度

第３学年（新学習指導要領による）

分野（領域） 内容項目 具体の題材 評価の観点

創作 Ａ（３） 自分のイメージに 1,2,3

ア ふさわしい歌をつ

くろう

〔共通事項〕 ア，イ

中学校音楽の３年間の学習を見通して，音

楽科としてはぐくむ学力を明らかにした題材

の構造化を図ることを目指した。〔共通事項〕

を支えとして，音楽を形づくっている要素を

知覚・感受し，思考・判断・表現する一連の

学習過程を重視し，1年生，2年生で学習して

身に付けたことを3年生で総合的に働かせな

がら学習することを想定して，本調査研究に

取り組んだ。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1)第１学年

〔題材名〕

自分たちのイメージに合った歌唱表現をしよう

〔題材の目標〕

・楽曲のフレーズを意識し，強弱や速度の変化

を工夫して表現することの楽しさを感じ取り，

歌唱表現及び鑑賞をする。

○評価の具体例１

一斉学習において，要素の働き（強弱や速度

の変化など）が聴き取りやすい範唱教材を聴いて，

フレーズを意識して強弱や速度の変化を知覚・感

受し，気付いたことを学習シートに言葉や音楽記

号を用いて記述する場面の学習活動について，観

点２【音楽的な感受や表現の工夫】の評価規準「速

度・強弱を知覚し，それらの働きが生み出す特質

や雰囲気を感受している」をあてて，観察と学習

シートによる評価方法で実現状況を把握した。

○考察及び指導の改善

近隣の中学校の音楽教師の協力を得て，要素の

働き（強弱や速度の変化など）が聴き取りやすい

範唱教材を作成し活用した。この範唱教材を生徒

に繰り返し聴かせ，フレーズを意識して強弱や速

度の変化を知覚・感受したかどうかの実現状況に

ついて学習活動の観察及び学習シート【資料１参

照】への記入内容から見取った。

【資料１ 学習シート】

学習シートには，歌唱教材の楽譜と歌詞を示し，

気付いたことを自分なりの言葉や音楽記号を用い

て記述させた。この評価方法は効果的であったが，

音楽用語や音楽のイメージに関する語彙を用いて

書くことに課題がみられ知覚・感受したことを言

葉などで表すことができるような指導へと改善を

図る必要がある。

○評価の具体例２

グループ学習において，フレーズを意識して強

弱や速度の変化を知覚・感受したことをもとにし

て，歌唱表現を工夫する場面の学習活動について，



観点２【音楽的な感受や表現の工夫】の評価規準

「速度・強弱の変化が生み出すフレーズの表現の

違いなどを感じ取って，歌唱表現を工夫している」

をあてて，観察による評価方法で実現状況を把握

した。

○考察及び指導の改善

男女各２人計４人の少人数グループ学習形態を

とり，表現の工夫に取り組ませた。グループごと

にキーボード，拡大楽譜，音楽記号（強弱記号・

速度記号）のカードを用意し，グループ内でそれ

らを活用しながら意見交換をさせた。特に，楽譜

に音楽記号のカードを置きながら，どのように工

夫するかを考え，それを視覚化できるようにした

ことは，すべてのグループの考えた工夫を確認す

る上でも大変有効であった。このような活動の状

況を観察し，生徒になぜそのように工夫したのか

といった意図などを聴き取り，表現の工夫が実際

の歌唱で生きるように息の使い方や速度の変化の

させ方などの技術的な指導も行った。一人一人の

生徒の実現状況を把握するためには，学習環境の

整備，効果的な教具の活用が求められる。

グループ学習で歌唱表現の工夫を考えている様子

(2)第２学年

〔題材名〕

箏の様々な奏法を理解し，「さくらさくら」

に親しもう

〔題材の目標〕

・音色や旋律などと奏法とのかかわりが生み出

す曲想や箏の基礎的な奏法に関心をもち，意欲

的に器楽表現や鑑賞をする。

・様々な奏法による音色や旋律などの変化を知

覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を

感受して，イメージを膨らませながら表現を工

夫する。

・表現したいイメージを膨らませながら，箏の

基礎的な奏法を生かして表現する技能を身に付

ける。

・音色や旋律などの音楽を形づくっている要

素，箏の多様な奏法が生み出す曲想を味わって

鑑賞する。

○評価の具体例

ペア学習において，様々な奏法を用いて「さく

らさくら」の表現の工夫に取り組む場面の学習活

動について，観点１【音楽への関心・意欲・態度】

の評価規準「音色や旋律などと奏法とのかかわ

りが生み出す曲想や箏の基礎的な奏法に関心

をもち，意欲的に器楽表現をしている」と観点

２【音楽的な感受や表現の工夫】の評価規準「音

色や旋律などと奏法とのかかわりを感じ取っ

て，それを生かした表現をどのように工夫する

かについて考えている」をあてて，観察及び学

習シートによる評価方法で実現状況を把握した。

○考察及び指導の改善

本題材では，箏の様々な奏法の中から２つを選

び，「さくらさくら」の演奏の中で用いることと

し，自分たちのイメージに合った表現の工夫を考

えさせた。その際，「さくらさくら」のどの部分

にどの奏法を取り入れるのか，自分たちの考えを

学習シート【資料２参照】に示した楽譜に記入さ

せたことによって，生徒の工夫や考えを把握する

ことができた。また，ペア学習で互いの工夫につ

いて意見交流したことを自分の考えと区別して記



入させることで，ペア学習の様子を把握すること

もできた。この評価方法は有効であったが，生徒

の工夫や考えを端的に記入できるような学習シー

トの工夫・改善が求められる。

【資料２ 学習シート】

ペア学習で表現の工夫をしている様子

(3)第３学年

〔題材名〕

自分のイメージにふさわしい歌をつくろう

〔題材の目標〕

・旋律の仕組みに関心をもち，意欲的に旋律を

創作する。

・言葉のリズム・様々な音の組合せによる旋律

を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲

気を感受して，イメージを膨らませながら表現

を工夫する。

・言葉のリズムや抑揚，旋律と和音のかかわり

を生かして，イメージに合った旋律をつくる技

能を身に付ける。

○評価の具体例

個別学習において，２部形式（a-a'-b-a'）の

ｂの旋律創作を工夫する場面の学習活動につい

て，観点１【音楽への関心・意欲・態度】の評価

規準「旋律と和音とのかかわりに関心をもち，意

欲的に旋律創作をしている」と観点２【音楽的な

感受や表現の工夫】の評価規準「ｂの部分にふさ

わしい音高，フレーズを感じ取って旋律創作の表

現を工夫している」をあてて，観察及び学習シー

トによる評価方法で実現状況を把握した。

○考察及び指導の改善

本題材では，言葉のもつリズムや和音進行を手

掛かりにしながら旋律をつくっていく過程が分か

るような学習シート【資料３参照】を作成して用

いた。この学習シートへの記入内容と，鍵盤ハー

モニカやソプラノリコーダーで音を出しながらｂ

の部分の旋律創作を工夫しているところの観察か

ら実現状況を把握した。

【資料３ 学習シート】



学習シートに「aと雰囲気を変えたい」，「この

詩の一番に伝えたいところなので，高い音を使い

全体に波ができるように考えた」など，どのよう

に音楽で表したいのかについての記述がみられ，

生徒の思いや意図を把握することができた。一方,

生徒にとって自分の思いや意図を書き込みやすい

学習シートであったかどうか，さらに，知覚・感

受したことをもとにしながら，表現を工夫してい

く活動の過程に即した学習シートになっていたか

どうか，といった点で，一層の工夫・改善が求め

られる。

個別学習で旋律創作の工夫をしている様子

３ 成果の普及と今後の展望

３年間にわたり，研究主題に沿って，音楽科と

してはぐくむ学力を把握するため，その前提とな

る題材構成の工夫・改善を図り，指導と評価の在

り方などについて実践的に研究を進めてきた。

(1)成果

① 1年目は「歌唱と鑑賞」，2年目は「器楽と

鑑賞」，3年目は「創作」の計３つの題材構成

とその評価の在り方について実践検証を行う

ことができた。

② ①のそれぞれの題材において，個別学習や

少人数グループ学習を仕組むとともに，学習

シートなどの評価方法を工夫することによっ

て，生徒一人一人が，音楽を形づくっている

要素を知覚し，それらの働きが生み出す特質

や雰囲気を感受しているか，さらに，それら

に基づきながら，どのように表現を工夫する

かについての学習の実現状況を把握すること

ができた。

(2)課題

① 生徒自らが，主体的に音楽の構造などをと

らえ，雰囲気や特質などを感じ取り，試行錯

誤しながら表現を工夫したり，音楽のよさや

美しさなどを味わって聴いたりすることがで

きるような題材構成や学習指導の展開などに

ついて一層の整理が必要である。

② 目標の実現状況を把握するために，ねらい，

教材，学習活動の展開などに応じて，適切な

評価規準を設定するとともに，観察，学習シ

ート，演奏，批評など評価方法を一層工夫・

改善していく必要がある。

(3)今後の展望

これまでの３年間の実践を事例案集としてま

とめ，県内の音楽科の先生方に配布したい。ま

た，音楽教育研究会における研修会等の機会に，

実践内容や成果・課題を紹介するなどして，普

及にあたっていきたい。

そして，本調査研究への取組をもとに，学習

内容と指導内容等との関係を更に整理し，より

適切な学習指導とその評価を行うことができよ

うにし，音楽科としてはぐくむ学力の把握に関

する研究を今後も継続して行っていきたい。
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