
 

音楽科 
 

感性を働かせ、主体的・創造的に音楽を  

伝えようとする児童を育てる指導の工夫  

 
                                                

１ 研究主題について 

(1) 主題設定の理由 

本校音楽科では、前研究主題「音楽的感受性を高め、豊かに表現する児童を育てる指導の工

夫」を受けて、平成２９年度より研究主題を「感性を働かせ、主体的・創造的に音楽を伝えよ

うとする児童を育てる指導の工夫」とし、研究を進めてきた。これまでの研究による成果（○）

と課題（●）は、以下のとおりである。  

○思いや意図を根拠に、よりよい演奏を目指して思考を働かせ、音楽表現に生かしている。 

○鑑賞の学習では、音楽を形づくっている要素を基に、音楽的な見方・考え方を働かせること

ができるようになってきている。 

●音楽表現をする際の他者意識が低い。具体的には、思いや意図について意見交換しながらと

もによりよい音楽表現を追求したり、互いに音楽を聴き合う中で、積極的にそれぞれのよさ

を見付けたり取り入れたりすることが少ないということである。 

●鑑賞の学習が一過性のものになってしまい、表現領域の学習に関連付けたり題材を越えて知

識を活用したりする力が十分に身に付いていない。  

以上のことを基に、本年度は、協働して音楽活動を体験することを重視し、児童同士が音楽

のよさや価値等について伝え合うことができるようにしていく。その中で、表現領域と鑑賞領

域の関連を図り、豊かな表現力の基となる感性を働かせながら主体的・創造的に自分の音楽表

現を追究できるようにしたいと考え、本研究主題を設定した。  

なお、研究主題の「感性」については、学習指導要領解説音楽編（平成２９年７月）に次の

ように記されている。 

｢音楽に対する感性｣とは、音楽的な刺激に対する反応、すなわち、音楽的感受性と捉えるこ

とができる。また、音や音楽の美しさなどを感じ取るときの心の働きを意味している。児童が、

音楽を形づくっている要素を聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白さ、美しさを感じ

取ることを支えとして、自ら音や音楽を捉えていくとき、児童の音楽に対する感性が働く。 



また、「音楽を伝えようとする」については、以下のように捉えている。  

「音楽を伝えようとする」とは、表現領域及び鑑賞領域で児童同士が音楽を共有し、そのよ

さや価値等を他者に伝えようとすることである。その際、協働して音楽活動をする楽しさにつ

いても重視していく。協働して音楽活動をする楽しさとは、音や音楽及び言葉のコミュニケー

ションを図りながら友達と音楽表現をしたり音楽を味わって聴いたりする楽しさなどである。 

(2) 音楽科で目指す児童像 

   本校音楽科では、本校研究主題の下、目指す児童像を下図のように設定した。 

     感性を働かせている児童        主体的・創造的に音楽を伝えようとしている児童 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 本校研究主題との関わり 

本校音楽科では、「水平思考力」「垂直思考力」「協働的思考力」を以下のように捉えた。 

水平思考力：よりよい表現（音楽表現及び言語表現）を目指して、それを実現させるための方

法を考えたり、生み出したりする力 

垂直思考力：よりよい表現（音楽表現及び言語表現）を目指して、明確な根拠の下に考えや表

現の方法を絞り込んでいく力 

協働的思考力：よりよい表現（音楽表現及び言語表現）を目指して、他者と協働して表現したり

音楽を味わって聴いたりする力 

水平思考力とは、多様な観点で、複数の考えを生み出す力である。音楽科では、様々な表現

の方法を試したり、聴き取ったことから想像を広げたり楽曲を分析したりする場面で活用する

ことができる。垂直思考力とは、課題に対する自分の考えを再構成する力である。音楽科では、

試行錯誤した中から適切な表現方法を選んだり、感じ取ったこととその根拠を結び付けたりす

る場面で活用することができる。協働的思考力とは、他者を理解し、人と関わり合う力である。

音楽科では、多様な観点で音楽を捉えたり、思いや意図を深めたりするなどの活動の際に活用

することができる。よって、本校音楽科研究主題は、本校研究主題と関連している。 

○音楽を共有して、そのよさや価値等か

ら思いや意図をもち、音楽表現を工夫

して他者に伝えることができる児童  

○音や音楽及び言葉のコミュニケーショ

ンを図りながら、友達と音楽表現をし

たり音楽を味わって聴いたりすること

ができる児童 

○音楽を聴いて感受したことを基に、思い

や意図を広げ、よりよい音楽表現を考え

ることができる児童 

○自分の思いや意図に合った音楽表現を選 

んだり決めたりすることができる児童  

○音楽的な見方・考え方を働かせて鑑賞す

ることができる児童 

協働して音楽活動を体験する中で、  

音楽のよさや価値等について伝えることができる児童の姿  



２ 主題にせまるための研究内容及び方法 

本校音楽科研究主題にせまるために、以下のような視点と手立てを講じ、実践を行った。 

視点１ 表現領域と鑑賞領域の関連を図った指導の工夫  

 

 

 

 

 

手立て① 音楽を形づくっている要素を焦点化して鑑賞し、聴取したことを共通の知識とする。 

楽曲のよさを捉えるためには、観点をもって聴くことが必要である。そのため、鑑賞の学習を

する際は、題材を見通し、意図をもって観点を設定するようにする。一人一人の児童が感性を働

かせて捉えた音楽を形づくっている要素を共通の知識として価値付けることで、表現領域の活動

でも知識を更新しながらより豊かな音楽表現を求める姿につなげるようにする。 

手立て② 表現領域と鑑賞領域の関連を図った学習過程を設定する。 

手立て①を受け、焦点化された音楽を形づくっている要素が学習の土台となるように、表現領

域と鑑賞領域が関わり合うような題材を設定し、双方を関連させていく。その際に、表現と鑑賞

が相乗的に高まっていく学習となるように意図的に計画するようにする。 

視点２ 音楽科における思考力，判断力，表現力等を育む指導の工夫  

 

 

 

 

 

手立て③ 音や音楽を比較する活動を通して、 

音の特徴や、音楽を形づくっている要素とその働きを聴き取るようにする。 

音楽の特徴やよさを感じ取ったり、思いや意図に合った適切な表現を考えたりする際に、比較

する学習活動を取り入れていく。複数の楽曲を聴き比べるだけでなく、他者の意見や過去の自分

の考え、作品などの様々な比較対象を提示するようにして、主体的に音楽に関われるようにする。 

手立て④ 児童一人一人の表現に対する思いや意図を重視した学習過程を設定する。 

思いや意図をもつためには、児童一人一人が目指す音や音楽をイメージできるような学習課

題の設定が不可欠である。その上で、手立て③で得たことを基にして、よりよい表現に向けて試

行錯誤する時間を十分に確保するようにする。また、思いを音や音楽で表現する方法（意図）に

ついては、教師の提示だけでなく、他者との交流の中でヒントを見出せるようにする。  

（納見 梢） 

適切な表現を 

考える 
豊かに表現する 

適切な表現を 

選び、決める 

 習得と活用を繰り返す中で、新たな学習過程を通して更新していく。 

表 現 

 

鑑 賞 表 現 鑑 賞 

 知識 
知識の広がり 

知識の深まり 

音楽に対して 

思いや意図をもつ 

音楽を聴き、感受した

ことを基に、よりよい

表現を考える力。 

自分の思いや意図に合った適切な表現を選

んだり、決めたりすることができる力。また、

自分や他者の演奏を客観的に評価する力。 

これまでの音楽活動を生かし

て、自分の思いや意図を音や音

楽で表現し、伝えようとする力。 



３ 実践例

実践事例１

表現領域と鑑賞領域の関連を図った指導の工夫

５年「旋律が重なり合うよさを味わおう」を通して

(1) 実践のねらい

高学年の歌唱では、歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら、曲の特徴に

ふさわしい表現を工夫し、どのように歌うかについて思いや意図をもつことが求められている。

そのためには、曲想と音楽を形づくっている要素との関わり合いを感じ取り、既習や新出の知識

や技能を生かして表現を工夫することが必要になってくる。また、表現を工夫する中で、自らの

思いや意図に合った表現を選択していく経験を積むことが大切である。しかし、曲想を感じ取り

音楽を形づくっている要素と結び付けられても、経験の少ない学習（本実践では旋律の重なり方）

に関しては思いや意図をもちにくく、表現の工夫にも結び付かない実態が見られた。

そこで本実践では、鑑賞領域で学習したことを表現領域に関連付けることで、思いや意図をも

ちやすくした。まず、「アイネ クライネ ナハトムジーク第１楽章」を鑑賞し、旋律の重なり方

の違いやよさを感じ取り、それらを生かして「いつでもあの海は」の旋律の重なる部分をどのよ

うに歌うか思いや意図をもつようにした。そして、対位的な重なりと和声的な重なりをそれぞれ

どのように表現するか話し合うことで、鑑賞で学習した旋律の重なり方の違いやよさと関連付け、

表現に生かすことができるようにした。

(2) 手立て

①音楽を形づくっている要素を焦点化して鑑賞し、聴取したことを共通の知識とする。

→焦点を絞って「アイネ クライネ ナハトムジーク第１楽章」を鑑賞し、感じたことを他者と共

有することで、旋律の重なり方の違いやよさについて考えを広げて共通の知識とすることがで

きるようにする。

②表現領域と鑑賞領域の関連を図った学習過程を設定する。

→題材の初めに鑑賞領域の学習を設定し、旋律の重なり方の違いやよさを十分に味わうことで、

表現領域における工夫に生かすことができるようにする。

(3) 指導の実際

① 題材名 旋律が重なり合うよさを味わおう

② 題材の目標

◯旋律の重なり方の違いやよさを聴き取り、それらを生かした表現について、どのように演奏

するか自分の思いや意図をもつようにする。

③ 教材 鑑賞教材「アイネ クライネ ナハトムジーク第１楽章」

歌唱教材「いつでもあの海は」

④ 実践記録

活動の実際 教師の働きかけと意図

［手立て①について］

◯音楽を形づくっている要素を焦点化して鑑賞し、聴取したことを共通の知識とする。

Ｔ ：「アイネ クライネ ナハトムジーク第１楽章」を聴い ◯楽曲を聴く際に、聴く視点を焦

てみましょう。 点化し、旋律の重なり方の変化

Ｔ ：重なり方はどのように変化していましたか。 に気付けるようにする。

Ｃ１：最初は一緒に演奏していたのに、途中からおいかけっ ○旋律の重なり方が変化した所で



このように分かれていました。 挙手をし、互いにどこで気付い

Ｃ２：主な旋律と伴奏に分かれる所がありました。 たのかを把握して話合いに生か

せるようにする。

○曲を分断提示して繰り返し聴い

たり比較したりすることで、旋

律の重なり方の違いからそれぞ

れのよさを見付けることができ

Ｔ ：では、どんなよさがありますか。グループで話し合い るようにする。

ましょう。 ○他者と考えを伝え合い、共感し

Ｃ３：みんなで一斉に演奏する部分は、色々な音の高さが混 たり比較したりすることで違い

じり合って、一体感が生まれます。迫力も出るし、厚 やよさの感じ方を広げられるよ

みが生まれます。 うにする。水【発想する】

Ｃ４：主な旋律と伴奏に分かれる部分は、伴奏が旋律を引き ◯児童から挙がった発言を板書す

立てたり、リズム感を出して曲に動きを出しています。 ることで、それぞれの重なり方

Ｃ５：おいかけっこする部分は、それぞれの音色のよさがよ のよさに関して全体で共有し、

く分かります。交互に演奏し合っているのでお話して 共通の新たな知識にできるよう

いるように感じます。 にする。水【連想する】

Ｃ６：旋律の重なり方の違いによって印象が変わって、それ

ぞれに違ったよさがあります。

【旋律の重なり方の違いやよさに

ついて話し合う児童の様子】

［手立て②について]

◯表現領域と鑑賞領域の関連を図った学習過程を設定する。

Ｔ ：「いつでもあの海は」の旋律の重なり方を工夫して歌 ○斉唱で歌う部分、対位的な重な

ってみましょう。 りで歌う部分、和声的な重なり

Ｃ１：おいかけっこする部分は、「アイネ クライネ ナハト で歌う部分の違いについて復習

ムジーク第１楽章」で学習したことを生かし、それぞ し、鑑賞で得た知識を思いや意

れのパートの歌い出しに気を付けて、お互いがしっか 図に結び付けられるようにする。

り聴こえるように歌いたいです。 ○拡大譜と鑑賞の図形譜を照らし

Ｃ２：同じリズムで重なる部分は、主な旋律が目立つように 合わせることで、重なり方を視

歌いたいです。 覚的に捉え、「アイネ クライネ

ナハトムジーク第１楽章」と「い

つでもあの海は」を比較できる

ようにする。垂【分析比較する】

○おいかけっこする部分は、歌詞

にも着目して歌い方を工夫でき

るようにする。

旋律の重なり方の違いについて「アイネ クライネ ナハトム

ジーク第１楽章」の鑑賞と関連付けた発言があり、鑑賞で見

付けたよさを表現に生かそうとする児童が見られた。児童の

発言を共有することで、さらに鑑賞と表現をつなげようとす

る様子が見られた。

児童は、「アイネ クライネ ナハトムジーク第１楽章」

の、重なり方が変化した所で手を挙げ、変化に気付きながら

聴いていた。重なり方の違いを知覚することができた児童は

多くいたが、それぞれのよさについて感じ取ったり言語化し

たりすることが難しい児童が見られた。

旋律の重なり方の違いやよさに関して、個で鑑賞したことを

他者と伝え合い、共感したり比較したりすることで、感じ方

が広がった。また、学級全体で共有し、共通の知識とするこ

とで、表現領域に生かすための基をつくることができた。鑑

賞で学習した違いやよさを、全体で共有が図れたところで

［手立て②］の活動を行い、重なり方に合った歌い方につい

て、思いや意図をもって表現活動ができるようにする。



【拡大譜と鑑賞の図形譜をてらし合わせて重なり方を捉えて ○同じリズムで重なる部分はＩＣ

いる板書】 Ｔ機器を用いて録音して自己の

演奏を振り返り、さらに表現が

適切になるように試行錯誤でき

るようにする。

○拡大譜に児童の発言をまとめる

ことで、重なり方の違いによる

表現の工夫を視覚的に捉えられ

るようにする。

(4) 考察

手立て① 音楽を形づくっている要素を焦点化して鑑賞し、聴取したことを共通の知識とする。

鑑賞の際、音楽を形づくっている要素を焦点化することで全児童が同じ観点で鑑賞を深めるこ

とができた。また、知覚したことや感受したことをその場で他者と伝え合うことで、共感したり

比較したりすることができ、多様な感じ方を共有するとともに、聴取したものを共通の知識とす

ることができた。この学習が手立て②の学習の基盤となり、表現領域と鑑賞領域の関連をより深

いものとしている点から、この手立ては有効であったといえる。

手立て② 表現領域と鑑賞領域の関連を図った学習過程を設定する。

鑑賞で得た、旋律の重なり方の違いとよさについての知識を学級で共有し、新たな知識とする

ことで、それぞれが表現するときの思いや意図をもつための手がかりとすることができた。鑑賞

曲と歌唱曲を比較して、その知識を基に思いや意図をもち、表現の工夫を考える児童の姿から、

鑑賞領域と表現領域の関連を図った学習過程が効果的であったといえる。

（早 船 剛）

歌唱の学習のまとめに、グループごとの歌唱を全体で聴き合い、思いや意図に合った表現の工夫

についての共有化を図った。また、全体で歌唱する際にはグループごとの工夫を一つの拡大譜にま

とめ、演奏に生かせるようにした。授業の最初では思いや意図に適した表現が分からずに戸惑いを

見せていた児童も、鑑賞の学習を想起することで、旋律の重なり方にふさわしい歌い方を考える様

子が見られた。このことから、表現領域と鑑賞領域の関連を図った学習過程を設定することで、思

いや意図をもつための基盤ができ、試行錯誤をしながら表現の工夫を考えることができたといえ

る。

鑑賞領域で学習したことを想起し、

表現領域の曲と比較することで、そ

れぞれの旋律の重なり方にはどのよ

うな歌い方の工夫がよいか思いや意

図をもちやすくなった。



実践事例２

音楽科における思考力，判断力，表現力等を育む指導の工夫

２年「音のたかさのちがいをかんじとろう」を通して

(1) 実践のねらい

音楽づくりの思考力，判断力，表現力等とは、音楽づくりの発想を得る際や、音楽の仕組みを

用いてどのように音を音楽にしていくかについて思いや意図をもつ際に発揮される力である。

本実践では、音遊びの活動の際に、それぞれの児童がかえるの鳴き声や様子を表す音を考え、

それらを比較聴取することで音の特徴に気付くようにした。音楽づくりの中で音を音楽にしてい

く際に、様々な音の組み合わせ方を見付けて試すことで、思いにあった組み合わせ方を考える（垂

【取捨選択する】）ことができるようにした。また、このとき教師が児童の実態に応じて意図的

に他の児童とつなげることで、協働的思考力を働かせて友達と関わり合いながら、思いにあった

音の組み合わせ方を考えるようにした。

(2) 手立て

③音や音楽を比較する活動を通して、音の特徴や、音楽を形づくっている要素とその働きを聴き

取るようにする。

→視覚資料（かえるのイラスト）を基に、かえるの鳴き声や様子を表す音を考える。互いに見付

けた音を比較聴取することで、高さや長さ、音色などの音の特徴に気付き、音楽づくりの発想

を得られるようにした。

④児童一人一人の表現に対する思い（や意図）を重視した学習過程を設定する。

→二匹のかえるの様子を表している場面を一つ選び、場面に合う鳴き声や様子を表す音の組み合

わせ方をペアになって考える。児童が様々な音の組み合わせ方を実際に試しながら選ぶように

する（垂【取捨選択する】）ことで、自分たちの思いにあった組み合わせ方を考えられるよう

にした。このとき、教師が意図的に異なる組み合わせ方をしている児童をつなげたり、自分た

ちの組み合わせ方に自信をもっている児童と他の児童をつなげたりすることで（価値付け）、

児童が協働的思考力を働かせ、より思いに合った音の組み合わせ方を考えられるようにした。

(3) 指導の実際

① 題材名 音のたかさのちがいをかんじとろう

② 題材の目標

○音の高さや長さ、音色などの特徴を聴き取り、呼びかけとこたえ、反復を生かして、どのよ

うな音楽にするか思いをもつようにする。

③ 教材 「かえるの音あそび」（音楽づくり）

④ 実践記録

活動の実際 教師の働きかけと意図

［手立て③について]

◯音や音楽を比較する活動を通して、音の特徴や、音楽を形づくっている要素とその働きを聴き

取るようにする。

Ｔ ：（イラストを提示し）どのような音が聞こえますか。 ○大きいかえるや小さいかえる、

Ｃ１：ケロケロッと鳴いていそう。 階段を跳んでいるかえるなど、

Ｃ２：ピョーンと跳んでいる音もあるよ。 音の違いが表れそうなイラスト

Ｔ ：鳴き声や様子を表す音がありますね。皆さんが見付け を提示する。

た音を聴き比べてみましょう。



Ｔ ：聴き比べてみて、どのような違いがありましたか。 ○映像を伴って声を記録すること

Ｃ３：同じ鳴き声でも、人によって高さが違います。 で、誰の声か判別できるように

Ｃ４：人によって、声の大きさも違うよ。 する。

Ｔ ：高さが大きさが違うと、どんなかえるをイメージしま

すか。

Ｃ５：高くて小さな声だと、子供のかえるだと思います。

Ｃ６：大きな声だと、元気なかえるだと思います。

Ｔ ：高さや大きさによって色々なかえるが想像できます

ね。他に違いはありましたか。

Ｃ７：ピョンとピョーンだと、長さが違います。

Ｃ８：舌を丸めて声を出すと、かえるみたいな声になります。

【各自がつくったかえるの音を比較聴取している児童】

［手立て④について]

◯児童一人一人の表現に対する思い（や意図）を重視した学習過程を設定する。

○以下の３種類のイラストを提示

し、音楽の仕組みを生かして音楽

づくりに取り組むようにした。

①二匹が向かい合っている場面

Ｔ ：ペアごとに、イラストにあった音楽がつくれましたね。 ②二匹が階段を交差して跳んでいる場面

私もお話をしている音楽をつくったのですが、もっと ③二匹が隣同士で鳴いている場面

面白くしたいと考えています。何かいいアイデアはあ ○教師のつくった音楽を基にして

りますか。 本時の活動のモデルを示すこと

Ｃ１：私たちのペアでは、声の最後の高さを上げたり下げた で、学習の見通しがもてるよう

りすることで、質問したり答えたりしている様子を表 にした。

すことができたので、それを使うとよいと思います。

Ｔ ：いいですね。皆さんも友達のつくった音楽を聴いて、 ○新しい組み合わせ方を考えたら

よりよい音楽にしてみましょう。 実際に試すようにすることで、

－ペア同士で関わり合いながら、互いの音楽を紹介し合う－ 思いにあった音楽になっている

Ｃ２：もっとお話をしている様子になるように表したいけれ かどうか確かめるようにする。

ど、どうすればいいのだろう。

【前時でＣ２とＣ３がつくった音楽】

Ｔ ：Ｃ４たちも話している場面だけど、全然違う風につく ○Ｃ２とＣ３がつくった音楽には

っていたよ。聴きに行ってみたら？ ［呼びかけとこたえ］が使われ

ていなかった。Ｃ４とＣ５は、

①の二匹が向かい合っている場面を「話してる」様子と

捉えて表しているが、同時に重ねる組み合わせ方しか使

っておらず、思いにあった音楽がつくれていなかった。

Ｃ２

Ｃ３

高さや大きさといった音の特徴と

具体的なかえるのイメージをつな

げることができている。

前時では、二匹のかえるがいるイラストを複数提示し、ペア

で音楽づくりの活動に取り組んだ。ペアで相談しながら、そ

れぞれの「かえるの音楽」をつくることができた。



【前時でＣ４とＣ５がつくった音楽】 ［呼びかけとこたえ］を生かし

て音楽をつくっていたため、Ｃ

２とＣ４を関わらせることで、

Ｃ２とＣ３が自分達の思いにあ

った音楽をつくれるようにした。

（価値付け）

Ｔ ：友達のつくった音楽を聴いて、よりよい音楽になりま 【つくった音楽を紹介し合っている児童】

したか。

Ｃ２：Ｃ４とＣ５の音楽を生かして、前半では、交互に話す ○児童が様々な組み合わせ方の中

音の組み合わせ方を使いました。言葉の最後の音の高 から実際に試しながら選べるよ

さを上げたり下げたりして、かえるたちが遊びについ うにすることで、自分達の思い

て話し合っている様子を表すことができました。 にあった音の組み合わせ方を考

【本時でＣ２とＣ３がつくった音楽】 えることができるようにする。

(4) 考察

手立て③音や音楽を比較する活動を通して、音の特徴や、音楽を形づくっている要素とその働

きを聴き取るようにする。

児童が見付けたかえるの音を比較する活動を取り入れることで、高さや長さ、音色などの音の

特徴に気付くことができた。さらに、気付いた音の特徴から具体的なイメージをもつことができ

た。いくつもの音を比較し、音の特徴を捉えることで、具体的なイメージを想起し、表現につい

ての思いをもつきっかけができたため、この手立ては有効であったといえる。

手立て④児童一人一人の表現に対する思い（や意図）を重視した学習過程を設定する。

児童がつくった音楽をよりよいものにするために、違う組み合わせ方をしている他の児童と意

図的につなげ、児童同士が関わり合うようにした。その結果、新たな組み合わせ方に気付き、児

童が自分の思いにあった表現を選択することができた。よって、この手立ては有効であったとい

える。また、協働的思考力を働かせて垂直思考スキル【取捨選択する】をより発揮したことで、

音楽科における思考力，判断力，表現力等が高まったと考えられる。 （三橋 博道）

場面はＣ２とＣ３と同じだが、「遊ぶ相談をしている」様子と捉え、［呼

びかけとこたえ］を使って、二匹が交互に話すような音楽をつくってい

た。また、音の最後に矢印（↗や↘）を付け、音の高さを変え、より話をし

ている様子を表すことができていた。

Ｃ５

Ｃ４

Ｃ２

Ｃ３

前半は、Ｃ４の音楽から得た［呼びかけとこたえ］を使って、

二匹が交互に話す様子を表していた。また、音の最後に矢印

（↗や↘）を付け、音の高さを変え、二匹が質問したり答えたり

する様子を表すことができた。 垂【取捨選択する】

後半は前時と同様に同じ音を重ねる

組み合わせを使っている。また、全

体を通して具体的に話している言葉

まで考え、思いにあった音楽をつく

ることができた。垂【取捨選択する】



４ 研究の成果と今後の課題 

(1) 研究の成果 

本校音楽科では、「感性を働かせ、主体的・創造的に音楽を伝えようとする児童を育てる指

導の工夫」という研究主題の下、協働して音楽活動を体験することに重点を置き、２つの視点

から研究を進めてきた。それぞれの視点の成果は以下のとおりである。  

 

視点１ 表現領域と鑑賞領域の関連を図った指導の工夫  

   ○鑑賞の学習をする際に意図をもって観点を設定したことで、全員が共通の音楽を形づくって

いる要素の働きに着目し、実感を伴って理解を深めることができた。 

○児童によっては、楽曲の特徴やよさを十分に感受しているとは言えない実態も見られたが、

初発の段階における知識としての価値付けや共有を行ったことで、表現領域の活動では、知

識を更新しながらより豊かな音楽表現を求める姿が見られた。 

 

視点２ 音楽科における思考力，判断力，表現力等を育む指導の工夫  

   ○自分と他者の作品を比較する学習を取り入れたことで、音の高さや長さ、音色などの音の特

徴を具体的に捉え、思いや意図に合った適切な表現を考える活動に結び付けることができ

た。そこから目指す音楽表現に対して具体的なイメージをもち、さらに思いを広げる姿が見

られた。 

   ○目指す音や音楽をイメージできるような学習課題を設定することで、児童一人一人が明確な

思いや意図をもつことができた。それらは、他者と交流する際の軸となり、児童が主体的・

創造的に音楽を伝えようとするきっかけになっていた。 

 

(2) 今後の課題 

    上記より、これまでの研究から課題として挙げていた、「他者意識の観点をもつこと」は解

消されつつあることが分かった。しかし、「鑑賞の学習が一過性のものになっている」という

点については、今後も継続して研究する余地がある。具体的には、鑑賞の学習を、音楽表現を

高めるための手段として捉えるだけでなく、音楽表現を鑑賞に生かすといった相互性の高まり

が必要だということである。そのためには、日々の授業の中で、新学習指導要領で明示された

「知識」に関する項目についての指導と評価を充実することが重要だと考える。今後も、児童

自ら音楽的な見方・考え方を働かせるべく授業改善を図り、感性を働かせ、音楽と豊かに関わ

れる児童の育成に努めていきたい。 

 

 

 

（納見 梢） 


