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沖縄県の小・中学校における郷士音楽学習の現状と課題
一音楽担当教諭へのアンケート調査を手がかりに－
津田正之＊

ActualSituationandsomeProblemsofLocalMusicLearninginOkinawa

-BasedonQuestionnairesbyElementaryandJuniorHighSchoolMusicTeachersMasayukiTsuda

1．研究の目的と方法

・学習の成果

１．１．研究の目的

・大学での学習歴etc…

・自己研修の内容

沖縄の人々の生活に強く浸透している。音楽のジャ
ンルも、琉球王朝時代からの古典音楽、民謡やわ
らべ歌といったいわゆる伝統音楽をはじめ、新民
謡、沖縄フォーク、沖縄ロック、沖縄ポップ、沖
縄ハードコアなどのポピュラー音楽に至るまで多
岐にわたる。さらに、本島、八重山、宮古に代表
されるように、各地域によっても独自の文化圏が

いくつか共通する内容の調査は、すでに1993年
に大山伸子によって行われている。沖縄県内の中
学校音楽担当教諭を対象にした調査である。11
1993年当時の状況を知る貴重な研究成果である。
大山調査から10年。BEGINの音楽作品に代表
される沖縄音楽ブーム、中学校における和楽器の
必修化、総合的な学習の時間の創設…。学校や子
どもたちを取り巻く音楽文化状況や学校教育の状
況も変化した。こうした変化と連動し、沖縄県の
学校教育における郷土音楽学習の現状も変わりつ

存在している。

つある。

沖縄県は、日本のなかでも特有の豊かな音楽文
化を有している地域である。ハーリー、エイサー
などの芸能、三線の音色に象徴される沖縄音楽は、

こうした豊かな音楽文化状況を有する沖縄県に
おいて、学校教育における郷土音楽学習がどのよ

うに展開されているのか、その現状と課題の一端
を明らかにすることが本稿の目的である。
そのために、県内の小・中・高等学校の音楽担
当教諭を対象に、郷土音楽学習に関するアンケー
ト調査を実施した。次のような内容である。
・導入率、実施形態

・授業についての教師の意識や受け止め方
・学習内容、学習形態、使用楽器、教材曲
・学校外の人材の活用
・悩みや問題

そこで本稿では、アンケート調査の結果を大山
調査のデータとの比較もとり入れながら現状を報
告する。それを踏まえ、沖縄県の郷土音楽学習に
おける10年の変化とその要因、さらに今後の課題
について述べる。

１．２アンケート調査の方法

研究の素材とした小・中学校音楽担当教諭への
アンケート調査は次のように実施した。

（１）調査期間：2003年２月から３月末
（２）回答者：県内国公私立小・中学校音楽
専科（音楽担当）教諭：

、琉球大学教育学部
－１４９－
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小学校284校宛、中学校172校216教諭宛

音楽活動と結びついた芸能も含みます」

（３）調査方法：質問紙法：質問紙（巻末）を小・

尚、比較の対象とした大山伸子の調査は、１９９３

中学校に送付し返送をお願いする。

年８～９月に沖縄県内国公立中学校164校217教諭

（４）調査票作成：

に実施したものである。回答率は52.1％（113／

執筆者が作成、現場教師数名の意見を聴き、加

217）であった。

除修正した。大山調査と比較可能な項目について

以下、今回の調査を2003年調査と呼び、２００３

は、質問文の語句の統一に配慮した。

(小)、２００３（中）と表記する。大山調査を1993年

（５）有効回答数：

調査と呼び1993（中)2)と表記する。

小学校40.5％（115／284）

中学校39.8％（８６／216）

3．アンケート調査の結果

計40.2％（201／500）
尚、個々の質問項目における欠損については、

３．１導入率とその形態

欠損を除いた分を母集団とした。

はじめに、郷土音楽学習を学校教育に取り入れ

（６）用語：

る必要性についての教師の意識をみる。資料１

郷土音楽、あるいは郷土の音楽といった用語は、

(Ｑ８）は、導入の必要性に関する教師の意識を

いわゆる古典や民謡などの伝統音楽を想起させる

調査したものである。

場合も多い。郷士音楽学習という用語は、伝統色

2003年調査では、全員の回答者が「大いにある」

の強い教材曲の学習に対して使われるイメージも

｢またはある程度ある」と回答している。小・中

あるが、本調査では伝統音楽に限定せず、沖縄の

教諭とも、郷土音楽を取り入れる必要性を強く意

あらゆる音楽や芸能を対象にする。そのことを回

識している。一方、1993年（中）調査は、99.1％

答の留意事項で次のように説明した。

が「はい」と回答している。1993年（中）調査も

「本調査では、『沖縄県の郷土音楽』を『沖縄
の音楽や芸能』という言い方にしております。

2003年調査でも、必要性の意識の高さは変わらな

『沖縄の音楽の芸能』は、古典音楽や民謡・わら

その理由についての自由記述をみると、2003年

べ歌といったいわゆる伝統音楽だけではなく、沖

調査では、「郷土の文化を知らせたり、理解させ

縄のポピュラー音楽や沖縄を題材にした音楽作品、
歌三線、エイサー、琉舞、組踊など、音楽活動や

ることは大事だから」「郷土の音楽文化を理解・

い。

継承、発展させたい」「郷土を愛し、誇りをもつ

資料１Ｑ８あなたは、学校教育に「沖縄の音楽や芸能」を取り入れる必要があるとお考えですか。
回大いにある■ある程度ある□あまりない国全くない
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※1993年の調査は「はい」「いいえ」で回答、「はい」99.1％、「いいえ」09％である。
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ようにさせたい」に類する回答が多かった。１９９３

10年前と比較して導入率は大きく向上している。

年（中）調査でも、必要性の要因として「文化継

10年前も導入の必要性に関する意識は高かったも

承・郷土愛」といった文化的要因が強いという結

のの、それが必ずしも実践に結びついていなかっ

果が出ている。

た。理念と実践の距離は縮まっていると言えよう。

教師の郷土音楽導入の必要性に関する意識とそ
の理由も、１０年前とほぼ同じである。

では、どのような授業形態で取り入れられてい

るのか。資料３（Q10）を見てみる。

資料２（Ｑ９）は、学校教育に郷土音楽学習が

2003年調査では、小学校86.2％、中学校78.8％

どの程度導入されているのかを調査したものであ

が、全員が履修する音楽科の授業に郷土音楽の学

る。

習を導入している。

2003年調査では、小学校で99.2％、中学校で

一方、1993年（中）調査は「音楽科の授業で定

93.0％が学校教育全体のなかに、何らかの形で郷

時に（カリキラュム化）実践していますか」の質

土音楽取り入れている。

問で「はい」と答えた割合である。1993年（中）

1993年（中）調査では65.5％であることから、

調査ではく必修〉の文字を入れていない。必修.

資料２Ｑ９あなたの学校は、学校教育活動に「沖縄の音楽や芸能」を取り入れておられますか。

闇いる■いない
1993（中）

2003（小）

2003（中）

ｖＩ１

ｌＩｐｐＩＩ
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資料３Ｑ1oあなたの学校は、「音楽科の（必修）授業」を取り入れておられますか。

園いる■いない
1993（中）

2003（小）

2003（中）
0％10％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％
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選択の両方を含んだ割合が59.6％だと考えられる。

答も見られる。この点を含んでみていただきたい。

こうしてみると、音楽科の必修授業での導入率

この調査結果で特徴的なのは、小学校と中学校

も10年前と比較して大きく向上している。小学校

との差である。小学校では年間指導計画への位置

にくらべると、中学校のパーセンテイジが若干下

づけているのは39.2％に過ぎないのに対し、中学

がる。中学校では選択のみで実施している学校も

校では86.3％に上る。

少なくないことを想定することができる。

なぜか。その理由として考えられるのは、公的

資料４（Ｑ１０－１）は、音楽科の必修授業で実

に和楽器を用いることが義務化された中学校と、

施する郷土音楽学習が、年間指導計画にどの程度

そうでない小学校との差である。中学校の場合、

位置づけられているのかを調査したものである。

和楽器学習の一環として郷土音楽学習を年間指導

この調査項目は音楽科の必修授業に限定したつ

計画に明記することが多い。一方、小学校の場合、

もりであった。だが、質問方法が明確でなかった

音楽集会や学芸会などの行事などとリンクして郷

ために、選択授業や音楽科以外の授業も含んだ回

土音楽を取り扱うことも多い。教科の学習として、

資料４Ｑ1０－１年間指導計画に位置づけていますか。

霞いる■いない

2003（小）

2003（中）

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％

資料５【音楽家の（必修）授業以外での郷土音楽学習】
Ｑ１１あなたの学校は、音楽科の授業以外で、沖縄の音楽や芸能を取り入れていますか。

鬮いる■いない
1993（中）

2003（小）

2003（中）
0

％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％
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年間計画や学年段階の見通しの上に意図的・計画

習が音楽科の授業以外にも広がりを見せていると

的に実施している教諭は必ずしも多くないことを

捉えることができるだろう。

資料６．７（Ｑ11-1）は、音楽科の（必修）

読み取ることができる。

資料５（Ｑ11）は、音楽科の（必修授業）以外
で、どの程度、郷土音楽を導入しているのかを調

授業以外で、郷土の音楽をどのような場面で取り
入れているのかを示したものである。

資料６は2003年（小）の場合である。クラブ活

査したものである。

1993年（中）調査のデータが41.5％なのに対し、

動では、およそ半数に近い46.2％、集会活動では

2003年調査では小学校94.6％、中学校82.7％が音

41.9％、総合的な学習の時間でも29.2％の学校が

楽科の必修授業以外においても郷土音楽の学習を

郷土音楽を取り入れている。

取り入れていることがわかる。1993年（中）調査
では「課外授業で実践していますか」の質問に

間では、平和学習に関連させて《月桃》（詞・曲：

活動の内容の記述を見ると、総合的な学習の時

｢はい」と答えた割合で、選択は含んでない。

海勢頭豊)、《さとうきび畑》（詞・曲：寺島尚彦）

2003年（中）調査では、選択を含んだ割合である。

を扱ったり、郷土学習の一環として、三線を中心

この点を割り引いても、中学校では、郷土音楽学

に、組踊、エイサー、沖縄音楽についての調べ学

資料６Ｑ１１－１あてはまる項目、すべてにＯをつけて下さい。
《2003（小)》

総合
集会
クラブ

その他
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習などを展開するケースが多くみられる。

小学校・中学校とも、音楽科の授業、総合的な

集会活動では、全校音楽朝会に、季節や行事と

学習の時間、音楽集会や学芸会や学習発表会など

と関わらせて沖縄の歌を取り入れるケースが多い。

の行事とリンクして展開する場合が多い。音楽科

とくに先の《月桃》や《さとうきび畑》は慰霊の

の授業や総合的な学習の時間での取り組みを学習

日の前の集会で歌われる。

発表会で披露したり、音楽科の授業、総合的な学

クラブ活動では、三線、エイサー、芸能クラブ

習の時間、行事の時間から少しずつ時間を確保し

などがあるが、圧倒的に三線クラブの活動が多い。

て、まとまりのある郷土音楽学習を組織する例が

その他では、運動会の種目として半ば必須化し

目立っている。

ているエイサーをはじめ、学芸会や学習発表会で

歌や合奏、エイサー、地域との結びつきの強い郡

３．２授業内容（使用楽器、教材曲など）

部では地域のイベントや行事などの記述が多くみ

資料８（Ｑ１０－２）は、授業で取り入れている

られた。

楽器や領域、学習形態などを調査したものである。

資料７は2003年（中）の場合である。選択音楽

音楽科の必修授業についてのものであるが、その

では70.6％の学校が郷土音楽学習を取り入れてい

他の授業内容と思われる記述も若干含んだデータ

る。その活動のほとんどが三線を扱ったものであ

となっている。

る。とりわけカンカラ三線づくりが多い。

一方、資料９は、1993年（中）調査で「教材楽

総合的な学習の時間においても、40.6％の学校

器は何ですか」という問いに対する回答である。

が郷土音楽の学習を取り入れている。郷土の文化

2003年調査では、沖縄の音楽や芸能の学習にお

や伝統芸能の学習、三線の文化や歴史の調べ学習、

いて、三線を用いている学校が小学校69-2％、中

カンカラ三線づくりが主な活動内容である。

学校では72.5％になる。リコーダーは小学校で

その他、文化祭、運動会でのエイサー、学習発

47.3％、中学校で30.4％である。それに対して

表会、中文運の発表などの記述があった。

業で取り入れている「沖縄の音楽や芸能」の学習すべてに、○をつけてください。

卍旛

資料８Ｑ

1993（中）年では、リコーダーが44件、三線が2６

： 摩
三線

琉球和楽器

歌唱

リコーダー奏

アンサンブル

中学校

5０

1５

4０

2１

４

割合

72.5％

21.7％

58.0％

１４％
30.4％

5.8％

小学校

6３

5５

7０

4３

１

割合

69.2％

60.4％

76.9％

47.3％

1.1％

音楽鑑賞

文化や歴史の学習

創作表現活動

教科横断的活動

コンピュータの活用

中学校

2９

1５

６

１

５

割合

42.0％

21.7％

8.7％

1.4％

7;2％

小学校

3９

1５

８

８

１

割合

42.9％

16.5％

8.8％

8.8％

1.1％

資料９

）調査

「教材楽器は何ですか」についての回答
【中学校での教材楽器】（）件数

に
合奏
３

4.3％

2３

25.3％

その他
３

4.3％
４

4.4％

リコーダー（44)、三線（26)、パーランクー（６）、島太鼓（６）、ピアノ（４）、レコード（４）、
三板くサンバ〉（３）、四つ竹（３）、琉球琴（２）、吹奏楽（２）、アコーディオン、ビデオ、
エレキベース、木琴、電子楽器ドラムス、トランペット、タンバリン、ギター、ボンゴ、打楽器
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件である。中心となっている楽器がリコーダーか

教材曲の傾向で特徴的なのは、沖縄ポップが大
きな位置を占めていることである。小学校で33.4

ら三線へと確実に移っていることがわかる。
小・中学校の差で目立つのは、琉球和楽器や合

％、中学校で20.5％になる。小学校では《島人ぬ

奏活動である。琉球和楽器は小学校で60.4％に対

宝》、《涙そうそう》、《童神》（詞：古謝美佐子・

し中学校で21.7％である。合奏は小学校25.3％に

曲：佐原一哉)、中学校でも《島人ぬ宝》、《涙そ

対して中学校4.3％である。さらに教科横断的な

うそう》がベストテンに入っている。とりわけ

活動も中学校はわずが1.4％である。小学校の方

《島人ぬ宝》は、小・中学校ともに最も使用され

が多様な形態を採っている。教科担任制の中学校

た教材曲である。沖縄本土復帰30周年イメージソ

に比べて小学校の方が、広がりのある音楽学習活

ングとして、ＮＨＫ沖縄で2002年３月から１年間

オンエアされ、県民的な支持を集めるとともに、

動を展開しやすい状況にあるからであろう。

また全体的にはアンサンブル活動（小学校1.1

％、中学校5.8％)、創作表現活動（小学校8.8％、

全国的な沖縄音楽ブームを牽引した作品である。

一方、1993年（中）調査で、「指導方法を具体
的に記述して下さい（例：『谷茶iii、をリコーダー

中学校8.7％）も少ない。

資料10は、ＱｌＯ－３及びQ11に書かれていた教

材曲の傾向をまとめたものである。具体的な曲名
のみをすべてピックアップし、小学校で305、中

でどのように？）」という質問項目に対して記さ

れた教材曲名を一覧にしたのが資料11である。

1993年（中）調査と2003年調査を比較してみる。

学校で200の回答をジャンルで分類したものであ

第一に、扱われた教材曲の数や種類が飛躍的に

る。さらに巻末には、ピックアップしたすべての

増加していることである。データのとり方の違い

教材曲を記している。

はあるものの、一瞥してこの天は顕著である。

ここで言う沖縄歌曲は、沖縄を題材とした音楽

第二に、そのなかでも沖縄ポップが大きな位置

作品で共通語（ヤマトグチ）と西洋の音楽語法で

を占めるようになったことである。1993年（中）

つくられた作品を指す。《えんどうの花》（詞：金

の場合、ポップスは、Ｊボップの《島唄》（詞・

城栄治・曲：宮良長包)、《芭蕉布》（譜久原恒男）
などがそれである。沖縄ボップは、ウチナンチュ

曲：宮沢和史)、沖縄ポップの《ハイサイおじさ

(沖縄県人）が「沖縄のエスニック・アイデンティ
ティをポピュラー音楽の様式において表現した音

BEGINの作品に代表されるように、教材曲に
おける沖縄ポップの隆盛は、とりわけ2002年度の

楽｣3)を言う。新民謡は作詞・作曲者が明らかな

大きな変化である。

ん》（詞・曲：喜納昌吉)のみである。

小・中学校の教材曲の違いに目を向けてみる.

民謡である。

ここに示された教材曲は、音楽科の授業で使用

された教材曲が中心であるが、集会や総合などの

活動の記述欄に、具体的な曲名を記してあった教
材曲も含まれている。

さて、教材曲にはどんな傾向がみられるのであ

ろうか。教材曲のジャンルの構成をみる。最も多
くの割合を占めているが「民謡・わらべ歌」であ
る。小学校37％、中学校42.5％にのぼる。「民謡・
わらべ歌」は、いわゆる伝統音楽である。小学校
では歌唱教材として、また小・中学校の三線学習
用の教材としても取り組みやすい。先に述べたよ
うに、教師の多くが郷土音楽学習の導入の意義に、
音楽文化の継承といった論理を示していたことと
重ねると、このジャンルの教材曲が多くなるのは

小学校では、《月桃》《さとうきび畑》が上位に
あることが目に止まる。これらの教材曲は、先に

述べたように、集会活動などで平和学習との関連
で取り扱われることが多い。
小学校の教材曲は、全体に三線学習への発展を
企図しつつも、歌唱教材として活用できる教材曲

が多い。一方、中学校では、《芭蕉布》を除けば、
《安里屋ユンタ》（詞：星克・曲：宮良長包)、
《安波節》（沖縄民謡）に代表されるように、三
線学習として活用できる教材曲が多いのが特徴で
ある。

3．３教師の意識

自然である。

一「楽しさ」「負担度」「成果」など－
次に、実際に郷土音楽学習を実践した教師の意

－１５５－
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資料１０Ｑ１０－３における教材曲（Q11の曲も含む）
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2003（中）

■円
円
■「￣
園■

■

民謡・わらべ歌

;il鵜
蝋

民謡・わらべ歌

0％10％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％
小学校
構成率
中学校
学校榊成率・・学校榊成率
構成率

計
ジャンル

８

涙そうそう

芭蕉布
谷茶前
えんどうの花
かぎやで風
じんじん

民謡
わらべ歌
沖縄ポップ

沖縄歌曲
わらぺ歌
沖縄歌曲
古典
わらぺ歌

％

沖縄ボップ
新民謡

ｊ

１０

島人ぬ宝
安里屋ユンタ
安波節
ていんさぐぬ花

１

１１

ジャンル

咽鋼加姐、９８７６６

Ｊ－ＰＯＰ

新民謡
沖縄ポップ

曲名

３
２

島唄
安里屋ユンタ
童神

中学校

く

涙そうそう
じんじん

沖縄ボップ 56(18.4％）
2５
沖縄歌曲
２５
わらべ歌
２０
沖縄歌曲
１３
わらべ歌
１２
沖縄ポップ
１１
わらべ歌

100.0％
200
100.0％２００１００
1000％

１１３４５６７８９９

１２２４５６７７９ｍ

島人ぬ宝
月桃
ていんさぐぬ花
さとうきび畑
谷茶前

305

％％％％％％％

１

０５５５５５５

１

ｕ加蛆ｍａ６Ｌ

１３

犯虹駈妬ｕ田３

1４

古典
その他組踊、生徒創作曲など

曲名

０４０６３３３

113

Ｊ－ＰＯＰ

小学校

加粥説４４００

6１
102

％％％％％％％

沖縄歌曲
沖縄ポップ
民謡・わらべ歌
新民謡

資料111993年（中）調査

【使用されている教材曲】（）は件数

「芭蕉布」（16)、「ていんさぐぬ花」（13)、「谷茶前」（９）、「安里屋ユンタ」（８）、「えんどうの花」
(6)、「安波節」（５）、「かぎやで風節」（５）、「鷲ぬ鳥節」（３）、「赤田首里殿内」（３）、「小禄豊見
城」（３）、「じんじん」（３）「秋の踊り」（３）、「でんさ－節」（２）、「砂もち節」（２）、「なやりま
あやぐ」「マミドーマ｣、「ゆうなの花｣、「汗水節｣、「ゆいゆい｣、「島唄｣、「仲順流れ」「海ヤカラー」
｢いちゆび小」「鳩間節」「あがる_ざ」「ハイサイおじさん」「ちんぬくじゆうしい｣、「猫（まや一）
ユンタ｣、「コイナユンタ｣、「川良原節｣、「アンパルヌハダガマユンタ｣、「獅子舞の曲｣、「てだこ太
鼓｣、「わしんなよう｣、「海邦マーチおきなわ｣、「コーラルプルー｣、「復帰への前奏曲｣、「沖縄民
謡｣、「琉球」

－１５６－
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識について検討する。

識である。小学校で51.0％、中学校で67.1％の教

資料12～1５（Ｑ15）は「次のような考えに対し、

師が「感じる」「感じることもある」と回答をし

あなたは実際のところどう感じていますか」とい

ている。負担に感じる教師が少ないないことがわ

う問いに対する回答である。

かる。小学校に比べて、必修となった和楽器学習

それぞれの項目について見てみよう。

として三線を扱うことが多い中学校教師の方が負

資料1２（Ｑ１５－１）は「楽しさ」についての教

担度は高い。

師の意識である。「その通りだと感じる」が小学

資料14は（Ｑ１５－３）は「悩みや問題」につい

校50.5％、中学校で54.3％である。小・中とも

ての意識である。全体で70.9％の教師が、悩みや

｢楽しさを感じない」という回答はＯである。全

問題が多いという考え方に対し「その通りだと感

面的ではないにしろ、多くの教師が楽しさを感じ

じる」「感じることもある」と回答している。と
りわけ三線を扱うことが多い中学校教師は、２１．３

ていることがわかる。

資料1３（Ｑ15-2）は「負担度」についての意

％が悩みや問題が多いという考え方に対し「その

資料１２Q15-1沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業をするのは楽しい。
国その通りだと感じる■感じることもある
圖そうは感じない
□あまり感じない

町一四1mg

2003（小）

2003（中）

2003（全）
0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％

資料１３Ｑ１５－２沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は自分には負担である
團その通りだと感じる■感じることもある
圖そうは感じない
□あまり感じない
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2003（全）
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0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％
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では、どんな活動が好評だったのか。

通りだと感じる」と回答している。少なくない数

自由記述の欄をみると、小学校では84項目の記

値である。

資料1５（Ｑ１５－４）は、教師の目からみて、郷

述が見られた。内容的に多かったのが、沖縄ボッ

土音楽学習を子どもたちがどのように受け止めて

プに関するもの35、BEGINの作品に関するもの

いるのかについて調べたものである。「子どもた

21,《島人ぬ宝》に関するものl5，三線の学習に

ちに好評である」という考えに対して、「その通

関するもの21、エイサーの関するもの12であった。

りだと感じる」「感じることもある」が小学校で

主な記述内容をあげてみよう。

96.9％、中学校で92.3％にのぼる。感じる度合い

・BEGIN関係はすぐに飛びついてきた。

には温度差はあるものの、何らかの形で好評だと

・学芸会で三線を演奏（｢島人の宝｣）したとき

感じる教師が９割を超える。郷土音楽を取り入れ

に、子どもたちが意欲をもって取り組んでいた。

た授業は、概ね子どもたちに好評であるといって

。「島人の宝」を合唱奏（歌も楽器も楽しく取り

よいだろう。

組めた）

資料１４Ｑ１５－３沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は「悩み」や「問題」が多い。
園その通りだと感じる■感じることもある
園そうは感じない
□あまり感じない
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資料１５Ｑ１５－４沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は子どもたちにとって好評である。
図その通りだと感じる■感じることもある
□あまり感じない
關そうは感じない

--￣Ⅱ■■■

■回 函

2003（小）

・ＤｃｐＤＱ０．０．口，０．Ｑｐｆ・‐。‐‐０．

灘鰔jl戴鐘iil

矼几０，件・わ。ゆぜ壮関，。

、矛;･;･6-,:ﾛ:･話:｡？』4.;,｣｣:｡【巴1,,,0四・:-:'十,。,;:.；,1ﾛｮｰｰﾛ｣｡：｡:宅出駕・二･‘

纈一蕊辮騨騨

i２ｉｉ
ｉＨｉ

Ｓ・ｄＣＣ－０Ⅱｉ－９。■。。

2003（全）

識

幹蕊翰午鰍・》曲難》

2003（中）

ＩＨＩ！１０

￣

■■

羽■■■囚■ ■■■■■ ■
■■■■■■
■■■■
￣￣

￣JＡｍｕＢ R￣階､｡Z■''＠

￣
■■■■■■■

■■■ 唖國

3.1％

(3/98）

ﾛ

(6/78）

■

(9/176）

7.7％

５．１％

0％１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％100％

－１５８－

津田：沖縄県の小・中学校における郷土音楽学習の現状と課題

、三線制作、ビギン・花、夏川りみ、ポピュラー

品をつくっている。

・創作「オリジナルボップ」

ソングを活用した曲の練習

・合唱（童神、三線を取り入れながら）

・オステナートを入れた創作

・三線希望者が多く、練習も熱心に取り組んでい

・琉球音階での創作活動
３．２で述べたように、創作表現活動に取り組

た。

んでいる教師は必ずしも多くない。だが実践した

、エイサーでパーランクーをもって踊ることが児

教師からは、子どもたちに好評だという評価が得

童は大好きである。

られている。

・どの沖縄音楽にしてもすごく好きみたいである
（５年生の日本の民謡の鑑賞のところで、一番

好きな民謡は何県ですか、と聞いたところ、断

資料1６（Ｑ１５－５）は、郷土音楽学習の成果に

ついて調査したものである。

「成果が大きい」という考え方に対して「その

トツ沖縄であった）

．「沖縄のふしづくり」大変よろこんでどんど
ん作品をつくっている。etc…

一方、中学校では38項目の記述がみられた。三

通りだと感じる」「感じることもある」の回答が
小学校で93.8％、中学校では87.3％である。全面
的ではないにしろ、一定の成果を感じていると捉
えることができる。

線の学習に関するものが15、沖縄ポップに関する

ものが７項目であった。代表的な記述内容をあげ

では、その成果を教師をどのように捉えている
のか。「どのような成果がありますか」という問

てみる。

・三味線を入れていた学習はとくによろこばれる。
．まだ三線しかしないのですが、みな自主的に楽
しんで練習している。

いに対する自由記述の内容を検討してみる。小学
校で84項目、中学校では59項目の回答があった。
その中身をみると、次のような内容にカテゴライ
ズされる記述が多かった。

・BEGINの曲など、身近な曲を題材にすると

1．沖縄の文化や音楽に対する興味・関心や理解

強い興味を示す。

が高まる、愛着や誇りをもつようになる。

こうしてみると、BEGINに代表される沖縄ポッ

プや三線の学習は、概ね沖縄県の小・中学校の子
どもたちに好評であると言ってよいだろう。
さらに、次に示すように創作活動についての記
述も見られる。

（小３０.中20）

２．音楽学習への意欲が高まる、子どもたちが生
き生きと活動する。（小２６.中24）
３．地域や祖父母への関心や関わりが増える。
（小１２.中８）

・沖縄のふしづくり。大変よろこんでどんどん作

資料１６Ｑ１５－５沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は、成果が大きい。
園その通りだと感じる■感じることもある
□あまり感じない圏そうは感じない

2003（小）

2003（全）

■■
■ ■Ij鰯

iiiiii鑿鑿ｉｉ鑿狙 ■■國

岳I
■■■
■Ｌ

■■ 囮 Ⅷ 踵

■

2003（中）

鱗＝

■■■■■■■■

■■■、囚呪照￣
￣
￣

_￣

12.7％

（9/71）
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１は、たとえば次のような記述に表れている。
【小学校】

たとえば次の記述である。
【小学校】

・伝統文化を大切にしていこうという、ウチナー

・リコーダーができない子でも、沖縄の楽器とい

ンチュの心を感じられる。

うことで、稲極的に取り組んでいる。

・自分たちの住んでいる地域の歌に関心が高くなっ

．（リコーダーで流行り歌（｢島唄」「島人ぬ宝」

てきた。

など）をやってみたい、吹けるようになりたい

・地域文化・芸能に興味関心が深まった。

という気持ちが先なので、臨時記号の運指も積

【中学校】

極的にやっていく。

・身近な郷土音楽に触れ、理解し表現するという

・身近な音楽なので、親しみやすいので、すぐのっ

視点で捉えると、生徒が誇りをもつ（郷土愛)、
先人の知恵から学ぶという生徒の道徳的心情や

てくる。

・子どもたちの表情がよく、またやりたいと意欲

価値観に変容が見られるようになった。

的だから。

・最近、沖縄の音楽に関心が高く、自分たちの音
楽」に自信と誇りを感じているようすがある。

【中学校】

・最初は大変だが、工工四にもなれると、自分か

１が多いのは、本稿３．１で述べた郷土音楽学

ら曲を探してくる生徒もいる。

習導入の意義と重なる。教師が認識する必要性の

・三線を教えると、他の楽器にも興味を示し、ギ

意義は、実践を通してある程度実現されるいると

ターやオルガンなどに挑戦して、けつこう上手

捉えることができる。

に弾けるようになっている。

３は、端的にいえば「地域交流、異世代交流の

・今まで注意を受けていた生徒たちが「おもしろ

促進」である。

い」と意欲的に取り組み生徒の姿がうれしい。

たとえば次の記述である。

リコーダーなどで苦手意識が強く、取り組めな

【小学校】

かった男子生徒たちが、楽譜の読み方を知り、

・祖父母や父母とのコミュニケーションがはかれ

曲を完成させた後からたのしさを知り、いろい

た。

ろな曲に挑戦し始めた（45分の休憩時間に音楽

・三線を通して、家族のなかでの話題や関心が深
まったようだ（特に高齢者との関わり）
・目に見える耳に聞こえる教育の成果が保渡者や

室に通ってくる）
・授業に対して無気力な時も、たのしそうに加わっ
てくる。

地域の方々にはっきり伝わる。

郷土音楽を取り入れた授業が、子どもたちの音

【中学校】

楽する意欲を促し、授業を活性化しているようす

・成果発表で、父母、地域の方々がとてもよろこ

の一端を見て取ることができる。

んでいた。

こうしてみると、一般的な音楽担当の教師の意

・自分の郷土の音楽に接する機会をもったことで、

祖父母の前で演奏したい等の希望があった。
・何か行事（地域）で中心となってくるし、（地
域の行事で）必要とされる人材となる。
１の成果は３と関わりながら、より子どもたち
の郷土音楽への関心・意欲や理解を深めるていく

と考えられる。地域性では、とくに伝統的な地域
の行事を大切にしている八重山諸島の学校で、地
域交流に関わる成果を記述する回答が目立った。
郷土音楽を取り入れた授業の成果として注目で
きるが２である。端的にいうと「子どもたちの興
味・関心の向上」と「音楽授業の活性化」である。

識を粗くまとめると、次のようにいうことができ
る。

「郷土の音楽や芸能を取り入れた授業を、多少
なりとも負担に思い、悩みや問題を抱えながらも、

一方で一定の楽しさと成果を実感している」
３．４教師の意識一悩みや問題の内実一

前項で触れた「教師の悩みや問題」の内実を検
討してみよう。

資料17は、Ｑ１５－３の「悩みや問題があったら

自由にお書き下さい」という問いに対する小・中
学校音楽担当教諭の自由記述の内容、185項目を

－１６０－
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資料１７沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業の「悩み」や「問題」２００３（小・中）
小・中学校教諭の自由記述の内容、１８５項目をカテゴリー化したものの割合（実数）
と主な記述例

【教師の知識・技術不足】￣３３．０％（６１）

工工四が読めない。ちんだみ（調弦）ができない。・歌が歌えない。・子どもの前で演奏
できるような技能（楽器）が身についてない。・琉球芸能の歴史・楽器などについて知識
がない。
【楽器・設備の不備】￣１６．８９６（３３）

・楽器をするには絶対数（せめて１クラス分〉が足りない。予算がない。
・備品として購入できてない（三線、琴、太鼓など）
【指導法の悩み】￣１３５％（２５）

・三線の調弦に時間がかかる。やってもすぐ戻ってしまう。言葉を理解させるのに苦
労。・感覚で教えていることがあって悩む。・三線をつかった曲を移調する場合、限界が

あり児童の声にあった調を設定するときの障害となっている。・ハーモニーのつけ方など
工夫が必要で時間がかかる。・民謡の発声とそれ以外の発声の違いがあってやりにくい。
【教材・資料の不足】‐７．０％（１３）

・合唱奏の楽譜（普通学級向けの者、音楽発表向けでなく）が少なく、自分でアレンジし
ないといけない。アレンジは得意でないので思考錯誤しながらつくっている。.おきなわ
の歌の歌集はあっても、ＣＤやテープがない。
【授業時間の不足】‐５．９％（１１）

.（郷土音楽の学習に）時間がかかるので教科書の教材がこなせなくなる。・時数が少な

いので満足にできない。
【指導力不足】－５．４％（１０）

・子どもたちに「三線をやりたい！」と言われたとき、それにこたえてやりたいと思う反
面、指導できないもどがしさがある。・指導に自信がない。
【教材研究が難しい】￣３．８％（７）
・どのような曲が授業に適しているか、教材研究が大変。
【カリキュラムの立て方】￣３．２％（６）

・授業時数の中にどの程度入れていくのか考えてしまう。・教育計画（年間指導計画）の

中への位慰づけ。

【実践例のモデルが不足】￣２．２％（４）

・お手本（となる実践）があまりない。
【精神的負担】￣２．２％（４）

・沖縄音楽や芸能を専門的に受けていない者としては、教科書以外の深い教材研究が必要

となるから少々負担に感じる。

【地域の指導者の問題】－２．２％（４）

・他の人に頼むことが多く指導者を探したり時間の調節が大変。・地域の方や本格的にな
さっている方の考えが固く、しきたりや何やら難しい話をされたら気が重くなってしまう。
【教材研究や事前準備の時間が不足】－１．１％（２）

．まず教材研究の時間がもてない。他教科を優先するあまり音楽は２の次になってしまっ

ている。国・県の教育施策が厳しくなる中、余裕そのものがないのが本音。
【研修機会の不足】－１．１％（２）

・研修する時間や場がない。
【その他】￣１．６％（３）

・他の学校を訪問したときに、きれいなハーモニーの合唱が聞こえてくると、我が校の音

楽教育は、これでいいのかなあと思うことがある。

・生徒よりも回りの方が三線譜を五線へとか、多様な楽器構成にすることに対して抵抗が

まだ大きいように感じることがある。・生徒が民謡等の音楽を好まない。
－１６１－
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られたが、教師自身の郷土音楽に対する技術・認

カテゴリー化したものである。

こうして整理してみると、圧倒的に多いのが、

識不足など、教師自身の課題として提示する項目

教師の知識・技術不足であり、次いで楽器・設備

が34件と多く、続いて資料やテキスト、楽器など

の不足であることがわかる。さらに指導法の悩み、

の教材不足と整備予算の問題があげられている」

教材・資料の不足、時間数の不足と続く。

前項３．２で、中心となっている楽器がリコー
ダーから三線へと確実に移っていると述べた。

こうした傾向は10年前と大きく変わらない。

だが、小・中学校における三線の整備は遅れて

1993年（中）調査では、大山は学校教育における

郷土音楽導入の問題点と解決策について、次のよ

いる。資料1８（Ql3）は、学校備品としての楽器

うに記していた.

の数を調査したものである。小規模校の除くと、

「(問題点と解決策について）７０件の回答が得

一人に－台、三線が行き渡っている学校は少ない。

資料１８Ｑ1３あなたの学校の学校備品としてある三線の数をお答え下さい。
ロなし
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■ｌ～４台
Ⅱ20～Z4台

□５～９台
■25～29台

團１０～14台
■30台以上
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資料１９Ｑ１８現在の実践状況を段階的に捉えると、どの期に属するとお考えですか。
-…-－２００３（小）－２００３（中）－－－－１９９３（中）
％％％％％％％％％％
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〆 －ｍ￣ （
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己
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｢、勺滝些
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無意識期

模索期

試行期

導入期

普及期

開花期

定着期

発展期

新分野
衰退期
開拓期

24.1％
207％
9.5％
0.9％
2.6％
3.4％
0.9％
0.0％
ｍｐ■、囮■■ｍｍｎｍ田■■■田■、■ｍ
3.3％
34.8％
12.0％
2003（中）
37.0％
9.8％
2.2％
Ｌ1％
0.0％
0.0％
00％
ｍＨｍ■ｍｍｐ■■、■、■■斫面ｍｍｍｍ■T■■、■、

2003（小）

4.3％

33.6％

6.9％
41.4％
1993（中）
12.1％
20.7％
3.4％
3.4％
2.6％
4.3％
3.4％
■、■EⅥｎｍｍ、■届、田而■…■湿田、囮■■配■■■面
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が3.4％に対し、2003年（中）が9.8％、（小）が9.5

「なし」の学校が小学校396％、中学校14.3％
にものぼる。

％と上昇している。

実践の段階は、相対としてみればゆるかに進ん

こうした現状は徐々に緩和されていくことは予
想されるが、和楽器学習が公的に位置づけらてい

でいる。

資料2０（Ｑ19）は、「上記（回答者が答えた実

る中学校でさえ、楽器の整備の面ではそれを十全

践段階）が定着期に至る時期はいつ頃と思われま

に実施できる状況にはなっていないのである。

すか」という問いに対する回答である。
1993年（中）では、５年以内32.3％、１０年以上

３．５教師の意識一実践段階の捉え方一

27.4％と二つの山を形成している。大山は、当時

資料1９（Q18）は、「現在の実践段階を段階的

こうした結果について次のように分析している。

に捉えると、どの期に属するとお考えですか」と

「教師の郷土音楽の現場定着意識度は、解釈や

いう問いに対する回答を、1993年（中)、2003年

捉え方の相違によって、近い時期に実現するとい

(小)、2003年（中）で比較したものである。

基本的にはげしい動きはないが、若干の違いも

う見方と、長期間を有するという２つの側面でみ

ある。1993年（中）と2003年（中）を比較してみ

ることができる。その結果、実務面での難点を克

る。模索期と導入期で山をつくっているところは

服できたら、59.7％（37／62）が５年以内に定着

変わらないが、1993年（中）では模索期が41.4％、

すると考えていることがわかる」

１０年後（2003年）の結果をみてみよう。

導入期が20.7％に対し、2003年（中）では、模索

期が34.8％、導入期が37.0％となっている。実践

覗在そう（定着期）である」と答えた教師は、

段階の意識を形成する山が、模索から導入へと動

中学校で２５％、小学校で4.4％にすぎない。前に

いている。

述べた教師の悩みや問題に代表される難点の克服
は、簡単ではなかったことを示している。

また、2003年（小）では、模索期が33.6％、試

もっとも定着時期のピークをみると、５年から

行期が24.1％、導入期が20.7％と、ゆるやかな坂

３年へと移っている。1993年（中）では３年以内

を形成している。普及期の割合も、1993年（中）

資料２０Ｑ１９上記の実践状況が定着期にいたる時期はいつごろと思われますか。
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＿グ

20％
10％

グ

ジグ

ジ

ジグ

グー可

、

＄ジグ

グ

ジグ

●

グ

0％

現在そうである

年以内
1年以内

2003（小）

4.4％

3.3％

2003（中）

2.5％

8.9％

1993（中）

4.8％

3.2％

３年以内

年以内
5年以内

年以内
7年以内

１０年以上
10年以上

7.8％
7.8％
30.0％
46.7％
戸扉５－両i雨￣Ｆｍ－ｌ~~7:砺一

45.6％

34.2％

1.3％

7.6％

19.4％

32.3％

12.9％

27.4％
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資料2１（Ｑ14）は、こうした状況にあって、郷

とする教師が19.4％、５年以内は32.3％であった
のに対し、2003年（中）では３年以内が45,6％、

土音楽の学習において、学校外の人材がどのうよ

(小）では46.7％である。

'ご活用されているのか、その状況の一端について

次に示すのは３年以内とした理由の記述例であ

調べたものである。

小学校で40.4％、中学校で30.7％が活用してい

る。

・毎年講習会に参加する予定であり、現在も三線

る。今後考えていると答えた割合も小学校で11.5
％、中学校で25.3％になる。

練習中である。

・今、児童が沖縄ブームにより、沖縄の音楽に抵

1993年、大山伸子は「郷土音楽学習導入の方向

抗がなくなっているので、あとひとふんばりだ

性」としての記述のなかで、次のように述べてい

と思う。

た。

「…音楽の授業で地域の専門家や熟達者を招聰

・楽器や指導例がいきわたるには、時間がかかる

し学ぶ体制と、生徒や教師を地域行事へ積極的、

と思うから。

自発的に参加させる大切を奨励することである」

・楽器などの備品がそろうのに３年はかかる。

１０年がすぎ、こうした体制はできつつあると捉

・公的な研究会などが多くなり、意識が高くなっ

えることができる。

てきたと思う。etc…

このように、教師の知識・技能や楽器の整備の

活用の仕方についての自由記述を見ると、音楽

問題を抱えつつも、近い将来、沖縄の郷土音楽音

科の必修授業よりも、選択授業、総合的な学習の

楽学習を定着させたいという教師の意識の高まり

時間、クラブ活動で活用されている。内容面では

を感じる記述が並ぶ。ゆるやか歩みではあるが、

三線の指導が中心である。地域の人材バンクや青

郷土音楽学習が学校現場に定着する環境は整いつ

年会や老人会の方々が講師になっているケースが

つつあると考えることができる。

多い。

３．６学校外の人材の活用

うな成果と課題があったのか。

では、学校外の人材を活用することで、どのよ

成果についての記述内容をまとめると次のよう

学校外の人材を授業に積極的に活用することが
強調されるようになって久しい。近年、学校外の

に整理できる。

人材の活用は、たとえば地域の人材パンクの活用

・専門的な指導が受けられる。

といった形で急速に浸透している。

・子どもたちの興味・関心・意欲や技能が高まつ

資料２１Ｑ１４沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業で、学校外の人材を活用していますか。
圖いる■現在はしていない□いない團今後考えている
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2003（小）

毎画■甑

2003（中）
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津田：沖縄県の小・中学校における郷土音楽学習の現状と課題

どについて検討する。

た。

まず、１０年の変化である。

・地域の方々との交流がふえた。
こうした成果から、学校外の人材を活用する積

前節での報告のなかで述べてきた郷土音楽学習

に関する1993年（中）調査と2003年調査の顕著な

極的な意味を見いだすことができる。
一方、課題についての記述は、次のようなもの

違いは、次のように整理できる。

(1)導入率の向上

があった。

(2)総合的な学習の時間の創設に見られる導入

・スケジュール調整が難しい

形態の拡大

・人材パンクの不足

・指導者の助成金の引き上げ

(3)主役楽器の変化一リコーダーから三線へ－

・指導法や生徒の接し方についての意見の食い違

(4)教材曲数の増加とジャンルの変化一ＢＥＧＩ

Ｎの作品に代表される「沖縄ボップ」の活用一

い

・指導法が生徒の興味をひかなくてつまらなそう

(5)学校外の人材の活用の促進

だった。etc…

こうした変化を促した要因は何か。

最初の３項目は、授業を行う前段の課題である。

第一に、沖縄ボップブームの影響である。

指導者や地域との関係を深め、学校予算のやりく

2002年は、沖縄ボップが県民にとどまらず、全

りとボランティ的活動の理解を深めていくなかで

国的に注目された年であった。とりわけ象徴的な

発展的に解消するしかない。

のは、BEGINの《島人ぬ宝》（2002年７月発売）

問題なのは後半の授業そのもののあり方である。

のヒットである。沖縄本土復帰30周年イメージソ

学校外の人材として指導にあたる講師の多くは、

ングとして、ＮＨＫ沖縄で、2002年３月から一年

子どもたちの指導に携わっている人たちはいるも

間オンエアされ、県民的ソングとして世代を超え

のの、教育の専門家ではない。三線の指導にして

て人気を集めた。また夏川りみがうたう《涙そう

も、師匠から弟子にマンツーマンや少人数でその

そう》のヒット、さらにザ・ブームの《島

わざを教えるという一般の三線指導とは異なる

唄》は、サッカーのワールドカップと結びつき南

｢一対大人数」の形態をとる場合が多い。

米９ケ国でカバーされ、日本でのリバイバルヒッ

一方で、教師は演奏のプロではなくても、子ど

トとなったのである。

もにたのしく学習活動をさせるプロである。「初

３．２で述べたように、沖縄ボッププームに呼

心者の教え方は、教師の方がつぼを得ており望ま

応し、沖縄ボップが教材曲のなかでも大きな位置

しい」という記述もある。教師が三線のビギナー

を占めるようになったのである。

であるがゆえに、初歩のつまづきや上達のポイン

第二に、我が国の伝統音楽重視という公的な教
育の方向と合致したことである。

トに明るい面もあるだろう。

講師の適性、活用の場とタイミングを十分考え、

たとえば初期指導は教師、発展的な学習は学校外

「我が国の伝統的な音楽文化のよさに気付き、尊重

の講師というように、講師と子どもたちの有意味
な場をコーディネイトするのが教師の役割であり

活用した表現や鑑賞の活動を通して、我が国や郷土の

専門性である。

伝統音楽を体験できるようにする」

しようとする態度を育成する観点から、和楽器などを

これは、教育課程審議会の答申に示された中学

4．沖縄県の郷土音楽学習

校学習指導要領・音楽の改善の具体的事項である。

-10年の変化とその要因一
これまで、アンケート調査の結果を、1993年の

大山調査との比較もとりいれながら述べてきた。

本節では、これまでの論述を踏まえ、１０年の変化
とその要因、さらに変化が何をもたらしたのかな

平成14年度完全実施の新学習指導要領に「和楽
器については、３年間を通じて１種以上の楽器を
用いること」と記され、和楽器の学習が必修化さ
れた。沖縄で最も身近な和楽器が三線である。三
線が邦楽教育の中心となるのは自然である．

－１６５－

｡
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2003年調査は、新学習指導要領が完全実施となっ

沖縄ポップのミュージシャンの活躍とその作品
た初年度末に実施したものである。学習指導要領

のヒットという状況が、子どもたちの郷土音楽へ
への和楽器学習の明記が、導入率を高める一因と

のまなざしの変化を促したと捉えることができる。

音楽の授業で三線や郷土の音楽をやることについて、どう思いますか。
ア沖縄の音楽や文化について習ったり、三線を少しでも弾けるようになりたいのでやってみたい
イ沖縄の音楽や文化にはあまり関心がないので、やりたくない
資料2２

まずこのデータについて説明を加えておこう。
方向は、沖縄県の学校教育における郷土音楽学習

ある。一方、2002は、當間保が2002年５月に本島
バックボーンとなったと捉えることができる。

各地区８校230名を対象とした調査である。
では、こうした変化が、沖縄県の学校教育現場

1989年では「やってみたい」という回答が28％
に何をもたらしたのか。

足らずにすぎないのが、2002年では70％に上昇し
第一に、子どもたちの郷土音楽への興味・関心

中学校と高等学校の違いはあるものの、大きな
業の成果についてのベテラン教諭の記述である。

ている。

の向上と授業の活性化である。次に示すのは、授

子どもたちの関心・意欲の向上は、沖縄ボップ
わってきた事と呼応して、意欲的になった」

ることができる。

また、沖縄県の学校教育における三線指導の第

３．３で、一般的な音楽担当教師の意識を次の

一人者である入里叶男は、次のように言う。
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1989

データ（資料22）を示す｡5）
このように、沖縄ポップブームと公的な教育の

￣￣

》露糠識鋳鍵謬」」・串〒←←・》・’」

2002

この点について、子どもたちの意識を変容を示す
考えるのが自然であろう。

の導入率を高め、三線の活用や沖縄ボップの導入

1989は、濱本盛爾が1989（平成元）年に本島中南

に代表されるの教材の多様化をもたらする強力な

部・那覇の高校生508名を対象とした調査結果で

「かつての子どもたちに見られた『民謡などはダサ

変化ということができる。

1989年は、ザ・ブームの《島唄》が発売される
イ」という受けとめ方が、昨今のミュージシャンたち

前である。一方2002年は、何度も言うようにBE
の活躍によって、負のイメージが正のイメージへと変

GINに代表される沖縄ボッププームの年である。

の隆盛とそれに連動した三線ブームと重ねあわせ

ようにまとめた。

「『島唄』が流行ったり、BEGINの活躍などで、子

「郷土の音楽や芸能を取り入れた授業を、多少
どもたちにとって三線が身近なものになってきていま

なりとも負担に思い、悩みや問題を抱えながらも、
すからね｣⑪

一方で一定の楽しさと成果を実感している」

子どもたちが郷土音楽学習に意欲的に取り組む

□やってみたい■やりたくない

￣
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ことが、授業の活性化につながっていることは、

ムが加熱してきた。そうしたユートピア的沖縄イ

３．３で述べたとおりである。

メージの浸透に対して、沖縄側も観光文化的ホス

第三に、地域・世代間の交流の促進である。と

トとしてそうしたイメージを受容し、積極的に引

りわけ三線の学習を通してみられるものである。

き受けていった。沖縄では、そうしたユートピア

これは、３．６で述べたように、学校外の人材の

的イメージ、あるいは琉球王国のようなレトロな

活用の成果によく表れている。地域との結びつき

イメージを自ら願望し幻想することで、自己エキ

が強い小規模枝では、地域の行事の担い手として

ゾチシズム化現象が目立ってきている。

子どもたちが活躍する場面も多い。こうした交流

（中略）

が促進されることにより、より子どもたちの興味・

九十年代の沖縄ボップにおいては、伝統的琉歌

関心が向上し、授業の活性化につながるという関

の様式など日本本土とは異なる言語文化的伝統を

係を想定できる。

継承する非妥協的な姿勢（例えば、りんけんバン
ドなど）と、共通語の基づくユートピア沖縄イメー

５．今後のあり方についての課題

ジ構築といういわば妥協的な姿勢が同居していた。

その後、前述のような九十年代末以降の沖縄ボッ

次に、沖縄県の郷土音楽学習の今後のあり方に

プと『しまうた」の境界が暖昧化する状況の中で、

ついて、私自身を含めた沖縄県の教育関係者への

現在は『ちゆらさん」やビギンに象徴的な、共通

課題を提示してみる。

語による言語状況が支配的になりつつある。そこ

第一に、沖縄ボップの教材曲としての価値を吟
味する視点をもつことである。

に登場するのは日本人にも理解可能な、しかも共
通語からやや靴った（標準から逸脱した、ピジン

何度も述べるが、2002年沖縄ボップをめぐる状

言語としての）ウチナーヤマトグチを語る親切な

況を象徴するのは、ミュージシャンBEGINの活

沖縄人である。彼／彼女は、美しい沖縄の自然や

躍と《島人ぬ宝》に代表される作品のヒットであ

文化に憧れるゲストとしての日本人に対して、ユー

る。沖縄ボップのミュージシャンたちの活躍が子

トピア的沖繩文化を美しく解き語ってくれる親切

どもたちの沖縄の郷土音楽へのまなざしを変化さ

なホストとしての沖縄人である｣`〕

せた。沖縄ボップを学校教育に導入することで、
子どもたちの沖縄の郷土音楽への伝統音楽興味・

沖縄ボップにおけるユートピア的沖縄イメージ

関心を喚起し、授業の活性化を促した意味は大き

構築という「妥協的な姿勢」が支配的になってい

い。

ることに対する一定の憂慮を読み取ることができ

しかし一方で、教師側は《島人ぬ宝》に代表さ

れる近年の沖縄ボップの個々の作品について、沖

る。沖縄ボップ界の本土へのポビュリズム的な傾
向への警鐘を示唆する発言である。

とりわけ昨今の沖縄ポップを代表するBEGIN

縄の音楽文化を子どもたちに伝える作品としての

質を問う視点は常にもたなくてはならないだろう。

の作品についても次のように指摘する。

久万田晋は、2002年の沖縄の音楽シーンについ
「それまでのブルース志向のバラード唱法から、こ

て次のように分析する。少し長いが引用する。

こでの沖縄的楽曲では明らかに『しまうた（あるいは

「1998年秋の革新県政から保守県政への交代か

民謡)』を意職した唱法に変わっており、同世代・同郷

ら今日まで、日本政府との対立路線にかわって協

の民謡歌手である大島保克や新良幸人らの影響が聴き

調路線が大勢となり、その延長上に2000年沖縄サ

取れる。ただ、これらの楽曲における唱法はまだ十分

ミットが開催された。そうした政治世界の風向き

にこなれていないようにも聡こえる。また方向転換し

の変化に追随して、1999年の映画『ナビイの恋』

たといっても、彼らの楽曲は共通語に基づいており、

から2001年ＮＨＫ連続テレビ小説『ちゆらさん」

日本本土の聴衆あるいは沖綱でも方言の不得意な若い

へと、日本の大衆のあいだで『南の楽園」『癒し

世代にとっても理解しやすい。これが昨今の沖縄での

の沖縄」といったイメージに象徴される沖縄プー

ビギン人気を支えているのは確かだろう｣7）
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託したステレオタイプの授業を見直す視点をもつ

BEGINの代表作である《島人ぬ宝》は、石垣

中学校の子どもたちに詩を書かせ、それ}こを基に

ことにもある。こうした授業の開発も課題である。

BEGINがつなぎあわせて作詞した作品である。

いくつか例をあげてみよう。

BEGINの郷土への熱い思いが込められたられた

（１）出力型の授業

作品である｡8）

子どもたちがもっている何か（知識・技術など）

もちろん、こうしたＢＥＧＩＮの郷土や郷土の子

を出力させるようにつくる授業である。當山智子

どもたちへの思いとその作品が子どもたちに受け

は、沖縄の魅力を音楽でＰＲするビデオを子ども

入れている状況、さらにBEGINの作品が子ども

たちに企画・制作させ、それを北海道の子どもた

たち郷土音楽への興味・関心を向上させている状

ちに発信する授業を展開した。ＰＲビデオをつく

況は高く評価しなけれはならない。

るなかで、子どもたちは結果的に沖縄の音楽につ

その一方で、昨今の沖縄ボップの個々の作品が、

いての知識や技能を学ぶことができ、子ども主体

沖縄の現実に対時し沖縄の音楽文化を伝えるのに

の有意味な学習となった｡，）

ふさわしい内容が豊富に含まれているのか、教材

（２）文化理解にアプローチする授業

化するにあたり、こうした視点は常にもたなくて

沖縄のポピュラー音楽文化の特質を豊富な鑑賞

はならないはずである。

や創作活動を通して学ぶ授業である。沖縄のポピュ

第二に、郷土音楽学習のカリキュラムや授業モ

ラー音楽文化の特質を端的にいうと「様式の融合」

デルの実践研究の深化である。

である。高橋美樹は、沖縄のポピュラー音楽が

３．１において、とりわけ小学校では、「年間

｢伝統的な沖縄音楽の様式に、ポップスのそれを

計画や小学校の学年段階の見通しの上に意図的・

融合させ、新たな作品を創出している」ことを、

計画的に実施しているところは必ずしも多くない」

豊富な鑑賞活動と《安里屋ユンタ》のアレンジ活

ことを指摘した。学校教育全体、各学年の年間指

動を通して理解させる授業を実践した｡'0）

導計画のなかで、どういった内容を、どのくらい

（３）創作活動を主体とした授業

の時間で実施するのか、学年の系統性をどのよう

３．３では、創作活動に取り組んでいる教師は

に組織するのか。こうしたカリキュラム論は、と

多くないが、実践した教師からは、子どもたちに

くに三線を中心とした郷土音楽学習に本格的に取

好評だという評価が得られていると述べた。沖縄

り組もうとしたときに第一に問われる課題である。

の音楽文化の担い手となる子どもたちにとって、

しかしながら、こうした点についての理論的・

郷土音楽の要素を生かした新たな音楽の創り手と

実践的な知見はほとんどない。さらに教師の悩み

なる体験は重要である。琉球音階によるふしづく

や問題を見ても、カリキュラムや実践モデルなど

りから、オリジナルソングづくり、さらに音楽劇

についての課題意識は必ずしも高くはないのであ

における音楽づくりなどさまざまな実践を考える

る。

ことができる。さらに、沖縄の素材をつかった

また、郷土音楽の学習は、一斉に三線を教える

｢つくって表現する活動」も、十分に検討の余地

だけではない。考える、つくる、発信する…。さ

がある。沖縄のサンゴや貝など自然の素材には新

まざまな授業があってよいはずである。こうした

たな音表現の可能性がある。こうした試みも模索

あり方の構想は、教師の専門的な知識や技術に仮

できるであろう。

資料２３【大学における学習経験と成果】
Ｑ（17）あなたは大学の授業で沖縄の菅
あなたは大学の授業で沖縄の音楽や芸能について学びましたか。
2003（小）

度数

構成率

2003（中）

度数
度数構成率
構成率

２００３（全）

度数

構成率

学んだ

1３

11.50％

1０

１１８０％
11.80％

2３

11.60％

学んでいない

100

88.50％

7５

、ロ０
88.20％

175

88.40％

－１６８－

津田：沖縄県の小・中学校における郷土音楽学習の現状と課題

第三に、教師教育と教員採用試験のあり方の見

6．おわりに

直しである。

３．４で述べたように、教師の悩みや問題で圧

本稿は、アンケート調査を主たる素材として論

倒的に多いのは、教師の知識・技術不足である。

じたものである。しかし回答項目の吟味不足のた

こうした点についての将来的な解消は、教師教育

め、回答者にとって、書きにくく負担の多いもの

や教員採用試験のあり方の課題である。

となってしまった。こうした不備と連動し、回収

資料2３（Ｑ17）は、大学における沖縄の音楽や
芸能に関する学習経験を調査したものである。

率も40％程度にとどまり、個々の項目についても
欠損の多いものになってしまった。さらに年代に

予想されたことであるが、学んでいない教師が、

小学校88.55％、中学校88.20％と圧倒的に多い。

よる意識の差や地域性など、さまざまなファクター

からの考察にも踏み込めなかった。

一方、学んでいると回答した教師の多くは、沖縄

こうした点については、今後、本調査の不備を

県内の大学の卒業生だと考えることができる。問

補いながら、今回公開できなかった調査結果を含

題は「学んでいる」と答えた教師の内訳である。

めて報告したい。

.大変役に立っている４名

さて、個別の実践には特徴的な取り組みも多い。

.役にたっている９名

特徴のある取り組みに関する記述例を紹介してお

。あまり役に立っていない８名

こう。

・まったく役にたっていない２名

【小学校】

大学教育のカリキュラムや内容も吟味する必要

・ＢＥＧＩＮとジョイントコンサート

性を意識せざるを得ない。琉球大学教育学部では

・種子取祭りに参加

｢伝統音楽唱法・三線」「音楽学特論演習」で実技

・平久保に残る獅子舞の踊りを引き継いでいる

と理論を学べるようになっていたが、平成13年度

・汗水節を使い，すすんで働く時間に流し「汗水

から免許法の改訂により「伝統音楽唱法・三線」

デー」を作っている

は必修化した。さらに平成14年度から「音楽科教

・歴史絵巻のような全員出演の劇

育法Ｃ」において、三線指導のベテラン教諭に９０

・地域人材を活用して谷茶前の取り組みetc…

分２コマの担当をお願いしている。大学の自己評

【中学校】

価が強調されるなかで、大学での教師教育のあり

・全校で楽器，歌，舞踊に取り組む

方の吟味も課題である。

・卒業式で在校生，卒業生，保護者でていんさぐ

教師教育と並んで重要なのが教員採用試験のあ

ぬ花を歌う

り方である。先に述べたように、免許法の改訂に

.総合的学習で三線を作り発表会をする

より、平成13年度から教員養成においても和楽器

・沖縄ポップスの創作表現

が必修となった。こうした方向に呼応し、中・高

・地域の組み踊りを授業の一環として鑑賞

等音楽の教員採用試験においても、宮崎県や兵庫

、三線，グロッケン，シンセサイザーで合奏

県など和楽器の実技を課す都道府県もある。沖縄

etc…

県の場合、知識として三線の内容を問う問題はあ

こうした個別の実践はそれぞれ興味深いもので

るものの、全く三線の実技ができなくても教員に

ある。県内の学校現場をフィールドワークをしな

なれるシステムである.

がら、それぞれの実践の特質を明らかにすること

教員採用試験にどのような内容の試験を課すか
は、どのような能力を有する教員を都道府県とし

で、県内の郷土音楽学習の実相の把握につとめて
いきたいと考えている。

また、今後ぜひ取り組んでみたい授業について

て必要としているのかの表明でもある。大学入学
試験と大差のない内容でよいのか、検討の余地が
あると思われる。

は、次のような記述がある。
【小学校】

･学芸会で「ヤガヂョンタ」「めでたい節」を歌
う
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こうした県内の教師の思いの実現と、前節で示

･三線が弾けるように，工工四が読めるようにさ

･舞踊，三線，太鼓をセットとした授業

した沖縄県の郷土音楽学習の課題解決に向けて、
理論的・実践的な知見を提供することを今後の課

･創作活動

題としたい。

せたい。

･地元民謡のリコーダー，ピアノのアレンジ

･童歌を取り上げて年間指導計画を作成し，郷土
音楽の充実を図る

最後に、アンケートに協力いただいた沖縄県内
の小・中学校の音楽担当教諭の先生方に、深く感
謝の意を表させていただく。

･地域をもとにした音楽劇
.ＩＴを活用した授業

また、本稿をまとめるにあたり、高橋美樹氏

･児童向けに教材化し，わかりやすいもの

・わらべ歌，童謡を使い物語と音楽の表現

(県立芸術大学助手）より貴重な資料の提供や助

・三線合奏

言を頂いたことを付記させていただきたい。

･沖縄音階を使ったふしづくり

註

･琴，三線，太鼓で合奏
・かぎやで風

1）大山伸子「沖縄県の中学校における郷土音楽導入

・琉球古典音楽芸能
・リコーダーアンサンブル

の現状と方向性」『沖縄県立芸術大学紀要」第２号、

・組踊

1994年、４５～74頁

2）大山調査の記述内容及びデータはすべて上記の論

・沖縄のポピュラー音楽と童歌を取り入れる

文に依っている。以後、引用部分の具体的なページ

・沖縄音階を使い作曲

番号は省略する。

・地域で盛んなので和太鼓

３）久万田晋「九十年代沖縄ポップにおける民族性表

・三線と三板とリコーダーや歌を合わせた授業

現の諸相」沖縄県立芸術大学大学院芸術文化学研究

・方言音楽劇etc…

科編『沖縄から芸術を考える』1988年、134頁

【中学校】

４）長江「特色のある教育音楽・著作権教育」

・かぎやで風

ｒＪＡＳＲＡＣＮＯＷ」No.546、日本音楽著作権協会会

・音楽劇

報、２００３．７．１，１０頁

・琉球太鼓

５）街間保「郷土音楽及び三線（器楽）指導について」

・沖縄の楽器で小アンサンブル

『沖細県総合教育センター第２回音楽研修会資料」

・カンカラ三線をつくる

2002年８月28日

・組踊

６）久万田晋「沖縄ポップと『しまうた』－融解する

・創作

境界」『InterCommunication」Ｎｏ４６Ａｕｔｕｍｎ２００３

・三線合奏

・いろんな分野のコラボレート

７）同上

・沖縄歌劇を１時間くらいにまとめたものを字幕

８）社説「復帰30周年の自画像足元を見つめ直す大

付きで鑑賞（方言の学習も兼ねる）

切さ」『沖縄タイムス」2002年２月26日､

・南風原中の當間保先生の考案した授業

９）津田・賞山・高機「出力型の音楽授業に関する実

・太鼓

践的研究」『琉球大学教育学部教育実践総合センター

・きちんとした演奏者による楽器の説明と演奏

紀要』創刊（通巻８）号、2001年

・三味線での洋楽演奏

10）津田・高橋「沖縄のポピュラー音楽を題材とした

・与勝の「あまわり」のような活動etc…

音楽授業づくりの一賦論」『琉球大学教育学部教育実

県内の音楽担当教諭は、幅の広い発展性のある

践総合センター紀要」第10号、2003年

郷土音楽学習の実践に向けて、多様な思いを描い
ていることがわかる。
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小学校教材曲一覧

沖縄歌曲

数

沖縄ポップ

数

月桟（閥･曲:海勢頭且〕

2５

囚人ぬ室（閥･曲:BEGIN）

5６

さとうきび畑（鯛･曲:寺島尚窟）

2０

涙そうそう（胴:森川良子･曲:BEG1N）

1２

芭蕉布（祠:吉川安一･曲:普久原恒男）

６

宜神（飼:古鮒美佐子･曲:佐原一鼓）

８

えんどうの花（閥:金城栄治･曲:宮良長包）

５

ﾐルクムナリ（小浜島ロ脱･曲:日出克）

６

太陽の子(ていだいぶあ）（洞:宮城千枝･曲:中村透）

１

おじ－自Uuのオリオンビール（洞･曲:BEGIN）

４

ふるさとの雨（画:吉j11安一･曲:昔久原恒男）

１

花（胸･曲;吝納昌吉）

３

久米島めぐり（胴:宮里静湖･曲:宮良長包）

１

カンカラ三線うるしるむん（洞･曲:BEG1N）

２

桑の実（詞:宮里静湖･曲:宮良艮包）

１

黄金の花（鯛･曲:知名定男）

２

木柴Ｉまるぼろ（閥:久米仁･曲:普久原恒勇）

１

片手に三組を（詞･曲:アルペルト城間）

２

ありがとう（胴･曲:照屋林氏）

１

民旙･わらべ歌

数

７月エイサー待ちかんてい－（詞･曲:照屋林賢）

１

ていんさぐぬ花（わらぺ歌）

2５

年中ロ脱（閥:照國林助･曲:照屋林賢）

１

谷茶前（民囲）

1３

バイバイ沖縄（洞･曲:知名定男）

１

じんじん（わらぺ歌）

1１

風のどなん（閥･曲:西泊茂昌）

１

とうっくいぐわ－（わらべ歌）

６

エイサークイチャー（曲:下地暁琉球太鼓のための曲）

１

赤田首里殿内（首里･わらぺ歌）

５

ゆいゆい（鯛:坂田英世･曲:知名定男）

デンサー節（八重山･民圏）

５

安波節（本島･民隅）

４

数

安里屋ユンタ（胴:星克･縄曲:宮良長包）

1０

３

ちんぬくじゆうしい（岡:朝比呂志･曲:三田信一）

２

３

ひやみかち節（岡:平良新肋･曲:山内盛彬）

１

花ぬ風車（わらぺ歌）

３

汗水節（園:中本稔･曲:宮良長包）

１

いった－あんま－ま－かいが（わらぺ歌）

３

鷲ぬ烏節（八通山･民圏）

３

J－ＰＯＰ

ﾄウバラーマ（八重山･民隅）

２

島唄（閥･曲:宮沢和史）

1１

２

未来へ（胴･曲:玉城千春）

１

２

BGstFricnd（鯛･曲:玉城千春〕

１

めでたい節（本島･民隅）

こ－じゃ一周小（わらぺ歌）

南騨(なんだき）（本島･民鰹）
唐船ﾄﾞーイ（本島･民囲）
ラーまくかまで－（子どもの丑増する甘葉のおしろい歌）

によ－よによ－（わらべ歌）
で－じぬ軍艦（わらぺ欧）

じんじんぬとうぴす－ぶ（比嘉剛わらぺ歌をアレンジしたもの）
譲りざう（本島･民囲）

三村おどり（本島･民隅）

残波大獅子太鼓（太鼓曲）
おば－自慢の姐弾鍋（閥･曲:BEGIN）
首里の子守唄（わらぺ欲）

月ぬ美しや（ハ■山･子守項）
張水ぬｸイチヤー（宮古･民圃）

なりやまあやぐ（宮古･民囲）

数

政

ペーペい草（わらぺ歌）

■■■■■■■■■■■■■■■■

ばんかむり（宮古･子守唄）

■■■

新民翻

３

小禄豊見城（わらぺ歌）

２
１

古典

数

１

誼落管Hｕ（古典）

２

その他組踊､生徒創作曲など

数

１

執心鹸入（組踊）

１

１
１

１
１

１

１

平和鐘（平和のは）

－１７１－

１
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中学校教材曲一覧

沖縄歌曲

数

数
2３

９

島人ぬ室（胸･曲:BEGlN）

えんどうの花（閥:金城栄治･曲:宮良長包）

７

浸そうそう（鯛:森111良千・曲:BEGIN）

さとうきび畑（閥･曲:寺島尚竃）

３

童神（閥:古閉美佐子･曲:佐原一議）

３

芭蕉布（詞:吉ⅡI安一･曲:普久原恒男）

麺但２

沖縄ポップ

1２

２

’

月桃（祠･曲:海勢朗且）

花（圏･曲:吝納国富）

３

２

賀金の花（胸･曲:知名定男）

安波節（本島･民隅）

2０

海の彼方へ（岡･曲:曰出克）

０８

数
２１

民隅･わらぺ歌

１

1９

新民謡

数

谷茶前（民鯛）

８

安里屋ユンタ（胸:星克･褐曲:宮良長包）

2３

じんじん（わらぺ欧）

６

肝がなさ節（胴:とりみどり･曲:普久原恒夫）

月ぬ美しや（八丘山･子守項）

３

十九の春（補作:本竹裕助）

鷲ぬぁ筋（八亘山･民隅）

３

餌亀節(jII平曲亀節）（八重山･民鯛）

２

J-POP

繁昌節（八■山･民囲）

２

島唄（閥･曲:宮沢和史）

譲りざう（本島･民囲）

２

BestFriend（閥･曲:玉城千春）

ていんさぐぬ花（わらぺ歌）

米ぬあら（宮古･民囲）

ばんかむり（宮古･子守唄）
丑年の歌（宮古･民鯛）

唐船ﾄﾞーイ（本島･民囲）
デンサー筋（ハ正山･民圏）
宮古且年音頭（宮古･民囲）
酒田川（宮古･民圃）

家内和合（宮古･民鯛）
ﾄーガニアヤグ（宮古･民隅）
伊良部ﾄーガニ（宮古･民囲）

崎枝節（八■山･民圏）
山原ユンタ（八亘山･民圃）
新川平太鼓（八丘山･民鯛）

波照間２節（八重山･民鰯）

■■■■■■■■■■■■■■

なりやまあやぐ（宮古･民限）

２

未来へ（洞･曲:玉城千春）

２
２

古典

２

かぎやで風（古典）

１

秋の踊り（古典）

１

御座楽（古典）

１

四つ竹（舞踊曲）

１

淑落管撹（古典）

１

その他組踊､生徒創作曲など

１

執心鹸入（組踊）

１

忠臣蔵（組踊）

１

RYUKA（生徒創作曲）

１

１

－１７２－

□
数
７

３
１

「
数
６

４
１
１
１

数
１

１
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小・中教師用アンケート用紙

<１）担当1．音楽専科２．音楽専科（臨・補）３．学級担任４．学級担任（臨・補）
（２）性別1．男性

２．女性

（３）年齢１．２０代２．３０代３．４０代４．５０代以上

（４）今年度を含めた教師経験年数（臨時的採用も含む）
１．１～９年２．１０～１９年３．２０～２９年４．３０年以上

（５）あなたが持っている教員免許で該当するものくすぺて＞にＯをつけて下さい。（専修免許は｡）
１．小学校２．中学校音楽３．高等学校音楽、４．幼稚園５．その他（．）
（６）あなたの大学（短大・教員免許取得可能な専修学校）での専攻
１．学校教員を養成する学科または課程で音楽を専攻した￣琉球大学出身ですか。
２．音楽を専門とする大学・学部を卒業した。１．はい２．いいえ
３．学校教員を養成する学科または課程を卒業したが、音楽を専攻していない。
４．その他【】

（７）あなたは、「沖縄の音楽や芸能」に興味・関心がありますか。
１．大いにある２．ある程度ある３．あまりない４．全くない

（８）あなたは、学校教育に「沖縄の音楽や芸能」を取り入れる必要があるとお考えですか。
１．大いにある２．ある程度ある３．あまりない４．全くない
上の項目を選択した理由を自由にお書き下さい（何項目あげてもけつこうです）

（９）あなたの学校は、学校教育活動に「沖縄の音楽や芸能」を取り入れておられますか。

1．いる２．いない……･…取り入れていない理由をお書き下さい。「いない」￣（16）へ

【】
(10）あなたの学校は、「音楽科の（必修）授業」に沖縄の音楽や芸能を取り入れていますか。

1．いる２．いない…････…取り入れていない理由をお書き下さい。「いない」‐（11)へ

【】
①年間指導計画に位置づけていますか。１．いる２．いない
②授業で取り入れている「沖縄の音楽や芸能」の学習すべてに、○をつけて下さい。
1．三線（三線に○をつけた方は、次から選択して下さい）
1.全員が何らかの形で学習する２.合奏や歌の伴奏などで部分的に取り入れている。
-173-

琉球大学教育学部紀要第64集

２．琉球和楽器（琴､和太鼓､バーランクー､三板など）￣楽器名【】
３．歌唱（斉唱・合唱・合唱奏）￣伴奏楽器【】
４．リコーダー秦（重奏・合奏）５．アンサンプルー使用楽器【
６．合奏一使用楽器【】

７．音楽鑑賞８．沖縄の音楽文化や歴史などの学習９．つくって表現する活動

10.教科横断的な活動(ex・国語科との合科学習など）１１．コンピュータの活用
12．その他一【】

③上の学習についてお書き下さい。番号は複数合わせての記述も可（例：１．２．３／７．８．１１）
番号

学年、教材曲、内容、領域、演奏形態、時数、実践の特徴などを具体的にお書き下さい。

(11）あなたの学校は、音楽科の授業以外で、沖縄の音楽や芸能を取り入れていますか。
１．いる２．いない￣（12)へ

①あてはまる項目すべてにＯをつけて下さい。

《小学校》Ｌ総合的な学習の時間２.音楽集会３.クラブ活動４.その他【

《中学校》１．選択授業２.総合的な学習の時間３.クラブ活動４.その他【
②その活動の内容を具体的に記入して下さい

(12）下記に使っている教材・資料がありましたら、ｚ亡べてにＯをつけて下さい。
１．おきなわふるさとの歌(沖縄県音楽教育研究会網）２．やさしい三線入門(三線教育研究会〕

３．教育センターの講習会の楽譜・資料４．沖縄県リコーダー研究会の楽譜・資料

①これ以外に、活用されているテキスト、エエ四、曲集、ＡＶ資料などをお書き下さい。
】

(13）あなたの学校の学校備品としての三線の数をお答え下さい。
１－２－３－４’５６－７－８

なしｌ～４台５～９台１０～14台15～19台２０～24台２５～29台３０台以上
－１７４－

津田：沖縄県の小・中学校における郷土音楽学習の現状と課題

(14）沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業で、裳校外の人材を活用されていますか。
１．いる２．活用していたが現在はしていない３．いない４．いないが今後活用を考えている
①１を選択された方は、どのように活用されているのかをお書き下さい。

【】
②成果や課題をお書き下さい。
【

】

③２．３．４を選択され方は、その理由をお書き下さい。
【

】

(15）次のような考えに対して、あなたは、実際のところ、どう感じていますか。

①沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業をするのは楽しい。
１.その通りだと感じる２．感じることもある３．あまり感じない

4.そうは感じない

②沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は自分には負担である。
１.その通りだと感じる２．感じることもある３．あまり感じない

4.そうは感じない

③沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は、「悩み」や「問題」が多い。
１.その通りだと感じる２．感じることもある３．あまり感じない

4.そうは感じない

悩みや問題を自由にお書き下さい(何項目あげていただいてもけつこうです）

④沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は子どもたちに好評である。
１.その通りだと感じる２．感じることもある３．あまり感じない

4.そうは感じない

とくに好評だった学習活動があれば、お書き下さい。
【

】

⑤沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業は、成果が大きい。
1.その通りだと感じる２．感じることもある３．あまり感じない４.そうは感じない
どのような成果がありますか

(16)あなたは、沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業のために、どのようなことをしてきましたか。

該当するものすべてにＯをつけて下さい（現在進行形のものを含みます）
1．こどもの前で演奏できるように練習してきた。

２．専門の先生について勉強してきた…･……【】
－１７５－
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●●●●●●●●●●●●

３４５６７８９ⅢⅢ旭旧Ⅲ

先輩や友人に聴いたり先生方のサークルで、指導法や教材の情報交換をしてきた。
公的な講習会（ex・沖縄県教育センター)に参加してきた。
児童・生徒向けの沖縄を題材にした音楽作品をつくってきた。

沖縄の音楽作品を合唱や合唱秦、器楽などに編曲してきた。
沖縄を題材とした音楽劇をつくってきた。
自作の練習用テキストを作成してきた。
沖縄の音楽や芸能を取り入れた「研究授業」をしてきた。

沖縄の音楽や芸能を取り入れた研究授業や授業研究会に参加してきた。
実践報告や論文を書いてきた。

書籍や雑誌を読むようにしてきた。
その他…【

とくに何もしていない。

(17）あなたは、大学の授業で、沖縄の音楽や芸能について学びましたか。
１．学んだ…….①その経験は、実践に役立っていますか。
1．大変役に立っている２．役に立っている

２．学んでない。３．あまり役にたってない４．全く役に立っていない

(18）現在の実践状況を段階的に捉えると、どの期に属するとお考えですか。
’－２－３－４－５－６－７－８－９－１０

無意識期模索期試行期導入期普及期開花期定着期発展期新分野開拓衰退期
①上の項目を選んだ理由をお書き下さい。

【】
(19）上記の実践状況が定着期に至る時期はいつ頃と思われますか。
１－２３－

現在そうである１年以内３年以内
①上の項目を選んだ理由をお書き下さい。

－４５６

５年以内７年以内１０年以上

(20）あなたやあなたの学校が実践されている沖縄の音楽や芸能を取り入れた授業で、何か特徴のある
取り組みがあれば、具体的にお書き下さい。

【

】

(21）今後、ぜひ取り組んでみたい授業がありましたらお書き下さい。
【

】

(22)アンケートへの意見や感想、要望などがございましたら、お書き下さい。
【

差し支えなければ、先生の学校名とお名前をお書き下さい【学校
－１７６－

お名前

】

