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教員採用選考における音楽実技試験の現状と課題
全国の都道府県・政令指定都市の検査方法の検討を通して
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はじめに

唱が多い」（小学校）

教員採用選考において、どのような音楽実

「音楽については、中学校で55県市（前年

技試験を課すべきなのか。それは、これから

度比２県増)、高等学校で31県市（前年度比

の教員に必要な音楽能力を問うことでもある。

３県市減）において、ピアノを伴奏しながら

もちろん現実的に要求される音楽能力は多
様である。ゆえにミニマムな内容を厳選して

の歌唱、ピアノや任意の楽器の演奏、歌唱等

が実施されている」（中学校及び高等学校）

課すことになる。だがその内容は、少なくて

もこれからの教員に必要な音楽能力と大きな

さらに、これまで音楽実技試験に関する論

考は管見の範囲ではみられない。

乖離があってはならないはずである。

音楽実技試験のあり方についての踏み込ん

しかしながら、教員採用選考における音楽
実技試験（以下、音楽実技試験と略記）には、
教員に必要な音楽能力をみる内容として、疑

だ検討が必要である。本稿ではこうした問題
意識に立ち、次の点について述べる。

・全国都道府県及び政令指定都市(以下、県

義を感じざるを得ないものもみられる。

市と略記)における音楽実技試験の実施状

また文部科学省は、平成'8年度公立学校
教員採用選考試験の実施方法について、６，

況とその内容の分析

・教員に必要な音楽能力一アンケート調査を

の都道府県及び政令指定都市（以下、県市と
略記）の概要をとりまとめ公開している｡I）

手がかりに－

・音楽実技試験の改善にむけての視点

だが音楽実技試験の内容については、次に

１．県市における音楽実技試験の実施状

示すように簡単な総括にとどまっている｡辺）

「音楽実技は、５４県市(前年度比１県増)で

況

実施され、その内容は、ピアノやオルガンで

伴奏しながらの歌唱、ピアノなどの演奏、歌

まず、全国の県市における実施状況とその
内容を示してみよう。（P107～P11頁）

*琉球大学教育学部
－５３－

表１は「平成18年度小学校教員選考音楽

２．音楽実技試験の内容分析
詳細については一覧表から読み解いていた

実技試験一覧｣、表２は「平成18年度中学校・

だくとして、ここでは、どのような音楽能力

高等学校教員選考音楽実技一覧」である。
これらは県市の実施要項の記述そのもので

をみることと対応しているのかという視点か

はない。実施要項の記述、県市教員委員会へ

ら、校種別（小／中高）に傾向を述べる。そ

の問い合わせ、受験者からの情報などをもと

の際、次の視点を設定した。

に、表記を統一してまとめたものである。:”

・特定の領域（歌唱、ピアノetc.)と対応し

平成18年度小学校教員選考では54県市／
61県市で音楽実技試験を実施。課題数は次

た音楽能力

・基礎的音楽能力、専門的音楽能力、実践的
音楽能力

のようになる。

１．．．３３県市（内訳：弾き歌いのみ26、
ピアノのみ７）

・再生操作的音楽能力、応用操作的音楽能力
・今日的課題に対応した音楽能力

２．．．２０県市

これらの視点は、音楽実技試験内容の特徴

３・・・ｌ県市

を浮き彫りにする視点であると同時に、どう

小学校の場合、多くは１～２となっている。

いう能力を重視するかによって、教師に必要

一方、中学校・高等学校教員選考は56県

な音楽能力論を形成することにもなる。

市で実施⑪（未実施５県市は募集なし)。課
題数は次のようになる｡５１

１）特定の領域と対応した音楽能力

２．．．．１８県市

領域を便宜上、歌唱、鍵盤楽器・ピアノ、

３．．．．２３県市

弾き歌い、リコーダー、和楽器、器楽、指揮、

４．．．．４県市

ソルフェージュ（新曲、聴音）などに分けて

５．．．．２県市

みる。

６．．．．５県市

小学校・中・高等学校とも「鍵盤楽器・ピ

中・高等学校の場合、２～６と幅がある。

アノの演奏力」「歌唱力」「弾き歌いの能力」

次に実施時期(一次or二次)をみてみよう。

を基本として課していることがわかる。

一次試験は特別選抜などを除いて受験者必須、

小学校の場合は、弾き歌いも含めると実技

二次試験は一次を通過した受験者のみに課す

試験を実施している全54県市で鍵盤楽器の

ことになる。一次試験で実施の場合、必須内

演奏力をみる内容を課している。同様に歌唱

容となるため音楽実技試験に一定の重みを与

は45県市、弾き歌いは34県市で課している。

えることになる。一方、二次試験の場合は絞

一方、中・高等学校の場合も同様の傾向であ

られた受験者を対象とするため、ていねいに

る。弾き歌いや(新曲)初見視唱も含めると、

みやすい。双方にメリットがある。

ピアノの演奏力及び歌唱力をみる内容は実技

小学校の場合は一次で課しているのは９県

試験を実施している全56県市で課している。

市、二次で課しているのは選択を含めて４５

弾き歌いも39県市で必修、３県市で選択と

県市である。一方、中・高等学校の場合は一

して課している。

次で課しているのは30県市、二次で課して

だが小学校との違いもある。中・高等学校

いるのは24県市、両方で課しているのが２

の場合は、それらに加えて任意の歌曲や器楽

県市となっている。

曲、初見(新曲)視唱や聴音といったソルフェー

受験者数の多い小学校では二次試験対応が

ジュ、代表的な教育楽器であるリコーダー、

多く、中・高等学校では受験者が比較的多い

指揮、中学校で必修化された和楽器など、課

大都市圏で二次試験対応になる傾向がある。

す内容に広がりをもたせている県市も多い。

実施時期は受験者数の影響が大きい。

その内容の幅や数は、各県市によって多様で
－５４－

表1:小学校教員選考音楽実技一覧

匹国圃国国園田國国図囹豊国国園田■■函回国■・

迺囹謡謡謡紹回国鵠
都道府県

北海道

岩手県

青森県

宮城県
秋田県

形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

時期
二次

内君【（表記を統一してまとめた#】の）

ピアノ:バイエル72番～106番から選択

弾き歌い:歌唱共通教材の中から指定､ピアノ（を弾きながら歌う以下略）

二次

弾き歌い 歌唱共通教材(5.6年)から選択､ピアノ

二次

弾き歌い 歌唱共通教材(5.6年)から選択､オルガン

二次

ﾋﾟｱﾉ:3学年の以上の歌唱教材から選択､伴奏曲を演奏

－次

弾き験い:共通歌唱教材の中から選択､２番まで､ピアノ

二次

弾き歌い:歌唱共通教材(5.6年)から選択､ピアノ歌唱:同様に選択(別の曲も可)、無伴奏

－次

ピアノ:バイエル91番

二次

弾き欧い:歌唱共通教材(1～6年)から各選択､ピアノ

二次

弾き歌い ｢うみ｣｢ふじ山｣｢スキーの歌｣から指定､オルガン

二次

弾き歌い ｢虫のこえ｣｢もみじ｣から指定､キーボード新曲視唱:階名唱

二次

オルガン:バイエル49番､５５番､66番､74番､78番､100番から選択
歌唱:無伴奏で歌唱共通教材(5.6年)から選択(弾き歌いも可）
なし

二次

弾き歌い:｢茶つみ｣｢もみじ｣｢｢おぼろ月夜｣から選択､鍵盤楽器(ピアノ等）

神奈川県

二次

弾き歌い ｢茶つみ｣｢スキーの歌｣｢ふるさと｣から選択､電子オルガン､暗譜

新潟県

二次

弾き歌い 歌唱共通教材(4～6年)の中から選択､ピアノ

二次

弾き歌い ｢ふじ山｣｢おぼろ月夜｣｢虫のこえ｣から選択､オルガン

－次

弾き歌い ｢夕やけこやけ｣｢とんび｣｢ふるさと｣から選択､オルガン

二次

ピアノ:自己申告の段階(Ａ～C)に応じて1～2曲を指定Ａ－バイエルピアノ教則本､75番、
78番､88番､96番Ｂ－｢ソナチネ･アルバム1｣No.4の第２楽章､No.7の第１楽章､｢ソナチネ・
アルバム1｣No.10の第１楽章Ｃ－｢ソナチネ･アルバム1｣NC｣5の第１楽章､No.18,Ｎ０．２２ピ
アノ2:｢春がきた｣｢ふじ山｣｢おぼろ月夜｣からl～2曲指定

二次

初見視唱:階名唱弾き歌い:｢虫のこえ｣｢ふじ山｣｢とんび｣｢おぼろ月夜｣から選択

二次

指揮による身体表現:｢ハンガリー舞曲｣をＣＤに合わせて振る
弾き歌い:｢夕やけこやけ」リコーダー:｢ﾒﾇｴｯﾄ」

二次

弾き歌い:｢春の'1J||｣｢とんび｣から指定､オルガン

富山県
石川県

福井県

山梨県
長野県

岐阜県
静岡県
愛知県

なし
なし

二次

弾き歌い:｢春がきた｣を10頁の楽譜(委員会が準備)によりオルガンで3番まで

滋賀県

二次

ピアノ:バイエル55番､74番､９３番､ソナチネアルバム1の9番､16番の1楽章から選択
リコーダー:当日曲を指定し､指導場面のようすを観る。

次択

ﾋﾟｱﾉ:バイエル80番程度以上のピアノ練習曲の中から選択､暗譜
弾き歌い:歌唱共通教材24曲中各自が選択した学年の異なる3曲中から指定､ピアノ

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県
和歌山県

鳥取県
島根県

二選

三重県

'二
三

歌唱:指定曲の中から選択歌詞は原語でも可､無伴奏
キーボード:主旋律のみを片手で演奏､無伴奏
二次 指定曲:あわてん坊のサンタクロース､おおきな古時計､この広い野原いっぱい､エーデルワイ
ス､カントリーロード､つばさをください､アリラン､コンドルは飛んでいく､オブラディオブラダ､荒
城の月、トップオブザワールド､ソーランぶし
二次

歌唱:｢おぼろ月夜」無伴奏

新曲視奏:演奏する楽器は､キーボード､ソプラノリコーダー､鍵盤ハーモニカから選択

－次

弾き歌い:｢越天楽今様｣｢おぼろ月夜｣｢ふるさと｣｢われは海の子｣から指定､ピアノ

二次

ﾋﾟｱﾉ:｢ふじ山｣｢われは海の子｣｢とんび｣｢冬げしき｣｢こいのぼり｣｢おぼろ月夜｣から指定

－次

弾き歌い:｢茶つみ｣｢主きばの朝｣｢おぼろ月夜｣から指定､ピアノ

二次

弾き歌い:｢茶つみ｣ピアノ

5５

岡山県

二次

弾き歌い:歌唱共通教材(3～4年)から指定

広島県

二次

オルガン:バイエル51番～103番から選択当日指示する課題：

山口県

一次

ピアノ:任意のピアノ曲
弾き歌い:任意の小学校の歌唱教材

徳島県

－次

弾き歌い ｢春の小川｣、ピアノ

香)||県

一次

弾き欧い ｢冬げしき｣｢まきぱの朝｣から選択､ピアノ

二次

弾き歌い:｢ふじ山｣｢こいのぼり｣から指定､ピアノ

愛媛県
高知県

なし

福岡県

二次

弾き歌い 歌唱共通教材(4～6年)の中から指定

佐賀県

二次

弾き歌い ｢春の小川｣｢もみじ｣｢冬げしき｣から指定､ピアノ

長崎県

－次

熊本県

二次

大分県

二次

歌唱:課題曲(共通教材4～6年)から指定

オルガン:｢茶つみ｣｢まきぱの朝｣｢ふるさと｣から指定伴奏を演奏
ピアノ:バイエル教則本を3つのﾗﾝｸ分け､各ﾗﾝｸから選択
ピアノ:バイエル70番以上又は同レベルの曲

歌唱:歌唱共通教材から指定､階名唱

宮崎県

二次

弾き歌い:｢ふじ山｣｢冬げしき｣｢ふるさと｣から指定､オルガン

鹿児島県

二次

弾き歌い 小学校音楽科の教材の中から選択､オルガン

沖縄県

オルガン:｢夕やけこやけ｣｢春の'１，１１１｣から指定
二次
リコーダー:｢冬げしき｣の旋律

札幌市

二次

仙台市

二次

さいたま市

二次

千葉市

ピアノ:バイエル72番～106番から選択

弾き歌い:歌唱共通教材の中から指定､ピアノ(を弾きながら歌う）
ピアノ:3学年の以上の歌唱教材から選択､伴奏曲
オルガン:バイエル49番､５５番､66番､74番､78番､100番から選択

歌唱:｢こいのぼり｣｢スキーの歌｣｢冬げしき｣｢おぼろ月夜｣｢ふるさと｣｢われは海の子｣から選択、
無伴奏(オルガンで最初の音とり可）
なし

川崎市

二次

弾き敏い:｢茶つみ｣｢スキーの歌｣｢ふるさと｣から選択､繭子オルガン､暗贈

横浜市

二次

弾き歌い:｢茶つみ｣｢こいのぼり｣｢ふるさと｣から選択､電子オルガン
リコーダー:｢冬げしき｣｢おぼろ月夜｣から選択

静岡市

なし

名古屋市

なし

京都市

次択
二選

大阪市

二次

欧唱 小学校の教科書教材の中から各自が1曲選択無伴奏
器楽 楽器及び曲目は自由(鍵盤楽器は会場の60鍵キーボード使用）

神戸市

二次

オルガン:｢おぼろ月夜｣｢大きな古時計｣｢南の島のハメハメハ大王｣から選択

広島市

二次

オルガン:バイエル51番～103番から選択
当日指示する腺題：

北九州市

二次

弾き歌い:歌唱共通教材(5～6年)から指定ピアノ

福岡市

二次

弾き歌い:｢われは海の子」ピアノ

ピアノ:バイエル中級程度以上の曲

欧唱:小学校の音楽教材｢ともだち｣(空き間ゆう子詞･曲）

※選択:事前に受験者が選択｡特記がない場合は1曲指定:検査時に指定｡特記がない場合は1曲
京都府の場合は､音､美からの選択

－５６－

表２：中学校・高等学校教員選考音楽実技一覧
郁道府県

時期

｣上海道

二次

岩手県

･次

内容（表記を統－してまとめた(〕の）

ピアノ：中学校の歌唱教材穐度の曲を、検査H＃に示された鋼に移調し筋liiな伴奏をつく
る／初見視唱：１６小節程度の旋律

門森県

二次

官城県

･次

ピアノ：ツエルニー30番、２１～30から指定／歌唱：「赤とんぼ」「さくらさぐら」

｢花の街」「脱城の月」「「夏の思い出」「浜辺の歌」「県ｲit賦」「ｲﾋﾞ」より指定。
※高等学校器楽:ツエルニー30番(21～30)、声楽:コンコーネ50番(31～40)から指定
ピアノ：自巾曲／歌唱：その場で提示された中I岡の教材曲２曲から選択／聴音：旋律
ピアノで

ＡＢから選択

《選択八》歌唱：歌曲、アリアから選択／ピアノ：インヴエンシヨンの３，７，１１稀
から(検査時に)揃定

《選択Ｂ》里楽：ピアノ、管、弦、打（和楽器を含む）による目111曲／弾き歌い：
コンコーネ50稀のNo.８，１２，２４から指定、１８k斉唱
秋田県

･次

弾き歌い：自巾曲／器楽：ピアノ以外の楽器による目111曲／ピアノ：目｢１１曲

111形県

･次

新曲視唱／新曲視葵／ピアノ：移調秦、インヴェンションの15稀／声楽＋指揮：「赤
とんぼ」「花の街」「脱城の月」「夏の思い出」「浜辺の歌」「旱ｲi：賦」から避択／

IWi島県

･次

聴音：旋律ljq声／初見視唱／ピアノ：初見悦奏（‐INI即興も含む）、シンフオニ

自由演奏：歌曲または器楽曲

ア第４稀／弾き歌い：「ｎｏｌｃｏｒｐｉｕｎｏｎｍｉｓｏｎｔｏ」「沙羅より『北風の」」
茨城県

－次

栃木県

･次

群馬県

･次

埼玉県

二吹

｢DasRoscnbandD､280」より指定／自由演奏：声楽曲または器楽曲
リズム打ち／新曲視唱／種き歌い：「ｲﾋﾞ」「夏の思い出」「浜辺の歌」から避択
聴音：旋律及び和音／ピアノ：平易な初見減奏、ハノン39瀞より指定／弾き歌い：中
ﾉﾃﾞﾋ校教材より欄定／新曲視唱／歌唱：コールユープンゲン筋・巻より指定
ピアノ：インベンションの２番、１４番から遡択／新曲視唱：８小節程度、旋律の麟名
唱／自由演奏：声楽曲または器楽曲、事IMIに楽臓を提出
ピアノ：「人地蝋頌」のピアノ伴奏／アルトリコーダー：初見視奏／歌唱：コンコー
ネ50番から指定／自由演奏：歌曲または器楽|H１

｢集県

二次

東京榔

二次

ピアノ：伴奏つけ／弾き歌い／合唱指導

ピアノ：初見葵／初見視唱（１８)音または階名唱）／弾き歌い：初見視唱奏（歌は阯斉
または階名唱）

神奈川県

二次

聴音：複旋律／初見視唱／ピアノ：伴奏づけ（初見）、ハイドン「ソナタ37番」
チャイコフスキー「四季より11稀」、ドピソシー「版両より雨の庭」、ショパン

｢ポロネーズ５番」から避択／器楽：ピアノを除く目｢11曲／弾き歌い：「ｲﾋﾟの街」
｢旱燕賦」「浜辺の歌」「夏の思い出」から週択

弾き歌い：「赤とんぼ」「ｲﾋﾞの街」「夏の思い出」「浜辺の歌」「荒城の月」「lﾋﾟ」
｢早春賦」から指定／アルトリコーダー：悦奏（luIは検査時に提示）
弾き歌い：「椰ｒの災」／自由演奏：幽楽または器楽曲
弾き歌い：「ｲﾋﾞ」「傭れソレントヘ」「Tomrrow」から指定、鋼も当[l指定／自由漬

新潟県

･次

嵐１１１県

･次

石)I|県

･次

IWi丼lＲ

二次

１１１梨県

･次

災野県

二次

岐阜県

･次

合唱指導：!}』学校の提出合唱のビデオを視聴させ、こういう場面でどのような指導を

二次

するのかをＩＨＩう／ピアノ：「時の旅人」「マイバラード」から選択／弾き歌い：「浜

葵：ピアノ、声楽、楽器（和楽器を含む）による目1h曲

弾き歌い：コンコーネ50稀の１５，２４，３２．３６，４１番から１～２１２１指定／リコーダー：
ソプラノ及びアルト／自由演奏：声楽および器楽曲

弾き歌い：中学校教材程度から指定／初見視唱／器楽：アルトリコーダー、鏑、＝味
線の中から避択して初見悦奏

弾き歌い：「荒城の月」／器楽：任意の器楽曲／指揮：「炎しき背きドナウ」をＣＤ
合わせて振る

辺の歌」「赤とんぼ」「ｲﾋﾟ」から指定／歌唱＋指揮：上記から指定／和楽器：＝味線
和太鼓、鞭から巡択した目１h曲／自由演奏：歌IHIまたは器楽曲（専攻した分野の）

－５７－

師岡県

･次

ピアノ：モーツァルト「ピアノソナタK､311第１楽章」、ベートーベン「ピアノソナタ
Op､2.N０３第１楽章」から選択／弾き歌い：「櫛ＩＦの火」「帰れソレントヘ」から選択
器楽：旋律楽器による目1h曲(リコーダー、弦楽器、管楽器、和楽器、民族楽器淳、稲
類は'１１１わない.…ただし趣ｆ楽器、電気楽器、ピアノは除く）

二次

愛知県

二次

／歌唱：２声（ア・カベラ）のアンサンブル、楽鍜は検喬時に提示
下記３コース、八（ピアノ）、Ｂ（歌I偶阯Ｃ（ピアノ以外の楽器）から選択

【Jlf遡】弾き歌い：Iﾌﾞ･えられた旋律に即興で伴奏を付け18上斉唱か階名唱
八：ピアノ：目lhIlll／歌唱：指定された歌１Ｍ1群から、１１ﾉ１Kと西洋をlIl1Iずつ適択
ｌＢ：歌唱：１１本歌曲llllI、それ以外の歌曲又はアリアlIMl／ピアノ：ハイドンゾナタ
XVI:37D-dur第－楽章

ｃ：器楽：目１h曲／歌唱：指定された歌曲１群（略）から逝択／ピアノ：ハイドンソナ
タXVl:27C-dur終楽章／
二重県

二次

自由演奏：歌曲及び器楽曲／弾き歌い：「旱祥賦」／アンサンブル：グループによる
器楽アンサンブル

滋賀県
京都府

(18年度）募集なし
二次

ピアノ：自巾曲、教科番程度６曲から指定し移調券／歌唱：授業を想定できる作Aｂ
(弾き歌いもﾛI）／器楽：教育楽器（リコーダー・ギター）、任意の楽器、ピアノから
２つ過択。目｢h曲

大阪府

二次

弾き歌い：曲ロは(検査時に)提示／アルトリコーダー：（検査時に)提示

兵INI県

二次

弾き歌い／新曲視唱／アルトリコーダー：新曲視奏／和楽器：選択した和楽器による
目1h曲／自由演奏：Ｗ[門笈技

奈良県
和歌１１１県

募典なし
二次

アルトリコーダー：新曲悦奏／弾き歌い：「帰れソレントヘ」「サンタルチア」から
逝択／歌唱＋指揮：「州れソレントヘ」「サンタルチア」から逃択／聴音：Ｉ）柏卜
や柏「の変化の聴き取り、２）楽譜に表怖記号を入れる３）演奏形態を'81う４）２
）lﾖ｢及び３）hの作&&の楽譜の空白部分をjIuめ、表愉紀号を番き入れる．

鳥取県

･次

島根県

二次

ピアノ：ソナタ（第１楽章）又はそれと同程度の作&Aから逝択／弾き歌い：「赤とん
ぼ」「Ｗﾄﾞ賦」「夏の思い出」「浜辺の歌」「椰卜の災」から指定／器楽：替弦打
（打は小太鼓・マリンバに限る）による自巾曲

弾き歌い：「夢路より」／アルトリコーダー：初見視奏

｢蛭

(ﾘﾛﾈより）」／自由演

葵：歌曲または器楽IHI
岡111県

二次

弾き歌い：「赤とんぼ」「夏の患い出」「浜辺の歌」「j\f城の月」「|ﾋﾞ」から指定
／新曲視唱／自由演奏：歌曲または器楽IuI／アルトリコーダー：新曲悦奏

広島県

二次

ピアノ：自由曲、暗譜／歌唱：目1t1曲を暗譜、コンコーネ50番のｌ～ID瀞から指定

IllLI県

-次

ピアノ：自由曲／弾き歌い：（検査時に）提示された歌曲／歌唱＋指揮：提示された
合唱曲を歌いながら指榔

徳島県

･次

楽曲判別／聴音／弾き歌い：提示された歌唱曲／自由演奏：歌曲または器楽曲

香川県

･次

弾き歌い：初見視唱奏／自由演奏：歌、ピアノ、管弦打楽器又は和楽器1,典,iipl校のみ

愛媛県

･次

ピアノ：自由曲／歌唱：中学校教科番から選択（移調、伴奏目111）／弾き歌い：初
見視喝奏※ピアノ・閏楽以外を専攻した者はW[攻した楽器の演奏を加える。

I間i知県

二次

iliiき歌いと和楽器から避択

弾き歌い：「帰れソレントヘ」／和楽器；鞭、三味線、尺八から避択した目1h曲／
自由演奥：自由曲(W[攻した専門、作曲・学理専攻はピアノ）
擶岡県

･次

弾き歌い：「赤とんぼ」「荒城の月」輔指定された９１１１１から指定／器楽：バロック、

佐賀県

･次

弾き歌い：中学校教材樫度から指定／下記のＩ)～3)より２つを選択し、目mIklを滴

１１１.典派、ロマン派から櫛強打の目｢h曲

葵Ｉ）ピアノ２）弾き歌い３）器楽：ピアノ以外の楽器演奏(和楽器・民族楽器
リコーダーなどを含む）

－５８－

跿崎県

-.次

次の３つから適択ｌ）ピアノ：ショパン「エチュード」から1曲／歌唱：「イタリア
歌曲」第１巻から1曲２）ピアノ：インベンションかシンフォニアから１曲／声楽
:目1h曲１曲３）ピアノ又は歌唱：裸脳は2)と同じ／器楽：ピアノを除く自由IIB

熊本県

･次

人分県

－次

ピアノ：ソナタ（第１楽章）又は同程度以上の目1h曲／弾き歌い：中学校教科書の歌
喝教材から目111曲／新曲視唱：12～16小節のｉｉｉ旋律

鹿児島県

弾き歌い：検夜時に指定／アルトリコーダー：視奏、検査時に指定
擁集なし

宮崎県
･次

ピアノ：提示された中学校の教材への伴奏づけ／歌唱：中学校教材から提示「浜辺の

歌」／指揮：（検査'１＄に)指定された楽譜を指棚し試験官がピアノを弾く、プルグミュ
－ラーの作fb／アルトリコーダー：敬科書教材から派化斉を含む作IMhを提示
※I目i鞠学校の場合は、器楽曲（人型楽器は除く）の演奏を付川Ｉ
沖細県

･次

ピアノ：モーツァルト「ピアノソナタK､280/1890へ跿調」から第・楽章／弾き歌い

：「オーソレミオ」「Wif賦」「えんどうのｲﾋﾞ」から選択／聴音：８～16小節の旋律
及び和音の聴音
札幌市

二次

ピアノ：中学校の歌I偶教材程度の曲を、検査時に示された綱に移調し筋Iiiな伴奏をつく
ける／初見視唱：１６'1,節程度の旋律

仙台市

薑次

ＡＢから選択

《選択八》歌唱：欧曲、アリアから逸択／ピアノ：インヴエンシヨンの３，７，１１瀞
から(検査時に)指定

《進択Ｂ》器楽：ピアノ、管、弦、打（和楽器を含む）による目1h曲／弾き歌い：
コンコーネ50番のＩＩＩＣ､８，１２，２４から指定、１:)斉唱
さいたま市

二次

弾き歌い：「ｲﾋﾟの街」「赤とんぼ」「浜辺の歌」「夏の思い出」「荒城の月」「ｲﾋﾞ」
｢旱獅賦」から什自が1曲選択／アルトリコーダー：提示された旋律／歌唱：コンコ
_ネ50番の中から当１１１曲指定／自由演奏：歌曲または器楽曲

Ｔ集市

二次

川崎市
横浜市

ピアノ：伴奏付け／弾き歌い／合唱指導
なし

二次

弾き歌い：「浜辺の歌」「夏の思い出」「ｲﾋﾟ」より指定／初見視唱：８～16'１，節
ピアノ：３２～48小節穏度のピアノ譜の初見、バッハ「イタリア協奏曲第１楽章」
モーツァルト「ビアノソナタK､333第１楽章トラベル「ソナチネ第１楽章」、「ジ
ムノベディ第１瀞」から選択／器楽：目巾曲(ピアノ以外の管弦打楽器（リコーダー、
和楽器を含む）による３分程度の作品）

師岡市

･次

ピアノ：モーツァルト「ピアノソナタｋ､311第１楽章」、ベートーヴェン「ピアノ

ソナタOp､2.lbi０．３第１楽章」から選択／弾き歌い：「椰IFの災」「冊れソレン
トヘ」から選択／覇楽：旋律楽器の目1h曲（リコーダー、弦楽器、管楽器、和楽器、
民族楽器等種顛はllllわないが…･趣『・・岻気楽器、ピアノを除く）
名【I｢尾市

･次

ピアノ：モーツァルト「ソナタK､333第１楽章」、ベートーヴェン「ソナタOp､49.1V。

.Ｉ第１楽章」から選択／弾き歌い：「赤とんぼ」「夏の思い出」「浜辺の歌」「帰
れソレントヘ」から週択

募集なし

京郁市
人阪市

二次

神戸市

･次

弾き歌い：曲目は検喬'１『に提示／自由演奏：自由曲で弾き歌いもp「
ピアノ：：検査１１了に提示した曲、ベルテイーニ「ワルツ」／歌唱：検査IMFに提示した曲
｢I〕上られて」／器楽：自由曲(ギター・リコーダーを含む管弦打楽器、和楽器風｢、ピ
アノ不可）

広島市
北几州市

二次

初見視唱／アルトリコーダー：視奏／弾き歌い：「おおシャンゼリゼ」「浜辺の歌」

-次

弾き歌い：「ｲﾋﾞ」／自由演奥：歌IIll及び器楽曲

｢夏の思い出」「赤とんぼ」の中から指定

17年度

隔岡市

ピアノ：目1h曲／歌唱：目１h曲、コンコーネ50番の１～10稀から指定

･次

※選択：受験苔が事､１１に選択する指定：検査時に指定される
特記がない場合は、選択または指定されるIHIは１曲

目巾演奏の器楽曲の；楽器は、特記がない場介は目Iｈ（但し持ち込みﾛ｢能、委貝会でiM1i回I能な範囲）

－５９－

ことで実践的音楽能力、自由演奏で専門的音

ある。

楽能力、インヴェンションのピアノ演奏、新
２）基礎的音楽能力、専門的音楽能力、実践

曲視唱・視奏で基礎的音楽能力をみるといっ
た方法である。三つの能力を網羅する内容設

的音楽能力

基礎的音楽能力は、いわゆる音楽活動を支

定である。

第二は「実践十基礎型」である。北海道の

える基礎的能力をいう。初見(新曲)視唱、聴
音などのソルフェージュカ、基礎的音楽能力

ように、歌唱教材の移調奏で実践的音楽能力、

をみる指標となる比較的平易な音楽作品（バ

初見視唱で基礎的音楽能力をみる、茨城県の

イエル教則本やコンコーネなどの練習曲、イ

ように、教材曲の弾き歌いで実践的能力、新

ンヴェンションなど）を演奏できる力である。

曲視唱、リズム打ちで基礎的音楽能力をみる

それに対して専門的音楽能力は、大学の専

といった方法である。

攻分野に代表されるやや高度な演奏力をいう。

第三は「実践十専門型」である。富山県の

オペラのアリアなど比較的難易度の高い音楽

ように、教材曲の弾き歌いで実践的能力、自

作品の演奏できる力である。歌唱及び器楽の

由演奏で専門的能力をみる方法が典型である。

自由演奏などの課題を通してみることになる。

第四は「専門十基礎型」である。宮城県・

一方、若干カテゴリーは違うが、授業実践

仙台市のように、受験者の専門（得意）分野

に直接関わる音楽能力を実践的音楽能力と呼

の演奏力で専門的音楽能力、それ以外の分野

ぶ。教材曲の弾き歌い、範唱、範奏、伴奏に

の演奏力で基礎的音楽能力をみる、群馬県の

代表される音楽能力である。

ように、自由演奏で専門的音楽能力、初見

何を重視するのかによって、校種や県市に
よる音楽能力観の違いが浮き彫りになる。

(新曲)視唱やインヴェンションのピアノ演奏
で基礎的音楽能力をみるといった方法である。

小学校の場合は平易な音楽作品の演奏が中

心となっており、基礎的音楽能力をみること

いずれにしても実践的音楽能力との関連が薄
い内容設定である。

に特化している。また鍵盤楽器の課題は教材

第五は「実践重視型」である。千葉県・市

曲とバイエル教則本である。バイエル教則本

の場合は、ピアノの伴奏づけ、弾き歌い、合

は鍵盤楽器を課している22県市のうち13県

唱指導といずれも授業実践に直接的に関わる

市で課しており、古典的な教則本ではあるも

力をみる内容となっている。また岐阜県は、

のの基礎的音楽能力を測る指標としてその影

専攻した分野の自由演奏を除くと、合唱指導、

響力は少なくないことがわかる。

教材曲のピアノ伴奏、弾き歌い、歌いながら

ただ、バイエル教則本のみを課している県
市は少ない。全体としてみると、教材曲の演

の指揮、和楽器の演奏というように実践的音
楽能力に重点を硬く内容となっている。

奏（弾き語り鍵盤楽器、リコーダーなど）を

このようにみていくと、中・高等学校の場

中心とした実践的音楽能力をみる内容がほと

合は、県市によって基礎力重視か専門力重視

んどである。

かの温度差はあるものの、第四の「専門十基

一方、中・高等学校の場合は県市によって

力点の置き方が多様であるが、概ね次のよう

礎型」を除くと、何らかの形で実践的音楽能
力をみる内容設定を採用している。

なパターンに分けることができる。

第一は「実践十専門十基礎型」である。た

３）再生操作的音楽能力、応用操作的音楽能

とえば岡山県のように、教材曲の弾き歌いで

力

実践的音楽能力、自由演奏で専門的音楽能力、

再生操作的音楽能力は、ある特定の音楽作

新曲視唱で基礎的音楽能力をみる、また山形

品（作品群）を再表現する能力をいう。たと

県のように、教材曲を歌いながら指揮をする

えばバイエル○番、インヴェンション○番を

－６０－

再現する力である。一方、応用操作的音楽能

さらに和楽器のみでなく、世界の諸民族の

力は、ソルフェージュカに代表される個々の

音楽とりわけアジアの音楽、一方で現代音楽、

音楽作品とは相対的に独立して想定できるも

ポピュラー音楽など、多様なジャンルの音楽

のである。旋律やコードを手がかりに臨機応

に対応できる能力も今日的な課題といえる。

変に伴奏をつける力などをいう。

第二に音楽づくりへの対応であろう。つくっ

この二つの能力はカテゴリーが異なる能力

である。密接に関わっているものの、両者は

て表現する学習が普及・定着をして久しい。

だが実践の広がりと深みは、地域や教師によっ

必ずしも連動するわけではない。そのことは、

て温度差がある。音楽づくりは、完成した音

ピアノの難曲を弾きこなす学生が必ず臨機応

楽作品を再表現するのとは違った、現代音楽

変な伴奏ができるわけではないこと、逆に即

の語法に代表される新しい音楽表現への理解

興的な演奏が得意な学生がクラシックの音楽

や、子どもたちの表現に耳を傾けながら協働

作品の演奏では未熟さが目立つ場合もあるこ

できるしなやかな発想が要求される。

このような課題は、音楽実技試験にどのよ

とを思い浮かべるとよくわかる。

小学校の場合はほぼ再生操作的音楽能力を
みることに特化している。一部県市の新曲視

うに反映されているのか。

和楽器学習必修化については、さほど多く

唱を除くと、特定の作品、あるいは作品群の

はないが一定のアクションはみられる。中・

再表現を課している。

高等学校では、２県市（岐阜県、兵庫県）で

中・高等学校の場合は何らかの形で両者を

和楽器試験を必修として、１県市（高知県）

みる課題を課している県市も多いが、どちら

で選択として課している。また自由曲に「和

かに重点・特化する県市も少なくない。

楽器も含む」ことを示しているのが６県市

たとえば再生操作的音楽能力に特化・重点
を置いているのは、岩手県、宮城・仙台市、

(宮城県、香川県、横浜市、静岡県・市、神
戸市）ある。

長野県、鳥取県、広島県・市、高知県、長崎

しかし、多様なジャンルや音楽づくりといっ

県、静岡市、名古屋市である。いずれも特定

た課題への対応はほとんどみられない。次の

の音楽作品(群)を受験者が選ぶかいくつかの

ことが目に入る程度である。

中から指定された作品を再表現することを課

・大阪府では、ポップスをはじめとした多様

している。

なジャンルの作品を指定し、そこから選択

それに対して、応用操作的音楽能力に特化・

して演奏する。（小)。

重点を置いているのは、北海道・札幌市、東

・佐賀県の器楽試験に「・・・民族楽器・・・

京都などである。北海道・札幌市の場合は検

なども含む」と記されている。（中・高）

査時に指定の教材曲の移調奏と初見視唱のみ、

いくつかの視点から音楽実技試験の内容を

東京都の場合は初見力をみる内容に特化して

分析してきたが、このような内容は、当然、

いる。

教師が必要とする音楽能力と一定の整合性を
もたなくてはならない。

４）今日的な課題と対応した音楽能力
音楽科の今日的な課題は、第一に和楽器の

３．教員が必要とする音楽能力とは何か

指導であろう。平成14年施行の中学校学習

では、教員が必要とする音楽能力とは何か。

指導要領で「三学年間を通じて一種類以上の

実技に関する音楽能力を二つの調査を手がか

和楽器を用いること」と記され、中学校の音

りに検討してみたい。

楽の授業では、和楽器の指導をすることが義

表３は、齊藤忠彦が全国の中学校音楽科教

務づけられた。それに伴って和楽器を習いは

員を対象としたアンケート調査の一部であ

じめる教師も増えている。

る。６１
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表３：音楽科カリキュラムにおける必要度（実技関係の項目を抜粋）
内容
合唱の実技

必要５

必要４

必要３

必要２

必要１

必要ない

合計点

9８

1６

３

0

０

声楽の実技

９１

2３

３

１

0

0

558

指揮法

8３

2１

1３

１

１

０

5４１

ピアノの実技

8０

2７

７

０

２

２

5３１

563

弾き歌いの実技

８１

1９

1２

１

１

４

520

和楽器の実技

6６

2３

2５

２

１

１

502

ソルフェージュ

5１

2９

2８

３

３

４

464

教育楽器の実技

4７

3０

3１

３

４

３

458

管楽器の実技

3０

3５

3８

５

５

５

419

打楽器の実技

3２

3２

3５

10

６

３

419

弦楽器の実技

1３

2７

3７

1７

1５

９

333

その他の楽器実技

７

７

1５

２

３

3４

1１５

齊藤忠彦「実践的指導力を育成する教員養成大学音楽科カリキュラムのljN発～音楽科教育尖
践現場の尖態調査をもとにして～」『教科教育学研究』２３２００５年
中学校音楽科教員が教員養成大学音楽科の

知ることができる。

大学授業カリキュラム(音楽専門)における各

これらの調査の対象となった教員は、全科

内容の必要性について５段階で評定したもの

担当の小学校教員ではない。その多くは教員

を、必要５＝５点、必要４＝４点、必要３＝

養成系大学・音楽及び音楽大学出身者で、中・

点、必要２＝２点、必要ｌ＝1点として点数

高等学校音楽免許をもつ小学校音楽専科及び

化、合計点の高い順に並べたものである。こ

中学校の音楽担当教員である。

こでは本稿と直接関わる音楽実技関係の内容
のみを抜粋して掲載した。

これから述べる教員が必要とする音楽能力

は、一定の専門性を有する小学校音楽専科、

齊藤の調査は、教員養成音楽科の大学授業
カリキュラム(音楽専門)の必要度についての

中・高等学校教員を想定したものである。以
下、私見を加えつつ整理してみよう。

調査であるが、これは同時に教員としてどの
領域の音楽能力が必要なのかを現場教員の実

１）基本は「合唱」「声楽」「指揮」「ピアノ」

感から知る貴重なデータになっている。

「弾き歌い」の能力＋「聴取」力

一方、表４は、中村透と津田が沖縄県中頭

これらは特定の領域に対応した音楽能力で

地区の小・中学校の音楽担当教員を対象に実

ある。齊藤の調査（表３）によると、必要性

施した音楽実技能力に関する小さな意識調査

の高い上位５は「合唱」「声楽」「指揮」「ピ

の結果である｡7）

アノ」「弾き歌い」である。このことは、中

教員が各音楽能力の必要性を４段階で評定

学校での音楽授業が合唱を中心に実践されて

したものを、とても必要＝３点、やや必要＝

いることの反映でもある。教師が歌いながら、

２点、あまり必要性を感じない＝１点、必要

指揮をしながら、そしてピアノを弾きながら、

性を感じない、無回答＝０点で点数化、合計

指導するのが日常の音楽授業の風景であるこ

点の順に並べたものである。私たちの調査は、

とからの帰結と捉えることができる。

対象人数や音楽能力のカテゴリーのつくり方

続いて和楽器、ソルフェージュ、教育楽器

などにやや難があるが、齋藤の調査と同様、

が続く。ここまでは必要度５の占める割合が

教員の実感から必要とする音楽能力の意識を

一番多い内容である。中学校で和楽器の体験
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表４：音楽教師に必要な音楽実技能力に関する意識調査
l1ii位

音楽能ﾉノ

とても必要

１

「どもたちの演奏を聴く能ﾉﾉ
コードネームを見て，即興的にピアノ
伴奏する能ﾉノ
初見（ごく簡単な譜読み）でピアノ滴
奏する能ﾉﾉ
旋律を見て，即興的にピアノ伴奏する
能ﾉノ
リコーダーの範奏能力
ピアノを弾きながら範唱する能力
範唱能〃
指揮をする能力
初見（ごく箙ljiな譜読み）で歌う能ﾉ」
得意分野（ピアノ，声楽,管弦打楽器)での

4４

２
３
４
５

６
７

８
９
1０
1１
1２

1３
1４

1５
1６

1７
０
０
１７０１６６
166

3５

2３

２

１

153

3５

2３

２

１

153

3３

2３

４

１

149

3０

2５

６

0

146

3２

2２

５

２

145

2７

2９

５

0

2８

2８

３

０

2８

2５

６

２

140

2５

2９

６

１

139

2５

2９

６

０

1７

3５

７

２

1２

3２

1３

４

専門的な演奏能力

初見（ごく、i単な譜読み）でリコー
グー演奏する能ﾉ」
移調してピアノ伴奏する能ﾉﾉ
譜面通りにピアノ伴奏する能ﾉ」
打楽器の演奏能ﾉﾉ
和楽器の演奏能力
管楽器の鱗奏能力

あまり必要性 必要性を感じ

未回答
合計点
や…あ碧欝牌…醤圃…鄙f關
を感じない
ない

やや必要

144
２

１

143

139

128
113
一一

鵠＄=男鵠田圃
３

3７

1９

２

３

3１

2２

３

５

2２

3１

３

102

２

9３

9０

が必修化されたこと、教育楽器ではアルトリ

Ｉま和楽器実技の必要性が高いが、私たちの調

コーダーの指導が器楽指導の中心であること

査では高くない。齊藤の調査が中学校の音楽

などを背景として想定できる。

教員のみを対象としていること、和楽器の指

他方、管楽器、打楽器、弦楽器、その他の

導に対して沖縄県教員が必ずしも高い関心を

楽器の実技の必要性はやや下がる。こうした

もっていないことなどがその要因と思われる。

演奏力は、日常的な音楽の授業で必ずしも必
須とは言えないからであろう。

２）再生操作的音楽能力よりも応用操作的音

齊藤の調査結果は、私たちの調査（表４）

楽能力

と基本的な線で一致している。臨機応変な対

これは私たちの調査（表４）から読みとる

応を要求するピアノの演奏かリコーダーの

ことができる。顕著なのはピアノの演奏力に

範奏能力、弾き歌いの能力、範唱能力、指揮

関する内容である。このなかで必要性が高い

をする能力は「とても必要」という回答が一

のは「コードネームをみて、即興的にピアノ

番多いことからもわかる。また打楽器、管楽

伴奏する能力」「初見(ごく簡単な譜読み)で

器の演奏力の必要性が必ずしも高くないこと

ピアノ演奏する能力」「旋律をみて即興的に

も一致している。

ピアノ伴奏する能力」である。いずれも明示

一方、聴取力は、私たちの調査から読みと

的な応用操作的音楽能力であるといってよい。

ることができる。「子どもたちの演奏を聴く

一方、再性操作的音楽能力に対応するのは、

能力」が他を引き離して必要性の高い筆頭と

｢譜面通りにピアノ伴奏する能力」である。

なっている。実践的な聴取力は極めて必要性

応用操作的音楽能力に比べると必要性は大き

が高いことがわかる。

く下がっている。なぜか。実際、実践の場で

和楽器に関しては、齊藤の調査と私たちの

は、譜面通りに弾くことよりも、子どもの表

調査の違いがややきわだった。齊藤の調査で

現に耳を傾けながら、音程のとりにくいとこ

－６３－

ろのメロディを強調しながら弾いたり、リズ

４．音楽実技試験の改善にむけて

ムを強調したり、臨機応変な対応が求められ

音楽実技試験の内容は教師が必要とする音

るからである。指揮にしてもしかりである。

楽能力と一定の整合性をもたなくてはならな

３）キーワードとしての実践的音楽能力

試験の内容をみると、多くの県市で実践的音

い、と述べた。このような視点から音楽実技
二つの調査に通底するキーワードは「実践
的音楽能力」である。いずれも調査も音楽の

楽能力をみる内容を課すようになっており全
国的にみると相応に考えられている。

授業実践に直接関わる音楽能力を必要として

だが問題を感じるケースも少なくない。ど
のようなあり方が望ましいのか。現行の問題

いることは明らかである。

二つの調査をペースに、筆者の経験と現場

の教員の意見などをもとに、実践的音楽能力

点や県市の試験内容などを紹介しつつ、改善
にむけての視点とその方策を述べる。

を整理すると次のようになろう。

１）実践的音楽能力をみる内容をベースにす

①教材曲を演示できる能力

る

音楽実技試験の内容を考えるとき、まずこ

：範唱、弾き歌い、範奏（リコーダー、

和楽器なども含む・・・）etc．

の点を自覚すべきである。

②教材曲の演奏を支える能力

たとえば次の出題を課している県市がある。

：指揮、臨機応変な伴奏etc．

・バイエル教則本の特定作品の再表現のみ

③教材曲の演奏を診断できる能力

（小）

：すぐれた点、改善点などの指摘etc．

・受験者が選択あるいは指定されたクラシッ
ク音楽作品の再表現のみ（中・高）

バイエル教則本やクラシックの音楽作品の

４）一定の専門性音楽能力も

演奏力をみる内容のみで、音楽の授業を実践

ところで、私たちの調査（表４）を注意し

する音楽能力をみることが最善なのか。この

てみると、それほど高くはないが「得意分野

ように問われると答えに窮せざるを得ない。

(ピアノ、声楽、管弦打楽器)での専門的な演

こうした発想の背景には、粗く言えば

奏能力」にも一定の必要性を感じていること

「専門的音楽能力＝実践的音楽楽能力」

がわかる。調査対象者となった小中学校教師

といった考え方を想定できる。実際、教員養

がほぼ同数程度であったことを踏まえると、

成系大学・音楽のあり方も、一昔前まではあ

中・高等学校教員を中心とした調査ではこの

らわでないにしるこのような考え方が根強かっ

割合が増えることは容易に予想できる。

た。一見奇異に見えるバイエル教則本を課す

専門的な演奏能力にも一定の必要性を感じ

発想も、専門家養成のための西洋音楽体系を

るのは、ひとつの領域を専門的に学ぶことで、

学ぶ初歩と位置づけると納得がいく。さすが

広い意味での音楽性を学ぶことができるから

に最近ではほとんど聞かなくなったが、かつ

である。たとえば学生時代に管楽器を専攻し

ての教員養成系大学の小学校音楽専門科目は

た教員が合唱指導で成果をあげているといっ

バイエル教則本の学習で完結することが少な

た事例は枚挙にいとまがない。もちろん本人

くなかったことの残影でもある。

のさらなる研鏑によるところも大きいであろ

先に実践的音楽能力を①～③に整理して提

うが、ひとつの専門を深く学ぶことで身につ

示した。これらの中から、現場の声と取り結

けた音楽性が他の領域を教える際にも転移す

びながら内容設定することを基本とすべきで

ると考えられるからである。

ある。

課題数が限定される小学校では、実践的音
－６４－

楽能力に絞るのが妥当であろう。１つのみを

う内容を課している。

課すのであれば「①教材曲を演示できる力」
である。歌唱力と鍵盤楽器の演奏力の両方を

また石川県の「弾き歌い」では、中学校で
なじみの深い３曲から検査時に指定されるが

みることができる教材曲の「弾き歌い」を課

｢調も検査時に指定」される。一見、再生操

すのが妥当と思われる。

作的にみえながらも、応用操作的音楽能力を
みることにもなっている。

２）実践的な応用操作的音楽能力という視点

このような方法がもっと工夫されてよい。
幅の広い聴取力、診断的聴取力も、まさに

をもつ

先に、再生操作的音楽能力よりも応用操作

実践的な応用操作的音楽能力である。

的音楽能力と述べた。音楽実技試験で応用操

次の問いを立ててみる。幼少から専門的な

作的音楽能力を重視する意味について若干補

訓練を受け絶対音感を有している受験者と、

足しておこう。

合唱指導ですぐれた力を発揮しているが専門

中・高等学校の音楽実技試験の受験者は、

的な訓練が遅かったベテラン教員がいる。音

教員養成系大学や音楽大学にて、中・高等学

大入試に代表される一般的な聴音力はどちら

校音楽の免許状を取得した者である。その多

がすぐれているだろうか。その場合、前者に

くはクラシックの専門的な訓練を経験して大

軍配があがるケースが多いことは想像できる。

学入学試験における音楽実技試験の洗礼をく

だがそのことをもって、絶対音感を有してい

ぐり抜け、質量の温度差はあるにしろ、クラ

る受験者の方がベテラン教員よりも子どもの

シックの名曲を中心とした再生操作的音楽能

演奏を診断する力があるとは言えない。

力の訓練を積んできている。

中・高等学校では、新曲視唱や聴音などの

善し悪しは別として、大学までの音楽実技

ソルフェージュを課しているところも多いが、

を中心とした授業は、ソルフェージュなど除

それをもって実践的に通用するソルフェージュ

くと、一貫して個々の楽曲の再表現活動を中

カと必ずしもいえないのである。

聴音にしぼって言えば、機械的に音高やリ

心としてきたと言ってよい。

若干の程度の差はあれ教材曲（群）の弾き

ズムを認知させる聴音ではなく、幅の広い聴

歌いや伴奏ができることは、いわば常識的な

取力や、より実践的な聴取力を課すことが考

ことである。

えられてよい。

しかしながら応用操作的音楽能力は、再生

和歌山県は

操作的音楽能力があるからといって高いわけ

１）拍子や拍子の変化の聴き取り

ではない。初見視唱奏、伴奏をつける能力な

２）楽譜に表情記号を入れる

どは、再生操作的音楽能力と相対的に独立し

３）演奏形態を問う

た能力であることは既に指摘した通りである。

４）２声及び３声の作品の空白部分を埋め、

さて、問題はどのような方法で応用操作的

表情記号を書き入れる

音楽能力をみるかにある。その際、重要なの

という内容を課している。

が、実践的な応用操作的音楽能力という視点
をもつことである。では具体的にどのような

音高やリズムの記譜に特化しない、幅広い
聴取力をみる内容になっている。

力をどのような方法でみるのか。

岐阜県では、

まず代表的な例としてあげられるのは、臨
機応変な伴奏や弾き歌いの能力である。

「中学校の混声合唱のビデオを視聴させ、
こういう場面でどのような指導をするのか」

北海道では「中学校の歌唱教材程度の曲を、

を問うという内容を課している。

検査時に示された調に移調し簡単な伴奏をつ

まさに子どもの演奏を診断的に聴取する力

くる」という極めて実践的で応用操作性を問

が問われる内容である。このような工夫がもつ

－６５－

３）今日的課題への対応を目にみえる形で位

となされてしかるべきである。

置づける

４）教育者としての資質能力をみる内容を工
夫する

中学校における和楽器の指導の義務化、幅
広いジャンルの音楽への対応、音楽づくりの

今回の調査のために、十数人の県市の音楽
担当指導主事からお話を伺った。何人かの方

対応など、今日的な課題を、音楽実技試験に
何らかの形で反映させることも重要である。

が次の主旨の話をされていたのが印象に残っ
ている。

公的な方針は、さまざまに連動する。和楽

器学習の必修化は、教育職員免許法施行規則

「プロの音楽家はいらない。音楽の教員と
しての専門性をもった人材を求めている」

の一部改正（教科に関する科目「声楽」は日
本の伝統的な歌唱を含むこと、「器楽」は和

音楽の教員としての専門性は、個人プレイ

楽器を含むこと）に連動し、中・高等学校の

の実技を主体とした音楽能力だけではない。

音楽免許取得のためには「伝統的な歌唱」と

子どもたちの声や表現にしっかりと耳を傾け

｢和楽器」の学習が必修となった。この改正

ながら、水平的な関係性で協働して音楽の授

は教員養成系大学のカリキュラムにとおける

業をつくる教育者としての資質能力も同様に

｢伝統的な歌唱」及び「和楽器」の義務化を

求められていると考えないわけにはいかない。

導いている。

このような視点にたっとき、三重県のグルー

プ活動によるアンサンブルは注目に値する。
その概要を紹介しよう｡脇）

とするならば、指導要領の改訂＝教育免許
取得条件の改正一教員養成カリキュラムの改
正－教員採用試験内容への位置づけ、といっ
た動きを描くことがあってもよい。

目的：教育者としての実技技能、協調性

県市教育委員会として、公的な方針に対応

できる人材の必要性を採用の入口で示すこと

をみる

・グループ活動：試験時間50分。

も重要であろう。

・グループで「主人は冷たい土の中に」

具体的には、器楽及び歌唱の自由曲の条件

「ビリープ」から曲を選択する。

に「和楽器、日本の伝統的な歌唱による作品、

･会場には楽器によるアンサンブルが可

諸民族の音楽ポピュラー音楽の演奏も含む」

能な各種の楽器が用意されている。

と記すだけでも、幅広いジャンルの音楽に対

・グループ練習の後に発表する。

応する教師を求めていることをアピールする

･その後にお互いに評価する。

ことになる。

･曲の選択、楽器編成、編曲などについ

また音楽づくりの対応については、今日の

てはすべてグループで検討し自主的に

教員にとって重要な課題であるにもかかわら

進める。

ず、これをみる内容を課している県市はみら
れない。三重県に倣って、グループによる音

音楽表現活動の多くは協働作業である。ア

ンサンブルづくりの過程のなかで、他者と関

楽づくり（たとえば「宇宙の音楽」など）を
課すといった試みがあってもよい。

いずれにしても、今日的な課題への対応を

わりながら協働して音楽をつくる力をみるこ

目にみえる形で位置づけことも重要であると

とができる。

模擬授業だけではなく、このような集団的

いわねばならない。

な音楽活動の過程を通して、教育者としての
資質能力をみるような試験内容がもっと工夫

５．おわりに
音楽実技試験のあり方は、一定の正解があ

されてもよい。

るわけではない。県市によって多様な方法が

－６６－

考えられてよい。だが情報公開、説明責任が

ただいた。謝して付記させていただく。

問われる時代である。教員採用選考試験にお
いても情報公開が促進されている。そのよう
な状況にあって、音楽実技試験においても、

註

ｌ）文部科学省初等中等教育局教職員課「平

･情報公開、説明責任に耐えられる骨太の方針

成18年度公立学校教員採用選考試験の

と内容を示すことが益々求められていくと考

実施方法について」httpWWwwmext・go・

えないわけにはいかない。

ｊｐ/b-menu/houdou/17/12/05122202.ht、

お話を伺った県市の音楽担当指導主事のな

北海道と札幌市、宮城県と仙台市、千

かには、該当する県市の音楽実技試験の内容

葉県と千葉市及び広島県と広島市は教育

について、事情の許す範囲で出題内容とその

採用選考試験を共同で実施しているが、

趣旨などをていねいにお話下さった方も多い。

文部科学省の調査ではそれぞれｌ県市と

またていねいな対応をされる方の説明には説

して別個に計上している。本調査の集計

得力があった。その反面「昔からそうだった

方法もそれに倣った。

ようで、どうしてかと言われても困る」といっ

２）同前

た対応も少なからずあった。

３）たとえば、ピアノを弾きながら歌う、弾

県市の情報公開、説明責任の意識の高さは、

き語りを｢弾き歌い｣に．○○を歌う、声

音楽実技試験の出題にも少なからず影響を与

楽を｢歌唱｣に統一。要項の表記に含意さ

えると考えさせられる。

れた意味あいは捨象されていることをご

了解いただきたい。表記の文責は筆者に

求める教師像を音楽においても描きつつ、

ある。

そのためにどのような資質や能力が必要で、
それを見極めるために、どのような方法を採

４）県市によって、中・高等学校別、中高共

るのか。情報公開、説明責任に耐えられる骨

通、あるいは小中共通で募集する場合も

太の方針と内容をそれぞれの県市でしっかり

ある。また養護学校中・高等部を含む場

ともつことが、音楽実技試験の充実につなが

合もあるが募集方法による細かな区分け

るはずである。

省略した。

一方、音楽実技試験のあり方は、教員養成

５）ピアノや歌唱でカテゴリーの違う課題

大学音楽のカリキュラムの見直しとも連動す

（初見視奏と課題曲など）は、それぞれ

る課題である。とりわけ地域の拠点大学にあっ

別個にカウントした。

て、その地域の求める教員の主要な音楽能力

６）平成16年３月に実施、有効サンプル数

を示しているのが音楽実技試験である。

118／300･齊藤忠彦「実践的指導力を

実践的音楽能力の育成、音楽実技試験に対

育成する教員養成大学音楽科カリキュラ

応できる音楽能力の育成という視点から、教

ムの開発～音楽科教育実践現場の実態調

員養成大学音楽のカリキュラムを検討するこ

査をもとにして～」（日本教育大学協会

とも、私を含めた教員養成に携わる教員の課

日本教育大学協会第二常置委員会『教科

題である。

教育学研究』23,2005年、429～446頁）

今回は、教員採用選考試験・音楽のあり方

尚、齊藤は教師という表記を採ってい

を、音楽実技試験に特化して論じたが、ペー

るが、本論の行論上教員に統一した。

パー試験の内容も含めた総合的な検討が必要

７）この調査は2003年５月29日、研究会に

である。今後の課題としたい。

参加した沖縄県中頭地区小中学校音楽担
当教師61名を対象に質問紙（略）によっ

※本稿をまとめるにあたり、全国県市教育

委員会の音楽担当者に多大なご協力をい
－６７－

て実施した。

「音楽教師として必要な音楽実技能力

についてあなたの考えを教えて下さい。

いて４段階で回答していただい

(略）※小学校高学年担当以上のレベル

を想定して下さい。※あなた自

たデータである。
8） 三重県教育委員会音楽担当の方から電話

身の教育活動の経験からお答え

でうかがった(2006年１月)内容を筆者の

下さい」

文資でまとめたものである。

と問い、各16項目の必要性にっ

－６８－

