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《音楽科》

豊かさや美しさを感じ取り創意工夫する力をはぐくむ授業づくり

-表現を工夫する歌唱活動を通してー

金城園美* シャイヤステ柴子** 服部洋一村

*琉球大学教育学部附属中学校 **琉球大学教育学部

日本において、様々な文化や、多様な価値観といつ らの学習 ・指導の工夫や改善 ・充実を図る上でも、音

た変化の激しい社会情勢としづ現代、学校教育では、 楽科に関しても現行の学習指導要領において重視され

121世紀型能力」の育成が求められている。このよう てきた言語活動や、さらに深まりのある表現活動を通

な時代を生き抜くために学校教育の中で、どのような して、教科の特質に応じた充実を図ることも求められ

アプローチをすると生涯に渡って一人の人間としてよ ている。このような音楽科の特質と期待をふまえた上

り良く生きていくことに繋がるのかを音楽科の本質を で、生徒自らが思考・判断・表現していくための学習

しっかりと捉えつつ探究していきたいと考える。ここ 活動はどのようにあるべきか探っていきたい。

でいう音楽科の特質とは、『中学校学習指導要領解説音

楽編』にも植われているように「豊かな情操を養う J(1) n 研究の目的

ことである。「豊かな情操を養う」ことは、 一人ひとり 本研究では、「表現J(歌唱活動)におけるアクティ

の豊かな心を育てる重要な意味を持ち、情操は、美し ブ・ラーニングの在り方を探り、創意工夫する力に繋

いものや優れたものに接して感動する情感豊かな心と げていくことを目的とする。

も言われている。その情感豊かな心を育てるためにも、

音楽科が担う役割の根本的な質を高めていきたい。音

楽によって感情を表現したり、表現された感情を感じ

取ったりする中で感性が豊かになると考える。また、

感動や共感を伴った音楽経験を通して、自己の存在を

意識し、他者を理解することにも繋がるのではないだ

ろうか。

さらに芸術系教科・科目においては、思考力・判断

力・表現力を高めるため、リテラシ一能力を引き上げ

るための活動を行うほか、言語以外の方法(音や形、

色など)を用いた言語活動や、音や形、色などにより

表現されたことを捉えて言語活動並びに表現活動を行

うことが大切である。また、捉えたことを、喰えたり、

見立てたり、置き換えたりすることは、音楽科教育の

「表現」や「鑑賞」を深めていく際に重要な活動でも

ある。そのため、「アクティブ・ラーニング」の「深い

I 主題設定の理由 学び」や、「対話的な学習」、「主体的な学び」の視点か

E 研究仮説

音楽体験(歌唱・合唱活動)を通して、生徒が感じ

取ったことを基に、自ら思考・判断・表現することで、

思いや意図をもって創意工夫して歌うことができるの

ではなし、かと考える。

W 研究内容

現行の学習指導要領の成果と課題を見てみると、音

楽科においては、音楽のよさや楽しさを感じるととも

に、思いや意図を持って表現したり味わって聴いたり

する力を育成すること、音楽と生活との関わりに関心

を持って、生涯にわたり音楽文化に親しむ態度を育む

等に重点を置いて、その充実を図ってきたところであ

る。一方で¥感性を働かせ、他者と協働しながら音楽

表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさや価値等を
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考えたりしていくこと、我が国や郷土の伝統音楽に親

しみ、よさを一層味わえるようにしていくこと、生活

や社会における音や音楽の働き、音楽文化についての

関心や理解を深めていくことについては、更なる充実

が求められている。 (2) 更なる充実を図るために音楽

科ではどのような資質や能力を育みたいか、さらに、

音楽科で目指すことを具現化し研究を深めていきたい。

1 音楽科において育成を目指す資質・能力

知識や技能面において、曲想、と音楽の構造や背景と

の関わり及び音楽の多様性などの音楽文化について理

解することや、 音楽を形づくっている要素及びそれら

に関わる用語や記号などについて、音楽における働き

と関わらせて理解することや、自分なりに音楽表現を

創意工夫したり、思いや意図を音楽で表現したりする

ための技能を身につけさせたい。また、音楽の中での

思考力・判断力・表現力については、 音楽に対する感

性を働かせ、 音楽を形づくっている要素や要素同土の

関連を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気

を感受しながら、知識や技能を得たり活用したりして、

音楽表現を創意工夫し、どのように表すかについて思

いや意図を生み出すことや、音楽に対する感性を働か

せ、音楽を形づくっている要素や要素同士の関連を知

覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受し

ながら、知識を得たり活用したりして、音楽を自分な

りに解釈したり、音楽と人々の暮らしなどとの関連か

ら音楽を捉えたり、自分にとっての価値を考えたりし、

よさや美しさを味わい、音楽の意味や価値を生み出す

ことの力を育み、音楽を通して学びに向かう力・人間

性を培うために、音や音楽のよさや美しさなどの質的

な世界を価値あるものとして感じ取る感性・協働して

音楽活動する喜びの自覚・音楽の学習に主体的に取り

組む態度・音楽を愛好する心情・音環境への関心・音

楽によって生活を明るく豊かなものにする態度・我が

国の音楽文化への愛着や、諸外国の様々な音楽に関わ

る態度・美しいものや優れたものに接して感動する、

情感豊かな心としての情操の8つのことを挙げていき、

資質・能力をはぐくむための学習過程としては、音楽

科におけるアクティブ・ラーニング(今回は、比較聴

取やグ、ルーフ。活動)を取り入れ、アクティブ・ラーニ

ングの取組みの中で、生徒一人ひとりの音楽に対する

豊かさや美しさを感じる心、さらにそこから発展して

創意工夫する力に結び、つくことを焦点化していき、そ

のために授業では常に「音」を中核において学習を展

開してし、く。その取組みの中で音楽を形づくっている

各要素「旋律J IリズムJ IハーモニーJ I音色J I強

弱J I形式J I構成J Iテクスチュア」を意識させな

がら、より創造的に表現の工夫を考えていけるような

流れを設定し、最終的には、凡用的能力の育成(解決

力・創造性・協調性)の習得をねらいとしていきたい。

2 音楽科授業ではぐくむ表現活動

( 1 )音楽科の表現領域ではぐくむ力

『中学校学習指導要領解説音楽編』では、 音楽科で

は具体的にどのような資質・能力をはぐくむのか。ま

ず、音楽科では音楽を形づくっている要素を知覚(音

楽の要素や構造を、感覚器官を通してとらえること)・

感受(音楽の要素や構造によってもたらされる音楽の

雰囲気を感じ取ること)できるようになることが、生

徒が生涯のうちに出会う多様な音楽を理解するための

重要な窓口となってし、く。~中学校学習指導要領解説

音楽編』では、知覚・感受する基礎的な力を表現、鑑

賞の全ての領域で展開していくことが生涯にわたって

楽しく 音楽活動ができるための基になる能力であると

植われている。 (1)

そして、生徒自身が、音楽を形づくっている要素を

知覚・感受し、その音楽を価値づけ理解していく(批

評)フ。ロセスの中で思考は働く。批評というのは、「音

楽のよさや美しさなどについて、言葉で表現し他者に

伝える」行為のことである。

(2 )歌唱における言語活動

言語活動を充実させる指導においては、表現領域(主

に歌唱としてとらえた場合)においては、自己の表現

意図を言葉で表すこと、音によるコミュニケーション

の充実を図るために、音楽に対するイメージや思い、

意図などを相互に位置づけ、仲間とともに創意工夫し

て音楽表現する喜びを味わうようにすることが望まし

い。音楽科の授業においては、学習指導要領に記され

ている「知覚」と「感受」にあたる。これは、自分が

聴き取ったことや、感じ取ったことを「言葉」に置き

換えることで、その経験や記憶はより深く刻まれ、意

見を相互に伝え合う活動は、視野も広がり、思考力・

判断力・表現力を鍛えることにもなる。授業の中でそ

のような経験ができる場面、生徒自らが学びを得られ

るような場面の設定が大切である。
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3 生徒の姿からめざすもの

本校では、「歌唱JI器楽JI創作JI鑑賞」の各活動

分野の中で、音楽のもつよさを感じながら、意欲的にか

っ能動的に活動で、きるようになること、そして、音楽

文化の多様性を理解できるようになること、音楽を通

して豊かな感性が育つことをめざす生徒像としている。

本校の生徒は、自分の感じたことを言葉で表現し、

文章に表現することはできるが、それを基に音楽科の

授業の中での実際の歌声や、歌詞のフレーズを意識し

て表現してし、く活動に対し、思いや意図を持って表現

する力が若干弱いのではなし、かと感じる場面がある。

また、そこには、姿勢や呼吸法・発声法とし、う技術的

な部分も原因となっていることも否めない。

そこで、根本的な部分も含め、思いや意図を持ち、

創意工夫して歌うことができるような学習活動をめざ

したいと考える。

4 音楽科「表現」領域の授業デザイン

( 1 )音楽科「表現」領域における

本テーマにも掲げてあるように、音楽表現の豊かさ

や美しさを感じ取り創意工夫する力をはぐくむために、

歌唱活動におけるアクティブ・ラーニングを通して、

音楽科「表現」領域の学びを深めていける授業を展開

しなければならないと考える。そこで今回は、歌唱(合

唱)活動に入る前に、楽曲の原由についての理解を深

め(鑑賞)、そこから歌唱活動に入ってして流れを設定

した。そして、楽曲の旋律の流れを感じ取り、自己の

イメージや感情を広げ、思いや意図をもって創意工夫

してし、く活動を取り入れ学びを深めていくとしづ流れ

を作ったO 今回は、L.v.Beethoven作曲『ピアノソナ

タ第 8番「悲'槍」第 2楽章』の旋律が用いられている

混声3部合唱曲「心の中にきらめいてJ(田崎はるか作

詞:橋本祥路作曲)を用いた。

(2 )創意工夫するための教材選択

今回の教材は、先に述べたように、歌唱(合唱)活

動に入る前に楽曲について「鑑賞」の授業を展開し原

由(ピアノ由)、歌唱(合唱曲)の比較聴取を行ったO

その比較聴取を行うことで、原由について感じたこと

をお互いで共有し(グ、/レーフ。活動)、そこで共有したこ

とを歌唱(合唱)表現で創意工夫し、生かせるように

していく。

(3 )グ、/レーフ。活動のポイント

思考が深まり、 表現が高まる充実したグ、ノレーフ。活動

を展開するために以下のポイントをまとめる。

①導入時における課題把握

音楽表現の創意工夫をねらいとしてグループ。活

を取り入れるため、導入時の課題を明確にする。生

徒徒自ら「どのようにしたら?J Iどんなイメージ?J

など、楽曲に対してアプローチする視点をしっかり

と見い出す。

②表現を工夫する部分を焦点化

限られた時間の中で、また、この教材で何を身に

つけさせたいのかを焦点化する。今回は、「旋律」と

「音色」に焦点化していったO

③視覚的資料の工夫(拡大楽譜・ワークシート等

より活発に主体的に対話をできるような拡大楽譜の

準備。さらにまとめをしやすいワークシートの工夫。

④活動の支援

話し合い活動において、互換性のある対話が行わ

れるよう、一人ひとりが音楽的な知識の習得や、音

楽を感じ取る力をはぐくむ環境をサポートできるよ

うにしていく。

V 実践事例

1 音楽科におけるアクティブ・ラーニング実践

の概要

(1)領域:表現

(2 )題材名:旋律の美しさを感じ取り自分たちの表

現を工夫しよう。

(3 )対象 :2学年

(4)教材:混声三部合唱「心の中にきらめいて」

(5 )学習目標

旋律の流れを味わい、由にふさわしい表現を工

夫して歌うことができる。

(6 )指導内容

① 比較聴取→原由のもつ良さや特徴に気づかせ、

楽曲の比較鑑賞を通して、気づいたこと、感じ

たことをまとめる。

② 知覚→合唱曲を形づくっている要素・構造を知

覚する。

③感受→合唱曲を形づくっている要素・構造によ

って生み出される雰囲気・曲想、を感受する。

④ 音楽文化の理解→音楽の多様性に気づき、音楽

と文化的・歴史的背景とのかかわりを理解する。

⑤ 批評→音楽を形づくっている要素や構造などの
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客観的な理由をあげながら、生徒が価値判断し

たことを言葉で表す。

(7)学習活動

今回の実戦の流れを以下にまとめる。3時間計画

で実戦した。限られた時間の流れの中で、し、かに一

時間一時間ごとの聞いを掴み展開していくことがで

きるか(表1)。また、学習の展開の流れに沿った思

考を具体的にどのように捉えさせていくかを思考の

具体化としてまとめた(表 2)。その流れを具体的に

示すことによって各時間の授業の核をしっかりと認

識し実戦することに繋がる。

表 1 単元計画(全3時間)

ベートーヴ、エンの原曲による特徴を見つけ

る。

第 1時 -ベートーヴェン楽曲と合唱曲との比較鑑

賞。

-合唱曲との比較鑑賞及び旋律の繋がりに

ついて確認、

-固の旋律に特化し歌唱するO

ラララの部分のイメージを膨らませる

-歌詞の意味を深く考える。

第2時 -歌調について自分なりに考える。

-自分の中での言葉を意識して歌唱する。

思いや意図を持った歌い方の工夫

第3時 -前時で共有した内容をもとに合唱する。

(本時) -歌唱表現の工夫を考えるために固の部分

(旋律)に着目させる。

-思いや意図をもった歌唱表現の工夫をす

るためのグループ活動(話し合い活動)

-話し合ったことを基に実際に歌唱する。

(自分たちのイメージを表す表現活動)

表2 学習の展開の流れとそれに伴う思考の具体化

学習展開の流れ 思考の具体化

1 目標の設定 明確にする

2 要素の焦点化 焦点、化する

比較する

3 思いや意図の共有化 視覚化する・

*聴き合う時間の設定 共有する

*対話する時間の設定 他者との関わり

(ベア学習・各声部

のパートやグ、ノレーフO

での話し合い活動)

4 歌唱活動 イメージを膨らませ

る。(創造性)

5 表現を高める 練り合う。

(創意工夫)

6 創り上げる 発表・披露する。

2 各学習活動の内容

( 1 )楽曲の特徴を見つけるための比較鑑賞

本時の題材の原曲は、ベートーヴェンピアノソナ

タ第8番第2楽章 「悲情」である。作曲者の背景に

興味・関心を持ち、どのような違いがあるのか、「旋

律JI音色JIリズム」の3つの視点で、考えさせ鑑賞

をする。さらに、原由と合唱曲のCの部分の旋律を

歌唱し、旋律の流れを捉えるO また、ここでは、旋

律の流れの雰囲気に合った歌い方を意識して歌わせ

る。

(2 )旋律のイメージを膨らませる活動

楽 曲の歌詞の意味を深く考えさせるために、その

歌詞について自分なりに「感じる色」をイメージさ

せ発表させる。その後、歌調中の「忘れられない歌」

「私の宝物・僕の宝物」は一体何かということを自

分の心を見つめさせ考えさせる。最後に合唱曲の旋

律の部分をどのようなイメージで歌いたし、かを考え

させる。

(3 )創意工夫するための表現活動

前時で各自が感じたフレーズごとの「色J(感じる

色)・自分にとっての「忘れられない歌」、自分にと

っての「宝物」を全体で共有する。共有した内容を

合唱表現へ生かして歌う。次に歌唱表現の工夫を考

えるために固の旋律部分に着目し、あえて固の部分

を抜いて歌うとどういうふうに感じるのか、という

ことや「ラ」という歌詞を共有し、「ラ」にどんな歌

詞をつけると旋律から感じられる雰囲気を表すため

の工夫ができるのかを考えさせる。
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(4)内容項目

匿~[比較鑑賞]
中学校 2学年鑑賞教材の中にある、ベートーヴェン

作曲「交響曲第 5番ハ短調第 1楽章」と、今回の歌唱

教材「心の中にきらめいて」の固の部分に引用されて

いる旋律の原由が、同じくベートーヴェン作曲「ピア

ノソナタ第 8番第 2楽章」 ということで、同じベート

ーヴェンが作曲した 2曲を、 3つの視点、(旋律・音色・

リズム)で生監賞し、知覚・感受したことをまとめ、さ

らに2つの由の比較鑑賞を通して、感受したことをま

とめる活動を実施。比較鑑賞の事前学習では、生徒一

人ひとりがベートーヴェンという作曲家についての調

べ学習を行い、その生涯や、時代背景などある程度の

知識と理解は掴むことができた。実際の楽曲を初めて

耳にした時に、 2曲の楽曲について感じ取ったこと(初

発の感想)を次にまとめる。

表3 比較鑑賞(生徒の感想)

[生徒A]

・2曲を聞いて印象が全く違う。「運命」は。どん底みた

いだけど扉をノックして前に進もうみたいな感じがした。

「悲槍」は、旋律から喜びみたいだが、悲しんでいるよう

に感じる。

[生徒B]

・この 2曲から、どんなストーリーがあるのだろうと考

えたら、非日常と普通という感じがした。

[生徒c]

・初めの曲(運命)は自分に絶望しているように感じたけ

ど、 2曲目(悲恰)は、人生の中のゆらぎを感じた。この

2曲は真逆に感じるが、共通点がありそう。

匿週 [イメージの創造]

前時で主監賞した原由の旋律を元に、歌唱(合唱)曲

の旋律の歌詞について各自で考える時間を設定する。

イメージを膨らませるための手立てとして、各節ごと

に「感じる色」を考えさせ、そこから、次のステップ

として、歌詞中の「忘れられない歌JIわたしのたから

ものJIぼくのたからもの」は一体どういうものか、 自

分の心に間し、かけるように見つめさせる。そうするこ

とによって、何も意識しない時に歌った雰囲気と、自

分の心に間し、かけた後の歌い方には、生徒の表情や歌

声までも変化を感じた。そこで生徒の発表から特に印

象的だ、ったのが、「わたしのたからものJIぼくのたか

らもの」である。自分の心に問し、かけた「たからもの」

には、勿論、中学生らしい物質的なものもあったが、

それ以上に、精神的な内容が多かったO その部分を全

体で共有した時に、楽曲に対する様々な意識があるこ

とを知り、その思いが歌唱表現に生かされた。

表4 私のぼくのたからもの(ワークシートより)

-楽しい思い出

・手紙 ・写真 ・家族 ・家族の命

・仲間 ・友達 ・分かり合える友達

・命 ・愛と勇気 ・全人類の命

-人間と して生まれてきたこと

-粋 ・私が愛する全ての人類

・未来 ・生きること

|第3時(本時)I [創意工夫]

本時では、目の旋律に着目させる。そこに焦点化し、

その旋律に思いや意図をのせて歌う工夫を考える活動

を実施。その流れを次に示す。

①巴の部分をあえて抜いて歌う。その旋律がなくても

この由は成り立つのか考えさせるo (個人)

②作曲者はなぜ目の部分に「悲憤」の旋律をもってき

たのか考えさせる。また、あえて歌詞が「ラ」になっ

ていることで、その「ラ」にはどのような思し、を込め

て歌うと良いのか考え、各自が考えたことをグループロ

で共有する。

③さらに自分たちの思いや意図を歌声にのせるため、

表現の工夫として「ラ」の部分に歌詞をつけてみる。

(グループO活動)

④各グループの発表を通して、各グループの表現を感

受する。

⑤どの歌い方が自分たちの思し、を伝えることができる

のか意見交流させる。

⑥自分たちの工夫した表現が伝わるように最後に全員

で合唱する。

⑦一番初めに歌った時と、最後に歌った時に歌い方や
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歌っている時の気持ちに変化が現れているかについて

ふり返らせる。

表5 rラ」の部分のイメージ(ワークシートより)

「ラ」の部分をどのようなイメージで歌いたいか。

Pこれまでの思い出をメロディーにのせるイメージ

P友だちとの思い出をふりかえり ながら

P回想シーンのような感じ

月争かにささやくように

P何かを思い出すように懐かしむように

Pやさ しく、ゆるやかに

ム思い出を蘇らせるように

P様々な思い出を思い出すように

Pその時の気持ちも考えながら

P未来を想像するように

P空をとんでいる感じ

Pなめらかに

P夜、月灯りの下、楽しかった思い出を思い返す

P未来への希望

P男IJれのイメージ

P気持ちよく

Pあたたかな気持ち

P聴いている人の心に届くように

Pずっと自分の思いを忘れないでという気持ち

羽実践の成果と課題

1 r表現の工夫」のための手立て

今回の研究では、「創意工夫する力をはぐくむ」た

めの音楽表現を実践してきた。はじめに由について原

由を用いてその楽曲を知ることにより、生徒は、その

由のもつ良さや特徴に気づき、実際の歌唱活動に入っ

た時にその良さや特徴を踏まえた上で、歌声としての

表現の工夫を互いに意見交流をしながら創り上げてい

くことができた。また、由のイメージを豊かに膨らま

せるために、歌詞を「色」で捉えさせたり、「ラ」の旋

律にあえて歌詞を作り歌ってみたりという活動を取り

入れたことで、表現をする上で広がりを持たせること

ができたことは、成果として感じることができた。さ

らに。歌詞を創り上げてし、く活動では、生徒は互いに

色々なアイディアを出し合い、さらには、自分たちの

思いや意図をそこに表現するための考えを共有するこ

とができた。

2 実践から見えてきた課題

今回、授業をデザインするにあたって、「音」を中核

に据え、音楽を形づくっている要素の中の「旋律JI音

色JIリズム」に焦点化してみたが、実践では、様々な

要素に意識が向いていくグ、ルーフ。もあり、もっと絞っ

た要素を意識づけさせることが必要だと感じた。

また、歌詞を作る活動で、音符や拍に対して言葉を

のせてしまうといった、技能面に走る場面も見受けら

れた。さらに課題として感じたことは、楽曲分析によ

って音楽を捉えていくことで、各声部の旋律から和声

的な広がりを感じ取ることができるのではないだろう

か、生徒自身が「こう歌いたしリという思いや意図、

そして次は「どう歌うと良いのか」という部分も含め

て楽曲分析の必要性を感じた。楽曲分析をすることに

よって、歌い方の工夫を自分たちで考え、自分たちで

表現していくということにも繋がると考える。

四考察

実戦の中で、抽象的で、はあったが、旋律の流れを「色」

でイメージさせ、そこから表現活動に繋げていったが、

一つの「色」にしでもなぜその「色」に感じたのかな

ど、イメージを言語化するとさらに深まりが見られた

のではなし、かと考える。

また、楽曲分析をすることによって、歌い方の工夫

を自分たちで考え、自分たちで表現していくというこ

とにも繋がるのではなし、かと考える。そのためにも教

師自身も楽曲について深く分析をする必要があると感

じた。

音楽は、人が感じたものを伝い合うことができ、心

のつながりを表現し、さらに体感し、人と人との聞の

中でも個人でも感動を大きく味わえるものである。

様々な音楽をどのようにとらえていくか、人生の多く

の学びの中で音楽科としての役割を今後も模索してい

きたいと考える。
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