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課題研究中間報告

小学校音楽科 楽しい「鑑賞」の授業づくり

-「ミュージック・ケア」の手法を取り入れて一

石川ゆかり

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・那覇市立真嘉比小学校

1 . はじめに

『学習指導要領解説音楽編』（文部科学省， 2017)の目標及び内容に 「音楽活動を進めるにあたって何

よりも大切なことは，児童が楽しく音楽に関わり，音楽を学習する喜びを得るようにすることであり，

音楽に感動するような体験を積み重ねること」とある。

従来の鑑賞授業において，机に向かい椅子に座って音楽を聴くという活動が主となるスタイルに対し，

神原 (2011) は 「音楽を聴く→音楽に興味が湧かない→何も感じない→退屈→感想を求められる→感想

が書けない→音楽の授業が嫌になる→騒ぐ，寝る」と述べ，このような流れでは児童が音楽を楽しんで

おらず，その流れを断ち切るために音楽鑑賞に動きを導入したリトミックを取り入れ，「音楽を聴きなが

ら動く→何かを感じる→意見を交わす→再び聴いてみる（動いてみる）→音楽の特徴や仕組みに気づく ・

分かる→もっと聴いてみたくなる→音楽を味わい深める→大切なレパートリーとなる」というようなパ

ターンを生み出している。その結果音楽の授業が活性化し，児童が音楽を聴くことが楽しくなるという

成果をあげている（神原， 2011)。また，高倉 (2011)は「音楽の要素を感じ取るため，その要素を経験

するために身体表現がある」と述べ， リトミックの手法を取り入れた授業づくりを行い，児童が音楽の

授業が楽しくなり，音楽のことがより好きになったことを成果にあげている。他にも小島 (2012) は音

楽を聴いて図形で表現する鑑賞づくりを行っている。そこでは，音楽の感受がクラスの話題となって関

心が高まり，図形を通して一人ひとりの感受を交換し合うことで共感が生まれたと述べている。

このように，様々な手法の鑑賞授業づくりがあるが，筆者はこれまでに児童により音楽を感じてもら

うために，体で表現するミュージック・ケァ 1) (以下M・Cと記す）の手法を取り入れた鑑賞授業を現

任校の 4年生から 6年生に実践した。そこでは，児童から「あれ，またやりたい」 「いつやるの」などの

声があり，どの学年からも手ごたえを感じた。

M ・Cに関する実践研究を論文検索サイト CiNii(https://ci. nii. ac. jp)にてキーワード 「ミュージ

ック ・ケア」で検索すると，障がい者を対象とした実践が 3件，特別支援学校での取り組みが 1件，保

健センターにおける 5歳児健康診断の一環として取り入れた例が 2件であった (2019年 12月 19日）。

通常学級での取り組みは 0件となっていた。さらに， M・C協会に通常学級での先行研究があるのかを

確認したところ， 1件もないと報告を受けた (2019年 5月 20日）。これらのことから，通常学級でのM ・

Cの実践研究はほとんどなされていないと推測できる。しかし，先述した通り，通常学級の音楽科「鑑

賞」の授業にM ・Cを取り入れることは有効だと考える。

鑑賞とは曲想と音楽の構造との関係について学び，受け入れて味わい楽しむことである。味わい楽し

む展開方法として，『学習指導要領解説音楽編』（文部科学省， 2017) では，鑑賞活動に「音楽に合わせ

て体を動かしたりするなどの活動を効果的に取り入れて」とある。本研究で扱う M ・Cの活動も曲に合

った身体表現を振りつけ，それは 「音楽のフレーズやテンポ，強弱やアクセント，曲想などに合わせて

ある」としている（宮本， 2012)。筆者は児童により 音楽を感じてもらい，曲想と音楽の構造との関係に

ついて体で感じ，体を通して鑑賞の目的を果たす為に，身体表現を伴ったM ・Cの手法を取り入れて 「鑑

賞」の授業を実践していく 。
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2 研究の目的

本研究の目的は，「鑑賞」の授業にM ・Cの手法を取り入れることで，児童がより音楽を鑑賞し楽し

むことができることを目指す。

3 研究の方法

(1) 期間 2019年 9月 12日から 9月 27日

(2) 対象者 A市立 a小学校の 4年生 2クラス 73名を対象とした。

(3)実践方法 M ・Cのメソッドを活用して曲に合った動きを道具（本実践では新聞紙）を使いながら

身体表現させた。また，道具を使わずに体のみで表現する時間も設けた。

(4)分析 毎時間のワークシートに，今日の授業で学んだことや発見した事等を自由記述させ，その

振り返りの言葉から鑑賞の楽しさと音楽を味わって聴くことができたのかを分析する。

4. 結果

(1) 実践の様子

単元は「曲想を味わおう」で，教材は

「ハンガリー舞曲第 5番」ブラームス作

曲／シュメリング編曲であった。単元指導

計画は表 1の通りである。児童の様子は

次の通りであった。

【第 1時】 M ・Cのメソッドの曲「パ

ンパン」を活用して 2拍の中に自分の名前

や好きなものを言う自己紹介の学習内容

で，児童は拍を意識して自己紹介をしてい

た。また，担任の先生から，「子どもたちが

音楽室から戻ってきた時に満面の笑みで，

とっても楽しかった！」と口々に言ってい

たことを聞き， M・Cを取り入れたことで，

児童が曲に合わせて自己紹介をしたこと

が楽しめた様子が伺える。

【第 2時】 身体表現の楽しさが体感で

きるようにM・Cのメソッド 6曲（「パンパ

ン」「おなかをポンポン」「クルックルッ」

「ぎりぎり」「空の終列車」「典子は今」）を

使った学習内容にした。児箪は初めて聴く

曲にも関わらず，楽しそうに曲に合わせて

身体表現をした。「クルックルッ」の曲で

は，両手で拳を作り胸の前でくるくる回し

（糸巻きの曲に合わせた動き），「ぎりぎ

り」の曲はそれぞれの手を缶詰の蓋を開け

表 1 単元指導計画 (5時間）

時 学習活動

めあて：曲に合わせて自己紹介をしよう。

1 
第 ・子どもたちの好きな曲や校歌など、既習曲を歌う。

時 ・「ミュージック・ケア」のメソッド「パンパン」を活用して、お互いに自

己紹介をする。

めあて：音楽をよく聴いて体で表現しよう。

・「ミュージック・ケア」に慣れさせる。

第 1. 「パンパン」前時の活動を応用して本時は楽器を使用する。

2 2. 「おなかをポンポン」自分の体（お腹 • おしり ・ 頭 ・ ほほ）を曲に合
時 わせてタッチする。

3. 「クルックルッ」 4. 「ぎりぎり」 5. 「空の終列車」

6. 「典子は今」

めあて：音楽をよく聴いてその曲に合った動きをしよう。

・ミュージック・ケアのメソッドを活用してコミュニケーションを図る。

第 1. 既習曲の取り組みを通して意欲を高める。「エーデルワイス」等。
3 
時 2. 「ぎりぎり」前時を応用してペアで身体表現をする。

3. 「詩人と私」ボールを使用してコミュニケーションを図る。

めあて：指揮をしたり曲に合わせて手拍子をすることで，気づいたこ

とをまとめよう。

1. 「ハンガリー舞曲第 5番」を皆で聴き、初感想をシェアする。（児

童の発言を板書する）

第 2. 旋律を口ずさんだり指揮のまねをしたりする活動を通して速度や

4 強弱の変化に気づくことができ、曲想の移り変わりを体で感じな

時 がら楽しく鑑賞する。

3. 「ハンガリー舞曲第 5番」の曲に合わせて手拍子をする。

・l回目は自分のひざ→手拍子

・2回目は自分の手→右隣の友達の手のひらをたたく。

めあて：「ハンガリー舞曲第 5番」の曲に合わせて体で表現しよう。

1. 「ハンガリー舞曲第 5番」の曲に合わせ、「ミュージックケア」を活

第 用した身体表現を全体で行う。（新聞紙を使う）

5 • 新聞紙をちぎる、くしゃくしゃにする、揺らすなどを曲に合わせて行
時-っ．

・片づけの曲 「道化師のギャロップ」

るように外側に回す。児童は元気な声で「クルックルッ」「ぎーりぎーり」と言いながら先述の身体表

現をしていた。しかし，中には身体表現をしない児童もおり，児童のワークシートを見ると、 M ・C

の動作をすることが恥ずかしいという記述があった。
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【第 5時】 「ハンガリ ー舞曲第 5番」の曲に合わせM ・Cのメソッドを活用した身体表現を行い，

身体表現に新聞紙を使用した。研究の目的により迫った山場の授業とした。「ハンガリー舞曲第 5番」

の曲を特徴付けている速さや強弱などを感じてもらうために新聞紙をやぶる，こする，揺らす，叩く

などの身体表現を曲に合わせて行った。それは，「ハンガリー舞曲第 5番」の曲の冒頭に流れる旋律の

拍や速さに合わせて新聞紙をやぶり，次に現れる旋律の 2拍子を感じ取るために新聞紙を揺らす。音

が弱く，小さくなるとこすり，リズムを感じるために新聞紙を叩くといった身体表現である。参与観

察者より，「児童は曲を聴きながら新聞紙を使った身体表現をし，にこにことした表情や笑い声があ

った。M ・Cを取り入れることによって鑑賞の授業が活性化していた」という助言があった。

(2) ワークシートより

授業に対する児童のワークシートの振り返りは，表 2の通りである。

表2 児童の振り返りの言葉より （抜粋）

A児「普通の自己紹介より曲を入れて自己紹介した方が楽しいということ」（第 1時）

B児「音楽に合わせて名前や好きなものを言って音楽はこんなに楽しいことを学んだ」 （第 1時）

c児「 2拍でも自己紹介できることがわかった」（第 1時）

D児「こんなにリズムが合わなくてむずかしいということを学んだ」（第 1時）

E児「 6曲ぐらい聴いて最後はゆったりした曲で， 5曲目は 1・2・3・4の曲がまじってすごくな

った」（第 2時）

F児「音楽にはははげしい，こわい，強くなったり，弱くなったり，速くなったり，おそくなった

りしてしんぶんしをちぎったりゆらしたりたたいたりしたので，音楽の歌によって，強さがち

がったり速さがちがうのがわかってよかったです」（第 5時）

G児「ハンガリー舞曲第 5番の曲に合わせて，しんぶんしをたたいたり，ふったり，ちぎったりしま

した。急におそくなったり，速くなったり，でっかくなったり小さくなったりして楽しかったで

す」（第 5時）

H児「家でもやりたいです」 （第 5時）

I児「もっとほかの曲にあわせてやりたいです」（第 5時）

J児「ハンガリー舞曲第 5番以がいにも聞いてみたいです」（第 5時）

A児のコメントから， 「普通の自己紹介」というのは学級開きの時などに行う 言葉だけでの自己紹介

のことを言っていると考えられ， M ・Cの 「パンパン」の曲に合わせて自己紹介した方が楽しかった

ことが考えられる。B児からは言葉だけでの自己紹介より，音楽に合わせて自分の名前や好きなもの

を言 うことで自己紹介が楽しくなり， 音楽がこんなに楽しいこと， C児からは拍を感じ意識したこと

で， 2拍の中に自分の名前を言 うことができ， 2拍でも自己紹介できると実感したことが伺える。

また， D児からは自分の名前を 2拍の中に収めて言 うことが難しいことを感じ取っていると考えら

れ，それは拍を意識して聴いているが故に起こりえたことだと考えられる。 これらのことから C ・D

児は， 音楽の諸要素の中の 「拍」を味わって聴くことができたと考えられる。なお， E児については，

第 2時においての学習の成果を捉えていると考える。それは， 1曲目から 4曲目までのM ・Cの基本

の動作を取り入れてある曲が 5曲目であり，それを初めて聴いた曲であるにも関わらず拍やリズムを

感じ，前曲 (1曲目から 4曲目）との関連に気づいたことが伺える。体で感じ，体が覚えていたので

初めて聴いた曲でも具体的に感じ取れていたと捉えられる。 これらのことから，曲を味わって聴いて

いたと考えられる。ただじっと椅子に座って聴くよりも，曲を聴きながら身体表現をすることで，よ

り音楽を感じさせることが出来ると考える。
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加えて， F児からは新聞紙を使い身体表現をすることを通して，「ハンガリー舞曲第 5番」の曲を特

徴付けている要素（速さ，強弱）や，曲想（はげしい，こわい）を感じ取れたことが考えられる。そ

れは，曲想と音楽を特徴付けている要素との関わりに気づいたことで，楽曲全体を味わって聴くこと

ができたのではないかと考えられる。G児からは新聞紙を使い曲に合わせて身体表現することで， 「ハ

ンガリー舞曲第 5番」の曲を特徴付けている速度の変化 「急におそくなったり，速くなったり」や強

弱「でっかくなったり，小さくなったり 」を感じ取ったことが楽しかったと考えられる。

H ・I・ J児からは，他にもやってみたいことから， 音楽をより積極的に鑑賞しようとする態度が

芽生えたとことが伺える。

5 まとめと今後の展望

本実践で児童が一番楽しかった授業は，新聞紙を使い曲に合わせて身体表現したこととワークシートの

感想に書いてあった。また， 音楽室からクラスに戻ってきた時に「とっても楽しかった」と担任の先生に

報告していたことなどから， M・Cを取り入れたことで鑑賞の授業が楽しくなったことが伺える。さらに，

児童の振り返りの言葉に，「家でもやりたいです」や「もっとほかの曲に合わせてやりたいです」などか

らは， M・Cを取り入れた鑑賞の授業を実践したことで，より積極的に音楽を鑑賞しようとする態度が感

じられる。これらのことから，児童により 音楽を感じてもらい，曲想と音楽の構造との関係について体で

感じ，体を通して鑑賞の目的を果たす為に，身体表現を伴ったM ・Cの手法を「鑑賞」の授業に取り入れ

ることは有効だと考える。しかし， M ・Cは曲に合わせた動きがつくられたものであり児童の創造性に欠

けるため，次年度は選曲や曲に合った動きを児童が自ら考え，身体表現できるような授業を固りたい。

注

1) ミュージック ・ケア（加賀谷式集団音楽療法）は加賀谷哲郎が 1960年代に創案した集団音楽療法の

メソッドを基本に，その方法と理論を宮本啓子が体系化したものである。より音楽を感じてもらうために

（シャボン玉 ・フラップバルーン・紙 ・ボール ・スカーフ）などを利用し聴覚だけでなく道具を使用する

ことにより，視覚 ・触覚 ・臭覚などを刺激し，音楽を味わい楽しむことに特徴がある（宮本，2012)。
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