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平成 29年告示の学習指導要領では、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力が、三つの柱に

整理され、音楽科の「知識」に関する指導内容について、「曲想と音楽の構造（や背景）などとの関わ

りについて理解する」など、具体的な内容が領域や分野ごとに事項として示された。 

そこで本研究では、音楽科の「知識」を習得・活用するためには、児童生徒が音楽科の学習を通し

て「曲想と音楽の構造（や背景）との関わりについて理解する」ことが最も大切なことと考え、その

指導の在り方について研究を進めることとした。どの授業においても、音楽科の学習過程で、「知識」

を習得・活用する上で大切にしたい手立てを、①「音楽から考えたり、理解したりする場の設定」と、

②「他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定」とした。 

検証授業では「音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したこ

とを関連付けながら『知識』を習得・活用している姿」と「他者との関わりの中で、自らの既存の『知

識』を活用しながら思考・判断し、新たに分かったことや気付いたことなどを語っている姿」の二点

を視点とし、児童生徒が音楽科の「知識」を習得・活用しているかを検証した。 

研究を通して、①「音楽から考えたり、理解したりする場の設定」では、知覚したことと感受した

こととの関わりについて考えることにより「知識」の習得・活用につながった。その際、考えたこと

を言葉として表出するだけでなく、表現の学習では歌ったり演奏したりすること、鑑賞の学習ではよ

さや美しさについて何度も音楽を聴き深めることを通して、さらに思考・判断し、表現していくこと

が重要であった。②「他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定」では、個人で曲

の特徴について理解したことを他者との関わりを通して思考・判断することで、さらに自らがどのよ

うに表現したり音楽を評価したりするのか自覚をもつことにつながった。 

これらの成果から、児童生徒が「知識」を習得・活用するためには、十分に思考する場を意図的に

設定することが必要であることが分かった。 

要   約 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ 研究の背景 

社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難な時代背景であることを踏まえた上で、学習指導要領1で

は、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を、ア「何を理解しているか，何ができるか（生き

て働く「知識・技能」の習得）」，イ「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対

応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成）」，ウ「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生

を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」の三つの柱に整

理された。さらに、この三つの柱は、学習の過程を通して相互に関係し合いながら育成されるものであ

ることに留意が必要であることが示されている。 

現行の学習指導要領改訂では、「知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを

重視する平成 20 年改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質を更に高

め，確かな学力を育成すること」1が基本方針とされ、資質・能力のうち「知識の理解の質」を高めるこ

とが強調されている。ここでいう「知識」とは、個別の事実的な知識のみを指すものではなく、それら

が相互に関連付けられ、さらに、社会の中で「生きて働く知識」となるものを含むものである。そして、

思考力、判断力、表現力等の育成の説明には「理解していること・できることをどう使うか」という文

言が付されている。このことは、知識を単独で扱うのではなく、思考・判断し、表現する一連の過程に

おいて育成すべきであることを示唆している。 

また、児童生徒は学ぶことに興味を向けて取り組んでいく中で新しい知識や技能を得て、それらの知

識や技能を活用して思考することを通して、知識や技能をより確かなものとして習得するとともに、思

考力、判断力、表現力等を養い、新たな学びに向かったり、学びを人生や社会に生かそうとしたりする

力を高めることができるとされ、各教科等の指導に当たっては、資質・能力が偏りなく育成されるよう、

児童生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行うことが求められている。 

さらに、令和３年１月 26日に示された中央教育審議会答申2では、「協働的な学びは，探究的な学習や

体験活動等を通じ，子供同士で，あるいは多様な他者と協働することや，一人一人のよい点や可能性を

生かすことで，異なる考え方が組み合わさり，よりよい学びを生み出す」とされている。 

 

２ 音楽科において育成を目指す資質・能力について 

音楽科においては、学習指導要領3（平成 29年７月）では、「Ａ表現」、「Ｂ鑑賞」及び〔共通事項〕の

各内容について育成する資質・能力ごとに整理された。音楽科の教科の目標は、「表現及び鑑賞の（幅広

い・中学校）活動を通して，音楽的な見方・考え方4を働かせ，生活や社会の中の音や音楽（音楽文化・

中学校）と豊かに関わる資質・能力を育成することを目指す。」と示されている 3（表１）。そして、この

実現に向かい、音楽科の学習で求められていることは、「音楽的な見方・考え方を働かせ，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美しさなどを見いだしたりするなど，思考，

判断し，表現する一連の過程を大切にした学習の充実を図ること。」である 3。 

                             
1 文部科学省「小学校（中学校）学習指導要領（平成 29年告示）解説 総則編」2017年 
2 中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して ～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学び

と，協働的な学びの実現～(答申)【概要】」令和３年１月 26日  
3 文部科学省「小学校（中学校）学習指導要領（平成 29年告示）解説 音楽編」2017年 
4 「音楽的な見方・考え方」音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で 

捉え、自己のイメージや感情、生活や（社会、伝統や）文化などと関連付けること （中学校） 



 

 

 

- 47 - 

 

表２は、学習指導要領の内容構成を、目標、学習評価との関係を含めて示したものである5。全ての事

項が、音楽科の特質に応じて、ア「思考力，判断力，表現力等」、イ「知識」、ウ「技能」に整理され、

内容構成と指導内容がより明確にされた。 

また、資質・能力の育成に当たっては、児童生徒が「音楽的な見方・考え方」を働かせて学習活動に

取り組めるようにする必要があることが示され、育成を目指す資質・能力を「生活や社会の中の音や音

楽（音楽文化）と豊かに関わる資質・能力」とすることで、児童生徒が、「教科としての音楽」を学ぶ意

味が一層明確になった。 

 

３ 課題の把握 

（１）本市の研究の取組 

本市における先行研究6.7では、「教師が題

材の中で、児童生徒の思考・判断の拠り所

となる〔共通事項〕アに示されている音楽

を形づくっている要素（表３）を見極める

ことが大切であり、児童生徒一人一人が、

                             
5 今村行道・津田正之編著『新学習指導要領対応 小学校音楽イチ押し授業モデル高学年』明治図書 2020年 p.9 
6 毛利友紀「音楽を形づくっている要素から生み出す創造的な『音楽づくり』『創作』―子どもたちが発想をふくらま

せ、見通しをもってつくるための指導の工夫―」平成 26年度研究紀要第 28号 川崎市総合教育センター pp.37-56 
7 伊藤由佳子「音楽的な見方・考え方を働かせるための効果的な指導の手立ての研究―〔共通事項〕を要とした授業の 

展開―」平成 30年度研究紀要第 32号 川崎市総合教育センター pp.133-138 

表１ 小学校、中学校音楽科 教科の目標（〔 〕は引用者による） 

【小学校】表現及び鑑賞の活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わ 

る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに，表したい音楽表現をするために必要な技能を身

に付けるようにする。 〔知識及び技能〕 

(2) 音楽表現を工夫することや，音楽を味わって聴くことができるようにする。 〔思考力，判断力，表現力等〕 

(3) 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育むとともに，音楽に 

親しむ態度を養い，豊かな情操を培う。 〔学びに向かう力，人間性等〕 

【中学校】表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の音や音楽，音楽 

文化と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するとともに，創意工夫を生かした音

楽表現をするために必要な技能を身に付けるようにする。 〔知識及び技能〕 

(2) 音楽表現を創意工夫することや，音楽のよさや美しさを味わって聴くことができるようにする。  

〔思考力，判断力，表現力等〕 

(3) 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情を育むとともに，音楽に対する感性を豊かに 

し，音楽に親しんでいく態度を養い，豊かな情操を培う。 〔学びに向かう力，人間性等〕 

表２ 学習指導要領小学校（中学校）音楽科 目標及び内容、評価の観点との関係 

育成を目指す資質・能力 
生活や社会の中の音や音楽（，音楽文化）と豊かに関わる資質・能力 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

教科の目標 (1) (2) (3) 

学年の目標 (1) (2) (3) 

 

内 

 

容 

 

Ａ表現 

 

(1)歌唱 イ ウ ア  

学びに向かう力，人間性等は、

内容の学習を通して育成され

るものである。 

(2)器楽 イ ウ ア 

(3)音楽づくり/創作 イ ウ ア 

Ｂ鑑賞 (1)鑑賞 イ ― ア 

〔共通事項〕(1) イ ― ア 

評価の観点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

〔共通事項〕ア 音楽を形づくっている要素 

(ｱ) 音楽を特徴付けている要素 

音色 リズム 速度 旋律  強弱 音の重なり 和音の響き 

音階 調 拍 フレーズ など 

(ｲ) 音楽の仕組み 

反復 呼びかけとこたえ 変化 音楽の縦と横との関係 など 

〔共通事項〕イ 音符、休符、記号や音楽に関わる用語 

表３ 学習指導要領で示す〔共通事項〕（小学校） 
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音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所として、知覚したり感受したりする活動が音楽科の学

習において重要である」ことが検証されており、本市の音楽科教育ではそのことを重視した実践が進ん

でいる。 

（２）本研究会議における「知識」の習得に係る課題の捉え 

本研究会議では、学習指導要領 1 に新しく示された「知識及び技能」の「知識」の習得について議論

した。音楽科の「知識」については、従前の学習指導要領からも〔共通事項〕を支えとして指導してき

ているが、単に事柄を覚えることを「知識」と解釈している傾向がある。また、これまでの音楽科の評

価の観点は、「知識」という言葉が用いられておらず、表現及び鑑賞の二つの領域の分け方に合わせた

観点が示されていたため、音楽科でどのような「知識」の習得を目指すのかが明確に捉えづらかった。

このようなことから、「知識」についての捉え方が曖昧になっていたことが考えられる。そこで、本研

究会議では、「知識」の習得に係る課題とその理由を次のように二点にまとめた。 

一点目は、音楽科の「知識」の内容に大きく係る、知覚したことと感受したこととの関わりについて

考える学習が行われていないことについてである。前述の通り、本市では既に音楽を形づくっている要

素を思考・判断の拠り所として、知覚したり感受したりする学習は定着している。しかし、それらの関

わりについて考える学習や、それを基に思いや意図をもって表現したり、音楽のよさや美しさについて

自分の考えをもったりする学習にはつながっていないことが課題として挙げられた。 

その理由として、教師が自らの音楽観を教え込んでしまったり、演奏技術を習得することに重点を置

いてしまったりすることが考えられる。その結果、児童生徒が主体的に自らの課題を踏まえ、音楽のよ

さや美しさを感じ取ったり、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑賞したりする学習

につながっていないことが考えられる。 

二点目は、児童生徒が自分の考えを他者に伝わるように表出することについてである。「対話的な学

び」を取り入れている授業は多くあるが、児童生徒が既存の「知識」を活用して、思考・判断しながら

習得した新しい「知識」をさらに活用して、自分の考えを他者に表現していく学習につながっていない

ことが課題として挙げられた。 

その理由として、音楽科における「対話的な学び」の中でも、知覚したことと感受したことの関わり

について児童生徒自らが考えて理解したことを使って対話が行われていないことや、教師が主体となり、

児童生徒が受け身になって表出できていない授業があることが考えられる。 

また、二点目の課題については、OECD（経済協力開発機構）が 2018年に実施した、生徒の学習到達度

調査（PISA）8における日本の結果として、「読解力の自由記述形式の問題において、自分の考えを他者

に伝わるように根拠を示して説明することに、引き続き課題がある。」という結果があるように、本研究

会議においても音楽科の特質に応じた言語活動を充実させることにも課題があると考えた。 

（３）本研究会議の課題に係る「知識」について 

中央教育審議会教育課程部会芸術ワーキンググループにおいて、音楽科の「知識及び技能」の「知識」

について、審議され、表４の通りまとめられた9。中学校学習指導要領解説音楽編には、「知識」の習得

に関する指導に当たっては、「音楽を形づくっている要素などの働きについて実感を伴いながら理解し，

表現や鑑賞などに生かすことができるようにすること」と「音楽に関する歴史や文化的意義を，表現や

鑑賞の活動を通して，自己との関わりの中で理解できるようにする」と示されている 3。さらに、「『知

                             
8 OECD生徒の学習到達度調査 2018年調査（PISA2018）のポイント 
9 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策（答申）」 

７．音楽、芸術（音楽） 平成 28年 12月 
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識』は，学習の過程において生

徒個々の感じ方や考え方等に

応じ，既習の知識と新たに習得

した知識等とが結び付くこと

によって再構築されていくも

のである。」と示されている 3。 

津田（2017）10は、「知識」に

ついて、「いま、教育課程全体

で、知識というものは、単に決

められたことを覚えるだけで

はなく、いろいろな情報を組み

合わせたり関連付けたりして

自分で構築していくものだと

いう理解になっている。（中略）

音楽科では、音楽の構造とそこ

から感じ取ったこと、それらと

記号や用語等が結び付いた『知

識』というものが大切になる。

（中略）子どもたちが感じ取った音楽の雰囲気や表情と、音楽的な特徴などとの関わりについて捉え、

理解することを求めている。」と述べている。 

これらのことから、本研究会議では「知識」は、単に決められたことを覚えるだけに留まらず、音や

音楽を通して、音楽の特徴を聴き取ったり（知覚）、曲想や雰囲気などについて感じ取ったり（感受）し

たこととの関わりを考えたり、他者と意見を交わしたりしながら、思考力、判断力、表現力等と関連さ

せて、概念として理解することが大切であると考えた。また、音楽科の学習において、既存の「知識」

を使ったり新たな学習の過程で「知識」を更新したりする経験を通して積み重ねていくことが必要であ

ると考えた。そして、「知識」について次のように定義した。 

 

４ 主題設定について 

ここまで述べてきたように、本研究会議では、「知識」における課題と、予測困難な新しい時代を生き

る子どもたちに学校教育の中で求められていることや、音楽科の学習を通してどのような力を育成して

いくのか、何が必要なのかということを整理した。学習指導要領解説総則編では、「このような時代にあ

って，学校教育には，子供たちが様々な変化に積極的に向き合い，他者と協働して課題を解決していく

ことや，様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実現し情報を再構成するなどして新たな価値につな

げていくこと，複雑な状況変化の中で目的を再構築することができるようにすることが求められてい

る。」と示されている1。 

                             
10 山下薫子編著『小学校新学習指導要領ポイント総整理 音楽』2017年 p.2 

音楽科における「知識」は、知覚したことと感受したことを関わらせ、既存の「知識」を生かすな

どして、試行錯誤しながら共有したり共感したりして新たに獲得し、表現や鑑賞に生かすことがで

きるもの。 

表４ 中央教育審議会 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び 

特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策」 

○芸術系教科・科目における「知識」については、一人一人が感性などを働か

せて様々なことを感じ取りながら考え、自分なりに理解し、表現したり鑑賞

したりする喜びにつながっていくものであることが重要である。知識が、体

を動かす活動なども含むような学習過程を通じて、個別の感じ方や考え方等

に応じ、生きて働く概念として習得されることや、新たな学習過程を経験す

ることを通じて、知識が更新されていくことが重要である。（なお、ここで

言う概念の習得が一般概念の習得にとどまるものではないことに留意する必

要がある。） 

○このことを踏まえて、「知識」に関しては以下のことが重要であり、発達の

段階に応じて整理していくことが必要である。 

・〔共通事項〕との関連を図り、音楽を形づくっている要素などの働きにつ

いて実感を伴いながら理解し、表現や鑑賞などに生かすことができるよう

にすること 

・芸術に関する歴史や文化的意義を、表現や鑑賞の活動を通して、自己との

関わりの中で理解すること 
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このことを踏まえて、本研究会議では、音楽科の学習は、教師主導で、曲の表現を完成させ演奏技術

を習得するだけでは児童生徒の思考が働かないということを共通認識することとした。また、他者と協

働して自分の考えを深めたり、自らの課題に向き合ったりし、このような過程で思考・判断し、表現し

ながら「知識・技能」を習得・活用して、感性を高めることや音楽を自分事として捉えることが大切だ

と考えた。その際、音楽科の教科の特質を踏まえ、「音や音楽を介して」思考・判断し、表現することが

重要になる。そして、音楽科の学習過程を通して、三つの柱で示された資質・能力を関連付けて一体的

に身に付け、児童生徒一人一人が音楽の学びを深めていく姿を追究していきたいと考えた。そして、児

童生徒が主体となり学びを進められるよう十分に音や音楽を介して思考する場を意図的に設定するこ

ととした。 

 

以上のことから、研究主題、副主題を次のように設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 研究の内容 

１ 研究の進め方 

（１）音楽科の学習過程を大切にした題材を構想する 

児童生徒が音楽科の学習

を通して、「知識」を習得・

活用するためには、「音楽的

な見方・考え方を働かせ、音

楽科の主体的・対話的で深

い学びを通して、思考・判断

し、表現しながら既存の『知

識』を活用したり、新しい

『知識』を習得したりする」

ことを目指す。 

検証授業は、小学校では

「Ａ表現」歌唱、中学校では

「Ａ表現」歌唱と「Ｂ鑑賞」

で行った。検証では、資質・

能力が相互に関連付けて育

成されることを図に示し

た、「音楽科、芸術科（音楽）

児童生徒が音楽科の「知識」を習得・活用するための指導の在り方 

― 音楽や他者との関わりから、思考・判断し、表現する活動を通して ― 

図１ 音楽科、芸術科（音楽）における学習過程のイメージ 
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における学習過程のイメージ」（図１）11を参考にして、音楽科の各学年の発達の段階を踏まえ、どの授

業でも「知識」を習得・活用する上で大切にしたい手立てを、①「音楽から考えたり、理解したりする

場の設定」と、②「他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定」として題材を構想し

た。 

①音楽から考えたり、理解したりする場の設定 

児童生徒が、「知識」を習得・活用するためには、思考・判断し、表現しながら学習を進めていくこと

が重要である。その際、音楽科の教科の特質を踏まえ、音楽科の学習においては、児童生徒自身が「音

で考える」「音で理解する」ことを大切にする必要がある。このことは、児童生徒が「音楽的な見方・考

え方」を働かせて学習を進めることにもつながると考えた。 

②他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定 

児童生徒が音楽科の学習において、個人で思考・判断したことを他者との関わりを通して、さらに考

えたり理解したりする場を設定することが有効であると考えた。思考・判断し、自らが理解したことを

他者に伝えることは、自分の考えを表出する場でもあり、お互いの考えを伝え合うことで他者の意見を

もとに自らの考えを深められると考えた。 

（２）検証の視点 

検証の視点は、音楽科の学習過程で、「知識」を習得・活用する上で大切にしたい手立てとして、

「音楽から考えたり、理解したりする場の設定」「他者との関わりを通して考えたり、理解したりす

る場の設定」をすることで、児童生徒が「知識」を習得・活用していれば次のような姿が見られるだ

ろうと仮定し、次の二点とした。 

 

ア 音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したことを関連付けな 

がら「知識」を習得・活用している姿 

児童生徒が「音楽から考えたり、理解したりする。」ことで、既存の「知識」や学習内容等を活用して、

知覚したことと感受したことを関連付けることにより、「知識」を習得・活用しているかを検証する。 

イ 他者との関わりの中で、自らの既存の「知識」を活用しながら思考・判断し、新たに分かったこと 

や気付いたことなどを語っている姿 

 児童生徒が他者との関わりの中で自らが理解したことを伝え合う場面で、自らの既存の「知識」を活

用しながら思考・判断し、新たに分かったことや気付いたことなどを伝え合うことで、共有したり共感

したりしながら、「知識」を習得・活用しているかを検証する。 

 

２ 検証授業の実際 

 授業を構想する際に、授業者は学習指導要領に示されている学年の目標や内容等を具体化し、児童

生徒が思考・判断の拠り所とする音楽を形づくっている要素を明確にした上で、題材で育成を目指す

資質・能力を設定した。そして、「音楽から考えたり、理解したりする。」と「他者との関わりを通し

て考えたり、理解したりする。」の二つの柱から、「知識」の習得・活用に迫る手立てを考えて授業を

行った。 

 

 

                             
11 中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につ 

いて（答申）』 平成 28年 12月 別添８－３ 音楽科、芸術科（音楽）における学習過程のイメージ 
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検証授業Ⅰ Ａ小学校４年生 

【題材名】 「せんりつの重なりを感じ取ろう」（「Ａ表現」歌唱、器楽） 

【思考・判断の拠り所となる音楽を形づくっている要素】 速度 旋律 強弱 

【題材の目標】 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

曲想と音楽の構造や歌詞の内容

との関わりについて気付くとと

もに、思いや意図にあった表現を

するために必要な技能を身に付

け、歌ったり演奏したりする。 

速度、旋律、強弱を聴き取り、それ

らの働きが生み出すよさや美しさ

を感じ取りながら、聴き取ったこ

とと感じ取ったこととの関わりに

ついて考え、曲の特徴を捉えた表

現を工夫し、どのように歌ったり

演奏したりするかについて思いや

意図をもつ。 

旋律の特徴や重なり方による曲の

特徴を捉えて表現する学習に興味

をもち、音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に歌ったり演奏し

たりする学習活動に取り組むとと

もに、音楽に対する感性を豊かに

する。 

（１）音楽科の学習過程を大切にした題材の構想 

①音楽から考えたり、理解したりする場の設定 

題材を通して児童が思考・判断の拠り所とする音楽を形づくっている要素を、速度、旋律、強弱とし、

全７時間の学習活動で児童が音楽から考えたり、理解したりする場を設定する。本題材の第一次「Ａ表

現」歌唱分野においては、「パレードホッホー」を教材とし、旋律の重なりを感じ取り、重なり合う美し

さを感じて表現の工夫を考える。 

検証は、７時間扱いの第１・２時で題材の前半の授業であるため、一つ前の題材「せんりつのとくち

ょうを感じ取ろう」で学んだことを生かして学習を進めた。その際、既習曲や学習経験から旋律につい

て想起できるように歌ったり聴いたりする場を設定した。 

さらに、それぞれの旋律の特徴を捉え、旋律を重ねることで歌声の重なる面白さを感じ取って表現す

る活動では、児童の発言をもとに、歌って試す活動を繰り返し行った。これまでの学習経験で得た旋律

についての既存の「知識」を想起し、新たな課題となる音（歌声）の重なりについて、「知識」を活用し

て思考していく機会を設けた。 

②他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定 

児童が個人で知覚したことや感受したことを、全体で共有した。また、既存の「知識」や経験を活用

しながら思考・判断し、新たに分かったことや気付いたことなどを友達や教師に伝え合う場を設定した。

４年生という発達の段階を踏まえ、全体共有の場を中心に、教師がファシリテーターとなり、児童が知

覚したことと感受したこととの関わりについて結び付けることとした。 

（２）検証の視点 

ア 音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したことを関連付けな 

がら「知識」を習得・活用している姿 

知覚したことと感受したことを関連付

けて考える場につなげる活動として、教材

となる音楽との出会い（イメージ図の時点

では、「出合い」と表記）の段階でアとイ 

の部分（図２）を聴き比べて、聴き取った

こと（知覚）と感じ取ったこと（感受）に

ついてワークシートに書き出した。この

時点ですべての児童が、気付いたこと（聴
図２ 「パレードホッホー」アとイの旋律の冒頭部分 

ア 
       

イ 
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き取ったこと）と感じたこと（感

じ取ったこと）を自分なりに整理

して書き出すことができた（図

３）。これをもとに、児童同士で

対話をしながら、旋律の特徴につ

いて考えた（表５）。教材の音楽

との出会いにおいて、表６のよう

に、児童たちが、この教材におけ

る音楽の特徴である「スタッカー

ト」に気付く姿が見られた。本時で 

思考・判断の拠り所となる、アとイ

の部分の各旋律の特徴に多くの児

童がすぐに気付きはじめたことは、

児童が既習事項を活用している姿

であると考える。その後、アとイを

重ねて歌い試しながら、知覚したこ

とと感受したこととの関わりを考

える活動で、児童は、それぞれの旋

律を知覚し、アを主旋律、イを副次

的な旋律であると捉え、既存の「知

識」や経験を生かして主旋律は強

く、副次的な旋律は弱くすることを

提案した児童もいた（表７）。しか

し、この場面では、音を介して思考・

判断している児童の様子は確認で

きるが、児童自身が

知覚したことと感受

したことを関連付け

ることまで考えられ

ているといえる発言

や姿は確認できなか

った。検証では、発

達の段階に応じて、

教師がファシリテー

ターとなり、学習を

進めていくことの重

要性が見えた。 

 

イ 他者との関わりの中で、自らの既存の「知識」を活用しながら思考・判断し、新たに分かったこと 

や気付いたことなどを語っている姿 

 表６ 全体共有の場面における児童の対話（第１時） 

Ｄ：「ゆかいに歩けば」でも、スタッカートで楽しく進む感じで歌ったよね。 

  アと似ているよ。〔※既存の「知識」を活用している姿〕 

【アと「ゆかいに歩けば」の一部分を歌う】 

Ｅ：Ｃさんもさっき言っていたけど、私は、イはなめらかなのが特徴だと思いました。 

Ｃ：「ゆかいにあるけば」で「バルデリー」をなめらかに歌ったよね。 

Ｂ：「バルデリー」（歌ってみる）の部分って、音が切れないようにのびのび歌った 

よね。イも確かに似ている気がする。〔※既存の「知識」を活用している姿〕 

Ａ：アとイは全然違うから、一緒に歌うのが難しそうだね。 

【アとイを重ねて歌う】 

教師：歌ってみて、何か感じたことはありますか。 

Ａ：ごちゃごちゃしていると思いました。 

Ｂ：ばらばらの歌を同時に歌っているみたい。一つの歌になってないような感じがする。 

教師：なぜそう感じるのでしょうか。もう一度歌ってみましょう。 

【重ねて歌う】 

Ｃ：前にリコーダーで「陽気な船長」を二つに分かれて演奏したことを思い出した。お互いの音をよく聴 

きながら演奏するときれいに重なったよね。〔※既存の「知識」を活用している姿〕 

Ａ：でもあの時は、なめらかな部分を重ねて吹いたから、きれいに重なったんだと思う。この曲は、全然 

違う感じの旋律を重ねるから、なんだかごちゃごちゃしちゃうよ。 

Ｄ：「歌のにじ」の時は、歌とリコーダーを一緒に演奏したよね。あの時は、歌が主役で、リコーダーが 

伴奏っていうか歌を飾る音で優しく吹いたから、きれいに合っていたけど。 

〔※既存の「知識」を活用している姿〕 

Ｅ：じゃあ、アとイの主役の方を大きく歌って、もうひとつを小さく歌えばいいのかも。 

Ｂ：主役か。僕はアが主役だと思うな。パレードの楽しい感じをスタッカートで歌う部分だからね。 

教師：主旋律を目立たせて歌うということですね。やってみましょう。 

【重ねて歌う】 

表７ アとイを重ねて歌い試しながら、全体共有の場面における児童の対話（第２時） 

【範唱を聴く】 
Ａ：最後に重なって一緒に歌っている。  

Ｂ：アとイが全然違う旋律なのに、一緒に歌えるのだね。 
Ｃ：アは細かい動きで短く切っているよね。でもイはのばして歌うところが多いね。 
Ｂ：イは、アとは違う感じだね。 

教師：アとイの旋律の違いがあることに気付いたのかな。では、アとイをもう一度
聴いてみましょう。 

【範唱を聴く】 

   表５ 全体共有の場面における児童の対話（第１時） 

※児童生徒の対話における、知覚・感受に関わること、「知識」に関わること
をアンダーラインで記す。 

図３ 知覚・感受について記入したワークシート（第１時） 

ア 

イ 
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この題材では、二つの旋律について気付いた特徴か

ら、この曲をどのように表現していくか、ワークシート

（図４）をもとに、全体共有の場で意見を交わした。そ

の際、歌い試しながら、共有をした。これは、「知識」

を習得・活用する上で大切にしたい手立ての「音で考え

たり、音で理解したりする。」ことにもつながっている。

表７のように、友達との対話を通して、「楽器同士」や

「歌と楽器」で表現をした経験を想起しながら、全体の

学習が進んでいく様子が見られた。そして、全体共有を

通して表８の児童の発言にあるように、アを主旋律と

捉えるだけでなく、イも主旋律と捉える姿が見られた。

児童は、表情の違う二つの旋律を重ね合わせて歌うことの面白さを味わうことができた。また、「一つの

曲としてまとまった」という発言から、音楽の縦と横の関係や音の重なりについての「知識」が新たに

更新されたといえる。   

このように、この検証授業の中では、他者との関わりの中で、自分では思いつかなかった視点に触れ、

さらに思考している児童の姿を確認することができた。 

 

検証授業Ⅱ Ｂ小学校６年生 

【題材名】 「曲想の変化を感じ取ろう」（「Ａ表現」歌唱、器楽 「Ｂ鑑賞」） 

【思考・判断の拠り所となる音楽を形づくっている要素】 速度 旋律 強弱 反復 変化 

【題材の目標】 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

曲想と音楽の構造や歌詞の内
容との関わりについて気付く
とともに、思いや意図に合っ
た表現をするために必要な技
能を身に付け、歌ったり演奏
したりする。 

速度、旋律、強弱、反復、変化な
どを聴き取り、それらの働きが生
み出すよさや面白さ、美しさを感
じ取りながら、聴き取ったことと
感じ取ったこととの関わりにつ
いて考え、曲の特徴を捉えた表現
を工夫し、どのように歌ったり演
奏したりするかについて思いや
意図をもったり、曲や演奏のよさ
などを見いだしながら曲全体を
味わって聴いたりする。 

曲想と音楽の構造や歌詞の内 
容との関わりについて関心を
もち、音楽活動を楽しみながら
主体的・協働的に表現と鑑賞の
学習活動に取り組むとともに、
音楽に対する感性を豊かにす
る。 
 
 

（１）音楽科の学習過程を大切にした題材の構想 

【重ねて歌う】 

Ａ：さっきより、一つの曲っぽくなったと思う。 

Ｆ：元気な感じも出ているし、いいと思うな。 

Ｇ：でもさぁ、イだって「かぜもかがやき」の部分が盛り上がるから、それまでより強く歌いたくなるよ。 

Ｈ：たしかに、音が高くなっているから「かぜもかがやき」が、曲の山だと思う。そこはもう少し出して盛り上げたい気もちに 

なるよね。 

Ｂ：アの「ホッホー」も曲の山だと思わない？そこで盛り上げようよ。 

Ｆ：両方の曲の山を意識して歌ってみようよ。 

【重ねて歌う】 

Ｇ：両方主役でも、一つの曲としてまとまったね。※〔既存の「知識」を活用し、新たに「知識」を更新している姿〕 

教師：そうですね。この曲は、パートナーソングといって、両方の旋律を主旋律として歌って楽しむことができる曲なのです。 

表８ アとイを重ねて歌い試しながら、全体共有の場面における児童の対話（第２時） 

図４ アとイの創意工夫について記入した 

ワークシート （第２時） 
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①音楽から考えたり、理解したりする場の設定 

本題材では、速度、旋律、強弱、反復、変化などと曲想との関わりを考え、曲想の移り変わりを味わ

いながら、どのように表現するかについて思いや意図をもったり、曲や演奏のよさなどを見いだしたり

しながら曲全体を味わって聴いたりする。検証授業は、第一次「Ａ表現」歌唱分野において、「思い出の

メロディー」を教材とした。曲想と音楽の特徴との関わりについて考えるために、学習過程の音楽との

出会いの場面で、範唱を聴くことにした。そして、音楽から捉えた曲の特徴を生かして表現を創意工夫

し、どのように歌うかについて思いや意図をもつために、全体で歌い試す場を設定した。 

②他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定 

 小学校最終学年の６年生ならではの思いを深めるために、音を介した学習に入る前に、個人で歌詞の

音読をする活動を行った。歌詞を読み込むことで、曲の背景となる歌詞を理解できるようにし、卒業に

向けてこの学習に必然性をもたせた。その後、旋律と歌詞を関わらせて音楽を捉え、ペアや全体で共有

する場を設定した。さらに、歌い試しながら思いや意図をもつ中で、児童が楽譜に書かれている強弱記

号の意味だけを「知識」として捉えることのないように留意しながら、教師がファシリテーターとなり、

全体で意見交流をする場を設定した。 

（２）検証の視点 

ア 音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したことを関連付けな 

がら「知識」を習得・活用している姿 

検証授業では、旋律や強弱を思考・判断

の拠り所として、気付いたこと（聴き取っ

たこと・知覚）と感じたこと（感じ取った

こと・感受）との関わりについて個人で考

えたことをワークシートに記入し（図

５）、その後グループで自分の考えを伝え

合った。児童は、表９のように、「旋律に

高い音や長い音が使われている」などの

知覚したことと、「だからすごく盛り上が

っている感じがする」などの感受したこ

とを関わらせて発言していた。

その後の、捉えた曲の特徴を生

かして表現を工夫し、どのよう

に歌うかについて思いや意図

をもつ学習では、「イは高い音

が続くから、明るくキラキラ

した感じにしたい」、「最後の

デクレシェンドはやさしく

伝えるように落ち着いて歌い

たい」と、歌い試しながら習得

した「知識」を活用して、思い

や意図をもつ姿が確認できた

（表10）。 

表９ 知覚・感受したことを関わらせる場面における児童の対話 

【範唱を聴く】 

Ａ：イは、「夏の日のひざし…きらめく風」「冬の日の光…輝く君」の明るく前向きな 

言葉に対して、旋律に高い音や長い音が使われていて、すごく盛り上がっている。 

Ｂ：「いつまでも」「わすれずに」を２回ずつ繰り返していて、強調しているみたい。 

Ｃ：最後は、旋律が盛り上がってから、下がって終わる。思いをぶつける感じではな 

く、静かに願っている感じがする。 

表 10 知覚・感受したことを関わらせ、思いや意図をもつ場面における児童の対話 

【どのように歌うか、自分の思いをもつ】 

Ａ：アは、メッゾフォルテ（mf）だけど、「やわらかな」という歌詞があるので、優し 

い感じでなめらかに歌いたいな。※〔強弱を思考・判断の拠り所としている姿〕 

Ｂ：そうか、そうしたら、イのフォルテ（f）も強くの意味だけど、歌詞に「きらめ 

く」や「かがやく」があるから、明るくさわやかに歌ってみようか。 

Ｃ：イは、高い音が続くから、明るくキラキラした感じにもしたい。 

Ｄ：キラキラ？ 

Ｃ：うん、キラキラ。キラキラ歌ったあと、最後のデクレシェンドは、やさしく伝える 

ように、落ち着いて歌いたい。 

図５ 知覚したことと感受したことを関連付けているワークシート  

) 
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イ 他者との関わりの中で、自らの既存の「知識」を活用しながら思考・判断し、新たに分かったこと 

や気付いたことなどを語っている姿 

歌詞を読み、隣の児童同士で自分の思いを伝え合う時間では、一人一人が歌詞に対して自分なりの思

いをもち、近くの友達と共有した。その後、範唱を聴いて歌い試しながら、全体で意見交流することを 

繰り返し行うことにより、表 11 にあるように、歌詞と旋律の特徴を関わらせて思考・判断している対

話が確認できた。これは、歌詞を読み深め、それを全体で共有したことを生かしている姿でもあった。 

この検証では、表 12の学習の振り返りにあるように、歌い試しながら表現について考え、他者との関 

わりにより、「メッゾフォルテ（mf）だから少し強く」「フォルテ（f）だから強く」という単に決められ

たことを覚えている「知識」ではなく、音楽を通した学習により、実感を伴った「知識」を習得してい

る姿が確認できた。 

 

検証授業Ⅲ Ｃ中学校２年生 

【題材】 「歌詞が表す情景や心情を思い浮かべ、曲想を味わいながら表現を工夫して歌おう」 

（「Ａ表現」歌唱） 

【思考・判断の拠り所となる音楽を形づくっている要素】 速度 旋律 強弱  

【題材の目標】 

（１）音楽科の学習過程を大切にした題材の構想 

①音楽から考えたり、理解したりする場の設定 

本題材は、「Ａ表現」歌唱分野において、「夏の思い出」を教材とし、速度、旋律、強弱がもたらす曲

想の変化について考え、表現の創意工夫をする。「夏の思い出」という曲名を知らせずに聴く場を設定

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

曲想と音楽の構造や歌詞の内容

との関わりについて理解すると

ともに、創意工夫を生かした表現

で「夏の思い出」を歌うために必

要な発声、言葉の発音、身体の使

い方などの技能を身に付ける。 

速度、旋律、強弱を知覚し、それ

らの働きが生み出す特質や雰囲

気を感受しながら、知覚したこと

と感受したこととの関わりにつ

いて考え、「夏の思い出」にふさ

わしい歌唱表現を創意工夫する。 

「夏の思い出」の歌詞が表す情

景や心情及び曲の表情や味わ

いに関心をもち、音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に歌

唱の学習活動に取り組むとと

もに、我が国で長く歌われてい

る歌曲に親しむ。 

表 11 歌詞と旋律の特徴を関わらせて思考・判断している場面における児童の対話 

 
【歌う ➔ 意見交流】 

Ａ：アの強弱記号は、メッゾフォルテ（mf）ひとつだけど、言葉や旋律に合わせて抑揚をつけて歌いたい。 

Ｂ：イのフォルテ（f）は、全体的な曲の山になるから、もう少し盛り上げたいな。どうかな？ 

 ※〔強弱を思考・判断の拠り所にしている姿〕 

Ａ：うん、イのところは、曲の山でもあるよね。強く歌うことだけじゃなくて、歌詞の内容から、言葉に合わせてもう少し明るい 

声で歌ってみない？ 

Ｃ：ウは、メッゾフォルテ（mf）をやさしくやわらかくみんなで表現してみようってことだったけど、なんか言葉が伝わってこな 

いので、もう少し訴えかけるようにしたらどうだろう。 

Ｂ：（Ｃに同意しながら）もっと話しかけるように。 

Ｃ：うん、メッセージを伝わるように。 

表 12 学習の振り返りを全体で共有している場面でのワークシートをもとに児童が発言した例 

 
【歌う ➔ 学習の振り返りを全体で共有】 

Ｄ：強いメッゾフォルテじゃなくて優しいなめらかなメッゾフォルテにできました。「忘れずに忘れずに」と２回繰り返すので、大 

事な感じに優しく歌うようにしました。曲の雰囲気に合うように歌えたと思います。 

Ｅ：歌詞に合わせて歌い方も変えることが大事だと思いました。例えば、「忘れずに忘れずに」は強いメッセージに感じるから思い 

を込めて歌えるようにしたいです。そして、フレーズが短いところでも強弱をつけられるともっと細かいこともメッセージと 

して伝えられると思いました。強弱記号も歌詞の意味によって変えられるといいと思いました。 



 

 

 

- 57 - 

 

し、曲を聴いて音楽からどのようなことがイメージされるかということを大切にして授業の導入を行っ

た。次に、「曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わり」について理解するために歌い試しながら考える

場を設定した。その際、聴いたり歌ったりしながら、聴き取った音楽の特徴と曲想や雰囲気などについ

て感じ取ったことをワークシートに記入した。さらに、「曲想と音楽の構造や背景などとの関わり」につ

いて考えるために、それらを線で結ぶ活動を取り入れた。 

②他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定 

この題材では、速度、旋律、強弱を知覚し、それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら、

個人で音楽について捉えたことを、自分のワークシートをもとに小グループに分かれて共有する場を設

定した。さらに、それを踏まえて、曲にふさわしい歌唱表現を創意工夫する学習では、曲の一部分を取

り出して、全体で意見を交わしながら創意工夫する場を設定した。その際、書画カメラを使って個人の

考えが記述されたワークシートを全体で共有した。また、生徒が自分たちで学習を進めていけるよう、

教師がファシリテーターとなるよう発問を工夫した。その際には、全員が向き合いながら対話ができる

ように並び方も工夫した。 

（２）検証の視点 

ア 音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したことを関連付けな 

がら「知識」を習得・活用している姿 

音楽との出会いの段階におい

て、曲を聴いて「おだやかで温

かい感じがする」「思い出してい

る感じがする」など、個人が感

じ取った曲の雰囲気を生徒同士

で伝え合う姿が見られた（表

13）。そこで教師が、「今感じた

この曲の雰囲気は音楽のどのようなところからそう感じましたか。」と発問し、感受したことと知覚し

たことを関連させて考えられるようにした。これによって、生徒はワークシート（図６）の「優しい―

温かい音色―おだやか―落ち着いた感じ➡思い出している感じ」といった記述のように、知覚したこと

と感受したことを関連付けて考え、それらを線で結んだり、言葉で表したりする姿が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 13 音楽との出会いの場面における生徒の対話 

【範唱を聴く】 

Ａ：優しい感じがした。子守唄みたい。※〔音色を思考・判断の拠り所としている姿〕 

Ｂ：私もＡさんに似ていて、おだやかで温かい感じがする。 

Ｃ：そうだよね、思い出している感じがするよね。 

教師：今感じたこの曲の雰囲気は音楽のどのようなところからそう感じましたか。聴い

たり歌ったりしながら、聴き取った音楽の特徴と感じたことをワークシートに記

入しましょう。 

【曲を聴きながら記入する】 

図６ 知覚したことと感受したことを関連付けている記述の記入例（第１時） 
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イ 他者との関わりの中で、自らの既存の「知識」を活用しながら思考・判断し、新たに分かったこと 

や気付いたことなどを語っている姿 

強弱について楽譜に矢印で記述して

いた生徒のワークシートを書画カメラ

を使って全体で共有した際、表14の通

り、他の生徒から、「これって『赤とん

ぼ』でやったよね。これは旋律が上がっ

ている時に音がだんだん強くなってい

るんじゃない？」という意見が出され

た。その意見を取り上げ、それを音で確

認した結果、「本当だ」という

発言があった。これは、既存

の「知識」を活用し、クレッ

シェンドがだんだん強くとい

うことだけでなく、旋律が高

くなることと強弱記号を関わ

らせて、概念として理解する

ことができた姿だと考える。

さらに歌い試しながら対話を

繰り返していく中で、「最後が

ゆっくりする感じがする」と

いう意見に対し、それは「名

残惜しいからじゃないかな」

という発言があった。この「名

残惜しい」という言葉や感覚

は、この生徒が音楽を通して考えた結果発した言葉だが、これはこの生徒が、今まで生きてきた中で獲

得してきた「知識」や経験を活用した姿であると考える（表15）。この発言から、これまで授業で活用す

る「知識」は音楽科で学習した既習事項と考えていたものが、そうではない「知識」も活用できるもの

であると気付かされた。さらに、その「名残惜しさ」を表現する際、「フェルマータの部分のタイミング

がばらばら（どのくらい伸ばせばいいのか）」、「伸ばす秒数を決めれば、ばらばらにならずに合わせられ

る」などの発言が生徒同士の対話の中からあったが、これに対し、「一人一人感情は違うから（無理に合

わせる必要はない）」という意見を発言した生徒がいた。また、学習を進めるうちに、フェルマータ（そ

の音を程よく伸ばす）という単に決められたことを覚えた「知識」としてしか認識していなかった生徒

も、「感情がそれぞれだから（伸ばす長さが変わる）」という、発言をしていた。曲の最後に付いている

P（ピアノ）の強弱記号が「弱く」という「知識」だけでなく、「寂しさを表現する（ためのP）」という

発言をした生徒や「寂しいというマイナスイメージではなくとても広い自然豊かな様子を表現する（た

めのP）」という発言をした生徒もいた。このように、フェルマータの速度記号やPの強弱記号において、

様々な意見を参考に自分の思いをさらに深める中で、「知識」を習得する場面が見られた。さらに、その

イメージはPがあることだけではなく、その前にフェルマータで速度が変化したことによってもたらさ

れた効果であると理解したことが、生徒の発言やワークシートの記述から見取ることができた。これら

表 15 全体で共有しながら創意工夫する場面における生徒の対話 

【「遥かな尾瀬 遠い空」の部分について表現の工夫を考える】 

Ａ:「遥かな尾瀬」を目立たせるために、周りの音量を下げていけばいいんじゃないかな。 

Ｂ:うーん、弱く？ 

Ａ:弱くじゃない、優しいだよ。優しい空気のような。 

教師：「遥かな尾瀬」の部分は強くなったりゆっくりになったりするから印象に残ったと

みんなは言っていましたが、なぜゆっくりになるのでしょうか？ 

Ｃ：名残惜しいからじゃないかな。※〔音楽以外の「知識」や経験を活用した姿〕 

教師：なるほど。名残惜しいですか。いい意見ですね。それでは、その「名残惜しい」感

じを出すためには、どれくらいゆっくりにすればいいでしょうか？ 

【歌う】 

Ｄ：フェルマータの部分のタイミングがばらばら。難しい。 

Ｅ：伸ばすのを何秒って決めた方がいいんじゃない？ 

Ｆ：いや、でもそれって感情じゃないの？ 

教師：感情。みなさんどうですか？感情ですって。もう一度歌ってみましょう。 

【歌う】 

Ｄ：感情がそれぞれだからいいのかな。 

教師：どうですか。みなさん、人それぞれ感情は違いますよね。 

Ｄ：僕は「はるかなおーぜー」でゆっくりになって伸ばしているときに少し弱くし、カ 

メラがだんだんズームアウトしているのを表しているように歌いたいと思いました。 

Ｇ：みんなは最後の「とおいそら」が小さくて寂しいって言っていたけど、僕はそういう

マイナスの思いじゃなくて、ひろーーーい自然豊かな感じなんだろうと思いました。 

表 14 全体共有の場面における生徒の対話 

 
【「おぜ」のところに上昇マークの矢印を書いた生徒を取り上げる】 

教師：Ｅさんは のような矢印を「おぜ」のところで書いていましたね。 

他の生徒たち：「あぁ」「たしかに」 

教師：これは何がどうなっているのですか？ 

Ｅ：クレッシェンドしています。 

Ｆ：これって「赤とんぼ」でやったよね。これは旋律が上がっている時に 

音がだんだん強くなっているんじゃない？※〔既存の「知識」を活用 

教師：音で確認してみましょう。            している姿〕 

【範唱を聴く】 

生徒たち：本当だ。「赤とんぼ」でやったね。 
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は、表現の創意工夫をしたその部分だけではなく、前後のつながりや楽曲全体について試行錯誤しなが

ら思考・判断したことで、これまでの「知識」が更新されている姿といえる。 

 

検証授業Ⅳ Ｃ中学校１年生 

【題材】  「曲想と音楽の構造との関わりについて理解し、ドイツ歌曲「魔王」の魅力を味わおう」 

（Ｂ鑑賞） 

【思考・判断の拠り所となる音楽を形づくっている要素】 旋律 強弱  

【題材の目標】 

知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

「魔王」の曲想と音楽の構造と

の関わりについて理解する。 

「魔王」の旋律、強弱を知覚し、そ

れらの働きが生み出す特質や雰囲

気を感受しながら、知覚したこと

と感受したこととの関わりについ

て考え、音楽のよさや美しさを味

わって聴く。 

「魔王」の曲想と音楽の構造と

の関わりに関心をもち、音楽活

動を楽しみながら主体的に鑑

賞する学習に取り組むととも

に、音楽に対する感性を豊かに

する。 

（１）音楽科の学習過程を大切にした題材の構想 

①音楽から考えたり、理解したりする場の設定 

 本題材では、シューベルト作曲「魔王」を教材とし、旋律や強弱の関わりや、調の変化がもたらす曲

想の変化について理解するよう、「子」「父」「魔王」の役ごとに音楽から登場人物の特徴や心情の変化を

考える場を設定し、曲を聴いて、知覚したことと感受したことを線で結び合わせながらワークシートに

記入した。 

②他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定 

 「子」「父」「魔王」の中から一つ選び、知覚したことと感受したこととの関わりについて、個人で考

えたことを、役ごとのグループに分かれて共有する場を設定した。また、曲をトラック分けしたCDを用

意し、相手に伝えたい部分を自由に音で聴くことができる環境を作った。 

（２）検証の視点 

ア 音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したことを関連付けな  

がら「知識」を習得・活用している姿 

知覚したことと感受したことを線で

結ぶ活動を通して、表16の通り、知覚し

たことと感受したことの関わりについ

て生徒の対話の中でも考える姿が確認

できた。さらに、これを書画カメラを使

って全体で共有することで、友達が知

覚したことと感受したことが可視化され、

理解した内容が広がっていた（図７）。 

また、「魔王」は独唱曲であるが、「数人

の声のように感じた。」という生徒の発言

をもとに、教師が「なぜそのように聴こえ

たのか」と発問することで、この曲の曲想

と音楽の構造との関わりについて考え、役

表 16 知覚したり感受したりしている場面における生徒の対話 

【音源を聴き、知覚したことと感受したことをワークシートに記入し線で結ぶ】 

Ａ：強くなったり弱くなったりした。強い時は怒っている感じだったよ。 

Ｂ：高かったり低かったりする時もあったよ。低い時はこわかったし、なんだか

不気味な感じだった。 

Ｃ：全体的に暗かったね。短調かな。 

Ｂ：え、そうかな。明るい部分もあった気がするけど・・・。 

図７ 書画カメラを使って全体共有している場面 
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によって旋律の高さや音色が違うことや、同じ役で

も音楽の特徴が変化することに気付くなど、音楽を

手掛かりにして生徒が思考を深めていった（表17）。 

イ 他者との関わりの中で、自らの既存の「知識」 

を活用しながら思考・判断し、新たに分かった  

ことや気付いたことなどを語っている姿 

相手に自分が気付いたことを伝

えるために、生徒が CDを自由に

操作して聴き確かめながら、知覚

したことと感受したこととの関わ

りを共有する姿が見られた。これ

は、自らが理解したことを他者に

伝えたいという意思が強く表れて

いた姿であった（表 18）。 

表 19の全体共有では、「子」を

聴き深めた生徒がグループで共有

したことを「父」と「魔王」を聴いた生徒に特徴を伝えた。ここでも、「『子』はどんどん音が高くな

っていったけど、一番最後だけ旋律が低くなる。」など、自分だけでは気付けなかった音楽の特徴を、

音を介して全体で共有し、他者との関わりにより対話をすることで思考が深まっていた。 

第３時では、生徒が題材を通して、これまでの学習から自分が感じたことや他者との関わりの中か

ら得たことを振り返り、音楽の特徴に触れながら、曲の魅力をこの曲を知らない人に紹介文を書く活

動を行った。このワークシート（図８）から見取る評価規準については次の通りである。 

・「魔王」の曲や演奏に対する評価とその根拠について自分なりに考え、音楽のよさや美しさを味わっ 

て聴いている。【思考・判断・表現】 

・「魔王」の曲想と音楽の構造との関わりについて理解している。【知識】 

表 18 音で確認しながらグループで共有をしている場面における生徒の対話 

Ｆ：「魔王」の時、馬が走っている音が聴こえないんだよ。 

Ｇ：どういうこと？ 

Ｆ：これが（手で三連符の伴奏を表している）ないの。 

ちょっと聴いて。（前奏の部分を流す）これね。馬が走っているところ。 

  （魔王の部分を流す）ほら。なんか違うでしょ。 

Ｈ：これって魔王の時は、伴奏の形が他の登場人物の時と違うってことじゃない？ 

もう一度聴いて確認してみようよ。 

Ｆ：じゃあ CD聴いてみよう。（魔王の部分を流す） 

Ｈ：ね？伴奏の形が他の登場人物の時と違ったでしょ？ 

Ｆ：ほんとだ。 

Ｇ：伴奏のリズムが変わるんだよ。 

表 17 全体共有の場面における生徒の対話  

【演奏形態について気付く】 

Ｄ：日本語じゃなかったから内容はよくわからなかった。 

Ｅ：２、３人が会話しているみたいだった。 

教師：何人で歌っているのでしょうか。 

生徒たち：「１人」「２～３人」 

教師：なぜ２～３人だと思ったのですか？ 

Ｅ：いろんな高さで歌っていたからです。 

 表 19  音で確認しながら全体共有をしている場面における生徒の対話 

【グループで考え深めたことを全体共有する】 

Ａ：「子」は、初めは弱くて不安、それがどんどん強くなってきて、不安から恐怖に変わっています。 

教師：なるほど、他に付け足すことがある人はいますか？ 

Ｂ：旋律がだんだん高くなります。※〔旋律を思考・判断の拠り所としている姿〕 

Ｃ：１回目は弱いけど、だんだん強くなっています。※〔強弱を思考・判断の拠り所としている姿〕 

教師：なるほど。音で確認しましょう。 

【「子」の部分だけを１回目～４回目まで聴く】 

生徒たち：高くなっているよね。強くもなっているね。（頷く） 

教師：これは何を表しているのでしょうか？ 

Ｂ：「助けて」ってどんどん焦ってきている。 

Ａ：お父さんに気付いてもらえなくて怖がっています。最後の方は叫んでいると思います。 

Ｃ：１回目は「お父さん」って言っているけど、２回目からは「お父さんお父さん」って２回呼んでいて焦っている感じがします。 

教師：気持ちが変化しているのですね。もう一度聴いてみましょう。 

【さまざまな意見を参考に、新たに曲の魅力に気付く】 

【「子」の部分をもう一度聴く】 

Ｃ：「子」はどんどん音が高くなっていったけど、一番最後だけ旋律が低くなる。それまでは必死に「助けて」って言っていたけど、

最後に力尽きた証拠だと思います。※〔旋律を思考・判断の拠り所としている姿〕 

教師：それではもう一度音で確認しましょう。 

【「子」の部分をもう一度聴く】 
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ここに示した生徒（図８）は、 曲全体を捉えることができており※１、具体的に曲想と音楽の構造と

の関わりについて理解したことを記述している※２。そして、全体で共有したことを取り入れて自分の言

葉で語っている※３。さらに、思考・判断・表現の評価である、音楽のよさや美しさを味わって聴いてい

る※４。このような記述から、この生徒は、点だった「知識」が、学習を通して線でつながっていると見

取ることができる。 

 

３ 検証から見えたこと 

（１）「音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感受したことを関連付 

けながら『知識』を習得・活用している姿」の視点から   

検証授業では、児童生徒が音楽を形づくっている要素を思考・判断の拠り所とし、知覚したことと感

受したことを関連付けている姿を追った。 

Ｃ中学校で検証した、歌唱「夏の思い出」において、強弱を表す記号の『P（ピアノ）＝弱く』を授業

の最後に「弱く歌うのではなく、広い情景をイメージして歌う」と発言した生徒は、音楽的な特徴から

音楽と情景を結び付け、何度も音を介して思考した結果、『P（ピアノ）』で表現する音や音楽は、様々で

あることを概念として理解した姿であったと捉える。この概念として理解した「知識」を構築すること

が、音楽科としての「知識」を習得することにつながった。 

どの検証授業においても、音楽科の学習における思考・判断の場では、児童生徒が音楽を形づくって

いる要素を思考・判断の拠り所として、音楽から考えたり理解したりすることで実感を伴って理解する

ことができた。また、「知識」を習得・活用することは、発達の段階に応じて、教師がファシリテーター

となり、学習を進めていくことの重要性が見えた。 

（２）「他者との関わりの中で、自らの既存の『知識』を活用しながら思考・判断し、新たに分かったこ 

  とや気付いたことなどを語っている姿」の視点から 

検証授業では、表現及び鑑賞の学習において、自分の考えを他者に伝える場面を手立てとして設定し

た。表現の歌唱においては、歌詞の内容や音楽の構造を理解し、曲にふさわしい表現をどのように創意

工夫していけばよいかを考え、 グループやパートで話し合ったり全体で共有したりする活動を取り入

れた。鑑賞においては、楽曲を聴いて曲想と音楽の構造との関わりについて理解したことを言葉で説明

したり、イメージや感情などと関連付けて言葉で表したり、根拠をもって自分なりに批評したりする活

動などを取り入れた。この結果、Ａ小学校４年生で検証した、歌唱「パレードホッホー」において、「ア

※２ 

※３ 

※４ 

図８ 音楽の曲想と構造との関わりについて理解して「魔王」の紹介文を記入した例  

 

※１ 
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の旋律が主旋律だから大きく歌って、イは副次的な旋律だから小さく歌う」という既存の「知識」を生

かした発言をした児童に対して、「イの旋律も盛り上がる部分があるから強く歌いたい」、「イの旋律に

も曲の山がある」「ア、イ両方の曲の山を意識して歌いたい」といった、この曲はアの旋律だけが主旋

律なのではないというような発言があった。Ｂ小学校６年生で検証した、歌唱「思い出のメロディー」

では、「言葉や旋律に合わせて抑揚をつけて歌いたい」、「歌詞の内容から言葉に合わせてもう少し明る

い声で歌いたい」、「もう少し訴えかけるようにしてみたらどうだろう」といった、強弱記号のもつ意味

の通りに「強く歌う」「弱く歌う」ではなく、事実的な「知識」を生かしながら、歌詞と旋律の特徴を関

わらせている発言が見られた。Ｃ中学校で検証した、鑑賞「魔王」では、グループで共有する場で、相

手に自分の思いや考えを気付かせるために、生徒自らがCDを流して、「ほら、この場面だよ」と発言して

いた姿が見られた。これは、自分が理解したことを根拠をもって相手に伝えていた姿であった。 

このような児童生徒の姿から、音や音楽を介することの大切さや、自らの考えだけではなく、他者の

考えや意見を受け入れたり、多様な考え方に触れたりすることで、実感を伴って「知識」を習得するこ

とが見えた。また、児童生徒同士の意見や考えを比べたり関連付けたりする活動を設定し、多様な思考

が生まれる授業づくりが大切であることが分かった。 

 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

本研究では、児童生徒が音楽科の学習を通して「曲想と音楽の構造（や背景）などとの関わりについ

て理解する」ことに焦点を当て、音楽科の「知識」を習得・活用するための指導の在り方について研究

を進めた。検証授業では、「音楽から考えたり、理解したりする場」と「他者との関わりを通して考え

たり、理解したりする場」の二つの場の設定をして題材を構想し、その結果を検証した。 

（１）「音楽から考えたり、理解したりする場の設定」について 

「音楽から考えたり、理解したりする場」を設定することにより、児童生徒が音楽を形づくっている

要素を思考・判断の拠り所とし、音楽について考えたり感じ取ったりすることが実現できた。また、そ

れが音楽的な見方・考え方を働かせて学習を進めている姿であることを再確認した。 

平成 20年告示の学習指導要領において〔共通事項〕が新設され、既に本市においても、音や音楽を通

して、音楽の特徴を聴き取ったり（知覚）、曲想や雰囲気などについて感じ取ったり（感受）する学習は

実践されている。しかし、この研究の検証授業の児童生徒の姿から、知覚したり感受したりすることの

みに留まるのではなく、知覚したことと感受したこととの関わりについて考えることにより、「知識」

を習得・活用することにつながるということがこの研究を通して明確になった。その際、音楽を聴いて、

音楽を捉えたことを言葉として表出するだけでは音楽科の「知識」の習得・活用には至らない。「知識」

の習得・活用の実現のためには、音楽から考えたり理解したりしたことを、表現の学習では歌ったり演

奏したりすること、鑑賞の学習ではよさや美しさについて何度も音楽を聴き深めることを通して、さら

に思考・判断し、表現していくことが重要であった。 

（２）「他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場の設定」について 

他者との関わりを通して考えたり、理解したりする場を設定することにより、児童生徒が他者と関わ

り、その中で自らの既存の「知識」や経験を活用しながら思考・判断し、新たに「知識」を習得するこ

とが実現できた。その際、児童生徒が、自分自身の音楽の捉え方について、他者の考え方を取り入れて

自分の考えを再度捉え直したり、さらに確かなものにしたりするなど、試行錯誤する姿が確認できた。
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また、自分の考えを表出することが苦手な児童生徒については、他者との関わりの中で得た「知識」を、

思考・判断し、表現することで、課題（その音楽）を自分事として捉えて次の学習へ見通しをもつこと

へとつなげていた。しかし、「音楽を自分事として捉える」ためには、単にグループ活動を行えばよいの

ではなく、まずは自分なりに曲に向き合い、その音楽について考えることも大切であることが分かった。

検証授業の中でも、個人思考を行わずにグループ活動を行うと、その中で発言力のある児童生徒の発言

を聞くだけになってしまう姿が見られた。このことから、教師は、学習の課題について個人で考える時

間と他者と共有する時間のバランスを見極めることが大切であることを再確認した。 

（３）全体を通して 

今回は、小学校４年生、６年生、中学校１年生、２年生で検証を行ったが、発達の段階によって多少

は変わるものの、どの学年においても教師の出番を見極めることが重要であった。教師が指導する場面

と児童生徒が考える場面のバランスや価値付けのタイミングは、児童生徒の主体的な学びに大きく影響

することも改めて分かった。検証授業では、他者との関わりや、教師の価値付けによる自信、何よりも

音楽の学習だからこその音や音楽があふれる環境が重要であることが明らかになった。また、その題材

で児童生徒に育成された「知識」についてどの時点で総括的評価（記録に残す）の場面を設定するのか

を精選することも重要であることが分かった。それは、「知識」を習得するには、曲想と音楽の構造と

の関わりについて、実感を伴って理解することに向かい、十分に思考・判断し、表現することが必須で

あったからである。 

この研究では、児童生徒が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、知覚したことと感受したこととの関わりについて考えた。その過

程において「その音楽がどのような雰囲気を醸し出しているのか」ということと「その音楽がどのよう

にできているか」ということを自己のイメージと関わらせながら理解することで、「曲想や音楽の構造

（や背景）などとの関わりについて理解する」ことが明確となった。児童生徒は、他者との関わりの中

で、様々な意見を共有し、音で確かめたり楽曲を聴き深めたりすることにより、既存の「知識」を活用

しながら思考・判断し、曲想と音楽の構造（や背景）などとの関わりについて理解を深めていた。また、

それは、音楽科で学習した既習事項だけでなく、今まで生きてきた中から獲得した「知識」や経験を活

用し、思考力、判断力、表現力等を働かせながら、新たな「知識」を習得し、概念として理解したこと

を自分の言葉で語っている姿も多く見られた。児童生徒が「知識」を習得・活用するためには、十分に

思考する場を意図的に設定することが必要であり、その際、児童生徒の思考・判断の拠り所となる音楽

を形づくっている要素を精選することが重要であることを再確認した。さらに学校教育の中では、人と

人との関わりの中で、自らの考えや意見を伝え合う場面が多くあり、その中で意見を比較したり分析し

たりする場の設定が、「知識」の習得・活用にとても有効であった。互いの考えに向き合うことで、自

らの「知識」を活用しながらさらに試行錯誤する姿は、まさに、予測困難な世の中に対応する力につな

がる資質・能力であるといえる。 

また、小学生から中学生までの検証を通して、音楽科の授業の系統的な学習のよさも再確認できた。

検証で示したような学習を繰り返し行うことは、音楽科の、育成を目指す資質・能力である「生活や社

会の中の音や音楽、（音楽文化）と豊かに関わる資質・能力」につながっていくことと考える。 

 

２ 今後の課題 

本研究では、音楽科の「知識」の習得・活用として「曲想と音楽の構造（や背景）などとの関わりに

ついて理解する」ことに焦点を当て、音楽科の指導の在り方について研究を進めた。研究を通して、音
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楽科の「知識」の習得に係る手立てとして挙げた「音楽から考えたり理解したりする場の設定」と「他

者との関わりから考えたり理解したりする場の設定」をすることは、教師が常に意識し、意図的に取り

組むべき手立てであるということを改めて理解することができた。  

一方で、中学校の音楽科においては、「知識」の内容として、「音楽の多様性について理解する」こ

とも求められている。「音楽の多様性について理解する」とは、人々の暮らしとともに音楽文化があり、

それによって様々な特徴をもつ音楽が存在していることを理解することである。その姿についてはこの

研究では検証できなかった。それは、教師が「曲想と音楽の構造や背景などとの関わりについて考えさ

せる」ことに焦点を当てて授業を構想したためである。 

今後は、現行の学習指導要領改訂の基本方針の一つである「知識の理解の質を高める」ため、この研

究での成果を生かし、さらに「音楽の多様性について理解する」ことについて、児童生徒の学びの姿に

着目し、常に指導の在り方を省察していく必要があると考える。 

 

 

 

最後に、研究を進めるにあたり、ご支援、ご助言くださいました講師の先生、また校長先生をはじめ

学校教職員の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。 
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