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本報告の目的は、小学校第 3 学年における音楽科の授業について、演奏活動と言語活動

の相互作用の観点から検討することである。音楽科における言語活動とは、コミュニケー

ションを図るためのものである。題材名は「いろいろな音のひびきをかんじとろう」であ

る。題材全体を通じて、言語活動を取り入れることにより演奏への思いや意図、ならびに

演奏を聴き心に浮かんだことを言葉で伝える能力が高まり、言語活動が演奏活動に肯定

的な影響を与えたことが示唆された。  
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1 はじめに 

 
本稿は小学校第3学年の音楽科授業における演奏活動と

言語活動の相互作用に焦点を当てた授業実践に関して報告
するものである。最初に本稿の拠り所となる平成 29 年 3
月に告示された小学校学習指導要領音楽科の改訂の趣旨や
教科の目標について述べたい。 
 小学校の音楽科における学習指導要領改訂の柱は、次の
3 点である（津田 2018，志民 2020・2021）。それは、
(1)音楽に対する感性を働かせ、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などを見いだし
たりすることができるよう、内容の改善を図ること、(2)音
や音楽と自分との関わりを築いていけるよう、生活や社会
の中の音や音楽の働きについての意識を深める学習の充実
を図ること、(3)我が国や郷土の音楽に親しみ、よさを一層
味わうことができるよう、和楽器を含む我が国や郷土の音
楽の学習の充実を図ることである（文部科学省 2017b、 
p.6）。 

 先述の3つの柱に基づき、学年の目標についても改訂さ
れた。旧学習指導要領の第3学年及び第4学年における目
標には、（1）進んで音楽にかかわり、音楽活動への意欲を
高め、音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものに
する態度と習慣を育てる、（2）基礎的な表現の能力を伸ば
し、音楽表現の楽しさを感じ取るようにする、（3）様々な
音楽に親しむようにし、基礎的な鑑賞の能力を伸ばし、音
楽を味わって聴くようにするという 3 点が示されていた。 
これに対して、現行の学習指導要領において、第3学年

及び第4学年の目標は、教科の目標に合わせて次のように
改訂されている。すなわち、(1)曲想と音楽の構造などとの
関わりについて気付くとともに、表したい音楽表現をする
ために必要な歌唱、器楽、音楽づくりの技能を身に付ける
ようにする（知識及び技能）、(2)音楽表現を考えて表現に
対する思いや意図をもつことや、曲や演奏のよさなどを見
いだしながら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)進んで音楽に関わり、協
働して音楽活動をする楽しさを感じながら、様々な音楽に
親しむとともに、音楽経験を生かして生活を明るく潤いの
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あるものにしようとする態度を養う（学びに向かう力、人
間性等）と示されている。 
次に、音楽科で育成を目指す資質・能力については、「生

活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力」と規
定されている。資質・能力の育成に当たっては、児童が「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とされている。 
 本報告が焦点を当てる音楽科における言語活動は、学習
指導要領の「学習内容、学習指導の改善・充実」を図るべ
き４つの事項のうちの１つとしてあげられており、コミュ
ニケーションを図るためのものとされる（文部科学省 
2017b P.6-8）。言語活動と関連する事項として、学習指導
要領の「共通事項」があげられる。共通事項とは、「A表現」
及び「B鑑賞」の学習において共通に必要となる資質・能
力として位置づけられており、「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の
指導と併せて、指導するものとされる。これも上述の改善、
充実を図るべき事項のうちの１つである。 
共通事項は次の 2点に分けられる。1点目は「音楽を形

づくっている要素を聴き取り、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ること」とされる。
これは、学習目標のうち「思考力、判断力、表現力等」に
関するものとされる。2 点目は「音楽を形づくっている要
素及びそれらに関わる音符、休符、記号や用語について、
音楽における働きと関わらせて理解すること」とされ、「知
識」に関するものである。 

1 点目の「音楽を形づくっている要素」は２つに分類さ
れる。1つ目は「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」であり、音
楽を特徴づけている要素である。2つ目は、「反復、呼びか
けとこたえ、変化、音楽の縦と横との関係」などの「音楽
の仕組み」である。これらのうち、小学校中学年で取り扱
われるとされる事項を表1に整理した。 
これらの事項は、「指導計画の作成と内容の取扱い」にお

いて、「児童の発達の段階や指導のねらいに応じて、取り扱
う教材や内容との関連から必要と考えられる時点で、その
都度繰り返し指導し、６年間を見通した学習を進めること
を意図したものである」と位置づけられている（文部科学
省 2017b pp.25-26）。また、音符、休符、記号や用語に
ついては、読み方や意味を理解するだけでなく、音楽科の

学習活動の中で実際に活用できる知識として身につけるこ
とが掲げられ、楽譜を読むことや音楽づくりとその記録に
際して、音符、休符、記号や用語の有用性を児童が感じる
ことができるよう指導を工夫することの重要性が示されて
いる（文部科学省 2017b p.27）。 

 
  表１ 音楽を形作っている要素（中学年） 

    
 
 筆者は、勤務校で第3学年から第6学年までの音楽科の
授業を担当している。今回、小学校第3学年における音楽
科の授業において、現行学習指導要領実施の2年目に題材
名「いろいろな音のひびきをかんじとろう」の実践の機会
を得た。言語活動の充実が提言されてからの研究授業では、
一単位授業、もしくは一題材の中での言語活動の場面にな
っていることが多く、音楽科における言語活動として機能
していないと感じていた。「どのような音にするのか」「ど
んな音楽にするのか、あるいはしたいのか」という思いや
意図を個々が内面に持ちながらも、他と思いを共有せずに
演奏活動をするだけでは、演奏活動の主体者全員の思いや
意図に基づいて表現したことにはならない。一単位授業の
中で、演奏活動、言語活動のどちらかに偏ることなく言語
活動の充実を図るためには、どのような手立てが有効であ
るのかという点が課題であった。 
そこで、音楽科における言語活動の充実を基盤にして演

奏活動と言語活動の相互作用を図ることを大きなねらいと
して実践的研究を進めることとした。この実践がもたらす
効果としては2点考えられる。その1つは、言語活動を取
り入れることによって、児童が音や音楽特有の言語を基盤
にして自分や仲間の演奏に関して語り合う能力が高まるこ
とである。もう１つは、演奏の意図やイメージを共有する
ことにより、演奏活動が一層主体的なものになることが期
待されるという点である。 
書き言葉を用いた言語活動を適切に取り入れることによ

り、思いや意図が可視化され全体共有もしやすくなる。そ
のため、音として表現しようとしている意図が鮮明になる。

〇

〇

音楽を特徴づけている要素

反復、呼びかけとこたえ、変化

音の重なり、音階や調

音楽の仕組み

拍の流れやフレーズ、

音色、リズム、速度、旋律、強弱、

わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.3, pp.71-79, 2022 

72 

あるものにしようとする態度を養う（学びに向かう力、人
間性等）と示されている。 
次に、音楽科で育成を目指す資質・能力については、「生

活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力」と規
定されている。資質・能力の育成に当たっては、児童が「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とされている。 
 本報告が焦点を当てる音楽科における言語活動は、学習
指導要領の「学習内容、学習指導の改善・充実」を図るべ
き４つの事項のうちの１つとしてあげられており、コミュ
ニケーションを図るためのものとされる（文部科学省 
2017b P.6-8）。言語活動と関連する事項として、学習指導
要領の「共通事項」があげられる。共通事項とは、「A表現」
及び「B鑑賞」の学習において共通に必要となる資質・能
力として位置づけられており、「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の
指導と併せて、指導するものとされる。これも上述の改善、
充実を図るべき事項のうちの１つである。 
共通事項は次の 2点に分けられる。1点目は「音楽を形

づくっている要素を聴き取り、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ること」とされる。
これは、学習目標のうち「思考力、判断力、表現力等」に
関するものとされる。2 点目は「音楽を形づくっている要
素及びそれらに関わる音符、休符、記号や用語について、
音楽における働きと関わらせて理解すること」とされ、「知
識」に関するものである。 

1 点目の「音楽を形づくっている要素」は２つに分類さ
れる。1つ目は「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」であり、音
楽を特徴づけている要素である。2つ目は、「反復、呼びか
けとこたえ、変化、音楽の縦と横との関係」などの「音楽
の仕組み」である。これらのうち、小学校中学年で取り扱
われるとされる事項を表1に整理した。 
これらの事項は、「指導計画の作成と内容の取扱い」にお

いて、「児童の発達の段階や指導のねらいに応じて、取り扱
う教材や内容との関連から必要と考えられる時点で、その
都度繰り返し指導し、６年間を見通した学習を進めること
を意図したものである」と位置づけられている（文部科学
省 2017b pp.25-26）。また、音符、休符、記号や用語に
ついては、読み方や意味を理解するだけでなく、音楽科の

学習活動の中で実際に活用できる知識として身につけるこ
とが掲げられ、楽譜を読むことや音楽づくりとその記録に
際して、音符、休符、記号や用語の有用性を児童が感じる
ことができるよう指導を工夫することの重要性が示されて
いる（文部科学省 2017b p.27）。 

 
  表１ 音楽を形作っている要素（中学年） 

    
 
 筆者は、勤務校で第3学年から第6学年までの音楽科の
授業を担当している。今回、小学校第3学年における音楽
科の授業において、現行学習指導要領実施の2年目に題材
名「いろいろな音のひびきをかんじとろう」の実践の機会
を得た。言語活動の充実が提言されてからの研究授業では、
一単位授業、もしくは一題材の中での言語活動の場面にな
っていることが多く、音楽科における言語活動として機能
していないと感じていた。「どのような音にするのか」「ど
んな音楽にするのか、あるいはしたいのか」という思いや
意図を個々が内面に持ちながらも、他と思いを共有せずに
演奏活動をするだけでは、演奏活動の主体者全員の思いや
意図に基づいて表現したことにはならない。一単位授業の
中で、演奏活動、言語活動のどちらかに偏ることなく言語
活動の充実を図るためには、どのような手立てが有効であ
るのかという点が課題であった。 
そこで、音楽科における言語活動の充実を基盤にして演

奏活動と言語活動の相互作用を図ることを大きなねらいと
して実践的研究を進めることとした。この実践がもたらす
効果としては2点考えられる。その1つは、言語活動を取
り入れることによって、児童が音や音楽特有の言語を基盤
にして自分や仲間の演奏に関して語り合う能力が高まるこ
とである。もう１つは、演奏の意図やイメージを共有する
ことにより、演奏活動が一層主体的なものになることが期
待されるという点である。 
書き言葉を用いた言語活動を適切に取り入れることによ

り、思いや意図が可視化され全体共有もしやすくなる。そ
のため、音として表現しようとしている意図が鮮明になる。

〇

〇

音楽を特徴づけている要素

反復、呼びかけとこたえ、変化

音の重なり、音階や調

音楽の仕組み

拍の流れやフレーズ、

音色、リズム、速度、旋律、強弱、



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.3, pp.71-79, 2022 

73 

言語活動を導入することにより、演奏の質を高めることが
期待される。言語化したことを音にして聴き合い、確かめ
合うことが、音楽の授業としての深い学びへと発展する。
このように、演奏活動と言語活動が互いに良い影響を与え
合うという相互作用が成立すると考える。わが国において
は、まだ同様の観点からの実践報告は見当たらないため、
新しく本稿で提起する内容には意味があると考える。 
次節以降では、小学校第３学年音楽科の授業実践におけ

る児童の姿、音楽の授業における演奏活動と言語活動の相
互作用について考えを述べていきたい。最後に、まとめと
課題について統括的に筆者の考えを報告するものとする。 

 

2 指導計画について 

 本項では、今回取り組んだ題材の指導計画を示していき
たい。 
 
2.1 題材名 
「いろいろな音のひびきをかんじとろう」 
 

2.2 題材の目標 
 本題材の目標は以下の3点である。なお、本目標は、教
育芸術社（2020）が発行している「小学生の音楽３」研究
編を拠りどころとして設定した。 
(1) 楽器の音色やその組合せ、旋律の特徴と曲想との関わ
りに気付き、音を合わせて演奏する技能を身に付ける。 

(2) 楽器の音色や旋律の特徴が生み出すよさなどを見出し
ながら聴き取り、音楽の仕組みのよさや面白さを感じ取
り、どのように演奏するか思いや意図をもつ。 

(3) 楽器の音色や旋律の特徴を捉えて表現する学習に興
味・関心をもち、互いの音を聴き合いながら楽器の組
合せや重ね方を工夫し、主体的・協働的に学習活動に
進んで取り組む。 

 
2.3 学習指導要領との関連性 
 本題材と関連のある小学校音楽科第3学年及び第4学年
の学習指導要領の指導事項を以下に示す。 
〔A.表現：(2)器楽〕     
ア 曲の特徴にふさわしい器楽表現を工夫し、思いや意図
をもつこと。（思考力、判断力、表現力等）  

イ 次の (ア) 及び (イ) について理解すること。（知識） 
(ア)曲想と音楽の構造との関わり 

 (イ)多様な楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わり  
ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の 

(ア)から(ウ)までの技能を身に付けること。（技能）  
(ア)聴奏・視奏の技能  
(イ)色や響きに気を付けて，楽器を演奏する技能  
(ウ)合わせて演奏する技能  

 
〔B.鑑賞〕 
ア 曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴
くこと。（思考力、判断力、表現力等） 

イ 曲想及びその変化と、音楽の構造との関わりについて
理解すること。（知識） 

〔共通事項〕 
題材で主に扱う音楽を形づくっている要素は以下のとお

りである。 
  ア 音色、リズム、旋律、強弱、音の重なり、拍 
   イ 反復 
 
2.4 題材の評価規準  

本項の内容は、教育芸術社（2020）が発行している「小学
生の音楽３」研究編に基づいて考案したものである。 

(1)知識・技能 
①楽器の音色の違い、旋律の特徴や反復と曲想との関わり
に気付いている。 

②音色や響きに気をつけて、いろいろな楽器で主旋律を演
奏している。 

③旋律楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わりに気付き、
思いや意図に合った表現をするために必要な演奏技能を
身に付けて演奏している。 

(2)思考・判断・表現 
①曲想や主旋律の特徴を捉えた表現を工夫し、どのように
演奏するかについて思いや意図をもっている。 

②音色や旋律、反復を聴き取りそれらの働きが生みだすよ
さや面白さを感じ取りながら、パートの特徴を捉えて演
奏の仕方や音量のバランスなどを考え、どのように演奏
するか思いや意図をもっている。 

(3)主体的に学習に取り組む態度 
①音色や旋律などの特徴と曲想との関わりに興味・関心を
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言語活動を導入することにより、演奏の質を高めることが
期待される。言語化したことを音にして聴き合い、確かめ
合うことが、音楽の授業としての深い学びへと発展する。
このように、演奏活動と言語活動が互いに良い影響を与え
合うという相互作用が成立すると考える。わが国において
は、まだ同様の観点からの実践報告は見当たらないため、
新しく本稿で提起する内容は意味があると考える。 
次節以降では、小学校第３学年音楽科の授業実践におけ

る児童の姿、音楽の授業における演奏活動と言語活動の相
互作用について考えを述べていきたい。最後に、まとめと
課題について統括的に筆者の考えを報告するものとする。 

 

2 指導計画について 

 本項では、今回取り組んだ題材の指導計画を示していき
たい。 
 
2.1 題材名 
「いろいろな音のひびきをかんじとろう」 
 

2.2 題材の目標 
 本題材の目標は以下の3点である。なお、本目標は、教
育芸術社（2020）が発行している「小学生の音楽３」研究
編を拠りどころとして設定した。 
(1) 楽器の音色やその組合せ、旋律の特徴と曲想との関わ
りに気付き、音を合わせて演奏する技能を身に付ける。 

(2) 楽器の音色や旋律の特徴が生み出すよさなどを見出し
ながら聴き取り、音楽の仕組みのよさや面白さを感じ取
り、どのように演奏するか思いや意図をもつ。 

(3) 楽器の音色や旋律の特徴を捉えて表現する学習に興
味・関心をもち、互いの音を聴き合いながら楽器の組
合せや重ね方を工夫し、主体的・協働的に学習活動に
進んで取り組む。 

 
2.3 学習指導要領との関連性 
 本題材と関連のある小学校音楽科第3学年及び第4学年
の学習指導要領の指導事項を以下に示す。 
〔A.表現：(2)器楽〕     
ア 曲の特徴にふさわしい器楽表現を工夫し、思いや意図
をもつこと。（思考力、判断力、表現力等）  

イ 次の (ア) 及び (イ) について理解すること。（知識） 
(ア)曲想と音楽の構造との関わり 

 (イ)多様な楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わり  
ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の 

(ア)から(ウ)までの技能を身に付けること。（技能）  
(ア)聴奏・視奏の技能  
(イ)色や響きに気を付けて，楽器を演奏する技能  
(ウ)合わせて演奏する技能  

 
〔B.鑑賞〕 
ア 曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴
くこと。（思考力、判断力、表現力等） 

イ 曲想及びその変化と、音楽の構造との関わりについて
理解すること。（知識） 

〔共通事項〕 
題材で主に扱う音楽を形づくっている要素は以下のとお

りである。 
  ア 音色、リズム、旋律、強弱、音の重なり、拍 
   イ 反復 
 
2.4 題材の評価規準  

本項の内容は、教育芸術社（2020）が発行している「小学
生の音楽３」研究編に基づいて考案したものである。 

(1)知識・技能 
①楽器の音色の違い、旋律の特徴や反復と曲想との関わり
に気付いている。 

②音色や響きに気をつけて、いろいろな楽器で主旋律を演
奏している。 

③旋律楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わりに気付き、
思いや意図に合った表現をするために必要な演奏技能を
身に付けて演奏している。 

(2)思考・判断・表現 
①曲想や主旋律の特徴を捉えた表現を工夫し、どのように
演奏するかについて思いや意図をもっている。 

②音色や旋律、反復を聴き取りそれらの働きが生みだすよ
さや面白さを感じ取りながら、パートの特徴を捉えて演
奏の仕方や音量のバランスなどを考え、どのように演奏
するか思いや意図をもっている。 

(3)主体的に学習に取り組む態度 
①音色や旋律などの特徴と曲想との関わりに興味・関心を
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もち音色の違いを感じ取る学習に取り組もうとしている。 
②楽器の音色や響きのよさを感じ取りながら、主体的・協
働的に音を合わせて演奏する学習に取り組もうとしてい
る。 

 
2.5 題材について 
2.5.1 児童の実態から 

  3年生の児童は、器楽演奏に興味を持ち積極的に取り組
み、曲の特徴や仕組みにも興味を持ち始めている。 
これまで身近な楽器としてソプラノリコーダーの演奏を

中心に学習活動を進めてきた。しかし、コロナ禍において
は、ソプラノリコーダーは、飛沫や唾液の発生を伴う吹奏
楽器であるため使用することに制約が生じている。よって、
吹奏楽器ではなく木琴・鉄琴・オルガンなどの旋律楽器を
中心にした演奏活動を取り入れている。子どもたちが主体
的・対話的に学び合えるよう、一人ひとりの役割を明確に
するペアやグループの活動を導入した。3 人のグループで
は、1人が演奏者、2人目が階名を優しい声で伝える「階名
ささやき」の役、3 人目は、どこを演奏するのか鍵盤を指
さす「鍵盤指さしサポート」役というように異なる役割を
個々に持たせた。この役割は交代制とし、子どもたちが互
いに役割を果たしながら学び合えるようにしてきた。 
打楽器奏では、どのように演奏するか思いをもちながら、

曲に合うリズムを友だちと相談し考えている。1 時間の中
で「ちょっとできた」「リズムが合った」「楽しい」という
小さな喜びが達成感となり、さらに学びたいという学習意
欲の高まりへとつなげていくことができている。こうした
学びを生かし、校内音楽会の器楽合奏では、「よろこびの歌」
のリズム伴奏を工夫することで曲の雰囲気が変わる面白さ
を感じ、クラス独自のリズムや楽器の組み合わせアレンジ
を楽しみながら演奏することができた。 
本題材では、いろいろな楽器の響きや音の重なりを感じ

取りながら演奏し、曲の特徴に合うようなリズム伴奏を考
え、友だちと協力し合い演奏する喜びを味わわせたい。 

 
2.5.2 教材 
本項の内容は、教育芸術社（2020）が発行している「小

学生の音楽３」研究編によるものである。） 

①「トランペットふきの休日」（ルロイ・アンダソン作曲）  
トランペット吹きの若者が、仕事から解放された休日に、

心ゆくまでトランペットを楽しんで吹いている様子が描か
れている。3 本のトランペットとオーケストラで演奏され
る。華やかな音色と歯切れのよいリズムで演奏される旋律
からなり、児童も運動会の徒競走などで耳にしたことのあ
る親しみやすい曲である。トランペットの音色や、3 本の
トランペットが重なり合う響きの美しさを味わって聴くこ
とができる。 
②「アレグロ」（モーツアルト作曲） 

2 本のホルンのみで演奏され、繰り返し出てくる旋律と
ホルンの柔らかい音色の特徴を感じ取りやすい。短い曲で
ありながら、反復が多いことで旋律の動きが明確となり、
曲の特徴をつかみ、トランペットとは異なる独特な音の響
きを味わって聴くことができる。 
③「パフ」（ピーター ヤーロウ・レナード リプトン作曲） 

1963年、人気フォークグループによって歌われたヒット
曲である。原曲の歌詞も日本語の歌詞と同様の内容をもち、
魔法の竜パフと、少年ジャッキー・ペーパーとの心温まる
触れ合いを描いている。親しみやすい旋律で音の重なりが
平易であり、児童にとって取り組みやすい曲である。主な
旋律を中心に、副次的な旋律のパート、響きを支える低音
パート、リズム伴奏のパートで構成されており、充実した
音の響きを楽しみながら合奏することができる教材である。 

 
2.5.3 指導観 
 本題材では、音色を中心に、旋律や音の重なり、音楽の
仕組みとの関わりを取り上げながら、表現と鑑賞の学習を
進める。旋律が反復される曲の特徴を捉えるとともに、金
管楽器の音色に着目して、それぞれの楽器固有の音色の美
しさも味わわせたい。また、器楽の学習においては、旋律
楽器を中心に主旋律・副次的な旋律などそれぞれのパート
の役割を考えながら合奏する。旋律楽器の音色や響きの特
徴に気付き、どのように演奏すればよいのか、どのような
演奏にしたいのかについて考えることに取り組むよう指導
したい。同じパートの友だちと学び合い、演奏への思いや
意図を伝え合い、音を「音楽」に構成し、友だちと対話し
ながら表現を深めていくことができると考える。互いの音
を聴き合い、演奏に対する思いを共有し、合奏することを
通して友だちと音を重ね合わせ、心を通い合わせる心地よ
さを感じ取らせたい。 
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もち音色の違いを感じ取る学習に取り組もうとしている。 
②楽器の音色や響きのよさを感じ取りながら、主体的・協
働的に音を合わせて演奏する学習に取り組もうとしてい
る。 

 
2.5 題材について 
2.5.1 児童の実態から 

  3年生の児童は、器楽演奏に興味を持ち積極的に取り組
み、曲の特徴や仕組みにも興味を持ち始めている。 
これまで身近な楽器としてソプラノリコーダーの演奏を

中心に学習活動を進めてきた。しかし、コロナ禍において
は、ソプラノリコーダーは、飛沫や唾液の発生を伴う吹奏
楽器であるため使用することに制約が生じている。よって、
吹奏楽器ではなく木琴・鉄琴・オルガンなどの旋律楽器を
中心にした演奏活動を取り入れている。子どもたちが主体
的・対話的に学び合えるよう、一人ひとりの役割を明確に
するペアやグループの活動を導入した。3 人のグループで
は、1人が演奏者、2人目が階名を優しい声で伝える「階名
ささやき」の役、3 人目は、どこを演奏するのか鍵盤を指
さす「鍵盤指さしサポート」役というように異なる役割を
個々に持たせた。この役割は交代制とし、子どもたちが互
いに役割を果たしながら学び合えるようにしてきた。 
打楽器奏では、どのように演奏するか思いをもちながら、

曲に合うリズムを友だちと相談し考えている。1 時間の中
で「ちょっとできた」「リズムが合った」「楽しい」という
小さな喜びが達成感となり、さらに学びたいという学習意
欲の高まりへとつなげていくことができている。こうした
学びを生かし、校内音楽会の器楽合奏では、「よろこびの歌」
のリズム伴奏を工夫することで曲の雰囲気が変わる面白さ
を感じ、クラス独自のリズムや楽器の組み合わせアレンジ
を楽しみながら演奏することができた。 
本題材では、いろいろな楽器の響きや音の重なりを感じ

取りながら演奏し、曲の特徴に合うようなリズム伴奏を考
え、友だちと協力し合い演奏する喜びを味わわせたい。 

 
2.5.2 教材 
本項の内容は、教育芸術社（2020）が発行している「小

学生の音楽３」研究編によるものである。） 

①「トランペットふきの休日」（ルロイ・アンダソン作曲）  
トランペット吹きの若者が、仕事から解放された休日に、

心ゆくまでトランペットを楽しんで吹いている様子が描か
れている。3 本のトランペットとオーケストラで演奏され
る。華やかな音色と歯切れのよいリズムで演奏される旋律
からなり、児童も運動会の徒競走などで耳にしたことのあ
る親しみやすい曲である。トランペットの音色や、3 本の
トランペットが重なり合う響きの美しさを味わって聴くこ
とができる。 
②「アレグロ」（モーツアルト作曲） 

2 本のホルンのみで演奏され、繰り返し出てくる旋律と
ホルンの柔らかい音色の特徴を感じ取りやすい。短い曲で
ありながら、反復が多いことで旋律の動きが明確となり、
曲の特徴をつかみ、トランペットとは異なる独特な音の響
きを味わって聴くことができる。 
③「パフ」（ピーター ヤーロウ・レナード リプトン作曲） 

1963年、人気フォークグループによって歌われたヒット
曲である。原曲の歌詞も日本語の歌詞と同様の内容をもち、
魔法の竜パフと、少年ジャッキー・ペーパーとの心温まる
触れ合いを描いている。親しみやすい旋律で音の重なりが
平易であり、児童にとって取り組みやすい曲である。主な
旋律を中心に、副次的な旋律のパート、響きを支える低音
パート、リズム伴奏のパートで構成されており、充実した
音の響きを楽しみながら合奏することができる教材である。 

 
2.5.3 指導観 
 本題材では、音色を中心に、旋律や音の重なり、音楽の
仕組みとの関わりを取り上げながら、表現と鑑賞の学習を
進める。旋律が反復される曲の特徴を捉えるとともに、金
管楽器の音色に着目して、それぞれの楽器固有の音色の美
しさも味わわせたい。また、器楽の学習においては、旋律
楽器を中心に主旋律・副次的な旋律などそれぞれのパート
の役割を考えながら合奏する。旋律楽器の音色や響きの特
徴に気付き、どのように演奏すればよいのか、どのような
演奏にしたいのかについて考えることに取り組むよう指導
したい。同じパートの友だちと学び合い、演奏への思いや
意図を伝え合い、音を「音楽」に構成し、友だちと対話し
ながら表現を深めていくことができると考える。互いの音
を聴き合い、演奏に対する思いを共有し、合奏することを
通して友だちと音を重ね合わせ、心を通い合わせる心地よ
さを感じ取らせたい。 
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2.6 題材の指導と評価の計画 
 表2に、題材全体の指導と評価の計画（全６時間） 
を示す。 
 

表2 指導と評価の計画 

 
 
次 

 
時 

 
〇学習内容 ・主な学習活動 

評価の観点 ◆評価規準 
【評価方法】 知・

技 
思 態 

 
 
 
 
 
 
 
第
一
次 
 
 
 
 
 
 
 

１ 〇トランペットとホルンの音色の違いに関
心をもつ〔音色〕 
 ・鑑賞用CDで聴く。気付いたことを交
流する。 

〇旋律の反復に気を付けて聴く。〔音色 ・旋
律・反復〕 
  ・  トランペットふきの休日」の主な旋律
が聴こえたところで起立する。 

  ・3本のトランペットが順番に聴こえたと
ころで挙手する。 

  ・  アレグロ」を聴き、主な旋律が聴こえ
たところで起立する。 

  ・感じたこと、気付いたことを出し合う。 
〇トランペットとホルンの音色を楽しんで
聴く。 

〔音色・旋律・反復〕 
  ・楽器の特徴をワークシートにまとめる。 
 ・曲の面白さを感じ取る。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
知 
技 
① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
態
① 

◆態① 
【行動観察 ・
発言内容 ・ワ
ークシート】 
◆知① 
【行動観察】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
二
次 

１ 〇  パフ」の範奏を聴き、音色に気を付けて
主旋律を演奏する。〔音色・旋律・拍〕 
  ・CDを聴き、曲想をつかみ、気づいたこ
とを発表する。 

 ・主旋律を歌う。 
 ・演奏する旋律を階名唱する。 
 ・旋律楽器で演奏する。（ペア） 

 
 
 
 
知 
技 
② 

  
 
 
 
 
 

◆知・技② 
【行動観察 ・
演奏聴取】 

２ 〇音色に気を付けていろいろな旋律楽器で
主旋律を演奏する。〔音色・旋律・拍〕 
 ・旋律楽器で主旋律を演奏する。（ペア） 
 ・楽器ごとに演奏を聴き合う。 
〇リズム伴奏に合わせて、主旋律を演奏す
る。〔音色 ・リズム・旋律 ・拍 ・音の重なり〕 
 ・ピアノ伴奏と主旋律を合わせて演奏す
る。 

  ・速度に気をつけ、リズムボックスの８ビ
ートに合わせて主旋律を演奏する。 

  
 
 
 
 
 
 
 
思 
① 

 ◆思 ・判 ・表
① 
【行動観察 ・
ワークシー
ト】 

３ 
 

〇副次的な旋律を演奏する。〔音色・旋律・
拍〕 
 ・副次的な旋律を階名唱する。 
 ・副次的な旋律の音楽的役割を知る。 
・副旋律の特徴に合う旋律楽器を考える。 

 ・役割を分けて演奏する。 
 ・リズム楽器で、リズム伴奏を考える。 

 
 
 
 
 

  ◆思 ・判 ・表
② 
【演奏聴取 ・
演奏聴取】 
◆態② 
【行動観察 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 

４
（
本
時
） 

 

〇拍にのり、各パートに分かれ演奏する。
〔音色・旋律・拍・音の重なり〕 
 ・パートごとに練習する。 
〇いろいろな楽器の音が重なり合うひびき
を楽しみながら演奏する。 
 ・パートごとで、どのように演奏するか
考え、発表する。 

 ・パートごとの演奏を聴き、気づいたこ 
と感じたことを書き、全体交流する。 

 ・楽器の音の重なりを感じながら合奏す 
る。 
 

   ◆思 ・判 ・表
② 
【演奏聴取 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 
◆態② 
【行動観察 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 

５ 〇どのような演奏にするか思いや意図をも
って合奏する。〔音色 ・リズム・旋律 ・音の
重なり・拍〕 
 ・パートに分かれて練習する。 
  ・思いや意図に合う演奏になっているか、
パートの組み合わせを変えて、聴き合う。 
・どのような演奏にするか構成を考え、合奏
をまとめ仕上げる。 

 ・全員で合奏を楽しむ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
知 
技 
③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
思
② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
態 
② 

◆知・技③ 
【演奏聴取】 
◆態② 
【行動観察 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 

 

3 実践の中で見えてきたもの 

 本節においては、まず指導計画全体を通してみられた児
童の姿について述べ、次に公開授業の様子について述べて
いきたい。 
  
3.1 児童の姿と気付き 
 ここでは、５つの観点から題材全体を通してどのように
児童が活動したかについて、また児童の活動の姿から得た
気付きについて述べたい。 
 
3.1.1 主旋律を演奏する活動 
楽譜と模範演奏を聴いて、児童は概ね主旋律を捉えるこ

とができた。また、楽譜をもとに共通事項を意識した気付
きができるようになり、なかでも旋律の反復については最
も早くに着目していた。休符の位置や伸ばす音の場所など
に注目し、楽譜を読み取っていく様子が見てとれた。ペア
での練習では、互いに見合い、聴き合い声をかける様子が
見られた。また、楽器の特徴を捉え、木琴では、伸ばす音
の時にはトレモロを使用し、持続音を表現することができ
ていた。鉄琴では、伸ばす音をどのタイミングで切るのか
を意識し、響きはフレーズ（旋律のまとまり）の切れ目と
なる位置で止めることをペアで確認し合っていた。自動伴
奏のリズムを使用し、拍を意識させると体で拍を取りなが
ら演奏していた。ペア活動では、互いに相手を励まし合っ
ていた。曲が終わる瞬間にみなで拍手し、できた喜びを言
葉で表現する姿も見られた。 

 
3.1.2 副次的旋律を知る活動 
旋律の特徴を捉え、どの楽器が適しているのか話し合う

場を設けた。児童からは「伸ばす音が多いから鉄琴が良い」

わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.3, pp.71-79, 2022 

75 

2.6 題材の指導と評価の計画 
 表2に、題材全体の指導と評価の計画（全６時間） 
を示す。 
 

表2 指導と評価の計画 

 
 
次 

 
時 

 
〇学習内容 ・主な学習活動 

評価の観点 ◆評価規準 
【評価方法】 知・

技 
思 態 

 
 
 
 
 
 
 
第
一
次 
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〇旋律の反復に気を付けて聴く。〔音色 ・旋
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  ・3本のトランペットが順番に聴こえたと
ころで挙手する。 

  ・  アレグロ」を聴き、主な旋律が聴こえ
たところで起立する。 

  ・感じたこと、気付いたことを出し合う。 
〇トランペットとホルンの音色を楽しんで
聴く。 

〔音色・旋律・反復〕 
  ・楽器の特徴をワークシートにまとめる。 
 ・曲の面白さを感じ取る。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
知 
技 
① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
態
① 

◆態① 
【行動観察 ・
発言内容 ・ワ
ークシート】 
◆知① 
【行動観察】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
二
次 

１ 〇  パフ」の範奏を聴き、音色に気を付けて
主旋律を演奏する。〔音色・旋律・拍〕 
  ・CDを聴き、曲想をつかみ、気づいたこ
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 ・演奏する旋律を階名唱する。 
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知 
技 
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【行動観察 ・
演奏聴取】 
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る。 

  ・速度に気をつけ、リズムボックスの８ビ
ートに合わせて主旋律を演奏する。 

  
 
 
 
 
 
 
 
思 
① 

 ◆思 ・判 ・表
① 
【行動観察 ・
ワークシー
ト】 

３ 
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拍〕 
 ・副次的な旋律を階名唱する。 
 ・副次的な旋律の音楽的役割を知る。 
・副旋律の特徴に合う旋律楽器を考える。 
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  ◆思 ・判 ・表
② 
【演奏聴取 ・
演奏聴取】 
◆態② 
【行動観察 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 

４
（
本
時
） 
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 ・パートごとに練習する。 
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 ・パートごとで、どのように演奏するか
考え、発表する。 

 ・パートごとの演奏を聴き、気づいたこ 
と感じたことを書き、全体交流する。 

 ・楽器の音の重なりを感じながら合奏す 
る。 
 

   ◆思 ・判 ・表
② 
【演奏聴取 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 
◆態② 
【行動観察 ・
演奏聴取 ・ワ
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５ 〇どのような演奏にするか思いや意図をも
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重なり・拍〕 
 ・パートに分かれて練習する。 
  ・思いや意図に合う演奏になっているか、
パートの組み合わせを変えて、聴き合う。 
・どのような演奏にするか構成を考え、合奏
をまとめ仕上げる。 

 ・全員で合奏を楽しむ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
知 
技 
③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
思
② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
態 
② 

◆知・技③ 
【演奏聴取】 
◆態② 
【行動観察 ・
演奏聴取 ・ワ
ークシート】 

 

3 実践の中で見えてきたもの 

 本節においては、まず指導計画全体を通してみられた児
童の姿について述べ、次に公開授業の様子について述べて
いきたい。 
  
3.1 児童の姿と気付き 
 ここでは、５つの観点から題材全体を通してどのように
児童が活動したかについて、また児童の活動の姿から得た
気付きについて述べたい。 
 
3.1.1 主旋律を演奏する活動 
楽譜と模範演奏を聴いて、児童は概ね主旋律を捉えるこ

とができた。また、楽譜をもとに共通事項を意識した気付
きができるようになり、なかでも旋律の反復については最
も早くに着目していた。休符の位置や伸ばす音の場所など
に注目し、楽譜を読み取っていく様子が見てとれた。ペア
での練習では、互いに見合い、聴き合い声をかける様子が
見られた。また、楽器の特徴を捉え、木琴では、伸ばす音
の時にはトレモロを使用し、持続音を表現することができ
ていた。鉄琴では、伸ばす音をどのタイミングで切るのか
を意識し、響きはフレーズ（旋律のまとまり）の切れ目と
なる位置で止めることをペアで確認し合っていた。自動伴
奏のリズムを使用し、拍を意識させると体で拍を取りなが
ら演奏していた。ペア活動では、互いに相手を励まし合っ
ていた。曲が終わる瞬間にみなで拍手し、できた喜びを言
葉で表現する姿も見られた。 

 
3.1.2 副次的旋律を知る活動 
旋律の特徴を捉え、どの楽器が適しているのか話し合う

場を設けた。児童からは「伸ばす音が多いから鉄琴が良い」
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という意見や、「低音の旋律の場合は、オルガンや木琴の低
いところが良い」という考えが出された。「伸ばす音は、木
琴では不向きだけど、トレモロという技法を使えば演奏で
きる」という意見もあった。それぞれ楽器の特徴を捉えた
意見であると捉えられる。 

 
3.1.3 合奏の活動 
児童は楽器や旋律の特徴を捉え、パート分けを考え、主

旋律を担当する人数は多い方がよいと判断していた。リズ
ム楽器は、大太鼓・小太鼓グループ、トライアングル、タ
ンバリンとそれぞれに分かれ様々な方法でリズム伴奏を工
夫していた。代表的な工夫についてパート内と、パート間
の相互交流に分けて報告したい。 
パート内の工夫として、5つの点があげられる。第1に、

音色の似ている楽器は、音がぶつかり合わないようにする
ために、打つタイミングをずらして合いの手を入れるよう
にしていたことである。第2は、旋律の間に細かなリズム
を入れていたことである。第３は、曲の構成を意識して、
リズムに変化を持たせたことである。第４は、同じ楽器で
あっても特性に応じて奏法を変化させ、音色の特色を出し
ていたことである。トライアングルの特性を生かし、伸び
る音と伸びない音をうまく組み合わせて演奏しようとグル
ープで話し合う姿が見られた。第５として大太鼓・小太鼓
グループにおける演奏の終わり方の工夫があげられる。ど
のように演奏を終えるのかについて話し合い、実際に音を
出しながら試行錯誤を繰り返し、リズムの確認をしていた。
特に楽譜にすることはしていないが、口で「タンタタ」と
リズムを表現していた。 
異なるパート間での交流として、トライアングルと木琴

各グループの相互交流があげられる。トライアングルグル
ープの話し合いがまとまり演奏ができるようになると、主
旋律を演奏している木琴グループと一緒に音を合わせてい
た。主旋律との関わりを意識した練習方法を見出すことが
できていたといえる。 

 
3.1.4 言語活動 
 曲を聴いた感想や気が付いたことを共通事項と関係づけ、
発表させた。授業では学年当初から共通事項を「音楽のこ
とば」とし、音楽室に掲示している。児童は、それを手掛
かりにし発表していた。リズム・音色・強弱・反復は、概

ね使えていた。 
 言語活動の手立てとして、付箋に考えを記入する活動を
取り入れた。どのような演奏にしたいのか思いや意図を
個々に付箋に書かせると「きれいな音にしたい」「まちがえ
ないようにしたい」や「気持ちを合わせる」などの記述が
多くみられた。共通事項を使うことに視点を向けさせると
「テンポがずれないように」「旋律が反復されている」「強
弱に気をつけて」など音楽のことばを用いて、各自の思い
を書き言葉として表していた。 
 毎時間の振り返りでは、初期にはできたことや楽しかっ
たこと、次回の展望などを書いていた。指導の過程で、振
り返りの視点を示すと、活動の場面を思い出し、共通事項
と関係づけて振り返るようになってきた。 
 
3.1.5 主体的・対話的な学びの活動 
 ペアやグループでの学びの場面では、よりよい演奏にす
るために自分の考えや楽器の演奏方法について、互いに話
し合う姿が見られた。音の高さを確認し合ったり、演奏を
聴き合ったりしていた。授業計画が進むごとに、思いや意
図も明確になり、意見交流を繰り返しながら、音色や表現
の工夫を調整する姿も見られるようになった。互いの演奏
を聴き合う場面ではじっと演奏する友達の姿を見つめ、音
の響きやリズムに込められた演奏の工夫を聴き取っていた。 
 思いや意図を言語化することで、児童自身のしたいこと
が視覚化、共有化され、音に表現されるようになった。合
奏を仕上げる段階では、児童たちはグループ全体の意見を
まとめ、よりよい演奏へと意欲を見せていた。 
  
3.2 公開授業より 
 本項では、本題材の計画に示す通り、4 時にあたる公開
授業に関して報告したい。なお、他校の音楽担当教員2名
及び第2著者、学級担任、学校長が授業を参観した。 
 
3.2.1 本時の指導計画案におけるねらいと評価規準につ
いて 
① 本時のねらい 
・主旋律との関わりを意識し、いろいろな楽器の音が重な 
り合う響きを楽しみながら演奏する。 

・友だちと協力し、どのような演奏にするか思いや意図を
もっている。 
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音色の似ている楽器は、音がぶつかり合わないようにする
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発表させた。授業では学年当初から共通事項を「音楽のこ
とば」とし、音楽室に掲示している。児童は、それを手掛
かりにし発表していた。リズム・音色・強弱・反復は、概

ね使えていた。 
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及び第2著者、学級担任、学校長が授業を参観した。 
 
3.2.1 本時の指導計画案におけるねらいと評価規準につ
いて 
① 本時のねらい 
・主旋律との関わりを意識し、いろいろな楽器の音が重な 
り合う響きを楽しみながら演奏する。 

・友だちと協力し、どのような演奏にするか思いや意図を
もっている。 
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②本時の評価の進め方と期待される児童の姿 
【本時の評価規準】 
音色や旋律、反復を聴き取りそれらの働きが生み出すよ

さや面白さを感じ取りながら、パートの特徴を捉えて演奏
の仕方や音量のバランスなどを考え、どのように演奏する
か思いや意図をもっている。 
【「十分満足できる」と判断される児童の状況】 
 様々な旋律の関わりを捉えながら、楽器の音色や響きを
生かして、どのように演奏すればよいかを考え、演奏の仕
方を工夫している。 
【「努力を要する」と判断されそうな状況への手立て】 
 個別の声掛けをし、友だちの考えを参考にしてもよいこ
とを伝え、思いや意図を持てるように支援する。演奏でき
る部分を限定し、無理なく演奏できるようにする。 
 
3.2.2 本時の展開より 
 本時のねらいに沿い、以下の活動A及びBの２つに分け
て報告していきたい。 
 
 
 

 
まず、主旋律のパート、副次的な旋律のパート、リズム楽

器のパートの３つに分かれて「どのような演奏にしたいの
か」に関する個人の思いを付箋2枚に書いた。その後、パ
ートの中でも4人程度のグループに分かれ、その後小グル
ープでは、どのような演奏にしていきたいのか、個人の思
いをもとにまとめさせた。その際、音楽的視点を働かせた
言語活動ができることを意識させるために、共通事項から
具体的な言葉を示した。まとめていく手立てとして、ヒン
トの例文を用意し、共通事項とどのようなイメージで演奏
するのかに該当する言葉の２つには色分けをして示した。 
図１．２は、グループでの話し合い活動を表したワーク

シートの内容である。個人が付箋に記入した内容をもとに、
共通事項などと関連付けて分類し、演奏に対する考えをま
とめさせた。色付きの部分は児童が付箋に書いた内容を表
している。ワークシートの下の欄は「発表するときの言葉
をまとめよう」というテーマに基づいて、発表に向けたグ
ループの意見のまとめが記載されている。 
図1は、主旋律担当の木琴グループのワークシートである。

なお「＊」（図１及び図２）の文はもともと印刷されていたも
のである。大きな枠組みの言葉には、リズムやテンポなど音
楽を特徴づける言葉が用いられている。個人の言葉を取り入
れ、みんなで速度を合わせるということが重点的にまとめら
れている。これは、授業において、言語活動を用いて音楽に
関するコミュニケーションを図ることを取り入れた成果の
１つとして捉えられよう。主旋律を担当する木琴グループの
児童は、リズムやテンポの正確性が、演奏の成功の可否に直
接的に影響を与えることを認識していることも見てとれる。 

 

 
   図1 木琴グループのワークシート 

 

 
 図２ トライアングルグループのワークシート 

＊みんなの意見をまとめよう（それぞれが書いたふせんをもとに話し合う） 

 
 
 
 
 

＊みんなの意見をまとめよう（それぞれが書いたふせんをもとに話し合う） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ＊発表するときの言葉をまとめよう 

トライアングルは、１．２はひびく音、３．４は、ひびかない音にするのとてっ

きんのせんりつとあわないようにすること。 

トライアングルは、いろいろなパートで音をかえてせんりつとあわないように工 

夫しました。もっきんのトレモロにおくれないように気をつけてえんそうします 
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る。 

休符 のばす 

＊発表するときの言葉をまとめよう 

木きんパートは、自分だけのペースでやるんじゃなくて、みんなが合わせあって

はやくならにようにしないといけないので、リズムやのばす音、休符に気をつけ

て楽しくえんそうしたいです。 

活動A：いろいろな楽器の音が重なり合うひびきを
楽しみながら演奏する。 

 

てっきんとトライアングルのかんけい 

 

 

 

 もっきんにトライアングルの
音をあわせるように。 

 

 工夫したこと 

 

 

 音をかえる理由は音色を
かえるため。 

 
 １．２は、ひびく音、３．４は、
ひびかない音にする。なぜなら音

がかわった方がおもしろいから。 

忘れないこと 

 

 のばすところを忘れないよう
にする。 
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図２は、リズム楽器であるトライアングルを担当したグ
ループのワークシートである。音の響きに着目し、響きを
止める奏法も取り入れている。主旋律との関係を意識し、
主旋律担当の木琴の音を聴きトライアングルを合わせよう
としている。また、素材の似た楽器、鉄琴の音色との関係
についても考えを広げ、音がぶつかり合わないように工夫
しようという思いや意図が表されているといえよう。 

 
 
 
拍にのって、主旋律との関わりを意識し、思いや意図を

もちながら合奏を仕上げていった。指導計画第二次最終の
授業では、パートごとに演奏を聴き合った。全体での演奏
では感じ取ることができなかったそれぞれの楽器の工夫を
より鮮明に聴き取ることができた。全体の中でどのように
生かされているのかを互いに感じ取った後の合奏では、音
が重なり響き合うことを味わいながら演奏することができ
ていることが感じとれた。 
 授業後の振り返りでは、音楽の要素に着目し、自分の思
いや意図がどのように表現できたか記入していた。話し合
い活動を通して、相手のしようとしていることを理解し、
演奏につなげようとすることがうかがえた。 
 

4 まとめと課題 

本題材では、合奏の楽しみを味わうことを通して、友だ
ちと言語を用いてコミュニケーションを図りながら、表現
を深めていくことを中心に取り組んだ。本節では、本稿の
主題である演奏活動と言語活動との相互作用について、実
践を通して得た新たな気付きと今後の課題を述べたい。 
本題材の授業を通して、演奏活動と言語活動とをバラン

スよく取り入れられるよう毎時間の授業展開を考えた。合
奏を仕上げていく過程では、どのような音にするのか、ど
のように演奏すると思いや意図に一致した音になるのかと
いう点を意識するよう投げかけた。 
筆者は中学年からたくさんの楽器に触れ、誰にでもでき

る演奏活動の体験により、音楽に関する知識・技能が自然
に身につくと考えている。今回報告した第3学年の授業に
おいては、4 月当初から教科書の曲を使い、リズム楽器へ
の興味を持たせることを心がけた。また大太鼓・小太鼓を

はじめとするリズム楽器を使ってリズム奏をしたり、教科
書教材の曲に合わせて演奏したりする活動を多く取り入れ
た。１学期には、特に旋律楽器の基本的な演奏技術を身に
つけることをめざし、グループ活動も導入した。このよう
に1学期に行った活動が本題材の合奏のパート練習時に生
かされ、主体的に学び合う姿がみられたと考えている。 
 言語活動では、音楽的視点を共通事項と関連付けられる
ようにしたいと考えた。そのためには、共通事項と関連付
けた音楽の見方を指導者からの言葉として常に授業の中で
音声言語に変換して繰り返し伝えた。先述のとおり共通事
項は「音楽のことば」と置き換えて掲示し、いつでも児童
の目に触れる環境を整えた。 
こうした児童への指導の積み重ねにより、共通事項「リ

ズム・音色・強弱・反復・速さ」は、児童の中に定着して
きている。このことは、授業公開を参観した教員による「多
くの子どもたちが音楽的な言葉を使い、理解していたと捉
えられる。」というコメントの内容にも示されている。 
付箋を用いた話し合い活動では、個人の思いを記入し、

グループ全員の意見を短時間で集約できた。児童は、共通
事項をもとに、意見を分類したり、似ている意見を集めた
りしていた。演奏に関することや楽器との関係などにグル
ープの思いや意図をまとめていくことができていた。この
ように、付箋を用いた活動は、主体的・対話的な学びの手
立てとして有効であったといえるであろう。 
個人の意見をまとめる手立てとして、ヒントの例文を用

意したが、提示の仕方には課題が残った。ヒントとなる情
報や手立てを示すと、児童の思考がその範囲に止まり、自
ら新たな発想で考えを展開していくことが難しいという気
付きも得た。子どもたちの困り感に寄り添い解決に導くこ
とも大切だが、あえてヒントや手がかりを提示せず委ねる
ことも必要ではないかと考える。児童の姿を見取り、児童
に委ねることは、指導者側の深い判断力が必要であること
を痛感した。 
 以上述べてきたように、演奏活動の中で互いの音を聴く
こと、またどのような音にしようとしているのか、どのよ
うな演奏にしたいのかということについては、言語活動を
通してより鮮明になることが実感できた。この点は、参観
した他校の教員のコメント「どのような演奏にするのか児
童の言葉を指導者が共通事項に置き換えることで、その言
葉を意識して演奏することにつながり、言葉による表現と

活動B：音色や音の重なりを楽しみながら合奏する
る。 
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ことも必要ではないかと考える。児童の姿を見取り、児童
に委ねることは、指導者側の深い判断力が必要であること
を痛感した。 
 以上述べてきたように、演奏活動の中で互いの音を聴く
こと、またどのような音にしようとしているのか、どのよ
うな演奏にしたいのかということについては、言語活動を
通してより鮮明になることが実感できた。この点は、参観
した他校の教員のコメント「どのような演奏にするのか児
童の言葉を指導者が共通事項に置き換えることで、その言
葉を意識して演奏することにつながり、言葉による表現と

活動B：音色や音の重なりを楽しみながら合奏する
る。 
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演奏による表現が一致するのだと感じた。」という内容と合
致する。言語活動を間に取り入れ立ち止まることで、工夫
して演奏しようとしていることを具体的にイメージするこ
とができる。演奏活動と言語活動が相乗効果をもたらすこ
とを示すことができたのではないかと考える。 
しかしながら、題材全体を通して、ねらいに迫るような

合奏へと発展させるためには、言語や演奏に関する個々の
基本的スキルを向上させることが不可欠であることが明確
になった。話し合いができるスキルだけでは演奏を充実さ
せることができない。また、演奏の技術があるとしてもそ
れを言語として表現できる語彙力が備わっていなければ、
周りに伝えることができない。演奏したことを言語に、ま
た言語で表したことを演奏に変換することができるスキル
を育成していくことが必要である。このことは次年度への
課題としたいところである。今後、音楽教育で身につけた
ことが児童の他教科の学びによりよい影響を与え、全人的
な成長の基盤となるよう願っている。 
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