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ピアノ実技科目における
パフォーマンス課題と評価に関する実践的考察 

Practical Consideration on Learning as Performance-based and 
Evaluation in Teaching Content of Practical Piano Training 

 
溝口  希久生  

本研究では、音楽科の教科内容から捉え直したピアノ実技科目の授業で、パフォーマン

ス課題を活用したスタンダードとルーブリックに基づく評価を行う際の評価の要点を明

らかにした。その結果、以下の要点を導出した。 (1)形成的評価では、指導内容を焦点化

し、連続的に学べる授業計画を立て、それを踏まえたスタンダードを作成する。(2) 総括
的評価は、発表会というパフォーマンス課題を設定し、知識・技能を活用させる。(3) 演
奏記録をシート記述と関連させ、学習者の内的思考過程までみとる。  

キーワード：ピアノ実技科目、パフォーマンス課題、スタンダード、ルーブリック  

 
 

1 研究の目的と方法 

1.1 問題の所在 

現代社会、特に産業界から人材育成要求を受ける形で、
職業上の実力や人生における成功や予測する能力を意味す
る「コンピテンシー（competency）」の育成を重視する傾向
（コンピテンシーベースのカリキュラム改革）が世界的に
展開している（石井英真 2017 p.110）。こうした動きは、
日本の教育改革にも反映されており、2020年度から実施さ
れている新学習指導要領では、育成を目指す資質・能力（コ
ンピテンシー）として、文科省は「資質・能力」を、①何
を知っているか、何ができるかという「知識・技能」、②知
っていること、できることをどう使うかという「思考力・
判断力・表現力等」、③どのように社会・世界と関わり、よ
りよい人生を送るかという「主体性・ 多様性・協調性、学
びに向かう力、人間性など」という三つの柱で設置した（中
央教育審議会 2016）。従前の知識内容型（コンテンツベー
ス）から資質・能力育成（コンピテンシーベース）への転
換がなされたとみることができる。 
こうした背景の中で教員養成においても身につけるべき

資質・能力の基準を示した教員養成スタンダードが幾つか
の大学で策定され、質保証に向けた取り組みが展開されて
いる（長谷川、菅野 2019）。しかしながら教科専門科目の
ピアノ実技科目は、実技教科といわれ、ピアノで楽曲を弾
くこと自体を教えるといった技能育成を目標にした実技が
行われることが多い（中村 2015）。2008年改訂の学習指導
要領以降、「思考力・判断力・表現力等」の育成（中央教育
審議会 2008）が重視されてきているが、ピアノ実技は、
旧来の教師主導で技能中心の指導が行われ、必然的に主に
断片的な技能のみを評価対象とされ 1)、実技テストで判断
するといった評価がなされる傾向にある。筆者が担当する
実技科目の授業もピアノ初心者は技能や読譜力の不足もあ
り苦手意識をもって授業に取り組んでいるが、演奏という
パフォーマンスを質的に評価する方法を課題にしていた。
G.ウィギンズ と J.マクタイは、「知識（概念）やスキル（プ
ロセス）を文脈において使いこなす上で必要となるような
原理や一般化に関する理解を獲得しているかどうかを確か
めるには、パフォーマンス課題を用いる」（西岡 2015  
p.126）ことを提唱している。そこで，音楽科の教科内容か
らピアノ実技を捉え直した指導計画により、パフォーマン
ス課題を活用し評価をしていくことで、学生が知識・技能
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を使って、イメージを伴った演奏を導くことができないだ
ろうかと考えた。 

 
1.2 研究の目的と方法 
本研究は、音楽科の教科内容から捉え直したピアノ実技
科目の授業において、パフォーマンス課題を活用したスタ
ンダードとルーブリックに基づく評価を行う際の評価の要
点を明らかにすることを目的とする。 
 研究の方法は、以下の手順で行う。まず、音楽科の教科
内容から捉え直した授業計画及び指導計画を作成する。次
に、パフォーマンス課題を活かした形成的評価と総括的評
価の評価の手続きをする。それを踏まえたスタンダードと
ルーブリックを作成し、ピアノ実技科目の抽出学生の授業
分析による評価を行い、評価の要点を考察する。 
 

2 ピアノ実技における教科内容 

2.1 生成の原理による音楽科の教科内容 

本研究で、評価方法を作成するための理論的基盤となる
のは、生成の原理である。生成の原理は、デューイの芸術
的経験論から導出されたものである。人間が環境に働きか
け働き返されるという相互作用によって、外部世界に作品
が生成され、またそれと相関して内部世界も生成されると
いう、外部世界と内部世界の二重の変化をさす（西園 
2017 pp.18-19）。生成の原理から音楽科の教科内容が導出
される。まず、感性でとらえた質の意味を音楽の諸要素と
その組織化によって①音楽の形式的側面（音楽の諸要素と
その組織化）が生成され、同時に諸要素の素材に伴う質が
凝縮され、②音楽の内容的側面（音楽の質、曲想・特質・
雰囲気）が生成される。そしてこれらの音楽の生成におい
て、それが生成された背景としての③文化的側面（風土・
文化・歴史）がある。さらにこれらの音楽の生成において
音を扱う④技能的側面（表現の技能、鑑賞の技能「批評」）
が必要である。これら4側面が音楽の教科内容となる。こ
れらの教科内容の4側面は音楽のカリキュラム編成の内容
となり、実際の学習においては、指導内容となる（西園 
2017  p.19）。 
 以上の指導内容の4側面からピアノ実技科目を捉え直す

ことで、既にある楽譜の音符や記号で表された文化的価値
が備わった教材である楽曲を再生するものではなく、学生
が環境との相互作用によって音楽を生成していくことが可
能になると考える。形式的側面の諸要素（音色・リズム・
旋律・テクスチュア・速度・強弱等）とその組織化された
ものを知覚し、内容的側面（曲想・特質・雰囲気）をイメ
ージや感情を伴って感受する。この知覚と感受に加えて、
文化的側面を理解し、技能的側面をコントロールし表現す
る。楽曲の繰り返しの練習で技能のみを身に付けさせると
いった従来の指導とは違う授業を展開できると考える。こ
の音楽の教科内容を導出する原理を、評価方法を作成する
理論的基盤とした。 

 

３ パフォーマンス課題を活かす授業計画 

3.1 授業の概要 

 授業は、筆者が以下の通り構想した。 
1) 科目名：「鍵盤演奏入門」 
2) 対象： A大学子ども教育学科１年44名（鍵盤楽器初
心者を対象とした選択授業）

3) 実践日：2021年 4月８日～7月 21日の間の 14コマ
（1コマ100分）

4) 授業方法：1 コマを筆者（ML 教室）と非常勤の先生
（ミニキーボード）の2人による授業と楽典の自主学
習の３グループに分けて教室移動をする。

5) 到達目標（評価規準） 
観点１：知識・技能 
知識：子どもの歌の曲想や文化的側面及び歌詞の内容との
関わり及び鍵盤楽器を演奏するための知識を理解する。 
技能：子どもの歌の旋律と伴奏の重なり（「テクスチュア」
2)）や「アティキュレーション」3)を生かした演奏をするた
めに必要な技能を身につける。  
観点２：思考力・判断力・表現力等 
子どもの歌の旋律と伴奏の重なり（「テクスチュア」）や
「アティキュレーション」を知覚し、その働きから生み出
される特質や雰囲気を感受しながら、知覚したことと感受
したことの関わりについて考え、楽曲にふさわしい演奏表
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現を工夫する。 
観点３：主体的に学習に取り組む態度 
子どもの歌の曲想や歌詞が表すイメージに関心をもち、
鍵盤演奏を楽しみながら主体的・協働的に学習活動に取り
組むとともに、長く愛唱されている子どもの歌に親しむ。 
6) 指導計画 
 指導内容は、子どもの歌を教材とし、3つの指導内容「旋
律」、「テクスチュア」、「調」を各回の授業に位置づけ、次
の指導内容に連続的に学んでいけるようにした。ピアノ実
技科目「鍵盤演奏入門」のシラバスの到達目標を形式的側
面（「テクスチュア」）とし、下位項目を「旋律と伴奏（1音
または2音）の重なり」4)と設定した。シラバスは、指導内
容の4側面から捉え直したが、表１は、形式的側面と教材
名のみ掲載した。 
        表１ 指導計画 
回 指導内容（形式的側面）・主な教材 

1 旋律（上行・下行）、 音域、音階・《マーチ》

2 旋律(上行・下行）・《きらきらぼし》 

3 旋律(順次進行と同音連打）・《かえるのうた》 

4 テクスチュア（旋律と旋律のユニゾンの重な

り） ・《きらきらぼし》

5 テクスチュア（旋律と旋律のユニゾンの重な

り）・≪ひげじいさん≫≪ちょうちょう≫

6 調（二長調、ト長調）、音階、長調
《マーチ》《かえるのうた》

7 調（ヘ長調、イ長調）・《かえるのうた》《きらきらぼし》

8 
調（ニ長調、ト長調、ヘ長調、イ長調）のテクスチュア

（旋律と旋律のユニゾンの重なり）
《メリーさんのひつじ》 

9 
調（ニ長調、ト長調、ヘ長調、イ長調）のテクスチュア

（旋律と旋律のユニゾンの重なり）
《いとまきのうた》

10 テクスチュア（旋律と1音の伴奏の重なり）
《チューリップ》

11 テクスチュア（旋律と1音の伴奏の重なり）
《喜びの歌》《ぶんぶんぶん》

12 テクスチュア（旋律と1音または2音の伴奏の重なり） 
子どもの歌から選択

13 テクスチュア（旋律と1音または2音の伴奏の重なり）

14 演奏発表会

 

3.2 形成的評価と総括的評価の手続き 

3.2.1形成的評価 

 形成的評価については、形式的側面を手がかりにして、
学生が何を学んだかを授業中の学生の姿やワークシート 5)

の記述と授業後のリフレクションシート 6)の記述から分析
する。その分析を踏まえて、学生が学んだ内容をパフォー
マンス・スタンダードと照らして評価を行う。 
 「スタンダード」とは、「資質・能力をみとるための判断
基準」（衛藤 2020）、「パフォーマンス・スタンダード」と
は、「スタンダードを実現する学生の姿」(衛藤 2020)と規
定する。スタンダードを前述の到達目標を踏まえて仮説と
して表２を設定した。 

表２ スタンダード 

 
3.2.2 総括的評価 
総括的評価については、G.ウィギンズと J.マクタイ（ウ
ィギンズ, G＆マクタイ, J  2012）の提唱した「逆向き設計」
論を援用し、パフォーマンス課題を作成する。G.ウィギン
ズ と J.マクタイは、「学習の成功を示す証拠と見なされる
のは何か」（G.ウィギンズ ＆ J.マクタイ 2012  p.22）と
いう視点から評価を検討することを提唱している。その証
拠は1種類ではなく、複数の証拠を集めるが必要があると
述べる。すなわち、複数の評価方法を組み合わせることで、
幅広い学力を評価できるとする。その中核に位置するのが
パフォーマンス課題である。学習者の理解は、「様々な文脈
において課題に挑戦する際に、核となる観念、知識、スキ
ルを転移することが可能かどうかによって明らかになる」
（G.ウィギンズ ＆ J.マクタイ 2012  p.183）ものであり、
真正の「パフォーマンス課題」が評価方法として適してい
るという。 

 

観点 評価規準 

知識 

 

子どもの歌の楽曲の曲想と音楽の構造や文化的側

面及び歌詞の内容との関わり、及び鍵盤楽器を演

奏するための知識・用語について理解している。 

技能 

知覚・感受したことをもとに、表現したいイメージ

を表すために、音楽の諸要素やアティキュレーシ

ョンを調整しながら演奏している。  

思考力 

判断力 

表現力 

子どもの歌の楽曲の特徴を知覚し、その働きから

生み出される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の関わりについて考え、

楽曲にふさわしい演奏表現を工夫している。 

主体的に

学習に取

り組む態度 

子どもの歌の楽曲の曲想や歌詞の内容及び文化的・

歴史的背景との関わりに関心をもち、鍵盤演奏を楽

しみながら主体的に様々な音楽表現を試している。 
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  前時までの授業を受けて《かえるのうた》の高音部
と低音部の単旋律（上行・下行・同音連打）を指導内
容とする授業である。教師の模範奏の後、みんなで歌
うことで曲の雰囲気をつかんだ。次に、音名唱の後、
まず、右手で5指の順次進行から1指のポジション移
動し、高音部の「旋律」の上行・下行を知覚し、Xは、
「小さなかえるが鳴いている感じ」とイメージした。
Xは、隣の友達と一緒に高音部の「旋律」の知覚・感
受から右手の旋律奏ができた。次に、新たに左手で低
音部の同じ「旋律」をお互いに指番号を確認しながら
弾き、低音部の「旋律」を知覚し、「大きいかえるも鳴
いている」と感受した。友達と一緒に演奏すると、X
は、「急いでしまう」と「速度」に意識が向く。友達と
等拍のユニゾンで演奏できるようになった。   
ここでは、Xは、高音部と低音部の単旋律を知覚・
感受し、それを言葉で記述していた。また、旋律の質
を右手で 5 指の順次進行から 1 指のポジション移動
し演奏する技能を意欲的に身につけた。3観点いずれ
も評価尺度Aと判断した。 

本科目のパフォーマンス課題を以下のように設定した。 
「子どもの歌から1曲を選曲し、今まで学習してきた知識・
技能を活用して取り組んだ成果を第 14 回の演奏発表会で
演奏する。」 
パフォーマンス課題を評価するパフォーマンス評価は、 
質的な評価の指標であるルーブリックを使用する。演奏発
表会の録画記録に加えてアセスメントシート 7)の記述を対
象として作成した表３のルーブリックに基づき評価を行う。 

表３ ルーブリック 

 

４ 評価の実際 

4.1 評価方法と評価の手続き 

形成的評価は、前述した形成的評価の手続きを踏まえて
評価する。授業の評価は、表１の指導計画の「旋律」「テク
スチュア」「調」「テクスチュア」の指導内容の最後の授業
（第3回、第5回、第9回、第13回）を取り出した。その
他の授業は、授業概要を記述した。総括的評価は、前述の
総括的評価の手続きを踏まえて第 14 回に評価する。評価
を対象とした授業は、枠の中に記述した。 
抽出学生は、特にワークシートやリフレクションシート
に活動の具体的な記述ができていた学生 X を取り上げた。
Xは、ピアノ初心者で，初回の授業では，楽譜がほとんど
読めず，鍵盤の位置との関係もよくわかっていなかった。 
評価尺度は、以下の5つを設けた。 

A（秀)：十分満足できると判断される 
B（優）：満足できると判断される 

C（良）：おおむね満足できると判断される 
D（可）：努力を要すると判断される 
E（不可）：到達目標に達成できていないと判断される 

4.2 授業評価の分析 

【第1回・第2回】（指導内容「旋律」） 
第1回の授業は、ピアノ初心者が大半であるため，まず
大譜表によりピアノの音域、そして、鍵盤の位置と音名、
音階を対応して学ぶ。次に、指番号を理解し、実際に弾く。
5 指でポジション移動がない《マーチ》を用いて、まず、
教師の模範奏と一緒に手拍子でリズム打ち、ハミング唱、
音名唱をする。その後、Xは、鍵盤図で指番号を机上で確
認した後、実際に鍵盤で練習した。「旋律」の音名唱から右
手で「旋律」を演奏できた。 
第2回の授業では、前時と同じ手順で、《きらきらぼし》
の「旋律」（上行から下行）を学ぶ。上行・下行の「旋律」
は、g1から f1ヘの4指のポジション移動があるため、Xは、
友達とポジションを確認しながら練習する。新たな「旋律」
を把握し、技能面も向上していた。 
【第3回】（指導内容「旋律」） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀 

子どもの歌の右手旋律と左手伴奏の重なりやアティキュ

レーションを知覚し、その働きから生み出される特質や

雰囲気を感受しながら、知覚したことと感受したことの

関わりについて考え、楽曲にふさわしい演奏表現を工夫

して演奏している。 

優 

子どもの歌の右手旋律と左手伴奏の重なりを知覚し、そ

の働きから生み出される特質や雰囲気を感受しながら、

楽曲の演奏表現を工夫して演奏している。 

良 

子どもの歌の右手旋律と左手伴奏の重なりを知覚し、楽曲を

演奏している。楽曲の特質や雰囲気を十分感受し、演奏を工

夫するまでには至っていない。 

可 
子どもの歌の右手旋律と左手伴奏による演奏が十分にで

きない。 
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【第4回】（指導内容「テクスチュア」） 
第4回では、《きらきらぼし》の旋律と旋律のユニゾン 8)

の重なり（「テクスチュア」）を指導内容とした。まず、右
手の旋律奏、次に、左手で同じ旋律を指番号の確認をして
弾き、その後、両手でユニゾンの旋律奏に取り組んだ。Xは、
「左手(の旋律)が加わったことで、さらに星が増えて楽し
くなった」と知覚・感受し、そのために、「（２つの旋律の）
音の長さが同じように弾けるようにする」と技能に関する
記述をしていた。旋律と旋律のユニゾンの重なり（「テクス
チュア」）について学んだといえる。 
【第5回】（「テクスチュア」） 

【第６回～第8回】（指導内容「移調」） 
第6回では、 新たな「調」であるニ長調、ト長調を指導
内容として学ぶ。第7回では、新たな「調」であるヘ長調、
イ長調を《かえるのうた》と《きらきらぼし》を教材にし
て学ぶ。第8回は、ニ長調、ト長調、ヘ長調、イ長調に移
調し、テクスチュア（旋律と旋律のユニゾンの重なり）に
ついて《メリーさんのひつじ》を教材として学んだ。 

 

【第9回】（指導内容「移調」） 

【第10回～第13回】（指導内容「テクスチュア」） 
第10回では、ハ長調の教材《ジングルベル》を使い、X
は、右手の「旋律」、次に左手で同じ「旋律」を練習した後、
両手で旋律のユニゾン奏に取り組む。次に、新たな指導内
容である右手の「旋律」と左手の1音による伴奏を教材《チ
ューリップ》で行う。Xは、「（左手の伴奏が加わり）チュ
ーリップがたくさん咲いていて、にぎやかな様子」と感受
し、右手と左手の動きが異なるため、最初は両手奏に戸惑
っていたが、大まかに旋律と1音の伴奏（「テクスチュア」）
を学ぶことができた。 
第 11回では、右手の「旋律」と左手の 1音による伴奏
を新たに指導内容にして、教材《喜びの歌》（作曲ベートー
ベン）の曲の背景を知った後、前回と同じ手順で取り組ん
だ。X「伴奏が加わると、厚みが増し、ベートーベン（らし）
さが増した。大合唱のイメージ」と指導内容3側面を関連
させた記述をしていた。「旋律」と1音の伴奏（テクスチュ
ア）について、「もっとスラーを意識して、なめらかに、左
手はもっと優しく弾きたい」と奏法や強弱にも意識が向け
られていた。 
第12回では、発表会へ向けて、Xは《自由曲》9)を選曲
した。この授業では、まだ旋律から練習をし、「テクスチュ
ア」まで至っていない。 
 第13回では、Xは、次回の発表に向けて《自由曲》を自

前時の学びを踏まえて、《ひげじいさん》を教材と
して、前時と同じく旋律と旋律のユニゾンの重なり
（「テクスチュア」）を指導内容として評価を行う。X
は、友達と手遊びをしながら歌うことによって曲の雰
囲気をつかんだ。次に、前時と同じ手順で右手、左手
と片手ずつ旋律奏をした。そして、右手と左手の両手
奏を行い、「左手が加わったことで、さらに楽しい気
持ちになった」と感受し、そのために、「（両手の）指
番号を間違えずに弾けるようにする」と技能に関する
記述があり、意識的に練習していた。 
ここでは、Xは、右手と左手の旋律と旋律のユニゾ
ンの重なり（「テクスチュア」）を知覚・感受し、それ
をユニゾンで演奏できた。「知識・技能」、「思考力・判
断力・表現力等」は、評価尺度Aと判断した。 

前回に引き続き、ニ長調、ト長調、ヘ長調、イ長調
の「調」で両手ユニゾン奏を指導内容とし、評価を行
う。まず、Xは、友達と《いとまきのうた》の手遊び
をしながら歌う活動を行った。その後、右手、左手、
両手のユニゾンでニ長調から順に、「旋律」をペアで
探しながら弾いていった。ハ長調に較べて、「軽くな
った」と気づいていた。移調による両手のユニゾン奏
の練習に没頭していた。そこから「弾んだ感じで弾こ
う」と奏法の工夫がみられた。ここでは、「調」の移
調を学び、奏法についての工夫が見られた。 
ここでは、Xは移調の旋律を知覚・感受したが、移
調による旋律奏を探しながら何とか弾くことができ
た。そのため、「知識・技能」を評価尺度Ｂ、「主体的
に学習に取り組む態度」は、評価尺度Aと判断した。 
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宅で時間をかけて練習してきた。左手の伴奏もほぼ弾ける
ようになってきたが、旋律と伴奏の音の長さが違うため、
何度も練習している。 
【第14回】（演奏発表会）。 

4.3 評定 

上述した形成的評価と総括的評価の結果を踏まえて、学
生Xの評定を表４に示した。ただし、形成的評価は、３つ
の観点全てを評価してはいない。 

        表４ 学生Xの評価 
観点   授業 第3回 第5回 第9回 発表 総括 評定 
知識・技能 A A B A Ａ 

A 
 

思考力・判断
力・表現力等 A A  A Ａ 

主体的に学習に
取り組む態度 A  Ａ  Ａ 

 

5 考察と結論  

5.1 考察 

以上のように、本科目では、パフォーマンス課題を活用
したスタンダードに基づいた形成的評価とルーブリックに
基づいた総括的評価の授業を分析した。 
シラバスの到達目標の指導内容を「テクスチュア」とし

て、まず「旋律」の知覚・感受を手がかりにして、「テクス
チュア」、「調」へと発展させる指導計画をつくって、各授
業は、指導内容の焦点化を図った。そのため、各授業で一
つの音楽的な要素を軸にして、スタンダードに基づいた教
科内容の諸側面を関連させた評価が可能となった。 
例えば、第5回では、旋律と旋律のユニゾンの重なり（「テ
クスチュア」）を指導内容とした授業では、前時までの右手、
左手の片手ずつの旋律奏を活用し、右手と左手の両手奏を
行うことができた。そこでは、Xは、「左手が加わったこと
で、さらに楽しい気持ちになった」と感受し、そのために、
「（両手の）指番号を間違えずに弾けるようにする」という
技能の記述があった。指導者は、スタンダード表の「知識・
技能」と「思考力・判断力・表現力等」の基準の枠で、現
在の学習者の学力を判断する。また、教科内容の4側面の
関連性から捉え直したスタンダードにより技能のみをみと
るのではなく、４側面の関連性から判断することができる。
形成的評価は、もちろん指導者の評価だけにあるものでは
なく、学習者が、右手の旋律と左手の旋律の違いを知覚・
感受したことをワークシートに記述することで意識化され、
その質から技能を探究していく授業実践が可能となる。 
第9回の授業では、ニ長調は、ハ長調に較べてXは「軽
くなった」と気づき、そこからXは「弾んだ感じで弾こう」
と奏法の工夫を評価した。指導者は、スタンダードの中に
学生のピアノ演奏の音楽的発達の視点からアティキュレー
ションを入れたことでより詳細な評価ができたといえる。 
総括的評価では、アセスメントシートに、Xは「跳ねな
がら転がる様子をイメージして、右手の旋律は音と音がつ
ながりすぎないように、左手はできるだけなめらかに弾け
るようにした」と記述していた。パフォーマンス課題とし
たことで、前時までの指導内容を連続的に学ぶことができ、
子どもの歌の曲想に基づきイメージを伴って演奏できたこ
とが読み取れる。パフォーマンス課題は、「実際に生活や社
会で直面するような文脈に即して問題場面を設定して、そ
こでの思考過程を評価する」（石井 2015  p.45）といわれ
るが、学習者の音楽的思考までみとることができる質的な
評価といえる。 

5.2 結論 

本研究は、音楽科の教科内容から捉え直したピアノ実技

発表会は、演奏の録画記録の評価資料と作成したル
ーブリックとを関連させて総括的評価を行った。 

Xは、《自由曲》を演奏した。録画記録から、右手
の旋律は、躍動感のある等拍のリズムで刻みながら、
左手の 4 分音符の伴奏は、テヌートでたっぷりとし
た感じで弾き、拍節感のあるほどよい速度の演奏であ
った。発表会後の記述には、歌詞の意味に対して「跳
ねながら転がる様子をイメージして、右手の旋律は音
と音がつながりすぎないように、左手はできるだけな
めらかに弾けるようにした」としていた。 
以上からルーブリックに照らして、Xは、歌詞の内
容や楽曲の旋律と伴奏の重なりを知覚・感受し、速度
や奏法を意識した演奏ができたと解釈し、「技能」と
「思考・判断・表現」は、評価尺度Aと判断した。  

わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.3, pp.45-52, 2022 
 

50 
 

宅で時間をかけて練習してきた。左手の伴奏もほぼ弾ける
ようになってきたが、旋律と伴奏の音の長さが違うため、
何度も練習している。 
【第14回】（演奏発表会）。 

4.3 評定 

上述した形成的評価と総括的評価の結果を踏まえて、学
生Xの評定を表４に示した。ただし、形成的評価は、３つ
の観点全てを評価してはいない。 

        表４ 学生Xの評価 
観点   授業 第3回 第5回 第9回 発表 総括 評定 
知識・技能 A A B A Ａ 

A 
 

思考力・判断
力・表現力等 A A  A Ａ 

主体的に学習に
取り組む態度 A  Ａ  Ａ 

 

5 考察と結論  

5.1 考察 

以上のように、本科目では、パフォーマンス課題を活用
したスタンダードに基づいた形成的評価とルーブリックに
基づいた総括的評価の授業を分析した。 
シラバスの到達目標の指導内容を「テクスチュア」とし

て、まず「旋律」の知覚・感受を手がかりにして、「テクス
チュア」、「調」へと発展させる指導計画をつくって、各授
業は、指導内容の焦点化を図った。そのため、各授業で一
つの音楽的な要素を軸にして、スタンダードに基づいた教
科内容の諸側面を関連させた評価が可能となった。 
例えば、第5回では、旋律と旋律のユニゾンの重なり（「テ
クスチュア」）を指導内容とした授業では、前時までの右手、
左手の片手ずつの旋律奏を活用し、右手と左手の両手奏を
行うことができた。そこでは、Xは、「左手が加わったこと
で、さらに楽しい気持ちになった」と感受し、そのために、
「（両手の）指番号を間違えずに弾けるようにする」という
技能の記述があった。指導者は、スタンダード表の「知識・
技能」と「思考力・判断力・表現力等」の基準の枠で、現
在の学習者の学力を判断する。また、教科内容の4側面の
関連性から捉え直したスタンダードにより技能のみをみと
るのではなく、４側面の関連性から判断することができる。
形成的評価は、もちろん指導者の評価だけにあるものでは
なく、学習者が、右手の旋律と左手の旋律の違いを知覚・
感受したことをワークシートに記述することで意識化され、
その質から技能を探究していく授業実践が可能となる。 
第9回の授業では、ニ長調は、ハ長調に較べてXは「軽
くなった」と気づき、そこからXは「弾んだ感じで弾こう」
と奏法の工夫を評価した。指導者は、スタンダードの中に
学生のピアノ演奏の音楽的発達の視点からアティキュレー
ションを入れたことでより詳細な評価ができたといえる。 
総括的評価では、アセスメントシートに、Xは「跳ねな
がら転がる様子をイメージして、右手の旋律は音と音がつ
ながりすぎないように、左手はできるだけなめらかに弾け
るようにした」と記述していた。パフォーマンス課題とし
たことで、前時までの指導内容を連続的に学ぶことができ、
子どもの歌の曲想に基づきイメージを伴って演奏できたこ
とが読み取れる。パフォーマンス課題は、「実際に生活や社
会で直面するような文脈に即して問題場面を設定して、そ
こでの思考過程を評価する」（石井 2015  p.45）といわれ
るが、学習者の音楽的思考までみとることができる質的な
評価といえる。 

5.2 結論 

本研究は、音楽科の教科内容から捉え直したピアノ実技

発表会は、演奏の録画記録の評価資料と作成したル
ーブリックとを関連させて総括的評価を行った。 

Xは、《自由曲》を演奏した。録画記録から、右手
の旋律は、躍動感のある等拍のリズムで刻みながら、
左手の 4 分音符の伴奏は、テヌートでたっぷりとし
た感じで弾き、拍節感のあるほどよい速度の演奏であ
った。発表会後の記述には、歌詞の意味に対して「跳
ねながら転がる様子をイメージして、右手の旋律は音
と音がつながりすぎないように、左手はできるだけな
めらかに弾けるようにした」としていた。 
以上からルーブリックに照らして、Xは、歌詞の内
容や楽曲の旋律と伴奏の重なりを知覚・感受し、速度
や奏法を意識した演奏ができたと解釈し、「技能」と
「思考・判断・表現」は、評価尺度Aと判断した。  



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.3, pp.45-52, 2022 
 

51 
 

科目の授業において、パフォーマンス課題を活用したスタ
ンダードやルーブリックに基づく評価を行う際の評価の要
点を明らかにすることであった。 
一つ目の要点としては、形成的評価では、評価対象とな

る各授業の指導内容を焦点化し、新たな指導内容を連続的
に学べるような授業計画を立て、それを踏まえたスタンダ
ートの作成をすることである。作成にあたっては、学習者
のピアノ演奏の音楽的発達を十分考慮する。 
 二つ目の要点として、総括的評価は、今までの学びの成
果とするパフォーマンス課題（演奏発表会）を設定するこ
とである。そのことで、授業で学んだピアノ実技の知識や
技能が活用され、イメージを伴った能動的な学びを促すこ
とができる。 
三つ目の要点として、演奏記録をアセスメントシートの
記述と関連させることである。そのことで、学習者の内的
な思考過程までみとり評価することができる。 
一方、いかにしてスタンダードやルーブリックを学習者
に提示し、学生の自己評価を促していくのかという実践に
までは至らなかった。そのことが課題として残った。 

          

付記 

・本研究は、和歌山信愛大学2021年度第4回ＦD・SD研
修会において報告した内容をもとに再構成し発展させたも
のである。 
・本研究は、和歌山信愛大学研究倫理委員会の審査を踏ま
えている。学生の学習状況の評価資料を研究対象資料とす
ることから、授業実践者である筆者が、学習評価の結果に
影響が及ばないように学生の評定が確定した後に研究を開
始した。また、事例を示す際は、匿名化して掲載した。 

註 

1） 例えば、小林は初等教育や幼児教育の演奏を評価する 
上で、芸術性は二の次になりがちで技術点に比重が置
かれると述べている(小林 2019）。 

2) 「テクスチュア」は、ある楽曲における、音の基本的
な組み合わせ方、織り合わせ方を指す。複数の独立し
た旋律が組み合わされている場合をポリフォニックな
テクスチュアとよび、和音中心に構成されている場合

をホモフォニックなテクスチュアとよぶ（新編音楽中
辞典 2002  p.431）。本実践は、旋律と伴奏の重なりで
あるからホモフォニックなテクスチュアを指す。 

3) 「アティキュレーション」は、演奏に際しての音の切
りかた、つなげかた（新編音楽中辞典 2002  p.13）。 

4) ここでいう「旋律と伴奏（1音または 2音）による和
音の伴奏の重なり」は，旋律にふさわしい1音あるい
は2音で響かせる和音による伴奏を指す。シラバスの
指導内容に和音の概念は入れていない。 

5) 「ワークシート」とは、学習課題に対する回答を活動
の前後あるいは最中に書き込むための用紙（小島 
2018）とする。本実践では、特に、指導内容の知覚・
感受を中心に記述させた。 

6) 「リフレクションシート」とは、「実践の中や実践の後
に自身の行為を能動的に振り返り，行為の判断や結果，
行為の事実そのものを対象化して考えたことを実践の
最後に記述する用紙」（溝口 2019  p.4）と定義する。
実践では、毎回の授業終了後に、授業の学びと課題を
簡潔に記述させた。 

7) 「アセスメント」とは、査定という意味をもつ。価値
判断をする前に、学習の状況がどうなっているかを判
断すること。そのための質問紙をいう(小島 2018)。実
践のアセスメントシートは、演奏発表会後に、発表会
に向けて、どのような練習をしてきたか、音楽の諸要
素、曲の特徴・背景・文化等、曲の雰囲気・イメージ・
感情等からどのように技能を工夫したかといった問い
に記述させた。 

8) 山口修（1988）『日本大百科全書23』小学館，p.460 で 
は，「ユニゾン」は，テクスチュアを形成する方式の一 
つ。同一の音高を同時に響かせること。オクターブ関
係に音を重ねて進行すれば純粋のユニゾンではないが，
男女が同一旋律を斉唱するときなどはユニゾンとみな
すこともできると説明されている。ここでは，高音部
と低音部のオクターブ関係にある同じ旋律を重ねて演
奏することもユニゾンとよぶ。 

９）小林美実監修(1982)『こどものうた 100』チャイルド
本社，の中から学生が弾きたい 1 曲を選択させたが、
Xの選曲は、「自由曲」と記し、曲名を具体的に掲載し
ないことで、学生の識別化ができないようにした。 
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