
 

はじめに 

 本校音楽科では、これまでの研究において、現代に生きる子どもに合った日本伝統音楽の取り上げ

方について考えてきた。その結果、子どもの生活・学習経験に基づき、発達に応じた文化的背景を踏

まえ学習活動を設定することで、より豊かに音楽的感受力を発揮する姿が見られることが明らかにな

った。 
 郷土の伝統音楽を教材とすることで、自らの生活経験を豊かに活かし、音楽的感受力を豊かに発揮

し、学びを創り続けていくことが明らかになった。しかし、子どもたちが学びを創り続けるにあたり、

文化的側面を踏まえた活動の場の設定の必要性、さらには、学びを創り続ける子どもの姿の適切な見

取りの在り方が課題となった。そこで、研究主題を、「郷土の伝統音楽を通して学びを創り続ける授業

づくり～教師の役割に着目して～」とし、学びを創り続ける授業づくりにおける教師の役割について

考えていきたい。 
 
１．本校音楽科のめざす子ども像 

本校音楽科では、めざす子ども像を「音楽的感受力を豊かに

発揮する子ども」としている。音楽的感受力とは、「音や音楽を

知覚・感受しそれらを統合して思考する力」である。その力を

高めていくことで、生涯にわたって音楽を楽しみ、愛好するこ

とができるようになると考えるからである。 
このような子ども像を踏まえ、音楽科では、本年度研究主題

にある「学びを創り続ける子ども」を以下のように定義した。   

  

 

子どもたちは、新たな音楽に出合ったとき、自らの生活・学習経験をもとに考え、気づいたことを

音や言葉で表現する。自らの思いと経験を絡めながら試行錯誤し、解決の糸口を見つけていく。この

ような過程の中で、音から感じたことを言葉にすることで、自分の感じ方や友だちの感じ方を交流し

ていく。「その感じ方、分かるな。」「なぜ、そんな感じ方をしたのだろう。」と、友だちの感じ方への

理解を深めようとすることで、新たな感じ方に出合っていく。また、自分の感じ方を友だちに伝える

ためにより音楽を知ろうとする。そして、友だちと一緒に表現していく中で、表現の仕方や工夫を模

索していく。自分たちの音楽の感じ方や表現の工夫を自ら振り返り、次の学習へと生かし連続発展さ

せていくことで、「学びを創り続ける」ことができると考える。 
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図７－１ 本校音楽科のめざす子ども

 生活・学習経験を活かし考え、自らのイメージをもとに、試行錯誤する中で、自分の感じ方

を伝え、新たな発見を求めてより音楽を知ろうと自らを連続発展させていく子ども 



２．音楽的感受力を豊かに育む「子どもが学びを創り続ける音楽科の授業モデル」 

本校音楽科の学習活動は、「生成の原理」に基づく学習過程の枠組みで構成している。自らを取り巻

く外的世界と身体や五感をつかって相互作用する「経験」、「経験」で知覚し感受した音楽を形づくる

要素の働きを意識する「分析」、知覚・感受したことを再統合して外的世界と新たな関わりをする「再

経験」、そして「経験」から「再経験」までの自分の成長を自覚する「評価」といった学習の道筋であ

る。この学習過程を踏まえることで、子どもたちは自らの生活・学習経験を再構成し、自らの新たな

経験を意味のあるものとして捉えなおすことができる。この学習過程を総論（図１－１）で示されてい

る子どもが学びを創り続ける授業モデルと対応させたものが図７－ ２である。 

図７－２ 子どもが学びを創り続ける音楽科の授業モデル 
（１）音楽科における「一連となる学びの過程」 

 一連となる学びの過程を推し進めるには、子どもの意欲を十分に保ったまま活動していかなければ

ならない。「経験」で音楽に興味を持ち、高めた意欲を保ったまま「分析」から「再経験」そして「評

価」へと子どもたちの知覚・感受したことを大切にして自分たちの表現へとよりスムーズに移行でき

るようにしていく。「再経験」の際には、系統的なこれまでの学びを踏まえ、複合的に作用させながら

自分たちの表現へとつなげていくことができるようにする。このように一連となる学びの過程を経る

ことで、自らの学びを新しい音楽活動へと連続発展することができると考える。 
（２）音楽科における「学ぶ対象に関わる姿」 

音楽科における活動において、学ぶ対象（音楽）を自ら経験することが、子どもたちの音楽的感受

力を育む土台となる。自ら経験することで、音楽を感じ、音楽を形作る諸要素の特徴を捉えることが

できる。このような経験の場を踏まえ、その音楽を特徴づける音楽構成要素に着目する場を設定する。

そこで、その音楽を特徴づける音楽構成要素を知覚し、その特質を感受することができるようにする。

音楽の構成要素への知覚・感受は、友だちとの相互意見交流や音楽表現を介した交流を通して深めら

れる。このような深まりを踏まえ、その音楽構成要素に着目した音楽の再構成の場を設定することが、

技能の習得につながる。音楽を再構成していくにあたり、子どもたちがある程度、共通の視点をもっ

て学習活動に取り組むことは欠かすことができない。共通の視点をもって、共に学ぶ場を踏まえるこ

とで、さまざまな価値観に出合い、自らの音楽的価値観を高めていくことができるのである。 
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図７－３ 相互に関連づく学びの気づき 

（３）他教科等と相互に関連づく音楽科の学び 

 音楽科における学びは、音楽科の授業だけで深まるものではない。他教科と相互に関連づくことで、

より子どもたちの学びが深まると考える。第１学年「拍の流れを感じて《かぞえうた》をつくろう」

では、子どもたちがこれまでの学習経験を相互に絡み合わせて

活動を進めていくことができるようにした。国語科によるひら

がなの学習による「ことば集め」への意欲、算数科における「１

～１０までの数」の学習を、日本に伝わる言葉「日本語」のよ

さと絡めて活動を展開することで、昔の数の数え方や昔の言葉、

生活の様子といった《かぞえうた》に込められた文化的背景に

子どもたちが自ら気づき、活動意欲を高めていく姿がみられた。 

 

３．学びを創り続ける音楽科の授業における教師の役割 

（１）学びを創り続ける姿を見取る 

 子どもたちが学びを創り続ける授業を構築していく中で、子どもたちのみならず、教師が共に、子

どもたちの学びの姿を的確に捉え、新たな学びへと繋げていくことが大切である。そこで、音楽科に

おける学びを創り続けていく姿を見取る視点を以下のように設定する。（総論表１－２参照） 

表７－１ 音楽科の授業において「学びを創り続ける姿」 

 低学年 中学年 高学年 

 
過程③ 

○友だちと新たな音楽表現を創
造する喜びを感じる。 

○その音楽を特徴づける音楽構
成要素の働きを、新たな音楽
表現へとつなげていきたいと
いう願いをもつ。 

○友だちと新たな音楽表現を創
造するよさを感じる。 
○自らの音楽表現の高まりを捉え、
音楽を特徴づける音楽構成要素の
働きを、新たな音楽表現へとつな
げていきたいという願いをもつ。 

○友だちと新たな音楽表現を創造
することで自他のよさを感じる。 

○音楽を特徴づける音楽構成要素の
働きを、新たな音楽表現へとつな
げ、創造した音楽表現をさらに高
めていきたいという願いをもつ。 

過程② 

○生活経験・学習経験を踏まえ、
その音楽を特徴づける音楽構
成要素を捉え、音楽表現の工
夫へとつなげる。 

○生活経験・学習経験を踏まえ、
その音楽を特徴づける音楽構
成要素を捉え、友だちの感じ
方と合わせたり比べたりしな
がら音楽表現の工夫を積み重
ねていく。 

○生活経験・学習経験を踏まえ、そ
の音楽を特徴づける音楽構成要
素を捉え、見通しをもって大切に
音楽表現の工夫を積み重ねてい
く。 

過程① 
○自ら、生活の中にある音楽に、
繰り返し関わり。おもしろさ
を感じながら活動する。 

○自ら、生活の中にある音楽に
関わり、よさ（価値）を感じ
ながら活動する。 

○自ら、生活の中にある音楽に
関わる中で、これまでの学び
と関連づけながら活動する。 

 このような姿を育むためには、子どもが自ら学びを創り続ける価値を感じ、自ら学びを創り続ける

意欲をもつことができるようにしていかなければならない。そこで、音楽科では、学びを創り続ける

姿を教師と子どもが共に捉え、継続発展させていくことができる手立てとして、以下の３点設定する。 

表７－２ 音楽科の授業において「学びを創り続ける姿を見取る手立て」 

手 立 て 具 体 の 手 立 て 

①自らの変容を捉えること 
ができるワークシート 

 「新たな音楽に出合ったときの気づき（経験）」「その音楽を特徴づける音楽構成
要素への気づき（分析）」「その音楽を特徴づける音楽構成要素を活かした再構成に
おける気づき・音楽表現に込めた想い（再経験）」「音楽との関わりを通しての自ら
の変容（評価）」を一連の学びの過程で捉えることができるようにする。 
 すべての単元で、同じように気づきや想いを捉えることができるようにすること
で、新たな音楽との出合い・学びにおいて、自ら学びを創り出していくことができ
ると考える。 

②自らの変容を捉えること
のできる ICT 活用 

 自らの音楽表現を客観的に捉えることができる手立てとして ICT を活用する。例
えば、タブレット端末を活用し、自らの音楽表現を記録し、適宜ふりかえることが
できるようにする。自らの音楽表現を客観的に捉えること（自己評価）ができるよ
うにすることで、音楽表現に込めたい想いをより音楽表現へとつなげていくことが
できると考える。 

③共に変容を捉え、さらな
る学びへとつなげていく
ことのできる場の設定 

 音楽表現を高めていく場において、気づきを交流し、新たな音楽表現の工夫へと
つなげていくことができる場を設定する。お互いの気づきを交流することで、新た
な視点を共に見出し、さらなる音楽表現の創造へとつなげていくことができると考
える。 



（２）学びを創り続ける授業づくり 

①自己決定感のある授業 

 子どもたちが音楽に出合うとき、自らの生活経験・学習経験を踏まえることができるようにするこ

とで、自ら学びの糸口を見出していくことができる。「経験」の場を踏まえ、「分析」の場におけるそ

の音楽を特徴づける音楽構成要素への知覚・感受を、再構成において発展させていくことができるよ

うにすることが主体的な学びの創造へと繋がっていく。再構成の場（「再経験」）においては、どのよ

うな音楽表現にしていきたいか、子どもたち自身が気づきから自己決定することが望まれる。よって、

「自分のアピールポイントは、明るいところ。もっと声を高くして、明るい感じを伝えたい」「みんな

と拍を合わせると、うまく遊べるよ。もっとみんなで声を合わせて、拍を合わせてうたえるようにし

たい」と、自らの思い・願いを音楽表現へとつなげていくことができるようにする。 

 さらには、子どもたちが「やってみたい」「もっと○○したい」と感じることができるよう、「再経

験」の場においては、「経験」の場を踏まえ、その音楽を特徴づける音楽の構成要素に着目した活動の

場を設定することが望まれる。着目すべき視点を明確に提示することで、子どもたちは、新たな音楽

表現を生み出していこうとすることができるのである。 

②適度な困難度に挑戦できる授業 

 日本伝統音楽は、子どもたちが自らの経験の中に、新たな課題を設定し、自ら再構成していくこと

ができる教材である。子どもたちにとって、より身近な音楽であるため、子どもたちの生活と密接に

結びついている。 

 例えば、第６学年の《相撲甚句》を扱った単元では、国語科における日本に伝わる「七五調のよさ」

の学習と総合的な学習の時間における「今の自分となりたい自分（夢）」に向かう活動を関連づけ、自

分が今頑張っていることや、自らの将来の夢などに対するイメージを改めて膨らませたうたづくりを

進めていく。「七五調に思いを込めるためには、言葉をより精選しないといけないな」「“明るい”って

いう自分のよさを強調したいから、抑揚のつけかたをかえてみよう」というように、生活経験・学習

経験を絡み合わせた単元構成を図ることで、子どもたちは内面からわき起こる音楽への欲求をもとに、

新たな学びを適度な困難度と感じ、主体的に学びを創り続けていく姿へとつながると考える。 

③相互に関連づく学びを活かした単元構成 

 他教科等と相互に関連づく学びを活かした単元構成は、子どもたちの学びを音楽科における学びの

みならず、子どもたちの学びが意欲的な学びとなっていく上で欠かすことのできないものである。 

音楽を特徴づける音楽構成要素に着目した音楽科としての「ねらい」が、子どもたちが音楽表現に

込めたい「想い」「ねがい」につながるようにすることで、子どもたちは、より主体的に学びを創り続

けていくことができると考える。例えば、第１学年の《売り声》を扱った単元では、音楽科の学習経

験のみならず、生活経験、さらには、生活科における学習経験と相互に絡み合わせることで、子ども

たちの表現が豊かになると考えた。音楽科としての学習では、生活科における「自分たちがつくった

うめジュースをうりたいな」「はたけで育てたやさいをみんなに食べてほしいな」という想いを踏まえ、

オリジナルの《売り声》づくりを行った。自らが活動に込めた想いをうたにのせる活動、また、その

想いを《売り声》の文化的背景を踏まえ、みんなに伝える活動（売り歩く活動）とすることで、より

音楽表現の創作に意欲的に取り組み、主体的に学びを創り続けていくことができるようにした。 

 このように、子どもたちの学びは、他教科等と相互に関連し合うことで、子どもたち自身が、新た

な学びを生み出し、深めていくことができるのである。 

 



４．郷土の伝統音楽を教材とした授業づくり 

（１）郷土の伝統音楽の教材化 

 現代に生きる子どもたちにとって、日本伝統音楽は、身近でありながらも体感する機会が少ないも

のもある。伝統の継承は、ただそのまま形を真似ることでなされるものではない。自らの価値観をも

って音楽を味わうことで、継承することができると考えている。 

 そこで、より子どもたちの生活に身近な「郷土の伝統音楽」を教材とし、自らの生活・学習経験に

照らし合わせ、長い間継承されてきた音楽を捉え直すことができるようにする。自らの価値観に照ら

し合わせていく中で、しっかりとこれまで伝わってきた音楽のよさに気づき、新たな日本伝統音楽の

在り方を子どもたち自身が模索していくことができるようにする。 

 大阪には、さまざまな郷土の伝統音楽が受け継がれている。それぞれの音楽は、文化的背景をもっ

て形づくられているため、文化的背景が変わることで音楽の形も変わっていく。そこで、子どもたち

が育つ大阪の郷土の伝統音楽を教材として、音楽を支える文化的背景にも視野を広げていくことで、

説得性のある価値づけを行っていくことができるようにしたいと考えた。 

（２）郷土の伝統音楽（大阪）のカリキュラム 

 昨年度より、本校における郷土の伝統音楽を教材とした実践、保護者へのアンケートをもとに、大

阪に伝わる伝統音楽を新たに探究し、さまざまな表現活動や鑑賞活動の在り方について考え、カリキ

ュラム開発を行っている。 

図７－４ 郷土の伝統音楽（大阪）のカリキュラム（2015.2.8 版） 

図７－４は、教材開発したものを指導内容別に配列したものである。活動にあたっては、子どもたち

の生活経験・学習経験に基づき、その音楽を特徴づける要素に着目し指導内容を設定する。その音楽

のよさを支えるその音楽を特徴づける要素に着目することで、文化的背景を踏まえ、その音楽のよさ

を踏まえた活動を展開することができると考えた。 

     １年     ２年     ３年       ４年         ５年          ６年 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

平野地車囃子 
【速さ】 

平野地車囃子 
【速さの違い】 

大阪締め 
【間】 

相撲甚句 
【言葉の抑揚】 

平野地車囃子 
【リズムパターン】 

平野地車囃子 
【リズムの重なり】 

文楽  寿式三番叟 
【間】 

淀川三十石舟歌 
【こぶし】 

天神囃子 
【リズムの重なり】 

平野地車囃子 
【合いの手】 

河内音頭 
【言葉の抑揚】 

平野節 
【言葉の抑揚】 

堺ふとん太鼓 
【リズムと旋律の重なり】 

 

堺ふとん太鼓 
【合いの手】 

雅楽（四天王寺） 
【間】 

雅楽（四天王寺） 
【音色】 

雅楽（四天王寺） 
【リズムの重なり】 

平野地車囃子 
【音色】 

雅楽（四天王寺） 
【速さの違い】 

売り声 
【言葉の抑揚】 

天神祭囃子 
【リズムパターン】 

絵描きうた 
【言葉の抑揚】 

いもむしごろごろ 
【速さの違い】 

はやしのなかから 
【反復】 

お入り 
【問答】 

ひとつひよこが 
【拍の流れ】 

なべなべそこぬけ 
【拍】 

おちゃらかほい 
【拍】 

自然の音色 
【音色】 

和楽器の音色 
【音色】 

じゃんけんうた 
【間】 

大阪締め 
【手の音色】 

雅楽（四天王寺） 
【リズムパターン】 

なべなべそこぬけ 
【拍の伸縮】 

生玉獅子舞 
【リズムパターン】 



 例えば、《大阪締め》を教材とする場合、まず初めに、《大

阪締め》が伝わってきた文化的背景、現代に残っている姿、

音楽を特徴づける要素に着目する。「う～ちまひょ（パンパン） 

もひとつせ（パンパン）いおうて三度（パパン パン）」と演

奏される《大阪締め》は、天神祭や平野のだんじり祭りにお

いて、無事祭りをできたことを祝ったり、祭りを支えてくれ

た方への感謝の気持ちを伝えたりするときに、一緒にその場

を共有する人々が、息を合わせて行う。よって、その場の様 

子、込められる気持ちにより、「間」がそれぞれ異なる。「間」そのものが、《大阪締め》を特徴づける

音楽的要素となるのである。このような文化的背景を踏まえ、《大阪締め》を窓口とした「間を感じて

《手締め》をつくろう」を展開することができる。オリジナルの《手締め》づくりでは、子どもたち

の生活経験が踏まえられる。実践において、「友だちを元気にする《手締め》をつくりたいな」「クラ

スのみんなが盛り上がるような《手締め》にするには、どうしたらいいかな」と《手締め》に込める

イメージを共有していった。「間が悪いと、なかなか盛り上がらないな」「間を合わせるためには、お

互いの息をあわせなきゃ。目を見合わせるようにしようよ」と子どもたち自身が気づき、演奏技能を

高め、さらには、説得性のある価値づけがなされていくことにつながる。 

 さらには、このような《大阪締め》が行われる天神祭にお

ける《天神祭囃子》を系統的なカリキュラムとして位置づけ

ることで、子どもたちの郷土の伝統音楽に対する文化の継承

をおしすすめることができる。郷土の伝統音楽のつながりを

感じることで、自らの生活と切り離して郷土の伝統音楽を捉

えるのではなく、子どもたち自ら生活の中で関わりたいと感

じることができるようにしていきたい。「今年の夏は、天神祭

にいってみたいな」「いつも花火を見に行くだけだったけれど、

船渡御の様子をみてみたいな」など、より郷土の音楽への親しみを深め、さらに自ら学びを創り続け

ていく子どもを育むことができると考える。 

 また、《わらべうた》や《売り声》など、各地に同じ名前で伝わっている日本伝統音楽においても、

それぞれ、その地域の風土によって特質が異なる。その地域の生活の中にある言葉の抑揚やリズム感

など、その地域の文化的背景を踏まえ、伝承されてきている。このような音楽を、ただ同じように扱

うのではなく、郷土の伝統音楽として捉え、子どもたちの生活経験・文化的背景を踏まえた活動展開

にすることが大切であると考えている。 

 今後さらに、子どもたちの生活経験・学習経験を踏まえた教材開発を積み重ねることで、郷土の伝

統音楽を教材とした系統的なカリキュラム開発へとつなげていきたい。 
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図７－５ 文化的背景を踏まえた創作活動 

図７－６ 相互に関連づく学び 


