
◇音楽科  
音楽的感受力を高め、学びを創り続けるカリキュラムづくり 

〜郷土の伝統音楽を通して〜 

椿本 恵子 ・ 藤本 佳子  

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。そして平成 25年度からは、「学びを創り続ける子どもの育成」というテーマの

もと、子どもたちが自らの生活経験をより活かすことのできる郷土の伝統音楽に着目し、その教材化を

行ってきた。そこでは、郷土の伝統音楽を教材とすることで、子どもたちがより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、授業づくりにおける教師の役割を明確にすることで、より学びが

推し進められることが明らかになった。このような積み重ねの中で、郷土の伝統音楽によるカリキュラ

ムづくりの重要性が見えてきたことをふまえ、3年次である今年度は、その集大成として、小学校 6 年

間を通した系統的な郷土の伝統音楽のカリキュラムを提案する。そこで、研究主題を「音楽的感受力を

高め、学びを創り続けるカリキュラムづくり〜郷土の伝統音楽を通して〜」とし、本論で提案する郷土

の伝統音楽を中心に、それ以外の音楽も含めた、学びを創り続ける子どもを育成することができる音楽

科のカリキュラムづくりの視点について明らかにしていく。  

 

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。 こ

のような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と考えるからである。  

 このような子ども像をふまえ、音楽科では「学びを創り続け

る子ども」を以下のように定義する。                               

 自らがもったイメージを伝えるために、生活・学習経験をもとに能動的に音楽にかかわり、音楽表現

を試行錯誤する中で自らの音楽的感受力を連続発展させていく子ども  

 まず、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、気づいたことを

音や言葉で表現する。そして、その中から見つかった学習課題に対して、自らの想いと生活・学習経験

とを関連づけながら試行錯誤をくり返し、解決の糸口を見つけていく。これらの過程において、子ども

たちは、自分の感じ方と友だちの感じ方を言葉で交流していく。そこでは、「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、新たな感じ方に出合った

り、自分の感じ方を友だちに伝えるためにもっと音楽にかかわろうとしたりする。さらに、その感じた

ことを音や音楽で表現しようと、友だちと一緒に表現の仕方や工夫を模索していくのである。このよう

に、自分たちの音楽の感じ方や表現の工夫をふりかえりながら、それを次の学習へ活かし自らを連続発

展させていく姿が、「学びを創り続ける子ども」の姿だと考える。 

  

図 7-1本校音楽科のめざす子ども像 

◇音楽科

音楽的感受力を高め、学びを創り続けるカリキュラムづくり
～ 郷土の伝統音楽を通して ～

椿本　恵子 ・ 藤本　佳子

— 102 —



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」と「授業づくりの視点」  

 本校音楽科の学習活動は、「生成の原理」に基づき、単元を「経験−分析−再経験−評価」という 4つ

のステップによって構成している。学ぶ対象(教材)を特徴づける音楽の構成要素に着目してそれを指導

内容として設定し、上記の 4つのステップにしたがって単元を構成していく。  

 この学習過程は、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

ることができる(図 7−2)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 本校音楽科では郷土の伝統音楽を中心とした日本伝統音楽による授業づくりを行っている。わらべう

たのみならず、伝統音楽においては身体の動きと声と言葉が統合された表現がしばしば見られる。音楽

の授業では、これらを人間世界で生成されてきた状況をできる限り保って丸ごと経験し、その経験を基

盤に進めていくことで、人間が元来もっている生命力やエネルギーを持続させたまま、音楽学習や表現

活動へと発展させていくことができる。また、音楽的特徴と文化的・歴史的背景とを関連づける授業は、

生活経験に根ざした知覚・感受が促され、実感の伴った音楽学習が実現される。つまり、伝統音楽によ

る学習は、本校音楽科が示した「学びを創り続ける子ども」を育むために適していると考えた。そして、

文化的・歴史的背景を授業に組み入れるには、それらを「情報」として与えるのではなく、感覚諸器官

を働かせて音楽と直接かかわる「経験」として位置付けることに重点を置くことが重要である。 

したがって、学びを創り続ける授業づくりの視点として以下の 3つを

挙げることができる。 

①〔経験〕の段階では学ぶ対象について、それが人間世界で生成してき

た状況をできる限り保って、対象を全体的に経験するという方法をとる

こと 

②教師が意識的にその音楽が生まれた背景（文化的背景）を扱うこと 

③「ことば」や「動き」などの音や音楽以外の媒体を関連づけること   
図 7−3音や音楽以外の媒体を 

   関連づけた授業 

過程① 
学ぶ対象 
との出合い 

経
験 

 
過程② 
解決への 
見通し 

音楽表現とし
ての解決活動 

分
析 
再
経
験 

過程③ 
学びの 
ふりかえり 

評
価 

a・b  
  学ぶ対象(教材)を演奏したり、  
 学ぶ対象(教材)で遊んだりする。 

c 学ぶ対象において着目する音
楽の構成要素(指導内容)の特質
を知覚・感受し、それを意識し

た音楽表現への想い(イメージ)
をもつ。 

e イメージに合わせて表現する。 
d c における音楽表現への想い

(イメージ)を表現するため、試行
錯誤し、工夫する。 

f・g・h 
 学ぶ対象において着目する音楽
の構成要素(指導内容)に対する、自

らの捉え方の変化（知覚・感受）
をふりかえる。 

教科の枠組みにとらわれない 
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知識・技能の獲得 
 
 

教科の枠組みにとらわれない 
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図 7−2 子どもが学びを創り続ける音楽科の授業モデル 
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例えば、「速度」を指導内容とした《平野だんじり囃子》の実践では、太鼓のリズムを口唱歌で唱え

たり実際に太鼓を叩く動きを取り入れたりすること（視点③）で「お囃子が速くなった時の気持ちの盛

り上がりや、ゆっくりの時の気持ちの落ち着きなどを感じることができた」というように、指導内容に

対する知覚・感受を深めることに有効であることが明らかになっている。また、実際の祭りの様子を映

像で見たり（視点②）、だんじりを模したものを実際に曳いたり（視点①）することで、「…（中略）

…曲がり角が終わると、またゆっくりになっていくのですが、今から神社に行くので気合いが入ってい

ます」と子どもが述べたように、その土地の風土や人々の様子といった文化的背景も含めて知覚・感受

は深まっていく。 

このように、上で述べた授業づくりの 3視点は、学びを創り続ける子どもを育むために重要な視点で

あるといえる。 

 

3.学びを創り続けるカリキュラムづくり 

(1)音楽科における学びを創り続けるカリキュラムづくりの視点 

本校音楽科では、これまでに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、大阪に伝わる郷土の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きた。そこでは、子どもたちの学びの積み重ねをふまえ、指導内

容を系統的かつスパイラル状に広がるように配列するようにした（図 7-4）。 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

      

 

 

さらに、子どもたちにとって「学びの必然性」が生まれるように、指導内容の系統性だけでなく、次

に述べる①〜③の視点も取り入れるようにした。こうしてカリキュラムを構成することで「学びの必然

性」が生まれ、「学びを創り続けるカリキュラム」となるといえる。 

①生活経験をふまえた単元設定・配列  

 第 1学年《売り声》の実践では、自分たちのつくった《売り声》を歌いながら、自分たちのつくった

ものを売り歩くという活動を行った。子どもたちは生活経験の中で見たり聞いたりしたことのある売り

声の特質を想起しながら、「どんな歌い方をしたら買いに来てくれるかな」という必要感をもつことで、

言葉の抑揚に対する知覚・感受が深まり、表現の工夫を重ねていくという必然性のある学びとなった。

図 7−4 学びの積み重ねをふまえた郷土の伝統音楽の系統カリキュラムの例 

      主たる指導内容が【リズム】・【言葉の抑揚】の場合（2016.2.13版） 

平野地車囃子 

【合いの手とリズム】 

平野地車囃子 

【リズムパターン】 

平野地車囃子 

【合いの手とリズムの重なり】 

平野地車囃子 

【リズムの重なり】 

生玉獅子舞囃子 

【リズムと旋律の重なり】 

十五夜さんのもちつき 

【リズムパターン】 

堺ふとん太鼓 

【リズムと旋律の重なり】 

天神祭囃子 

【リズムパターン】 

天神祭囃子 

【リズムの重なり】 

雅楽（四天王寺） 

【リズムパターン】 

雅楽(四天王寺) 

【リズムの重なり】 

堺ふとん太鼓 

【リズムと旋律の重なり】 

たけのこめだした 

【言葉の抑揚】 

売り声 

【言葉の抑揚】 

淀川三十石舟舟歌 

【こぶし】 

御田植神事 

【言葉の抑揚】 

能 

【言葉の抑揚】 

百人一首 

【言葉の抑揚】 

相撲甚句 

【言葉の抑揚】 

主たる指導内容【リズム】 主たる指導内容【言葉の抑揚】 
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このように、子どもたちが、現在の経験を過去の経験と感情を伴わせながら結びつけて、新たな経験と

してつくりかえていくことができるように課題を設定してくことが重要となる。つまり、生活経験を十

分にふまえ、知覚と感受を連動することのできる単元設定が大切なのである。 

第 6学年《天神祭囃子》を扱った実践は、天神祭が行われる 7月に行った。実践前、約 8割の子ども

たちが天神祭を知っており、中には、《天神祭囃子》と同じ起源をもつお囃子が用いられる生玉神社の

夏祭りで獅子舞の経験がある子どももいた。つまり「学ぶ対象と子どもの生活経験とが近い」状況であ

った。本単元の実施期間中、子どもたちは「花火ならいつも見に行くよ」や「○日の△時ごろから生玉

神社で獅子舞が見れるからよかったら見に来て」と話しており、天神祭への意識が高まっていた。また、

平野においても杭全神社のだんじり祭りの時期であったので、このような時期に《天神祭囃子》を扱う

ことは、子どもたちが意欲的に学習を進めることに有効であったといえる。有効だったのは意欲面にお

いてだけではなく、表現面においてもいえる。この単元の〔再経験〕で、踊り・太鼓・四つ竹を合わせ

て演奏する活動では、実際の祭りのように、踊りと演奏が一体となって盛り上がるために、「行くぜ

ー!(太鼓で→)ドンドン」「オー!」と、即興で前奏を創作する

姿が見られた。これこそ、「祭囃子を演奏する」という課題が

子どもたちの生活経験と関連づけられ、子どもたちが「もっと

盛り上げていい祭りにしたい」という必要感をもち、「そのた

めに、かけ声と太鼓で前奏をつくろう」という「学びの必然性」

が生まれた場面だといえる。 

また、このように、行事が行われる時期に合わせて学習を行うことで、学習後、実際にその祭りを見

に行き、《祭囃子》を今までとは違う味わい方で聴いたり、あるいは祭りに参加したりすることによっ

て、郷土の伝統文化を継承していくことにも有用だと考えられる。つまり、学校での学びが、日常生活

につながっていくということである。  

②他単元・領域・他教科と関連した単元設定・配列  

第 1学年では、《わらべうた》を用いた「拍」「拍の流れ」の学びを

ふまえ、「拍の流れ」に対する知覚・感受をより深める《かぞえうた》

の創作活動を配列した。「ひとつ ひよこが こめくって…」というかぞ

えうたを、「ひとつ ひこうき そらをとんで…」のように、国語科にお

ける「ことば」、算数科における「１〜10のかず」の学びと関連させ、

自分たちで歌詞を考えてうたうという活動を行った。自分たちの好きな

言葉でうたづくりをすると、文字数によって元のかぞえうたと同じようにうたうことができず、「うま

くお手合わせをしたいけど、どうすればいいのだろう」という問題が生じた。そこで、子どもたちは試

行錯誤を繰り返す中で、前単元の学びを活かし、言葉を伸縮させてうたうことで、拍の流れにのってオ

リジナルかぞえうたをうたうことができることに気づいた。ここでの、子どもにとっての必要感は「う

まくお手合わせをしたいな」と感じた場面、「学びの必然性」は、言葉を伸縮させ、拍の流れにのって

かぞえうたを歌えるように工夫した場面に見られるといえる。 また、この単元は、第 1学年の 10月頃

に国語科の「かぞえうた」という単元に関わらせて実施することも可能である。 

 このように他単元と関連づけられる配列にすることで、子どもたちは、新たな問題に出合ったときで

も、以前の学習を想起し、関連づけ、自ら問題解決の糸口をみつけていくことができるのである。 

図 7−5  

図 7−6  他教科と関連した単元  

    設定・配列による学習 
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③日本伝統音楽以外の音楽の位置づけ 

前述したように、本校音楽科では、郷土の伝統音楽を中心とした日本伝統音楽による授業づくりを行

っているが、ここでは、伝統音楽以外の音楽をどのようにカリキュラムの中に位置づけていくのかにつ

いて述べる。 

例えば、日本伝統音楽以外の音楽で合唱や合奏をするときにも、拍の流れにのること、音色を意識す

ること、重なりを意識することなどが大切である。これらは、図 7-4に示したカリキュラム表からもわ

かるように、伝統音楽を通して系統的に学んでいくことができるものである。したがって、日本伝統音

楽以外の音楽を通した学習において、子どもたちが日本伝統音楽によるカリキュラムで学んだことを活

かすことができるように位置づけていくことが有効であるといえる。 

 このような視点で日本伝統音楽と日本伝統音楽以外の音楽によるカリキュラムをつくり、実践してい

くことは、子どもたちの要素に対する知覚・感受にとって有益なだけでなく、文化的背景の違いについ

ての学びにもつながると考えられる。 

(2)学びを創り続ける姿の見取りを活かしたカリキュラム構成の見直しの視点 

 (1)で述べた視点をもとに構成した計画カリキュラムをもとに実践を行っていくが、子どもの没頭す

る姿の見取りを活かしてカリキュラム構成を見直していくことが必要となる場合もあるだろう。そのカ

リキュラムを見直す際の視点を次に述べる。 

①子どもの想いやねがいに沿った単元設定・配列であったか 

 「篠笛の音色」を指導内容とした器楽領域の単元では、単元の計画・実施段階において、篠笛の音色

と出合うための教材として《獅子舞囃子》を用いた。ところが、学習を進めていく中で、子どもたちが

《獅子舞囃子》を自分たちにより身近な音楽である《平野だんじり囃子》と比べて「獅子舞囃子ってど

んなものなのだろう」と、《獅子舞囃子》そのものに対して意識を向けていると見取ることができた。

そこで、次単元で鑑賞領域の学習として《獅子舞囃子》を扱った。また同様に、わらべうたを用いて歌

唱領域の学習を計画・実施したが、子どもたちがその学習経験を活かして「このうたの続きをつくって

みたい」「このうたを少し変えてみたい」というような想いやねがいをもったと見取ることができた場

合は、次単元で創作領域の学習としてわらべうたを扱う、ということも考えられる。 

②教科のねらいは達成できていたか 

 第 6学年《相撲甚句》の実践では、自分のよさを七五調で表し、うたいあげる。これは、国語科にお

いて学んだ七五調をふまえた活動である。音楽科の学びとしては、「言葉の抑揚」に焦点を当て、七五

調のリズムも含めた《相撲甚句》のおもしろさを感じることをねらいとしている。もし、実践において、

子どもの意識が国語科で学んだ七五調のリズムだけに向いていて「言葉の抑揚」に向いていないと見取

ることができた場合は、《相撲甚句》のうたいを身体などの媒体を用いて再確認する場を設定し、子ど

もが「言葉の抑揚」を意識できるようにすることが大切である。このように、他教科・領域と関わらせ

た単元の場合、音楽科としてのねらいから外れてしまわないようにすることが重要である。 

(3)カリキュラムの見直しと新たなカリキュラムづくり 

 (2)で述べた視点をもって実施カリキュラムを次年度に向け見直したカリキュラムの例を次に示す。 
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前年度までの実施カリキュラム（学び合い活動を通して「考える力」を育むカリキュラム）を、本年

度当初、「学びを創り続ける子ども」を育むカリキュラムの視点で見直しを行い、本年度（平成 27年度）

計画カリキュラムを作成した。子どもたちにとってより身近な音楽（郷土の伝統音楽）を適時性をもっ

て配列すること、日本伝統音楽（郷土の伝統音楽を含む）と日本伝統音楽以外の音楽とのバランスを考

え再編を行った。4月より実施していく中で、①新たな教材・単元開発、②子どもたちの想いを活かし

た再編、③カリキュラムづくりの視点の再考をふまえ、新単元の設置、実施時期の再編を随時行いなが

ら実践を行った。これが、平成 27年度版１学期実施カリキュラムである。実践後、カリキュラム構成

の見直しの視点に基づき改めて来年度に向け再編したものが、平成 28年度計画カリキュラムである。

この 1学期計画カリキュラムは、本年度 2・3学期のカリキュラム再編をふまえ、年度末に改めて見直

し、来年度の計画カリキュラムの完成となると考えている。このように、見直しをもとに、新たなカリ

キュラムづくりを進めることで、学びを創り続けるカリキュラムをつくることが可能になるといえる。 
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図 7−7  カリキュラムの見直し例（第 4学年） 
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