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司会   松本 絵美子（文京区立誠之小学校） 

 

12:30 へき地校のオンライン集合学習としてのミュージッキングの実践 

○壽谷 静香（美作大学短期大学部） 

芳賀 均（北海道教育大学旭川校） 

安久津 太一（岡山県立大学） 

芳賀 真衣（北海道浜頓別町立浜頓別小学校） 

盛田 祥史（北海道教育大学旭川校学部学生） 

13:05 幼児の音楽的表現時における眼球運動の変化 

佐野 美奈（常葉大学） 

13:40 fNIRSを用いた謡の聴取時における大脳皮質前頭前野の酸素化ヘモグロビン濃度長

変化の検証 

－小学校４年生を対象に－ 

田村 にしき（鎌倉女子大学） 

14:15 T. デノーラの「アフォーダンス（affordance）としての音楽」概念に焦点をあてた音楽実

践の展望 

松宮 利佳（福井大学教育学部附属義務教育学校後期課程） 

 

 

 

 

 

司会   永松 かなえ（沖縄県うるま市立あげな中学校） 

 

12:30 図形楽譜づくりの音楽科鑑賞授業にみる学びと共感との相互関連性 

兼平 佳枝（大阪教育大学） 

13:05 教科横断的な鑑賞授業の展開 

－児童の音楽嗜好に着目して－ 

齋藤 理加（福井県南越前町立今庄小学校） 

13:40 「構成活動」の成立要件を意識した鑑賞授業における教師の働きかけ 

宮里 未希（琉球大学大学院生） 

14:15 鑑賞授業におけるマンガ活用の効果 

楠井 征子（大阪府東大阪市立孔舎衙小学校） 
 

 

 自由研究 2          

8月20日（土）午後 

 自由研究 1          
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-1-



 - 2 - 

 

 

 

司会   三橋 さゆり（埼玉大学） 

 

12:30 保育者養成における実習に向けた音楽活動II 

岸 久美子（聖徳大学大学院生） 

13:05 保育者養成教育としての対話型音楽授業における学生の思考形成 

〇小栗 祐子（東海学院大学） 

内田 恵美子（東海学院大学短期大学部） 

13:40 保育者養成におけるアクティブラーニングの試み 

－音楽劇の制作と実演を通して－ 

若谷 啓子（帝京大学） 

14:15 保育者・教員養成課程におけるリモート合唱活動の展開 

宮澤 多英子（川口短期大学） 

 

 

 

 

 

司会   齊藤 淳子（川口短期大学） 

 

12:30 音楽授業における ICT活用術 

－卒業生ネットワークを活用した情報共有－ 

園田 葉子（大阪音楽大学） 

13:05 ICTを用いた「子どもの歌」の指導とその研究（２） 

－オンデマンド課題による授業外学習への波及－ 

河合 玲子（名古屋女子大学短期大学部） 

13:40 音楽科授業における C-Learning運用の実践 

髙田 喜夫（大分県立芸術文化短期大学） 

14:15 情報機器を活用した支援方法による歌唱表現の技能の取得 

－情報機器による音声表現の有効性－ 

佐藤 和貴（高崎健康福祉大学） 

 

 

 

 

 

 

8月20日（土）午後 

 自由研究 3          

 自由研究 4          
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司会   矢倉 瞳（四天王寺大学） 

 

12:30 生成の原理から考える音楽活動の学習マネジメント 

桑原 章寧（貞静学園短期大学） 

13:05 幼児期における感性を育む表現活動の構造 

－デューイの直接経験に着目して－ 

横山 朋子（畿央大学） 

13:40 幼小接続期における音楽科の在り方2 

－スタートカリキュラム音楽活動の効果 

平出 久美子（新潟大学附属長岡小学校） 

14:15 音楽活動における遊びの意義と教材性について 

森保 尚美（広島女学院大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自由研究 5         

8月20日（土）午後 
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●趣旨 

平成 29 年改訂学習指導要領において資質・能力（コンピテンシー）ベースの教育課程への転換が掲げられ

たことから、前年度までの課題研究では、「生成の原理」に基づく音楽科授業で育成すべき資質・能力を導出して

きた。資質・能力の育成は、教科内容（コンテンツ）とのかかわりがあってこそ実現するものである。音楽科の授

業で子どもはどのような対象と相互作用するのか、対象を明確かつ具体的にし、それらを体系づけることで資

質・能力はより育成されやすくなる。「この教材で何を教えるのか」という教科内容についての問題は、実践者に

任される部分が未だ大きく、教育実践と関わらせた教科内容のあり方の究明は喫緊の課題といえる。 

一方、本学会では「生成の原理」に基づいて教科内容を捉え、『21世紀音楽カリキュラム』『音楽科カリキュラム

と授業実践の国際比較』『日本伝統音楽カリキュラムと授業実践』を出版してきた。そして、それらの研究を通して、

「生成の原理」に基づく教科内容はかたち・なかみ・背景・技能の４側面で捉えられるという知見を得てきた。次に

は、教科内容を授業実践においていかに扱うかという問題がでてくる。 

そこで、2022年から始まる課題研究のテーマに「『生成の原理』に基づく音楽科授業における教科内容の体系」

を設定した。その目的は、「生成の原理」に基づく教材研究および実践研究を通して、音楽科における教科内容

の体系を構築することにある。１年次は音楽科の授業研究においてなぜ「教科内容」に注目するのか問題意

識を共有し、「教科内容」の授業における具体としての「指導内容」とはどういうものなのかについて授業

実践事例を材料としたパネルディスカッションを行う。 

 

●内容 

司会：横山 真理（東海学園大学） 

１ 趣旨説明                            鉄口 真理子（鳴門教育大学） 

 

２ 基調講演 

「教科内容の体系性」               西園 芳信（聖徳大学、日本教科内容学会副会長） 

 

３ 話題提供 

「音楽科の学習指導要領における教科内容」  臼井 学（長野県教育委員会、前文部科学省教科調査官） 

「音楽作品にみる音楽科の教科内容」                    中島 卓郎（信州大学） 

 

４ パネルディスカッション 

「生成の原理に基づく音楽科授業実践にみる教科内容」 

西園 芳信・臼井 学・中島 卓郎・大和 賛（京都教育大学附属桃山小学校） 

課題研究                   15:00 − 17:00 

 

「生成の原理」に基づく音楽科授業における教科内容の体系 

その１ 「生成の原理」に基づく音楽科の教科内容 

 

8月20日（土）午後 
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令和４年度 日本学校音楽教育実践学会 総会次第 

 

１ 開会の辞                        清村代表理事 

 

２ 代表挨拶                        清村代表理事 

 

３ 議長選出 

 

 ４ 議事（案） 

（１）総会の成立要件について 

（２）令和３年度事業報告（第27回全国大会まで）とその承認 

（３）令和３年度会計報告とその承認 

（４）令和４年度事業計画案（第27回全国大会以後）とその承認 

（５）令和４年度予算案とその承認  

（６）支部理事の改選と承認 

（７）編集委員の改選と承認 

（８）常任理事の選出方法について 

（９）その他 

 

５ 報告事項（案） 

（１）各種委員会報告 

＊編集委員会 

＊研究奨励賞審査委員会 

（２）第28回全国大会の日程・会場について 

 

６ その他 

 

 

 

 

※オンライン開催のため、第15回（2020年度）、第16回（2021年度）、第17回（2022年度）研究奨励賞受賞者

への授与式は、第28回大会（2023年度）以降に状況を勘案して実施する。 

8月20日（土）午後 

総会                             17:00  − 17:45  
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                      司会   若宮 由美（埼玉学園大学） 

 

9:00 日中両国の小学校教員の授業構成から見た教員の資質能力向上に関する研究 

－教員養成の音楽科教育の授業改善を目指して－ 

董 芳勝（創価大学） 

9:35 韓国初等学校における「統合教科」に関する研究 

佐藤 真由子（立命館大学） 

10:10 鑑賞学習における文化理解と音楽的思考の機能 

－聴き方の変容に着目して－ 

安藤 江里（松本大学） 

10:45 「伝統や文化」を取り入れた小学校音楽科授業の開発と検討 Ⅱ 

桐山 由香（大阪青山大学） 

11:20 《壬生の花田植》における「音色」と文化的背景の関連 

－中学校鑑賞領域の授業の分析－ 

永井 美由紀（岐阜県岐南町立岐南中学校） 

 

 

 

 

司会   北尾 祐子（大阪市立加美中学校） 

 

9:00 なぜ音楽表現における協働的な探究過程が持続したのか 

－高等学校音楽科授業におけるギターユニット活動の分析－ 

横山 真理（東海学園大学） 

9:35 器楽授業にみる表現の生成過程の比較 

－小学４年生と中学１年生の場合－ 

清村 百合子（京都教育大学） 

10:10 音楽科授業での歌唱の中間発表の場における子ども間の関わりの様相 

島本 政志（大阪教育大学附属平野小学校） 

10:45 ICTを活用し、主体的・協働的に学ぶ音楽づくりの授業開発 

－第6学年「和音の音を使って旋律をつくろう」の実践を通して－ 

澁澤 宏美（東京都世田谷区立旭小学校） 

11:20 中学校音楽づくり授業における生徒による素材の選択行為の意味 

大和 賛（四天王寺大学・非常勤） 

 

 

 自由研究 7         

 自由研究 6         

8月21日（日）午前 
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司会   福士 幸雄（岩手県滝沢市立滝沢南中学校） 

 

9:00 音楽科授業において指導内容を具体化することの効果と意義 

前田 直人（兵庫県姫路市立香呂南小学校） 

9:35 「イメージ画」を活用して思いや意図をもって歌う力を養う指導法の提案 

－歌唱共通教材《もみじ》を題材とした実践例－ 

永田 美奈子（小田原短期大学） 

10:10 教員養成における音楽づくりの実践 

－図形楽譜の作成から見えた課題－ 

望月 たけ美（常葉大学） 

10:45 教科教育法における経験の再構成としての模擬授業 

衛藤 晶子（畿央大学） 

11:20 外部講師としての指導のあり方（２） 

－地域の小学校における継続した音楽科授業実践を通して－ 

渡会 純一（東北福祉大学） 

 

 

 

 

司会   室町 さやか（国士舘大学） 
 

9:00 導入期のピアノ演奏スキル教授法についての提案 

堀上 みどり（環太平洋大学） 

9:35 保育者・教員養成校の学生を対象とした「弾き歌い」に関する意識調査 

－通年の学びから見る学生の意識の変容と今後の課題について－ 

二宮 貴之（聖隷クリストファー大学） 

10:10 ピアノ初学者への実技指導に関する実践報告 

－保育者・小学校教員養成校における効果的な教材作成－ 

○松井 裕樹（岐阜大学・非常勤） 

山岸 多恵（兵庫教育大学・非常勤） 

10:45 図形認識を利用した初心者の読譜 

玉護 眞理子（岐阜大学・非常勤） 

 

 

 

 

 

8月21日（日）午前 

 自由研究 8       

 自由研究 9            
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司会   洞 孔美子（広島県立広島特別支援学校） 

 

9:00 入院中の児童における音楽科教育と自立活動の関係について 

根本 奈央美（千葉県立袖ヶ浦特別支援学校） 

9:35 中枢・処理機能の障害による学習特性を踏まえた音楽科における「連続性・関連性」 

の実践課題 

－インクルーシブ教育システムを踏まえた言語媒介と学習過程の再考－ 

尾崎 祐司（上越教育大学） 

10:10 小学校音楽科の授業における聴覚に障がいのある児童への支援について 

西沢 久実（神戸市立神戸衹園小学校） 

10:45 重度重複障害児の音楽指導 

－楽しく演奏できる楽器の考察－ 

三浦 弘嗣（仙台市立鶴谷特別支援学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自由研究 10            

8月21日（日）午前 
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支部プロジェクトの目的は、支部理事が中心になって参加型プロジェクトを企画し、支部から

全国に向けて音楽教育実践学にかかわる諸問題を発信し、その解決に向けて全国の会員で実験

的に取り組み、その成果を支部に戻して実践に生かす往還関係を目指すことにあります。地域

の特色が出ることも期待されます。 

8月21日（日）13：00～14：30 

Ⅱ 九州・沖縄支部 

教員養成課程における学生の音に対する感性をどのように 

育成すればよいか（教員養成） 

Ⅰ 四国支部 

郷土の音楽を教材とした授業デザインに文化的側面は 

どう位置づくのか―《阿波踊り》の場合―（小学校） 

■教員を目指す学生の音に対する感性を育成する方法の検討 
子どもは楽器や身の回りの様々なモノとの関わりによって音を探求し、音を発見する

など、五感を通じて音と関わることによって感性を養っている。教員を目指す学生が子
どもの音を介した表現の意味を理解し、音に対する感性を養うためにはどのような手立

てが必要なのだろうか。 
本プロジェクトでは、保育者養成課程における絵本の中のオノマトペを使った音楽表

現や身近なモノを使った表現活動、特別支援学校における音あそびなどの実践報告を
行い、「生成の原理」の視点からとらえる音に対する感性の育成について理解を深め

る。最後に、参加者同士のディスカッションによって教員を目指す学生の音に対する感
性の育成方法について考える。 

 

○清水 美穂（徳島県吉野川市立知恵島小学校）、鉄口 真理子（鳴門教育大学） 

川内 由子（四国大学短期大学部）、金 奎道（高知大学） 

 
■文化的側面を組み込んだ郷土の音楽を教材とした授業デザインの検討 

 各地域に伝承される郷土の音楽は人々の経験のうちに無意識に組み込まれてい
る。地域で生活する子どもたちは郷土の音楽に伴う行事、パフォーマンス、季節感等を

継続的に体験したり、身近に知っていたりするが、「行事の由来は何か」「なぜ夏に行
われるのか」等の文化的側面を意識していないこともある。では、地域の子どもたちを

対象とした授業において、郷土の音楽の文化的側面はどのように位置づければよい
だろうか。 

今回は四国地方、徳島県の郷土の音楽、《阿波踊り》の囃子詞を教材とした授業デ
ザインを例として文化的側面をどのように授業に組み込んだらよいか、参加者と共に

考えたい。 
 

○松園 聡美（中村学園大学短期大学部）、古澤 誠朗（大分県立日出支援学校） 

小川 由美（琉球大学）、山﨑 浩隆（熊本大学） 

8月21日（日）午後 
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Ⅰ ４章 「学力と評価」 

    用語 【鑑賞学習における評価】（『音楽教育実践学事典』８７ページ） 

チーフ：小栗 祐子（東海学院大学） 

 

Ⅱ ５章 「教材の働きと開発」 

    用語 【鑑賞教材】（『音楽教育実践学事典』９９ページ） 

チーフ：山﨑 浩隆（熊本大学） 

 

Ⅲ ８章 「幼児の音楽表現」 

    用語 【幼児の表現を育む環境構成】（『音楽教育実践学事典』２６０ページ） 

チーフ： 三輪 雅美（名古屋柳城女子大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フォーラム Ⅰ－Ⅲ             14:45－16:00 

8月21日（日）午後 

「フォーラム」とは、ある用語を切り口にして、日々の授業を「実践学」としてとらえ直す
ことを目的として始まった企画です。本学会では、これまでの研究成果、および、平成 28年
度までのフォーラムの内容に示唆を得ながら平成 29年度に『音楽教育実践学事典』を刊行し
ました。その『音楽教育実践学事典』に掲載されている用語が会場ごとに提示され、用語にか
かわる視点をもって実践記録をみます。そして参加者同士でそれぞれの考えを出し合い、交流
する場をもちます。 
フォーラムに参加することを通して、参加者それぞれが新たな視点をもって授業実践をとら

え直し、授業にある論理や筋道、関連性を見い出していくことを目指しています。 

日本学校音楽教育実践学会編（2017）『音楽教育実践学事典』をお持ちの方は、お手元に

ご準備ください。事典は、残り僅かですが、学会事務局でも販売しております。 

『音楽教育実践学事典』（音楽之友社）定価3456円 →学会価格2800円 

※お買い求めは、余裕を持ってお願い致します。直前のお求めの場合、大会当日までに 

お手元にお届けすることが出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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大会に参加した人たちが親睦を深める場である。会員に限らず参加できる。全国か

らの参加者の話を聞いて視野を広げたり、自分の関心のある研究実践テーマの発表

者に個人的に話を聞いたりできる。 

全国大会の各企画の趣旨 

《 懇 親 会 》 

 

現在の学校音楽教育にとって根本的な課題をテーマとし、５年間継続して学会とし

て取り組む企画である。その 1 年ごとの発表の場であり、会員全体で考えていく大

きな議論の場でもある。提案者は理事会でテーマの適切性に鑑みて依頼する。 

《 課 題 研 究 》 

 

学校音楽教育に関わるテーマや学校音楽教育を考える上で示唆が大きいテーマに

ついて、会員が各自の問題意識の中で実践・研究してきたことを発表する場である。

会員ならだれでも発表申込みができる。20分発表、7分質疑である。聞き手は発表

者の研究目的に沿って建設的に質問や意見を述べる。 

《 自 由 研 究 》 

 

学会の運営について全会員が議論し、決定していく場である。事業や会計にかかわ

る事項が主となる。参加は会員に限る。 

《 総 会 》 

第 2７回大会では開催致しません 

 

参会者各自が、キーワードで日々の授業をとらえ、そこからみえてきたことを話し

合う場である。キーワードは『音楽教育実践学事典』から選ばれる。漠然とみていた

授業を、用語を切り口にしてみることで、日々の授業での不安や悩みの解決の方向

性を得ることを期待する。これは日々の授業を実践学へつなぐ一歩となる。 

《フォーラム－日々の授業から実践学へ－『音楽教育実践学事典』より》 

 

支部理事が中心になって参加型プロジェクトを企画し、支部から全国に向けて音楽

教育実践学にかかわる諸問題を発信し、その解決に向けて全国の会員で実験的に取

り組む場である。その成果を支部に戻して実践に生かすという往還関係を目指す。

地域の特色が出ることも期待される。 

《支部プロジェクト》 
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自由研究１     

 

へき地校のオンライン集合学習としてのミュージッキングの実践 

 

壽谷静香・芳賀均・安久津太一・芳賀真衣・盛田祥史 

美作大学短期大学部・北海道教育大学旭川校・岡山県立大学・浜頓別町立浜頓別小学校・北海道教育大学旭川校学部学生         

 

 本実践は，北海道宗谷管内と岡山県北部山間部という，距離の大きく離れたへき地の学

校同士，さらに大学とオンライン会議システムで結んだ形で行った。そのことで，へき地

の音楽授業に関わる人的資源の補助や，学習環境に変化をつけることによる意欲向上等に

資する刺激をねらった。『豊かな心を育むへき地・小規模校教育 少子化時代の学校の可能

性』1)には，へき地の学校環境を積極的に生かすことが主張されている。そのことを念頭

に置きつつ，固定したメンバーによる考えの多様性の乏しさや，少ない刺激に起因する学

習意欲の低迷といった課題の克服を目指し，「集合学習」2)の手法を取り入れた活動を企図

した。特徴的な方法である「全習」と「分習」を 1単位時間に組み込んだ学習とした。 

 「連詩」「ふしづくり」および「ミュージッキング」の融合的な創作活動を行った。「ミ

ュージッキング」は，C.スモールが提唱した，音楽を現在進行形で表し，人間の行為とし

て捉え直す概念である。音楽をモノや作品として認識するのではなく，いかなる立場から

でも，誰でも音楽に関わることができるとされる。舞台等で繰り広げられる音楽のパフォ

ーマンス以外にも，例えば聴取や練習，即興を含む作曲や身体表現等も，全て音楽する行

為に含まれる 3)。実践は，「冬」「ありがとう」という内容を含むという枠組みを設けた上

で，「音源にのせてパッヘルベルのカノンを試奏してみる」「それぞれの教室で，カノンの

演奏や物語づくり，および，身体表現等の練習」「相互に発表し合う」という形で展開した。 

実践の結果，複数のへき地校をオンライン会議システムで結んだ集合学習による活動が，

達成感や，自他の比較による学びによる学習意欲の向上，また，視野の拡大，相手への関

心や敬意につながることが示唆された。 

 
1) 川前あゆみ・玉井康之・二宮信一編著(2019)『豊かな心を育むへき地・小規模校教育 少子化

時代の学校の可能性』学事出版。 
2)「近隣の複式学級の子どもを一か所に集めて各領域の指導計画の一部について学習をする。普

段より多い人数で学習できるので，集団の中での練り合いなどが行いやすい。体育科のボー

ルゲームなどでよく取り入れられている」と解説されている。北海道教育大学へき地・小規

模校教育研究センター(2021)『へき地・複式・小規模教育の手引き―学習指導の新たな展開

―』p.63. 
3) C. Small (1998) Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown: W
esleyan University Press. 
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自由研究 1 

 

幼児の音楽的表現時における眼球運動の変化 
 

                        佐野 美奈 

                          常葉大学 

 

 筆者は、幼児の音楽的表現の発展度を、機械学習により、3段階に分類・判別する方法

を検討し、複数の分類器によって一定の分類精度を得てきた。それらの結果に基づき、さ

らなる有効な動作特徴量を見い出すために、幼児の音楽的表現時における視線の動きに着

目した。幼児は、歌を歌いながら、伴奏する保育者や周囲にいる幼児達を見ている。かつ

て、幼児の行動観察時の映像分析では確認していたが、実際の眼球の動きがどのようにな

っているかについて、定量的に捉えることはできないでいた。 

そのため、本研究では、アイトラッカー (Tobiiグラス 2) を用いて、歌唱時の幼児の眼

球運動に焦点化して、数値化することを考えた。Tobiiグラス 2は、眼鏡タイプのアイトラ

ッカーである。対象児が 1人ずつ、それを眼鏡と同様に装着して、ストラップで固定した

状態でキャリブレーションし、合図とともに歌い出し、歌い終わりまで、アイトラッキン

グするものである。そのアイトラッキングシステムでは、50Hzで 1/50秒のタイムフレー

ムで、同時に音声と動画が収録される。 

ここでは、対象 2か園の 3歳児、4歳児、5歳児の 58人の視線の動きを 1人ずつ測定し、

取得データの解析を行った。対象 2か園の幼児が日常保育の中で経験している歌のうち、1

人ずつが長調と短調の歌を 1曲ずつ歌った。U保育園では、長調の歌は《うみ》(ト長調、

作詞：林柳波、作曲：井上武士)、短調の歌は《うれしいひなまつり》(イ短調、作詞：サ

トウハチロー、作曲：河村 光陽)が歌われたのに対して、Mこども園では、長調の歌は《か

えるのうた》(ハ長調、作詞：岡本敏明、作曲：ドイツ民謡)、短調の歌は《てるてるぼう

ず》(イ短調、作詞：浅原鏡村、作曲：中山晋平) が歌われた。1人当たりの計測時間は、

長調の歌 20秒間、短調の歌 20秒間であった。特に、今回の測定で特徴的であった、異な

る長調と短調の曲を歌唱時の saccade (急速眼球運動) の取得データに焦点化して、主に三

元配置分散分析を用いた定量的分析を行った。 

結果として、saccade (急速眼球運動) の生じた回数、および総移動距離に、長調・短調、

曲の差異、園の保育形態による差異によって統計上の有意差が明確に見られることがわか

った。                        (科研費 課題番号 21K02369) 
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自由研究１       

 

fNIRSを用いた謡の聴取時における大脳皮質前頭前野の酸素化ヘモ

グロビン濃度長変化の検証 
－小学校４年生を対象に－ 

田村 にしき 

鎌倉女子大学 

 

 筆者は, 地域の伝承者・能楽師・教員と協働し, 宮城県大崎市立大貫小学校の児童を対

象に「能の学習プログラム」を創り上げ, これを伝承地区の児童に１年間継続して実践し

（田村 2018）１）, 自尊感情測定尺度等を用いた心理尺度評価, 児童の歌声の音声分析, 

fNIRS（近赤外線分光法）を用いた謡の聴取時や歌唱時の脳血流量の変化の測定等, これま

で多面的に教育効果を検証してきた。 

 本発表では, 「能の学習プログラム」の中で行った３回の授業後に, fNIRSを用いて, 謡

の聴取時における前頭葉の 16ch の脳血流量を測定し, 酸素化ヘモグロビン濃度長の変化

を検証することで, 児童が学習を積み重ねるごとに, 謡の聴取の仕方がどのように変化し

たのかを考察する。 

 被験者については, 「能の学習プログラム」を受講した第１年度（2017年度）の小学校

４年生 19名のうち, 14名の測定を行った。第２年度（2018年度）は児童 18名のうち, 16

名の測定を行った。測定を行ったうち, 体動・ノイズの多い被験者を除き, 第１年度９名, 

第２年度７名のデータを解析対象とした。 

 先行研究において, 下茂他（2008）では, NIRSを用いた音楽聴取時のリラクゼーション

効果について検証し, 左右双方の前頭葉における脳血流量の低下が頻繁に得られたことが

報告されている２）。また, 能楽師の立場から謡の学習が心身に与える影響を検討した研究

には安田（2007）が挙げられる 3）。ここでは, 能の動きや謡の学習で, 子どもの呼吸が深

くなり, 心身に良い影響を及ぼすことを, 様々な身体技法の例を取り上げて紹介している。 

 本研究では, 謡の聴取時に脳血流量の低下がみられた。特に, ２回目の授業後に測定し

たデータにおいて顕著にその傾向がみられた。 

 
１） 田村にしき（2018）「能の学習プログラムの開発及び実践―宮城県大崎市大貫地区に伝わる『春藤流』の謡を核と

して―」『音楽教育学』第 47巻２号, pp.1-12 
２）

下茂円・菅生恵子・揚原祥子・杉田克生・石井琢朗・岩坂正和（2008）「NIRS計測による脳血流パターンを指標と

した音楽のリラクゼーション効果の評価」『千葉大学教育学部研究紀要』第 56巻, pp.343-348 
３）

安田登（2007）『日本人の身体能力を高める「和の所作」』マキノ出版 
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自由研究１      

 

T. デノーラの「アフォーダンス(affordance)としての音楽」概念

に焦点をあてた音楽実践の展望 

 

松宮 利佳 

福井大学教育学部附属義務教育学校後期課程 

 

本研究は、イギリスの社会学者 T. デノーラの「アフォーダンス(affordance)としての

音楽」概念を検討し、この視点を学校音楽実践に取り入れる意義と実践の方向性を提示す

ることを目的とするものである。  

「アフォーダンス(affordance)」とは、もともと心理学者の J. ギブソンが提起した概

念で、対象物が知覚や行為のためにどのような機会を提供しているかを指すものである。

音楽においては、音楽が提供する解釈や活用の可能性を表わしており、音楽を理解するた

めの方法としてデノーラが応用したことで広く知られるようになった１）。 

 デノーラによる「アフォーダンス(affordance)としての音楽」概念は、音楽の意味論を

めぐる問題に一石を投じるものである。デノーラは音楽の意味を、楽曲そのものが許す(ア

フォードする)範囲内で、外的および内的な状況などによって変化するものだと位置づける。

つまり、同じ楽曲でも、聴く時の気分や周囲の環境などによって、リアルタイムに一人ひ

とりに違う意味をもたらすことを指摘している２)。 

この「アフォーダンス(affordance)としての音楽」概念はこれまで主に、エスノグラフ

ィー研究において着目されてきた視点であり、現在は、音楽療法の領域における応用が散

見される。しかし、学校音楽においてもこの視点は、生活や社会とのつながりを意識させ

る実践を目指す上で意義のあるものとなりうると考える。 

 

 

 

 

 

 
１）

中村美亜著／毛利嘉孝編著(2017)「東日本大震災と『音楽の力』－音楽に何ができるのか？」『アフターミュージッ

キング―実践する音楽』東京藝術大学, pp40-41 

２）DeNora, T. (2000)Music in Everyday Life, Cambridge University Press., p. 40 
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自由研究２ 

 

図形楽譜づくりの音楽科鑑賞授業にみる 

学びと共感との相互関連性 
 

兼平 佳枝 

大阪教育大学 

 

社会的構成主義の学習観を背景とした協同的な学習の要点は、学習者の学びとなる知的

側面と、それを他者とのかかわりを通して行うという社会的側面が相互に関連する点にあ

る。しかし、協同的な学習に関する先行研究では、知的側面を主題に扱ったものが散見さ

れる一方で、知的側面と社会的側面の相互関連を主題とする研究は見当たらない。 

そこで、本研究では協同的な学習として展開される図形楽譜づくりの鑑賞授業を取り上

げ、そこでの知的側面と社会的側面の相互関連を検討することにした。さらに、社会的側

面を共感（sympathy）に焦点を当ててとらえることにする。その理由は、早川操（1994）

が社会的構成主義のルーツとなるデューイ1)に依拠し「ひとりの人間と他者（対象）との

間に存在する距離を埋めるものが『共感』である」2)と述べるように、共感が人との関係

性をつくっていく大きな要因となるとされているからである。そして、図形楽譜づくりの

鑑賞授業では、共感が顕著にみられるとされている3)。したがって、図形楽譜づくりの鑑

賞授業にみる子どもの学びと共感の関連を明らかにすることで、音楽科授業において協同

的な学習を実現する授業デザインを行ううえでの指針を得られるのではないかと考えた。 

以上より、本研究の目的を図形楽譜づくりの音楽科鑑賞授業にみる学びと共感との相互

関連性を明らかにすることとする。研究の方法は、つぎのようになる。はじめに、社会的

構成主義を背景とする音楽科授業における学びに関して、本研究における基本的立場を述

べる。つぎに、デューイにおける共感概念について整理し、実践分析を行うにあたっての

理論的視点を得る。そして、小学校 6年生の図形楽譜づくりの鑑賞授業の実践分析を行い、

そこでの学びと共感との相互関連性を明らかにし、音楽科授業における協同の特性および

その意義について考察する。 

 
1) 社会的構成主義の学習観のルーツは、デューイとヴィゴツキーにあるとされている。 

中村恵子（2007）「構成主義における学びの理論―心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して―」『新

潟青陵大学紀要』第 7号，p.171 

2) 早川操（1994）『デューイの教育探究哲学』名古屋大学出版会，p.61 
3) 兼平佳枝（2014）「『図形楽譜づくり』の鑑賞授業における共感を通した意味の共有の特性―比喩的表

現に着目して―」『学校音楽教育研究』日本学校音楽教育実践学会紀要Vol.18, pp.51-61 
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自由研究 2      

教科横断的な鑑賞授業の展開 

－児童の音楽嗜好に着目して－ 

 

福井県南越前町立今庄小学校 

齋藤 理加 

筆者はこれまで対象を小学校高学年児童に絞り、歌唱や器楽の分野で音楽嗜好に着目し

た実践を行ってきた。その結果、その教材性が常に背後で働き、児童は終始学習に意欲的

に取り組む姿が見られた。 

近年、学校教育現場での学習においては教科横断的な視点を取り入れることが求められ

ている１）。そこで、音楽嗜好度の高い曲を教材とし、教科横断的な視点を取り入れた鑑賞

分野ではどのような児童の姿が見られるのかを明らかにしたいと考えた。 

研究の方法は、実践的な方法をとる。小学校 6年生を対象に、児童の音楽嗜好度の高か

ったヨルシカ「花に亡霊」を教材とする鑑賞授業を行い、抽出児童を設定して授業分析を

行った。 

教科横断的な視点から、歌詞の内容をペアで分析した後、全体で意見を伝え合ったり、

音楽的特徴を知覚・感受した上で歌詞と曲調からイメージしたことをもとに絵を描いたり

する活動を取り入れた。歌詞の内容を分析する活動では、これまで国語科の詩の授業にお

いて学習した「くり返し」や「比喩」の用語がどのように使われているかを確認すること

で、作詞者が伝えたいことは何かという問いに迫っていった。イメージを絵に表現する活

動では、児童が歌詞や曲想を通して感じたことや想像したことを形や色、構成にどのよう

に表現するかについて考えを深められるようなワークシートを準備した。 

 研究の結果、歌詞の内容分析や音楽の知覚・感受、絵への表現という様々な活動を通し

て、抽出児童は絵として作品を生成すると同時に「内的世界」も徐々に変化していったこ

とが読み取れた。  

クラス全体の実践後のアンケート調査から、非常に満足度の高い授業となったことが分

かった。さらに、すべての児童の曲に対する音楽嗜好度が上昇した。児童にとって、歌詞

の内容を分析することやイメージしたことを絵に表現することは初めての経験で容易では

なかったようだが、様々な視点から曲をみたことが授業全体の楽しさにつながっていった

ことが明らかとなった。 

 
１） 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領総則編』東洋館出版社, p.48 
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「構成活動」の成立要件を意識した鑑賞授業における教師の働きかけ 

 

宮里 未希 

琉球大学大学院生 

 

 本研究の目的は，「構成活動」の成立要件を意識した中学校音楽科鑑賞授業における教師の働

きかけの具体を明らかにすることである。「構成活動」とは，「社会的状況において，衝動を起

点に，心身を使って素材と相互作用することを通して外的世界に作品を構成し，そのことと連

関して内的世界を構成する活動」1)であり，教育哲学者であるジョン・デューイ（1859-1952，

アメリカ合衆国）の「オキュペーション」概念に起源をもつ。小島が提唱する「構成活動」で

は，「①衝動を起点とする，②身体諸器官を働かせる，③素材との連続的な相互作用がある，④

外面的成果を生む，⑤社会的状況で行われる」2)の５つの要件があるとされる。しかし，「構成

活動」を実現するためには，５つの成立要件だけでなく，要件同士の関わりを意識する必要が

あると考える。そこで，５つの要件にくわえ，「①衝動」を折り返し，「衝動性がその本質と目

標を意識するようになる」3)ための抵抗についても，教師の働きかけとして具体化していく。

研究の方法としては，実践的方法を取る。中学校第２学年を対象とした《アイーダ》の鑑賞授

業において第二幕第二場〈凱旋の場〉を取り上げ，「構成活動」となるよう次のことを意識した。

【経験】で「①衝動」が起点となるよう子どもに耳馴染みのある《凱旋行進曲》を聴かせ，ど

ういう場面に合う音楽かを付箋に書かせ交流させる。【分析】で衝動を折り返す抵抗となるよう，

アイーダ・トランペットで演奏されている《凱旋行進曲》とオルゴールで演奏されている《凱

旋行進曲》を比較聴取させる。そして，【再経験】で「②身体諸器官」を働かせて，「⑤社会的

状況」で「③素材との連続的な相互作用」となるよう，〈凱旋の場〉の音楽からイメージした物

語をグループで話し合い，音楽に合った場面展開を表す設計図をつくる（「④外面的成果」）。 

本実践を通して，鑑賞授業において「構成活動」を実現するためには，(1)音や音楽の質その

ものに子どもの注意が向くように働きかける，(2)子どもの衝動に沿って適切な抵抗に出合わせ

る，(3)グループで一つのものを完成させるために，一人一人が音や音楽から感じたことを出し

合う必然性が生まれるような活動を仕組むといったことが必要であることがみえてきた。 

1) 小島律子(2017)「構成活動」日本学校音楽教育実践学会編『音楽教育実践学事典』音楽之友社, p. 199 

2) 同上 

3) J. デューイ著, 栗田修訳(2010)『経験としての芸術』晃洋書房, p.67 
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鑑賞授業におけるマンガ活用の効果
楠井　征子（大阪府東大阪市立孔舎衙小学校）

　環境としての音楽と相互作用した結果、子どもたちそれぞれの内側で、どのような
イメージの世界が映し出されているのか、その詳細を知りたいと思った。
　これまでの鑑賞授業においては、イメージしたことをワークシートに言葉だけを媒
介として記述させ、それをクラス全体で、あるいは少人数の班活動の場面で相互交流
を図る場をもってきた。しかし、自分の内側に何らかのイメージはあるのにも関わら
ず、言葉だけで表現することに苦手意識を持つがために、この場面に参加しづらく感
じている児童も一定数存在した。
　そこで鑑賞授業に、言葉だけの世界ではなく、言葉と絵とで表現するマンガを活用
した授業実践を行ってみてはどうかと考えた。自分の内側で映し出されている豊かな
イメージの世界を、言葉だけではなく、マンガを活用してみることで、思い描いてい
る世界をより鮮明に表現できるのではないかと考えたからである。
　以上から、本研究の目的を、鑑賞授業におけるマンガ活用の効果を明らかにするこ
ととする。
　研究の方法は、実践的方法をとる。実践対象は小学校６年生、８５名。実践時期は
令和４年７月６日～令和４年７月２０日。場所は、A市内の公立小学校において本授
業実践を行なう。
　分析対象として、言葉の世界だけで自己の内側のイメージを表現することに表現し
づらさを抱えている抽出児童を選び、分析を行う。
　分析のための資料として、抽出児童が言葉だけでイメージを記述したワークシー
ト、班のワークシート、抽出児童の描いた３コマ・マンガシート、抽出児童が本実践
後に記述したアンケートを用いる。
　実践の内容は、鑑賞教材曲として、ブラームス作曲《ハンガリー舞曲第５番》を用
いる。この楽曲の短調→長調→短調から成る調構成に着目させ、調の変化からくるイ
メージの変化を、言葉だけのワークシート及び３コマ・マンガシートにそれぞれ表
す。
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保育者養成における実習に向けた音楽活動 II 
岸 久美子 

聖徳大学大学院生 

          

保育者養成校における実習に向けた音楽活動には、童謡弾き歌い、リトミック、合奏、

手遊びなどがある。保育所保育指針の表現には、「歌を歌ったり、簡単な手遊びや全身を使

う遊びを楽しんだりする」1)と書かれている。また、手遊びの有用性として、今らは「子

どもにとって楽しく、興味を惹く活動であるということ、指先を使うことで知能の発達に

有効であること、集団活動時の導入として効果的であること、生活や季節と相互作用する

ことの 4 点の可能性が導き出された。また、手遊びは 5 領域の全てに関連している」2)と

述べている。以上により、手遊びは、保育現場において重要な活動であることがわかる。 

昨年は保育所実習 1(保育園)に向けた音楽活動の取り組みとしての手遊びについてご報

告させて頂いた。今回は、5 月 2 日に行われた、1 年生の 1 日保育所見学実習に向けた準

備の様子について報告させて頂く。 

 調査は 4月 13日、20日、27日の筆者が担当する保育内容『言葉』(1年次必修科目)の

授業で行った。はじめに、知っている手遊びを聞いたが、残念ながら１曲も出ず、それど

ころか手遊びが何であるかの説明をしなければならない状況であった。1 日見学の保育園

は、筆者の知人の勤務する法人園であったため、子ども達が良く知っている手遊びを教え

てもらい、『はじまるよ』『ピカチュウ』『グーチョキパー』（タイトルは園での言い方に従

う）の３つに限定し、学生全員ができるようになることを目指した。まず、筆者が見本を

示して学生達に覚えてもらい、その後、ペアやグループで練習をし、最終的にクラス全員

の前で、1人ずつ発表をしてもらった。 

１日見学実習後の振り返りでは、「緊張した」「子ども達が一緒にやってくれた」「自分が

緊張していたので、子ども達も緊張してしまった」などの報告があり、日頃から練習する

こと、人前に立ち慣れることなどの必要性も感じた様子であった。10月には２回目の１日

見学実習を予定しているため、今回の学びを活かして、子ども達の前で発表できるよう取

り組みたい。 

 

1) 保育所保育指針(2017) フレーベル館 

2) 今由佳里、尾辻菜摘子(2021）「幼稚園における手遊びに関する実践的研究：「健康」「人

間関係」「環境」「言葉」「表現」領域との関係」鹿児島大学教育学部研究紀要教育科学

編 第 72巻 pp. 29-48 
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保育者養成教育としての対話型音楽授業における学生の思考形成 

 

小栗 祐子・内田 恵美子 

東海学院大学・東海学院大学短期大学部 

 

保育者養成教育では、講義とピアノ個別レッスンを組み合わせて行っている音楽授業が

一般的である 1）。講義は一人の教員が担い、同じ時間帯に複数のピアノ指導教員がピアノ

の個別レッスンの形態で学生を個別に指導している。講義では、音楽的な知識が教師から

学生に一方的に与えられる。ピアノの個別レッスンでも、ピアノ演奏の技能が一方的に伝

授される。このような教育方法では、学生が音楽的な知識や技能を受動的に身に付ける存

在になってしまう。筆者らは、このような伝統的な教育方法に疑問をもち、第一に、講義

と個別レッスンが結びついて学生の学びが充実するような授業を目指し、第二に、教師か

ら学生への一方的な知識や技能の伝授に陥らないような授業を目指して教育方法を模索し

てきた。 

本研究は、講義と個別レッスンとの結びつきを重視した対話型音楽授業において、教師

のどのような働きかけによって、弾き歌い教材曲《おおきなたいこ》に対する学生の思考

がどのように形成されたのかについて考察することを目的とする。 

分析対象とした事例は、2022 年度前期に筆者らが実践した保育者養成課程の必修科目

「音楽演習Ⅰ」の授業である。分析資料は、実践授業の録画記録に基づいて作成した授業

記録および『ワークブック』2）や振り返りシート等における学生自身の記述である。なお、

本研究は、東海学院大学研究倫理委員会の承認を得て実施している。考察の結果、強弱な

どの音楽の構成要素と歌の情景との関連に気づけるような教師の問いかけを、講義にもピ

アノの個別レッスンにも共通に設定することによって、学生は問いを手がかりに知覚・感

受したことを生かして技能を身に付けようとするという示唆が得られた。 

 

 

 
1）小栗祐子・横山真理(2021) 「学習者の能動性を促す保育者養成教育としての対話ベースの音楽授業の枠組み」東海

学院大学紀要第 15号，pp. 101-112 

2）小栗祐子・内田恵美子・酒井国作・横山真理編著(2022)『保育者・教員養成課程で学ぶ学生のための「子どもの歌」

ワークブック』みずほ出版 
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保育者養成におけるアクティブラーニングの試み 

－音楽劇の制作と実演を通して－ 

 

若谷 啓子 

帝京大学 

 

 2012 年 8 月、文部科学省中央教育審議会で取りまとめがされた「新たな未来を築くための大

学教育の質的転換に向けて」（答申）において、アクティブ・ラーニングという表現が初めて用いら

れた。アクティブ・ラーニングとは、主体的・対話的で深い学びのことを指す。各大学において、

アクティブ・ラーニングを活用した様々な試みが実施・報告されている。保育者養成における表

現に関わる先行研究を調べると、古根川（2017）１）はアクティブ・ラーニングを活用した養成校に

おける音楽表現活動の実践について、オペレッタ制作、練習・発表過程を通じた学びから論じて

いる。養成校における表現の授業は、座学よりも実践中心に行う場合が多く、更にグループ活動

を取り入れながら学ぶスタイルが主流で、そもそもアクティブ・ラーニングを意識したものと言える。

本研究では、より学生主体で進め、対話的で深い学びとなるよう試みた実践について取り挙げ、

その成果と課題についてアクティブ・ラーニング実施時における３つのポイントから検証する。ア

クティブ・ラーニング実施時における 3 つのポイントは、2014 年 11 月、「初等中等教育における

教育課程の基準等の在り方（諮問）」を受け提言されたもので、①主体的な学び②対話的な学び

③深い学びである。 

 本研究で取り挙げる音楽劇は、パペット人形による創作劇に音楽を付けたものである。対象学

生は１，2年次に領域表現を既に学んだ学生（3年生11名・4年生1名）であるが、音楽劇の中で

も人形劇に取り組むのは初めてである。発表では音楽劇制作導入段階での全員で行ったワーク、

制作段階では対話的なグループ活動の姿、実演の様子（VTR）を取り挙げる。また、導入段階に

行ったアンケート、制作・練習段階でのアンケート、発表後のアンケートでは、アクティブ・ラーニ

ング実施時における 3つのポイントから、今回の活動について検証する。 

保育現場では保育者同士、協力して保育活動を作り上げることが多く、保育現場でもこのアク

ティブ・ラーニングの視点から保育を見直す実践が、多く報告されている。保育現場と養成校の

学びが隔たりあるものでなく、両者つながるようなものとなるよう、本研究を通して、より効果的な

アクティブ・ラーニングを活用した表現活動の学びについて具体的に考える機会としたい。 

１）古根川円（2017）「保育者養成校における音楽表現活動からの学び-アクティブ・ラーニングから協働へ-」,至誠館大学研究紀

要 4巻,pp17-26 
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保育者・教員養成課程におけるリモート合唱活動の展開 

 

宮澤 多英子 

川口短期大学 

 

 本研究の目的は、保育者・教員養成課程においてリモート合唱を取り入れた対面での音

楽授業を計画・実践し、リモート合唱の特性を生かした授業構成の視点が、学習者の表現

や鑑賞の活動にどのような影響を及ぼしたのかを明らかにすることである。 

保育者養成の音楽授業における歌唱活動は、童謡や手遊びうたなど子どもが歌ううたを

歌唱する活動が大半を占め、学生自身が表現の主体となり、思いや意図をもって他者と歌

唱表現をつくりあげる活動の機会が少ないのが現状である。歌唱の中でも合唱は、自らの

声を媒体として大勢の人と一つの音楽をつくり出す表現である。保育者を志す学生にとっ

て、子どものうたの歌唱だけでなく、他者と協働的に表現をつくりあげる合唱活動の経験

は、子どもの表現を支える感性や表現力の育成に対し、意義があると考える。 

このような考えを基に、2021年度より指導を担当することになった保育者・小学校教員

養成課程の音楽授業では、大学祭での舞台発表に向けた合唱活動を行う計画であったが、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により発表の半月前に対面での合唱発表が急遽中止と

なった。そのため、従来の活動計画を一部変更し、動画での合唱発表に向けたリモート合

唱活動を対面での音楽授業に導入し、合唱活動を継続することにした。 

研究の方法は、まず用語の定義とリモート合唱に関する先行研究の検討を行う。次に、

時空間の制約を受けないリモート合唱の特性を生かした授業構成の視点を取り入れ、授業

を計画し、実践する。そして、授業構成の視点として取り入れた「リレー形式による合唱」

と「リモート合唱音源との合唱」の 2点が、学習者の表現や鑑賞の活動にどのような影響

を及ぼしたのか、授業記録やワークシートの記述内容、授業後のアンケート調査を分析し、

考察を行う。 

実践では、「リレー形式による合唱」について、他クラスの合唱とのつながりを意識した

上で、クラスの担当箇所の強弱や歌い方などに対する表現の工夫がみられた。また、身体

表現を考案する活動では、指導者が他クラスの表現を伝達する橋渡し役となることで、他

クラスの身体表現への共感に基づいた表現の発展が活動の中でみられた。「リモート合唱音

源との合唱」については、リモートと対面が共存する合唱に対して、学習者が楽しさを感

じ、肯定的な情意を示す結果となった。 
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音楽授業におけるICT活用術 

－卒業生ネットワークを活用した情報共有－ 
園田 葉子 

大阪音楽大学 

 

本研究では、「一人一台端末」の時代に音楽授業でICTがどのように活用されているかを、

現役の音楽教員である本学卒業生たちとのネットを通した情報共有を通して明らかにする。

そこでの発言をもとに、「一人一台端末」の環境を活かした、音楽授業におけるICT活用術

について、いくつかの示唆と課題を示す。 

本学には、数年前より、学校現場で音楽教員として働いている本学卒業生、教職をめざ

す在学生をメンバーとするネットワークがあり、「キャリア支援センター」・「教職支援室」

のサポートもあって定期的にZoomによる情報共有を図っている。この4月には、【GW企画

_センパイに聞く！ 学校現場のICTはコレ！！】と題し、卒業生それぞれの学校でICTを

具体的にどう活用しているかについての座談会を実施した。（参加者は22名） 

さて、約２時間に及ぶ座談会では数多くの事例が紹介された。その発言及び事後感想を

整理・分類することで、音楽授業でのICT活用の現状について次の3つの示唆を得た。 

① 音楽情報（音源、楽譜、鑑賞のプレゼンや感想、自演録音、創作作品等）を「一人

一台端末」を活用して共有する、やり取りすることの便利さ 

② 創作アプリ内「バーチャル楽器」を、本物の楽器演奏前に練習で活用する便利さ。 

③ それぞれの学校のICT環境の違い（音楽室のWi-Fiの有無、端末・アプリの種類、

個人情報保護のための制約、周辺機器の種類、教員用端末の有無、保管方法等） 

①と②は、授業のねらいをより効率的に達成するために、「一人一台端末」だからこそで

きる有効活用という点で、参加者の注目が集まったといえそうだ。また、③については、

現場の制約がせっかくの「一人一台端末」を活かしきれず、環境整備がまだまだ必要とい

う点での課題が見えたといえよう。 

ところで、今回の卒業生ネットワークを活用した座談会だが、参加者からは大変参考に

なったと高い評価を得た。ICT のように、活用が未開拓で学校間の差がありすぎる分野で

は、広く情報交換できる場が必要と改めて実感した。特に、音楽教員の場合、各校に 1人

多くて２人という現状もあり、事例を共有できる、悩みを共有できる、元気をもらえる場

としてネットワークが果たす役割は大きい。このような「つながり」を作り機能させてい

く支援をすることもICT課題の解決に向けた取り組みであるといえる。「ICT活用の悩みは

ICTによるつながりで解決！」なのである。 
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自由研究４-２ 

 

ICTを用いた「子どもの歌」の指導法とその研究（２） 

－オンデマンド課題による授業外学習への波及－ 

 

河合 玲子 

名古屋女子大学短期大学部 

 

 令和 2 年より世界を震撼させた新型コロナウィルスによる感染は、2 年以上を経た現在

でも収まる気配を見せず、令和 4年 7月には第 7波を迎えている。感染経路は唾液による

飛沫感染とされ、それを防ぐことが最も有効の手段といわれている。対面授業を実施した

場合、マスク着用、人と人との距離の確保、手洗い、アルコール消毒など、音楽の授業を

進めるにあたり、配慮しなければならない事項が多いといえよう。特に歌唱活動は、依然

として、マスク着用をしたまま大声をなるべく出さないような方向での活動となり、本来

であれば、しっかりした活舌で表情豊かな表現で歌唱すべきところ、小声で、マスク着用

で表情も見えないことから、消極的な学修にならざるを得ないといえる。 

 筆者が勤務する養成校の「子どもの歌」に関する授業は、「歌とピアノの技術」を、第一

部の学生は 1年次の後期、第三部の学生は 2年次の前期に履修している。そして、筆者は

「子どもの歌」の歌唱法を担当している。令和 2年度前期の授業については、第 1波が収

まった令和 2 年 6 月より授業を開始し、対面授業で極力歌唱しない方針で指導を行った。

そのため、指導内容は、曲の紹介程度となり、学生は、「子どもの歌」を十分に理解し、歌

唱するこができなかった。その反省を踏まえ、後期からは、学生が歌唱できるような方法

を検討するということで、勤務校で利用可能な LMS（学習管理システム）を使用して、

オンデマンド授業を実施した。この方法は令和 4年度の前期においても継続している。 

昨年度の発表では、学生が ICTを活用して「子どもの歌」を学修した授業内容と実践内

容の研究を行い、良かった点として、30分の対面授業では、1回の授業で 4曲が限度であ

ったのが、7 曲程度の学びにつなげることができたことと、スマートフォンを利用するこ

とから、歌詞の意味やわからない語句があった場合の検索、手遊びの動画サイトなどの利

用、授業外学修に切り替えたことで学修の幅が広がったといえる。オンデマンド課題によ

る「子どもの歌」の学修について、学生からはおおむね好評であったが、半面、自学自習

の苦手な学生へのサポートが不十分であったり、動画の視聴を学内において大勢で閲覧し

たりするなど、学外学修の方法の研究が十分であったとはいえなかったことがわかった。 

本研究では、学生の学外学修に着目し、課題の内容、学生の取り組みについて報告する。 
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自由研究４       

 

音楽科授業におけるC-Learning運用の実践 

 

髙田 喜夫 

大分県立芸術文化短期大学 

 

本研究は、短期大学音楽科及び専攻科の授業における「C-Learning」運用の実践報告と

その効果について考察するものである。 

筆者の勤務する短期大学及び専攻科（以下、本学）では、対面式やオンライン（ライブ

配信やオンデマンド型）、それらを複合したハイブリッド型など、様々な形態の授業が行わ

れているが、これらの授業を補助するシステムとして、「C-Learning」というICTツールを

利用している。この「C-Learning」は、株式会社ネットマンが提供する校務・学習支援サ

ービスで、操作は、パソコン、タブレット、スマートフォンで行うことができる。実施で

きる内容は、出欠管理、アンケート、小テスト、ドリル、教材の提示、学生への連絡、レ

ポート提出などである。 

「C-Learning」は、2018年度に本学の国際総合学科において、授業の活性化や効率化を

目的に導入された。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン授業の

実施を余儀なくされ、教材の提示やレポートの提出等、多くの面で困難が生じることとな

り、2020 年度に全学科で導入することが決定した。筆者が担当する授業では、「オーケス

トラ」、「吹奏楽」、「合奏」、「音楽科教育法」などで利用している。 

 筆者の担当する授業における「C-Learning」の運用方法と効果については、次の通りで

ある。①教材の提示機能を利用することにより、資料や作成した楽譜などの教材を準備（印

刷、配布など）する時間が、大幅に削減された。また、授業内で録音した演奏などをその

場で登録することが可能なため、個人やグループで演奏を聴きながら振り返りや音楽表現

の工夫を考えることが容易になった。さらに、教材の提示機能では、様々な種類のデータ

を登録することが可能なため、より多くの教材を提示することも容易となった。②アンケ

ート機能を利用することにより、振り返りシートなどの作成、配布・回収、未提出者の確

認、学生からの質問への回答が容易になった。③小テスト機能については、ドリル機能と

連動することで、小テストと同じ内容を学生はいつでも復習することが可能となった。 

 以上のように、「C-Learning」を運用することで多くの面において効率化を図ることがで

きた。今後は、運用による学習効果や他のICTツールとの比較について研究していきたい。 
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自由研究４ 
 

情報機器を活用した支援方法による歌唱表現の技能の取得  
－情報機器による音声表現の有効性 － 

 

佐藤 和貴 

高崎健康福祉大学 

 
 各校種の音楽科学習指導要領では、歌唱分野における「技能」に関する資質・能力の一

つとして、他者と音を合わせて歌うことのできる技能を身につけることがねらいとして示

されている１）。高等学校までには、自分が歌っている音の高さやリズム、声の音色などを

揃えて歌う技能を身につけることが期待されている。こういった技能の習得のためには、 

歌唱の活動の中で、他者の声を聴くこと、聴きながら自分の声を合わせるというプロセス

が大切である。習得のためには、発声を通した他者との聴覚的なフィードバックによる方

法が有効であるが、男女の音域の違いや、他者との声質の違いなど、個々の生徒の実態に

よってうまく習得することができない例が散見されてきた。どのような音楽経験の生徒で

も、効果的に音の高さなどの表現の違いを感じ取ることのできる方法が求められている。 

 そこで本研究では、近年、音楽教育でも実践例と有効性が報告されている情報機器を活

用した聴覚的なフィードバックによる教育実践を行った。実践は、情報機器の特性を利用

し、発音された声が自身の声質のままフィードバックされ、さまざまな音程を聴き比べる

ことが可能となるシステムを活用した練習方法である。研究の目的は、他者の音声では音

を合わせることが難しかった生徒でも、情報機器を活用したフィードバックの方法により、

技能の習得に有効性が見られるか検証することである。方法は、研究協力を得た高校生に、

聴き取った音程と同じ音程を発声する練習を、①著者の声による練習と、②システムを利

用した自分自身の音声による練習の２つのフィードバック方法によって行い、実際に発音

できた音程を比較し、検証を行った。実践の結果、著者と発声練習では発音できなかった

音程が、システムを利用した練習では発声できるようになった生徒が多く見られた。他者

との音のフィードバックでは音程の相違を感じ取ることが難しかった生徒に対し、自身の

声質によるフィードバックの練習が、技能の習得に効果がある可能性が示唆された。 

 
１） 文部科学省(2017)「小学校学習指導要領解説（平成 29 年告示）解説 音楽編」pp.34-35，文部科学省(2017)「中学

校学習指導要領解説（平成 29 年告示）解説 音楽編」pp.41-42，文部科学省(2018)「高等学校学習指導要領解説（平成

30 年告示）解説 芸術（音楽 美術 工芸 書道）編 音楽編 美術編」pp.32-33. 
付記：本研究は，JSPS 科研費 21K028730001 の助成を受けたものである。また、本研究で使用したシステムは、ドイ

ツ公営メディア芸術センターZKM 客員芸術家の及川潤耶によって創作されたものである。 
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自由研究５ 

 

生成の原理から考える音楽活動の学習マネジメント 

 

 

桑原 章寧 

貞静学園短期大学 

 

 生成の原理とは、「一つは、音の組織化によって外部世界に音楽を表現することで、あと

一つは、この音の組織化の過程で内部世界の経験に意味が付与され経験が生成されること

である。」１）とある。この原理によって導出された指導内容からその評価が明確にされた。 

 しかし、同じ指導内容と評価に基づいた授業実践を行っていても、対象のクラスや年に

よって学習者の反応は様々である。今回はこのような生成の原理に基づく音楽科の授業実

践において、どのような学習マネジメントが重要となるのか教師の発言内容から省察した。 

 対象としたのは、筆者自身が行った A高等学校保育者コースで行ったリトミックの授業

である。そこで、いくつかの活動を取り上げ、その中で指導者が発言した内容と、その発

言からどのように学習活動が進められたのか省察した。一つ例を挙げると、円になって座

り拍回しからボール回しをする活動において、「隣の人に拍を回してください。」という教

師の言葉から活動を始めた。この際、学習者に見られたのが等拍で回す、不等拍で回す、

あまり相手に拍を受け渡す意識なく単に手をたたいているといった反応である。一巡した

ところで、「次は等拍で回してみましょう。」という教師の発言から全員で拍を打つ中でテ

ンポを共有し活動を繰り返した。その結果、等拍で相手に渡すという意識で活動が展開さ

れた。次にボールを回す活動では、「このボールはみなさんの大切な物です。一番大切な物

を渡すように隣の人に優しく渡してみましょう。」という教師の発言から活動を始めた。す

ると今度はお互いに相手を意識して優しくそっと渡す姿が見られた。 

 このように、教師が最初に発言する内容(マネジメント)によって学習者の反応は大きく

変化するものである。ただし、最初から混乱を避けこと細かく指示してしまうと、学習へ

の深まり、すなわち内部世界の生成に寄与する活動とはなり得ない。重要なのは、活動の

場面で教師がねらいに沿った活動へと修正する発言(マネジメント)をすることである。こ

のように活動を修正する発言によって、最初に行った活動と次に行った活動の違いが学習

者自身にも認識され、内部世界の経験に意味が付与され経験が生成されるのである。 

 
１） 日本学校音楽教育実践学会編「生成を原理とする２１世紀音楽カリキュラム」2006 東京書籍,p12 
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自由研究 5      

幼児期における感性を育む表現活動の構造 

－デューイの直接経験に着目して－ 

横山 朋子 

畿央大学 

 

 芸術における表現とは、「考えやイメージや感情等の内なるものを、音や色や線や身体の

動きや言葉等の質的な媒体を通して外に出す」1ことである。幼児期は、自分が直接関わり

親しんだ具体的なものを手掛かりにして、イメージを形成し物事を受け止める時期である

ため、幼児期の表現活動においては、まずは心動かす出来事等に直接触れ、感性を働かせ

て「内なるもの」をため込むことが大切になる。ここに、学童期の子どもの教育とは異な

る幼児期の発達的特性に即する幼稚園教育の特質 2をみることができる。 

幼稚園教育において自然のもつ意味は大きい 3とされ、高橋ら(2007)4は、直

接的な自然体験が知的能力、感性、身体機能の発達に影響を与え、全人的成長

を促すことを明らかにしている。実際の幼稚園教育現場においても、子どもが

身近な自然に働きかける姿はほぼ毎日のように見られ、そこに表現が生じる場

合もあるが、それらが研究の俎上にのることはほぼない。その理由として理論

が確立されていないことが考えられる。 

そこで、筆者は J.デューイの直接経験の概念に着目し、直接経験から表現が

生じる過程を明らかにすることを試みた。そして、直接経験から表現が生じる

過程は「直接経験における感覚的質の獲得」「表現的衝動の発生」「素材から媒

体への変化」「新旧両経験の結合」「新旧両経験の変化」という過程を経ること

を導き出した 5。本発表ではこの発展として、幼児期の発達的特性を踏まえた表

現活動、即ち幼児期における感性を育む表現活動はどのような構造をもつのか

を明らかにすることを目的とする。 

 方法としては、まず、幼児期における直接経験の位置づけを検討する。次に、

直接経験から表現が生じる事例を分析・解釈し、表現の構造を導き出す。最後

に感性を育む幼児期の表現活動の教育的意義を考察する。 

 
1 長谷川真由「表現の論理」『音楽教育実践学辞典』音楽之友社,2017,34. 
2 森上史郎「幼稚園教育の基本」『保育用語辞典』ミネルヴァ書房,2015,4. 
3 文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館,2018,209.  
4 高橋多美子・高橋敏之「幼児期における自然体験の重要性の再検討と教育的意義」理科教育学研究第 48巻第 1号,51-61. 
5 横山朋子「直接経験から表現が生じる過程 幼児の表現活動の観察事例を通して」日本デューイ学会紀要第 59巻,2018, 

131-139. 
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自由研究５      

幼小接続期における音楽科の在り方 ２ 

－スタートカリキュラム音楽活動の効果－ 

 

平出 久美子 

新潟大学附属長岡小学校 

 

 幼小接続期における音楽科の在り方 第１年次実践において、音楽を通して幼小接続をす

ることにより、楽しみながら自然なかかわりが生まれた。一人遊び、平行遊び、連合遊び

へと段階を追い、かかわりを広げる活動を組織したことで抵抗なく他園の仲間とのかかわ

りが生まれた。また、他教科と連携した校庭の森での学習は子供にとって安心して活動で

きる場となるという成果を上げた。一方、スタートカリキュラムの校内体制の確立が課題

となった。１）国立教育政策研究所の幼小接続期カリキュラム全国自治体調査では、柱立て

やより詳細な視点に沿い、幼保小のつながりを示し、子供の学びや育ちのつながり（協同

性，学びの芽生え等）を示す工夫の大切さが示されている。２） 

本研究の目的は、幼小接続期において、音楽を通して子供の学びや育ちを繋ぐカリキュ

ラムを作成し、実践を通して子供たちの学びや育ちの様相を明らかにすることである。 

研究の方法は、実践的方法をとる。１年次実践を基にした幼小接続部会によるカリキュ

ラム作成、指導案作成、授業実践、協議、分析を通してカリキュラムの有効性を考察する。

その際、朝の登校から１時間目の始まりまで園での生活を基盤とした学びを位置付ける。

さらに入学１週目から４週目まで遊びから学習への比重を増やし、複数の職員で担当でき

るカリキュラムを作成する。抽出児を中心とした学びや育ちの様相について分析する。 

実践の内容は、１年次の研究から明らかになった成果と課題を基に、幼小接続部会にお

いてカリキュラム編成会議を実施。入学直後は、朝の時間に毎回音楽活動を取り入れた。

その際、教師が一方的に活動を与えるのではなく、子供たちに園での音楽遊びの実態を聞

き活動に取り入れたり、子供たちの発案による探究活動を組織したりした。 

音楽科幼小接続カリキュラムを通して、登校から１時間目の始まりまで、入学直後から

１か月間、段階的な学びや育ちの様相、意欲の高めていく姿が見られた。幼小接続期の音

楽科カリキュラムや、子供の学びや育ちを繋ぐ環境構成について考察する。 

                                                   
１）

平出久美子「学校音楽教育実践論集第 5号」2022   

２）
国立教育政策研究所「幼小接続期カリキュラム全国自治体調査」2015 
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自由研究５      

 

音楽活動における遊びの意義と教材性について 

 

森保 尚美 

広島女学院大学 

 

本研究は、音楽と人間の根源的な関係から、小学校の授業における音楽活動の在り方を

考え、遊びの見地から音楽活動をとらえ直すことを目的としている。 

「音楽活動」という概念は、音楽科で当たり前に共通認識されているが、昭和 26年の試

案、昭和 33年、43年、52年、平成元年の音楽科目標では「音楽経験」を通すことの重要

性が謳われていた。「音楽活動」を通した能力の育成は、平成 10年以降の学習指導要領の

改訂から現在に至るまで重視されていて、音楽科の全分野で「活動」が取り入れられてい

るだけでなく、学校で行う全ての取り組みも「学校教育活動」と表現される。 

「学校教育」と「活動」の親和性は、ジェローム・ブルーナーを代表とする発見学習や、

1960年代以降に「教育の現代化」と呼ばれる潮流のなかで支持されてきた系統学習に基づ

く教育観、目指す子ども像として、アクティブに活動しながら学ぶ主体的学びのイメージ

と相性がよいことに起因するのではないかと考える。 

しかし、一方で、「遊び」を経験する音楽の価値も看過できないのではないか。園では保

育として「遊ぶことそのものが目的」という認識が定石である。しかし、小学校では「遊

び」は休憩時間に行い、「学習」が授業に行うものと整理されることが多く、子どもと実践

者の目的意識は到達すべき能力の獲得へと向かう。ここでは、学びとして成立する授業が

教師に課せられた役割である。心身の発達に応じて、各教科で育成すべき汎用可能な能力

を体得することは当然必要であるが、音楽と人間の関係に存在する音楽の多様な機能や、

遊び経験の面白さを、音楽活動として従来以上に幅広く扱うことはできないだろうか。 

本発表では、「リズムもハーモニーも完全に同じ意味で遊戯の因子であるとともに、音楽

の因子でもある」１）。と述べたヨハン・ホイジンガや、それに続くロジェ・カイヨワの遊

びの概念などの文献研究を中心として「プロセス」や「働きかけ」について整理する。ま

た、「文化を感じる音楽活動」として実践した小学生異年齢小集団のワークショップにおけ

る子どもの発言内容を考察して遊びの見地から音楽活動をとらえなおし、見解を述べる。 

                                                   
１） J.ホイジンガ、高橋英夫訳（1971）『ホモ・ルーデンス』pp.270-271、中央公論社、 
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課題研究 

「生成の原理」に基づく音楽科授業における教科内容の体系 

その１ 生成の原理に基づく音楽科の教科内容 

 

●趣旨 

平成 29 年改訂学習指導要領において資質・能力（コンピテンシー）ベースの教育課程への転

換が掲げられた。この資質・能力の育成は、教科内容（コンテンツ）とのかかわりがあってこそ

実現するものである。音楽科の授業で子どもはどのような対象と相互作用するのか、対象を明確

かつ具体的にし、それらを体系づけることで資質・能力はより育成されやすくなる。「この教材で

何を教えるのか」という実践における教科内容についての問題は、実践者に任される部分が未だ

大きく、教育実践と関わらせた教科内容のあり方の究明は喫緊の課題といえる。 

一方、本学会では「生成の原理」に基づいて『21 世紀音楽カリキュラム』『音楽科カリキュラ

ムと授業実践の国際比較』『日本伝統音楽カリキュラムと授業実践』を出版してきた。それらの研

究を通して教科内容はかたち・なかみ・背景・技能の４側面で捉えられるという知見を得てきた。 

そこで、2022年から 5ヶ年計画で取り組む課題研究のテーマに「『生成の原理』に基づく音楽

科授業における教科内容の体系」を設定した。その目的は、「生成の原理」に基づく教材研究およ

び実践研究を通して、音楽科における教科内容の体系を構築することにある。１年次は音楽科の

授業研究においてなぜ「教科内容」に注目するのか問題意識を共有し、「教科内容」の授業におけ

る具体としての「指導内容」とはどういうものなのかについて授業実践事例を材料としたパネル

ディスカッションを行う。 

 

●内容 

司会：横山 真理（東海学園大学） 

１ 趣旨説明                         鉄口真理子（鳴門教育大学） 

２ 基調講演 

「教科内容の体系性」           西園 芳信（聖徳大学、日本教科内容学会副会長） 

３ 話題提供 

「音楽科の学習指導要領における教科内容」  臼井 学（長野県教育委員会、前文部科学省教科調査官） 

「音楽作品にみる音楽科の教科内容」               中島 卓郎（信州大学） 

４ パネルディスカッション 

「生成の原理に基づく音楽科授業実践にみる教科内容」 

  西園 芳信・臼井 学・中島 卓郎・大和 賛（京都教育大学附属桃山小学校） 
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音楽科プログラム案 
授業者：大和 賛 

 

1. 指導内容：〔共通事項〕反復と変化 

〔指導事項〕鑑賞(1)ア、イ 

2．単元名 ：反復と変化を意識して《威風堂々 第 1番》をきこう 

3．対象学年：小学校第 5学年 

4．教 材 ：《威風堂々 第 1番》エルガー作曲（NHK名曲アルバムイギリス編より） 

5．本教材における教科内容について 

教科内容の 4側面 内容 

形式的側面 ・主部(A)と中間部(B)という 2つの対照的な主題の知覚 

・主部(A)と中間部(B)の反復と変化についての知覚 

・「序奏-A-B-A-B-Coda」という構成の知覚 

・中間部(B)の反復における強弱の変化についての知覚 

・中間部(B)の反復におけるテクスチュアの変化についての知覚 

内容的側面 

※授業者による一例を下線

で示す。 

・主部(A)主題のリズム・強弱が生み出す勇ましく前進する感じ 

・中間部(B)主題の旋律・強弱が生み出す悠々とした流れるような感じ 

・主題（A）の反復が生み出す再び勇ましく前進し始める感じ 

・中間部(B)の再現における強弱の変化が生み出す悠々のみならず、歓

喜している感じ 

・中間部(B)の再現におけるテクスチュアの変化が生み出す悠々のみな

らず、華やか、パレードの中を歩いている感じ 

技能的側面 ・楽曲全体における反復と変化の効果を理解し、楽曲全体から得られ

る価値を批評文にあらわす技能 

文化的側面 ・行進曲にみられる特徴をもつことの理解 

・トリオと呼ばれる中間部(B)をもつことの理解 

・中間部(B)は主部(A)とは対照的な、旋律的な曲想であることの理解 
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6．指導計画：（全 3時） 

 

7．単元目標・評価規準 

〇知識・技能 

反復と変化について理解して楽曲全体の良さを味わい、イメージしたことを根拠をもっ

て言葉で人に伝えることができる。 

〇思考・判断・表現  

反復と変化を知覚し、それが生み出す特質を感受し、楽曲全体の味わいにつなげる。 

〇主体的に学習に取り組む態度  

反復と変化に関心をもち、意欲的に聴いて話し合いに参加し、紹介文を書くことに取り

組んでいる。 

ステップ 学 習 活 動 時数 

経 験 《威風堂々第 1番》を聴き、反復と変化に気づく。 第 1時 

第 2時 

 

第 3時 

分 析 反復と変化を知覚・感受し、鑑賞への手がかりを得る。 

再経験 
反復と変化を知覚・感受したことを手がかりに、反復と変化を意識し
て《威風堂々第 1番》を聴き、紹介文を書く。 

評 価 紹介文を交流する。 
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令和４年度 日本学校音楽教育実践学会 総会次第 

 

 

 

１ 開会の辞                        清村代表理事 

 

２ 代表挨拶                        清村代表理事 

 

３ 議長選出 

 

 ４ 議事(案) 

（１）総会の成立要件について 

（２）令和３年度事業報告（第27回全国大会まで）とその承認 

（３）令和３年度会計報告とその承認 

（４）令和４年度事業計画案（第27回全国大会以後）とその承認 

（５）令和４年度予算案とその承認  

（６）支部理事の改選と承認 

（７）編集委員の改選と承認 

（８）常任理事の選出方法について 

（９）その他 

 

５ 報告事項(案) 

（１）各種委員会報告 

＊編集委員会 

＊研究奨励賞審査委員会 

（２）第28回全国大会の日程・会場について 

 

６ その他 

 

 

 

 

※オンライン開催のため、第15回（2020年度）、第16回（2021年度）、第17回（2022年度）研究奨励賞受賞者

への授与式は、第28回大会（2023年度）以降に状況を勘案して実施する。 
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自由研究 6 

日中両国の小学校教員の授業構成から見た教員の資質能力向上に関する研究 

―教員養成の音楽科教育の授業改善を目指して― 

 

董 芳勝（創価大学） 

 

研究の目的と方法 

 日中両国の小学校で行っている「同課異構」の授業実践交流から見た教員の資質・能力

の向上を促進する理論的な視座を求めることを目的としている。そのために、教員の教育

観と子ども観及び授業観という 3 つの視点からその実践交流の授業分析し、教員の力量向

上のための養成カリキュラムの視点を考える。昨年の本学会での研究発表は、その視座を

得ることができたが、本研究では、その教員の資質・能力の向上を促すカリキュラム改善

の示唆を求めていきたい。 

研究の内容 

 昨年の研究では、国際的な小学校の教科での授業実践交流についての先行研究から、音

楽科における国際的な授業実践交流の意義を明らかにした。それは、音楽科における「同

課異構」の授業実践交流より教員の教育観や子ども観、授業観を具現化した教員の資質・

能力の向上を促すができるからである。しかし、これは、現状の教員養成課程において、

単独とした各教科教育法的なカリキュラムに限っており、教員の資質・能力向上を目指す

全体的なカリキュラム構成ではまだ多くの課題が残っていると教科内容学の分野より指摘

されている 1)。 

 本研究の結果、教員のグローバルな資質・能力向上を促す教員養成カリキュラム構成に

おいて、個々の子どもと学習内容の接点に着目する「重点」「難点」の授業構成内容は、教

員の質高い臨機応変力と子どもの創造性を育むカリキュラム構成が必要となる。また、個々

の子どもとクラス全体としての「ひとりの子ども」との織りあいの子どもの捉え方と、動

的な授業の捉え方を反映できる教員養成カリキュラムの科目を設置することが必要となる。

この 2 つの要点は、教育学や児童心理学などの基礎理論系科目だけでなく、実践科目との

横断的な図る内容を考えていくことが可能となる。 

 
1) 教科内容学では、教科内容の関連から学習指導内容や適切な指導法の開発の可能を問っている。新井知

生(2015)「『教科内容学』研究の成果と課題―教員養成カリキュラムにおける教科専門の授業の在り方

を中心に―」、『島根大学教育学部紀要(教育科学)』第 49巻、pp.27-36。胸組虎胤(2020)「教科内容学

から見た教科の学修内容と学習過程：理科との関連も含め」『鳴門教育大学研究紀要』第 35巻、pp.60-73 
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自由研究６       

韓国初等学校における「統合教科」に関する研究 
 

佐藤真由子 

立命館大学 

本発表の目的は、韓国初等統合教科における国楽(伝統音楽)に着目し、教科書ならび

に教師用指導書の分析を通してその内容構成と音楽的特質を明らかにすることである。 

我が国でも、伝統音楽に親しみ、よさを一層味わえるようにしていくこと、生活や社

会における音や音楽の働き音楽文化についての関心や理解について更なる充実がもとめ

られているところであるが、韓国では、「わらべ歌を親しんで歌う」「韓国の伝統芸術に

関心をもち、親しむ」と伝統文化に関する内容が幼保共通課程であるヌリ課程に盛り込

まれている。そして、その経験は、小学校低学年の統合教科「楽しい生活」と接続し、

小学校３年生以降の芸術教科(音楽・美術)の学習へと移行されている。つまり、韓国で

は、遊びや表現活動を通して多様な感覚、美しさ、楽しさを味わい楽しみながら習得し

た経験と教科学習が円滑に接続できるように、子どもの発達段階に即したカリキュラム

が構成されている(金・澤田2016)。 

本研究が着目する「統合教科」とは、韓国の初等学校１・２学年に設置されている「正

しい生活」「賢い生活」「楽しい生活」の３つの教科をさし、「楽しい生活」に音楽、美術、

体育を融合した形で編成されている(イ2016)。 

こうした韓国初等統合教科を考察の対象とすることは、我が国の幼小接続期における

教科等を超えて子どもの生活経験から多様な音楽経験を構築する音楽学習を構想するう

えで意義があると考えられる。 

上記を踏まえ、本発表では、子どもたちの発達段階を考慮し、生活経験に根差した「主

題」に基づいて学習が構成されている韓国の初等統合教科「楽しい生活」における国楽

に着目し、国楽のジャンルや教材としての位置づけ及び教材における音楽的な学びの要

素を視点として教科書及び教師用指導書の分析を行う。主題を中心として「実践(正しい

生活)」、「探求(賢い生活)」、「表現遊び(楽しい生活)」が多層的に融合されている統合教

科において、国楽がどのような位置づけで内容構成され、どのような音楽的特質がある

のか明らかにしたい。 

                    

イ・ファンギ(2016)「小学校校１-２学年統合教育課程の領域の意味と幼稚園ヌリ課程及び小学校３-４学年教科群教

育課程との連携探索」『統合教育課程研究』 第10巻 pp.23-47(韓国語) 

金奎道・澤田篤子(2016)「ヌリ課程から『楽しい生活』に至る韓国の幼保小接続－伝統文化・伝統音楽における指導

内容と教材および学習環境を中心に－」『洗足論叢』 第44号pp.1-14  
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自由研究 6      

 

鑑賞学習における文化理解と音楽的思考の機能 

－聴き方の変容に着目して－ 

 

安藤 江里 

 松本大学 

 

 高等教育における鑑賞教育の意義は、音楽の特徴と文化的・歴史的背景との関わりや他

の芸術との関わりを理解し、文化や芸術としての音楽の意味や価値を見出すことにあると

考える。しかしながら大学の一般教養として実際に学生と接していると、そのような視点

での学習経験の機会はほとんど無く知識も不足している。本学の授業実践では西洋音楽史

を中心に文化的・歴史的背景と音楽文化の関りを理解し、関連する作曲家の楽曲や芸術に

触れて鑑賞し、知覚感受を深めている。学生は毎回のテーマに沿って学習し、これまで触

れたことのない楽曲についても文化的・歴史的背景を知ることで、より音楽的な捉え方が

できるようになる。これまでの学生のレポートや作曲家新聞の作成からは、文化的・歴史

的背景や作曲家のことを探求することでイメージや聴き方に変化が生じることが明らかに

なっていた。では具体的にどのように聴き方が変容するのであろうか。 

本研究では、鑑賞学習における文化理解と音楽的思考の働きによって、楽曲の聴き方が

どのように変化するのか明らかにすることを目的とする。研究方法は楽曲を聴く観点を提

示して学習前後で楽曲の聴き方の違いについてアンケート調査を行う。記述内容は KH 

Coder１）を用いてテキストマイニング及び共起ネットワークの手法による分析を行い、学

生の聴き方の変容についての考察を試みる。 

具体的な事例としては、まずバロック時代の音楽様式であるカノンについて取り上げる。

学生も聴いたことのあるパッヘルベルのカノンを鑑賞し、楽曲の第一印象やイメージを記

述してもらう。次に文化的・歴史的背景に触れ、作曲家やカノン様式の解説を行い、再度

鑑賞する。その際楽譜に示した旋律が追いかけるように重なっていることが聴きとれたか

や、聴き方の変容について記述してもらう。他にも古典派時代の形式美を重視した中での

ソナタ形式やロマン派の音楽における文学的な表現手法など、文化理解と音楽的思考を結

び付けながら理解することで生じる聴き方の変容に着目する。今回は学生がどのように楽

曲を捉えているのかを記述内容のテキストデータ分析から考察し発表する。 

                                                   
１）

KH coderは樋口耕一氏によって開発されたテキストマイニングのソフトである。 
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自由研究６       

「伝統や文化」を取り入れた 

小学校音楽科授業の開発と検討 Ⅱ 
 

桐山 由香 

大阪青山大学 

 

１． 研究の目的  

本研究は、子供の内面に生成される文化価値の段階を高め、音楽的能力の成長が示さ

れる伝統や文化を取り入れたふしづくりの授業の開発を目的とする。  

２． 研究の方法  

本研究の具体的な取り組みは、以下のとおりである。  

第１に、伝統や文化を取り入れたふしづくりの小学校音楽科授業について、先行研究

の調査を通して明確にする。 

第２に、授業の分析より、伝統や文化を取り入れた小学校音楽科授業による子供の文

化価値の生成や音楽的成長を検討する。 

第３に、授業の分析から得た特性に基づき、授業を開発し、授業の効果を検証する。 

本研究では、中村(2017)の「文化を基軸とする社会科系教育の授業実践の類型」１）を

参考に授業を構成し、スワンウィック(1994)の子どもの「音楽的発達の３要素（マスタ

リー、模倣、想像的な遊び）」２） の繰り返し、さらに古田(1977)の「５つの音楽的発達

の分類」３）を活用して、ふしづくりの授業を検証した。 

３． 結果 

「文化価値理解」、「文化価値形成」、「文化価値創造」の過程に沿って，子供の内面に

文化価値が生じていることや、スワンウイックの子どもの「音楽的発達の道筋の３つの

要素（マスタリー、模倣、想像的な遊び）」が確認された。また、古田の「５つの音楽

的発達」において、④音楽的理解力の発達以外の、①音楽に対する欲求力の発達、②音

楽的識別力の発達、③音楽的質の発達、⑤音楽的技術の発達の関りが確認できた。 

このことより、開発した「伝統や文化」を取り入れたふしづくりの授業の有効性が示

唆されたと考える。 

                 

   
１）

中村哲 編著 『文化を基軸とする社会系教育の構築』 2017 風間書房  
２）

スワンウィック(Swanwic,K.)『音楽と心と教育』 野波健彦、長島真人他訳 1994 音楽之友社 

３）古田庄平「音楽科教育の意義とその目的についての一考察」1977『長崎大学教育科学研究報告』第 24号 
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自由研究６ 

 

《壬生の花田植》における「音色」と文化的背景の関連 

－中学校鑑賞領域の授業の分析－ 

 

永井 美由紀 

岐南町立岐南中学校 

 

昨年度、郷土の音楽《壬生の花田植》を教材に鑑賞の授業を実践したときに、生徒は「音

色」の背景にある人々の想いや願いを感じ取っている様子（例：「サンバイの朗々とした歌

声から、稲がたくさん実ってほしいという想いや願いを感じた」という記述）があった。

このことから、生徒は「音色」と文化的背景を関連付けて音楽の理解を深めようとしてい

るのではないかと推察した。そこで今年度は、指導内容を「音色」として（昨年度は「テ

クスチュア」）学習指導案を構想した。最初に、生徒が聴いたり歌ったりする直接経験を通

して「音色」に気付く活動を設定した。次に、「音色」に対して知覚・感受した内容をグル

ープ内や全体で相互交流する活動を設定し、「声の音色」やささらを始めとした「楽器の音

色」が人々の何を表現しているのか、調べ学習を通して気付かせたいと考えた。このよう

な展開によって、生徒は《壬生の花田植》がもつ「音色」を始めとした特徴と文化的背景

の関連に興味をもつことの必然性が生まれるのではないかと想定した。 

本研究は、中学校生徒が《壬生の花田植》の「音色」と音楽の文化的背景をどのように

関連付けながら理解しようとしたのかについて考察することを目的とする。そのために、

中学校第２学年で実践した鑑賞授業の実践記録を分析する１）。分析の方法は、生徒のワー

クシート及び批評文の記述を解釈によってとらえる質的方法をとる。 

 分析の結果は次の通りである。例えば、「男性が唄を力強く歌っています。そこには、穀

物が丈夫に育ってほしい、たくさん実ってほしいという思いが込められている」（生徒 A

の批評文の記述）のように、サンバイの歌声の内容的側面の感受を伝えようとするときに、

調べ学習によって得た文化的背景に関する知識を結び付けて「音色」を捉え直し、音楽の

理解を深めていた。このような理解の深め方は、他の生徒の記述からも把握することがで

きた。もし、音楽的内容の側面の感受と文化的背景に関する知識との結びつきが薄い授業

展開であれば、生徒は自分の限定された生活経験に基づく知識に頼らざるを得ないだろう。 

今後は、示唆を得たことが他の鑑賞授業にも適応できるのか検討していきたい。 

 
１） 本研究は、本研究は JSPS科研費基盤研究(C)(21K02560)(研究代表者:横山真理)のもとで研究協力者として参画し、 

横山との協働により授業研究を進めた。 

-40-



自由研究 7       

なぜ音楽表現における協働的な探究過程が持続したのか 
－高等学校音楽科授業におけるギターユニット活動の分析－ 

 
横山 真理 

東海学園大学 
 
 対話のある協働的な学びは、学習指導要領においても音楽科を含むさまざまな教科の授

業においても強調されるようになって久しい。しかし、グループの仲間が協力して演奏を

工夫する場面においては、長時間かけて粘り強く音楽表現を充実させていく学びの過程が

成立しづらく、教師主導で演奏を仕上げていく結果に陥ってしまうことがあるだろう。あ

るいは、学習者相互の関わり合いが表面的なものや部分的なものにとどまったり、教師の

期待に反して、活発なコミュニケーションをとりながら演奏を工夫する姿が生まれなかっ

たりする場合もあるだろう。それでは、学習者同士が内面を伝え合い協働で音楽表現を探

究する活動が持続的に充実・発展する過程を支える条件は一体何なのだろうか。以上のよ

うな問題意識に基づき、本研究では、なぜ音楽表現における協働的な探究過程が持続した

のかについて、高等学校音楽科第一学年表現領域器楽分野の単元「声部の役割を意識して

ギターユニットによる《スタンド・バイ・ミー》の演奏を工夫しよう」におけるギターユ

ニット活動１）の分析に基づいて考察することを目的とする。2021 年度に X 高等学校の A
教諭が実践し(全 16 時間)、発表者は参与観察に入り授業記録を収集した。分析の結果、音

楽表現における協働的な探究過程が持続する条件について以下のような洞察が得られた。 
 (1)環境構成: 学習者同士が関わり合いながら音楽表現の仕方について試行錯誤すること

ができるように、十分な時間と空間(環境構成)を計画することが重要である。(2)「足場か

け」: 学習者同士が関わり合いながら音楽イメージを伝え合いまとまりのある音楽イメー

ジとしてする再構成することができるように、教師は複数の「足場かけ」を用意する必要

がある。特に、「知識」「技能」の習得に関する「足場かけ」は重要だ。用意された足場を

活用しながら、学習者は内面(思考・イメージ・感情)を伝え合い音楽表現を充実させてい

く。最終局面では「こうしたい、こうしよう」という意図が足場となり、まとまりのある

音楽表現が生成される。(3)形成的評価: 教師は(2)の「足場かけ」が効果的に機能するよう

に、学習者の学びの過程を形成的に評価し学びの過程にフィードバックする必要がある。 
 

１） 本研究は、JSPS科研費基盤研究(C)21K02560の助成を受け、東海学園大学研究倫理委員会の承認を得て実施して
いる。研究授業に参加する生徒及びA教諭の許可を得て実践記録を使用している。 
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自由研究７ 

 

器楽授業にみる表現の生成過程の比較 

—小学 4 年生と中学 1 年生の場合— 
 

清村 百合子 

京都教育大学 

 

 本発表の目的は、小学4年生と中学1年生それぞれで実施した同一教材による器楽授業

を対象に、表現の生成過程にどのような違いがみられるのか、またそうした表現の生成過

程にはどのような能力が働くのか、明らかにすることである。 

 研究の方法として、まず表現の生成過程について理論的に概観する。また表現活動を支

える諸能力について、本学会が提案している「生成の原理による音楽科授業にみるパフォ

ーマンス・スタンダード」を手がかりに整理する。そして小学４年生と中学１年生を対象

に富山県民謡《こきりこ節》の器楽授業を実践し、表現過程を記録する。逐語記録を分析

対象とし、表現の生成過程およびそこで中心的に働いた能力という２つの観点より分析し、

それら分析結果より発達段階を踏まえた器楽授業のあり方について考察する。 

本発表では表現活動について「生成の原理」に依拠する。「生成の原理」とは、学習者が

音楽の素材に働きかけ、自己の精神と相互作用する中で、外的世界に作品を生成し、それ

と相関して内的世界が生成されるという二重の変化が起きることである。これら二重の変

化は言い換えれば学習者自身の経験がつくりかえられることとなる。経験のつくりかえに

は「コミュニケーション」「興味」「音楽的思考」「知識・技能」という４つの能力が働く。 

そこで「①演奏の変化（外的世界）」「②認識の変化（内的世界）」「③経験のつくりかえ

に働いた能力」を視点として、小学４年生および中学１年生の器楽表現の過程を分析した。

分析の結果、小学４年生では《こきりこ節》の「躍動感」や「力強さ」というイメージに

支えられ、動きや掛け声など複数の媒体が連動した表現の生成がみられた。経験のつくり

かえには身体を通した「コミュニケーション」や「発想」の能力が顕著に働いていた。一

方、中学１年生では《こきりこ節》の「ゆったり感」や「のどかさ」というイメージに支

えられ、速度や間の取り方を意識した表現の生成がみられた。経験のつくりかえには「知

覚・感受」「手段と結果の関係づけ」「知識・技能」の能力が顕著に働いていた。 

以上より、経験の再構成という観点から学習者の表現活動を展開するためには、発達特

性の視点も取り入れて学習方法や環境を考えていく必要があるだろう。 
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自由研究７       

 

ＩＣＴを活用し、主体的・協働的に学ぶ音楽づくりの授業開発 
－第６学年「和音の音を使って旋律をつくろう」の実践を通して－ 

 

澁澤 宏美 

東京都世田谷区立旭小学校 

 

 答申「令和の日本型学校教育を目指して～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」１）において、学習指導要領の着実な実施と、これから

の学校教育を支える基盤的なツールとして ICTの活用が必要不可欠であることが示された。 

 そこで、第６学年「和音の音を使って旋律をつくろう」の実践を通して、ICT の活用を

工夫することで、「個別最適な学び」と「主体的・協働的な学び」の充実に向けた授業開発

に取り組んだ。 

＜実践＞ 

○第６学年 音楽づくり「和音の音を使って旋律をつくろう」（４時間扱い） 

○教材：「児童創作による旋律」 

 ハ長調の和音構成音を使い、Ⅰ―Ⅳ―Ⅰ‐Ⅴ₇―Ⅰの和音の移り変わりを味わいなが

ら、自分の思いや意図に合った旋律をつくるための教材である。４分の４拍子で４小

節の旋律をつくる。リズムを変化させてまとまりのある旋律をつくることをねらった。 

○iPadのアプリ Garage Bandを活用した。旋律をつくる時には、教師が Air Dropで児

童に一斉配布した和音伴奏の音源を個々で再生しながら、iPadの Garage Band上の鍵

盤で進め、つくった旋律は和音伴奏に多重録音した。そうすることで、児童は自分に

合った進度で、試行錯誤しながら旋律づくりに取り組んだ。さらに、教師は個々の理

解や関心の程度を把握しながら、個に応じた指導に生かすことができた。 

○和音と旋律の関わりや全体のまとまりを考えながら旋律をつくる学習場面では、児童

が友達のつくった作品を、どこにこだわってつくったのか想像しながらタブレット上

で聴くなど協働する場面を設定し、友達の作品のよさを伝え合う活動を行った。 

本発表では、ICT を必要な学習場面で効果的に活用することで、個に応じた指導と主体

的・協働的な学びを実現し、児童に資質・能力を育成した実践を具体的に報告する。 

 
１） 文部科学省『「令和の日本型学校」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） 
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自由研究 8 

音楽科授業において指導内容を具体化することの効果と意義 

前田 直人 

兵庫県姫路市立香呂南小学校 

 

筆者は、音楽科授業において教材とする楽曲の指導内容を選定する際、共通事項に示さ 

れた用語をそのまま当てはめて採用すると、授業に 2つの問題点が生じるのではないかと

考えた。1つは、指導内容として、共通事項の用語をそのまま当てはめて採用すると、授

業を構想する際に活動のねらいが不明瞭になり、授業者が指導の手立てを見失う。その結

果、子どもは音楽科授業においてこの教材曲で何を知覚し、そこから何を感受したらよい

のかが分からず、漠然とさせてしまうという点である。もう 1つは、指導内容に関する適

切な音楽用語を用意していないがために、子どもは指導内容に対する気づきを言語化でき

ず、クラス全体が指導内容に注意を向けて学習する姿勢をもちにくいという点であった。 

このような問題を解決するために、指導内容を具体化１）することが必要ではないかと考

えた。本研究の目的は、授業分析を通して指導内容を具体化することの効果を明らかにし、

授業デザインにとって、指導内容の具体化がどのような意義があるのかを考察することで

ある。 

研究の方法は実践的方法をとる。小学校 6年生を対象とし、宮城道雄作曲《春の海》を

教材とした「音楽の縦と横との関係（音の重なり方）」を指導内容とする鑑賞授業を構想す

る。《春の海》は、尺八と箏の二重奏曲であり、尺八と箏の音の重なり方が多様に出現す

るところに特徴がある曲である。授業者が複数の音の重なり方一つひとつを具体化した指

導内容に対応させて示すことで、子どもは教材曲を鑑賞する際に指導内容を知覚・感受し

やすいのではないかと仮説を持った。そこで、上位の指導内容である「音楽の縦と横との

関係（音の重なり方）」をより具体化し、曲に即して「旋律と伴奏」「掛け合い」「単旋律」

という下位の指導内容を設定し、筆者が実践を行った。 

実践の授業記録より、授業者と子どもとの応答を視点に授業分析をする。発表では、分

析結果から指導内容を具体化することの効果を明らかにし、授業デザインにとって、指導

内容の具体化がどのような意義があるのかを提案する。 

 

1) 具体化とは「抽象的な事柄を実際に形として表すこと」とされる。北原保雄編（2021）『明鏡国語辞典』大修館書

店 464頁 
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「イメージ画」を活用して思いや意図をもって歌う力を養う 

指導法の提案 

－歌唱共通教材《もみじ》を題材とした実践例－ 

 

永田 美奈子 

小田原短期大学 

 
１．研究の目的と方法 

本研究は、思いや意図をもって歌う力を育む歌唱指導を提案する。ここでは、楽曲《も

みじ》を題材とし、「イメージ画」を活用した指導例を報告する。「イメージ画」とは、筆

者の造語であり、範唱により得られた「心象」を絵に描いたものである。 

小学校音楽科、第4学年で取り扱う歌唱共通教材《もみじ》（文部省唱歌・高野辰之作詞・

岡野貞一作曲）は、1 番と 2 番で視点を変えて秋の情景が表現されている。筆者は、イメ

ージ画により歌詞を視覚化・具現化することで、情景とそれを眺める視点の違いを明確に

認識し、歌詞についての理解を深めることができると考えた。さらに、イメージ画を他者

と共有することで、曲想に合わせて表現を工夫し、歌唱できると期待した。 

本研究では、小学校第4学年の音楽科授業において全2時で実践を行った。第１時（本

時）では、指導者がアカペラで《もみじ》を範唱し、1 番と２番から得られる心象を 2 枚

の「イメージ画」として描像させた。次に、2 枚のイメージ画を自ら比較した後に、他者

と共有し、それぞれの気付きを発表した。その後児童は、歌詞に描かれた複眼的な情景を

表現するために、「どのように歌いたいか」を考え、歌唱活動を行った。 

２．結果 

多くの児童が《もみじ》に表現された複眼的な情景をイメージ画として描くことができ

た。特に、範唱からイメージ画を描き起こすことで、強く集中して取り組む姿勢が観察さ

れ、結果として、それぞれの視点から情景をイメージ画に鮮やかに描くことができた。ま

た、イメージ画を他者と共有することで対話が生まれ、対話の中から「どのように歌いた

いか」を主体的に思考し、発表できた。その後の歌唱活動では、歌詞や旋律の流れと関連

付けて、各自の視点から歌唱表現しようとする姿が見られた。児童の描いたイメージ画と

授業のまとめとして行った「振り返りカード」の記述より、「思いや意図」をもって歌う力

を育む指導法としての有効性について考察した。 
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教員養成における音楽づくりの実践 
ー図形楽譜の作成から見えた課題ー 

望月 たけ美 

常葉大学 

 小学校学習指導要領、第 3，4学年 2内容（３）ウの（ア）では、発想を生かした表現や、

思いや意図に合った表現をするために必要な技能として、設定した条件に基づいて、即興

的に音を選択したり組み合わせたりして表現する、（イ）の音楽の仕組みを用いて、音楽を

つくることを目標としている。筆者は、教育学部の教員養成で学ぶ大学3年生の2021年度、

2022年度「音楽Ⅱ」において、小学校での音楽づくりの実践を行っている。例年、歌唱や

器楽、鑑賞の授業においては自身の特性を発揮できるが、音楽づくりにおいて自身の良さ

を生かせず、自信が持てないでいる学生も見受けられる。本研究では、2021年度授業にお

ける音楽づくり実践の考察、2022年度で実施した音楽づくりにおいて行った図形楽譜作成

の取り組みを振り返り、学生の音楽づくりへの考え方を広げ、発想を引き出す授業実践の

在り方を考察する。 

 2021年では、《おもちゃのシンフォニー》１）の再現部の前に 4小節×6名（6種の音具）

によるリズム表現による挿入部分を入れ、各担当音具の音色の特徴をアピールする部分を

作ることと、担当した 4小節部分を自分で考えた記譜の形で記録することを課題とした。

その際、課題提出用事例として 4小節の枠組みを持った図形楽譜作成用シートを提示した。

学生が提出した図形楽譜の考察から、筆者が提示した図形楽譜作成シートについて学生の

発想力に制限をかける結果となった点において課題を見出すに至った。この結果を踏まえ

て、2022年の授業実践では、紙芝居の場面中に音を挿入する「音入り紙芝居劇場」の上演

をテーマとした。一人の学生が一場面を担当し、担当する場面はナレーターや登場人物の

セリフ、挿入音の全てを一人で行うこととした。音が挿入される部分は、言葉や図形で表

した、拍子や拍節に縛られない「音楽のもと」２）を作成して、紙芝居の台本の中に書き入

れ、「音楽のもと」をどのように活用するのか、言葉で表記することを課題とした。2021

年、2022年のどちらの活動においても、身近な音具を使用して音を作ることを条件として

いるが、2021 年度と 2022 年度の学生の実践録画記録や提出物をもとに、図形楽譜を用い

ることの意図を学生がどのように捉えているのか、また学生の音楽づくりへの考え方を広

げていくことに繋がったかどうか考察する。 

 
１）

 Edmund Angerer（1740－1794）作曲《おもちゃの交響曲》 

２）
 おかしのすきな魔法使い「小学生の音楽３」教育芸術社 p56参考 
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教科教育法における経験の再構成としての模擬授業 
 

衛藤 晶子 

畿央大学 

 
 教員養成の各教科の指導法に関する科目では、実践的指導力の育成のための指導として

模擬授業が実施されている。教職課程コアカリキュラム 1）にも教科の指導方法と授業設計

について「模擬授業の実施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身につけている」

と到達目標が明記されている。そこでは学習指導案を授業という実践に移すための指導技

術を得ることに重点が置かれることが多い。一方、先行研究では模擬授業の機能として授

業内容についての具体的な問題をもたせる働きをあげている 2)。では、ここでもった問題

はどのように解決されるのであろうか。この問題を学生自ら解決することが模擬授業で育

成する実践的指導力となるのではないだろうか。そこで、本研究では模擬授業を１つの「経

験」と捉え、そこでもった問題を解決する場（再模擬授業）を設定し、経験を再構成する

ことによって模擬授業の新たな機能を見いだせるのではないかと考えた。 

本研究ではJ.デューイの「経験の再構成」の理論に依拠し、模擬授業のあり方を検討す

ることを目的とする。方法は以下のとおりである。①デューイの経験の再構成の考え方を

整理する。②理論に基づいて15回の授業を構想する。③構想した授業を実践し、模擬授業

においてどのような問題意識をもったか、それはどう解決されたかについて、模擬授業の

実践・観察記録、ワークシートの記述内容、検討会での発言記録を対象として分析する。

④分析をもとに、音楽科授業を実現するための模擬授業の視点は何なのかを考察する。 

15回のシラバスの実践概要は次のとおりである。①音楽科の目標と内容②鑑賞領域の実

演授業③歌唱領域の実演授業④歌唱領域の体験模擬授業⑤〜⑨学習指導案作成⑩プレ模擬

授業⑪鑑賞領域の模擬授業（25 分＋討議会 10 分を 2 本、⑫以降も同様）⑫歌唱領域の模

擬授業⑬器楽領域の模擬授業⑭音楽づくりの模擬授業⑮模擬授業の振り返り 学習指導案

は3〜5人のグループで作成し、模擬授業は代表が行った。第 10回のプレ模擬授業で学生

がもった問題、第 11回からの模擬授業ではそれがどのように解決されたのか、またさらに

出てきた問題は何なのかを分析し、模擬授業のあり方について考察する。 

 
1） 教職課程コアカリキュラムのあり方に関する検討会（2017）「教職課程コアカリキュラム」文部科学省 
2) 高橋澄代（2017）「初等音楽科教育法における到達目標実現に向けた模擬授業の機能」『学校音楽教育
実践論集』第 1号,日本学校音楽教育実践学会,p.144 
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外部講師としての指導のあり方（2） 

－地域の小学校における継続した音楽科授業実践を通して－ 
 

渡会 純一 

東北福祉大学 

 

 筆者は2014年度の本学会において、「外部講師としての指導のあり方―小学校特別クラ

ブ音楽部における指導実践より―」の発表を行った。結果を要約すると、①現場教員は予

め指導の目的を焦点化し、事前に情報を外部講師に届ける。外部講師は状況に応じた指導

力が求められる②ニーズに合った指導を行うために、外部講師は演奏能力の他に伝える言

葉について吟味する必要がある③指導内容の引き継ぎのため、譜面や録音媒体の共有が必

要、以上3点となった。これらの結果をもとに、筆者はこれまで様々な学校の部活動や音

楽科授業の外部講師を行ってきた。本研究はその中から一つの小学校に継続的に訪問した

事例を取り上げる。テーマを「外部講師としてどのように授業を行えば現場教員にとって

役立つのか」として、授業実践における外部講師の役割について考えていく。 

 対象はA市立B小学校とした。本校には音楽専科教員は存在しない。まず、現場教員側

のリクエストを教頭が集約し、文書化して依頼状が大学に届く。2020 年度は 4〜6 年の計

19時間、2021年度は全学年の計60時間が依頼された。実際は感染症の悪化に伴い、2021

年度の6年は市教委の方針により歌唱禁止となるなど、途中で中止、または指導を開始で

きないこともあった。学習内容の依頼の傾向としては、一つの教科書題材を任せる形と、

学校行事対応、そしてこれらのハイブリッド型に分類される。2 年間合わせて延べ 9 つの

学年での指導は、歌唱3、器楽2、音楽づくり4となり、鑑賞は依頼されていない。 

実際の授業運営について、様々な工夫を行った。例として、学習内容を「見える化」し、

音楽室にあるテレビに Keynoteを用いて授業の流れや学習内容を提示した。また、筆者が

所持している様々な打楽器を小学校に持ち込み、題材の中で自由に触れるようにした。 

 外部講師と担任との関係については、教員によって様々であった。音楽主任などの教員

は協力的に介入し、またある教員は筆者の指導内容をくまなくメモする。一方で、グルー

ピングや楽器運搬には協力的だが、内容に関して完全に一任し、静観する教員もいた。 

筆者の立場から、現場で授業を行うことにより、授業時の児童のレスポンスを生で味わ

え、ワークシートの活用状況がじかに見られるなど、多大なる収穫があった。現場教員に

とっても指導の手法を学ぶ（確認する）ことができ、まさに win-winの関係だと思われる。

2022年度も依頼を受けていることから、現場教員にとって望ましい方法を考えていきたい。 
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導入期のピアノ演奏スキル教授法についての提案 
 

堀上みどり・環太平洋大学 

 

保育者養成校のピアノ教育について、問題意識を持つ教員は多い。萩原（2019）は、ピ

アノ技術を習得するための時間が足りず、その習得過程で経験した困難が、その後のピア

ノに対する拒否感につながることがあると述べている。岸川他（2016）は、特に運指や読

譜に学生の苦手意識があることをあきらかにしている。藤原（2018）は、鍵盤座標と音高

の不一致、指間幅（手関節、肘関節の移動を含む）の調整ができていないこと、指が独立

して動かないことなどを、困難感の原因として挙げている。 

発表者は6年間、ピアノ・弾き歌いの授業を担当してきたが、思うような成果を出せて

いるとは言えない。現在、コード記号付きメロディー譜を主な教材として、実習で必要と

される弾き歌いスキル獲得を目標に授業をおこなっている。おおよそ、読譜→片手練習（＋

歌）→両手練習（＋歌）の流れで進め、課題曲の学習を通して音高・音価を読み取り、鍵

盤の位置を把握し、指がある程度動くようになるという想定で授業は設計されている。 

この学習の方法は、教員自身が幼少時からピアノを学んできた方法と同じではないだろ

うか。初めてピアノを習うこどもは、毎週レッスンに通い、無理のない易しい曲から自分

のペースで学ぶことができる。学ぶ期間も十分にあり、毎日30分ずつの練習で、自然にい

ろいろな曲を演奏できるようになる。しかし、ピアノ初学者の学生の場合は、4 ヶ月足ら

ずの期間の15回の授業で、ピアノ・弾き歌いスキルの基礎を身につけなければならない。    

このような学生の状況は、中学生になってから初めて英語を学習するときと似ている。

まずアルファベットと基本的な単語の、発音と綴りを覚え、それから文法を学ぶ。ある程

度文法を理解し、使えるようになってから、文章の理解へと進む。現在の器楽演習の進め

方は、アルファベットも単語も読めない、意味がわからない、文法も学んでいない段階で、

長文を読ませようとしているのと同じである。発表者は、学生が困難を覚える原因は、教

員の授業設計の方にあるのではないかと考えるようになった。 

 本発表は、最初に保育者養成課程のピアノ教育における問題意識を述べ、演奏という行

為を心理学─運動技能学習理論─の視点から分析し、演奏を成立させる要因のいくつかに

ついて先行研究を基に概説する。そしてその後、2021年度後期「器楽演習Ⅰ」の授業の導

入期の取り組みとその成果を紹介し、ピアノ初学者の学生のための新しい学習方略を提案

する。 
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保育者・教員養成校の学生を対象とした「弾き歌い」に関する意識

調査 

－通年の学びから見る学生の意識の変容と今後の課題について－ 

 

二宮 貴之 

聖隷クリストファー大学 

 

1.はじめに 

保育者・教員養成校において「ピアノ」「弾き歌い」「音楽表現」「指導法」などの音楽関

連科目は、保育者・教育者を養成する上で必要不可欠なものである。その中でも特に「弾

き歌い」などの音楽技術を身に付ける科目は、一朝一夕では身に付かない為、日々の継続

的なトレーニングが求められる。また、ピアノの経験が全く無い学生にとって楽譜を読み、

ピアノを弾き、さらに歌うとなると「難しい、大変」という意識を持つ学生も存在する。

実際は学生間の個人差も大きく、教員として日々苦慮しているのが現状である。先行研究

では養成校の学生を対象とした様々な調査があり、小栗(2020)の音楽授業における演奏技

能の評価とワークシートの活用の報告 1)など本研究と親和性のある研究が見受けられる。

本研究では質問紙調査項目の作成、今後の課題の箇所で参考にした。 

2.目的 

本実践では、4 年制大学の 1 年次生が「弾き歌いをどのように捉えているのか。」とい

うリサーチクエスチョンを発端に、意識調査とその結果から今後の弾き歌いの課題につい

て検討する事を目的とする。意識調査は、本学会の第 26回全国大会で発表した前期の結果

に加え、新たに後期のデータを参照・比較しながら通年のデータを用いて検討する。 

3.研究方法 

研究方法は、後期の授業終了後、5 件法による単回答の質問紙調査を実施し Microsoft

社の Excelソフトで単純集計した。また、アンケートの記述箇所を客観的に分析するため

KH Coder のソフトを使いテキストマイニングした。 

4.内容 

内容については、「器楽」の授業内容と使用テキストの紹介、アンケート項目についての 

結果と考察、記述箇所から見る学生の弾き歌いに関する今後の課題について報告する。 

                                                   
1)小栗祐子「保育者養成課程での音楽授業における演奏技能の評価に関する一考察-質問紙調査の分析を通して」
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ピアノ初学者への実技指導に関する実践報告 

－保育者・小学校教員養成校における効果的な教材作成－ 

 

松井 裕樹 

岐阜大学・非常勤 

山岸 多恵 

兵庫教育大学・非常勤 

 

研究の概要 

 本研究は、ピアノ初学者への指導についての実践報告である。保育者養成校や小学校教

員養成校ではピアノ初学者やピアノ学習が未経験という学生が多く、効果的な指導法につ

いて様々な研究報告がなされているところである。そこで本研究では、ピアノ初学者に対

して効果的な指導が行えるような教材を作成し、その効果を検証した。 

松井は、練習曲集の教材に、読譜に関する基本的な音楽理論の内容を取り入れた教材を

作成し、座学と実技レッスンを組み合わせた授業を展開できるようにした。また、山岸は

学習者の既知曲を中心として教材をまとめた。この教材において山岸は、右手のポジショ

ンが発展的に学習できるように曲順を配列し、学習者が段階を追って計画的にピアノ演奏

の基礎技術が身に付けられるよう工夫した。さらに、実際の授業においては、音楽理論の

説明を加えながら授業を進めた。 

 

教材の効果と考察 

 松井・山岸の実践で共通している点は、読譜に関する基本的な音楽理論をピアノ演奏の

学習に取り入れている点である。それぞれの実践において、基本的な音楽理論の理解がピ

アノ学習の一助になっていることを示すアンケート結果が得られ、音楽理論の学習は初学

者にとって重要な事項であるということが裏付けられたと考えている。また、松井の実践

では、数名の学生が学んだ音楽理論を基に自主的に発展的な伴奏に取り組む姿も見られた。 

 一方、学習者の既知曲を中心にまとめた教材を作成した山岸に対して、松井はバイエル

等の練習曲を中心に教材を作成した。また、山岸の教材では右手のポジションが発展的に

学習できるよう工夫されている点に対して、松井の教材では全ての曲で右手のポジション

の移動がない。それぞれの実践のアンケート調査結果を基に、効果的な教材の在り方につ

いて分析を行った。 
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自由研究 9       

図形認識を利用した初心者の読譜 

 

玉護 眞理子 

岐阜大学・非常勤講師 

 

1， 問題の所在と研究の目的 

大学の授業教科専門科目「音楽」のピアノレッスンの初心者 5名を担当することになっ

た。初回授業にアンケートを実施した。その結果、ト音記号は読めるがヘ音記号が読め

ないということが分かった。そこで音符の読みと、鍵盤の上行下行がわかるように筆者

が考案した図形認識のメソッド１）を使用した。このことによってピアノの鍵盤が正しく

把握できるようにすることができるのか、メソッドの有効性を明らかにしたい。 

２，研究の方法 

9cm×７cm に裁断した画用紙に音符に見立てたドットシールを貼り、それが鍵盤図上で

どの様に弾くのかをシミュレーションする。補助教材として小学校１年生の音楽の教科書

に掲載されている鍵盤ハーモニカの鍵盤図 2）,小学校６年生の音符・休符・拍子記号 3）,

鍵盤図のある２段の 5線紙を利用した。授業開始から 30分ほどをソルフェージュの時間に

充てた。1コマ目の授業で図形のカードを制作して鍵盤図で確かめた。2コマ目の授業から

ト音記号、ヘ音記号の説明をした。3 コマ目以降はリズムを 1 小節作り、そのリズムを利

用してメロディを作るなど授業ごとに工夫した。曲を弾くときに音が下行する場合でも、

学生は鍵盤は上行して弾こうとする場面がいくつかあったため、カードを参考にして授業

を進めた。 

3， 結果 

受講生が音高の把握ができているかを確かめるために、4線を使った音符のみを楽譜 

に見立てて開始音を伝え、単音で弾くことを実施した。また、楽譜の音が正しく読めるか

どうかを大譜表の簡単な楽譜に音名を書くことを実施した結果、受講者全員ができた。 

 このことにより、カードを使用して音高の把握をすることは初心者の読譜に有効だと言

えよう。また、今後の課題としてカードの他に今回使用した補助教材を工夫してオリジナ

ルの教本にできるようにしたい。 

 
1）玉護眞理子 (2019)「図形認識を利用したソルフェージュの提案」―音高の認識を中心に― 2019 『桜花学園大学

紀要』第 20号 pp.108-112 

2）小原公一他（2020）『小学生のおんがく 1』 教育芸術社 pp.22-23  

3）小原公一他（2020）『小学生の音楽 6』 教育芸術社 pp.84-85 
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自由研究 10       

 

中枢・処理機能の障害による学習特性を踏まえた音楽科における 

「連続性・関連性」の実践課題 

―インクルーシブ教育システムを背景にした言語媒介と学習過程の再考― 

 

尾崎 祐司 

上越教育大学 

 

 我が国では 2014年 2月に効力が発生した「障害者の権利に関する条約」の第 24条「教

育」における「インクルーシブ教育システム」の具現化が，学校現場での教育実践上の課

題となっていることは言うまでもない。実際に 2017（平成 29）年 3月告示の小学校及び中

学校学習指導要領で「通常の学級にも，障害のある児童のみならず，教育上特別の支援を

必要とする児童が在籍している可能性があることを前提」と規定された。しかし，それら

の実践研究は「手立て」「支援」「理解」など，「含む」側のいわゆる健常者の学びの概念を

可能にする側からの見方とも言える。その一方，2017（平成 29）年告示の『特別支援学校

学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）』の「2 中央教育審議会答申における各

教科等の改訂の方針」では「知的障害者である児童生徒のための各教科の目標や内容につ

いて，小学校等の各教科の目標との連続性・関連性を整理すること」と謳っている。この

「連続性・関連性」は，知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各

教科等で為されてきた活動内容側から見た，小中学校等の教科の目標との整合性，言わば

カリキュラム上の擦り合わせを求めていると言えよう。つまり，従来の「均質な力をもつ

子どもの集団」と「知的障害者」と凡そ対峙して捉えられてきた学習群，及び別々に捉え

られてきた各教科の学習内容について，特別支援学校もまた小中学校等の考え方を踏襲で

きるよう教育現場に求めている，と考えられる。 

 本研究での問題は上記の具現化にあたり，生体の行動システム，つまり環境からの情報

（刺激）を収集（入力）する「感覚・受容機能」を通じ，受容した情報を処理する「中枢・

処理機能」を経て処理された情報を表出する「運動・処理機能」，特に知的障害者に著しい

「中枢・処理機能」に障害のある子どもの学習特性を踏まえ切れていない点にあると捉え

ている。すなわち，言語活動を介する思考・判断の活動が困難な程度の知的障害者が在籍

する場合に対象の児童生徒の学習活動をどう捉えるべきかまとまっていない点に「インク

ルーシブ教育システム」の実践上の課題があるということである。この問題意識について

特殊教育（当時）の黎明期に実践を模索していた事例をもとに考え方を再考察する。 
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自由研究 10       

 

小学校音楽科の授業における 

聴覚に障がいのある児童への支援について 

 

西沢 久実 

神戸市立神戸祇園小学校 

 

 本研究の目的は，聴覚に障がいのある児童が健聴児と共に学ぶ小学校音楽科の授業に焦

点を絞り，支援に必要な視点と手立てを示すことである。 

結果として，聴覚に障がいのある児童が困り感をもったときに，即座にその困り感を友

達や教師が共有することが最も重要な視点であることが示された。困り感を共有するから

こそ，適切な支援に結び付くのである。主な手立ては，「座席位置の配慮」，「児童同士のコ

ミュニケーションの取り方の工夫」，「児童と教師とのコミュニケーションの取り方の工夫」，

「児童へのスモールステップのフィードバック」の 4点であった。 

方法は，筆者の音楽科の授業で，器楽「ゆかいなまきば」，音楽づくり「自分たちの大波

小波をつくろう」，わらべうた遊び「十五夜さんのもちつき」の実践を行い，授業中の支援

について分析・考察するという実践的方法をとる。調査協力者は，小学校当時に難聴児学

級に在籍していた大学生 Aさんと難聴学級担任である。A さんは，本研究の音楽科の授業

に支援員として参加した。 

研究内容を整理すると次のようになる。「座席位置の配慮」は，聴覚に障がいのある児童

が，友達の動きも教師の動きもよく見え，教師からも児童の様子を把握することができる

場所を学習隊形に応じて確認することである。「児童同士のコミュニケーションの取り方の

工夫」は，音環境の整備，視覚支援，困り感を伝え合うことのできる仲間づくり等である。

「児童と教師とのコミュニケーションの取り方の工夫」は，音環境の整備，視覚支援，声

かけ，学級全員への目配り，困り感を意思表示できる場の設定等である。「児童へのスモー

ルステップのフィードバック」は，声かけ，評価を示す合図の工夫，ワークシートの活用

等である。本発表では，対象授業である器楽，音楽づくり，わらべうた遊びの各場面にお

いて行った手立てと改善策について提案する。 

最後に，聴覚に障がいのある児童への支援は，健聴児への支援にもつながるものである。

聴覚に障がいのある児童を特別扱いするのではなく，個性の一つとして捉え，教師は，一

人一人違う個性をもつ児童に寄り添うことが大切だということを実感している。 
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自由研究１０ 

 

重度重複障害児の音楽指導 

－楽しく演奏できる楽器の考察－ 

 

三浦 弘嗣 

仙台市立鶴谷特別支援学校 

 

 重度重複障害を有する児童が，音楽の授業において様々な楽器に触れる機会がある。そ

の中で，聴覚だけでなく，視覚，触覚など他の感覚を使いながら，取り組むことが大切で

ある。しかし，楽器そのものに触れることはできているが，楽器の演奏を楽しむところま

で到達することが難しい点に課題を感じている。そこで筆者は，演奏そのものを楽しむた

めには，どのような楽器が良いのかに着目し，研究を行った。 

ここで大切なことは，児童の内在している身体の動きや演奏に適した精神状態（リラッ

クスしているのか，興奮しているのかなど）を引き出すことが最優先である。いくら優れ

た楽器を用意したとしても，演奏する児童のコンディションが整っていなければ演奏その

ものが成り立たないからである。 

初めは，児童と教師が一対一でセッションすることにした。ピアノやキーボード，オル

ガンを使い，自由に演奏することから始めた。制約は一切なしで，好きなように演奏する

ことを伝え，児童が出す音（メロディ）に合わせて教師が伴奏を即興的に演奏するやりと

りを繰り返し行った。一対一に慣れてきたところから，児童二人と教師が一人という組み

合わせで演奏を行った。児童はそれぞれキーボードを１台ずつのパターン，キーボード，

オルガンを１台ずつのパターン，オルガンで連弾するパターンと組み合わせの工夫をして，

自分の出す音と友達の出す音に気付くこと，友達と一緒に演奏する楽しさに気付くことを

目的とした。ここまでの段階では，奏でる音はすべて自由にした。 

次の段階では，「かえるのうた」を合奏することを目的とした。ドミソの音のみが出るよ

うに鍵盤を細工した。加えて，電子ドラムやデスクベルなども用いて，皆で演奏する楽し

さを味わえるようにした。ここでは，教師が簡単な伴奏とメロディをピアノで弾き，それ

に合わせて児童が鍵盤を好きなタイミングや教師の掛け声で演奏した。 

重度重複障害を有する児童の合奏は敷居が高いと思われがちだが，本研究では，楽器の

工夫や指導により，楽しく演奏することが可能であることをお伝えしたい。児童の内在す

る可能性を引き出し，一回一回の演奏で変化していく児童の心情や演奏方法，環境の工夫

などについても詳しく触れていく。 
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支 部 プ ロ ジ ェ ク ト                     

▶ 四国支部 

   郷土の音楽を教材とした授業デザインに、文化的側面はどう位置づくのか 

   ―《阿波踊り》の場合―  

     清水 美穂（徳島県吉野川市立知恵島小学校）、鉄口 真理子（鳴門教育大学） 

     川内 由子（四国大学短期大学部）、金 奎道（高知大学） 

 

提案内容   

〇 文化的側面を組み込んだ郷土の音楽を教材とした授業デザインの検討 

 各地域に伝承される郷土の音楽は人々の経験のうちに無意識に組み込まれている。地域

で生活する子どもたちは郷土の音楽に伴う行事、パフォーマンス、季節感等を継続的に体

験したり、身近に知っていたりするが、「行事の由来は何か」「なぜ夏に行われるのか」等

の文化的側面を意識していないこともある。では、地域の子どもたちを対象とした授業に

おいて、郷土の音楽の文化的側面はどのように位置づければよいだろうか。 

今回は四国地方、徳島県の郷土の音楽、《阿波踊り》の囃子詞を教材とした授業デザイン

を例として文化的側面をどのように授業に組み込んだらよいか、参加者と共に考えたい。 

 

 内容構成は次のとおりである。 

 1．授業で扱う教材曲《阿波踊り》の囃子詞の文化的側面の紹介 

 2．生成の原理に基づく単元構成による《阿波踊り》の囃子詞を教材とする音楽づくり

の授業について、指導計画と主な学習活動の提案 

 3．ブレークアウトセッション「《阿波踊り》の囃子詞を教材とした授業デザインに文化

的側面をどう位置づけるか」についての意見交流 

 4．小学校 5年生を対象とした授業実践の報告 

 

〇 協議の観点 

郷土の音楽を教材とした授業デザインに、文化的側面をどのように位置づけるか 

  ・文化的側面（風土・歴史・生活・文化）の内容の精選 

  ・どの場面で組み込むと、効果的か 

・どのような方法で組み込むか 
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支 部 プ ロ ジ ェ ク ト                     

▶ 九州・沖縄支部 

   教員養成課程における学生の音に対する感性をどのように育成すればよいか 

   （教員養成） 

     松園 聡美（中村学園大学短期大学部）、古澤 誠朗（大分県立日出支援学校） 

     小川 由美（琉球大学）、山﨑 浩隆（熊本大学） 

 

提案内容 

〇 教員養成課程における学生の音に対する感性の育成方法について 

子どもは楽器や身の回りの様々なモノとの関わりによって音を探求し、音を発見するな

ど、五感を通じて音と関わることによって感性を養っている。具体的には、子どもは周り

の環境と探索的に関わる中で様々な音を聴いており、聴こえた音をもとにイメージに基づ

いて意味づけを行ったり、声やモノとの関わりによって音を作り出したりなど、音を介し

た様々な表現を行っている。このような子どもの表現を受けとめ、支えるためには、教員

の音に対する柔軟な感受性が求められるが、教員を目指す学生が子どもの生活の中での音

を介した表現の意味を理解し、音に対する感性を養うためにはどのような手立てが必要な

のだろうか。 

本プロジェクトでは、はじめに「生成の原理」の視点からとらえる音に対する感性の育

成について共通理解を図る。次に、話題提供として保育者養成課程における絵本の中のオ

ノマトペの音楽表現、特別支援学校における楽器を使った音楽表現活動の実践報告を行う。

最後に、参加者同士のディスカッションによって教員を目指す学生の音に対する感性の育

成方法について考える。 

 

〇 協議の観点 

（１）学生や子どもの音への気づきを促したり、イメージを音で表す経験をしたりする活

動を見て、気づいたことを出し合う。 

（２）教員を目指す学生の音に対する感性を高め、イメージを音で表すことへの理解を深

めるには、どのようなことがポイントとなるかについて、具体的な授業内容とつな

げて協議する。 
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〔大会実行委員会〕 

 

 

 

大会委員長：横山 真理（東海学園大学） 

実行委員長：小栗 祐子（東海学院大学） 

実行委員： 内田 恵美子（東海学院大学短期大学部） 

酒井 国作（東海学園大学・非常勤） 

鈴木 健司（東海中学校） 

佐野 美奈（常葉大学） 

坪井 眞里子（名古屋女子大学） 

中島 卓郎（信州大学） 

夏目 佳子（東海学園大学） 

永井 美由紀（岐南町立岐南中学校） 

西岡 雄太（東海中学校・非常勤） 

藤田 桂子（名古屋文化学園保育専門学校） 

藤原 一子（東海学園大学・非常勤） 

松井 裕樹（岐阜大学・非常勤） 

三輪 雅美（名古屋柳城女子大学） 

森田 千智（東海学園大学・非常勤） 

安江 真由美（愛知学泉大学） 

山本 馨栄子（東海学園大学・非常勤） 
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