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速度・楽器とイメージとの関連付けを目的とした小学校音楽科の鑑賞活動

速度・楽器とイメージとの関連付けを目的とした小学校音楽科の
鑑賞活動
Scratch を用いた「白鳥」の鑑賞授業
A musical appreciation workshop for elementary music students with the goal of
establishing the relationship between tempo, instruments used and the ideas to
be expressed through them.
Appreciating “Le cygnet” utilizing Scratch.
飯泉正人 (牛久市立向台小学校)
Masato Iizumi (Mukoudai Elementary School of Ushiku City)
辻 靖彦（放送大学）
Yasuhiko Tsuji (The Open University of Japan)
(要旨)
小学校において新学習指導要領が全面実施となった。各教科の見方・考え方が重要視され
ている。音楽的な見方・考え方とは「音楽に対する感性を働かせ，音や音楽を，音楽を形づ
くっている要素とその働きの視点で捉え，自己のイメージや感情，生活や文化などと関連図
けること」であると解説されている。本研究は、楽曲を、音楽を形づくっている要素の視点
で捉え，自己のイメージと関連付けることを、鑑賞領域の学習で実現するためのものであ
る。今回の実践は、新指導要領で導入となったプログラミング教育の手法を取り入れる。第
４学年「白鳥」の鑑賞活動において、プログラミング言語の Scratch を利用する。「白鳥」の
テンポや楽器選択のプログラミングを変更することで、曲のイメージがどう変わるのかに着
目する。児童は、４人グループに１台ずつのタブレットを、ヘッドフォンとスプレッターを
接続することで共有し、協働的に学習を進める。
(キーワード)
音楽を形づくっている要素、スクラッチ、鑑賞、イメージ、関連付け

1. 研 究 の背 景

音楽的な見方・ 考え方を働 かせ、生 活や社会

(1) 新 学 習指導 要領の 施行

の中の音や音楽 と豊かに関 わる資質 ・能力を

新学習指導要領 が小学校で 施行とな った。

次のとおり育成 することを 目指す。」 である。

この改訂の基本 的な考え方 は、「知識 ・技能」

学習指導要領解 説（音楽編 ）は，「音 楽的な見

「思考力・判断 力・表現力 」「学びに 向かう人

方・考え方」に ついてこの ように解 説してい

間性」という三 つの柱から 成る「新 しい時代

る。「音楽的な 見方・考え 方とは『音 楽に対す

に必要となる資 質・能力の 育成」で ある。各

る感性を働かせ ，音や音楽 を，音楽 を形づく

教科等の目標や 内容もこの 三つの柱 に整理さ

っている要素と その働きの 視点で捉 え，自己

れている。これ らを「主体 的・対話 的で深い

のイメージや感 情，生活や 文化など と関連図

学び」を実現す ることでバ ランスよ く育成し

けること』であ ると考えら れる。」

ていくことが重 要だとされ ている。

本研究は、鑑賞 領域の学習 指導にお いてこ

「深い学び」に ついては、「各教科と しての

のような学習活 動を実現す るもので ある。
(2) 鑑 賞 活動と プログ ラミン グ的 思考の 育成

『見方・考え方 』」を働か せることが カギとな
ると指導要領解 説で解説さ れている 。音楽科

指導要領改訂に はプログラ ミング教 育の実

の目標は「表現 および鑑賞 の活動を 通して、

施も含まれる。 音楽科とし てもこれ を積極的
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に取り入れてい かなければ ならない。「小学校

挙げられている 。次に、こ のインタ ビューの

を中心としたプ ログラミン グ教育ポ ータル」

Q６を引用す る。

（文部科学省） にも、第２ 学年音楽 づくりの

Q6. 最後に、プロ グラミン グ教育にど の様

実践事例が掲載 されている 。併せて 、小学校

な期待をお持ち でしょうか ？

音楽におけるプ ログラミン グ教育に ついて、

A．音楽科の 表現活動で は知識や技 能を得

なにを狙いとし てどのよう に行われ ることが

たり生かしたり しながら、 試行錯誤 して工

期待されるのか 、文部科学 省初等中 等教育局

夫していくこと が大切です 。試行錯 誤する

教育課程課

中で思いや意図 をもったり 、それを 更新し

教 科調査官の 志民一成 のインタ

ビュー記事（図 １）が掲載 されてい る。以

たり、さらに新 たな発想を 得たりす る過程

下、このインタ ビューの Q３ を引用する 。

に意味がありま す。（中略 ）
プログラミング 教育の初期 段階にも 「ティ
ンカリング」： いじくりま わす中で発 想を
得ていくという 、創造的思 考を引き 出すた
めの活動があり ますが、音 楽の表現 活動で
はその要素がと ても大切だ と言えま す。
（中略）また、 プログラミ ング的思 考と学
習指導要領に示 された〔共 通事項〕 を結び
付けることで、 音楽表現に おいて何 をどう

図1

小学校を中心 としたプロ グラミング 教育

工夫していくか という具体 的な意図 を見出

ポータル

すことにもつな がる可能性 がありま す。
（以下略）

Q3. 上記（音楽づ くり）の 実践事例以 外
で、音楽科にお いてどのよ うな単元 でプロ

ここでは、プロ グラミング 教育の初 期段階

グラミング教育 が実践でき そうでし ょう

の活動となる「 ティンカリ ング」が 述べられ

か？

ている。志民は 「ティンカ リング」 は表現活

A．上に示し た事例は、 音楽づくり の活動

動でその要素が とても大切 だと述べ ている

においてプログ ラミング体 験を導入 した例

が、筆者は鑑賞 活動におい てもその 要素は重

ですが、歌唱や 器楽、鑑賞 に関する 単元に

要であると考え る。速度を 変化させ たり、使

おいても、例え ば、入力済 の教材の データ

用楽器を変更さ せたりと試 行錯誤す る、つま

を使って、強弱 や速度等を 変化させ たり、

り楽曲の要素を 「ティンカ リング」 すること

楽器の組み合わ せを試した りするな ど、演

で、楽曲を要素 （音楽を形 づくって いる要

奏をシミュレー ションする 場面等で プログ

素）の視点で捉 えることが しやすく なる。こ

ラミング体験を 取り入れる ことが考 えられ

れは、志民の言 う、プログ ラミング 的思考と

ます。

〔共通事項〕（ 音楽を形づ くっている 要素）と
を結びつけるこ とであると 考える。
(3) 本 校 の実態

ここでは、教材 データの速 度等を変 化させ
ること、楽器の 組み合わせ を試すこ とがプロ

本校の第４学年 の児童は「 聴くこと 」を楽

グラミング教育 の鑑賞への 取り入れ 方として

しみながら学習 に取り組む ことがで きるが，
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聴こえたものや 感じ取った ことなど を言葉に

うえで重要な学 習である。 第４学年 でこの

することに苦手 意識を持つ 児童が多 い。

経験を積み、高 学年の音楽 科学習に つなげ

そこで，児童が 「音楽を形 づくって いる要

るという意味に おいて、小 学校６年 間の中

素」を聴き取り 、それを感 じ取った イメージ

でも特に重要な 学習となる 。

などと関わらせ て考える経 験を多く 積めるよ

④ 教材に つい て

うにし，音楽を 聴くことは 楽しいと 感じるよ

本題材では組曲 「動物の謝 肉祭」（サ ン=

うな活動を取り 入れる必要 があった 。筆者も

サーンス作曲） を教材とす る。「動物 の謝

それを目指し先 行研究を行 ってきた 。

肉祭」は様々な 動物を描写 的に表し ている
ため，児童がそ の情景を想 像したり 話し合

2. 研 究 の目 標

ったりすること を楽しんで 行える教 材であ

第４学年の「白 鳥」の鑑賞 において 、音楽

る。「白鳥」と 「ライオン の行進」は 「小

を形づくってい る要素とそ の働きの 視点で捉

学生の音楽 4」（教育 芸術社）に 掲載され

え、自己のイメ ージと関連 付けるの に有効な

ている。本題材 ５時の内４ 時は「白 鳥」の

指導の方法を明 らかにする 。

みを扱う。「白 鳥」は６年 間の鑑賞曲 の中
で唯一終始静的 な曲想を持 つ。音楽 を形づ

3. 研 究 の方 法

くっている要素 とイメージ とを関連 付ける

下記の題材で実 践を行い、 題材の第 ２時、

学習を行うのに 最も適した 楽曲であ ると考

第３時について 分析、考察 を行う。

える。

(1) 題 材 につい て

⑤ 指導計 画

第１時

① 題材名

旋律，速度，音 色とイメー ジとの関 わり

イメー ジと音楽を 形づくっ ている
要素との関連付 け

② 題材の 目標

第２時

テンポ とイメージ との関連 付け

・動物を表す音 楽の曲想と ，音楽の 構造との

第３時

楽器と イメージと の関連付 け

第４時

組曲「 動物の謝肉 祭」の鑑 賞

第５時

いろい ろな「白鳥 」の表現

関わりについて 気付いてい る。
・旋律，速度， 音色などを 聴き取り ，それら

(2) 予 備 学習

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

① 予備学 習の 方法

ったこととの関 わりについ て考え， 動物を

本題材は，音楽 を形づくっ ている要 素の

表す音楽や演奏 のよさなど を見いだ し，曲

特徴を言語化す る必要があ る。第３ 時は楽

全体を味わって 聴いている 。

器の音色の特徴 を言語化す るが、児 童に音

・動物を表す音 楽の特徴な どに興味 を持ち，

色を表す語彙が どれだけあ るのか把 握する

音楽活動を楽し みながら主 体的・協 働的に

必要があった。 バイオリン とチェロ を聴

鑑賞の学習活動 に取り組も うとして いる。

き、二つの楽器 の音高と音 色にはど んな特
徴があるかを記 述させた。

③ 題材設 定の 理由

本題材は学習指 導要領が示 す，楽曲 を，

② 予備学 習の 結果

音楽を形づくっ ている要素 とその働 きの視

高さについて、 バイオリン は「高い」、

点で捉え，曲想 と関連付け る学習と なる。

チェロは「低い 」という言 葉は容易 に出て

これは，音楽的 な見方・考 え方を働 かせる

くるであろうと 予想したが 、結果は 違って
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いた。音高の異 なった２つ の弦楽器 を比較

た。言葉は、児 童が共感し やすいも のを、

して聴いても「 高い」「低 い」の言葉 と結

できるだけ数を そろえるた め、それ まで３

びついていない ことが考え られる。

年生および４年 生の児童が 、音色に ついて
発言した言葉を 元に作成し た。（図 5）

表１

音高、音 色の特徴を 書けた児 童の割合
音高

音色

学年全体

67%

66%

１組

59%

72%

２組

68%

71%

３組

74%

52%
図3

音色を表す言 葉の例とし て作成した 「音

楽のもと」

音色については 、本校の４ 年生は音 色を
表す語彙が豊富 でないと考 え、導入 で「音

(3) 第 １ 時

色のちがい」を 挙手で発表 させた。 ここで

イ メージ と要素 との 関連付 け

本題材の第１時 である。「 白鳥」を聴 いてイ

発言があった１ 組、２組で は、音色 の特徴
を書けた児童が ７割を超え たのに対 して、

メージした動物 について、 そのイメ ージの根

発言のなかった ３組は約半 数となっ た。

拠となる音楽を 形づくって いる要素 の特徴を

（表 1）４年２組は 、特徴の記 述のほとん

言語化し記述す る学習であ る。（2020 飯泉:音

どが「バイオリ ンの音色は 明るい、 チェロ

楽教育メディア 研究）
この曲はチェロ の演奏する 旋律、ピ アノの

の音色は暗い」 となり、導 入で発言 された

右手が演奏する 旋律、左手 が演奏す る旋律が

言葉と同じ表現 となった。（図 2）

ある。今回の実 践では、自 分のイメ ージのも
ととなっている のはどの旋 律で、そ の旋律が
どのような特徴 であったか に着目さ せる。
音声のみで３つ の旋律を聴 き取るこ とは困
難であるので、 それぞれの 旋律を、 手を動か
す活動によって 掴ませた。 動きは教 師が先導
図2

予備学習の４ 年２組の児 童のワーク

し、児童はそれ をまねて動 く。旋律 によって

シート

は文具などをア イテムとし 、それを 持って動
くようにした（図 4）。この手法 は、筑波大 学
付属小学校の高 倉教諭の実 践（教育 出版：

③ 結果を 受け て

本校の４年生は 、音色の特 徴を言語 化す

Spire_M 小学校版 2014）を 参考に筆 者が考え

ることは難しい 。しかし、 例となる 言葉が

たものである。 動き方の詳 細を表２ に示す。

あり、それが自 分の感覚と 一致すれ ば、そ

様々な動物の様 々な姿をイ メージし た児童た

れを使って言語 化すること ができる とわか

ちは、そのイメ ージのもと となる音 楽を形づ

った。そこで、 音色の特徴 を表す言 葉を

くっている要素 や要素の特 徴をワー クシート

「音楽のもと『 音色』」と して言語カ ード

記述する。（図 5）
最終的には、こ の曲の曲名 と、作曲 者がそ

にし、第３時の 授業で提示 すること にし
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３つの旋 律を聴き取 るための 動き

旋律

方法

れぞれの旋律で 何を表現し ようとし たかにつ
いて、あえて共 通のイメー ジ（表３ 、図 6）を

動き方

消しゴムを指

ゆっくり、大きく

共有する。これ は、第２時 と、第３ 時の学習

先でつまむよ

なめらかな曲線を

の基盤となるイ メージだか らである 。

うにして

描くような動き

ピアノ

鉛筆をスプー

波を描くように上

の右手

ンのように横

下に揺らす

チェロ

にして持つ

ピアノ

両手前に出し

前にあるものを仰

の左手

手のひらを下

ぐかのような動き

に向ける

でゆっくりで大き
な波を描く

図6

板書「３つの 旋律が表現 するもの」

(4) 第 ２ 時

テ ンポと イメー ジと の関連 付け

第２時と第３時 は、音楽を 形づくっ ている
要素を意図的に 変化させて 聴き、ど のように
イメージが変わ るのかを考 える学習 である。
この学習には、 児童が自ら の手でテ ンポや独
奏楽器をプログ ラミングし て再生で きるよう
図4

消しゴムを持 って旋律を 動く児童

にすることが有 効と考えた 。

図5

「ぞう」をイ メージした 児童のワー ク

図7

Scratch を用いたグループ学 習

シート
プログラム言語の Scratch は、マサチューセ
表３

ッツ工科大学の 研究所 MIT メディアラ ボで開

３つの旋 律が表現す るもの
旋律

発された、使い やすさを重 視したプ ログラミ

表されているも の

チェロの旋律

優雅に泳ぐ白鳥

ング学習用のプ ログラム言 語である 。これを

ピアノ右手の旋律

水面がキラキラ光る様子

利用し、児童が テンポや独 奏楽器の プログラ

ピアノ左手の旋律

ゆるやかな水面のゆれ

ムを変更、つま りティンカ リングし ながら再
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生し、自由な聴 取活動の中 で試行錯 誤を繰り

表４

テンポの 選択肢

返しながら学習 できるよう にする。Web 上の

選択肢

BPM

Scratch にこの学習用のプロジ ェクトを作 った

「白鳥」速いテ ンポ

（図 8）。児童はそれ ぞれのヘッ ドフォンを ス

「白鳥」少し速 いテンポ

92

「白鳥」

72

「白鳥」少しお そいテンポ

60

「白鳥」おそい テンポ

52

プリッター（分 配器）でグ ループ１ 台のタブ
レットにつなぎ （図 9），聴く音 を共有しな が
ら協働的に学習 する。

図8

テンポとイメ ージとの関 連付けの操 作画

図 10

面、中央がスク リプト（児 童が操作 する）エ

108

テンポとイメ ージとの関 連付けのワ ー

クシート

リア

選択肢にした音 源は、筆者が Finale で作成
したもので、そ れをオーデ ィオファ イルとし
て保存（その後 MP3 に変換）し 、このプロ ジ
ェクトにアップ ロードして 組み込ん だ。いず
れも冒頭から５ 小節のみで 、通常の テンポで
約 30 秒間である。繰り返 し再生した り、話し
合ったり、児童 が時間内に 行えるよ うにする
図9

ためである。

グループ全員 のヘッドフ ォンを接続 す
るためのスプ レッター（ 分配器）

第２時は、テン ポを変更さ せること により
どのようなイメ ージが生ま れるかを 聴き、「白
鳥」がなぜこの テンポで演 奏される のかを考
える学習である 。児童が操 作するブ ロックは
１つのみで、こ のブロック の「〇〇 の音を最
後まで再生する 」の「○○ 」の部分 を５つの
選択肢から選ん で再生する （図 8）。５つの 選
択肢の名称と速 度は表４に 示す。

図 11

テンポと イメージと の関連付 けの支援
シート
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テンポで演 奏すると

なイメ ージになる 。

図 12

支援のための 定型文の板 書

ワークシート（図 10）は、形式 的に自由に
図 14

記述ができるよ うにした。 児童によ っては、

楽器の「高さ 」について 確認した黒 板

書き方がわから ず記述が進 まないこ とも考え
楽器の変更は、 音楽を形づ くってい る要素

られるため、支 援シート（図 11）を 準備し
た。支援シート を与えるタ イミング で記述の

の視点で捉える と、音高や 音色の変 更と見る

定型文（図 12）を板 書する。

ことができる。 授業の展開 を考えた 当初は、
音色と音高の関 係を二軸マ トリック ス化し楽

(5) 第 ３ 時

器名カードを児 童に貼らせ るなど， 楽器どう

楽 器とイ メージ との 関連付 け

第３時は独奏楽 器を変更さ せて再生 し、独

しを比較しやす くすること を考えて いた。児

奏楽器が変わっ た「白鳥」 は、イメ ージがど

童は音色を「固 い」、「柔ら かい」の 一次元的

のように変わる のか聴き、「白鳥」が なぜチェ

スケールで考え るであろう と予想し たからで

ロで演奏される のかについ て考える 学習であ

ある。しかし、 予備学習な どで児童 の実態を

る。音源は筆者 が所有して いたオー ディオフ

把握するうちに 、音高や音 色の捉え 方が様々

ァイルで、第２ 時と同じ方 法でプロ ジェクト

であること、音 色が変わる ことで音 高の判別

に組み込んだ（図 13）。５つの 選択肢の楽 器は

ができなくなっ てしまうこ となどが わかり、

表５に示す。

後述する定型文 や、早い段 階で音高 の確認を
行う方法（図 14）を とることに した。

図 13

楽器とイメー ジとの関連 付けの画面
図 15

表５

楽器とイメー ジとの関連 付けのワー ク
シート

楽器の 選択肢
チェロ

第２時と同様に ワークシー トは形式 的に自

ホルン
フルート

由に記述できる もの（図 15）に し、支援の 手

バイオリン

立てとして支援 シート（図 16） と定型文（ 図

ピアノ

17）を準備した 。
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図 18

楽器とイメー ジとの関連 付けの支援
シート

図 17

１つのテンポ に対してイ メージを書 け
たワークシート

「音楽のもと 」で支援の ための定型 文

を示した黒板

4. 結 果
(1) テ ン ポとイ メージ との関 連付 け
図 19

この授業は、５ つのテンポ のうち、 そのテ
ンポから得られ るイメージ を、いく つ書けて

３つのテンポ に対してイ メージを書 け
たワークシート

いるかに焦点を 当てて分析 する。
図 18 の児童は、「少しおそ いテンポ 」の欄

のように、同じ 動物をイメ ージして いても、

に「ノロノロ」 とだけ書い た。これ は、５つ

それぞれのテン ポからイメ ージする 状態の違

のうち 1 つのテンポに対し てそのイ メージを

いが記述されて いればよい と判断す る。

書けたと判断し 、１と判定 する。

以上の方法で、 ５つのテン ポのうち 、その

図 19 は、「〇〇といっしょ 」の記述 があ

テンポから得ら れるイメー ジをいく つ書けて

り、実質的には ３つのテン ポに対し てイメー

いるかについて 判定、集計 を行った 。この授

ジを記述できた と判断し、 ３と判定 する。

業の出席者は学 年全体で 87 名であっ た。イメ

図 20 の児童は、テンポの 言葉通りの 速さで

ージと判断され た記述は 218 個であ った。学

白鳥が移動して いるとイメ ージして いる。こ

年全体として平 均すると、 一人当た りの要素
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（テンポ）とイ メージとを 関連付け られた記

テンポの授業で は、そのテ ンポに対 するイ

述の平均は 2.5 個であった。

メージが書けれ ばよい、つ まり、二 つのもの
が関連付けばよ かったのだ が、第３ 時は、そ
の楽器に対して 、着目する 要素は何 なのか、
その要素がどの ような状態 であるの か、それ
によってどのよ うなイメー ジが生ま れたかと
言うように、４ つのものが 関連付け る学習と
なった（表６）。

表６

第２時と 第３時の関 連付けの 違い

テンポとイ
メージとの
関連付けの

図 20

５つ全てのテ ンポに対し てイメージ を

テンポだと

なイメ

ージになる。

場合

書けたワークシ ート

楽器とイメ

楽器 は 着目する要素 が 要素の特徴

ージとの関

(2) 楽 器 とイメ ージと の関連 付け

↑

連付けの場

この授業では、 ５つの楽器 のうち、 その楽

高さや音色

↑
高いや明るい

合

器から得られる イメージを いくつ書 けている

だから

なイメージになる。

かに焦点を当て て分析する 。
図 21 の児童は、チェロの 欄にはイメ ージし

図 22 の児童は、それぞれ の楽器につ いて音

たものを書けて いるが、他 の楽器の 欄には

色の特徴を書い たうえで、 いずれも イメージ

「音色がかたい 」など音色 の特徴の み書か

は白鳥であると している。

れ、イメージが 書かれてい ない。こ の場合判
定は１となる。

図 21

１つの楽器に 対してイメ ージを書け た

図 22

ワークシート

５つの楽器全 てに対して イメージを 書
けたワー クシート
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関連付けられた と判定する のは、根 拠とな

しの要素とイメ ージの関連 に関わる 対話が多

っている要素の 特徴に対し て、それ によって

く確認できた。

生まれるイメー ジを書けて いるもの である。

(2) 対 話 や記述 （アウ トプッ ト） の視点 から

第２時のように 、同一の要 素（テン ポ）の異

① 対話

なった特徴（遅 いテンポと 速いテン ポ）か

児童は、曲を聴 いたイメー ジや、関 連す

ら、同一のイメ ージを記述 した場合 は関連付

る要素について 話し合うこ とで、感 じ取り

けとして曖昧で ある。

方や言語表現の 仕方を学び 合いなが ら学習

第３時は、要素 （音色）の 特徴（明 るい・

することができ た。グルー プに一台 ずつの

暗い）が異なっ ているが、 生まれる イメージ

タブレットを使 用している ので、児 童は、

は同一という記 述があった 。これ認 めるべき

これから何を再 生するのか 、今何を 聴いて

と考え、関連付 けていると 判定する 。よって

いるのかなど、 グループ内 で対話し ながら

図 25 の児童は５と判定し た。

学習を進めざる を得ない。 また、今 聴いた

以上の方法で、 ５つの楽器 のうち、 その楽

ものは何で、そ れで何をイ メージし たかな

器から得られる イメージを いくつ書 けている

どについて、思 ったその瞬 間に仲間 に伝え

かについて判定 、集計を行 った。こ の授業の

ることもできる 。(1)で、 聴く（イン プッ

出席者は学年全 体で 86 名であった。 イメージ

トする）意欲が 高まったと ことを書 いた

と判断された記 述は 178 個であった 。学年全

が、聴く意欲と 共に、話す （アウト プとす

体として平均す ると、一人 当たりの 要素（テ

る）意欲も高ま ったと言え る。その 高まり

ンポ）とイメー ジとを関連 付けられ た記述の

が、グループの 一体感を強 くし、協 働的な

平均は 2.07 個であった。

学びを促したと 言えよう。 対話の中 で自分
の考えを言語化 すると、ワ ークシー トを書

5. 考 察

くことに対して 苦手意識を もつ児童 も、自

(1) 聴 取 （イン プット ）の視 点か ら

分の発した言葉 に自信を持 ち書きや すくな

速度や音色など の要素の特 徴をティ ンカリ

る。

ンフしながら聴 取するとい う課題が 、児童の

② ワーク シー トと支 援シー ト

興味を引き聴取 への意欲を かきたて ていた。

授業では支援シ ートを準備 し、ワー クシ

「白鳥」のテン ポや独奏楽 器のプロ グラムを

ートに代わって こちらの選 択が可能 なよう

児童が主体的に 変更して再 生するこ とで、そ

にした。支援シ ートを選択 した児童 が多い

の時々で、変え たいものを 変え聴き たいもの

ことから、記述 する欄が整 理されて いる支

聴くことができ た。そのた め、意欲 的に曲を

援シートの有効 性が確認で きる。
図 23 は第３時のものであ るが、自由 に

聴きくことがで き、今何を 聴いてい るのかを
自覚しながら聴 くことがで きた。そ のこと

記述ができるワ ークシート は児童に よって

が、テンポの変 更や独奏楽 器の変更 が、曲の

はこのように表 などを書く こともで きる。

イメージにどの ように関わ っている のかとい

この児童は表６ の関連付け に気づい ていた

う視点に迫り、 要素とイメ ージの関 連につい

と言える。

て考えることが できたと考 えられる 。２組の

図 24 は第２時のワークシ ートである

第３時は市の研 究授業であ ったが、 参観した

が、テンポの変 化がイメー ジにどの ように

市内の音楽主任 たちの見取 りからも 児童どう

影響するか、作 曲者がどう 思ったか 文章で
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書いている。こ の児童は支 援シート にも記

の余地がある。

述した。（図 25）支 援シートの みに書いた

③ 定型文 と音 楽のも と

もう一つの支援 が定型文（図 12、図

児童と同様に、 それぞれの テンポに ついて

17）である。支 援シートを 与える直 前に提

のイメージを記 述している 。

示した。図 23 の児童のよ うに、自分 の力
で関連付けを記 述できる児 童もいた が、特
に第３時では、 何と何を関 連付けど のよう
な文で書いたら よいのかわ からない 児童が
多かった。その ような児童 に定型文 は関連
付けの踏み台と して役に立 った。ま た、
「音楽のもと『 音色』」の 言語カード （図
図 23

5）も有効であ った。

第３時で表に 表したワー クシート

④ 学級間 の差 から読 み取れ るも の

4.で第２時と第３時 の学年全体 の平均を
述べたが、平均 値には学級 間で差が あっ
た。第２時の学 級別の平均 をグラフ １に、
第３時の学級別 の平均をグ ラフ２に 表し
た。

図 24

文章で記述し たワークシ ート

グラフ１

テン ポとイメー ジとの関 連付けの
記述の平均

図 25

図 24 の児童が書いた支 援シート
この児童にとっ ては支援シ ートを書 いた

後に、ワークシ ートに授業 のまとめ を書く
といった手順が 合っている と言える 。支援

グラフ２

シートの意義や 形式、与え 方につい て検討

楽器 とイメージ との関連 付けの記
述の平均
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学級間に注目す べく差が出 ている。 学級

ためや、関連付 けを表現化 するため の支援と

間の差は縮める べきで、こ のことは 今後の

して、定型文を 提示するこ とは、児 童が音楽

課題にしていく が、この要 因として 考えら

を形づくってい る要素とイ メージと を関連付

れることに「支 援」を与え るタイミ ングが

けて記述するう えで有効で あった。 また、関

ある。第３時な らば、１組 には授業 の終盤

連付けに必要な 語彙を増や すための 言語カー

で、２組と３組 には授業の 中ごろに 、とい

ドの提示も有効 であった。

うように「支援 」を与える タイミン グに差

(4) 支 援 と活動 時間確 保の有 効性
(2)、(3)の支 援は、その 支援をした うえで、

があるのである 。最初に授 業を行っ た１組
の記述の状況を 見て、２・ ３組では タイミ

児童が活動する 時間を十分 に確保す ること

ングの修正を図 った結果、 この差が 生じ

が、支援の有効 性を保つた めに必要 である。

た。第２時は、 １組には終 盤に、２ 組には

しかし、支援を 早めすぎる ことは、 児童の思

中ごろに、３組 には比較的 早いタイ ミング

考の機会を奪う ことにもな りうるた め、タイ

で「支援」を与 えている。 さらに３ 組は、

ミングや方法の 検討が重要 である。

ワークシートと 支援シート を同時に 配布し

(5) 有 効 性を高 めるた めに
(1)は音楽を形 づくってい る要素とそ の働き

選択して書くよ うに指示し た結果、 全員が
支援シートに記 述した。こ の状況を グラフ

で捉えるという 意味におい て有効で あった

と照らし合わせ ると、定型 文や支援 シート

が、それとイメ ージとの関 連付けに 有効であ

などの支援の手 立てを早く 行った結 果、関

ったかは記録が 十分でない 。さらな る詳細な

連付ける記述が 増えたと言 うことが でき

記録が必要であ る。(2)、 (3)、(4)においても 、

る。

その支援の検討 と、その有 効性を示 す記録の
蓄積が今後必要 である。
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