
音楽科学習指導案

題材名   詩を味わい思いを込めて表現を工夫 しよう

生 徒 :岩見沢市立豊中学校  3年生 28名
指導者 :教諭 末 松 真 希

1.題材について

(1)題材観

音楽科における今改訂の共通事項の学習は、音楽がどのように形づ くられているかについて、

要素や要素同士の関連を知覚すること、それ らの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること、

音楽を形づ くつている要素 とそれ らの働きを表す用語や記号などについて音楽活動を通 して理

解すること、これ らが一連のものとして行われることが大切であると考える。そして、音楽活

動の楽 しさを体験することを通 して、音楽への興味関心を高め、生涯にわたつて自分か ら音楽

を楽 しみ、親 しんでいくことを目指 している。

本題材は合唱活動を通 して、子 どもたちに感動を味わわせることを第一に目指 している。歌

は、詩 と音楽があってできているとい う器楽にはない歌ならではの魅力がある。特に、合唱活

動では、曲をみんなで作 り上げるとき、音楽の旋律やハーモニー、強弱、速 さなど音楽的なこ

との他に、詩を味わい自分の思いや感 じたことを伝えあつた りしなが ら表現に生かす とい う時

間が大切だと考える。 しか し、普段合唱教材に取 り組む際は、音取 りに多 くの時間を費や し、

繰 り返 しの練習に陥 りやすい。そこで、今回は詩 と音楽から生まれる表現を追求 し、感動を味

わつてほしいと願つている。演奏のできばえだけにとらわれるのではなく、一人ひ とりに詩の

イメージや 自分の思いを持たせ、それぞれの思いが共有できるように心がけたい。また、その

思いを表現に生かそ うと取 り組む課程を大切にしていきたい。

教材の 「春に」は、 3年生の国語の教科書でも扱われてお り、詩 と音楽の関わ りを感 じさせ

られる教材だと考える。 この詩は、思春期の様々な揺れ動 く気 もちをもちなが らも未来へ向か

つて進んでいこうとす る内容か ら、自分の思い とも重ねた り、身近に考えた りすることもでき

るものだと考える。その詩への思いを、歌い方、テンポ、強弱などの音楽表現の工夫へ とつな

げ、仲間とともに深 く音楽をつ くり上げる感動を味わわせたい。

□教材   「春に」 谷川俊太郎 作詞 / 木下 牧子 作曲

A表現  (1)歌 唱の活動を通 して

ア 歌詞の内容や曲想を味わい、由にふさわしい表現を工夫 して歌 うこと。

新学習指導要領 〔共通事項〕 との関連

音色、速度、強弱、

(2)研究 とのかかわ り

【はぐくみたい響感】
。「春に」の詩のイメージや思いをお互いに伝えあい、表現を工夫する中で、仲間と
のつながりや感動を味わう。

【わかる】
。自分の詩のイメージや思い

をもち、どのような音楽表現
にしたいかまとめることがで
きる。

【できる】
。自分たちの思いを生かし
て表現の工夫をすることが
できる。

【わかちあう】
。自分の思いや他の人の

思いを伝えあい、音楽と
の関わりを考え、音楽表
現を深める。

(3)こ の題材で身につける学習指導事項の内容



(4)題材の評価規準

(5)題材の指導計画

観′点 1
音楽への関心・意欲・態度

観点 2
音楽的な感受や表現の工夫

観点 3
表現の技能

観点 4
鑑賞の能力

歌詞の内容か ら作

者 の心情 を感 じ取

り、曲の特徴 とかか

わらせて表現を工夫
しようと活動 してい

る。

主旋律 と多声部の

かかわ りや速度 と強

弱の変化による表現
の多様 さを感 じ取

り、表現を工夫 して

いる。

強弱記号や速度

記号の変化による

効果、音域に応 じ

た発声など歌唱表

現するための技能

を身 につ けて い

る。

時 ○主な学習内容   。主な学習活動 ☆具体の評価規準 主な教材

第

１
時

○ 「自分 らしく」の範唱を聴 き、詩
の内容 も感 じなが ら曲全体の雰囲気

をつかむ。
○主旋律が どのよ うに表れ るか確認
し、歌えるようにする。

☆楽由に関心を持つて

聴き、練習に意欲的で

ある。
【観点 1】

「春に」
「自分 らしく

第

２
時

○ リーダー中心にパー ト練習を重ね

て、 自分のパー トの旋律の リズム、

音程 を正確に覚え、それぞれの声部
の役割を知る。
○ 「春に」の範唱を聞き、国語で学

習 した詩 の内容 も思い出 しなが ら、

曲全体の雰囲気をつかむ。

☆ 自分のパー トの音が

とれて、 しつか りとし

た発声で声を出す こと

ができる。【観点 3】

第

３
時

○ 「自分 らしく」全体合唱で、それ

ぞれ の声部の役割 を考 えなが ら、ハ

ーモニーを味わ う。

○ 「春 に」のそれぞれ のパー トの旋

律や リズムを正確 に覚 え、音域 に応

じた発声ができるよ うに練習 を重ね

る。

☆正確な音程 とリズム、

様々な表現の工夫 をす

る技能 を身につ け歌 う
ことができる。

【観点 3】

第

４
時

○それぞれの声部の役割 を理解 し、
全体合唱をし、ハーモニーを整える。

○以前書いた 「春に」の詩への思い

を改めてみて、曲を歌つた後の感 じ

方 と比較 しなが ら思いを深め、交流

す る。
○後半部分を取 り上げ、音楽 と詩の

かかわ りを理解 し、曲に対す る思い

を深め、表現を工夫する。

☆楽 由に関心を持 ち、

自分の詩 に対す る思い

深めようとしている。

【観点 1】

☆それを音楽表現に生
かすよう表現の工夫を
している。 【観点 2】

第

５
時

本
時

○中間部 を取 り上げ、音楽 と詩のか

かわ りを理解 し、由に対す る思いを

深め、表現を工夫する。

☆自分の詩に対する思
いをもつて伝えあい、
それを音楽表現に生か

すよう表現の工夫をし
ている。  【観点 2】



○ 「春に」「自分 らしく」 を他 の部

分についても、 自分の詩 に対す る思
いを深めなが らまとめ合唱をする。

☆詩に対する思いやそ

れぞれの思いを共有 し

ながら、気持ちを込め

て表現する。【観点 2】

９

“ 本時の学習

(1)本時の目標
由の詩に対する思いを伝えあい、表現の工夫をする.

(2)本時の展開

○主な学習内容   。主な学習活動 ◆教師のかかわ り ☆評価規準

・前時の学習を思い出し、詩 と曲とのかかわ

りに気をつけなが ら「春に」を合唱する。

○ 「春に」の詩に対する思いをお互いに交流
し、音楽表現について考える。

① 「枝の先のふ くらんだ新芽が′卜をつつ く」
の部分の音楽について気づいたことを発表

する。

◆なるべく自分の言葉で交流 させ、音

楽 との結びつ け られ るよ うに支援す

る。

◆技術的なア ドバイスをして表現に生
かせるようにする。

′
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・ppで始まっている
。女声から始ま り男声がかけあいになつて
いる              等

。それはなぜそ うなっているか、詩 と結びつ

けて考えさせ、 どのように歌つてみたいか

交流する。
ｒ

　

　

ｔ

。優 しい感 じで
・温かい柔 らかい雰囲気      等

・生徒か ら出た答えをまとめ、部分的に表現

を工夫する練習をする。

② 「よろこびだ～あふれている」の部分につ

いても音楽で気づいたことを発表する。

「IV変騒TttTRよ よII幕
t る              等 _

どのように歌いたいか交流
r

ヽ

自分の思いをどんどん出していく感 じ

それぞれの感情が込められるように 等

。「枝の先の～」表現を工夫する練習をする。

・中間部を通して練習してみる。

。前回や今回の部分を思い返し、まとめ合唱
をする。



(3)本時の観点別評価の進 め方

具体の評価規準 Aと 判断する子 どもの状況例

観点 2

☆ 自分の詩 に対す る思いをもつて伝 えあ
い、それを音楽表現に生かすよう表現の工

夫をしている。

観 察、ワークシー ト】

詩に対する思いを自分の言葉で伝え、

それを音楽に生かすよう表現の工夫をし

ている。

Cと 判断する子 どもへの手立て

詩に対する思いを共有 させ、どのように音楽表現をすればよいかわかることで意欲

を高める。


