
題材名 お祭 りや民謡 めぐり

児 童 :日 の出小学校 4年 1組 42名
指導者 :平 田 真生子

1 題材について

(1)題材観

この題材では、 日本や世界の国々に伝わるお祭 りや民謡のリズムがもつ躍動感や

楽 しさを味わい、楽しむことをねらいとしている。特に、和楽器 (和 太鼓等)の鑑

賞や 日本の基本的なリズムを通 しておはや しづくりに取 り組み、 日本の音楽の特徴

やよさを感 じとらせたい。「ソーラン節」を中心に、歌った り、器楽演奏をした りし

ながら楽しく活動させたい。

(2)研究とのかかわり

○創造的表現～創作活動 (お はや しづくり)を取 り入れることで、表現意欲を高め

る。

○わかる、できる、わかちあうの実践

わかる 。お祭 りや民謡のリズムがもつ躍動感や楽しさを味わって聴く。

・音楽を特徴づけているおはや しのリズムやふし、言葉に注目する。

できる 。イメージや感情をもち、表現したいという意欲をもって、自分なりに

表現を工夫することができる。受動的態度ではなく。
。おはや しのリズムをつくり、速度、強弱といつた表現要素の設定を変

化させることによって自分たちなりの表現を工夫する。

わかちあう。グループごとの取 り組みを鑑賞し合い、自分の感 じたことを伝え

合 うことで、互いのよさを感 じ取 り、それを認め合 う。

(3)こ の題材で身につける学習指導事項の内容

A表現 項 目  事項

B鑑賞 項 目  事項

新学習指導要領 〔共通事項〕との関連

音色 リズム 旋律 音の重なり 音階 反復
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(4)題材の評価規準

(5)題材の指導計画 (7時間)

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

日本や世界のさまざ

まな音楽に興味・関

心 を も って聴 い た

り、友だちと一緒に

楽 しく歌つた り、す

すんで楽器の演奏に

取 り組 もうとした り

している。

さまざまな国の音楽

の特徴やよさを感 じ

取り、それらを生か

して演奏の仕方を工

夫 しよ うとしてい

る.

拍の流れや リズム

の特徴を生か して

歌つた り、楽器の

演奏をした りして

いる。

日本や世界のお祭 り

の音楽を聴き比べな

がら、そのよさや特

徴などを感 じ取 り、

全体の流れを体で感

じて聴 く。

次 時 ○主な学習内容  。主な学習活動 ☆具体的な評価規準 主な教材

1 世界のお祭 りの音楽 (鑑賞)

2 おどれサンバ (表現 )

3 おどれサンバ

2 4 日本のお祭 りの音楽 (鑑賞 )
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６

おはやしのリズムやふし (表現)

○おはや しの リズムを工夫 して ☆日本のおはや しのリズ

ムの特徴を生かして、

簡単なリズムアンサン

ブルをつくっている。

楽しむ。

〇おはやしのふしを工夫する。

〇おはや しの リズムとふ しを合

わせる。

7 ソーランぶし (表現 )

〇 「ソーランぶし」を知 り、か

け声や前奏の部分を入れて歌

う

自分たちのソーランぶしをつくろう

○前時で工夫 したおはや しの リ

ズムを生かし、打楽器のばん

そ うを入れて演奏する。

☆拍の流れや リズム、歌

い方の特徴を感 じ取

り、それらを生かしな

がら歌唱表現を工夫し

ている。

☆前時で工夫したリズム

を生かし、曲に合わせ

て打楽器の演奏を工夫

することができる。
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本

ソーランぶし (表現 )

○ばんそ うを入れて 「ソーラン

ぶし」を歌い合わせる。

・感 じた り、気づいた りしたこ

とを話し合 う。

☆音楽を特徴づけている

リズムを体で感 じ取 り

ながら、リコーダーや

打楽器などを工夫して

演奏している。

☆打楽器のリズムにのっ

て、楽しく歌唱表現や

身体表現をしようとし

ている。

2 本時の目標

(1)本時の目標

。打楽器のリズムにのって、

・前時までの学習を生かし、

楽しく「ソーランぶし」を歌い合わせる。

すすんで表現を工夫し発表することができる。

(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

○かけ声を入れて 「そ― らん」ぶ しを全員で

歌 う。

○グループごとに交代で伴奏の リズムを演奏

する。

・聴き手は歌い手になる?

。工夫したところを発表する。

・聴いて感 じた り、気づいた りしたこと、

工夫のよいところなどを話し合 う

◆打楽器のリズムを入れたときと、

入れないときの雰囲気の違い、歌

い手の気持ちの変化などにも注目

させたい。

☆音楽を特徴づけているリズムを体

で感 じ取 りながら、リコーダーや

打楽器などを工夫して演奏してい

る。

☆打楽器のリズムにのって、楽しく

歌唱表現や身体表現をしようとし

ている。

○感想発表 ◆おはや し作 りか らの活動を通 し

て、感 じたことや よかったことを

振 り返 らせ、 自分たちの表現の高

ま りを実感 させたい。

発表だけの、活動 しかない授業になっていないか ?

ばんそ うの リズムを決めて、全体で表現 (強弱や速 さなど)を話 し合ってつくってい

く方法 もある ?



(3)本時の価の進め方

具体の評価規準 Aと 判断する子どもの状況例

Cと 判断する子どもへの手立て

※年間指導計画の作成 (A4 1枚 )
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