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中学校部会会報 

 

 

 

 

 

会長就任のごあいさつに代えて 

 

全日本音楽教育研究会中学校部会長  

小松 康裕（台東区立上野中学校長） 
 
  
平成２４年度より、前原田 徹中学校部会長の後任として大役をお引き受けすることとなりました。原田会長の

ご功績には遠く及びませんが精一杯、責任を果たして参ります。どうかご支援をお願い申しあげます。 
 さて、平成２３年度の全日音研中学校部会の事業が、全国各支部の活発な研究活動に支えられ、大きな成果を

残すことができました。特に、昨年１１月１７日と１８日に北海道札幌市で開催されました全日音研全国大会 札
幌大会(総合大会)では、『音楽のよさを生かし、豊かな心と確かな力をはぐくむ音楽教育』を大会主題に、新学習

指導要領全面実施に向けた大きな成果を残していただきました。 
 移行期間に各地で実施された多くの研究活動や研究大会等の成果を受け、全国で新しい中学校音楽教育が花開

いています。音楽科の基礎的能力としての「知覚・感受する力」を育成し、思いや意図を持って表現したり、音

楽的価値を味わって聴いたりする力を育てることが今回改訂の趣旨です。この間に開催された各地の研究大会等

で得た音楽科授業改善の成果を、全国で共有しながら具現化しなくてはなりません。 
 来る１１月１５日(木)１６日(金)に全国大会 長野大会(部会大会)が、長野市のホクト文化会館を中心に開催され

ます。『高めよう！音楽の確かな力 味わおう！音楽の美しさ 分かち合おう！音楽の歓び』を大会主題に掲げ、

幼稚園・小学校・中学校が“音楽による心の繋がり”を共通テーマにしておられます。小林 雅彦実行委員長先

生が、大会二次案内のご挨拶で述べておられる３つの研究指針に感銘を受けました。 
 昨年の会報６３号で前原田会長は『音楽の底力で感動を』と題して、[共通事項]の指導を通して、「音楽に対す

る感性を豊かにする」ことを中核の学力として育成しながらも、「音楽を愛好する心情を育てる」ために、『感動』

を音楽学習で体験させたい…と述べられました。全面実施の年を迎えた今こそ、この一節を噛みしめたいと思い

ます。新しい学習指導要領の改訂趣旨に本当の命を吹き込む教育実践が全国で展開されるために、中学校部会と

してできることに全力で取り組んで参ります。 
 ご支援、ご指導を何卒よろしくお願い申し上げます。  
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◆ 全国理事会 

・日時 平成２４年６月２２日（金）１３：００～１４：５０ 

・場所 江東区文化センター 

感謝とともに 

事務局長 風見 章 

（杉並区立中瀬中学校長） 
  
平成23年度の中学校部会の事業が、全国49支部の支部長先生をはじめとする音楽教育研究会各支部の皆様の

お陰で、無事に終了することができましたことを心より感謝申し上げます。 
 平成23年度全日音研全国大会札幌大会においては札幌市はもとより、北海道全体…まさしく『オール北海道』

のパワーを見せていただきました。レセプションにおいては、木村副会長自らカメラを手に、会場内を撮影する

姿を目で追っていました。その後ろ姿は、感慨深く、満足げでした。「本当にありがとうございました。そしてお

疲れ様でした。」と心の中で呟いたのを思い出します。 
全国大会札幌大会の成功が表すように、各地区・ブロック大会も成功裏に終了されました。その大会運営にあ

たられた先生方から多くのことも学ばせていただきました。本当にありがとうございました。 
 さて、昨年度をもって任期途中ではありましたが、中学校部会長の原田先生がご退任されました。平成 21 年

度全国大会・東京大会の最終日、府中の森芸術劇場大ホールでのご挨拶が懐かしく思い出されます。ご体調の都

合によるご退任ですが、どうかご健康に十分注意され、これからのご活躍をお祈りいたします。本当にありがと

うございました。 
 6月22日（金）には江東区文化センターで全国理事会・研修会が開催されました。お忙しい中、全国16支部

の支部長先生や代理の先生のご出席のもと、平成23年度各事業、決算報告、そして平成24年度役員、活動方針、

予算などについての審議と承認をいただきました。また、研修会においては東京都・東村山市立東村山第一中学

校の高道有美子先生の授業実践報告と前・国立音楽大学教授、藤沢章彦先生のご指導と講演もいただきました。 
 藤沢先生、高道先生、そしてご出席いただいた先生方、本当にありがとうございました。 
 札幌大会におけるレセプションで次回全国大会の案内がありました。その席上、出席されていた今年度全国大

会開催県である長野県・小林雅彦支部長をはじめとする長野県の先生方が、たからかに長野県歌「信濃の国」を

歌われました。北海道で聞く「信濃の国」は胸に沁み、長野大会の成功が目に浮かびました。これからも、全国

各支部のさらなる連携を図るために、会員の皆様のご支援とご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
理事会は、井田博之副会長の開会の言葉で始まり、続いて原田徹前会長より挨拶があった。その中で諸般の事

情により会長職を退任したいとの申し出があった。それを受けて、風見章事務局長より後任についての説明があ

り、小松康裕副会長が新会長として承認された。小松康裕新会長より、学習指導要領次回改訂を見据えた研究・

実践を行っていきたい、全国一丸となって音楽科教育の発展に努めていきたいという抱負等力強い挨拶があった。 
議事に入り、議長に選出された吉田政弘支部長と伊藤静雄支部長の進行により、平成２３年度事業報告、会計・

監査報告、平成２４年度役員・理事の紹介、活動方針と事業計画、予算、表彰者等の審議が行われ、すべて承認

された。 
続いて各支部の情報交換が行われ、新学習指導要領全面実施の状況、各支部の重点的な取り組みや研究、若手

教員の育成、確かな学びと学力、創作活動の充実等が各支部長より熱く語られた。 
最後に、氏家仁志調査研究部長より今年度の調査研究の目的、内容、方法についての説明、木村七郎副会長よ

り昨年度札幌大会のお礼の挨拶、小林雅彦支部長より今年度長野大会の紹介、中西昭人支部長より来年度兵庫大

会の紹介があり、串田諭裕副会長の閉会の言葉で終了した。 
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◆研修会 第2部 講演                   

「これからの音楽科教育と音楽教員に求められること」        
前国立音楽大学教授 文教大学教育学部講師  藤沢 章彦 先生 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
東京都中学校音楽教育研究会において、研究・実践されている授業についての報告があった。 
２つテーマが設定され、研究が進められている。 
研究Ａ ①指導と評価の一体化 ②評価方法の工夫 
研究Ｂ ①題材設定・題材構成 ②音楽の基礎的な学力を育成する授業内容 
これらの研究に沿って設定された「日本の伝統的な歌唱の特徴を捉えて表現・鑑賞し、長唄『勧進帳』のよさ

を味わおう」という題材について、学習カードも提示され、具体的な取り組みが紹介された。 
 成果として、①表現(歌唱)と鑑賞の授業を関連付けることで、２つの領域を同時に評価することができるよう

になった、②学習カード(図形楽譜等)を工夫することで、評価が見とれるようになった等があげられた。 
 課題として、①前後の題材(歌舞伎とオペラのかかわり等)と関連付けていく、②鑑賞能力についての評価方法

をさらに工夫していく等があげられた。 
 
 

 
                                       

                                        
 

 
 
 
藤沢先生が提示された次第に沿って、具体的な説明があった。 

１ これまでの音楽科教育のあゆみ（戦後の音楽科教育） 
  （１）学習指導要領（音楽）の変遷    （２）音楽科教員養成 
２ 音楽科教育の課題 
  （１）音楽科教育（授業）のあり方    （２）学習指導要領の内容 
  （３）評価のあり方                  （４）指導法研究の推進 
３ 音楽科教員に求められること 
  （１）教員としての資質・能力        （２）教科の専門性と指導力 
  （３）いわゆる「人間力」といわれるもの 
４ 現状に関する２つの疑問と提言 
  （１）表現と鑑賞の関係と音楽学習 
     現行学習指導要領の文言（中学校第１学年） 
     ＊第２、３学年では「感じ取り」が「理解して」となっている。 
 【結論と提言】 
   １ 表現の学習では、つまるところ「技能・技術」の内容である。 
   ２ 表現を向上し、工夫する学習には「鑑賞面＝聴く」の学習が不可欠である。 
    ３ 「表現及び鑑賞の活動 」で、「音楽の学習」をするのであって、表現の活動には「聴く」活動が含ま

れている。鑑賞を既存のいわゆる名曲の演奏のみを対象としてよいか。 
     ＊現行の「評価の観点」への疑問 
  （２）「教材」の考え方 
    ・「教材」とは何か、音楽科では楽曲か。その場合、楽譜は資料か、教材か。 
    ・「生徒自身が学習活動するのに必要な材料（物的素材）はすべて教材」とするとはっきりする。伴奏の

ピアノ、黒板、ＡＶ機器等は生徒が活動のために使用しないので除く。 

◆ 研修会 第１部 授業実践研究発表 

「日本の伝統的な歌唱の特徴を捉えて表現・鑑賞し、 

長唄『勧進帳』のよさを味わおう」 

 

東村山市立東村山第一中学校 主任教諭 高道 有美子 先生 
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長野大会《中学校部会》の概要 
 

◆中学校部会 研究主題 「音楽の意味や価値を自ら見いだし、心が響き合う授業づくり」 

◆日程 平成２４年１１月１５日（木） 

◆会場 ＜Ｅ会場＞ 長野市立裾花中学校（長野市安茂里２０６９） ８：３０～１２：２０ 

＜Ｆ会場＞ ホクト文化ホール  （長野市若里１-１-３）   ８：３０～１２：４０ 

会場 学校名 題材名 授業者 助言者 

Ｅ１ 
長野市立裾花中学校         

（第３学年 鑑賞） 

作曲者の主張とその表現方法を、感動し

た要因から探ってみよう 
細川 淑子 

奈良教育大学 教職大学院 教授 

宮下 俊也 

Ｅ２ 
長野市立裾花中学校 

（第１学年 鑑賞・歌唱） 

日韓の伝統的な歌唱曲を互いに学び合

おう 
山岸  浩 

信州大学 准教授 

齊藤 忠彦 

Ｆ１ 
長野市立北部中学校         

（第3学年 器楽・創作） 

箏の奏法を生かして、俳句の世界を音楽

で表現しよう 
長谷部直子 

長野県 総合教育センター 専門主事 

臼井  学 

Ｆ２ 
長野市立川中島中学校 

（第３学年 創作） 

木琴連弾でオスティナート風のまとま

りのある音楽をつくろう 
竹腰 益臣 

中信教育事務所 指導主事 

剣持 康典 

Ｆ３ 
千曲市立更埴西中学校         

（第２学年 歌唱） 

歌詞が表す情景や心情を感じ取って合

唱で表現しよう 
西澤 真一 

伊那中学校 教頭 

石川  武 

Ｆ４ 
長野市立中条中学校 

（全校 歌唱） 

私たちのふるさとが伝わる表現を工夫

しよう 
宮﨑 靖代 

元伊那中学校 校長 

白鳥 彰政 

 

≪ワークショップ / パネルディスカッション≫  ホクト文化ホール  １５：３０～１６：４０ 

①歌唱 「分かち合おう合唱の喜びを」                 ： 富澤  裕 （作曲家・合唱指揮者） 

②音楽づくり・創作 「音から創造的な音楽へ」             ： 後藤  洋 （作曲家） 

③鑑賞 「これからの音楽鑑賞教育で求める大切なもの」         ： 宮下 俊也 （奈良教育大学 教職大学院教授） 

④日本音楽 「日本料理はお箸で美味しく、日本音楽は日本語で楽しく」  ： 伊野 義博 （新潟大学教授） 

⑤パネルディスカッション 「音楽科が歩んできた道  歩んでいく道」  

 
 

平成２４年度研究大会案内 

○１０月２６日    東北音楽教育研究大会 山形大会(南陽市・米沢市) 
○１１月 １日    近畿音楽教育研究大会 和歌山大会(和歌山市) 
○１１月 １～２日  九州音楽教育研究大会 佐賀大会(佐賀市) 
○１１月 ２日    北海道音楽教育研究大会 釧路大会(釧路市) 
○１１月 ９日    関東音楽教育研究大会 山梨大会(甲府市) 
○１１月１５～１６日 全日本音楽教育研究大会全国大会 長野大会(部会大会) 

  ○１１月２２日    中国・四国音楽教育研究大会 高知大会(高知市) 
  ○ ２月 １日    東京都中学校音楽教育研究大会(府中市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Information 
ホームページリニューアルしましたので是非ご覧ください。 
 

全日音研中学校部会 HPアドレス 

http://zennichionken-jhs.jp/ 


