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会長あいさつ

全日本音楽教育研究会中学校部会長 小松 康裕（東京都台東区立上野中学校長）

平成２３年度の小学校、２４年度の中学校に続き、今年度高等学校でも新学習指導要領が
新入学年から順次全面実施されました。去る６月２０日(木)２１日(金)、全国大会兵庫大会
が、幼・小・中・高・大の総合大会として開催されました。｢つながる 音・人・心｣を大会
主題に掲げ、参加者が音楽と温かな心でつながる機会になった素晴らしい大会でした。
阪神淡路大震災から１８年、東日本大震災から２年。２度の大災害から人々が癒され、復
興に向けて立ち上がる勇気を得る時に｢音楽での心のつながり｣がありました。音楽的な感動をより深く受け止める感性
とそれを支える音楽の確かな力の育成への研究が、札幌大会・長野大会と受け継がれ、この兵庫大会で実を結ぶことが
できたことは、これからの学校音楽教育を価値づける上でも大きな意義のある実践でした。
今年も、各支部や各部会との連携を一層深め、各地区、各ブロックの研究大会を通して、全国中学校音楽教育に携わ
る人たちの絆を結び、研究を繋ぐ役割を果たして参ります。
【平成２５年度活動方針】
１ 優れた音楽科指導実践について情報収集や調査研究を行う。
２ 各支部（各地区研究会）との連携を深め、相互の研究を繋ぐ役割を果たす。
３ ｢全国中学校音楽教育要覧｣と｢会報｣の発行をとおして、情報の提供に努める。
４ 全国大会〈兵庫大会〉を各支部の協力により多くの参加者を得て成功させるために、兵庫県実行委員会と連携する。

全国大会を終えて

全日音研兵庫大会会長 兵庫県支部長 中西 昭人（西宮市立甲武中学校長）

思い起こせば３年前。兵庫県の支部長を拝命した私の初めての仕事は、東京の本部に行って、全
国大会のお断りと他府県開催のお願いを伝えることから始まりました。揃わぬ足並み。大きな大会
を開催することへの不安。準備にかかる労力の大きさ。様々な問題を抱えてのお願いでした。しか
し、神戸市を中心とする先生方の熱意。本部の皆様方からの温かいご支援を頂き、今は何の後悔も
なく、兵庫県で開催したことが「本当に良かったな」と思っております。なぜならば、このような
機会を与えて頂いたことにより、私たちは新たな一歩を踏み出すことができたからです。
公開した授業は、決して、完成し、完結したものではありません。また、
「今大会に向けてだけの発表」
「発表のための
発表」でもありません。この度、全国からお越しいただいた皆様方が、各校、各地にお持ち帰りいただいて、授業で使え
るものは、是非、明日の授業からお試しいただいて、ご意見・ご助言をお寄せいただきますようにお願い申し上げます。
「音楽の持つ力」
「音楽教育の持つ力」によって、心豊かな、そして笑顔にあふれた子どもたちを、私たち互いの研鑚によ
って育んでいくことが、今大会の主題『つながる 音・人・心』であると考えております。
平成７年にみまわれた阪神淡路大震災の折、全国各地の皆様から温かいご支援を頂きました。今大会により尐しでもご
恩返しができればと思っておりましたが、再び「元気・勇気・熱意」等の贈り物、多大なるご支援・ご協力を頂戴するこ
とになってしまいました。このご恩も、いずれの日にか必ずお返ししたいと考えております。最後になりましたが、本大
会にご尽力くださいました文部科学省をはじめとする関係各位の皆様に心から感謝し、
お礼の言葉とさせていただきます。
本当にありがとうございました。
（大会２日目全体研究会 開会行事 会長挨拶より）
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全日本音楽教育研究会 中学校部会
東京都台東区上野桜木 1-14-55
台東立上野中学校内
会長 小松

康裕

◆講評◆
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部 教育課程調査官
文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官
津田 正之 氏
大熊 信彦 氏
日時：平成２５年６月２１日（金） １０：０５～
場所：兵庫県立芸術文化センターＫＯＢＥＬＣＯ大ホール

中学校では、昨日、６つの授業が公開されました。
筝曲の創作と演奏を関連づけた授業は、平調子による旋律、音色や余韻などの知覚・感受、また、演奏の姿勢や構え、
さらには本手と替手の互いの息づかいや間などを、とても大切にした取り組みでした。生徒が、日本らしさを意識しなが
ら、最も基礎的な奏法の習得を大事にしつつ、替手を創作したり、友達と一緒にアンサンブルを楽しんだりする和楽器の
表現活動は、学校の音楽科教育に求められる価値ある学習でした。
アルトリコーダーの授業は、実際にリコーダーを吹きながら、生徒がアーティキュレーションをいろいろと試して、そ
の違いが曲想の変化をもたらすことに関心をもって、どのように演奏するかの思いや意図を明確化していく取り組みでし
た。単に、リコーダーがうまく吹けたかどうか、といった表層的な活動に終わることなく、表現の多様性を感じるととも
に、終末段階には、オーケストラの鑑賞活動も位置づけて、自らの演奏体験も踏まえながら、器楽表現の豊かさを味わう
学習でした。
旋律創作の授業は、旋律と和音との関わりを知覚・感受しながら、それを手がかりに音のつながり方などを創意工夫す
る取り組みでした。まず、一人で和音の音を使って２小節をつくる。このハードルの低い導入に始まり、それを４人でつ
ないで８小節とし、グループで試行錯誤しながら、和音以外の音も入れるなどして、表情豊かな旋律にしていきます。注
目できる点は、さらに次の終末段階で、グループでつくった旋律を、個々人がそれぞれに見直して、オリジナルの作品を
仕上げていく展開です。中学校部会のサブテーマに「個で学び、集団で学び、個に還る」とあります。それを具体化した
一例といえる学習でした。
「ブルタバ」の鑑賞の授業は、音楽そのものが表している質的な世界を、生徒がそれぞれに感じ取ること。その際、ス
メタナが音楽で描いているチェコの自然の情景などを意識すること。さらに、当時の歴史的背景や作曲者の心情などを音
楽の特徴と関わらせて考えること。
こうした内容を、
どのように結びつけて指導を展開するかが示された取り組みでした。
ＣＤの音声のみの聴取で鑑賞を進めていき、第 3 時後半で初めてチェコフィルの演奏映像をしっかりと視聴し、最後に改
めてＣＤを聴きながら、３時間全体の学習を振り返って「音楽のもつ力」をテーマに一人ひとりが考える、といった流れ
の興味ある学習でした。
長唄の歌唱と歌舞伎の鑑賞を関連づけた授業は、我が国の声の特徴を感じ取れる表現活動を必修化した新教育課程に即
した取り組みでした。昭和５２年告示の学習指導要領に、長唄「勧進帳」を鑑賞共通教材のひとつに示しました。３０年
以上が経過しますが、今でも伝統音楽を教材とする授業は、それが私たち自身の文化であるにもかかわらず、指導が難し
いという声を伺うことがあります。昨日の授業では、長唄の一部分に焦点化して、産字や節回しなどの特徴を生かして唄
う体験が、伝統音楽への興味を高めるとともに、歌舞伎音楽を舞踊や演技と関連づけながら理解して、主体的な鑑賞へと
広げていく学習でした。
「夏の思い出」の歌唱の授業は、題材名に「作者の思いを感じ取り、歌詞や曲想を味わって表現を工夫しよう」とある
ように、
「夏の思い出」ではない、他の曲を歌う時にも、生徒が自ら応用できる力を育成する取り組みでした。だからこそ、
全４時間という展開も理解できます。歌詞、曲想、曲想を生み出している音楽的特徴の理解、また作者が曲に込めた思い
と生徒の表現に対する思いとのつながり、その橋渡しとなる楽譜に記された用語や記号の解釈、そしてその技能の習得な
どがバランスよく組み込まれた学習でした。
いずれの授業にも共通していると思ったことは、長年扱ってきた、いわゆるオーソドックスな学習素材を用いながら、
今日求められる課題にも対応した実践だった、という点です。たとえば、すべての生徒が学習する内容の明確化、評価規
準の設定、記録に残す評価を行う場面の精選、学習形態における個人やグループと学級全体のバランス、我が国の伝統音
楽、及び創作と鑑賞の学習の質的な充実など、新教育課程の全面実施２年目にふさわしい学習指導と評価のモデルが提示
されました。
（高等学校及び特別支援学校についてのご講評は割愛させていただきます。
）
話は変わりますが、中教審において第２期教育振興基本計画の答申が４月に取りまとめられました。そして、ちょうど
１週間前、６月１４日の閣議で教育振興基本計画が閣議決定されました。その前文は、
「今正に、我が国に求められている
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もの、それは、自立・協働・創造に向けた一人一人の主体的な学びである」と始まります。小・中・高校などの学校段階
において生涯にわたる学習の基礎となる「自ら学び、考え、行動する力」などをしっかりと育成し、生きる力を確実に身
に付けさせる必要があります。そして、学校段階も含めた生涯全体を通じて、社会を生き抜くための力を身に付けること
が重要です。そのキーワードが、多様性を基調とする自立・協働・創造です。音楽の新学習指導要領をこのキーワードに
照らして捉えると、自立した個人が、それぞれ多様な個性、能力を生かし、他者と協働しながら、新たな価値を創造して
いく、生涯学習社会の構築に音楽教育の内容は、大きく貢献するものと考えています。
申し上げるまでもなく、
子どもたちにとって音楽の授業そのものが、
楽しくて喜びあふれるものでなければなりません。
まずは、子どもが音楽を一層好きになり、その体験を生涯学習につなげていくことが大切です。このことが結果的に、人
としての人間的な成長と、次の時代の社会の発展・成熟にもつながっていくのです。
では、学校教育の中に、なぜ音楽教育が必要か。もし、必要であるとすれば、どのような内容が今求められているのか。
そして、その内容を意味あるものとして、子ども一人一人が実感しながら、主体的に学習するために、指導計画や教師の
指導方法などをどのように改善していくのか。新教育課程が本格的に動き出した今こそ、この点をしっかりと考え、実践
研究をさらに深めるチャンスだと思います。
兵庫県の先生方のご尽力に改めて敬意を表しますとともに、会場の先生方には、どうかご健康に留意され、子どもたち
のために、音楽教育の改善・充実に向けてご活躍くださいますことをお願い申し上げて、全体講評とさせていただきます。

◆全国理事会◆
日時：平成２５年６月１９日（水） １４：００～
会場：神戸総合教育センター

理事会は、佐々木裕副会長の開会の言葉で始まった。始めに、風見章事務局長より役員改選についての説明があり、昨年度
も会長であった小松康裕先生引き続き会長として承認された。続いて小松康裕会長より挨拶があり、兵庫大会開催へのお祝い
の言葉、新学習指導要領実施２年目にあたって、より授業改善に努めること等が述べられ、平成２６年度が東京都で、平成２
７年度が静岡県で全国大会が開催されるという報告があった。
議事に入り、議長に選出された岡本以浦里支部長と西村幸司支部長の進行により、平成２４年度事業報告、会計報告、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、会則改正、表彰者等の審議が行われ、すべて承認さ
れた。その後、角康宏調査研究部長より昨年度の調査研究報告と今年度の調査研究の目的、内容、方法についての説明、伊藤
広報研修部長より原稿作成のお願い、寺尾会計部長より今年度の会費についての説明があった。
最後に、大会開催県を代表して中西昭人支部長より挨拶と兵庫大会の紹介、菊本和仁支部長より平成２６年度東京大会の紹
介、伊藤静雄支部長より平成２７年度静岡大会の紹介があり、木村一也副会長の言葉で終了した。

平成２５年度 全日本音楽教育研究会全国大会 兵庫大会 中学校部会

◆実技講習会◆
日時：平成２５年６月２０日（木）１５：００～１５：５０
会場：神戸文化ホール 中ホール

テーマ「楽譜に命を吹き込む」

講師：武田 雅博先生

モデル合唱：神戸市立鷹匠中学校、神戸市立長坂中学校、神戸市立長峰中学校 合唱部
今年度ＮＨＫ全国学校コンクールの課題曲「友よ」を題材に講習会は行われた。武田先生の熱心な指導、適切な言葉かけでモデル合唱
団の歌声がどんどん変わっていく様子は素晴らしかった。
言葉（発音、イントネーション）を大切に、どんな気持ちで歌ったらよいのか、具体的でイメージしやすい指導であった。「声のベク
トルをそろえる」「鼻と口のドアを開けるだけでよい声になれる」「寄り添うように歌う」「音楽がマヨネーズになる」など、武田先生
から出てくる言葉の玉手箱は魅力いっぱいで、参加者誰もが引き込まれる５０分だった。
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◆研究授業レポート◆
日時：平成２５年６月２０日（木）
会場：神戸市立神戸生田中学校・神戸市立湊翔楠中学校・神戸市立渚中学校
研究主題『育てよう 感じる心と 確かな力』

【器楽・創作】第３学年
題材名 「箏の音色や余韻の特徴を生かし、日本らしさを箏で表現しよう」
（教材名 「さくらさくら」
）

指導者 神戸市立竜が台中学校教諭 山越 祥子

礼儀作法からピンとした雰囲気で授業が始まり、その姿勢は終始一貫していた。生徒た
ちはグループで本手と替手（グループで創作）をどのように演奏したら日本らしさが表現
できるか話し合い、箏の音色や余韻を感じ取り、自分たちのイメージする音色を表現する
ための工夫を考えながら授業が進められた。強弱や速度、奏法などの工夫をワークシート
に記入し、繰り返し演奏に取り組んでいた。一人一人が自分の箏の音に集中している姿が
印象的であった。箏を用いて日本らしさを表現することを追求しており、日本の伝統文化
の良さを感じることのできる授業だった。

【器楽・鑑賞】第２学年
題材名 「アーティキュレーションを生かして、音楽表現を工夫しよう」
（教材名 「シチリアーナ」
「ブルタバ」
）

指導者 神戸市立本庄中学校教諭 永田 隆博

「シチリアーナ」は古楽の旋律をもとに作曲されたレスピーギの名作である。この曲を
表現豊かに演奏するために、生徒たちはグループごとに話し合い、イメージを共有し、曲
の構成を考えながら楽譜にアーティキュレーションを記入していった。アーティキュレー
ションを生かして演奏することで、音楽が生き生きとしてくる変化が感じられた。どう表
現するか真剣に悩み、試行錯誤する生徒たちの姿が清々しい授業だった。運指の苦手な生
徒も仲間の動きを見ながらしっかりと合わせていて、グループ学習の効果を実感した。
次時には表現活動だけでなく、鑑賞活動の中からアーティキュレーションを知覚・感受
していく。自分たちで考え、表現したからこそ、鑑賞することで多様な音楽に対する理解も深まると感じた。

【創作】第２学年
題材名 「コード進行をもとにして、旋律づくりに挑戦しよう」
（教材名 オリジナル曲）

指導者 神戸市立舞子中学校教諭 山道 恵子

コード進行やリズムという枠組みが決まったところから旋律の創作を行う学習活動が展開
された。４人のグループで、ひとり２小節の旋律をつくり、それぞれのつくった旋律をつな
いで８小節の作品をつくる。生徒たちは、音のつながり方（順次進行や跳躍進行）を学んだ
り、ガイド以外の音を使うことで変化が生まれることを知覚したりしながら、リコーダーや
キーボードを使い、創意工夫し作品を仕上げていった。自分たちの曲にタイトルをつけるこ
とでイメージを広げ、最後にはグループ発表を行った。
グループで協力し楽しみながら音楽をつくることから、最終的には個人で旋律をつくることをめざしているとのこと。
今後、小集団での学びが個に生かされ、生徒たち一人一人が、旋律創作の確かな力を培っていくだろうと実感できた。
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【鑑賞】第３学年
題材名 「音楽に込められた作曲家の思いを感じ取ろう」
（教材名 スメタナ 連作交響詩＜我が祖国＞より「ブルタバ」
） 指導者 神戸市立垂水東中学校教諭 壽 哲志
「ブルタバ」の「聖ヨハネの急流」前から曲の終わりまでにスポットをあて、音楽の特徴
を知覚し、曲想を感じ取るだけでなく、チェコの歴史やビシェフラトの資料、写真等を紹介
し、歴史的背景の理解も深まるよう工夫された授業であった。
「スメタナはなぜブルタバ川を
描こうと思ったのか」という発問に対し、生徒たちは自分の言葉で批評し、その後グループ
で意見交換が行われた。最後は、毎年スメタナの命日に開催される「プラハの春 音楽祭」
を鑑賞し、
「音楽のもっている力」についてワークシートに自分の考えを記入して授業は終わ
った。生徒たちはスメタナの思いを感じ取るとともに、
「ブルタバ」に対するチェコの人々の思いについても考える良
い機会になったといえるだろう。大会の研究主題である「つながる」
「感じる心」
「確かな力」に迫る授業であった。

【歌唱・鑑賞】第２学年
題材名 「歌舞伎のよさや美しさを味わおう ～長唄の歌唱を通して～」
（教材名 長唄「勧進帳」 歌舞伎「勧進帳」
）

指導者 神戸市立魚崎中学校教諭 塩谷 紀代美

長唄の歌唱に取り組むことによって、歌舞伎の良さや美しさを味わわせる、という授業だっ
た。４人のグループで勧進帳の「おうさかのやまかくす」の部分を練習し、長唄の音色、旋律
（節回し・産字・唄尻）
・リズム（間）
・強弱の特徴を生かした表現を工夫していった。グルー
プ発表の際には、各グループが工夫している点を聴き取り、ワークシートに記入した。生徒た
ちは「勧進帳」の情景や物語の背景を理解し、義経一行の悲しみや不安な気持ちを表現しよう
と、主体的に学習に取り組んでいた。
次時に歌舞伎「勧進帳」を鑑賞するとのこと。長唄の歌唱表現の体験が鑑賞の学習活動を深めると確信した。

【歌唱】第２学年
題材名 「作者の思いを感じ取り、歌詞や曲想を味わって、表現を工夫しよう」
（教材名 「夏の思い出」
）

指導者 神戸市立福田中学校教諭 伊東 祐司

「夏の思い出」に込められた作者の思いを感じ取り、楽譜と向き合い、表現を工夫していく
内容だった。
グループに分かれ、
「なぜppなのか？」
「８分休符の役割は？」
「３連符の効果は？」
など、楽譜に記された記号やリズムに注目し、話し合いを重ね、思いや意図を共有して歌唱練
習した。グループごとにキーボードが置かれ、鍵盤にはフレーズの入りの音に印がつけられて
おり、グループ学習しやすいよう工夫されていた。
記号の意味だけ理解するのではなく、そこに込められた作者の思いを想像し、表現をどう工
夫していくかという、まさに学習指導要領の求める趣旨を活かした授業だった。
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◆記念演奏◆
日時：平成２５年６月２１日（金） １０：４０～
場所：兵庫県立芸術文化センターＫＯＢＥＬＣＯ大ホール

～ つながる

１ 姫路市立高浜小学校

音・人・心 ～

２ 神戸市立住吉小学校

♪マーチングバンド
＜指導者＞ 貝賀 慎一

♪合唱部
＜指導者＞ 室屋 尚子

３ 神戸大学附属中等教育学校住吉校舎

４ 宝塚市立中山五月台中学校

♪コーラス部
＜指導者＞ 森瀬 智子

♪吹奏楽部
＜指導者＞ 渡辺 秀之

５ 兵庫県立高砂高等学校

６ 武庫川女子大学附属中学校・高等学校

♪ジャズバンド部
＜指導者＞ 原田 健一

♪コーラス部
＜指導者＞ 岡本 尚子

Information
全日音研中学校部会ホームページも是非ご覧ください。
6

http://zennichionken-jhs.jp/

