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第５学年 音楽科学習指導案 

                            日 時 平成２８年◯月◯日（◯） 

                                第◯校時  

                            対 象 第５学年◯組 ◯名 

                            学校名 ◯◯立◯◯小学校 

                            会 場 音楽室 

 

１ 題材名    「曲想を感じ取って表現しよう」 

 

２ 題材の目標 

(1) 「大空がむかえる朝」の歌詞の内容や曲想を生かした表現を工夫し、思いや意図をもって歌う。 

(2) 「待ちぼうけ」の曲想とその変化などの特徴を感じ取って聴く。 

 

３ 題材の評価規準   

ア 音楽への関心・意欲 
・態度 

イ  音楽表現の創意 

工夫 
ウ 音楽表現の技能 エ 鑑賞の能力 

①「大空がむかえる朝」
の歌詞の表す内容や心
情を感じ取り、曲想に
ふさわしい表現を工夫
し、思いや意図をもっ
て歌う学習に主体的に
取り組もうとしてい
る。【歌唱】 

②「待ちぼうけ」の楽曲
全体にわたる曲想とそ
の変化などの特徴を感
じ取って聴く学習に主
体的に取り組もうとし
ている。【鑑賞】 

①「大空がむかえる朝」

の旋律や強弱、フレー

ズなどを感じ取りな

がら、歌詞の内容、曲

想などを生かした表

現を工夫し、どのよう

に歌うかについて自

分の考えや願い、意図

をもっている。【歌唱】 

①「大空がむかえる朝」

の歌詞の内容や曲想

を生かした表現で歌

っている。【歌唱】 

①「待ちぼうけ」の歌

詞の内容や楽曲全

体にわたる曲想と

その変化などの特

徴を感じ取って聴

いている。【鑑賞】 

 

４ 指導観   

(1) 題材観 

  本題材は、小学校学習指導要領 第２章 第６節 音楽〔第５学年及び第６学年〕、Ａ表現(1)イ

「歌詞の内容、曲想を生かした表現を工夫し、思いや意図をもって歌うこと。」及びＢ鑑賞(1)ア「曲

想とその変化などの特徴を感じ取って聴くこと。」に関連した題材である。〔共通事項〕としては、

ア(ｱ)強弱・拍の流れやフレーズ、(ｲ)変化に重点を置く。 

 高学年の児童には、次のような特性が見られる。「高学年の児童は、心身の発達によって響きの

ある声で歌えるようになる。さらに、社会性の発達に伴って、グループなどの集団における自分の

役割を意識して活動できるようになる。また、理解する力が一層向上し、作詞者及び作曲者の意図

を探求して楽曲の理解を深めることができるようになる。」（「小学校学習指導要領解説音楽編」P.52

より引用） 

このことから、児童が表現への思いや意図をもって豊かに響く声で歌ったり、声を合わせて歌っ

たりする喜びを感じるようにすることが大切であると考える。また、歌い方について自分の考えを
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もち、友達と考えを述べ合って活動したりするよう題材構成を工夫することも大切であると考える。 

さらに、作詞者及び作曲者の意図を探究することは、様々な人々の考え方や感じ方について音楽

を通して学ぶことになる。したがって、様々な考え方や感じ方を自分の表現に生かすことができる。

そのため、音楽と様々な人の考え方や感じ方を意識した題材を構成し、表現と鑑賞の関連を図った

教材を選択し、指導と評価計画に生かす。 

本題材では、歌詞の内容から思い浮かべる様子やイメージ、音楽から感じ取る曲想を生かした表、

現を工夫することを重視する。そのため、グループ活動を通して友達と話し合い、思いや意図を確

かなものにして歌うようにする。また、鑑賞では歌詞の内容や曲想とその変化などの特徴を感じ取

って音楽を聴くようにする。これらの活動を通して作詞者、作曲者の意図を探求して楽曲を理解す

る。音楽を形づくっている要素のうち「強弱」に焦点を当て、表現と鑑賞の関連を図り、曲想を感

じ取って表現を工夫することをねらいとして設定した。 

第１次では、「大空がむかえる朝」（あだちやえ 作詞 浦田健次郎作曲）の歌詞を読んで内容を

理解し、強弱記号に気を付けながら範唱を聴き、主な旋律と副次的な旋律を歌う。そして、グルー

プ活動を通して友達と話し合い、歌詞の内容や曲想を生かした表現の工夫について「強弱」を手掛

かりに学習する。 

第２次では、歌唱表現で学習したことを生かして、「待ちぼうけ」（北原白秋作詞 山田耕筰作曲）

の鑑賞を行う。特に、「強弱」を手掛かりに鑑賞することで歌詞の内容が音楽によって生き生きと

表現されていることだけでなく、歌唱での活動を生かして表現の工夫を感じ取ることができる。歌

唱の学習を鑑賞の学習に生かし、より深く楽曲を味わって聴くことを意図している。 

音楽を形づくっている要素を手掛かりに、曲想の変化に合わせて表現したり、それらの特徴を感

じ取って聴いたりすることは、楽曲のよさや美しさ、作詞者や作曲者の意図を探求して、楽曲に対

する理解を深める。また、音楽を感じ取って歌唱の表現を工夫することに生かされると考え、本題

材を設定した。 

 

 (2) 教材観 

  ア 表現教材 

歌詞の内容、曲想を生かした表現を工夫して歌う教材 

 「大空がむかえる朝」 あだちやえ 作詞 浦田健次郎 作曲 

 前半は斉唱になっており、互いの声を聴き合いながら声を合わせて歌うことで一体感を味わう

ことができる。後半では、主な旋律と副次的な旋律の掛け合いの二部合唱になり、声の重なり合

う響きを楽しむことができる。最後の同じ音をそろえるように歌うことで、美しく印象的に終わ

ることができる。楽曲の構成だけでなく、歌詞を大切に歌うことができるように、強弱記号も細

やかに工夫されている。また、歌詞の内容は情景を語るような前半と、思いを歌い上げる後半と

対照的である。このような理由から歌詞の内容、曲想を生かした表現を工夫して歌う学習を進め

ていくにも、最適な教材である。この教材を通して自分の考えや願い、思いや意図をもって工夫

して歌う楽しさを経験し、今後の合唱の活動につなげたい。 

  イ 鑑賞教材 

曲想とその変化などの特徴を感じ取る教材  

 「待ちぼうけ」 北原白秋 作詞 山田耕筰 作曲 

 わずか８小節の中に、旋律やリズムの反復、言葉のリズムと音の動きが生み出す多彩で変化に
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富んだ曲想が詰まっている。歌詞の内容が音楽によって生き生きと表現されているため、児童に

も親しみやすく、１番から５番までの話の展開に応じて様々な表現の工夫を感じ取ることができ

る。このような理由から曲想とその変化などの特徴を感じ取る学習を進めていくうえで、最適な

教材といえる。また、歌唱の活動で自分たちの思いや意図をもって表現した経験を通して、演奏

者の表現の工夫を一層感じ取ることができる。 

 

５ 年間指導計画における位置付け 

本題材は歌詞の内容や曲想を生かした表現を工夫し、思いや意図をもって歌ったり、曲想とその変

化などの特徴を感じ取って聴いたりする題材である。下記の表はその系統を示したものである。第５

学年「曲想を感じ取って表現しよう」の題材から第６学年「曲想を生かして表現を工夫しよう」へと

つなげていく。 

第５学年 ２学期 第５学年 ３学期 第６学年 ２学期 

○曲想を味わおう。（４時間） 

〔主な教材〕 

「威風堂々 第１番」 

エルガー作曲 

「まっかな秋」 

薩摩忠作詞 小林秀雄作曲 

○曲想を感じ取って表現しよう。

（５時間、本題材） 

〔主な教材〕 

「大空がむかえる朝」 

あだちやえ作詞 浦田健次郎作曲 

「待ちぼうけ」  

北原白秋作詞 山田耕筰作曲 

○曲想を生かして表現を工夫し

よう。（５時間） 

〔主な教材〕 

「広い空の下で」 

高木あきこ作詞 黒澤吉徳作曲 

「風を切って」 

土肥武作曲 橋本祥路作曲 

曲想の移り変わりを感じ取り

ながら聴いたり、言葉の感じや曲

想を生かして歌ったりする。 

歌詞の内容や曲想を生かした

表現を工夫し、思いや意図をもっ

て歌ったり、曲想とその変化など

の特徴を感じ取って聴いたりす

る。 

旋律の変化を感じ取って表現

を工夫して歌ったり、強弱や速

度に注目して、曲想にふさわし

い表現を工夫して合奏したりす

る。 

６ 題材の指導計画と評価計画（全５時間扱い） 

次 時 ◆ねらい   ○学習内容   ・学習活動 
■評価規準 

（評価方法） 

第

１

次 

◆歌詞の内容や曲想を生かした表現を工夫し、思いや意図をもって歌う。 

１ 

○「大空がむかえる朝」を曲全体の感じをつかんで、二部合唱

で歌う。 

・言葉の意味を考えながら歌詞を読み、歌詞の内容を理解する。 

・範唱ＣＤを聴き、曲全体の感じをつかむ。 

・ブレスの位置に気を付けながら、全体を通して主な旋律を歌

う。 

・フレーズごとに音程に気を付けて副次的な旋律を歌う。 

・全体で二つのグループに分かれ、二部合唱で歌う。 

■「大空がむかえる朝」

の歌詞の表す内容や

心情を感じ取り、曲想

にふさわしい表現を

工夫し、思いや意図を

もって歌う学習に主

体的に取り組もうと

している。 

ア－①（発言・活動観

察） 
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２
（
本
時
） 

○「大空がむかえる朝」を歌詞の内容や曲想を生かして、表現

を工夫する。 

・楽譜を見ながら、①主な旋律・副次的な旋律 ②旋律がずれ

て追いかける部分 ③同じ音になる部分 について確認する。 

・歌詞の内容や、フレーズから、どのように工夫したいのかワ

ークシートに書く。 

 

 

 

 

 

 

・ワークシートに書いた工夫を、６人のグループに分かれて、

話し合う。 

・グループで、話し合った工夫を生かして重なる部分を歌う。 

・グループごとに話し合ったり、工夫して歌ったりしたことに

ついて発表し、クラス全体で話し合う。 

・全員で工夫を生かして二部に分かれて歌う。 

■「大空がむかえる朝」

の旋律や強弱、フレー

ズなどを感じ取りな

がら、歌詞の内容、曲

想などを生かした表

現を工夫し、どのよう

に歌うかについて自

分の考えや願い、意図

をもっている。 

イ－①（発言・ワーク

シート） 

３ 

  

○「大空がむかえる朝」を歌詞の内容や曲想を生かして、表現

を工夫して歌う。 

・前回の学習したことを振り返り、工夫について確認する。 

・工夫を生かして、グループごとに声を合わせて歌う。 

・グループごとに歌い、互いに聴き合う。 

・他のグループの歌を聴き、ワークシートに気が付いたことや

感じたことを書く。 

・グループで歌った感想、他のグループの歌を聴いて気が付い

たことや感じたことを話し合う。 

・これまでの学習を振り返り、全員で声を合わせて二部で歌う。 

■「大空がむかえる朝」

歌詞の内容や曲想を

生かした表現で歌っ

ている。 

ウ－①（演奏聴取・ワ

ークシート） 

       

 

 

 

 

 

 

 

第

２

次 

◆「待ちぼうけ」を曲想とその変化などの特徴を感じ取って聴く。 

４ 

○「待ちぼうけ」を歌詞の内容や語感に合う曲想表現の工夫に

ついて感じ取って聴く。 

・１番から５番までの歌詞を通して読み、内容を知る。 

・６人グループに分かれて、「待ちぼうけ」の１番から５番ま

でのそれぞれの歌詞の場面に合う朗読の仕方をグループで

工夫する。 

・グループで工夫した朗読の仕方を発表する。 

・気が付いたことや感じたことを話し合う。 

・「待ちぼうけ」を歌詞の内容を考えながら聴く。 

・気が付いたことや感じたことを話し合う。 

・言葉のリズムを生かした旋律であることを確認する。 

■「待ちぼうけ」の楽曲

全体にわたる曲想と

その変化などの特徴

を感じ取って聴く学

習に主体的に取り組

もうとしている。 

ア－②（発言・ワーク

シート） 

＜予想される工夫＞ 

・「おめでとう」という歌詞が繰り返されているから、

２回目を強くしよう。 

・フォルテに向かってクレッシェンドしよう。 

・休符を意識して合わせよう。 

・最後の音は聴き合って同じ音を合わせよう。 
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５ 

○歌詞の内容やその変化を感じ取って「待ちぼうけ」を聴く。 

・「待ちぼうけ」のＣＤを聴き、自分たちが工夫した朗読とＣ

Ｄの演奏の表現を比較して、場面に合った表現の工夫につい

て発表する。 

・様々な工夫に気付くようにして、楽曲の特徴をクラス全体で

意見を共有する。 

・自分が気に入った表現の工夫について理由も含めてワークシ

ートに記入する。 

■「待ちぼうけ」の歌詞

の内容や楽曲全体に

わたる曲想とその変

化などの特徴を感じ

取って聴いている。 

エ－①（活動観察・ワ

ークシート） 

 

 

７ 本時（全５時間中の第２時間目） 

(1) 本時の目標 

「大空がむかえる朝」の歌詞の内容や曲想を生かして、表現を工夫する。 

(2) 本時の展開 

時
間 

○学習内容  ・学習活動  ・指導上の留意点 
■評価規準 
(評価方法) 

導

入

５

分 

・前時の学習の振り返り、本時の

学習の確認をする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

開 

○「大空がむかえる朝」を歌詞の

内容や曲想を生かして、表現を

工夫する。 

 

・楽譜を見ながら、 

①主な旋律・副次的な旋律 

②旋律がずれて追いかける部分

③同じ音になる部分  

について話し合う。 

 

 

 

 

 

・実際に歌って確認しながら、

様々な特徴に気が付くように

する。 

 

 

歌詞の内容や曲想を生かして、表現を工夫しよう。 



6 

 

35

分 

・歌詞の内容や、フレーズから、

どのように工夫すればよいかワ

ークシートに書く。 

 

 

 

 

 

・ワークシートに書いた工夫を６

人のグループに分かれて、話し

合う。 

・グループで、話し合った工夫を

生かして二つの旋律が重なる部

分を歌う。 

・グループごとに話し合ったり、

工夫して歌ったりしたことにつ

いて発表し、クラス全体で話し

合う。 

 

・歌詞や、音高、旋律の重なり

等に注目するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

・グループごとの机間指導を行

い、各グループの状況を把握

して支援していく。 

・グループで話し合った工夫に

ついて、実際に表現を聴いて

助言をする。 

・話し合う際は、グループで話

し合った内容と共に一人一人

の感じた内容も取り上げるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

■旋律や強弱、フレーズな

どを感じ取りながら、歌

詞の内容、曲想などを生

かした表現を工夫し、ど

のように歌うかについ

て自分の考えや願い、意

図をもっている。 

イ－①（発言・ワークシ

ート） 

〔判断するポイント〕 

Ａ：楽曲の特徴から、どの

ような工夫がふさわし

いのかを考え、音楽の仕

組みを生かして表現の

工夫の仕方をワークシ

ートに書いている。 

〔Ｃと評価される児童へ

の支援〕 

個別にどのような工夫

をしたいか聞き取り、具

体的な方法を例示する。 

ま
と
め
５
分 

・全員で工夫を生かして二部合唱

で歌う。 

・工夫したことを生かして歌う

ことができるように意識さ

せる。お互いのパートを聴き

合いながら響きのある声で

歌うようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜予想される工夫＞ 

・「おめでとう」という歌詞が繰り返されているから、

２回目を強くしよう。 

・フォルテに向かってクレッシェンドしよう。 

・休符を意識して合わせよう。 

・最後の音は聴き合って同じ音を合わせよう。 
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(3) 板書計画 

【ホワイトボード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電子黒板】 

 

 

 

 

 

 

  

 

歌詞・音高・旋律の重なり 

・「おめでとう」という歌詞が繰り返さ 

れているから、２回目を強くしよう。 

・フォルテに向かってクレッシェンド 

しよう。 

・休符を意識して合わせよう。 

・最後の音は聴き合って同じ音を合わ 

せよう。 

・曲の終わりはだんだん弱くして終わ 

る感じを出そう。 

拡大楽譜 

 

 

歌詞の内容や曲想を生かして、  

      表現を工夫しよう。 


