
1 

 

小学校 第２学年 音楽科 学習指導案 

 

                         日  時  平成 29年○月○日（○） 

                                   第○校時 

                         対  象  第２学年○組 ○名 

学校名  ○○○○小学校 

授業者  ○○○○ 

 

 

１ 題材名 「音を合わせて楽しもう」  

 

２ 題材の目標 

     (1) 互いの歌声や楽器の音を聴き合いながら、音を合わせて歌ったり演奏したりする。 

(2) 楽器の音色や問いと答えの音楽の仕組みに気付き、いろいろな音を合わせて演奏される楽しさを

感じ取りながら聴く。 

 

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「どこかで」の歌詞の表す情景を想

像し、思いをもって歌う学習にすす

んで取り組もうとしている。【歌唱】 

②「ぷっかりくじら」の楽曲の気分を

感じ取り、思いをもって表現する学

習にすすんで取り組もうとしてい

る。【歌唱・器楽】 

③楽器の音色や主な旋律の問いと答え

の仕組みに気を付けて聴く学習にす

すんで取り組もうとしている。【鑑

賞】 

④「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」

の友達の歌声や楽器の音を聴きなが

ら、問いと答えの仕組みに気付き、

音を合わせて表現する学習にすすん

で取り組もうとしている。【器楽】 

⑤「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」

の伴奏の響きを聴きながら、拍の流

れにのって演奏する学習にすすんで

取り組もうとしている。【器楽】 

⑥「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」

のパートの役割を意識しながら、拍

の流れにのって演奏する学習にすす

んで取り組もうとしている。【器楽】 

①「どこかで」の旋

律の特徴を聴き

取り、曲の気分を

感じ取りながら、

歌詞の表す情景

を想像して歌い

方を工夫し、どの

ように歌うかに

ついて思いをも

っている。【歌唱】 

②「ぷっかりくじ

ら」の旋律のリズ

ムを聴き取り、重

なる面白さを感

じ取りながら、楽

曲の気分を感じ

取って表現を工

夫し、どのように

演奏するかにつ

いて思いをもっ

ている。【歌唱・

器楽】 

 

①「どこかで」の歌

詞の表す情景に合

った表現で歌って

いる。【歌唱】 

②「ぷっかりくじら」

の旋律のリズムの

特徴を生かし、楽

曲の気分に合った

表現で演奏してい

る。【歌唱・器楽】 

③「オッとあぶない

よ！（聖者の行

進）」の互いの音を

聴き合いながら、

音を合わせて演奏

している。【器楽】 

④「オッとあぶない

よ！（聖者の行

進）」のパートの役

割を意識して、互

いの音を聴き合い

ながら、音を合わ

せて演奏してい

る。【器楽】 

①楽器の音色や

主な旋律の問

いと答えの仕

組みを聴き取

り、それらの

働きが生み出

すよさや面白

さを感じ取り

ながら、楽曲

全体の気分を

感じ取って聴

いている。 

【鑑賞】 
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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１学年及び第２学年〕Ａ表現(1) イ「歌

詞の表す情景や気持ちを想像したり、楽曲の気分を感じ取ったりし、思いをもって歌うこと。」、

Ａ表現(2) イ「楽曲の気分を感じ取り、思いをもって演奏すること。」及び、エ「互いの楽器の

音や伴奏を聴いて、音を合わせて演奏すること。」、Ｂ鑑賞(1) ア「楽曲の気分を感じ取って聴く

こと。」の能力を育てることを目標に設定した。〔共通事項〕としては、(1)ア(ｱ) 「音色、旋律、

リズム、拍の流れ」及び(ｲ) 「問いと答え」を中心に指導を行っていく。 

 本題材では、互いの歌声や楽器の音を聴き合いながら、みんなで気持ちを合わせて楽しく演奏

する活動を中心に学習を進めていく。 

 第１次では、「どこかで」（石桁冬樹 作詞・作曲）を歌い、輪唱を楽しむ。歌詞に描かれた四

季の様子を思い浮かべながら、互いの声を聴き合って歌うことができるようにし、心を合わせて

歌う楽しさを味わえるようにする。 

 第２次に扱う「ぷっかりくじら」（高木あきこ 作詞／長谷部匡俊 作曲）では、主な旋律を歌

い、副次的な旋律を鍵盤ハーモニカで演奏して合わせて、歌声と楽器の音が重なり合う響きを楽

しみながら演奏する。歌の軽快なリズムと、鍵盤ハーモニカの４分音符や２分音符の多いリズム

の違いを意識して、互いの音を聴きながら合わせられるようにする。拍の流れにのってリズムを

聴き合い、タイミングを合わせて演奏する心地よさを味わえるようにする。 

 第３次では、「こうしんきょく」（チャイコフスキー 作曲）の、トランペットとバイオリンで

交互に演奏される主な旋律を聴き取り、「問いと答え」の音楽の仕組みに気付く。「問いと答え」

が何度も繰り返されて生み出される面白さを感じ取りながら、いろいろな音が合った演奏を楽し

んで聴くことができるようにする。 

 第４次に扱う「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」（アメリカ民謡／松田昌 作詞・編曲）で

は、主な旋律、副次的な旋律、低音の３パートに分かれて鍵盤ハーモニカを演奏する。主な旋律

の「問い」に対して、副次的な旋律が「答え」となる部分があるため、問いと答えの面白さを感

じられる。また、副次的な旋律や低音のパートの役割を知り、拍の流れにのって演奏することで、

友達の音を聴きながら合わせる楽しさを感じることができるようにする。 

 本題材を通して、音を合わせて演奏する楽しさを実感し、複数のパートに分かれて演奏する面

白さや、気持ちを合わせた演奏の喜びを味わわせられるように題材を展開していく。 

 (2) 教材観 

  ア 歌唱教材 「どこかで」（石桁冬樹 作詞・作曲） 

ヘ長調 ４分の２拍子 ８小節  

２小節ずつ追いかけながら重ねることができる輪唱になっている。１、３、５小節目が同じ

音になっていたり、１、２小節目と５、６小節目が同じ音になっていたりするため、輪唱をし

た際に音程を取りやすい。１～４番で四季のことを歌っており、輪唱で異なる音が重なる部分

は、「ブーンブーン」など、その季節にまつわる擬音語になっている。歌詞の内容に合った声

で合わせて歌う心地よさや、拍の流れにのり、音程に気を付けながら、互いの声を聴き合って

輪唱する楽しさを学ぶことができる教材である。 

イ 歌唱・器楽教材  

(ｱ) 「ぷっかりくじら」（高木あきこ 作詞／長谷部匡俊 作曲） 

ハ長調 ４分の４拍子 ８小節  

４拍子の学習や、歌唱と器楽の融合を目的としたオリジナル曲である。主な旋律である歌の

パートは付点８分音符と 16 分音符でできたスキップのリズムやシンコペーションが多いのが

特徴で、軽快なリズムと明るい歌詞は児童が親しみやすい。鍵盤楽器のパートは副次的な旋律
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になっており、４分音符や２分音符が用いられ、伴奏のようになっている。リズムの特徴が異

なる主な旋律の歌と副次的な旋律の鍵盤楽器を聴き合い、拍の流れにのって合わせる楽しさを

感じられる教材である。 

(ｲ) 「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」（アメリカ民謡／松田昌 作詞・編曲） 

ハ長調 ４分の４拍子 １８小節  

アメリカ民謡の「聖者の行進」に歌詞を付けて歌ったり、歌った旋律を鍵盤ハーモニカで 

演奏したりできるように編曲されたものである。主な旋律、副次的な旋律、低音の３パート

で構成されており、主な旋律は「ドレミファソ」、副次的な旋律は「ソラシドレ
ー ー

」、低音は副

次的な旋律より１オクターブ低い「ソラシドレ」と、指のポジション移動をせずに演奏する

ことができるそれぞれのパートには歌詞が付いているため、歌詞唱で旋律に親しんだ上で鍵

盤ハーモニカを演奏する。１パートずつ歌ったり演奏したりしやすいことや、易しい運指で

演奏できることから、演奏しながら互いの音を聴いて合わせる楽しさを感じ取りやすい。ま

た、鑑賞で学んだ「問いと答え」の仕組みを生かしたり、３パートそれぞれが役割を意識し

て演奏したりすることで、全体の中に自分の音を調和させて演奏する力をつけることができ

る教材である。 

ウ 鑑賞教材 「こうしんきょく」（チャイコフスキー 作曲） 

ト長調 ４分の４拍子 Ａ－Ｂ－Ａ－Ｃ－Ａ－Ｂ－Ａのロンド形式 

「くるみ割り人形」第１幕の第２曲である。トランペットとバイオリンの演奏するフレー

ズが交互に繰り返される。聴き分けやすい二つの楽器の音色が、トランペットの「問い」に

対してバイオリンが「答え」になるように交互に演奏される主な旋律を聴き取ることで、楽

器の音色を手掛かりにしながら「問いと答え」の音楽の仕組みに気付いていくように聴くこ

とができる。そして、異なる旋律の掛け合いなどから醸し出されるさまざまな音が調和した

演奏を聴く楽しさを感じ、表現の学習へつなげていく。 

 

５ 年間指導計画における位置付け 

 互いの歌声や楽器の音を聴きながら、音や気持ちを合わせて楽しく演奏する題材である。 

第１学年 ３学期 第２学年 ３学期 第３学年 ２学期 

おとをあわせてたのしもう 
(12時間) 
〔主な教材〕 
「こいぬのマーチ」(久野静夫 
作詞／作曲者不明) 

音を合わせて楽しもう 
(本題材・11時間) 
〔主な教材〕 
「オッとあぶないよ！（聖者の行
進）」（アメリカ民謡／松田昌 作
詞・編曲） 

音を合わせて楽しもう 
(７時間) 
〔主な教材〕 
「歌おう 声高く」(花岡恵 作
詞／長谷部匡俊 作曲) 

互いの歌声や楽器の音を聴
き合いながら、気持ちを合わせ
て演奏したり、楽器の響きが合
う楽しさを感じながら聴いた
りする。 

互いの歌声や楽器の音を聴き合
いながら、音を合わせて演奏した
り、音色や「問い」と「答え」の
音楽の仕組みに気付いていろい
ろな音が合う楽しさを感じ取り
ながら聴いたりする。 

旋律や音が重なり合う面白
さを感じ取り、互いの歌声や楽
器の音を聴きながら演奏した
り、旋律の重なりや、楽曲の構
造に気を付けて聴いたりする。 

 

６ 題材の指導計画と評価計画（全 11 時間扱い） 

 時 ◆ねらい    ○学習内容    ・学習活動 
■評価規準 
（評価方法） 

第
１
次 

◆互いの歌声を聴き合いながら、声を合わせて歌う。 

１ ○「どこかで」の曲の感じをつかみ、擬音語が表す面白さを感
じ取って歌う。 

■「どこかで」の歌詞の表
す情景を想像し、思いを
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・範唱ＣＤを聴いて、曲全体の感じをつかむ。 

・１～４番の歌詞が四季を表していることに気付き、季節の様
子を思い浮かべながら歌う。 

・擬音語に注目し、どのような様子を表して歌いたいかを考え、
発表する。 

・表現したい様子を思い浮かべながら、体の動きを付けたりし
て、擬音の部分を語感に合うように歌う。 

・二つの組に分かれて、互いの声を聴き合いながら、４小節ご
とや２小節ごと交互に歌う。 

もって歌う学習にすす
んで取り組もうとして
いる。ア①(活動観察・
発言) 

■「どこかで」の旋律の特
徴を聴き取り、曲の気分
を感じ取りながら、歌詞
の表す情景を想像して
歌い方を工夫し、どのよ
うに歌うかについて思
いをもっている。イ①
（活動観察、発言） 

２ ○「どこかで」を、歌詞の情景に合った声の出し方で輪唱する。 

・声の出し方に気を付けて歌う。      

・二つの組に分かれて、互いの声を聴き合ったり、擬音語の歌
い方を工夫したりしながら１小節ごと交互に歌う。 

・児童と教師で輪唱する。 

・二つの組に分かれて、児童だけで輪唱する。 

・自分たちの歌を録音したものを聴き、擬音語の部分で声が重
なり合う響きを聴き取る。 

・歌詞の表す情景を想像し、互いの声を聴き合いながら輪唱す
る。 

■「どこかで」の歌詞の表
す情景に合った表現で
歌っている。ウ①(演奏
聴取) 

第
２
次 

◆歌と楽器の音を聴き合いながら、音を合わせて歌ったり演奏したりする。 

３ ○「ぷっかりくじら」の曲の感じをつかみ、声を合わせて主な
旋律を歌う。 

・範唱ＣＤを聴いて、曲全体の感じや、歌と鍵盤ハーモニカで
演奏される曲であることを知る。 

・歌詞を読み、様子を思い浮かべながら主な旋律を歌う。 

・主な旋律のリズムを手拍子したり、リズムに合わせて歩いた
りして、スキップやシンコペーションのリズムを聴き取る。 

・スキップやシンコペーションのリズムが生み出す軽快な感じ
を生かし、伴奏に合わせて主な旋律を歌う。 

■「ぷっかりくじら」の楽
曲の気分を感じ取り、思
いをもって表現する学
習にすすんで取り組も
うとしている。ア②(活
動観察、発言) 

４ ○「ぷっかりくじら」の楽曲の気分を感じ取って、副次的な旋
律の演奏の仕方に思いをもつ。 

・楽譜を見ながら、副次的な旋律のリズムを手拍子する。 

・主な旋律を伴奏に合わせて歌いながら、副次的な旋律のリズ
ムを手拍子する。 

・どのような様子を表したいかを考え、発表する。 

・表現したい様子に合う歌い方で副次的な旋律を階名唱する。 

・教師の範奏を聴いて、指のポジション移動に気を付けながら
フレーズごとに鍵盤ハーモニカで演奏する。 

・二つの組に分かれて、後半部分の指のポジション移動に気を
付けて４小節ごと交互に鍵盤ハーモニカで演奏する。 

・表現したい様子を思い浮かべながら、伴奏に合わせて副次的
な旋律を鍵盤ハーモニカで演奏する。 

■「ぷっかりくじら」の旋
律のリズムを聴き取り、
重なる面白さを感じ取
りながら、楽曲の気分を
感じ取って表現を工夫
し、どのように演奏する
かについて思いをもっ
ている。イ②（発言、活
動観察） 

 

５ ○「ぷっかりくじら」を楽曲の気分に合った演奏の仕方で、主
な旋律と副次的な旋律を合わせて演奏する。 

・リズムの特徴を生かした演奏の仕方について教師の説明を聞
いて知る。 

・表現したい様子に合う演奏の仕方で、リズムの特徴を生かし
て副次的な旋律を鍵盤ハーモニカで演奏する。 

・二つの組に分かれて、主な旋律を歌ったり、副次的な旋律を
鍵盤ハーモニカで演奏したりする。 

・三つの組に分かれ、主な旋律を歌ったり、副次的な旋律を鍵

■「ぷっかりくじら」の旋
律のリズムの特徴を生
かし、楽曲の気分に合っ
た表現で演奏している。
ウ②(演奏聴取) 
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盤ハーモニカで演奏したり、聴き役になったりして、それぞ
れの旋律のリズムの特徴を生かして楽曲の気分に合うように
演奏するのを楽しむ。 

第
３
次 

◆楽器の音色や問いと答えの掛け合いを楽しみながら、音を合わせる楽しさを感じ取って聴く。 

６ ○「こうしんきょく」の楽曲の気分を感じ取り、楽器の音色に
気を付けて聴く。 

・音楽を聴いて、どんな楽器の音が聴こえたかを発表し合う。 

・主な旋律がトランペットとバイオリンで演奏されていること
に気付く。 

・教師の説明を聞き、トランペットとバイオリンについて知る。 

○問いと答えの仕組みに気付き、異なる旋律が掛け合う楽しさ
を感じながら「こうしんきょく」を聴く。 

・主な旋律を口ずさみながら聴く。 

・トランペットとバイオリンの二つの組に分かれて、担当する
楽器の旋律が聴こえたら、楽器を吹くまねをしながら聴く。 

・交互に演奏されていることに気付き、教師の説明を聞いて、
問いと答えの仕組みについて知る。 

・問いと答えの仕組みに気を付け、異なる旋律が掛け合う楽し
さを感じ取りながら聴く。 

■楽器の音色や主な旋律
の問いと答えの仕組み
に気を付けて聴く学習
にすすんで取り組もう
としている。ア③(活動
観察、発言) 

■楽器の音色や主な旋律
の問いと答えの仕組み
を聴き取り、それらの働
きが生み出すよさや面
白さを感じ取りながら、
楽曲全体の気分を感じ
取って聴いている。エ①
(活動観察、発言) 

第
４
次 

◆問いと答えの掛け合いを楽しみながら、音を合わせて歌ったり演奏したりする。 

７ ○「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」の曲の感じをつかみ、
問いと答えのように旋律が掛け合うことを楽しみながら主な
旋律や副次的な旋律を歌う。 

・範奏ＣＤを聴いて、曲全体の感じをつかみ、主な旋律と副次
的な旋律が問いと答えの仕組みになっていることに気付く。 

・リズムの面白さを感じ取りながら、主な旋律を歌詞唱する。 

・伴奏を聴きながら、副次的な旋律を歌詞唱する。 

・二つの組に分かれて、問いと答えの掛け合いを楽しみながら、
主な旋律と副次的な旋律を歌詞唱する。 

○「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」の主な旋律を階名唱し
たり鍵盤ハーモニカで演奏したりする。 

・主な旋律を階名唱する。 

・教師の範奏を聴いて、フレーズごとに鍵盤ハーモニカで主な
旋律を模奏する。 

・伴奏に合わせて主な旋律を鍵盤ハーモニカで演奏する。 

■「オッとあぶないよ！
（聖者の行進）」の友達
の歌声や楽器の音を聴
きながら、問いと答えの
仕組みに気付き、音を合
わせて表現する学習に
すすんで取り組もうと
している。ア④(活動観
察、発言) 

 

８ ○「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」の副次的な旋律を拍の
流れにのって階名唱したり鍵盤ハーモニカで演奏したりす
る。 

・副次的な旋律を階名唱する。 

・教師の範奏を聴いて、フレーズごとに鍵盤ハーモニカで副次
的な旋律を模奏する。 

・伴奏に合わせて副次的な旋律を鍵盤ハーモニカで演奏する。 

〇「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」の低音のパートの響き
を感じ取りながら歌う。 

・低音のパートが入った演奏を聴き、低音の役割について気付
く。 

・低音のパートを歌詞唱する。 

・主な旋律と低音のパートを合わせて歌詞唱する。 

■「オッとあぶないよ！
（聖者の行進）」の伴奏
の響きを聴きながら、拍
の流れにのって演奏す
る学習にすすんで取り
組もうとしている。ア⑤
（活動観察、発言） 
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９ 

○「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」の低音のパートの響き
を感じながら拍の流れにのって鍵盤ハーモニカで演奏する。 

・低音のパートを階名唱する。 

・黒鍵や派生音について、教師の説明を聞いて知る。 

・教師の範奏を聴いて、フレーズごとに鍵盤ハーモニカで低音
のパートを模奏する。 

・スタッカートの付いたリズムや派生音に気を付けて鍵盤ハー
モニカで演奏する。 

・二つの組に分かれて、主な旋律と低音のパートを合わせて鍵
盤ハーモニカで演奏する。 

■「オッとあぶないよ！
（聖者の行進）」のパー
トの役割を意識しなが
ら、拍の流れにのって演
奏する学習にすすんで
取り組もうとしている。
ア⑥（活動観察、発言） 

10 ○「オッとあぶないよ！（聖者の行進）」の三つのパートを合わ
せて演奏する。 

・主な旋律、副次的な旋律、低音の順に重ねて演奏する。 

・三つのパートを合わせた演奏を聴いて感じたことを聴き役の
児童が発表する。 

・聴き役の児童と演奏する児童が交代して演奏したり、感じた
ことを発表したりする。 

・三つのパートを合わせて演奏するポイントを教師の説明を聞
いて知る。 

・主な旋律、副次的な旋律、低音、聴き役に分かれて、互いの
音を聴きながら、三つのパートを合わせて演奏する。 

■「オッとあぶないよ！
（聖者の行進）」の互い
の音を聴き合いながら、
音を合わせて演奏して
いる。ウ③(演奏聴取) 

（
本
時
） 

11 ○パートの役割を意識しながら「オッとあぶないよ！（聖者の
行進）」を３パートで合わせて演奏する。 

・主な旋律と副次的な旋律が問いと答えの仕組みになっている
ことや低音の働きについて振り返る。 

・問いと答えの仕組みを意識したり、主な旋律が目立つように
気を付けたりしながら、三つのパートを合わせて演奏する。 

・主な旋律、副次的な旋律、低音、聴き役に分かれて、パート
の役割を意識しながら、三つのパートを合わせて演奏する。 

・互いの演奏を聴き合い、互いの演奏について感想を伝え合う。 

■「オッとあぶないよ！
（聖者の行進）」のパー
トの役割を意識して、互
いの音を聴き合いなが
ら、音を合わせて演奏し
ている。ウ④(演奏聴取) 

 

７ 指導に当たって 

  本題材において、互いの音に関心をもちながら、音を合わせて歌ったり演奏したりしようとする姿

を「児童が主体的に学ぶ姿」、児童同士で関わりながら、考えを伝え合ったり、考えを生かして学んだ

りする姿を「児童が協働的に学ぶ姿」と捉えて指導する。そのために以下の２点に指導の重点を置く。 

(1)教材解釈・教材開発の視点から 

 本題材では、音を合わせて演奏する上で大切な音色やリズムについて第１次、第２次で学ぶ。そ

して第３次の鑑賞で、問いと答えの仕組みについて学んだことを生かして、第４次で問いと答えの

仕組みでできている楽曲を演奏する。既習事項の音色やリズムに加え、問いと答えの仕組みを感じ

取って演奏することができるような、少しずつ内容を発展させられる教材を選択した。音楽を形づ

くっている要素を題材の中でねらいとして繰り返し学ぶことで、児童が見通しをもって学習に取り

組みやすく、主体的に学ぶことができると考える。 

(2) 主体的・協働的な学習の視点から 

   鍵盤ハーモニカを演奏する学習では、ペアで運指を確認したり、クラスを二つの組に分けてグル

ープで演奏を聴き合ったりし、児童同士が関わり合いながら学ぶことができる場を多く設定する。

その際には、リズム、音色の音楽を形づくっている要素や、問いと答えの音楽の仕組みに加えて、

拍の流れを伴奏に合わせることや、互いの音を聴き合うことなど、活動ごとに演奏のポイントを児

童に示す。児童同士が関わり合う場面でも、ねらいが明確になることで主体的に学ぶことができた

り、互いに高め合うために自分の考えを伝え、協働的に学ぶことができたりすると考える。 
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８ 本時（全１０時間中の第６時間目） 

 (1) 本時の目標   

楽器の音色や主な旋律の問いと答えの仕組みを聴き取り、気付いたことを言葉で表すなどして、

楽曲全体の気分を味わって聴く。 

 (2) 本時の展開 

時

間 

○学習内容 ・学習活動 

 C：予想される児童の発言 
・指導上の留意点 

■評価規準 

（評価方法） 

導

入  

・「こうしんきょく」を聴いて、感じ
た楽曲の気分を発表し合う。 

C：本当に行進しているような音楽 
C：楽しい曲 
C：途中で違う感じになった 
 （えらそうな感じ→忙しい感じ） 
 

 
 

 

展

展

開 

 

 

○「こうしんきょく」の楽曲の気分
を感じ取り、楽器の音色に気を付
けて聴く。 

 

・音楽を聴いて、どんな楽器の音が
聴こえたかを発表し合う。 

C：ラッパ 

C：バイオリン 

C：シンバル 

C；ふえ 

 

 

・主な旋律がトランペットとバイオ
リンで演奏されていることに気付
く。 

 

 

 

・教師の説明を聞き、トランペット
とバイオリンについて知る。 

 

 

○問いと答えの仕組みに気付き、異
なる旋律が掛け合う楽しさを感じ
ながら「こうしんきょく」を聴く。 

・主な旋律を口ずさみながら聴く。 

 

・トランペットとバイオリンの二つ
の組に分かれて、担当する楽器の
旋律が聴こえたら、楽器を演奏す
るまねをしながら聴く 

 

 

 

 

 

 

 

・交互に演奏されていることに気付

 
 
 
 
 
予想される児童の発言 
・ラッパ  ・バイオリン 
・シンバル ・ふえ 
 
・トランペットの旋律とバイオリン
の旋律を分けて歌わせる。 

・「チャ」や「パ」、「ラ」など、歌
いやすい言葉をつけて口ずさま
せるようにする。 

 
・「トランペット」「バイオリン」正
しい楽器名を絵で示しながら教
える。 

・トランペットとバイオリンを演奏
している映像を見せ、実際に演奏
している様子を分かりやすく伝
える。 

 
・楽曲の途中まで聴かせる。 
 
・自分のチームの楽器が聴こえた
ら、立って演奏するまねをさせ
る。 

・聴かせながら、演奏される順番に
黒板にトランペットやバイオリ
ンの絵を貼る。 

・旋律が変化した部分などで、児童
が迷った部分は印を板書し、後で
振り返ることができるようにす
る。 

 
・絵を貼ったり板書したりして、ト
ランペットとバイオリンの旋律
が交互に演奏されることや、途中
で変化することなどに気付かせ

 
■楽器の音色や主な
旋律の問いと答え
の仕組みに気を付
けて聴く学習にす
すんで取り組もう
としている。ア④
(活動観察・発言) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■楽器の音色や主 
旋律の問いと答え
の仕組みを聴き取
り、それらの働きが
生み出すよさや面
白さを感じ取りな
がら、楽曲全体の気
分を感じ取って聴
いている。エ①(活
動観察・発言) 
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き、教師の説明を聞いて、問いと
答えの仕組みについて知る。 

 

 

 

 

 

・問いと答えの仕組みに気を付け、
異なる旋律が掛け合う楽しさを感
じ取りながら聴く。 

 

る。 
・問いと答えの仕組みについて説明
する。 

 
・問いと答えの仕組みになっている
かを確かめながら聴くように促
す。 

・異なる旋律が掛け合うとどのよう
な感じがするかを児童に問いか
ける。 

ま

と

め 

・本時について振り返る。 ・初めて聴いたときに感じたことな
どを振り返らせながら、問いと答
えの仕組みや掛け合う楽しさに
ついて児童の発言からまとめる。 

 

 

 

(3) 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

「こうしんきょく」 チャイコフスキーさっきょく 

おとを 合わせて たのしもう 

どんなかんじ？ 

・本当にこうしんしている 

・楽しいきょく 

・とちゅうでかわる 

 えらそう→いそがしい 

 

楽きの音は どんなふうに かけあっているだろう。 

つかわれているがっき 

・ラッパ ・バイオリン 

・シンバル・ふえ 

 

といと答え 

？ ？ 

？？？ 

？ ？ 


