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 小学校 第３学年 音楽科 学習指導案 

 

日 時  平成 28年○月○日（○）第○校時 

対 象  第３学年○組 ○名 

学校名  ○○○○小学校 

                         授業者  ○○○○ 

 

１ 題材名 「拍の流れにのってリズムをかんじとろう」 

 

２ 題材の目標 

 (1) 互いの音や旋律を聴き合いながら拍の流れにのって演奏する。 

(2) 拍の流れを感じながら、反復や変化を生かしてまとまりのあるリズムをつくる。 

 

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 

①「ゆかいな木きん」を拍の流

れにのって演奏する活動に

すすんで取り組もうとして

いる。【器楽】 

②反復や変化を生かしてまと

まりのあるリズムをつくる

活動にすすんで取り組もう

としている。【音楽づくり】 

①「ゆかいな木きん」の互いの

パートのリズムや旋律、拍の

流れを聴き取り、それらが生

み出すよさや面白さなどを

感じ取りながら、音を合わせ

て演奏するためには、どのよ

うなことに気を付けて演奏

するかについて、自分の思い

や意図をもっている。【器楽】 

②反復と変化を生かしたまと

まりのあるリズムが生み出

すよさや面白さを感じ取り

ながら、どのようなリズムを

つくるかについて思いや意

図をもっている。 

【音楽づくり】 

①「ゆかいな木きん」を拍の流

れやリズムに気を付けて旋

律楽器を演奏している。【器

楽】 

②「ゆかいな木きん」を互いの

音や旋律を聴き合いながら、

拍の流れにのって音を合わ

せて演奏している。【器楽】 

③拍の流れを感じながら、反復

や変化を生かしたまとまり

のあるリズムをつくってい

る。【音楽づくり】 

 

 
４ 指導観 
 (1) 題材観 

本題材は、互いの音を聴き合いながら音を合わせて演奏することや、反復や変化を用いてまとま

りのあるリズムをつくることを通して、拍の流れやリズムに対する感覚、演奏表現に必要な基礎的

な能力を養うことをねらいとしている。 

「ゆかいな木きん」では拍の流れにのってグループで一体感のある演奏をすることを目指し、学

習を展開する。拍の流れやリズムを感じながら三つのパートを合わせるとき、どのようなことを心

掛けて演奏をするのか、一人一人に思いや意図をもたせていく。友達と音を合わせて演奏する活動

に積極的に取り組む段階にある中学年の児童にとって、拍の流れにのって演奏することや、自分の

パートの役割を知り、互いの音を聴き合いながら演奏する大切さに気付く経験をすることで今後の

器楽合奏などの表現活動へつなげていきたい。 

「手拍子でリズム」では、反復と変化が生み出すまとまりのあるリズムについて知り、それらを

生かしたリズムをつくる。そして、友達とつなげたり模倣したりすることで、拍の流れに対する感

覚を育てていく。また友達のつくった様々なリズムを聴き合ったり、模倣して演奏したりすること

で、リズムの違いの面白さや表現の多様性を感じ取らせたい。 
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なお、小学校学習指導要領第３章第２節音楽〔第３学年及び第４学年〕と関連する内容は以下の

とおりである。 

【Ａ表現：(2)】 

エ 互いの楽器の音や副次的な旋律、伴奏を聴いて、音を合わせて演奏すること。 

【Ａ表現：(3)】 

イ 音を音楽に構成する過程を大切にしながら、音楽の仕組みを生かし、思いや意図をもって音楽

をつくること。 

  〔共通事項〕（１）ア 

(ｱ)リズム、旋律、音の重なり、拍の流れ (ｲ)反復、変化 

 (2) 教材観 
ア 器楽の教材 

   「ゆかいな木きん」（小林純一 作詞／作曲者不明／原 由多加 編曲） 

    ４分の２拍子で拍の流れにのりやすく、動物の様子や気持ちを想像できる歌詞にも楽しさがあ

る曲である。８分音符の軽快なリズムの主な旋律に副次的な旋律と低音パートを加え、易しい合

奏教材として編曲されている。リコーダーで演奏する副次的な旋律は既習のソラシドの音、低音

パートはドとソの音だけで、どちらも簡単なリズムで構成されている。旋律のリズムの違いも分

かりやすく、合わせて演奏したときに各パートの音や旋律を感じ取りやすい。拍の流れにのって

互いの旋律を聴き合いながら演奏することで音を合わせて演奏することのよさや面白さを感じ

られるようにしたい。 

イ 音楽づくりの教材 

 「手拍子でリズム」 

  運動会などでも親しみがある「三三七拍子」のリズムを[もとのリズム]として例示している。

拍の流れにのってリズムを演奏しやすく、また反復と変化という音楽の仕組みも理解しやすい。

４分音符・８分音符・４分休符を組み合わせて、反復と変化を生かして４分の４拍子・４小節の

まとまりのあるリズムをつくる。 

[もとのリズム] 

    

 

 

  小さいまとまり    小さいまとまり          大きいまとまり 

 

 

 

        くりかえし                    変化 

[つくったリズム]  

  

   と  と  を当てはめてリズムをつくる。なお、１拍目には  か  のみ選択可能とし、４

小節目の４拍目は  で終わるようにする。 

作品例 

   

 

 

 

        小さいまとまりのくりかえし           大きいまとまり  

[グループのリズム音楽] 
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【はじめ】→Ａ児→Ｂ児→Ｃ児→Ｄ児→（Ｅ児）→【終わり】 

とする。まず、各自で[つくったリズム]をどのような順番で演奏するのか試しながら決める。次に【は

じめ】と【おわり】の部分を、①[もとのリズム]をみんなで演奏する、②[グループのリズム]をつくり

みんなで演奏する、③[つくったリズム]を重ねて演奏する、の三つから選択して作品をつくる。 

 

５ 年間指導計画における位置付け 

  第２学年では拍の流れを感じ取りながら、歌ったり演奏したりする経験を重ねた。また音楽づくり

についてはリズムカードを選択して短いリズムをつくった。本題材では低学年で身に付けたリズムや

拍の流れに関する感覚をもとに、互いの音を聴き合いながら、拍の流れにのって演奏することの大切

さについて、表現活動の中で児童自身が気付くことを目指す。第４学年ではさらに拍子やリズムの特

徴を感じ取ったり、音の重なりを生かしたリズムアンサンブルをつくったりする。 

第２学年 第３学年 第４学年 

はくのながれとリズム 
（４時間） 
〔主な教材〕 
「こいぬのビンゴ」 
「ぴょんぴょこロックンロー
ル」 

「ことばのリズムであそぼう」 

拍の流れにのってリズムをかん
じとろう 
（本題材、６時間） 
〔主な教材〕 
「ゆかいな木きん」 
「手拍子でリズム」 

拍の流れにのってリズムを感じ
取ろう（６時間） 
〔主な教材〕 
「いろんな木の実」 
「言葉でリズムアンサンブル」 
「風のメロディー」 

おまつりの音楽をつくろう 
（２時間） 

●拍の流れや言葉のリズムを感
じ取りながら、歌やリズム打
ちを楽しむ。 

●歌やリズム打ちを通して音符
や休符について知る。 

●互いの音や旋律を聴き合いな

がら拍の流れにのって演奏す

る。 

●反復や変化を生かしてまとま

りのあるリズムをつくり、拍

の流れにのって演奏する。 

 

●拍子やリズムの特徴を感じ取

りながら、拍の流れにのって

歌ったり、演奏したりする。 

●音の重なりや反復を生かし

て、言葉のリズムアンサンブ

ルをつくり、拍の流れにのっ

て演奏する。 

●お祭りの太鼓のリズムをつく
り、拍の流れにのって演奏す
る。 
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６ 題材の指導計画と評価計画（全６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 

◆互いの音や旋律を聴き合いながら拍の流れにのって演奏する。 

１  

 

○「ゆかいな木きん」の範唱を聴き、旋律やリズム

を感じ取って歌う。 

・範唱ＣＤを聴き、教師の範唱に続いて１フレーズ

ずつ歌詞唱する。 

・全体を通して歌詞唱する。 

・主な旋律を階名唱する。 

○「ゆかいな木きん」の主な旋律の特徴やリズムを

つかんで、演奏する。 

・指遣いを確認し、鍵盤ハーモニカで演奏する。 

・木琴の奏法について範奏を模倣しながら確かめる。 

・主な旋律をグループ（５人）内で順番に演奏する。

（演奏担当とサポート担当に分かれる。） 

■「ゆかいな木きん」を拍の流れにの

って歌ったり、演奏したりする活動

にすすんで取り組もうとしている。 

ア－①（活動観察） 

２ 

 

○主な旋律と副次的な旋律、低音パートを合わせて

演奏する。 

・副次的な旋律を階名唱したり指遣いを確認したり

してリコーダーで演奏する。 

・低音パートを階名唱したり指遣いを確認したりし

て鍵盤ハーモニカで演奏する。 

・クラスで三つのパートを分担して教師の拍打ちや

伴奏に合わせて演奏する。 

○グループ（７人～８人）で担当楽器を決める。 

・主な旋律（鍵盤ハーモニカ２人・木琴２人）、副次

的な旋律（リコーダー２人）、低音パート（オルガ

ン１～２人）に分かれる。 

 

■「ゆかいな木きん」をリズムや拍の

流れに気を付けて旋律楽器を演奏

している。 

 ウ－①（演奏聴取） 

 ３ ○グループで合わせ方を考え、拍の流れにのって演

奏する。 

・演奏の始め方や三つのパートの合わせ方について、

鍵盤ハーモニカとリコーダーで確かめながらグル

ープの「えんそうのコツ」を決める。 

・「えんそうのコツ」をワークシートに記入する。 

・１段目・２段目のフレーズが合ったグループは実際

の楽器の場所に行き（２グループ分用意）合わせて

演奏する。 

・いくつかのグループが中間発表をして、「えんそう

のコツ」や演奏からどのようなことに心掛けて演奏

しているのかを知り、グループ活動に生かす。 

■「ゆかいな木きん」の互いのパート

のリズムや旋律、拍の流れを聴き取

り、それらが生み出すよさや面白さ

などを感じ取りながら、音を合わせ

て演奏するためには、どのようなこ

とに気を付けて演奏するかについ

て、自分の思いや意図をもってい

る。 

 イ－①（活動観察、ワークシート） 
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７ 指導に当たって 

(1) ねらいにせまる題材構成・学習過程の工夫の視点から 

ア 拍の流れやリズムに対する感覚、演奏表現に必要な基礎的な能力を養うというねらいに向けて、 

 第１次ではグループでの器楽合奏、第２次では反復や変化を生かしたまとまりのあるリズムづく

りとグループでの演奏を設定した。 

４ ○主な旋律、副次的な旋律、低音パートの旋律を合わ

せて拍の流れにのって演奏する。 

・グループの「えんそうのコツ」を振り返り、３段目

４段目を鍵盤ハーモニカとリコーダーで演奏する。 

・３段目・４段目のフレーズが合ったグループは実

際の楽器の場所に行き合わせて演奏する。 

・いくつかのグループが中間発表をして、気付いたこ

とや感じたことを発表する。 

・グループの「えんそうのコツ」を生かしながら１曲

通して演奏する。 

■「ゆかいな木きん」を互いの音や旋

律を聴き合いながら、拍の流れにの

って音を合わせて演奏している。 

 ウ－②（演奏聴取） 

第

２ 

次 

◆拍の流れを感じながら、反復や変化を生かしてまとまりのあるリズムをつくる。 

５ 

 

 

本

時 

 

 

 

 

 

 

 

 

○反復と変化を生かしたまとまりのあるリズムの仕

組みに気付く。 

・拍の流れにのって[もとのリズム]を演奏する。 

・[もとのリズム]や「ゆかいな木きん」のリズムを

例として反復と変化を生かしたリズムの仕組みを

知る。 

○反復と変化を生かした４分の４拍子・４小節のま

とまりのあるリズムをつくる。 

・４分音符と８分音符と４分休符を使って、[小さい

まとまり]のリズムをつくり、ワークシートに記入

する。 

 

■反復や変化を生かしてまとまりの

あるリズムをつくる活動に進んで

取り組もうとしている。 

 ア－②（活動観察） 

 

■反復と変化を生かしたまとまりの

あるリズムが生み出すよさや面白

さを感じ取りながら、どのようなリ

ズムをつくるかについて思いや意

図をもっている。 

イ－②（ワークシート、活動観察） 

 

 

 

・二人一組になり、それぞれがつくったリズムを手

拍子で演奏して伝え合う。 

・２小節の[大きいまとまり]のリズムをつくり、１

小節の[小さいまとまり]のリズムとつないで４小

節のリズムにする。 

・つくったリズムをグループ内（４～５人）で発表

し合い、模倣する。 

 

６ ○グループでそれぞれが[つくったリズム]をつなげ

てグループのリズム音楽をつくる。 

・グループ（４～５人）でリズムを演奏し合いなが

ら演奏する順番を決める。 

・【はじめ】【終わり】の部分を①[もとのリズム]をみ

んなで演奏する、②[グループのリズム]をつくり、

みんなで演奏する、③[つくったリズム]を重ねて演

奏する、の三つから選択する。 

・グループのリズム音楽を通して演奏する。 

・各グループの演奏を発表し、互いの表現を聴き合

う。 

■拍の流れを感じながら、反復や変化

を生かしたまとまりのあるリズム

をつくっている。 

 ウ－③（演奏聴取） 
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器楽合奏ではグループで一体感のある演奏をすることを目指し、どのようなことを心掛けて演

奏をすればよいのか考え試すことで、互いの音を聴き合いながら拍の流れにのって演奏すること

の大切さについて、児童自身が気付くことができるようにした。またリズムづくりでは、まとま

りのあるリズムをつくり演奏することで、拍の流れに対する感覚を育てる。また第１次で学習し

た互いに聴き合いながら拍の流れを感じて音を合わせることを、グループの音楽づくりで生かせ

るようにした。 
 
 (2) 主体的・協働的な学習の視点から 
  ア 第１次「ゆかいな木きん」のグループ活動では、一体感のある演奏を目指すために、三つのパ 

ートを合わせるとき「何か」に気を付けないと合わないということを課題とする。その「何か」 
を「えんそうのコツ」として児童に示し、児童に考えさせ、言葉で表現できるようにする。例え 
ば、「合図の速さを聴いて始める」や「木きんのリズムに合わせる」などが挙げられる。 

   演奏のコツはグループのリーダーがワークシートに記入し、中間発表や最後の発表の場面で、伝 
えられるようにする。 

  イ 第１次の中間発表（第３時）や最後の発表（第４時）では、「えんそうのコツ」や演奏を発表 
し伝え合うことで、考えを深めたり広げたりすることができるようにする。第４時の発表の際に 
は演奏するグループと聴いているグループに分かれられるように、楽器の場所を２グループで共 
有する。互いの演奏のよさを認め合ったり、アドバイスを伝え合ったりすることで考えの再構築 
や更なる課題の発見を目指す。 

  ウ 第２次第５時「拍の流れを感じながら、反復や変化を生かしてまとまりのあるリズムをつくる」 
というねらいのもと、一人一人が自分のリズムをつくる。その際、ワークシートに記入し、可視 
化することで、反復や変化を視覚的にも捉え、また、他者との伝え合いもしやすいようにした。 

   
８ 本時（全６時間中の第５時間目） 

(1) 本時の目標 

   反復と変化を生かした４分の４拍子・４小節のまとまりのあるリズムをつくる。 
 (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 

 

・拍の流れを感じながら、手拍子でリズ

ムを模倣する。 

 

 

・教師のリズム打ちを模倣さ

せる。またオルガンの８ビ

ートのリズムに合わせる

ことで拍の流れを感じら

れるようにする。 

 

 

 

展

開 

 

○反復と変化を生かしたまとまりのあ

るリズムの仕組みに気付く。 

・拍の流れにのって[もとのリズム]を演

奏する。 

 

・[もとのリズム]や「ゆかいな木きん」

の中のリズムを例として、反復と変化

を生かしたリズムの仕組みを知る。 

 

 

 

○反復と変化を生かした４分の４拍

子・４小節のまとまりのあるリズムを

つくる。 

・４分音符と８分音符と４分休符を使っ

て、[小さいまとまり]のリズムをつく

り、ワークシートに記入する。 

 

・二人一組になり、それぞれがつくった

 

 

・リズム読みや教師の範奏を

模倣することでリズムを

演奏できるようにする。 

・「ゆかいな木きん」でも反

復や変化を生かしたリズ

ムがあることを見付ける

ことで、まとまりのあるリ

ズムの特徴に気付かせる。 

 

 

 

 

・リズム唱や手拍子をしなが

らつくるように伝える。 

 

 

・ペアを交代しながら、色々

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■反復や変化を生かし

てまとまりのあるリ

ズムをつくる活動に

すすんで取り組もう

としている。 
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リズムを手拍子で演奏して伝え合う。 

 

 

 

・２小節の[大きいまとまり]のリズムを

つくり、１小節目の[小さいまとまり]

のリズムの反復とつないで４小節の

リズムをつくる。 

なリズムを知ることで、

[大きいまとまり]のリズ

ムをつくるときの発想に

つなげる。 

 

 ア－②（活動観察） 

 

 

 

■反復と変化を生かし

たまとまりのあるリ

ズムが生み出すよさ

や面白さを感じ取り

ながら、どのようなリ

ズムをつくるかにつ

いて思いや意図をも

っている。 

イ－②（ワークシート、

活動観察） 

ま

と

め 

 

・つくったリズムをグループ内（４～５

人）で発表し合い、模倣する。 

 

・反復と変化を生かしたリズ

ムかどうかも確かめなが

ら発表し合うように伝え

る。 

 

 

(3) 板書計画 

めあて くりかえしと変化を生かしてまとまりのあるリズムをつくろう 

                             

    [もとのリズム]の拡大              ワークシートの[つくったリズム]                                               

                           記入欄の拡大 

 

 

 

 

 

 

※別のパネルに「ゆかいな木きん」の楽譜、児童が考えた「えんそうのコツ」をまとめたもの、拡大し

たワークシートを掲示する。 


