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高等部１年 「音楽」学習指導案 

日 時 平成 25 年○月○○日（○） 

○○：○○～○○：○○ 

対 象 高等部１年２（軽度）グループ 生徒○○名 

学 校 名 東京都立○○特別支援学校 

授 業 者 Ｔ１：指導教諭 ○○ ○○ 

Ｔ２：主任教諭 ○○ ○○ 

会 場 １階 音楽室 

 

１ 単元名 鍵盤楽器を演奏しよう 

 

２ 単元の目標 

・器楽の学習ルールと鍵盤ハーモニカの使い方を身に付ける。 

・音名と鍵盤の位置を理解して鍵盤楽器を演奏する。 

・伴奏に合わせて演奏する。 

 

３ 単元の評価規準 

  音楽（表現・器楽）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 積極的に取り組んでいる。 

② 楽器の準備・片付けの手順

を守って丁寧に行う。 

③ 教師の指示には音を出さず

に注目する。 

④ 分からなくなったときは、

あきらめずに伴奏を聴くな

どして努力している。 

① 前奏や間奏をよく聴いてい

る。 

② 頭・肩・足を動かすなどし

て、音楽に乗ろうとして

いる。 

③ 「茶色の小びん」と「聖者

の行進」では、ジャズの符

点のリズムを表現しようと

している。 

① 正しい鍵盤の位置で弾くこ

とができる。 

② 前奏や間奏をよく聴いてタ

イミングを計って弾き始め

ることができる。 

③ 指を機能的に使って演奏す

ることができる。 

④ 伴奏と演奏が合わなくなっ

たら自分で判断して修正す

ることができる。 

   

４ 指導観 

（１）単元観  

「特別支援学校高等部学習指導要領」第２章各教科、第２節知的障害者である生徒に対する教育を

行う特別支援学校の「音楽」の目標は「表現及び鑑賞の能力を伸ばし、音楽活動への意欲を高めると

ともに、生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる」と定められている。またそのうちの２

段階の内容では「打楽器、旋律楽器などの演奏の仕方に慣れ、楽器の特色や音色を生かしながら合奏

や独奏をする。」と定められている。 

高等部段階では、歌唱や身体表現に自信がないと感じている生徒がいるが、そのような生徒でも器

楽演奏であれば抵抗感なく取り組めることが多い。逆に歌唱や身体表現は楽しく取り組める生徒でも、

器楽演奏になると、技術や知識の習得に苦手意識をもつ生徒もいる。生徒たちに音楽での自信を付け

させて演奏する楽しさを味わわせ、生活の中で心豊かに過ごす助けとなる音楽演奏の基礎的な能力を

育てたいと考えている。また、本単元は高等部に入学して初めての「器楽」となるため、準備・片付

けも含めた楽器の使い方に慣れ、学習のルールを定着させ、意欲的に効果的に学ぶための意欲や態度

を育てたいと考えている。 

（２）生徒観 

歌唱については、半数の生徒が大まかな音程感を身に付けているが、一方の半数は音程が取れる音

域がとても狭い。身体表現については、全員が４拍子のリズム感を身に付けているが、リズムを安定

して維持することが難しい生徒も若干名いる。鍵盤楽器については、全員が小中学校で経験している

ため、鍵盤の並び順に沿って弾く音階であれば演奏することが可能であるが、音階以外になると、メ
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ロディの音名と鍵盤の位置を頭に入れて、ゆっくりとしたテンポから練習することが必要になる。本

単元では、全員が一斉に取り組めるように各自が鍵盤ハーモニカを持って使用する。姿勢の保持が困

難な生徒は楽器を机の上に置いて演奏する。 

（３）教材観 

ア 本単元は以下の内容で構成する。 

●学習ルール、鍵盤ハーモニカの演奏の仕方を確認する。 

  学習ルール① 「楽器を丁寧に扱う。」 

順番に楽器を取りに行き、自席でケースから取り出す。ケースは足元に置く。

楽器を持って、ベルトに指を入れる。準備ができたら、吹き口ホースを配布

する。片付けではホースの洗浄を丁寧に行う。 

     学習ルール② 「先生の指示をよく聞く、よく見る。」 

            教師の説明には音を出さずに注目する。「さんはい」などの合図に合わせる。 

     学習ルール③ 「わからなくなったら、伴奏をよく聴いて、またチャレンジする。」 

            自分の演奏を中断して伴奏を聴くことはよいことである。慌てて演奏せず、

心の中で歌い、弾くところが分かったら、また演奏を開始する。 

●音階練習（「ドレミの歌」） 

 伴奏に合わせて、「ドレミファソラシド」を順に演奏する。 

エンディングで「ドソド」と演奏するところは、初めはほとんどの生徒が失敗してしまうが、

テンポを下げて鍵盤の位置と指の運び方を練習させ、意欲を引き出したい。 

●「茶色の小びん」 

 課題①：伴奏に合わせて「ミソソ」→「ファララ」→「休符」を繰り返すため、音階の次の

課題として適切である。 

 課題②：課題①に続いて「ミソソ」→「ファララ」→「シシラシド」と弾く。 

課題①か②かは、生徒自身が判断して取り組むことができる。 

     課題③：生徒の演奏は課題①又は②のままで、伴奏をジャズの雰囲気が強いものに替える。

ジャズバンドと一緒に演奏しているような雰囲気を感じることができる。ジャズ独

特の符点やシンコペーションのリズムを効かせた演奏を引き出したい。 

   ●「聖者の行進」 

     課題①：伴奏に合わせて、本来のメロディのうちの長く伸ばす音だけを弾く。 

 課題②：本来のメロディを弾く。課題①か②かは、生徒自身が判断して取り組むことが   

できる。 

     課題③：生徒の演奏は課題①又は②のままで、伴奏をジャズの雰囲気が強いものに替える。

ジャズバンドと一緒に演奏しているような雰囲気を感じることができる。ジャズ独

特の符点やシンコペーションのリズムを効かせた演奏を引き出したい。  

 

イ 視覚支援教材について 

授業では、視覚的に分かりやすくするために動画教材を使用する。動画の画面はフレーズごと

の鍵盤図と音名表示を作成し、実際の演奏よりもワンテンポ早目のタイミングで現れるようにビ

デオ編集を行う。ハ長調にし、テンポを落とし、前奏→１番→間奏→２番→後奏の構成にし、合

奏がしやすいようにドラム音とベース音を強調し、ジャズの臨場感が感じられるように仕上げる。 

 

ウ 指導方法について 

メロディの習得には、まず、動画教材を視聴し、次にそれに合わせて音名唱を行う。次に楽器

を構え、鍵盤図と音名表示を見て、鍵盤の位置を指で押さえて確かめる。次に教師の音名唱と図

の表示に合わせて演奏する。 後に動画教材に合わせて演奏する。 

教師２名体制の授業であるため、Ｔ１が全体を指導し、Ｔ２は課題①の生徒を中心に巡回して

指導する。 

本単元では楽器の操作と演奏にねらいを絞るため、楽譜は使用しない。能力の幅を考慮し、本

単元で生徒の聴く力と演奏技術を見極めた上で次回以降に使用する。 
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５ 年間指導計画における位置付け 

１学期 

（22 時間） 

歌唱：「校歌」、「風が吹いている」２部合唱「With you smile」、移動教室の歌 

器楽：音階練習、「茶色の小びん」、「聖者の行進」 

身体表現：「若い力」（体育祭の歌）、「マイムマイム」（移動教室に向けて） 

２学期 

（28 時間） 

歌唱：季節の歌、２部合唱「Song is my soul」 

器楽：和太鼓「AYA」 

身体表現：ダンス「みんなスター」 

鑑賞：ミュージカル作品（文化祭に向けて） 

３学期 

（18 時間） 

卒業生を祝う会に向けて、卒業式に向けて 

 

６ 単元の指導計画と評価計画（７時間扱い） 

 学習内容・学習活動 
学習活動に即した具体的な 

評価規準 
評価方法 

第１

時 

学習のルール 

鍵盤ハーモニカの使い方 

「音階練習」 

ア－①、②、③、④ 

イ－①、② 

ウ－①、②、④ 

・歌唱 

・発言分析 

・演奏 

・運指 

・視線 

第２

時 

学習のルール 

鍵盤ハーモニカの使い方 

「音階練習」 

「茶色の小びん」課題① 

ア－①、②、③、④ 

イ－①、② 

ウ－①、②、③、④ 

第３

時 

学習のルール 

「音階練習」 

「茶色の小びん」課題①・課題②・課題③

ア－①、②、③、④ 

イ－①、② 

ウ－①、②、③、④ 

第４

時 

学習のルール 

「音階練習」 

「茶色の小びん」課題①・課題②・課題③

「聖者の行進」課題① 

ア－①、②、③、④ 

イ－①、② 

ウ－①、②、③、④ 

第５

時(本

時) 

学習のルール 

「音階練習」 

「茶色の小びん」課題①・課題②・課題③

「聖者の行進」課題①・課題② 

ア－①、②、③、④ 

イ－①、② 

ウ－①、②、③、④ 

第６

時 

第７

時 

学習のルール 

「音階練習」 

「茶色の小びん」課題①・課題②・課題③

「聖者の行進」課題①・課題②・課題③ 

ア－①、②、③、④ 

イ－①、② 

ウ－①、②、③、④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

７ 配置 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 本時（全７時間中の第５時間目） 

（１）本時の目標 

・学習ルールを覚えて活動する。 

・「音階練習」と「茶色の小びん」の演奏を上達させる。課題①→②→③ 

・「聖者の行進」の各自の課題（①又は②）を意識して取り組む。 

 

（２）本時の展開 

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点・配慮事項 

学習活動に即し

た具体的な評価

規準（評価方法）

導入 

10 分 

・学級委員はＴ１に出欠状況を

報告する。 

・始業の挨拶を行う。 

・本時の学習内容の説明を聞く。

 

・既習曲「移動教室の歌」を歌う。

・学級委員の役割を評価する。 

・号令係の生徒を指名する。Ｔ１が率先し

て大きな声で挨拶し、模範を示す。 

・学習内容（曲目）をカードで示す。 

・Ｔ１が率先して歌い、雰囲気を作る。 

・Ｔ２は巡回して支援が必要な生徒がいな

いかを確認する。 

ア① 

（歌唱） 

 

 

展開 

35分 

●「学習ルール」を確認する。 

①楽器を丁寧に取り扱う。 

②先生の指示をよく聞く、よく

見る。 

③わからなくなったら、伴奏を

よく聴いて、またチャレンジ

する。 

・生徒の発言を促す。 

・挙手をした生徒を指名して発言させ、正

答できた場合は評価する。正答できない

場合は、否定せずにヒントを与えて正答

を引き出す。 

ア① 

（発言分析） 

●鍵盤ハーモニカを準備する。 

①順番に楽器置き場に取りに行

き、自席に運んでくる。 

②ケースから楽器を出し、ケー

スは閉じて足元に置く。 

③楽器を持ち、ベルトに指を通

して静かに待つ。 

・行動する前に手順を確認する。 

・支障がない限りは生徒の主体性に任せる。 

・Ｔ２は楽器置き場で安全確認を行う。 

・Ｔ１は準備が整った生徒にＯＫの合図を 

送る。 

 

Ｒ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ W 

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｇ Ｉ Ｊ Ｂ Ｋ Ｌ 

スクリーン

Ｔ１

Ａ 

Ｔ２

楽器置き場 

洗

い

場

出入口

Ｔ２ 

Ｔ２
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●伴奏に合わせて「音階練習」

を演奏する。 

 

 

・「音階練習」のエンディングの

弾き方を確認する。 

・再度伴奏に合わせて「音階練

習」を演奏する。 

・Ｔ１は動画教材を操作し、生徒の演奏の

状態に合わせて必要な指導を行う。 

・Ｔ２は巡回して支援が必要な生徒がいな

いかを確認する。 

・Ｔ１の音名唱に合わせて鍵盤図を表示

し、生徒の運指を確認する。 

・エンディングのタイミングが分かるよう 

にカウントをコールする。 

・完璧にできなかった生徒もよく頑張って 

いたことを評価する。 

ア①③④ 

（演奏） 

イ①② 

（観察観察） 

ウ①②③④ 

（運指、視線）

 ●伴奏に合わせて「茶色の小び

ん」課題①を演奏する。 

・伴奏に合わせて「茶色の小び

ん」課題②を演奏する。 

・課題②の弾き方を確認する。 

 

 

・伴奏に合わせて「茶色の小び

ん」課題③を演奏する。 

・代表生徒は演奏を発表する。 

・Ｔ１は動画教材を操作し、生徒の演奏の

状態に合わせて必要な指導を行う。 

・課題①の生徒の名前を呼び、課題②の部

分で「休符」を取ることを確認する。 

・Ｔ２は主に課題①の生徒を巡回する。 

・Ｔ１の音名唱に合わせて鍵盤図を表示

し、生徒の運指を確認する。 

・Ｔ１は課題③の雰囲気に合う符点のリズ

ムの模範演奏を示す。 

・完璧にできなかった生徒もよく頑張って

いたことを評価する。 

ア①③④ 

（演奏） 

イ①②③ 

（行動観察） 

ウ①②③④ 

（運指、視線）

●「聖者の行進」課題①の弾き

方を確認する。 

・伴奏に合わせて課題①を演奏

する。 

・課題②の音名唱をする。 

・課題②の弾き方を確認する。 

 

 

・伴奏に合わせて「聖者の行進」

課題②を演奏する。 

・Ｔ１の音名唱に合わせて鍵盤図を表示

し、生徒の運指を確認する。 

・Ｔ１は動画教材を操作し、生徒の演奏の

状態に合わせて必要な指導を行う。 

・課題①の生徒の名前を呼び、課題②の部

分で「休符」を取ることを確認する。 

・Ｔ２は課題①から②に発展して取り組む

生徒を巡回する。 

・完璧にできなかった生徒もよく頑張って

いたことを評価する。 

●楽器を片付ける。 

①吹き口ホースを外し、ケース

に楽器を入れる。 

②吹き口ホースとケースを持

ち、４名ずつ順に片付ける。 

③ケースを楽器置き場に置き、

ホースは洗い場で洗浄して消

毒液に浸す。 

④片付け終わった生徒は着席し

て静かに待つ。 

・行動する前に手順を確認する。 

・支障がない限りは生徒の主体性に任せる。 

・Ｔ２は洗い場で正しく洗浄できるように

指導する。 

・Ｔ１は片付けが終わった生徒に OK の合

図を送る。 

 

 

まと

め 

５分 

・次回の内容を知る。 

 

・終わりの挨拶を行う。 

・「聖者の行進」課題③の動画教材を紹介

し、次回への意欲を引き出す。 

・Ｔ１が率先して大きな声で挨拶し、模範

を示す。 

 

 


