
音楽科学習指導案 

指導者  小川 大輔 

 

１ 日   時  平成 30年 11月 21日（水）５時間目 

 

２ 学年・学級  １年Ａ組 男子８名 女子７名 計１５名 

 

３ 題 材 名  箏の演奏から，日本の伝統的な音楽の特徴と魅力を探ろう 

教材曲 「六段の調」（八橋検校） 「さくらさくら」（日本古謡） 

 

４ 題材について 

○ 題材観 

本題材は，中学校学習指導要領音楽（平成 29 年）より，以下の表の○印の部分を受けて設定した。 
 

第１学年「Ａ表現」（２）器楽の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 器楽表現に関わる知識や技能を得たり生かしたりしながら，器楽表現を創意工夫すること。 ○ 

イ 次の(ア)及び(イ)について理解すること。 

 (ア) 曲想と音楽の構造との関わり  

(イ) 楽器の音色や響きと奏法との関わり ○ 

ウ 次の(ア)及び(イ)の技能を身に付けること。 

 (ア) 創意工夫を生かした表現で演奏するために必要な奏法，身体の使い方などの技能 ○ 

(イ) 創意工夫を生かし，全体の響きや各声部の音などを聴きながら他者と合わせて演奏する技能  

第１学年「Ｂ鑑賞」（１）鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 鑑賞に関わる知識を得たり生かしたりしながら，次の(ア)から(ウ)までについて自分なりに考え，音楽のよさや美しさを味わって聴くこと。  

 (ア)  曲や演奏に対する評価とその根拠 ○ 

(イ)  生活や社会における音楽の意味や役割 ○ 

(ウ)  音楽表現の共通性や固有性  

イ 次の(ア)から(ウ)までについて理解すること。 

 (ア)  曲想と音楽の構造との関わり ○ 

(イ)  音楽の特徴とその背景となる文化や歴史，他の芸術との関わり  

(ウ)  我が国や郷土の伝統音楽及びアジア地域の諸民族の音楽の特徴と，その特徴から生まれる音楽の多様性   
 

この題材は，箏の特徴に着目し，音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを感じ取り，

間や序破急，拍の伸縮などの我が国の伝統音楽を聴き深めることをねらいとしている。〔共通事項〕に

示されている「音楽を形づくっている要素」の具体については，「音色」「リズム」「速度」「旋律」「形

式」を扱い，用語としては「拍」「間」「序破急」を扱う。〔共通事項〕を教材曲ごとに，音楽における

働きと既習事項について整理すると以下の表のように整理できる。 
 

扱う要素 
音楽における働き 

既習事項 
「六段の調」 「さくらさくら」 

音色 
・余韻 

・引き色や押し手など様々な奏法による音色の変化 

・余韻 ・「春」弦楽器の音色 

・「日本の民謡」地声 

リズム 
・拍の伸縮 

・間 

・拍の伸縮 ・「夏の思い出」ﾌｪﾙﾏｰﾀ，ﾃﾇｰﾄ 

・「日本の民謡」はずむリズム 

旋律 
・平調子 ・平調子 ・「春」長調・短調 

・「日本の民謡」産字，コブシ 

速度・形式 ・序破急  ・「春」リトルネッロ形式 
 

日本の伝統音楽において，音と音との間に生ずる緊張感を間と呼んで楽しんだり，自然の音を音楽

の一部分として感じ，心を静めたりすることは，日本人独特の音に対する感覚であると言われている。

また，日本の音楽には有拍の曲と無拍の曲があり，西洋の音楽の大部分が有拍の曲であるのに対し，

日本の音楽は無拍の曲が多いという特徴がある。また，日本の音楽の有拍の音楽には，西洋とは違う



拍子感を持ち，拍の音価の伸縮が見られる。このような日本の伝統音楽のリズム感などから，日本人

が大切にしてきた伝統的な音楽について味わうことができる。 

  鑑賞教材として扱う「六段の調」は，八橋検校作曲の箏のための器楽曲である。段物と呼ばれ，六

つの段から成り立っている。換頭（かんどう）と呼ばれる４拍の部分に続いて，各段とも１０４拍の

長さからなる。学習できる内容としては，平調子（レミ♭ソラシ♭の五音音階），余韻，間，箏の奏法

による音色の変化，序破急による楽曲の構成などが挙げられる。表現教材として扱う「さくらさくら」

は，生徒にとっても耳なじみがあって親しみやすく，初めて箏を演奏する場合でも容易に演奏できる

楽曲である。 

 

○ 生徒観 

    本学年の生徒は，日本の伝統音楽について，１学期に「日本の民謡」を学習している。地元三原市

に伝わる「三原やっさ節」の歌唱や，広島県に伝わる様々な民謡，全国に伝わる「三原やっさ節」と

同系統の民謡を学習し，コブシや産字，地声などの民謡の魅力を味わうことができた。また，その中

で民謡が各地の人々の思いを歌で表し，生活に根付いていることを学習した。 

   また，日本の伝統的な音楽についてアンケートを取った所，「日本の伝統的な音楽といえば」につい

て，９３％の生徒が「民謡」やその類のものを答えたが，それ以外のイメージはあまりもっていない

ようであった。また，「日本の伝統的な音楽を演奏したことがあるか」については，小学校の時に和太

鼓演奏や，地域の祭りである「三原やっさ」の地方（じかた）に参加しており，和太鼓は４０％，三

味線・箏は２５％，箏・尺八・篠笛は１３％の生徒が経験している。「日本の伝統的な音楽の特徴とは」

について，「おはやしがある」「産字」など民謡に関する回答がいくつかあったが，その他は「現在と

違うようなテンポ」「静か」などの意見で，余韻や間，平調子を初めとした音階などについてはほとん

ど知らない状態である。 

 

○ 指導観 

本題材を構成するに当たって，次の３点の工夫を行う。 

１点目は題材を貫くテーマ設定である。箏の鑑賞や表現活動を通して，「日本の伝統的な音楽の日本

らしさとは何か」ということを，題材を貫くテーマとして設定する。そのために，音楽との出会いの場

面では，箏曲「六段の調」の楽器名を伏せて，「どこの国の音楽か」と問う。「日本」という答えが出た

後，「なぜ箏の音色から日本らしさを感じるのか」を考えさせる。この問いを，題材を通して，生徒に

問いかけていき，生徒が常に日本の音楽の特徴と魅力とは何かを思考しながら学習に取り組ませたい。 

２点目は，題材構成の工夫である。題材構成としては表現→鑑賞の流れを取る。第一次では「さくら

さくら」を演奏し，箏の発音原理や，奏法等を学び，第二次では「六段の調」の鑑賞を行う。この流れ

を取ることで，第二次の箏の鑑賞をより深く鑑賞させたい。 

３点目は，「日本の伝統的な音楽」の特徴について実感させながら知識として理解させることである。

全４時間の中で，１単位時間ごとに「平調子」「余韻」「序破急」「間」をテーマとして授業を展開する。

そして，それぞれの時間で「日本の伝統的な音楽」の特徴について自分の考えを深めさせ，その考えを

互いに交流することで，生徒一人一人に日本の伝統的な音楽観を作らせていきたい。それを，題材の終

末で，「日本の音楽の特徴と魅力とは何か」についての自分の意見をもたせることにつなげていく。 

また，生徒の思考・判断・表現力を高めるために，比較を取り入れる。第１時では平調子と長音階，

第２時では模範演奏と自分の演奏，第３時では「六段の調」の初段と六段，第４時では引き色のある演

奏とない演奏を比較聴取させ，生徒たちの「なぜ」「どうして」を引き出したい。 

さらに，１学期に学んだ日本の民謡について想起させながら，日本の伝統的な音楽観を醸成し，この

題材において身に付けた日本の伝統的な音楽観は，今後扱う題材（２年時「歌舞伎」「郷土の芸能」，３

年時「能」「雅楽」）の学習の基礎になることを意識して指導していきたいと考える。 

 

○ 本題材で育てたい資質・能力について 

本校で定めている育成したい資質・能力のうち「≪コミュニケーション能力≫相手の話を最後まで聞

き，自分の意思を相手に分かりやすく伝えることができる。」の育成を目指す。 



本クラスでは，相手の話を最後まで聞かずに，自分の意見を述べる場面がよく見られる。

そのため，自分の考えだけで思考をまとめようとする傾向がある。そこで，自分の考えを

じっくりまとめたうえで，相手に分かりやすく伝え，他者の意見により自分の意見が深ま

っていく経験を積ませ，コミュニケーション能力の育成を図りたい。また，学校全体の取

組として，育成を図る場面では，ワークシートに右図のピクトグラムを示す。 

 

５ 題材の目標 

○箏の基礎的な奏法を身に付け，箏の音色や旋律の特徴を生かして演奏する。 

○「六段の調」を形づくっている要素や構造を聴き取り，曲想とのかかわりを感じ取りながら筝曲

のよさや美しさを味わって鑑賞する。 

 

 

６ 題材の評価規準 

音楽への関心・意欲・態度 音楽表現の創意工夫 音楽表現の技能 鑑賞の能力 

①「六段の調」を形づくっ

ている要素や構造と曲

想との関わりに関心を

もち，鑑賞する学習に主

体的に取り組もうとし

ている。 

②箏の構造や奏法などに

関心をもち，基礎的な奏

法で演奏する学習に主

体的に取り組もうとし

ている。 

①「さくらさくら」の音

色や旋律などを知覚

し，それらの働きが生

み出す特質や雰囲気

を感受しながら，箏の

音色や奏法をとらえ

た音楽表現を工夫し，

どのように演奏する

かについて思いや意

図をもっている。 

①箏の特徴をと

らえた音楽表

現をするため

に必要な，基礎

的な奏法や読

譜の仕方など

を身に付けて

演奏している。 

①「六段の調」を形づくってい

る音色，リズム，速度，旋律，

形式を知覚・感受しながら，

日本の伝統的な音楽が自分

にとってどのような意味が

あるかを考えて鑑賞してい

る。 

②「六段の調」を形づくってい

る要素や構造と曲想との関

わりを感じ取って，箏や楽曲

について解釈したり価値を

考えたりし，言葉で説明する

などして，音楽のよさや美し

さを味わって聴いている。 

 

 

７ 指導と評価の計画（全４時間） 

時 ◎ねらい○学習内容・学習活動 
評価の観点 

◆評価規準 評価方法 

第

一

時 

 

 

 

課題の設定 

○「六段の調」を聴き，どこの国の音楽かを考える。 

「なぜ日本の音楽だと思ったのだろうか」 

「日本の音楽の特徴とは何か」 

情報の収集（平調子） 

○箏の仕組みや演奏作法を知る。 

○平調子について自分の意見をもつ。 

  ・平調子と長音階を聴き比べる。 

○縦譜の読み方を知り，口唱歌で「さくらさくら」を歌

う。 

○「さくらさくら」を演奏する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関心】②箏の構造や奏法などに

関心をもち，基礎的な奏法で演奏

する学習に主体的に取り組もう

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動観察 

ワークシ

ート 

◎ 箏の構造や音階を理解し，基本的な奏法や記譜の仕方などを身につけ「さくらさくら」

を演奏することができる。 

コミュニケーション能力の 

ピクトグラム 



第

二

時 

 

 

 

情報の収集（余韻） 

○「さくらさくら」を復習する。 

○箏の音色が奏法と密接に関わっていることを捉える。 

・どうすればよりよい音が出るか試す。 

・模範演奏と比較する。 

 

 

 

 

○「さくらさくら」を音色，旋律の特徴を捉えながら演

奏する。 

○日本の音楽における余韻について自分の意見をもつ。 

 

 

 

 

【創意】①「さくらさくら」の音

色や旋律などを知覚し，それらの

働きが生み出す特質や雰囲気を

感受しながら，箏の音色や奏法を

とらえた音楽表現を工夫し，どの

ように演奏するかについて思い

や意図をもっている。 

【技能】①箏の特徴をとらえた音

楽表現をするために必要な，基礎

的な奏法や読譜の仕方などを身

に付けて演奏している。 

 

 

 

 

 

行動観察 

 

 

 

 

 

 

演奏聴取 

第

三

時 

 

 

情報の収集（序破急） 

○「六段の調」を鑑賞し，音色，速度，形式を知覚し，

それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受する。 

    ・旋律の一部を唱歌する。 

    ・初段と六段を比較する。 

○「序破急」について自分の意見をもつ。 

○各段の速度の変化を聴き取り，序破急による形式を感

じ取り理解しながら鑑賞する。 

○「六段の調」の様々な奏法に着目して聴く 

   ・押し手，引き色などの奏法を知る。 

 

 

【関心】①「六段の調」を形づく

っている要素や構造と曲想との

関わりに関心をもち，鑑賞する学

習に主体的に取り組もうとして

いる。 

 

 

 

ワークシ

ート 

第

四

時 

 

本

時 

 

 

 

情報の収集（間） 

○「六段の調」の換頭の間について自分の意見をもつ。 

   ・引き色のある演奏と，ない演奏を比較する。 

○「間」を大切にしてきた日本人の文化を知る。 

整理・分析 

○日本の伝統的な音楽の特徴（平調子，余韻，序破急，

間）について，自分の意見をもつ。 

   ・それぞれがどんな効果を生みだしているか。 

   ・自分にとってどのような意味があるか。 

 

まとめ・実行 

○「六段の調」を形づくっている要素や構造と曲想との

かかわりを感じ取りながら，よさや魅力などについて

自分の考えを述べ，聴き深める。 

 

 

 

 

 

 

 

【鑑賞】①「六段の調」を形づく

っている音色，リズム，速度，旋

律，形式を知覚・感受しながら，

日本の伝統的な音楽が自分にと

ってどのような意味があるかを

考えて鑑賞している。 

【鑑賞】②知覚・感受した「六段

の調」を形づくっている要素や構

造と曲想との関わりを感じ取っ

て，箏や楽曲について解釈したり

価値を考えたりし，言葉で説明す

るなどして，音楽のよさや美しさ

を味わって聴いている。 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシ

ート 

 

 

 

 

ワークシ

ート 

 

◎ 音階や旋律の特徴などを感じ取り，それらを生かして表現を工夫しながら，「さくらさ

くら」を演奏することができる。 

◎ 「序破急」や箏の奏法などの特徴を知覚・感受することができる。 

◎ 箏の音色や響きから，「日本の音楽の特徴とは何か」について考え，「六段の調」のよさ

や美しさを味わうことができる。 



８ 本時の展開 

第４時 

（１）本時の目標： 箏の音色や響きから，「日本の音楽の特徴とは何か」について考え，「六段の調」

のよさや美しさを味わうことができる。 

（２）場所   ： 音楽室 

（３）準備物  ： ワークシート，CD，DVD，箏２面（平調子と長音階） 

（４）学習展開 

 
学習内容・学習活動 

指導上の留意点 

（○指導の工夫，●支援を要する生徒への手立て） 

評価規準 

（評価方法） 

導

入 

○日本の伝統的な音楽の特徴を

復習する。 

 

○「六段の調」の特徴を復習する。 

○第１～３時で学んだ「平調子」「余韻」「序

破急」について，どんな感じがするか自

分の意見を確認させる。 

○「六段の調」の押し手や引き色などの奏

法によって音色の変化があったことを全

体で確認する。 

 

展

開 

○本時の目標の確認 

 

 

 

情報の収集（間） 

○「六段の調」の換頭の間につい

て自分の意見をもつ。 

・「テーン」と「トン」の間

の長い演奏と，短い演奏を

比較する。 

○「間」を大切にしてきた日本人

の文化を知る。 

 

 

 

整理・分析 

○日本の伝統的な音楽の特徴（平

調子，余韻，序破急，間）につ

いて，自分の意見をもつ。 

・それぞれがどんな効果を生

みだしているか。 

・自分にとってどのような意

味があるか。 

 

 

 

 

 

 
○比較する演奏は，間のもたせ方を十分に

変化させて，教師が模範演奏をする。 

○生徒には「どちらがしっくりくるか」と

問い，自分の意見をもたせる。 

 

○間の文化として，京都の龍安寺の石庭，

「間」の使われている日本語などを紹介

する。 

○尺八「鹿の遠音」を参考演奏として聴か

せる。 

 

 

○自分の意見をしっかりと記述させた上

で，他者との交流の場をもつ。その際，

コミュニケーション能力を大切にするこ

とを声かけする。 

●文に表しにくい生徒には，「日本の伝統的

な音楽の特徴は…。私にとって…のよう

な意味がある。」という型を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鑑賞】①「六段の調」を形

づくっている音色，リズム，

速度，旋律，形式を知覚・感

受しながら，日本の伝統的な

音楽が自分にとってどのよ

うな意味があるかを考えて

鑑賞している。（ワークシー

ト） 

ま

と

め 

まとめ・実行 

○「六段の調」を形づくっている

要素や構造と曲想とのかかわ

りを感じ取りながら，よさや魅

力などについて自分の考えを

 

 

○器教Ｐ３０の「山登松和」さんの言葉を

確認する。 

○平調子，余韻，序破急，間について自分

はどのように感じるかを考えさせなが

 

 

【鑑賞】②知覚・感受した「六

段の調」を形づくっている要

素や構造と曲想との関わり

を感じ取って，箏や楽曲につ

箏の音色や響きから，「日本の音楽の特徴とは何か」について考え，「六段の調」のよさや

美しさを味わうことができる。 



 

（５） 板書計画 
 

ねらい 箏の音色や響きから，「日本の音楽の特徴とは何か」について考え，「六段の調」の

よさや美しさを味わうことができる。 

 

 平調子…「レミ♭ソラシ♭」の五音音階    引き色あり…生徒の意見 

      生徒の意見 

 余 韻…音と音の間の部分 

      生徒の意見            引き色なし…生徒の意見 

 序破急…次第に速くなる速度 

      生徒の意見                           間  

 

 

 日本の伝統的な音楽とは？ 

 

  生徒の意見 

 

 

 

 

 

 

（６）生徒に期待する鑑賞の批評文例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

述べ，聴き深める。 ら，「六段の調」をもう一度聴く。 

○中学校２・３年生で学ぶ日本の音楽（歌

舞伎，能，雅楽など）につながっていく

ことを確認する。 

いて解釈したり価値を考え

たりし，言葉で説明するなど

して，多様な音楽のよさや美

しさを味わって聴いている。

（ワークシート） 

 

 

 

山登松和さんの言葉 

例１ 私は「六段の調」には日本の伝統的な音楽の魅力がつまっていると思います。例えば，

最初の換頭の部分の一音目は，音が伸びである「間」を味わうことができます。この「間」の

取り方一つで，ゆったりとした気持ちになり，和の世界を感じます。また，その「間」には引

き色が使われ，余韻が微妙に揺れ動くことで，独特の世界観が生まれ，私は安らぐような気持

ちになります。 

例２ 「六段の調」は，日本を感じることができる箏の名曲です。この曲は平調子で演奏さ

れ，余韻が重なり合った時，和の雰囲気を感じとても美しく聞こえます。特に，第３段の初め

の「サーラリン」と呼ばれる部分などは，音がたくさん重なるのに美しいです。また，序破急

という形式で作られていて，最初はゆったり始まり，演奏が進むにつれて速くなるので，箏の

世界にどんどん引き込まれていくような感じがします。 


