
音楽科 

中内 悠介 

１．研究主題 

「音楽を生活と社会および伝統や文化と関わらせて考え、表現・鑑賞できる生徒の育成」 

 

２．研究主題について 

 ２．１．音楽科で考える「21 世紀型能力」 

音楽科では「音楽を生活と社会および伝統や文化と関わらせて考え、表現・鑑賞できる生徒の 

育成」に焦点を当てた。 

 

「21 世紀型能力」の提案の中で、音楽科が育む力は主に下の３点であると考えた。 

 

 

 

 

 

これら３つの力は、本研究が始まってから一貫して位置づけている。 

②基礎力は、日々の授業や中学校以前から培ってきた表現・鑑賞のために必要な能力である。すでに

もっている基礎力の中から何をどう使うか考えたり、能力の不足があった場合どのように補うのか考え

たりするのが①思考力であり、それを実際に活用することが③実践力となる。これら３つの力は相互に

深く関わりあっている。 

 

また、「21 世紀型能力」の提案の中で音楽科の指導目標や内容について、 

 

として指導を行ってきた。 

 

２．２．音楽科で考える「深い学び」 

 2021 年度から完全実施される新たな学習指導要領で求められている力をより強固なものにしよう

と考え、音楽科では「深い学び」を学習指導要領 音楽科の目標である「生活や社会および伝統や文

化と関わらせ」ることと捉え、指導内容を検討しつづけてきた。 

 

３．研究の目的とこれまでの経過 

本研究の目的は、「音楽を生活や社会および伝統や文化と関わらせながら表現・鑑賞する授業実践およ

び提案」である。研究計画は 2018 年度（平成 30 年度）から 2020 年度（令和２年度）の３年間であり、

本年度は３年目にあたる。 

これまでは年間授業計画のうち、ある特定の授業に色濃く「生活や社会との関わり」を持たせた授業

を設定する程度に留まっていた。しかし、研究を深めていく過程で、常に「生活や社会」さらには「伝

統や文化」との関わり」を意識するように授業作りが変化していった。その結果、既存の授業内容への

見直しも進み、年間通じて多くの授業において「生活や社会および伝統や文化との関わり」を持たせら

れるような授業を行った。新たな題材や教材を取り入れるだけでなく、既存の題材や教材でも授業内容

が変化した。 

授業づくりが特に大きく変化した例を以下に挙げる。 

① 音楽活動の基礎的な能力を高める指導 

② コミュニケーションを図る指導 

③ 音や音楽と生活や社会（伝統や文化）とのかかわりを実感できるような指導 

 

① 中核となる思考力 

② それを支える基礎力 

③ 使い方を方向づける実践力 

 



 これまでの学び 
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深い学び 

1 《春 第一楽章》 

鑑賞、器楽・構成 

環境音 

 中庭音マップをつくろう 

 同時期におこなっていた２つの単元を、単体で

はなく抱き合わせでおこなったことで、それぞれ

の学びの意味を高められた上、効果的に活かしあ

うことができた。 

2 《歌舞伎》 

 鑑賞、歴史、仕組み 

「男性だけ」という概念から、性の多様性に目を

向けるきっかけとなった。ここから、表現の多様性

に結びつき、男性が女声域を歌うソプラニスタや

アメリカ人の尺八奏者など、自覚のない偏った見

方や固定概念を崩すきっかけとなった。 

3 《ブルタバ》 

 鑑賞、器楽、背景 

 何かを思う強い気持ちが作曲につながるという

のは現代も全く同じで、他人や自分が強い気持ち

を持った時に生まれた曲を知るきっかけとなっ

た。 

４ 《雅楽『越天楽』》 

鑑賞（楽器の音色や名称 

奏法等）、篳篥の実習 

『越天楽』の鑑賞を通して音楽の特徴と文化的・歴

史的背景を関わらせて理解し、我が国の雅楽のよ

さや美しさを味わうことのできる学習を取り入れ

た。また、中国から派生・伝播した雅楽（我が国、

中国、韓国、ベトナム）を鑑賞し、共通性や固有性、

意味や価値について考えながら、国境を越えて広

がり継承されてきた雅楽のよさや美しさを深く味

わう学習を行った。さらに、本題材の学びをより深

めるために、国語科、社会科、家庭科、芸術科（美

術）と連携し、雅楽に関連する文化的・歴史的背景

について一層理解を深めるための教科横断的な学

習を実現させた。 

 

５．授業実践の提案 

 一昨年度の公開研究会は、「音楽の嗜好性を理解し、これからの生活に生かす」授業（本校研究紀要 2018

年度参照）を提案した。昨年度は、いわゆるLGBT を取り上げ、「社会の多様性」をキーワードに鑑賞の授業

（本校研究紀要 2019 年度参照）を提案した。                                                               

ここ数年は、次期学習指導要領が見据える「生活や社会および伝統や文化と関わる音楽」にこだわって授

業設計をしてきた。以下の表の通りである。 

 
 

公
開
研
究
会 

平成 27 社会を動かす音楽 災害や環境、戦争と音楽 

平成 28 音楽を支える税金 大阪市が文楽への助成金をゼロに 

平成 29 音楽を支える企業 サントリーはなぜホールをもつ？ 

平成 30 音楽の嗜好に気づく 定額制音楽配信サービスに対応する聴きとる力 

令和元 音楽とジェンダー 音楽表現において、性別によって評価や印象がちがうことは

なにか？ 

令和２（中止） 音楽を通した国境を越

えた文化交流 

我が国の雅楽の価値や本質とは何か？ 

通

常 

毎年 音楽の知的財産権 AKB48は、いくらもらっている？ 

 各テーマである音楽の文化的歴史的背景、税金、企業の社会貢献（ＣＳＲ）、デジタル音楽業界、著作権



法等について特段の専門的な知識を持っているわけではなく、毎回それぞれ専門家や演奏家、企業等に協力

いただいている。音楽教育と専門家や企業をつなぐことが「生活と社会および伝統や文化に関わる音楽」を

生み出せる最短の道であると確信している。 

 昨年度までは音楽を「生活と社会」に関わらせて考える授業を重点的に行い、一定の成果を得た。今年度

は、音楽を「伝統や文化」と関わらせて考え、音楽の価値や本質について深く味わうことのできる学習を目

指した。 

 

第３学年 音楽科学習指導案  
※公開研究会で提案予定であった学習指導案を掲載する。 

１ 題材名 「国境を越えて広がる雅楽～その本質、その価値～」 
 

２ 題材の目標 

(1) ①雅楽の楽器の音色や奏法との関わり及び表現上の効果や、雅楽の音楽の特徴と文化的・歴史的背

景、他の芸術との関わりについて理解する。（知識） 

②創意工夫を生かした表現で篳篥を演奏するために必要な、曲にふさわしい奏法や身体の使い方など

の技能を身に付ける。（技能） 

(2) ①雅楽『平調 越天楽』の演奏表現に関わる知識や技能を得たり生かしたりしながら、唱歌を生かし

て個性豊かに篳篥の演奏を創意工夫する。（思考力、表現力、判断力等…表現） 

②雅楽の鑑賞に関わる知識を得たり生かしたりしながら、音楽表現の共通性や固有性、自分や社会に

とっての雅楽の意味や価値について考え、雅楽のよさや美しさを深く味わって聴く。（思考力、表

現力、判断力等…鑑賞） 

(3) 雅楽の楽器の音色や奏法との関わり及び表現上の効果や、創意工夫を生かした表現で篳篥を演奏する

ために必要な技能、雅楽の音楽の特徴とその背景となる文化的・歴史的背景、他の芸術との関わり、

音楽表現の共通性や固有性、自分や社会にとっての雅楽の意味や価値に関心をもち、表現したり鑑賞

したりする学習に主体的に取り組む。（主体的に学習に取り組む態度） 

 

３ 題材について 

本題材では、小中の学びのつながり（系統性、連続性）を意識し、生徒が我が国の伝統音楽の本質を深

く味わい、その伝統を継承し創造する態度を育むことができるよう「雅楽」を扱う。 

 小・中学校音楽科における雅楽の取扱いの状況は、小学校第６学年の歌唱共通教材として『越天楽今様』   

が、中学校では『平調 越天楽（以下、越天楽）』や『陵王』が教材として定着している。本題材では、こ 

れらの学習経験を経て、さらに深い学びを目指して雅楽のよさや美しさ、その魅力の本質に迫り、自分や 

社会にとっての雅楽の意味や価値について考えを深めていくことができる学習にしたいと考えた。 

第一次では、まず、表現と鑑賞を関連付けた『越天楽』の学習に取り組む。唱歌を歌う活動を通して雅 

楽の伝承方法について理解したり、篳篥の音色や特徴的な奏法の魅力に気付いたりしながら『越天楽』の

旋律を演奏する学習に主体的に取り組む。次に、『越天楽』の鑑賞を通して音楽の特徴と文化的・歴史的背

景を関わらせて理解し、我が国の雅楽のよさや美しさを味わう。 

第二次では、中国から派生・伝播した雅楽（我が国、中国、韓国、ベトナム）を鑑賞し、共通性や固有

性、意味や価値について考えながら、国境を越えて広がり、継承されてきた雅楽のよさや美しさを深く味

わう。  

本題材の学びをより深めるために、国語科、社会科、家庭科、美術科と連携し、雅楽に関連する文化的・

歴史的背景について一層理解を深めるための教科横断的な学習を実現させる。 

上記のように、雅楽を多面的に学習することを通して、雅楽を伝統文化と関わらせて鑑賞し、雅楽の意

味や価値を深く味わっていく学びとしたい。 



４ 学習指導要領との関連 

【A表現：器楽】ア、イ(ｲ)、ウ(ｱ)【B鑑賞】ア(ｲ) (ｳ)、イ(ｲ) (ｳ) 

題材で主に扱う音楽を形づくっている要素：音色、リズム、 速度、 旋律、構成 

 

５ 教材について 

我が国の代表的な雅楽の楽曲である『越天楽』のほか、中国の雅楽から派生・伝播した雅楽のうち、現

在も演奏されている楽曲から以下の曲（※１）を取り上げた。いずれの楽曲も、『越天楽』と比較鑑賞しな

がら、音楽の特徴、共通性や固有性等に気付きやすい楽曲である。 

●『平調 越天楽』音楽鑑賞振興財団「雅楽 越天楽」 

我が国の雅楽における管絃（※２）の中でも最も有名な曲の一つで、唐代の雅楽の系譜である。 

●「梅花操（ﾒｲﾌｧﾂｧｵ）」https://www.youtube.com/watch?v=8q4M8y49hSQ&t=53s 

中国の「福建南音（ﾌｯｹﾝﾅﾝｲﾝ）」と呼ばれる雅楽の代表曲で、我が国の雅楽と同じく、唐代の雅楽の系

譜である。 

●「千年萬歳（ﾁｮﾝﾆﾝﾏﾝｾｲ）」教育芸術社「高等学校音楽鑑賞 DVD～民族編～」 

韓国の「雅楽（ｱｱｸ）」と呼ばれる雅楽の代表曲で、宋代の雅楽の系譜である。 

●「三輪九轉（ｻﾝﾛﾝｷｭｳﾃﾝ）」「戦いの喇叭」「南平（ﾅﾝﾍｲ）」キングレコード「ベトナム古都フエの雅楽」 

   ベトナムの「雅楽（ﾆｬｰﾆｬｯｸ）」と呼ばれる雅楽の代表曲で、明代の雅楽の系譜である。  

※１ 教材曲は、遠藤徹先生（東京学芸大学教授、雅楽研究者）の指導・助言のもと選曲し、鑑賞のポ

イントを焦点化した。 

※２ 本題材で扱う雅楽曲は、『越天楽』と比較鑑賞しやすいよう「管絃」の曲としたが、雅楽の種類（「国

風歌舞」「大陸系の楽舞」「歌もの」等）については第４時で補足している。 

 

６ 題材の評価規準      ※移行期間に伴い、評価規準は現行の学習指導要領に基づいている。 

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篳篥の音色や響き、唱歌

を生かした篳篥の演奏に

関心をもち、それらを生

かして雅楽を演奏する学

習に主体的に取り組もう

としている。 

②『越天楽』の曲想や表現上

の効果と音楽の構造との

関わりについて関心をも

ち、鑑賞する学習に主体

的に取り組もうとしてい

る。 

③我が国、中国、韓国、ベト

ナムの雅楽の音楽の特徴

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。 

①篳篥の音色や旋

律を知覚し、そ

れらの働きが生

み出す特質や雰

囲気を感じ取り

ながら、篳篥の

音色や奏法の特

徴を生かした音

楽表現を工夫

し、どのように

演奏するかにつ

いて表現意図を

もっている。 

①篳篥の音色

や奏法の特

徴を生かし

た音楽表現

をするため

に必要な技

能を身に付

け、創造的に

表している。 

①音色、リズム、速度、旋律、構成を

知覚し、それらの働きが生み出す特

質や雰囲気などを感受しながら、

『越天楽』の音楽の特徴とその背景

となる雅楽についての文化的・歴史

的背景や他の芸術との関わりにつ

いて考え、音楽に対する理解を深

め、よさや美しさを創造的に味わっ

て聴いている。 

②音色、リズム、速度、旋律、構成を

知覚し、それらの働きが生み出す特

質や雰囲気などを感受しながら、我

が国、中国、韓国、ベトナムの音楽

の特徴や特質を理解し、その音楽の

生まれた時代や地域の文化・歴史と

関わらせて考え、音楽表現の共通性

や固有性、自分や社会にとっての雅

楽の意味や価値に対する理解を深

め、よさや美しさを創造的に味わっ

て聴いている。 



７ 題材の指導計画と評価 

時 学習内容 ・ 学習活動 ◇ 教師の働き掛け ◆ 評価 

＜第一次のねらい＞ 

器楽：雅楽の伝承方法について理解し、篳篥の音色や特徴的な奏法の魅力等を味わいながら、『越天楽』の

旋律を演奏する学習に主体的に取り組む。 

鑑賞：『越天楽』の特徴や文化的・歴史的背景等について理解を深めながら、我が国の雅楽の意味や価値に

ついて考え、よさや美しさを深く味わって聴く。 

１ 

～

３

時 

の

な

か

で

時

間 

配

分

を

柔

軟

に

設

定 

 

 

〇篳篥の蘆舌を鳴らしたり口唱歌を歌ったりし

ながら、雅楽に関心をもつ。 

・篳篥の蘆舌をお茶に浸して鳴らす。 

・曲の伝承方法について知り、『越天楽』から篳

篥の唱歌（以下、「唱歌」と記載）の冒頭「チ

ラロルロタアルラア」を覚えるまで繰り返し歌

う。 

・小学校段階での学習経験を振り返り、本題材で

扱う楽器や学習内容について知る。 

 

 

 

 

 

 

 

○篳篥の音色や特徴的な奏法との関わりによっ

て生み出される表現上の効果について理解

し、『越天楽』の主旋律を演奏する。 

・唱歌の楽譜の読み方を理解して歌い（授業では

３行中２行目までを取り上げる）、篳篥を生み

出した文化や歴史などについて知る。 

・篳篥の構造や生み出された文化、歴史を知り、

音色を味わいながら基本的な奏法や身体の使

い方を身に付け、それらをどのように生かして

演奏したいのかワークシートに記入する。 

・唱歌を覚えて歌い、『越天楽』の主旋律を演奏

する。 

 

 

◇蘆舌がどのような音楽にかかわるものかについ

て主体的に考えさせるために、雅楽の学習であ

ることを生徒には伏せておく。 

◇これから学習する曲は口伝により伝承されてい

たことを伝えた上で、唱歌に取り組むようよう

助言する。 

◇小・中学校の教科書を見ながら本題の学習に関

連する内容に触れ、雅楽を小学校で学習したこ

とのある生徒は、学習内容を生かしながら取り

組むよう助言する。 

◆関心・意欲・態度①<観察、発言> 

※ 本評価規準は、第１～３時の３時間にわたっ

て評価する。 

 

 

 

 

◇雅楽は口頭伝承を基礎としているが、書記伝承

も存在することを伝え、その読み方を考えさせ

ながら唱歌を覚える。唱歌を歌うことで、唱歌が

篳篥の演奏に直結する重要な伝承方法であるこ

とを実感できるようにする。 

◇篳篥の旋律及び特徴的な奏法（ベツ、塩梅）に興

味をもって演奏できるよう、奏法の要領を個別

に助言する。 

◆音楽表現の創意工夫①<演奏、ワークシート> 

◇篳篥の旋律をイメージするために、唱歌を思い

浮かべながら演奏するよう助言する。思うよう

に演奏できない生徒には、奏法等の確認を再度

行い、一緒に唱歌を歌いながら演奏する等の支

援を個別に行う。 

◆音楽表現の技能①<演奏> 

 

 

 

令和２年度は、コロナウィルスの影響により歌唱や管楽器の授業を行うことができなくなった。

そのため、第一次の表現に関する学習活動は演奏聴取に留めた。 

 



４ 

～ 

５ 

時 

の

な

か

で

時

間 

配

分

を

柔

軟 

に

設

定 

〇『越天楽』の特徴と雅楽の文化的・歴史的背景

について関心を持ち、自分にとっての我が国

の雅楽の意味や価値について考え、よさや美

しさを味わって聴く。 

・『越天楽』を幾つかの部分に分けて聴き、気付

いたことや感じ取ったことを述べ合う。 

・各楽器の特徴を知り、奏法を体験する。 

・越天楽の曲想や表現上の効果を、曲の構造の視

点と併せて整理する。 

・雅楽の種類について知り、歴史や文化について

理解する。 

・『越天楽』を通して聴き、我が国の雅楽の意味

や価値についてまとめ、発表しクラス内で共有

する。 

・第一次のまとめをする。 

 

 

 

 

 

 

 

◇表現の学習内容と関連させて聴くように助言

し、発言内容を板書する。 

◇各楽器（吹きもの、弾きもの、打ちもの）の奏法

については、実際の楽器や代替楽器、唱歌を音源

に合わせて演奏し、実感を伴った奏法の理解と

なるよう留意する。 

◆関心・意欲・態度②<観察、ワークシート> 

◇曲の構造に触れながら「序破急」の説明をし、表

現上の効果を感じ取ることができるようにす

る。 

◇「国風歌舞」「大陸系の楽舞」「歌もの」等、雅楽

の種類について映像を見ながら説明し、雅楽全

般に関わる文化や歴史に触れる。 

◇発言内容や記述を価値付け、学習意欲を高める。 

◆鑑賞の能力①<観察、ワークシート> 

◇篳篥の演奏と『越天楽』の鑑賞について、生徒と

対話しながら学習の要点を整理する。 

＜第二次のねらい＞ 

鑑賞：国境を越え、派生・伝播してきた雅楽の魅力や、私たちにとっての雅楽の価値について考え、よさ

や美しさを深く味わって聴く。 

６ 

 

 

 

 

 

 

７ 

本

時 

○他国の雅楽に関心をもち、前時までの学習内

容と関わらせながら聴く。 

・我が国、中国、韓国、ベトナムの雅楽を通して

聴き、喚起されたイメージや感情などを述べ合

い、ワークシートにまとめる。 

※ 要素について聴き取ったことがあれば記述す

る。 

○国境を越え、派生・伝播してきた雅楽の魅力

や、私たちにとっての雅楽の価値について考

え、鑑賞を深める。 

・本時までの学習内容を振り返る。 

・各国の雅楽を再度聴き、『越天楽』と比較しな

がら音楽の特徴を理解する。 

・雅楽の魅力の本質や価値について考えをまと

め、批評文を書き、全体で共有する。 

・『越天楽』を鑑賞したり、唱歌を歌ったり篳篥

を演奏したりして、本時及び題材のまとめをす

る。 

 

 

◇興味・関心をもたせるために、中国の雅楽が我が

国及び各国に伝わった事実についての情報だけ伝

え、次時の雅楽の価値を深めていく学習につなげ

る。 

◆関心・意欲・態度③<観察、ワークシート> 

 

 

 

◇実感を伴った振り返りとするために、唱歌や篳

篥を演奏したり、『越天楽』の映像を見たりしなが

ら学習のポイントを押さえる。 

◇教師との対話や生徒同士の関わりの中で、音楽

の理解を深めていく。 

◇他教科で学んだ内容と関わらせて考えるように

助言する。 

◆鑑賞の能力②<発言、ワークシート> 

◇発言内容や記述からまとめをする。 

我が国の雅楽とは「      」である。 



８ 本時の展開（7時間目） 

（１）本時のねらい 

我が国、中国、韓国、ベトナムの雅楽を鑑賞し、国境を越え、派生・伝播してきた雅楽の魅力や、私たちに

とっての雅楽の価値について考える。 

（２）本時の展開 

学習内容 ・ 学習活動 ◇ 教師の働き掛け ◆ 評価 

〇前時までの学習内容を振り返る。 

・唱歌を歌い、篳篥を演奏する。 

・『越天楽』の鑑賞を通して我が国の雅楽について理

解を深めてきたことを確認する。 

・第６時の内容を振り返る。 

 

 

〇各国の雅楽を聴き、我が国の雅楽『越天楽』と比

較しながら音楽の特徴を理解する。 

 

 

・我が国及び各国の雅楽を鑑賞し、音楽の特徴、共

通性や固有性について考えながらワークシートに

記入し、気付いたことや感じ取ったことを述べ合

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇雅楽の魅力の本質や価値を考える。 

・雅楽の価値について、これまで学習してきた内容

を生かして発表用ボードに記入し、ワークシート

に批評文をまとめる。 

〇本時及び題材のまとめをする。 

・発表用ボードを用いて、批評文を発表する。 

・これまでの学習の総括として、再度、我が国の雅

楽『越天楽』を鑑賞し、唱歌を歌い、篳篥を演奏す

る。 

 

◇唱歌を歌うことで篳篥の旋律をイメージできる

ことや、篳篥の音色や奏法との関わり及び表現上の

効果等を確認する。 

◇小学校段階の学習経験と関連付ける。 

◇各国の雅楽のイメージについて、生徒と対話しな

がら振り返り、全体で共有する。 

 

 

 

 

◇どこに着目して聴いたらよいのかを伝え、鑑 

賞のポイント（音色、リズム、速度変化等）を焦点

化する。生徒の発言内容を映像で確認するなどし

て、学びを深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇他教科で学んだ内容と関連付けながら、他の芸術

や文化との関わりについても考えるように助言す

る。 

◆鑑賞の能力②<発言、ワークシート> 

 

  

◇発表を価値付けて、批評文を共有する。 

◇本題材全体を見通した学習活動のまとめをする。 

 

６．授業の振り返り 

今年度の提案授業は、音楽を歴史や文化を関わらせながら雅楽の学びを深める授業を目指した。小中の学

びのつながりを授業者自身が実感するために、雅楽を題材とした他校種の授業を参観した。東京都瑞穂町立

本時の鑑賞曲 

※１曲約４分程度に編集したダイジェスト版を鑑賞する。楽曲全体については第６時に聴取している。 

① 我が国の雅楽（ｶﾞｶﾞｸ）…「越天楽」 

② 中国（福建省）の南音(ﾅﾝｲﾝ)…「梅花操（ﾒｲﾌｧﾂｧｵ）」 

③ 韓国の雅楽（ｱｱｸ）…「千年萬歳（ﾁｮﾝﾆﾝﾏﾝｾｲ）」 

④ ベトナムの雅楽（ﾆｬｰﾆｬｯｸ）…「三輪九轉（ｻﾝﾛﾝｷｭｳﾃﾝ）」「戦いの喇叭」「南平（ﾅﾝﾍｲ）」 

国境を越え、派生・伝播してきた雅楽の魅力や、私たちにとっての雅楽の価値とは何だろう？ 

我が国の雅楽とは「       」である。 



瑞穂第一小学校の川上真珠美指導教諭のご厚意により『越天楽今様』の授業を参観させて頂いた（令和元年

度 10 月）。その際、筆者の篳篥に合わせて児童が『越天楽今様』を歌う機会も設けていただいた。小学校段

階の学習内容を踏まえた授業創りのために有益な機会となった。 

さらに、教材曲の一つである中国の南音を YouTube で発見し、投稿者に使用許可を求めてメッセージを送

ったところ、次のようなお返事を頂いた。 

「国際交流希望能有更多人 認識這優雅的古樂！ 更多人聽見南管！」 
（南管（南音）という優雅な古代中国の音楽をもっと多くの人に知ってもらいたいです！）」 

このような国際交流は雅楽の学びをいっそう深いものにした。この雅楽の授業をさらに深く掘り下げ、来

年度以降、公開研究会等で発表したいと考えている。 

 

７．成果 

３年間にわたる本研究において、音楽を通して「生活や社会および伝統や文化と関わる」授業実践を体系

化することができた。新しい学習指導要領の完全実施は 2021年度である。この年からは「どの学校でも、ど

の場所でも、どの先生でも、実情に合うようにアレンジしながら同じように取り組める実践」を発表して行

くことが本校の役目であると考える。 

 

８．今後の課題 

 音楽科教員は日々の多忙感や孤独感の中で、自分の考えや授業が正解であるのか誰にも相談できずに日々

目の前の業務に追われている。学習指導要領への疑問や準備、教科存続への危機感すら持っていないかもし

れない。このような中で、本校の役割は研究成果を実践レベルで、現場の教員やこれからなろうとする若者

に発信していくことだと考える。これらの成果は住む場所や年齢、経験等に関わらず受容できる環境が整備

されるべきである。研修会や研究会、学会などに出向かなくても、最新の研究や内容に触れる機会を作って

いきたい。 

  （文責 中内 悠介） 

 



 


