
１．はじめに

　教師は、授業で児童・生徒に、何をどう教え、何
を育むのか。「何を、どのように」といった指導法に
関する領域は、これまでにも教育理論や理念をはじ
め、指導計画、教材研究、評価、学習指導要領の
解釈等を軸とした多角的な研究がなされている。
　しかし実際の教育現場では、いかに素晴らしい教
育理念があろうとも、いかに優れた指導計画があろ
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うとも、それが実際の授業で実行されなければ意味
をなさない。教育が人を扱う分野であるがゆえの難
しさがそこにある。
　指導計画は綿密に立てられているが、それを実践
で活かせない、計画の遂行ばかりに気を取られ、目
の前の子どもを注意深く観察することができない、
授業が生き生きとした学びの場になっていない、と
いう残念なケースに陥ることもしばしばあるのであ
る。
　授業展開が困難になっていることは、授業の在り
方自体が時代と共に変化していることと無関係では
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ない。つまり、授業という場は、かつての一斉授業
のように教師が一方的に知識を伝達する場ではなく
なり、教師と子どもが関わりながら学びの場を創り
上げるものへと変化し、子どもの学びは、知識や技
能を個人的に獲得する学びから、他者との関係性の
中で獲得していく学びへと変化しつつある。それに
よって教師に要求されるものも変化し、今まで以上
にコミュニケーション能力、他者と関係性を築く力、
判断力、対応力などが求められるようになったと言
わざるを得ない。
　活動中、子どもの状況は刻々と変化する。教師は
その変化にどう対応し、それをどう学びへと導くの
か。授業計画はもとより、その計画をどのように展
開するのかというアプローチのしかたが、これまで
以上に授業の質にも関わる大きな問題となっている
と言える。
　たとえば、計画にはない想定外の言動が子どもか
ら出たとき、教師はそれを否定するのか、無視して
やり過ごすのか、あるいはそれを拾い上げ、考えさ
せるのか、あるいはまた、その斬新な発想を生かす
方向にもっていくのか。その時々の教師の対応ひと
つで、その子の言動に対する評価は変わり、その後
の授業の流れも変わってくるだろう。
　とくに子どもの表現活動を主軸とする音楽のよう
な教科では、教師がどのタイミングで、どのような
言葉がけをするか、教師がどう対応するか、によっ
て子どものモチベーションの在り方が変わってくる。
　そこで本稿では、指導法の中でも、とくに関係性
という点に着目し、子どもが生き生きと学んでいる
授業、やる気に満ちた授業、子どもが能動的に活動
し、自ら学ぼうとしている授業、つまりモチベーショ
ンが高く保たれている授業を事例として挙げながら、
教師と子ども、あるいは子ども同士が、授業の中で
どのような関係性を構築しているのか、それらを授
業観察から探っていく。
　1998年から現在2016年までの18年間、音楽科教
育の専門誌『教育音楽』（音楽之友社）の取材を通
して、日本各地の小学校、中学校、高等学校400校

以上を訪問した経験を生かし、私自身が授業レポー
トをした記事の中から、とくに小学校の歌唱指導に
焦点をあて、７つの事例として提示する。

２ ．歌唱指導で児童・生徒の何を育てるのか

（１）技能の習得以前に育むべきこと
　小学校の音楽授業における歌唱指導は、音楽科カ
リキュラム４領域（歌唱、器楽、音楽づくり、鑑賞）
の中でも、多くの教師がもっとも時間をかける中心
的活動と言える。学習指導要領には、歌唱指導にお
ける各学年の目標と内容が記されているが（末尾・
［資料１］参照）、現場の教師はそれをふまえた上で、
実際の授業においては、題材の内容に沿ったより現
実的な目標を立て、授業に臨んでいる。
　経験豊富なベテラン教師は、歌唱指導を具体的に
どのような活動として捉えているのか。2013年に実
施した座談会「歌唱で子どもの何を、どう育てるか」
（『教育音楽　小学版』12月号）の中に、その現場の
率直な意見を見ることができる。座談会の参加者は、
歌唱指導や合唱指導で実績のあるＭ教諭とＮ教諭、
合唱指揮者Ｔ氏の３氏である。
　まずＭ教諭が指摘したのは、技能を習得させる以
前に教師がすべきこととして、とくに低学年、また
は音楽専科が担任から音楽授業を引き継いだ時点
で、子どもの心を開放し、歌える心にすることが肝
心であると述べる。
　一般的に小学校の高学年になればなるほど歌声は
小さくなると言われる。多くの教師が経験的に感じ
ているのは、歌声は４年生がピークであり、５年生
から徐々に声が出なくなり、６年生になると歌に対
して前向きでなくなる、というものである。
　Ｍ教諭もそのことに触れ、子どもが歌わなくなる
原因について、高学年になって心を閉ざすのは成長
の証でもあるが、何より教師が、子どもの歌う意欲
を起こさせずに歌わせようとすることに問題がある
と指摘している。
　教師がまずやるべきことは、子どもの不安を取り
除き、安心して歌える音楽環境を整えることであり、
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その具体例として、真剣に歌っている子に対して、
茶化したり笑ったりする子がいない環境を作ること。
失敗しても間違えても、やる気があって間違うのは
立派であると思える雰囲気を作ること。歌うことが
カッコイイと思える価値観を作ること。教師自身が
本気でやること。などを挙げ、さらに、好きな人や
信頼している人の前でないと子どもは歌わないとも
指摘する。
　子どもからの信頼を得られる関係性を丁寧に築い
た上で、とくに低学年のうちに多くの歌に親しむこ
とが大事である。音楽に合わせて歩くなどの身体表
現も取り入れながら楽しく歌い、歌の貯金を増やし
ていく。その音楽的経験と学びの蓄積が、その後の
歌唱やその他の表現活動につながる、ということで
ある。
　つまり、このような教師と子どもの関係性を築く
ことなく、学習指導要領に書かれている歌唱指導の
目標を達成しようとした結果が、「高学年が歌わない」
という現実となって跳ね返ってくるとも考えられるの
である。

（２）学習指導要領で求められていること
　学習指導要領では、歌唱指導について教師に何が
求められているのか。［資料１］－（１）に示したように、
教師には、歌唱の活動を通して次のことを指導する
よう求められている。
　低学年では、教師の模範歌唱を聴いて歌ったり、
階名で歌ったりすること。楽曲の雰囲気を感じ取り、
思いをもって歌うこと。曲の雰囲気に合った声で歌
うこと。
　中学年や高学年になると、これらのことを基本と
して、より高度な内容になる。たとえば、発声に関
しては、低学年の「自分の歌声や発音に気をつけて
歌う」が、中学年では「自然で無理のない歌い方」
になり、さらに高学年では「響きのある歌い方」に
なる。ハーモニーに関しては「伴奏を聴いて合わせる」
→「副次的な旋律を聴いて合わせる」→「各声部や
全体の響きを聴いて合わせる」というように音楽的

にレベルアップすることが求められる。
　他声部と合わせて歌うためには、正確な音程や、
正確なリズムがとれる必要があり、その他にも、音
楽を形づくる諸要素について学んでおく必要がある
ということである。それらの学習ポイントが［資料１］
－（２）に示した〔共通事項〕に記されているわけ
であるが、実際のところ、このような音楽の技能に
関する目標はどのくらい達成できているのだろうか。
　前出の座談会の合唱指揮者Ｔ氏の発言の中に興
味深い言葉がある。「二部合唱がきちんとできてい
る学校は１割にも満たない印象」「多くの場合、アル
トが機能していない」というものである。これはあく
までもＴ氏の実感としての言葉であるが、日本全国
の小学校を訪問して合唱指導をおこない、また合唱
コンクール全国大会の審査員もつとめるT氏の言葉
には説得力がある。
　この言葉から、ほとんどの小学校では二部合唱
がきちんと歌えていない、つまり学習指導要領が求
める技能が習得できていない、という現状が見えて
くる。それと同時に、学習指導要領が求めることと
現実とのギャップ、つまり、実際に子どもと関わっ
ている現場の教師が音楽で育もうとしていることと、
学習指導要領が求めることの間には、何らかのズレ
があるのではないかとも思えるのである。

３． 音楽専科が受け持つ１年生の授業 
 ［事例１］

　子どものモチベーションが高く保たれている授業
例を低学年から順に見ていきたい。
　まずは小学校１年生の授業である。音楽の授業を
１年生から音楽専科が受け持つケースは全国的に見
て少ない。多くの場合、低学年は学級担任が担当す
るか、学年内で音楽の指導ができる教員が担当し、
音楽専科は中学年以上、または高学年のみを受け持
つケースが一般的である（音楽専科がいない学校も
ある）。音楽専科が１年生を受け持つ場合、教師は
どのような点に留意するのか。東京都小平市立Ｋ小
学校、Ｈ教諭の授業を事例に見ていく。
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　授業の導入で歌われたのは『Best Friend』（作詞
/作曲：玉城千春）。教師は伴奏音源を流し、自分も
歌いながら子どものそばをゆっくり歩く。そしてまだ
幼さの残る子どもの声に耳を傾け、至近距離で一人
一人に声をかける。それは発声指導というものでは
なく、歌うときの姿勢や口の開け方に関する「こん
なふうにしてごらん」というアドバイスである。
　導入の時間は「これから音楽の授業が始まる」と
いう気持ちを作る時間、また歌唱指導の基礎を作る
時間、という位置づけであり、今月の歌、季節の歌、
楽しく歌える歌、などをできるだけ多く歌い、子ど
ものレパートリーを増やしていくという。
　それが終わると教師は、おもむろにピアノを弾き
始める。子どもはその音楽を合図に教室の後ろにあ
る広いスペースに移動。そして教師が弾くピアノに
合わせて、速く歩いたり、ゆっくり歩いたりした。曲
が変わると今度は手遊びを始めたり、「なべなべそこ
ぬけ」をしたり、音楽とともに活動内容も変化する。
　これはＨ教諭がおこなっている常時活動である。
この活動の特徴を挙げるならば、この間に教師が言
葉で指示を出すことはなく、すべてのコミュニケー
ションが音楽を通しておこなわれることである。子
どもは音楽を聴き、それに反応して身体を動かす。
おそらく遊びの感覚に近いのだろう。子どもは目を
輝かせ、楽しそうに活動している。
　Ｈ教諭はこのような身体を動かす活動の他にも、
リズム遊び、音探し、などを通して、音楽表現の基
礎となる部分をしっかり育てていく。「このような活
動を低学年のうちに多く経験させることが高学年の
表現活動に生きる」というＨ教諭の考えは、前出の
座談会の意見とも共通している。
　具体的に、スズやトライアングルを使った音探し
の活動で、Ｈ教諭が留意していることを挙げるなら
ば、①教師が楽器の鳴らし方を教えるのではなく、
子ども自身に様々な鳴らし方や音色を発見させるこ
と。②音を出す前に静かになる時間を作り、どんな
に小さな音にも意識を向けさせること。③楽器を丁
寧に扱うこと。などである。またＨ教諭は、この活

動をグループでさせることで、友達との関わり方も
同時に学ばせていた。
　活動中の教師の視線について、Ｈ教諭は全体に話
しかける場合もその目は常に個々の子どもを見てお
り、時々、個に向けた言葉を挟むことがあった。そ
れは特定の子に対する「ちゃんと見ていますよ」の
サインであり、「誉める」「注意する」両方の意味が
ある。関係性を構築する上では、この瞬間を見逃さ
ない目とその場の対応力が重要であると言える。
　また音楽室の環境についてもＨ教諭は、挨拶のし
かた、座る姿勢、持ち物の管理（鍵盤ハーモニカの
ケースの置き方など）といった音楽室のルールを決
め、子どもの気が散らず、安全に、楽しく、音楽に
集中できるような環境作りをしていたことも注目に値
する。
　ここからの積み上げによって６年間の授業ができ
ることが理想ではあるが、多くの場合、音楽専科は
中学年以上の学年を受け持つことになるため、その
際に学級担任との教育観の違い、音楽に対する知
識や認識の違いから、苦労する場合もある。たとえ
ば、よくあるケースとしては「音楽室に初めてやっ
てきた子どもは皆、怒鳴って歌う」というものである。
音楽専科としては「さて、この声をどうやって歌声
に変えようか……」と思うわけである。この怒鳴り
声の原因のひとつは、担任が「大きな声」「元気な
声」を要求しすぎることにある。運動会や音楽会では、
子どもが元気に歌う姿が求められるため、地声で歌
わせたほうが、聴き映えがしてよいと思っている教
師も多い。音楽専科であっても、学校行事はそれで
よし、やむなし、としている教師もおり、なかなか
歌声を変えることができず、どうしたものかと内心
では悩んでいる場合も少なくないのである。
　子どもが元気に楽しく歌えていれば、それでよい
との意見もあるが、学習指導要領に示された音楽的
な学びの実現を目指して、他声部と声を合わせ、ハー
モニーを作りたいと思えば、それなりの発声法を学
び、音楽的な技能を習得させる必要もあるだろう。
この技能習得の問題が、音楽の授業展開を困難にし

子どものモチベーションを高める音楽科指導法
伊藤　久恵

－ 4 －



ている要因のひとつとなっており、また学校教育に
おける音楽科の位置づけを曖昧なものにしている要
因にもなっていると考えられる。

４ ．筑波大学附属小学校３、４年生の授業

　技能習得の問題に関して、それを第一の目標とは
していない実践例を見ていきたい。つまり、発声を
学び、素晴らしいハーモニーを創り上げる歌唱指導
には主眼が置かれていないが、音楽的な学びは十分
にある事例である。
　筑波大学附属小学校は、教育研究校としてクリエ
イティブな子どもを育てることを学校目標として掲
げているため、音楽授業でも創造的な活動を多く取
り入れ、自分で発見する、自分で創り出す、という
ことが授業展開の主軸となっている。もちろん技能
習得の場面がまったくないわけではないが、それは
子どもが音楽と楽しく関わり、音楽によって自分を
表現する活動の中でおこなわれる。研究校ならでは
の実践であり、まれなケースとも言えるが、進歩的
な事例として見ていきたい。

（１）３年生、Ｈ教諭の場合［事例２］
　音楽室は一般的な公立小学校に比べるとやや広い
印象である。机が並んだスペースと自由に動きまわ
れるスペースがあり、これらは活動内容によって使
い分けられる。
　Ｈ教諭は常時活動から始めた。教師がピアノで『か
もつれっしゃ』（作詞：山川啓介／作曲：若松正司）
の伴奏を弾き始めると、子どもは広いスペースに移
動して歌いながらじゃんけんぽん。負けた人が後ろ
にまわり、列車が連結するようにどんどん長くなる
という活動である。
　Ｈ教諭は、テンポや強弱に変化をつけながら即興
でピアノを弾く。元気なポップス調、美しいバラー
ド調と雰囲気も変える。子どもはそれに合わせて、
歩くテンポ、歩調、歌い方を変え、音楽に反応しな
がら表現するということを遊びの中でおこなってい
く。

　Ｈ教諭が常時活動にかける時間は10～ 15分。こ
の間に３つほどの活動を入れる。ここでの基本的な
学びの蓄積が、後の表現活動や音楽づくりの土台に
なるという。
　常時活動の内容は、授業の題材に合わせる。たと
えば発声を意識させたいときは、原曲より高い調で
伴奏を弾き始め、頭声的発声の音域で歌わせること
もある。子ども数人と合奏の形で伴奏をするときは、
楽器を担当する子どもの顔ぶれを見て、移調ができ
そうだと踏めば「今日は○調でいくよ」と子どもに
も移調を体験させることもある。これは音楽的に能
力の高い子どもに対して、個別に与えた秘かなチャ
レンジであり、全体には知らせずとも「○○さん、
さすがだね」とその子を評価することで、できる子
のモチベーションを高めることができる個人的な評
価の一例である。
　授業中、Ｈ教諭はとにかく子どもをよく見ている。
状況が刻々と変化する中で、タイミング良く、個々
の子どもに言葉がけをする場面がたびたび見られ
る。
　たとえば「○○音頭をつくる」という活動で、子
どもは「Ａという素材に対し、Ｂという素材で返す、
そこに合いの手を入れる」という音頭の形を理解し
た後、これに言葉を当てはめて「言葉あそび」をす
る場面で、教師は、子どもの即興的な言葉の中に、
おもしろい言葉やリズムを発見すると、その瞬間に
それを取りあげ、「いいねー！」「おもしろい！」と言
う。子どもの言葉が目的から外れたものであっても、
それを否定するのではなく「○○が良かった」「そ
れは先生も気づかなかった」と、そのアイディアの
どこかの部分を評価した。
　つまり、教師のひとことは、その子が出した結果（答
え）に対する評価ではなく、その子が何をしたかっ
たのか、その過程に対する評価であり、言い換えれ
ば、結果に至るまでの思考に向けられた評価である。
だから一見、目的から外れたように見える言動であっ
ても、教師にはその意味がわかり、その子のアイディ
アを学習として成立させるために、ある部分だけを
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抽出して評価したのである。教師のこの瞬時の対応
によって、その子の言動は、的外れで無意味なもの
ではなくなるのである。
　このようにＨ教諭の授業は、子どもの言動に寄り
添った形で進められる。全員で表現する場面があり、
個人で表現する場面があり、その間に一人一人に言
葉をかけ、評価する。だからＨ教諭の授業では、「今
度は一人でできる人？」と教師が問いかけると、ほ
ぼ全員の子どもが「はい！」「はい！」と手を挙げ、
進んでチャレンジしようとするのである。
　子どものモチベーションが高く保たれているのは、
次に取り上げるＴ教諭の授業も同様である。音楽づ
くりを中心としたＨ教諭の授業に対して、次のＴ教
諭の授業では、歌唱活動や表現活動を中心に見てい
こう。

（２）４年生、Ｔ教諭の場合［事例３］
　授業の導入はＨ教諭と同様に、音楽を身体で感じ
る常時活動である。Ｔ教諭も子どもの様子を見なが
ら即興でピアノを弾く。それに合わせて子どもが動
き、音楽が始まると歩き出し、止まるとストップし、
ゆっくりしたテンポになると動きもスローモーション
になる。
　「ねえ、ねえ、このゆっくりした感じは、足をズ
ルーっと引きずるような感じでいいのかな？」とＴ教
諭が問いかける。「なんか違うとおもう……」（児童）、
「じゃあ、どんな感じ？」（教師）、「ゆっくりなんだけ
ど、音はふわっとしてた」（児童）、「それを動きでやっ
てみるとどんな感じかな？」（教師）。
　一人の子どもが腕をふわっと優しく動かしてみせ
る。「なるほどねー、そういう感じのゆっくりだったね、
じゃあ、みんなもそんなふうに動いてみよう」（教師）。
　このやり取りで、子どもが気づいたことは、同じ
ゆっくりしたテンポでも、音楽の雰囲気によって表
現のしかたも違ってくるということ。この違いが感じ
取れるのは、音楽表現では大事なことである。
　次にＴ教諭は、子どもをピアノのまわりに集め、「聴
いて」と言って、響きのある高い声（２点ニ）で「オー！」

と発声してみせた。その声はピアノの弦に共鳴し、
誰も鍵盤に触れていないのに「レ」の音が鳴った。
子どもは「おお！」と驚き、しばらくその残響を聴く。
「これが響く声だよ、みんなもやってごらん」（教師）。
子どもは順番に声を出し、ピアノの弦が鳴るかどう
かを確かめていった。響く声のコツをつかんだとこ
ろで教師は「じゃあ、その声で歌ってみよう」と言い、
頭声的発声へと導く。最初から発声指導ありきの指
導ではなく、響く声がどういうものなのか、実体験
を通して学び取るという発声指導である。
　その後、グループによる表現活動へと進み、『世
界中のこどもたちが』（作詞：新沢としひこ／作曲：
中川ひろたか）を身体の動きで表現した。この活動も、
実体験を通して学び取るものである。実際に身体を
動かすことで、曲の構成や形式がわかりやすくなり、
音楽の特徴も捉えやすくなる。身体表現は、楽器演
奏にも匹敵する音楽との一体感が得られ、様々な音
楽の学びにつながるとＴ教諭は述べる。またＴ教諭
の授業ではグループ活動も多く取り入れられるが、
それは音楽を通した子ども同士のコミュニケーショ
ンこそが学校という場で音楽をする意義であると考
えるからである。
　これらの事例からわかることは、素晴らしい二部
合唱を目指さなくとも音楽的な学びの実現は可能で
あるということである。しかしまた、技能を習得す
れば、より高度な音楽表現が可能となり、そのよう
な音楽的成長が子どもをより大きな喜びへと導くこ
とができるという側面もあり、子どもの何をどう育む
かは、現場の教師に任されていると言える。

５． 高度な音楽表現に導いていく授業 
 ［事例４］

　音楽を楽しむ、その心を育みながら、技能も習得
させる。次はそのような事例を見ていきたい。歌唱
指導や合唱指導で実績があり、課外活動の合唱団を
合唱コンクール全国大会に何度も導いているＭ教諭
の授業である。
　本稿では、現在のＭ教諭の授業ではなく、まだ教
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師として試行錯誤の途中であったと思われる今から
17年前の授業を事例として取り上げる。Ｍ教諭の当
時の赴任校である東京都大田区立Ｋ小学校、４年生
と６年生の授業である。授業内容は、どちらの学年
も歌唱指導に焦点が絞られたものである。

（１）４年生の授業
　音楽室に子どもたちが入ってくるとＭ教諭は「荷
物を置いて、体操やろう」と言い、授業は運動から
始まる。音楽室は、机などが取り払われ、広いスペー
スになっている。子どもは床に寝ころんで腹筋運動
をする。「おなかは、いい声になる秘密兵器が入っ
ているところだよ」と教師は、歌は、おなかが大事
であると伝え、腹部に息を入れる腹式呼吸の練習も
させた。
　導入は、歌唱上達に必要となる基礎トレーニング
である。教師の言葉の選び方や練習内容がユニーク
なこともあり、子どもは遊びの延長のような感じで
楽しそうに取り組む。たとえば、口の開け方につい
ては、両耳の後ろに親指をあて、小指で上の歯を押
さえ、歯が見える口にする。すると頬と眉が高く上
がった顔になり、子どもは互いの顔を見て、思わず
笑顔になる。「この手をとっても、この顔で歌えるよ
うに、いい顔でね」と教師は言う。
　曲を歌い、表現を工夫する場面では、歌詞の言葉
からイメージをふくらませ、腕を使ってそれを動作
で表現したり、隣の子と手をつなぎ、手を上げ下げ
してクレッシェンドやデクレッシェンドをつけたり、
子どもが具体的に体感できる動作とともに表現の練
習をする。

（２）６年生の授業
　６年生は運動を自主的に始める。この基礎練習の
蓄積が歌声にも影響してくるのだろう。６年生の歌
声は声量があって美しい。
　曲を歌う場面では、二人ずつ向かい合い、互いの
手をパチンと合わせて発声をする。手がぶつかった
ところに自分の声を当てる感覚を覚えるためである。

その後、ソプラノとアルトに分かれて向かい合い、
３度音程でハーモニーを作る。先ほどのパチンと同
じように、二人の声がぶつかり合い、「ぶーん」とい
う音のうねりが聞こえたら、それは二人の声が同じ
音量で響き合っている証拠、と教師は教えた。
　子どもはごく簡単にやっているが、内容に関して
は、かなり高度である。子ども自身も自分がうまくなっ
ていることを実感しているのだろう。そのことがモ
チベーションとなり、歌うことが楽しい様子である。
　Ｍ教諭の場合は、無理のない形で楽しく技能を習
得させ、実力と歌心を育むことで、子どものモチベー
ションを高めているケースと言える。教師の言葉や
指導が、子どもの期待感を高め、自分も歌がうまく
なる、と思えるその信頼感が両者をつなげていると
言える。
　Ｍ教諭の授業でも、全員で歌う場面の他に、子ど
もが一人で歌う場面がたびたびあった。そこで教師
は、子ども同士に評価をさせ、「ここがいいと思う」「こ
こはこうしたほうがいいと思う」と言い合える子ども
の関係性を築いていたことも重要なポイントと言え
る。

６．特色ある最終学年、６年生の授業

　小学校の最終学年である６年生は、教師としての
目標が実現できたかどうか、その答えが見える学年
でもある。教師によって目標やアプローチのしかた
は異なるが、結果的に６年生まで子どものモチベー
ションが保たれ、生き生きと音楽活動に参加し、子
どもの音楽的成長が見られる授業は、成功と言える
のではないだろうか。そのような授業をいくつか取
り上げ、それぞれの特色を見ていきたい。

（１ ）千葉県船橋市立Ｍ小学校、６年生、Ｎ教諭の
場合［事例５］

　Ｎ教諭の授業は、授業の前から子どもが音楽室
を出るまで、常に音楽に溢れているのがその特徴で
ある。教師はエレクトーンの演奏で子どもを迎える。
音楽室は子どもの音楽世界を広げる音楽空間という
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位置づけである。
　次の活動に移る際も教師が演奏するエレクトーン
がBGMとなる。音楽が気持ちを切り替え、次の活
動にサッと移ることができるという。「急いで準備」
「後片付けをしましょう」「ちょっと騒がしいけど、そ
れでいいの？」というときも即興演奏で伝える。音
楽で子どもとの意思の疎通が図れるというわけであ
る。
　このような環境の中で、子どもはのびのびと活動
する。物事を決める際は、子ども同士の話し合いで
決め、誰かが発言をしたら、まわりの子は相槌を打ち、
意見を出しやすい雰囲気作りにも心掛ける。自分た
ちで表現を工夫しようという積極的な姿が見える授
業である。

（２ ）東京都港区立Ｓ小学校、６年生、Ｍ教諭の場
合［事例６］

　教師の指導によって、子どもの歌声ががらりと変
わるのがＭ教諭の授業である。６年生が体育館に集
まり、音楽会の練習をしていた際に、ホワイトボー
ドに、曲の構成を示した図や、どんなふうに歌いた
いか、という子どもの意見などがまとめられていた。
　教師はその中から、子どもが希望する「すがすが
しく」「風に乗る感じ」で歌うにはどうすれば良いの
か、という点に着目し、その具体策を探った。まず
教師は「風のように、すうーっと息の流れをつくっ
てみよう」と言い、息で風の音を表現させた。次に
ピアノ伴奏に乗せて、同じことをした。「こんな感じ
かな？」と教師が言うと子どもは納得の表情で頷く。
　次に教師は、その歌詞を無声音で歌わせた。息の
音だけで歌うと、息の流れが歌唱表現にどうつなが
るのかがよくわかるからである。
　これらの段階を経て、メロディーを歌ってみると、
これまでとは歌い方がまるで変わり、子ども自身
も驚いている様子だ。「さわやかな風が吹いてきた
ねー」と教師は言い、子どもを評価した。歌声に表
情がつく、とはこういうことかと誰もが実感した瞬間
であった。

　Ｍ教諭の歌唱指導で、注目すべき点は、①「こん
なふうに歌いたい」と言葉に出して子どもに表現さ
せること。②語彙が少ない子どもだからこそ、明る
い、暗い、といった簡単な言葉ですませるのではな
く「どんなふうに」という部分を言葉で表現させる
こと。③その思いを音楽で表現するにはどうすれば
良いか、具体的な方法を示してやること。である。
　これらを意識して、子どもの「こうしたい」とい
う希望を叶え、「うまくできた」という実感を持たせ
ることが子どものモチベーションにつながっている
と思われる。

（３ ）東京都世田谷区立Ｈ小学校、６年生、Ｍ教諭
の場合［事例７］

　Ｍ教諭の指導の基本にはコダーイ・メソッドがあ
る。Ｍ教諭の授業は子どもの感性を育てることにそ
の主眼が置かれたものである。
　導入は、教師自身が作成したオリジナル教材を
使ったリズム・アンサンブルである。その後、短い
カノンの曲を教材として、教師と子どもが１小節ず
つ交互に歌う交互唱をした。交互唱はサイレント・
シンギングの前段階となる活動である。歌わない部
分を作ることで、まわりの声をよく聴くようになり、
これが子どもの内的聴感を養うという。
　その後、教師は子どもに、自分の好きな場所から
歌に加わるようにと言い、輪唱による多声部のハー
モニーを作った。Ｍ教諭は、このような簡単なカノ
ンや「わらべうた」を使い、自然に歌声が揃うよう
に指導していく。いわゆる合唱の発声指導のような
ことはせず、伴奏がいらない「わらべうた」のよう
なシンプルな曲を使って、まわりの声を聴く「耳」
を育てるのである。とくに低学年の子どもがピアノ
伴奏で歌うと、その音に負けじと声を大きく張りあ
げ、まわりの音を聴かなくなることがある。そのた
めＭ教諭は、最初は音叉の音から始め、音が揃うこ
とは気持ち良いと感じられる、その感性を育てるよ
うにしている。
　コダーイ・メソッドのハンドサインや階名唱は音
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程を意識するのに効果的であると言われる。Ｍ教諭
はハンドサインを２年生から取り入れている。子ど
もはそれをゲーム感覚で楽しみ、６年生になると音
がなくても心の中で旋律が歌えるという子もいる。
　教科書の合唱曲を歌う際にも、このようにして育
まれた感性が生かされる。子どもは教師のピアノ伴
奏に耳を傾け、その音色や雰囲気に敏感に反応しな
がら、思いをひとつにして歌うことができるのである。

７．関係性を構築する教師の対応力

　授業はそれに参加する人間の関係性の中でおこな
われる。教育学・佐藤学の研究の中に、初任教師と
ベテラン教師の授業は何が違うのかという興味深い
ものがある。佐藤がその違いについて指摘するのは、
次のことである。
　第一に、教室の空気、子どもの身体、教師と子ど
もの関係性について、ベテラン教師はそれらに敏感
に反応するのに対し、初任教師はそれらを感じ取っ
ていないこと。たとえば、子どもが集中力を欠いて
いると察したベテラン教師は、それに対する言葉が
けをし、切れかけた絆を修復しようとするが、初任
教師は絆が切れていくにも関わらず、何も手だてを
しない。変化に対応することができないのである。
　第二に、子どもの発言に対する対処のしかたにつ
いて、ベテラン教師は、子どもの発言の中にその子
独自の意味を探ろうとするのに対し、初任教師はそ
れをせず、その発言だけを聞いて評価しようとする
こと。つまり、ベテラン教師は子どもがもらしたつぶ
やきにも敏感に反応し、それを掬い上げるようにし
て、ひとまとまりの言葉へと結晶させる手助けをす
るのに対し、初任教師はそれができないのである。
　佐藤が指摘する両者の違いは、子どものモチベー
ションを保てる教師と保てない教師に置き換えるこ
とも可能であると言えよう。

８．おわりに

　モチベーションはどのようにして養われるのか。
人類の脳の進化から教育を考え、学校で音楽を教え

る意味について言及する脳科学・小泉英明の言葉を
参考にしながら、本稿のまとめとしたい。
　小泉によれば、人間は受胎後、胎内で何億年とい
う進化と類似のプロセスをたどる。人間の脳の構造
は、人類の進化の歴史を宿し、その中心部は生きる
ために必須な呼吸や血液循環などを司り、その外側
に情動の座が発達し、一番外側によりよく生きるた
めの知識や技能を司る新皮質が進化した。新皮質だ
けをいくら強化しても、その行動の土台となる情動
が働かなければ人間は何も起こすことができない、
というのが小泉の考えである。
　つまり、この先の教育を考えるならば、知識や技
能を得る学習に偏ることなく、その土台となる「や
る気」「情熱」の領域を耕す必要があり、それを育
むことができるのが音楽や芸術の分野で、とくに情
動を引き起こす体験に直結しているのが音楽である
というのだ。
　音楽科の役割として、音楽の知識や技能を習得さ
せることは重要であるが、それが第一の目的となれ
ば、学校教育の音楽科としての意味が半減するとも
考えられる。しかしこれは音楽科における技能習得
が良い、悪い、という論議ではない。重要なのは、
それがどのような意図のもとで、どのような関係性
の中で、おこなわれるのかという点である。
　音楽室の中は小さな社会である。教師も子どもも
互いに影響を与えあう関係にあり、授業はその相互
作用によって成り立っている。子どもの学びは、分
割された知識の集積ではなく、他者との関係性によっ
て創られるものである。これまでは教師個人の経験
や資質に任されてきたところが大きい関係性という
問題であるが、今後は、教育方法に関わる重要なテー
マのひとつとして、さらなる研究を進める必要があ
ると考える。

［資料１］小学校学習指導要領（音楽）
（１）歌唱の活動を通して、次の事項を指導する。
〔第１学年及び第２学年〕
ア　範唱を聴いて歌ったり、階名で模唱したり暗唱した
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りすること。
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。
ウ　自分の歌声及び発音に気を付けて歌うこと。
エ　互いの歌声や伴奏を聴いて、声を合わせて歌うこと。
〔第３学年及び第４学年〕
ア　範唱を聴いたり、ハ長調の楽譜を見たりして歌うこ
と。
イ　歌詞の内容、曲想にふさわしい表現を工夫し、思い
や意図をもって歌うこと。
ウ　呼吸及び発音の仕方に気を付けて、自然で無理のな
い歌い方で歌うこと。
エ　互いの歌声や副次的な旋律、伴奏を聴いて、声を合
わせて歌うこと。

〔第５学年及び第６学年〕
ア　範唱を聴いたり、ハ長調及びイ短調の楽譜を見たり
して歌うこと。
イ 　歌詞の内容、曲想を生かした表現を工夫し、思いや
意図をもって歌うこと。
ウ　呼吸及び発音の仕方を工夫して、自然で無理のない、
響きのある歌い方で歌うこと。
エ　各声部の歌声や全体の響き、伴奏を聴いて、声を合
わせて歌うこと。

（２）〔共通事項〕
〔第１学年及び第２学年〕
（ア）　音色、リズム、速度、旋律、強弱、拍の流れやフ
レーズなどの音楽を特徴付けている要素

（イ）　反復、問いと答えなどの音楽の仕組み
〔第３学年及び第４学年〕
（ア）　音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、
音階や調、拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付け
ている要素

（イ）　反復、問いと答え、変化などの音楽の仕組み
〔第５学年及び第６学年〕
（ア）　音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なりや

和声の響き、音階や調、拍の流れやフレーズなどの音
楽を特徴付けている要素

（イ）　反復、問いと答え、変化、音楽の縦と横の関係な
どの音楽の仕組み
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