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１．はじめに（共同研究の趣旨と経過） 

附属特別支援学校小学部の音楽科は、週に1.5時間設定されている。2017（平成29）年の学習指導要領改訂では 小

学部の音楽科の内容は「A表現」（「音楽遊び」「歌唱」「器楽」「音楽づくり」「身体表現」の5分野）と「B鑑賞」の

2 領域で構成されている。その中でとりわけ次の 4 つの分野（歌唱、器楽、身体表現、鑑賞）を含む内容を中心に授

業を構成している。授業は、小学部1年生から6年生までの全児童14名を対象として実施している。対象児童は、生

活年齢の幅が大きく、興味や関心を持っている事柄には違いがある。このことを踏まえたうえで、小学部では、児童

たちの「やってみたい」という気持ち（意欲）を大切にし、また彼らが友だちと表現する楽しさを味わいながら、無

理なく音楽の基礎技能を習得できるような学習活動を模索してきた。 
本共同研究では、児童の実態を把握する小学部教員と音楽教育学の立場から授業実践を捉える大学教員とで連携し、

2012（平成24）年度から共同研究として、上記課題の実現に向けた教材開発・授業づくりをすすめてきた。 
2021（令和 3）年度の研究経過としては、下記の授業実践に結びつけるために 11 月 15 日（月）に大学教員が授業

を参観し、カンファレンスを行い、11月29日（月）に大学教員主体で授業を行った。また、12月6日（月）には、

大学教員と学生たちが計画した音楽プログラムを行った。 

２．研究の目的 

小学部教員と大学教員が共同で授業について検討し、「音楽」の授業における教材の工夫と改善を図る。 

３．課題に関して～授業改善にむけての大学教員とのカンファレンスより～ 

11 月 15 日（月）のカンファレンスでは、本授業の成果として①児童たちが興味をもちそうな内容や季節の歌が取

り入れられている、②《もみじ》歌のイメージや言葉の意味を理解するために、児童たちが実物の紅葉の葉やどんぐ

りの実などに触れる機会を設定したり、歌唱に合わせてペープサートを動かしたり、楽しみながら音楽を表現する工

夫がなされている、③《どんぐりころころ》では拍子やテンポを身体で感じながら表現することができている等があ

げられた。 
一方課題としては、全学年児童を対象にしているため難しさはあるものの、①読譜力を継続的に育成するために、

これらを意識する授業展開が必要であることを確認した。そのために歌唱の際には、長音階を意識できるよう、一部

分を階名唱してみたり、音高（pitch）や音程（interval）を意識できるよう、色音符を用い五線譜を提示したりする等

の機会を設けることが提案された。2021（令和3）年度の取り組みとしては、11月29日（月）の大学教員による授業

において、秋の歌として取り組んでいる《もみじ》の一部分で階名唱を取り上げた。加えて、その後の通常授業にお

いてもこれを継続し、児童たちにも馴染みのある《かえるのうた》の階名唱にも取り組むこととした。 

４．授業実践（１）11月29日（月） 

①音階の学習《もみじ》（高野辰之作詞、岡野貞一作曲） 

大学教員による授業では、《もみじ》の冒頭4小節の（ミ・

レ・ド）を階名唱する学習に取り組んだ。その際、児童たち

は、色音符（ミ・レ・ド）の部分を歌唱し、モノクロ音符の

部分を大学教員が歌唱する際には、次の階名唱につなげら

れるよう、その部分をよく聴くことにした（図1）。ひらが

なを読むことが難しい児童もいたが、高学年（5・6年）の

児童を中心に優しくきれいな声で歌唱することができた。

特に高学年児童は、「自立活動」の時間に微細運動の練習と

図1 《もみじ》の冒頭4小節の色音符

図1 《もみじ》の冒頭4小節の色音符

６．まとめと今後に向けて 

本研究は 3 年目となる。これまでの実践研究の積み重ねにより、「自立活動の指導」における

音楽的なアプローチは、冒頭に記した｢自立活動｣の目的を達成する上で有効であることを検証

しつつある。

今年度における、音楽的なアプローチを取り入れた「自立活動」の有効性として、次の 5 点が

挙げられる。

①見て聴いて身体を動かす等、感覚を統合させることで認知の機能を高めること。

②音楽をきっかけに気持ちを高めたり切り替えたりと、情緒が安定すること。

③音を聴いて跳ぶ、しゃがむ等の大きな身体の動き（粗大運動）をしたり、きれいな音を出すた

めに手指の動かし方（微細運動）を工夫したりというような、様々な身体の動きを引き出し

高められること。

④教師や友だちと合奏をすることを通して、呼吸を合わせたり自分の気持ちを楽器で表現す

る等、コミュニケーションの機能を高めること。

⑤ルールや順番を守る場面を随時設定することで、児童同士が互いを意識し、社会性を高め

ること。

また、本研究を通して、音楽教育学および障害児教育学の大学教員、教職大学院生、アドバン

スド・プログラム生、特別支援学校教員という、それぞれ異なる立場・視点から意見を出し合うこ

とで、幅広い視野から、自立活動における課題へのさまざまなアプローチの方法について深める

ことができた。

今回、授業を行った児童たちは、身体の動き、コミュニケーションの状態や認知の特性、発達

的な特徴等から、学習活動において困る場合が少なくない。これらの困難を改善・克服するため

には「自立活動」は必須である。そして、今回のように｢自立活動｣に音楽的なアプローチを取り入

れていくことは、児童の様々な困難を改善・克服する上で有効であることが明らかとなった。

今後の課題として以下の 3 点が挙げられる。まず、連携事業として残された課題は以下の 2点

である。第 1 に、コロナ禍ということから、1 回のみの授業参観となり、実態把握がままならないま

まの授業づくりとなってしまったこと、第 2 に、十分なカンファレンスの時間を確保できず、課題の

共通理解が十分にできていなかったことが挙げられる。

加えて、授業評価に関する課題である。そもそも「自立活動」は個々の児童の実態把握をベー

スに目標・内容・方法を検討する必要があるけれども、今年度は個々の児童を意識した観点での

授業評価が不十分であった。今後授業評価に関しても検討しなければならない。

次年度は、コロナ禍が解消していることを願い、もう少し早い段階で研究を進め、本研究での

成果をもとに「自立活動」における音楽的アプローチの有効性について、より深めていきたい。
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してリコーダー学習に取り組んでいる。そのため彼ら

は音程感覚を身に付けており、楽譜を読むことにも慣

れがあったことから抵抗なく学習に参加できていた。

しかし、低・中学年児童の中には、知識面の学習となる

と途中で集中力が切れる児童もいたため、児童たち全

員が興味・関心をもって取り組める教材づくりが課題

としてあげられた。また、フレーズの取り方は旋律と

歌詞のまとまりにあわせて「秋の夕日に（ミ・レド・レ

ミ／ドーソー）」のように2小節を一まとまりとして歌

ってもらおうと考えた。ところが、児童たちは音楽上

のフレーズではなく、これまでの経験から（ミ・レド／

レ・ミ／ドー／ソー）のように2拍をひとまとまりとし

て手でフレーズを表し歌っていた。このことから音楽の特性だけでなく、児童の実態に合わせた歌い方を尊重するこ

と、それと合わせて音楽的なまとまりについても体感してもらう指導上の工夫を考えることの両面からのアプローチ

が必要であることがわかった。 
②合奏《どんぐりころころ》（青木存義作 

詞、梁田貞作曲） 

事前の参観で歌詞に合わせた身体表現を

全学年の児童が楽しく、上手にできていたの

で、身体表現に合わせて合奏にも取り組ん

だ。低学年（1・2年）は「テーブルドラム（太

鼓）」で「      」（写真2）、中学年

（3・4年）は「グロッケンシュピール（鉄

琴）」・「 」（写真3）と「テンプルブロック」の即興、高学

年（5・6 年）は「バスブロックバー（低音部木琴）」（写真 4）で

「 」のリズムを奏でた。最初は難しそうにしていた児童も、

繰り返し行うことで正しいリズムを奏でることができるようになっ

た。また、身体表現の部分でも歌詞に合わせた動きをすることで、《ど

んぐりころころ》の世界観を楽しむ様子がうかがえた。高学年の児童

には少し単調なリズムだった様子であったので、今後はもう少し複雑

なリズムにも挑戦していければと考える。また、太鼓・鉄琴・木琴は知

っているものの、今回演奏した楽器（テーブルドラム、グロッケンシュ

ピール、バスブロックバー）は普段自分たちが使っているものとは形

状が違ったため、大変興味をもって取り組めていた。 

４．授業実践（２）1月12日（水） 

①階名唱の学習《かえるのうた》（ドイツ民謡） 

この日の授業は小学部教員が実施した。前回の《もみじ》の階名唱

を引き継ぎ、《かえるのうた》でも階名唱の学習を行った。1学期に歌

唱とハンドベルに取り組んでいる曲だったので、階名唱にもスムーズ

に取り組むことができた。色音符を用いた五線譜を見ながら歌うこと

で、音の高さ（pitch）を視覚的にとらえることができていた（楽譜1）。
低学年にはひらがなを読むことが難しい児童がおり、最初は歌うこと

が難しかったが、中学年・高学年が歌っているのを聴いて、少しずつ

分かってきたようで、何回か歌ううちにできるようになった。《かえる

のうた》はド・レ・ミ・ファ・ソ・ラまでの 6 つの音で構成されてい

写真1 《もみじ》の学習の様子 

写真4 高学年（バスブロックバー） 

楽譜1 色音符による《かえるのうた》 

写真3 中学年（グロッケンシュピール）写真2 低学年（テーブルドラム） 
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る曲で、順次進行で音が上がったり下がったりするため、比較的歌いやすかったと思われる。今後はより長音階を意

識できるように広い音域内で音が構成されている曲、広い音程での跳躍進行のある曲を取り上げ階名唱に挑戦してい

きたい。 

②合奏《おどるポンポコリン》（さくらももこ 

作詞、緒田哲郎作曲） 

 合奏の活動では、児童たちが楽しく意欲的に取り

組めるように、テレビで見てよく知っている《おど

るポンポコリン》を選曲した。年間を通し音楽の授

業以外でも高学年はリコーダー、中学年は鍵盤ハー

モニカに取り組んでいるので、それぞれ同一の楽器

を担当し、低学年はタンバリンを担当した。 

高学年は五線譜の楽譜

に自分でソやラ等の音名

の書き込む練習を行った

（楽譜 2）。書き込む際に

覚えたソの音を基準と

し、ソから順番に数えラ・

シ・ド・レを書くことがで

きつつある。 
中学年は児童の実態に

合わせて楽譜を 2 種類用

意している（楽譜3）。また、鍵盤ハーモニカにも色シールを貼

り、色音符を用いた五線譜を見ながら演奏できるよう支援を行

っている。しかし、まだまだ楽譜と実際の音の高さを一致させ

て演奏することが難しい児童もおり、色音符は高いドであるの

に、低いドを弾いてしまうこともあった。低学年では教師と児

童がタイミングよく「 」で「はい！」と声を出し大きな手の

振りを行うことで、身体でリズムを覚え、「 」のリズムを叩くことができていた。低・中・高学年合わせ

ての合奏では、それぞれが違う楽器を演奏することで、音の広がりや重なり等を感じることができたようだった。 

５．まとめと今後に向けて 

 今年度は読譜力の育成として、色音符を用いた階名唱と合奏に挑戦した。階名唱に取り組むことは、音程感覚を身

に付けたり、長音階の理解につながる。また、色音符を用いた五線譜を活用することで、音高を視覚的に捉え、読譜

への抵抗感をやわらげながら合奏に取り組むことができる。今回の活動では、全学年を対象に授業をすることの難し

さがありながらも、新たに小学部全員で授業を行う有効性を感じることができた。中・高学年の児童が声をしっかり

出すことで低学年の児童を引っ張る姿を見ることができ、また、低学年の児童は上級生の姿に刺激を受け頑張ろうと

する姿勢がうかがえるなど良い効果があった。また、色音符を用いた五線譜を見ながら歌ったり、聴いたりすること

で、少しずつではあるが体感的に音程感覚を獲得していく様子も見られた。今後も児童の実態に合わせ、視覚や聴覚

に加え身体全体でとらえることができるような教材を工夫しながら、読譜力育成を目指した学習を継続していきたい。 
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