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　９月からの大型台風をはじめとする自然災害により、多くの地域の方

が被災されました。謹んでお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を

心よりお祈りいたします。また、首里城の火災も大変ショックでした。

２年前の全国大会の開催地である沖縄県のシンボルである首里城が、一

刻も早く再建し、再び煌びやかで壮大な姿をみせてくれることを心より

願っています。

　令和元年度全日音研全国大会東京大会（総合大会）という大きな研究

大会が終わりました。元号が令和に変わった元年に、全国から、そして

都小音研会員の多くの参会の後押しを得て、記念すべき大会として成功

に終わったこと、お礼申し上げます。

　この大会に向けて準備した期間はどのくらいだったでしょうか。小・

中・高・大・特別支援学校の先生方で構成された企画委員会が発足したのが平成28年。その後企画委

員会が29回、実行委員会が６回、その他、実行委員会内各部の部会、そして、各校種の研究大会に向

けた常任理事会・理事会、事前研究会と準備に費やした時間は計り知れません。全体研究会の記念演奏

では、校種を超えた、９つの大学で構成された学生の合同オーケストラと小学校・中学校・高等学校・

特別支援学校の児童生徒の合同合唱団の「伝えよう　歌い継ごう　日本のうた」の演奏は、総合大会な

らではであり、多くの人がこの大会に携わり、成功に向けて尽力してくれました。

　東京大会の大会主題は「つなげよう　深めよう　生かそう　♪未来を拓く音楽の学び♪」です。最後

の未来に拓く音楽の学びとは、子供たちが、音楽の授業で培った学びを生活や社会の中で生かし、未来

を切り拓いていってほしいという願いが込められています。本大会の成功は、子供たちの協力なしでは

考えられませんでした。事前研究会では、研究に携わった先生方が多くの子供たちがひたむきに授業に

取り組んでいることに励まされたことでしょう。研究授業校、研究演奏校、記念演奏校、13校の子供

たちは、未来を拓くことを予感させるような姿を当日見せてくれました。本大会に向けた取組が間違い

なかったことを証明してくれました。ここに至るまでの子供たちの協力に感謝したい気持ちで一杯です。

　最後に、研究を進めるにあたり、本研究の事前研究会から指導・助言をいただいた講師の先生方をは

じめ、授業を担当した各学校の校長先生方をはじめとした職員の方々のご理解、ご協力、そして、会場

である新宿区立新宿文化センターと練馬文化センターの利用に関してご尽力、ご支援いただいた新宿区

教育委員会様、練馬教育委員会様に深く感謝申し上げます。全国大会は終わりましたが、都小音研の研

究はこれからも終わりなく続いていきます。来年度の多摩南ゾーン大会は、11回の研究推進委員会を

終え、着実に進んでいます。その次の山の手Cゾーンは、第１回の準備委員会を終え、今年中に第２回

目を予定しています。さらにその次の山の手Dゾーンは東京大会終了後、動き出す予定です。音楽の授

業が未来を拓く子供たちの育成につながることを目標に、今後も、都小音研会員みんなで研究を進めて

いきましょう。
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公開授業Ⅰ

① 管楽器研究会 
「みんなの音色がとけ合うひびきで合奏しよう」

目黒区立駒場小学校　第６学年

授業者：植田　美香

　今回の授業では、管楽器を取り入れた器楽合奏で、調

和のとれた合奏になるように児童が試行錯誤する姿を目

指し「みんなの音色がとけ合うひびきで合奏しよう」と

いう目標を設定しました。「旋律には役割があって、音

色量のバランスが崩れると音楽がガラリと変わる」「楽

器には特徴があって、それを生かすことでとけ合うひび

きになるんだ」「最後は音の形や強弱などを互いに聴き

合って演奏することが大切だと思った」など、研究授業

を通して身に付いた力はとても大きく、児童にとって達

成感のある授業となりました。このような機会を与えて

いただき、大会に携わった全ての皆様に、心より感謝申

し上げます。『マーチ・アニバーサリー』は、小学校の

音楽科の授業で活用できる管楽器を取り入れた合奏の教

材として、後藤洋氏に管楽器研究会が依頼し、作曲され

たフレキシブル編成の楽曲です。今後、全国の先生方に

合奏をしてい

ただける楽曲

の一つとなれ

ば、嬉しく思

います。

③ 鑑賞指導研究会 
「世界の楽器の音楽に親しもう」

小平市立小平第七小学校　第６学年

授業者：小室　有香

　我が国や諸外国の楽器の音楽を比較して聴いたり、体

験したりして、音楽の特徴を理解し、よさを味わって聴

くことができるよう、題材を設定しました。

　本時は、ガムランの基本的なパターン『ギラッ』の体

験や、本物のガンサと代用楽器の音色の聴き比べにより、

『スカール・ジュプン』を聴き深めました。まとめには、「レ

ヨンのパートを演奏して、ガムランのよさは、クンダン

の合図で音楽が大きく変わるところや、コテカンの二つ

の旋律を一つに聴こえるようにするところだと思った」

というような、体験による実感を基によさを味わってい

る記述が見られました。また、次時の鑑賞曲にフォルク

ローレを選んだ児童は、ケーナの音を「日本の楽器に似

た音」と捉え、和楽器との比較による共通点・相違点から、

「竹など自然の素材の音が好きだと思った」と、自分に

とっての価値を見いだして聴くことができました。ご指

導いただきました加藤富美子先生をはじめ、研究・運営

に関わっていただいた全ての皆様に、心より御礼申し上

げます。

② 合奏研究会 
「楽器の音色や響きを生かして表現しよう」

豊島区立さくら小学校　第３学年

授業者：武内　正子

　子供たちの大好きな「合奏」。この活動を、より深く

主体的・対話的な学びとするために、どのような手立て

が効果的だろうか？仲間とたくさん意見を出し合いまし

た。

　今回は、子供たちが気付いている楽器固有の音色の美

しさや特徴を合奏に生かせるようになってほしい、また、

いろいろな音の重なりの中での主旋律のよさや大切さを

どの楽器担当の児童も味わってほしい、という願いから

指導計画を組み立てました。子供たちは、主旋律以外の

旋律の役割にも気付きながら、自分の演奏する楽器をど

のように工夫して演奏するかについて思いをもち、演奏

に向かう姿を見せてくれました。さらに、次時の学習の

リズム楽器を加えることで、より曲の特徴が表現できる

ことを実感している姿も見られました。

　子供たちに寄り添い、ご指導いただいた法島隆志先生。

そして、合奏研究会

と豊島区の先生方。

研究部をはじめとす

る都小音研の皆様、

たくさんたくさんお

世話になりました。

本当に、ありがとう

ございました。

令和元年度　全日本音楽教育研究会　全国大会

東京大会
（総合大会）

全日本音楽教育研究会発足50周年記念

★１日目
10月31日（木）　新宿区立新宿文化センター

★２日目
11月 1日（金）　練馬文化センター

小学校部会研究主題

つなげよう　深めよう
　生かそう　音楽の学びを
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公開授業Ⅱ

⑤ 即興表現研究会 
「声でつくる音楽のよさを味わおう」

江戸川区立葛西小学校　第５学年

授業者：脇田　秀男

　平成26年４月、「音楽づくりっておもしろいな、もっ

と勉強したいな」と思っていたころ、研究会の先生に誘

われ、初めて即興表現研究会に参加しました。毎回の例

会で新しい発見があり、魅力ある研究会に入ることがで

き、本当によかったと思います。

　この大会では、「自分自身にしか出せない声を生かし

ながら、友達と協働して音楽をつくる」という学習に取

り組みました。大会当日は、「どうすれば自分たちの作

品の特徴が伝わるか」を課題として試行錯誤しながら作

品をまとめていきました。このことが、音楽づくりだけ

でなく、今後、全ての分野や他教科でも役立つことを子

供たちは実感したようです。

　ご指導いただきました石上則子先生をはじめ、即興表

現研究会の先生方、運営に携わっていただいた全ての皆

様に心より感謝申し上げます。

④ 合唱研究会 
「詩の心を歌声にのせて」

日野市立七生緑小学校　第６学年

授業者：後藤　朋子

　「さびしいカシの木」を教材に、歌唱表現を工夫する授

業でした。会場の客席まで広がって、２〜８人の様々な

人数のグループで、対話的な活動を通し表現を深めました。

「重なっているよさが伝わっているかな？」「歌詞の中身

の温かい気持ちが表現できているかな？」と、聞き役を

つくり、アドバイスをしあったり他のグループに“修行”

に行き、聴いてもらったりする姿が見られました。グル

ープごとの発表では、「２回目の “さびしいことに”のと

ころが、優しくなっていて、気持ちが伝わった」という

ような、互いの表現について意見交換ができました。最

後には舞台の子供たちと会場の先生方の歌声が合わさり、

会場全体が教室となりました。大会後の授業では、一人

一人が思いや意図をもって、この曲を“自分の歌”として

それぞれ歌いつつ、楽曲への解釈をみんなで共有したこ

とで、スケールの大きな合唱表現ができました。ご指導

をいただいた前田美子先生、合唱研究会のこれまでの先

生方、都小音研の先生方、本当にありがとうございました。

⑦ 指揮法研究会 
「せんりつの重なり合うひびきを感じ取ろう」

八王子市立松が谷小学校　第４学年

授業者：上田　真臣

　児童の表現意欲を引き出す指導法の工夫を研究し、授

業での有効な指揮の活用場面を考えながら進めてきまし

た。本題材では「全力！エール」の呼びかけ合って重な

り合う部分に焦点をあて、工夫しながら歌い試す中で技

能も身に付く活動を目指しました。本時では、呼びかけ

合っているように「同じ声の響きで歌いたい」「伸ばす

音を意識したい」という児童の意見を歌って試しました。

同じ響きになっているかを聴き合いながらゆっくりと歌

う時に指揮を活用したり、しっかり伸ばしたくなる手の

動きを取り入れた指揮を活用したりしました。ワークシ

ートに「相手パートの声をよく聴いて声を調整して歌う

と呼びかけ合っていることが分かった」「手を動かさな

くても頭の中で手の動きをイメージして考えて歌うとし

っかり伸ばすことができた」とあり、本時のめあてを意

識して活動できたことが分かりました。また呼びかけ合

っている部分の歌声が素敵になっていって嬉しかったで

す。ご指導いただきました髙橋保則先生と秋元みさ子先

生をはじめ、様々な形で支えていただいた大会関係者の

皆様に心より感謝申し上げます。

⑥ 音楽授業研究の会 
「ようすや気もちを思いうかべてきこう」

練馬区立関町北小学校　第２学年

授業者：熊倉　佐和子

　音楽を聴いて、様子や気持ちを思い浮かべる学習の楽

しさを味わえるように、主体的に音楽を聴く道筋をつく

るようにしました。子供たちは、楽器の音色や旋律に耳

を傾け、「くるみ割り人形」の物語や主人公の気持ちを

引き寄せて音楽を尋ねるように聴いていきました。また、

一人一人の子供のつぶやきから対話的な活動が生まれ、

進んで音楽を聴く課題を見付けたり、「音楽を聴いて確

かめよう」「こうやって聴くといいよ」という学び方ま

でも伝え合ったりする姿に驚きました。教師は、目の前

の子供の姿や学ぼうとする気持ちを受け止めて、音楽へ

の感動や疑問を引き出し、子供とともに音楽の本質に向

かって探究する授業をつくることの大切さを改めて感じ

ています。今後は表現領域の学習にも焦点をあてて研究

を深めたいと思います。

　誠心誠意、ご指導いただいた渡邊麗子先生をはじめ、

お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。
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研究演奏

② 指揮法研究会 
「曲想の変化を感じ取り、心をこめて表現しよう」

練馬区立中村西小学校　第６学年

指導者：荻野　靖子

　児童は本題材を通し、作曲者の思いを想像し、友達と

言葉や音楽で対話しながら、思いに合った表現を目指し

て学びを深めてきました。大会後の感想は、「練習以上

に先生や友達と息がそろっているように感じた」「ホー

ルに音が響き渡りとても心地よかった」「誇りをもって

演奏できた」など充実感と達成感に満ちあふれていまし

た。児童の表現したい思いや意図と指揮が一体となり、

心を一つに演奏できた実感と感動を得ることができたか

らこそだと思います。

　大会後に挙行された開校60周年記念式典でも、母校

を大切に思う心と未来に向けた新たな志を歌や演奏に込

めて堂々と発表しました。列席の方々にその思いが伝わ

り、感動をあたえることができ、児童が音楽の学びの意

義を実感できたことが大きな研究の成果です。

　講師の髙橋保則先生はじめ、都小音研研究部、練馬区

音楽部の先生方、ご指導ご支援いただきました全ての

方々に心から感謝申し上げます。

① 電子楽器研究会
「曲の特徴を生かして演奏しよう」

中野区立桃花小学校　第５学年

指導者：野田　なつ代

　曲想の異なる２曲を、それぞれの曲の特徴にふさわし

い表現を工夫して演奏しました。楽曲のもつエネルギー

の変化を捉えて共有したり、音楽の諸要素や仕組みに着

目して表現を工夫したりして、一つの音楽をつくり上げ

ました。「同じパートや他のパートの友達と考えたら、

いい音楽になって嬉しかった」「曲想に合った工夫を楽

器ごとにすると全員の心がひとつになった」と児童から

声が上がりました。授業以外でも、時間があれば教室で

リコーダーの自主練習をしたり、休み時間に学級担任が

合奏に加わったりしていました。学校全体が5年生を支

え、ご指導ご助言していただいた顧問の初山正博先生、

研究会のメンバーが一丸となって取り組んだ研究でした。

今回の演奏を通して、児童は楽曲や編曲による魅力が元

となり、友達と協働して表現を工夫し、一人一人が自身

の役割を意識して音楽で表現する喜びを味わいました。

ご指導ご支援いただきました多くの先生方に心より感謝

申し上げます。

④ 合唱研究会 
「自分の思いを歌声にのせて」

八王子市立上柚木小学校　第６学年

指導者：槙田　紀子

　中学年の頃から自分たちの歌声を互いに聴き合い、話

し合いながら工夫し、表現をつくり上げる学習を積み重

ねてきました。６年生になり、今回の大会で歌う機会を

いただけたことで、より深く考え、表現を試行錯誤しな

がら高めていこうとする態度が身に付きました。今回取

り組んだ３曲は、自分の思いをのせて表現できる、生涯

忘れられない歌になりました。

　「音楽と深く向き合い、思いをこめて表現し人に伝え

ることは、楽しく感動的なことである」ということを子

供たちは実感しました。全員が、その感動や達成感を伝

え合うことができたことは、大きな成果です。助言者の

丸山先生には技能的なことを非常に楽しく教えていただ

きました。子供たちは「よりよいものを追究する楽しさ」

を感じ取り、丸山先生と研究部の先生方がいらして、一

緒に音楽をつくり上げることをとても楽しみにしていま

した。今回の機会を与えていただいた多くの方々に心か

ら感謝いたします。ありがとうございました。

③ 邦楽教育研究会 
「日本の音楽のよさを味わって表現しよう」

中央区立阪本小学校　第４・５・６学年

指導者：鈴木　秀和

　子供たちは研究演奏の本番を心待ちにしていました。

それは、様々な人との関わりの中で学び合い、共につく

り上げてきた自分たちの音楽に誇りをもつことができた

からだと思います。「和楽器のよい音を出したい」「春の

情景を上手に表現したい」「呼吸をそろえて音を合わせ

たい」など学びの中で子供たちの思いはどんどん膨らん

でいきました。

　本番の演奏は、全員で「和の国讃えて」の世界を感じ、

心を一つに演奏できたことに、子供たちの大きな成長を

感じることができました。

　演奏を終えた子供たちの振り返りからは達成感や充実

感に満ちた様子とともに「たくさんの人の協力があって

発表できたと思います」という言葉が出てきました。音

楽が人と人をつなぎ、その中で学びを深められたことは、

子供たちにとって貴重な経験になったことと思います。

　研究演奏に際し、講師の小野敬子先生をはじめ、多く

の先生方にご指導ご支援いただきました。心より感謝申

し上げます。
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研究演奏

② 指揮法研究会 
「曲想の変化を感じ取り、心をこめて表現しよう」

練馬区立中村西小学校　第６学年

指導者：荻野　靖子

　児童は本題材を通し、作曲者の思いを想像し、友達と

言葉や音楽で対話しながら、思いに合った表現を目指し

て学びを深めてきました。大会後の感想は、「練習以上

に先生や友達と息がそろっているように感じた」「ホー

ルに音が響き渡りとても心地よかった」「誇りをもって

演奏できた」など充実感と達成感に満ちあふれていまし

た。児童の表現したい思いや意図と指揮が一体となり、

心を一つに演奏できた実感と感動を得ることができたか

らこそだと思います。

　大会後に挙行された開校60周年記念式典でも、母校

を大切に思う心と未来に向けた新たな志を歌や演奏に込

めて堂々と発表しました。列席の方々にその思いが伝わ

り、感動をあたえることができ、児童が音楽の学びの意

義を実感できたことが大きな研究の成果です。

　講師の髙橋保則先生はじめ、都小音研研究部、練馬区

音楽部の先生方、ご指導ご支援いただきました全ての

方々に心から感謝申し上げます。

① 電子楽器研究会
「曲の特徴を生かして演奏しよう」

中野区立桃花小学校　第５学年

指導者：野田　なつ代

　曲想の異なる２曲を、それぞれの曲の特徴にふさわし

い表現を工夫して演奏しました。楽曲のもつエネルギー

の変化を捉えて共有したり、音楽の諸要素や仕組みに着

目して表現を工夫したりして、一つの音楽をつくり上げ

ました。「同じパートや他のパートの友達と考えたら、

いい音楽になって嬉しかった」「曲想に合った工夫を楽

器ごとにすると全員の心がひとつになった」と児童から

声が上がりました。授業以外でも、時間があれば教室で

リコーダーの自主練習をしたり、休み時間に学級担任が

合奏に加わったりしていました。学校全体が5年生を支

え、ご指導ご助言していただいた顧問の初山正博先生、

研究会のメンバーが一丸となって取り組んだ研究でした。

今回の演奏を通して、児童は楽曲や編曲による魅力が元

となり、友達と協働して表現を工夫し、一人一人が自身

の役割を意識して音楽で表現する喜びを味わいました。

ご指導ご支援いただきました多くの先生方に心より感謝

申し上げます。

④ 合唱研究会 
「自分の思いを歌声にのせて」

八王子市立上柚木小学校　第６学年

指導者：槙田　紀子

　中学年の頃から自分たちの歌声を互いに聴き合い、話

し合いながら工夫し、表現をつくり上げる学習を積み重

ねてきました。６年生になり、今回の大会で歌う機会を

いただけたことで、より深く考え、表現を試行錯誤しな

がら高めていこうとする態度が身に付きました。今回取

り組んだ３曲は、自分の思いをのせて表現できる、生涯

忘れられない歌になりました。

　「音楽と深く向き合い、思いをこめて表現し人に伝え

ることは、楽しく感動的なことである」ということを子

供たちは実感しました。全員が、その感動や達成感を伝

え合うことができたことは、大きな成果です。助言者の

丸山先生には技能的なことを非常に楽しく教えていただ

きました。子供たちは「よりよいものを追究する楽しさ」

を感じ取り、丸山先生と研究部の先生方がいらして、一

緒に音楽をつくり上げることをとても楽しみにしていま

した。今回の機会を与えていただいた多くの方々に心か

ら感謝いたします。ありがとうございました。

③ 邦楽教育研究会 
「日本の音楽のよさを味わって表現しよう」

中央区立阪本小学校　第４・５・６学年

指導者：鈴木　秀和

　子供たちは研究演奏の本番を心待ちにしていました。

それは、様々な人との関わりの中で学び合い、共につく

り上げてきた自分たちの音楽に誇りをもつことができた

からだと思います。「和楽器のよい音を出したい」「春の

情景を上手に表現したい」「呼吸をそろえて音を合わせ

たい」など学びの中で子供たちの思いはどんどん膨らん

でいきました。

　本番の演奏は、全員で「和の国讃えて」の世界を感じ、

心を一つに演奏できたことに、子供たちの大きな成長を

感じることができました。

　演奏を終えた子供たちの振り返りからは達成感や充実

感に満ちた様子とともに「たくさんの人の協力があって

発表できたと思います」という言葉が出てきました。音

楽が人と人をつなぎ、その中で学びを深められたことは、

子供たちにとって貴重な経験になったことと思います。

　研究演奏に際し、講師の小野敬子先生をはじめ、多く

の先生方にご指導ご支援いただきました。心より感謝申

し上げます。

研究演奏 記念演奏

「伝えよう　歌い継ごう　日本のうた」
練馬区立豊玉小学校　第６学年

指導者：國廣　万美

　静かな会場に鳥のさえずりが響くと、日本のうたメド

レーの始まり。小学生は、それぞれ違った雰囲気の６曲

を歌い繋いで“日本の四季”を一巡り。

　ああ、やっぱり日本のうたはステキだな……と改めて

感じるひとときでした。

　本校の子供たちは、歌うことが好きなごく普通の６年

生。４月から約半年間、通常の学習と合わせてこの記念

演奏に向けての練習に進んで取り組んできました。講師

の野村絹代先生には、呼吸や発声のみならず、表現の仕

方についても丁寧に教えていただきました。一人一人を

大事にしながらご指導いただく姿にとても感激しました。

　ステージで歌い終わった後の鳴り止まない拍手と、や

り切ったと言わんばかりの高揚した子供たちの顔、控室

に戻ってからの安堵と再びの感動は、私だけでなく、子

供たちにとっても忘れられない大切な思い出になったこ

とでしょう。

　このようなすばらしい経験をさせていただいたこと、

そして、野村絹代先生をはじめ、合唱研究会や都小音研

の先生方から多くのご指導ご支援をいただいたことに、

大変感謝しています。本当にありがとうございました。

⑤ 管楽器研究会 
「楽器の音色や重なりを味わいながら､

曲の特徴を生かした演奏を工夫しよう」
武蔵野市立第三小学校　第６学年

指導者：西山　徹志

　助言者の田川伸一郎先生からたくさんの貴重なご指導、

ご助言をいただきながら取り組んできたこの数カ月で、

子供たちは授業を通して、主体的に学び、他者と協働し

て音楽をつくり上げていくこと、そして音楽を味わって

演奏することの喜びを知り、表現することへの自発性が

高まりました。緊張感に満ちた控室での直前の練習では、

一心に演奏する子供たちの中で、打楽器や電子楽器の担

当児童は、その場に楽器がないためエア演奏。音は一切

出ていないのですが、その仕草は一音一音を心を込めて

大切に奏でていて、聞こえないはずの各楽器の音色が聞

こえてくるようでした。本番の演奏が終わり、控室に戻

った子供たちはしばらく放心状態でしたが、駆け付けた

田川先生からお褒めの言葉をいただくと、満面の笑顔で

写真撮影。会場を出る時は、その場にいらした先生方か

ら温かい拍手やお言葉をいただき、嬉しさいっぱいの帰

校となりました。田川先生はじめ、支えていただいた全

ての方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

　全日音研東京大会 小学校部会大会報告
 東京都小学校音楽教育研究会　研究部長　港区立芝小学校　石井  ゆきこ
　令和元年10月31日、新宿区立新宿文化センターで全日音研全国大会東京大会（総合大会）小学校部会

大会が開催され、約950名が参加する大盛況となりました。　

　本大会に向けて、平成28年度後半より大会運営の計画、研究主題と研究内容の検討を始めました。新

教育課程を踏まえた研究内容や研究の進め方に悩みつつ、「全国の先生方に東京都の音楽教育の充実を発

信したい」という想いで歩んできた３年間でした。各種研究会の事前研究会の熱心な取組、助言者の先

生方のご指導により、授業者や演奏者の先生方が授業力に磨きをかけていく様子を目の当たりにしてき

ました。

　大会当日は７本の研究授業（ 授業Ⅰ管楽器・合奏・鑑賞、授業Ⅱ合唱・即興表現・音楽授業・指揮法）、

５本の研究演奏（電子楽器・指揮法・邦楽教育・合唱・管楽器）を行い、それぞれの研究会の専門性を

生かしながら、音楽科における主体的・対話的で深い学びの姿を提案していただきました。授業や演奏

を終えた後の子供たちの達成感に溢れた表情が心に残っています。

　大会に参会された先生方より「授業も演奏も充実した内容で感銘を受けた」「評価を先んじて研究され、

とても参考になった」「これだけの規模の大会をスムーズに運営されて素晴らしい」等の感想をいただき、

改めて大会の成功を実感しました。

　本大会の開催にあたって、各種研究会の先生方、各地区の理事の先生方にご協力いただき、大会を円

滑に運営することができました。地区を越えて多くの先生方と出会い、つながる機会となりました。本

大会の成果を多摩南ゾーンをはじめ今後の都小音研の研究につないでいきたいと思います。
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　大会２日目の全体研究会では、国立教育政策研究所　教育課程研究センター研究開発部教育課程調

査官 文化庁参事官（芸術文化担当）付教科調査官　文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

志民一成先生・臼井 学先生より、ご講評をいただきました。

◆志民先生より
　大会の研究主題と各種研究会の研究主題をつなぐとともに、各種研究会が様々な手立てを検討し、

授業改善を行ってきた成果が、当日の充実した公開授業や研究演奏、研究発表に表れていた。

　公開授業については、来年度から始まる三観点による評価と、現行の四観点による評価を合わせる

形で示しており、参観者の参考になるものだった。双方を比較し、新しい学習評価について理解を深

める機会としてほしい。

　子供たちが音楽の授業で学ぶことの意義を感じ、それを生活や社会に生かし、生活を豊かにしてい

こうとするようになるには、まずは音楽科の授業が充実していることが不可欠である。一人一人の音

楽の学びが充実しているからこそ、その意義を実感することができる。そのことは、子供が今の自分

に対して、価値を見出すことにもつながる。今大会の研究は、子供たちが学ぶことの尊さを実感し、

自分らしい生き方を実現していくことができるようになる上で、音楽科の学びの充実が前提にあると

いうことを示唆していた。

◆臼井先生より
　現行学習指導要領では“音楽文化についての理解を深め”という文言があったが、何をもって理解を

深めたことになるのかという部分が曖昧であった。新学習指導要領では、“曲想と音楽の構造や背景

などとの関わり及び音楽の多様性について理解する”ことが示され、実際の授業において扱う内容が

明確になった。生徒たちは情報を得るだけでなく、各自が感じ取った曲想との関わりの中で理解した

り、知識を得たり生かしたりしながら考え自分なりの考えをもったりすることが大切になっていく。

　学習指導要領の目標に「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して」とあるように、活動を通して何を学

んだのかを生徒と共有していくことが重要。音楽科の授業における「活動」は、社会全体である程度

共有されているが、音楽科の授業における「学び」という点から見ると、共有されているとは言い難い。

音楽科の「学び」を社会と共有していくためにも、どのような授業づくりが必要なのかを考えていく

ことができればよい。それは、社会に開かれた教育課程とも関わる重要なポイントとなる。

全体講評

全日音研研究大会報告 全日本音楽教育研究会　研究部長

瑞穂町立瑞穂第一小学校　川上　真珠美

　「令和元年」新しい元号の元、10月31日・11月１日の２日間にわたり、全日音研全国大会東京大会（総

合大会）が開催されました。文科省では平成29年から31年にかけて小・中・高・特支の新しい学習

指導要領が公示されました。全日音研研究部会では、主体的に未来を切り拓き、明日の価値を生み出

していく音楽の学習を構築したいと考え、小・中・高・特支・大学で「つなげよう　深めよう　生か

そう　♪未来を拓く音楽の学び♪」の主題の元、研究を進めてまいりました。１日目は校種別研究会

が行われ、２日目は練馬文化センターにおいて、全校種による全体研究会が開催されました。その中

で行われた「記念演奏」では、我が国で長く歌い継がれ、親しまれてきた唱歌や歌唱共通教材を、小・中・

高・特支の240名の合唱団と９大学の合同演奏により、約40分間のメドレーで歌い上げました。小学

校は、練馬区立豊玉小学校（指導者：國廣万美主任教諭、助言者：野村絹代合唱研元理事長）が出演し、

全体練習が、２回という大変な状況の中、本番では練習の成果を遺憾なく発揮し、会場は感動に包ま

れ大きな拍手をいただきました。指導に関わっていただいた多くの先生方に深く感謝いたします。

　この大会を機に校種間のつながりを深め、さらに研究を進めてまいりたいと思います。
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　大会２日目の全体研究会では、国立教育政策研究所　教育課程研究センター研究開発部教育課程調

査官 文化庁参事官（芸術文化担当）付教科調査官　文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

志民一成先生・臼井 学先生より、ご講評をいただきました。

◆志民先生より
　大会の研究主題と各種研究会の研究主題をつなぐとともに、各種研究会が様々な手立てを検討し、

授業改善を行ってきた成果が、当日の充実した公開授業や研究演奏、研究発表に表れていた。

　公開授業については、来年度から始まる三観点による評価と、現行の四観点による評価を合わせる

形で示しており、参観者の参考になるものだった。双方を比較し、新しい学習評価について理解を深

める機会としてほしい。

　子供たちが音楽の授業で学ぶことの意義を感じ、それを生活や社会に生かし、生活を豊かにしてい

こうとするようになるには、まずは音楽科の授業が充実していることが不可欠である。一人一人の音

楽の学びが充実しているからこそ、その意義を実感することができる。そのことは、子供が今の自分

に対して、価値を見出すことにもつながる。今大会の研究は、子供たちが学ぶことの尊さを実感し、

自分らしい生き方を実現していくことができるようになる上で、音楽科の学びの充実が前提にあると

いうことを示唆していた。

◆臼井先生より
　現行学習指導要領では“音楽文化についての理解を深め”という文言があったが、何をもって理解を

深めたことになるのかという部分が曖昧であった。新学習指導要領では、“曲想と音楽の構造や背景

などとの関わり及び音楽の多様性について理解する”ことが示され、実際の授業において扱う内容が

明確になった。生徒たちは情報を得るだけでなく、各自が感じ取った曲想との関わりの中で理解した

り、知識を得たり生かしたりしながら考え自分なりの考えをもったりすることが大切になっていく。

　学習指導要領の目標に「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して」とあるように、活動を通して何を学

んだのかを生徒と共有していくことが重要。音楽科の授業における「活動」は、社会全体である程度

共有されているが、音楽科の授業における「学び」という点から見ると、共有されているとは言い難い。

音楽科の「学び」を社会と共有していくためにも、どのような授業づくりが必要なのかを考えていく

ことができればよい。それは、社会に開かれた教育課程とも関わる重要なポイントとなる。

全体講評

全日音研研究大会報告 全日本音楽教育研究会　研究部長

瑞穂町立瑞穂第一小学校　川上　真珠美

　「令和元年」新しい元号の元、10月31日・11月１日の２日間にわたり、全日音研全国大会東京大会（総

合大会）が開催されました。文科省では平成29年から31年にかけて小・中・高・特支の新しい学習

指導要領が公示されました。全日音研研究部会では、主体的に未来を切り拓き、明日の価値を生み出

していく音楽の学習を構築したいと考え、小・中・高・特支・大学で「つなげよう　深めよう　生か

そう　♪未来を拓く音楽の学び♪」の主題の元、研究を進めてまいりました。１日目は校種別研究会

が行われ、２日目は練馬文化センターにおいて、全校種による全体研究会が開催されました。その中

で行われた「記念演奏」では、我が国で長く歌い継がれ、親しまれてきた唱歌や歌唱共通教材を、小・中・

高・特支の240名の合唱団と９大学の合同演奏により、約40分間のメドレーで歌い上げました。小学

校は、練馬区立豊玉小学校（指導者：國廣万美主任教諭、助言者：野村絹代合唱研元理事長）が出演し、

全体練習が、２回という大変な状況の中、本番では練習の成果を遺憾なく発揮し、会場は感動に包ま

れ大きな拍手をいただきました。指導に関わっていただいた多くの先生方に深く感謝いたします。

　この大会を機に校種間のつながりを深め、さらに研究を進めてまいりたいと思います。

−７−

地区紹介

　八丈町は、東京都本土から海を渡って300kmほど南に位置する地域です。八丈富士と三原山に囲まれ

ている八丈島はひょうたんの形をしており、夏は涼しく冬は暖かい常春の島とも呼ばれています。人口は

8000人弱の中で小学校は全部で３校あり、約300人の子供たちが生活しています。作曲家の團伊玖磨先生

のアトリエがあることでも知られ、「花の街コンサート」や「團伊玖磨記念　八丈島サマーコンサート」

が毎年開催されるほど、音楽が盛んな島としても有名です。

　また、八丈島には伝統芸能として、二人が両面から和太鼓を打ち込む「八丈太鼓」や、「ショメ節」「石

投げ踊り」「樫立踊り」などの地域に古くから伝わる踊りがあります。町全体をあげて行事ごとに演奏を

披露したり、人が集まる時に踊りを踊ったり、小学校の運動会や学芸会等に取り入れられたりと、音楽が

地域に根付いています。

　八丈町音楽部では、研究テーマを「小・中学校の９年間を見通した指導法の工夫」と設定し、今年度は

小学校単独での研究授業を１本、小中学校区合同での連携授業を３本、高校の音楽教員をお呼びしての中

高連携授業を１本の計５本を計画しました。校種をまたいで授業研究をすることにより、継続性をもって

教員が関わり合いながら、意欲的に研究を行うことができています。

　毎年９月末には、八丈町多目的ホールおじゃれにて、八丈町小学校連合音楽会を行い、日頃の学習の成

果を発表します。少人数の学校ばかりですが、各々の学校の実態に合わせて工夫をしながら演奏しています。

　自然と音楽に溢れた環境の中で、地域の方に温かく見守られながら、八丈町の子供たちは楽しく生き生

きと活動しています。 大平　要（八丈町・三根小）

　八　丈　島　

学ぶ理事会
　７月12日、中央区立京橋築地小学校にて学ぶ理事会が行われました。

　今回は、「体を動かす活動を学びに生かす」をテーマに、筑波大学附属小学校教諭の髙倉弘光先生を講師とし

てお迎えしました。研修会では、実際に参加者が体を動かしながら歌ったり交流したりして学んでいきました。

　まず髙倉先生から「学習指導要領に体を動かす活動について記されていますが、ただやみくもにやるのでは

なく、拍を感じる、リズムを感じる等、目的をもって取り組み、しっかり見取る必要があります。体を動かす

意味は、自分が音楽になるということです。」というお話がありました。

　最初は心と体をひらく活動。「さんぽ」のピアノに合わせて歌いながら歩き回り、「こんにちはー」のリズム

が聞こえたら近くの人と互いの手を合わせてこのリズムを打ちます。その際、相手と言葉を交わすことでコミ

ュニケーションの練習にもなります。何回か同じことを繰り返した後、少し変えることがポイント。このよう

な反復と変化のおもしろさは必ず楽曲の中にあるもので、それらを、体を動かすことを通して「感じる」こと

に意味があるとのことです。この応用で、「ゆき」「げんこつ山のたぬきさん」「幸せなら手をたたこう」等の曲

に合わせ、スキップ、手を合わせ打つ、グループで動きを考える等の活動をしました。これらはリズムを体感

しながら、速度、強弱、合いの手、フレーズ、などの知識を得ていくこと、また、速くなる（拍がつまる）とワク

ワクする、などの心理との関係を理解することにもつながる活動です。そして友達と動き方を工夫する活動では、

ないものをつくる、という意味では音楽づくりと似たような資質・能力を育てることができるとのことでした。

　次に、鑑賞と音楽づくりを関連させた学習についてご紹介いただきました。「クラッピング・ミュージック」

を聴き、「何の音？何人でやってるかな？」など子供の興味・関心を引き出します。実際に自分たちでもリズム

パターンをずらして演奏してみて、そのよさや価値に気付かせた後、グループごとに工夫する活動に入ります。

「リズム」と「ずらす」こと以外、ルールをあまり設定せず、何人でやるのか、長さはどうするのか、何拍ずら

すのかなど、自分たちで考えることを大切にすることが、子供の主体的な学びにつながると教えていただきま

した。

　明日にでも実践したくなる活動例をたくさん体験させていただき、楽しく充実した研修会となりました。



−８−

♪♪♪　理事会報告　♪♪♪
〈７月理事会〉 7／12 於：京橋築地小学校
議長：峯岸　敦子（世田谷・松原小）

○会長あいさつ

○議　事

　● ８・９月の行事予定について

　● 全国大会について

　● 各部より　 ＊庶務　＊会計　＊研究

　　　　　　　＊事業　＊調査　＊広報

〈９月理事会〉 9／ 5 於：松原小学校
議長：志村　美保（府中・日新小）

○会長あいさつ

○議　事

　● 10月の行事予定について

　● 全国大会について

　● 各部より　 ＊庶務　＊会計　＊研究

　　　　　　　＊事業　＊調査　＊広報

〈10月理事会〉 10／ 10 於：松原小学校
議長：山下　惠莉（新宿・四谷小）

○会長あいさつ

○議　事

　● 11・12月の行事予定について

　● 全国大会について

　● 各部より　 ＊庶務　＊会計　＊研究

　　　　　　　＊事業　＊調査　＊広報

編 集 後 記
　新学習指導要領の実施まであとわずか。来春からの授業に、

少なからず不安を抱く今日この頃……。その気持ちに寄り添い、

勇気づけてくれた、学びと実り多き研究大会でした。

　研究主題「つなげよう」は、我々の得意分野。これからも、

広報部は都小音研と様々な音楽、とりわけ音楽教育とを「つな

ぐ」役を、微力ながら務めていきます。ご期待ください。(M)

発行所：東京都小学校音楽教育研究会
発行人：会　長　　石 橋 　 悟
編　集：広報部
印　刷：コウシン　03-3324-9288

会　報　　都　小　音　研

〈全国コンクール〉 【金　賞】　日野市立七生緑小学校（小学校の部史上初の7連覇！）
 【銀　賞】　港区立白金小学校（4年連続）　

〈関東甲信越ブロックコンクール〉 【金　賞】　日野市立七生緑小学校、港区立白金小学校
　 【銀　賞】　目黒区立東山小学校

〈東京都コンクール本選〉 【金　賞】　日野市立七生緑小学校、目黒区立東山小学校、港区立白金小学校 
 【銀　賞】　八王子市立上柚木小学校、目黒区立中目黒小学校
 【銅　賞】　成城学園初等学校

〈東京都コンクール予選〉
〇予選Ａ 【金　賞】　目黒区立東山小学校、目黒区立大岡山小学校、目黒区立中目黒小学校
　 　港区立白金小学校 
 【銀　賞】　日野市立旭が丘小学校、府中市立本宿小学校、文京区立本郷小学校
 【銅　賞】　国立市立国立第三小学校、世田谷区立下北沢小学校
〇予選B 【金　賞】　日野市立七生緑小学校、町田市立鶴川第二小学校、成城学園初等学校
　 　三鷹中央学園三鷹市立第三小学校、八王子市立上柚木小学校
 【銀　賞】　国立学園小学校、杉並区立桃井第四小学校
 【銅　賞】　港区立芝浦小学校、八王子市立第一小学校
〇予選C 【金　賞】　足立区立辰沼小学校、世田谷区立赤堤小学校、清明学園初等学校
 【銀　賞】　世田谷区立祖師谷小学校、にしみたか学園三鷹市立井口小学校
　 豊島区立南池袋小学校
 【銅　賞】　世田谷区立中町小学校、星美学園小学校、東京創価小学校

NHK全国学校音楽コンクール結果

おめでとうございます

◆ゾーン代表者会議（9／5）報告◆
○会長挨拶、本部紹介
○各ゾーン代表者自己紹介とゾーンの活動報告
○令和元年度全日音研総合大会について
○令和２年度多摩南ゾーンについて　
　大会主題「見つけよう　深めよう　
　　　　　　　　　　生かそう　音楽を」
　期日：令和３年１月22日
　会場：調布市文化会館　たづくり
　　　　調布市グリーンホール
○ゾーンの編成について
○今後の研究大会実施担当ゾーンの確認
○その他




