都小音研

令和４年度

各種研究会のご案内

都小音研では，10 の各種研究会が活動しています。各研究会とも特色を生かし，活発に研究を進め，その成
果は今までの全国大会，ゾーン大会等でも大いに発揮されています。昨年度は感染症予防対策のため，例年の
ような活動は出できませんでしたが，オンラインなども活用し工夫を凝らした研究会も開かれていました。
今年度も状況を判断しながらの活動ではありますが，会員の皆様には各種研究会に積極的にご参会いただき
たく，ここにご案内申し上げます。
令和 4 年 5 月 東京都小学校音楽教育研究会

指揮法研究会
①会
場
大田区立東調布第三小学校(研究授業の時は移動)
②活動資料費
3,000 円(臨時資料代 800 円) 会員以外の方も大歓迎です。
③代 表 者
板橋区立若木小学校 星 悦子 ℡03-3932-6325 FAX03-3934-2007
④連 絡 先
同上
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
コロナ禍のため，日時・場所未定。前年度の会員のみで行う予定。
⑥今年度の活動予定
本研究会は「子どもの表現意欲を引き出す指揮法の工夫」をテーマに研究を進めています。原則として，
月 1 回，第 3 又は第 4 木曜日に研究会を行います。指揮をするための基本練習や楽曲の分析とその表現につ
いて学び，指揮によって児童の表現を引き出し，児童が生き生きと音楽活動ができることを目指します。
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
1 年を通して髙橋保則先生(合唱指揮者)にご指導いただきました。
6/24(木) 歌詞から情景の美しさを感じ取り表現する 「ふるさと」
大田区立東調布第三小学校
7/15(木) 楽曲の特徴を感じ取って演奏を工夫する
「ロッキーのテーマ」 大田区立東調布第三小学校
10/21(木) 旋律やリズムの特徴を指揮で伝える 「アフリカンシンフォニー」 大田区立東調布第三小学校
11/25(木) 楽曲の構造や，パートの役割を理解する 「木星」
大田区立東調布第三小学校
12/23(木) 歌詞や音楽の特徴を生かして指揮をする 「旅立ちの日に」
大田区立東調布第三小学校
1/13(木) 合唱団を指揮する。事前研究会。 「青空に深呼吸」
大田区立東調布第三小学校
2 月以降はコロナの感染拡大と，緊急事態宣言のため，研究会は行いませんでした。

編曲研究会
①会
場
毎月移動
②活動資料費
3,000 円
③代 表 者
品川区立浜川小学校 関口 遥 Tel 03-3761-0530 Fax 03-3761-0609
④連 絡 先
同上
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
4 月 26 日(火)15:30～ 品川区立浜川小学校
⑥今年度の活動予定 第 4 火曜日に実施を基本とする。
授業や学校行事のために会員が編曲した楽譜を持ち寄り，実際に楽器を使って音を出したり，映像や CD 等
で音を聴いたりしながら，効果的な編曲について研究してまいります。編曲や授業に関してお困りの方は，
お気軽に御参加ください。
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8 月は未定。夏季研究会を開催予定。1 月はゾーン大会のためなし。
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
児童の実態や学習に寄り添った編曲ができるように，毎月 1 回，自身の実践や教科書教材を持ち寄って編
曲検討を行ってきました。移動が制限された中でしたが，昨年度はオンラインを併用し，月一回を基本とし
て研究会を継続してまいりました。なお，隔年で開催していた編曲作品発表会は，コロナ禍により令和 4 年
度に延期いたします。
実践報告・作品検討・編曲情報交換 (会場校の記載なしはオンライン実施)
4 月 27 日・5 月 25 日・6 月 22 日・8 月 5 日(品川区立浜川小学校)
9 月 28 日・10 月 28 日(品川区立浜川小学校)11 月 30 日(板橋区立志村第六小学校)
12 月 23 日・2 月 24 日今年度の成果と課題，来年度の方向性について 3 月 15 日(品川区立浜川小学校)

合唱研究会
①会
場
②活動資料費
③代 表 者

毎月移動
6,000 円(臨時資料代 1,000 円)
杉並区立四宮小学校 日尾裕子 Tel 03-3390-3147

Fax 03-3390-4048

④連 絡 先
府中市立新町小学校 岩永健吾 Tel 042-363-3908 Fax 042-334-0874
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
4 月 14 日(木) 全体会・総会 立川市立若葉台小学校
⑥今年度の活動予定
5/31(火) 全体会 墨田区立第三吾嬬小学校・授業者 谷貝育根教諭
講師 岩井智宏先生
6/30(木) 全体会 日野市立旭が丘小学校・授業者 森平啓子教諭
講師 前田美子先生
7/11(月) Ｎコン課題曲研究会 多摩市立南鶴牧小学校合唱団
講師 新実徳英先生
9/20(火) 特別研究会 会場未定
「合唱指導の実際」
講師 橋本靜一先生
10/18(火) 全体会 港区立東町小学校・授業者 三島雅教諭
講師 後藤朋子先生
11/15(火) 全体会 目黒区立下目黒小学校・授業者 佐伯麻子教諭
講師 野村絹代先生
12/13(火) 全体会 小平市立学園東小学校・授業者 加藤大輔教諭
講師 加賀清孝先生
1/17(火) 指揮伴奏研究会 文京区立本郷小学校
講師 髙橋保則先生
2/11(土・祝)・2/19(日)・2/23(木・祝)合唱祭・事後研究会
府中の森芸術劇場どりーむホール
講師 藤澤幸義子先生
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
4/20(火) 全体会・総会
府中市立新町小学校・授業者 岩永健吾教諭
9/28(火) 特別研究会 牛込箪笥区民ホール 「合唱指導の実際」
講師 大熊崇子先生
10/21(木) 全体会 西東京市立栄小学校・授業者 荒井綾子教諭
講師 田中安茂先生
11/30(火) 全体会 練馬区立開進第一小学校・授業者 外義麗望教諭
講師 松田和子先生
1/17(火) 指揮伴奏研究会 文京区立本郷小学校
講師 髙橋保則先生
5 月例会，2 月合唱祭は緊急事態宣言等のため中止

音楽授業研究の会
①会
場
中野区立南台小学校(例会によって変更あり)
②活動資料費
4,500 円(臨時資料代 800 円)
③代 表 者
江戸川区立下鎌田西小学校 伊藤 友貴 ℡ 03-3677-4591 Fax 03-3677-0796
④連 絡 先
江東区立第一亀戸小学校
立岩 惠子 ℡ 03-3684-4300 Fax 03-3682-0158
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
4 月 14 日(木)15：30～ 中野区立南台小学校
⑥今年度の活動予定
4/14(木) 今年度の研究について
中野区立南台小学校
5/12(木) 教材開発
中野区立南台小学校
6/9 (木) 授業研究Ⅰ(事前検討)
江東区立第一亀戸小学校
7/7 (木) 授業研究Ⅰ(研究授業・協議会)
江東区立第一亀戸小学校
授業者：立岩 惠子
夏季研(日程・会場は未定) 授業研究Ⅰ(事後研究) 授業研究Ⅱ(事前検討) その他
9/15(木) 授業研究Ⅱ(研究授業・協議会)
あきる野市立西秋留小学校 授業者：奥山 美和
10/13(木) 授業研究Ⅱ(事後研究)
中野区立南台小学校
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告(オンライン併用の回あり)
10/14(木) 授業研究Ⅱ(第 4 学年器楽)の指導案を使った演習
新宿区立早稲田小学校
11/11(木)・12/16(木)授業研究Ⅲ(事前検討)
世田谷区立代沢小学校
1/20(木) 授業研究Ⅲ(研究授業・協議会) 第 5 学年器楽「曲の特徴にふさわしい表現を工夫しよう」
世田谷区立代沢小学校 授業者：安藤 直子
2/17(木) 授業研究Ⅲ(事後研究)
オンライン
3/10(木) 今年度の研究まとめ 次年度の計画
中野区立南台小学校

合奏研究会
①会
場
毎回移動
②活動資料費
3,000 円(臨時資料代 700 円)
③代 表 者
板橋区立板橋第一小学校
金田 恵子
℡ 03ー3961ー0100 Fax 03ー5375ー5760
④連 絡 先
江戸川区立南葛西小学校
長澤 かほり ℡ 03ー3675ー0315 Fax 03ー3869ー1735
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
4 月 22 日(金)14：00～ 板橋区立板橋第一小学校
内容：アコーディオンの基本的な奏法～初めて触れる児童を想定して
講師：井田洋子先生
⑥今年度の活動予定 (★は会員のみの研究会)
4/22(金)アコーディオンの基礎的な奏法
板橋区立板橋第一小学校
★ 7/15(金) 合奏の実技指導
江戸川区立第七葛西小学校
7/未定
打楽器の基礎的な奏法Ⅱ
板橋区立板橋第六小学校
★ 8/未定
和楽器を取り入れた合奏指導に向けて
中央区立日本橋小学校
10/下旬から 11/上旬 合奏の指導法～音楽会に向けた，実技研修～
場所：未定
★12/未定
合奏の指導法～授業実践を通して～
江戸川区立第七葛西小学校

★ 3/未定
合奏指導の実技研修・今年度のまとめ
中央区立日本橋小学校
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
4/27(火) コロナ禍での音楽科授業の工夫 ～実践事例を通して～
江戸川区立臨海小学校
7/30(金) 合奏指導夏季研修会 ～コロナ禍における合奏指導の実際～
江戸川区立臨海小学校
8/23(月) 音楽会に向けた合奏指導について・和楽器を取り入れた合奏実践に向けて
日本橋小学校
10/22(金) 合奏の指導法 ～授業実践を通して～
杉並区立八成小学校
12/14(火) リコーダーを用いた合奏指導
板橋区立板橋第一小学校
1/14(金) 打楽器の基本的な奏法，メンテナンス等
板橋区立板橋第六小学校
3/11(金) コロナ禍における合奏指導の実際Ⅱ・今年度のまとめ
江戸川区立臨海小学校

管楽器研究会
①会
場
毎月移動
②活動資料費
6,000 円
③代 表 者
三鷹市立第四小学校
田辺 昭子
℡ 0422-44-5373 Fax 0422-42-3590
④連 絡 先
大田区立志茂田小学校 草野幸子
℡ 03-3732-8325 Fax 03-3732-8326
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会(総会・研修会)
4 月 26 日(火) 豊島区立高南小学校
⑥今年度の活動予定
例会「バンド指導法」「実技研修会」等 毎月開催(日時会場未定)
7/26(火) 多摩地区小学校管楽器演奏会
たましん RISURU ホール
8 月上旬 夏季ゼミナール
会場未定
2/19(日) 2/25(土) 2/26(日) 東京都小学校管楽器演奏会
武蔵野市民文化会館
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
5 月実技研修会
打楽器(染谷太郎先生) マーチング(山田江味先生) トランペット (武田美和子先生)
6 月バンド指導法研究「合奏指導法の基礎～ねらいを絞った基礎練習の仕方～」
(益子和子先生)
7 月バンド指導法研究「楽曲研究会～年間を見通した選曲のコツ～」
(後藤 洋先生)
8 月夏季ゼミナール
選択講座(実技)， 選択講座(理論・指導法)
全体講座「打楽器ワークショップ＆ミニコンサート」(フラワービート代表 山本晶子先生)
9 月バンド指導法研究「コロナ禍におけるバンド活動の工夫～何のために管楽器活動を行うのか。今～」
(松田京子先生)
10 月実技研修会「音と動きの表現から感性を磨く」～授業･バンド活動に繋がる打楽器研修～(柳沼てるこ先生)
11 月実技研修会 「思考力，判断力，表現力を育てる」～聴く力・集中力・対人関係を楽しく身に付ける～
(緒形まゆみ先生)
12 月バンド指導法研究「バンド活動を通して～リーダー力を育てる～」
(山際柾彦先生)
3 月バンド指導法研究「田川先生の実践記録から学ぶ～映像と講話を通して～」
(田川伸一郎先生)

即興表現研究会
①会
場
世田谷区立尾山台小学校
②活動資料費
2,000 円(臨時資料代：500 円)
③代 表 者
世田谷区立尾山台小学校 海老原正剛 Tel 03-3701-2183 Fax 03-3701-2355
④連 絡 先
板橋区立下赤塚小学校
星野朋昭
Tel 03-3939-0396 Fax 03-5998-4093
⑤今年度(令和 4 年度)第一回研究会
4 月 26 日(火) 世田谷区立尾山台小学校
⑥今年度の活動予定
「多様な音楽から，先行き不透明な時代に対応する音楽づくりの可能性を探る」を研究主題とし，活動を進
めます。学習指導要領でも重視されている音楽づくりの分野を中心に研究を深めます。毎回の授業で常時的な
活動として取り入れやすい音楽あそびから子供にとって新鮮味のある現代音楽の技法を取り入れた音楽づくり
まで，幅広い視野をもって授業実践をしたりワークショップを行ったりしながら，音楽づくりの教材を探りま
す。講師には毎回，石上則子先生をお招きし，音楽づくりにおける「音楽的な見方・考え方」「主体的・対話
的で深い学び」や評価などを研究する予定です。
4/26(火)・5/20(金)・6 /21(火)・9 /27(火)・11/22(火)・12/20(火)・2/17(金)
7/15(金) 研究授業・協議会 昭島市立東小学校
10/21(金) 研究授業・協議会 目黒区立月光原小学校
3/10(金) 音楽関係機関の見学等の予定
⑦昨年度(令和 3 年度)後期の活動報告
先行き不透明な時代に対応する音楽づくりの実践授業を行い，協働的な学びのあり方を考察した。また，
現状を踏まえたワークショップや授業報告を行い，充実した研究活動が実施できた。

鑑賞指導研究会
①会
場
②活動資料費
③代 表 者

代表者もしくは，研究授業者の所属校
2,000 円(臨時資料代：その都度)
千代田区立千代田小学校 井上 奈々 TEL:03-3256-6768

FAX:03-5256-6822

④連 絡 先
小平市立小平第七小学校 小室 有香 TEL:042-341-0664 FAX:042-341-3183
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
4 月 25 日(月)15:30～ 新年度計画，研究授業①②内容検討
千代田区立千代田小学校
⑥今年度の活動予定
5/12(木) 研究授業①指導案検討
千代田区立千代田小学校
6/23(木) 7/12(火) 研究授業①指導案検討
町田市立忠生第三小学校
8 月未定
音源・映像検討
音鑑資料室(予定)
9/15(木) 研究授業及び研究協議①
町田市立忠生第三小学校
10/18(火) 11/22(火) 12/19(月) 研究授業②指導案検討
足立区立千寿双葉小学校
1/31(火) 研究授業及び研究協議②
足立区立千寿双葉小学校
2/17(金) 研究のまとめ，3/16(木)次年度計画
千代田区立千代田小学校
⑦昨年度の活動報告
「音楽の好きな児童を育てる鑑賞の授業をめざして」を研究主題に，「教えること，考えさせること，振
り返らせる内容」を明確にした楽しい授業づくりを研究しています。昨年度は「シンコペーテッド クロッ
ク」の教材分析・実態に応じたねらいの設定・音源の選択・音楽づくりと関連付けた題材構成・発問計画を
経て，ビデオ収録による授業研究と協議会を実施しました。

邦楽研究会
①会
場
荒川区立第三瑞光小学校・他
②活動資料費
1,000 円 ※今年度のみ (臨時資料代 800 円)
③代 表 者
荒川区立第三瑞光小学校
豊田美千子 ℡ 03-3801-5007 Fax 03-3801-9807
④連 絡 先
足立区立西保木間小学校
鈴木 秀和 ℡ 03-3884-3295 Fax 03-3884-3296
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
5 月 19 日(木) 荒川区立第三瑞光小学校
⑥今年度の活動予定
隔月
定例会(日時未定) 内容 和楽器実技研修会(箏・三味線)
邦楽鑑賞・研修会(能楽・歌舞伎・施設見学 など) 和楽器を活用した授業研究 など
＊夏季休業期間中 専門性向上研修 音楽Ⅱ 夏季実技研修(箏・三味線)
会場 東京都教職員研修センター 定員 50 名
申し込みは東京都教職員研修センターからのマイ・キャリア・ノートから各自で行ってください。

⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
5/13(木) 定例会(リモート会議)
8/23(月) オンライン実技研修 箏講師：吉原佐知子先生.小野敬子先生.飯島純子先生
三味線講師：稀音家糸恵先生
1/28(金) 年度末反省・次年度計画 (リモート会議)
3/18(金) オンライン研究会・次年度計画
年間邦楽講師
元邦楽教育研究会代表

各所属校
各受講生
各所属校
各所属校
小野 敬子 先生

電子楽器研究会
①会
場
世田谷区立城山小学校
②活動資料費
4,000 円(臨時資料代 500 円)
③代 表 者
世田谷区立城山小学校 陸田 祐子
TEL 03-3429-2047 FAX 03-3429-2049
④連 絡 先
中野区立桃花小学校
野田なつ代
TEL 03-3381-7251 FAX 03-3381-7252
⑤今年度(令和 4 年度)第 1 回の研究会
4 月 14 日(木)15:30～ 世田谷区立城山小学校
⑥今年度の活動予定 原則は第 2 か第 3 木曜日
5/19(木) 6/17(金) 7/15(金) 9/15(木) 10/21(金) 11/10(木) 12/8(木)
1/19(木) 2/17(金) 3/ 9(木)
合奏を中心とした器楽領域の系統的な指導と評価，特に，実際に合奏することによって曲の特徴にふさわ
しい表現方法の工夫，表現効果を高めるための工夫について研究します。
⑦昨年度(令和 3 年度)の活動報告
「子供がすすんで取り組める 豊かな響きのアンサンブルを求めて」をテーマに，授業における電子楽器の
活用法や顧問の初山正博先生の講義，会員の実践報告からコロナ禍における器楽領域の指導等を学びました。
9/17(金) コロナ禍における器楽の授業や行事での演奏について
10/15(木) 豊かな響きについて(会員が編曲した合奏曲を通して)
11/11(木) 速度と強弱の感受と表現について
12/9 (木) 響きのつくり方と学習課題の持たせ方について
1/20(木) 【オンライン】実践報告「エネルギー曲線」を使用した器楽合奏の指導
2/18(金) 【オンライン】実践報告 第 1 学年「ようすをおもいうかべて」
3/17(木) 【オンライン】主体的・対話的な学びについて

