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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 「主人は冷たい土の中に」の楽譜を見る。 

(2) 「音楽のキャンパス」を使い、階名で歌う。 

(3) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

○電子黒板で歌唱用楽譜を見せ

る。 

○「主人は冷たい土の中に」の楽

譜の映像を電子黒板で見せる。 

さぐる 

２ リズムのみの楽譜を見ることで、この曲が、どの

ような形式で形作られているかをさぐる。 

(1) 空白のある楽譜を使い、6 小節の音を、自分で

考えて記入する。 

(2) 二部形式であることを確認し、2 段目と 4 段目

を同じメロディで作ることを確認する。 

(3) 白紙部分にメロディを書き込み、二部形式の曲に

仕上げる。 

(4) 自分の作ったメロディに階名を書く。 

(5) タブレットＰＣの鍵盤を使って、自分の作ったメ

ロディを確かめる。 

○リズムのみの楽譜を電子黒板に

写し、二部形式でできているこ

とを再認識させる。 

 

 

① 

B2 

タブレットＰＣを使って

音を確かめる。 

② 

C1 

創作した旋律を電子黒板

に書き、工夫点を全体で

確認する。 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめる。 

(1) 作ったメロディを電子黒板に書き、電子黒板から

出る音と、自分が創ったメロディをつなぎ合わせ

て、二部形式の曲を演奏する。 

(2) 次時の予告 

 

③ 

C1 

電子黒板・タブレットＰ

Ｃを使って創作した旋律

を発表する。 

単元計画（全４時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. フォスターの歌曲の特徴をつかむ。 

(1)歌詞の意味や、親しまれた要因について考える。 

(2)二部形式について学び、特徴をまとめる。 

さぐる 

【１時間】 

２. 二部形式で、決められたリズムを使い作ること

ができる旋律を考え、創作の方法をさぐる。 

 ○鍵盤を使って音を確かめる。【本時】 

まとめる 

【1 時間】 

３. リズムも創作し、二部形式の 16 小節の曲を作

る。 

(1)a-a' -b-a' の二部形式において、b の部分を作る

時の工夫はどのようなものだったか、意見を交換

する。 

第 7学年（中１） 音楽 

単元名：創作・二部形式 
 

「主人は冷たい土の中に」の 

リズムを使って自分の曲を作ろう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 音楽の形式に関心をもち、既成
の曲と関係づけて旋律をつく
る学習に主体的に取り組もう
としている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 既成のリズムを生かして、どの

ように旋律をつくるかについ
て思いや意図をもつことがで
きる。     （創意工夫） 

○ 既成のリズムを生かした音楽
表現をするために必要な記譜
の仕方を身に付けて簡単な旋
律をつくることができる。 

（技能） 

・既成のリズムを使った旋律づくりに主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・タブレットの鍵盤を使って試行錯誤しながら、どのように旋律をつくるかについて、思いや意図を

もつことができる。（創意工夫） 

本時のねらい 

本時の展開 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 旋律の音のつなが

りを確かめる。 B2 

◇ タブレット PC 
「主人は冷たい土の中に」と同じリズ

ムで旋律を作り、楽譜に記入させた。 

生徒は、その音に階名を書き、生徒一

人一人に割り当てられたタブレットＰＣ

で、熱心に音のつながりを確認していた。

自分の書いた音を何度も確かめること

で、自分が作ったメロディより自分のイ

メージに近づく生徒が多く見受けられ

た。 

 ② 楽譜を書き、工夫

点を共有する。 C1 
◇ デジタル教科書、電子黒板 

自分の作ったメロディを電子黒板に書

き込み、旋律を音で再現させた。 

生徒は、旋律をつくる際に工夫したこ

とやイメージしたことを話し、他の生徒

と創作の工夫点を共有した。お互いの意

見をしっかりと聞くことができ、それぞ

れのさらなる工夫につなげることができ

ていた。 

 ③ 創作した旋律を発

表する。 C1 
◇ デジタル教科書、電子黒板、タブレット PC 

 創作した旋律をデジタル教科書の楽譜

に書き込ませ、その作品を全体の前で、

電子黒板とタブレットＰＣを使って発表

させた。 

生徒は、お互いの作った旋律を視覚的

にも聴覚的にも確認することができるの

で、全員が電子黒板にしっかりと注目し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 楽譜に書いた音が出るデジタル教科書は、生徒の興味・関心を引き、創作意欲を高めた。 
○ タブレットＰＣを一人一人が使えることで、自分の創作した旋律を確認でき、楽しみながら作

ることができた。 
● タブレットＰＣのキーボードに書かれた階名がカタカナ表記であればさらにわかりやすかっ

た。 

授業を振り返って 

 

授業を振り返って 

 

旋律の音のつながりを確かめる生徒 

自分の創作したメロディを黒板で発表する生徒 

電子黒板とキーボードで作品を発表している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 シューベルトの「魔王」について調べ、プリント

にまとめる。 

・キーワードは「魔王」「ゲーテ」「シューベルト」 

 

さぐる 

2 調べたことを発表する 

(1) 魔王について 

(2) ゲーテについて 

(3) シューベルトについて 

  ・「歌曲の王」と呼ばれる理由 

  ・なぜシューベルトの「魔王」が多く歌われるの

か。 

  ・出だしの三連符の意味は何か。 

３ 教科書を使って、まとめの学習をする。 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全４時間） 

つかむ 

【2 時間】 

1.「魔王」の詩と音楽を聴取する。 

(1)「魔王」という言葉から連想されるものを互いに発

表する。 

(2)「魔王」について少人数で調べて発表する。 

【本時】 

さぐる 

【１時間】 

２.詩の内容を理解し、作品を通して作曲者の特徴をさ

ぐる。 

まとめる 

【1 時間】 

３.他の作品と比較することで、シューベルトの歌曲の

特徴やドイツリートについてまとめる。 

第７学年(中１) 音楽 

単元名：鑑賞「魔王」 
 

調べ学習で、作品のよさを 

味わう視点を深めよう 

○ タブレット PC を使っての調べ学習 単元の目標 

○ 作品に興味をもち、作曲者や作

詞者について、深く知ろうとし

ている。 

（関心・意欲・態度） 

  

○ この作品が高く評価され、長く

演奏されたり鑑賞されたりす

ることの要因について、根拠を

もって説明することできる。              
（鑑賞の能力） 

 

・「魔王」についての調べ学習に主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・作品を鑑賞して感じ取ったことと調べたこととを関連させて批評文を書くことができる。（鑑賞の能力） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットＰＣで作曲者
や作品について調べる。 

プリントを拡大し、自分
の調べた内容をまとめて
話す。 

② 
C1 

デジタル教科書でまとめ

の提示をする。 

③ 
A1 

① 
B1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 

 

① 課題のキーワード

について調べる。 B1 

◇ タブレットＰＣ 
「魔王」「ゲーテ」「シューベルト」そ

れぞれについて二人一組で調べさせた。 

生徒はキーワードについて熱心に調

べていた。多くの生徒がプリントにしっ

かりとまとめていたことから、意欲的に

調べさせるのに効果的あったと考えら

れる。 

 ② 調べた内容を発表

する。 C1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

生徒それぞれが調べたことを電子黒

板に映しだして発表させた。 

生徒は映し出された学習プリントを

指さしたり、拡大したりして熱心に発表

をしていた。また、お互いの発表につい

て電子黒板を見ながら興味深そうに聞

いていた。 

 

 

③ 電子黒板に映して

説明する。 A1 
◇ 電子黒板、デジタル教科書 

重要な部分を説明し、デジタル教科書

を電子黒板に拡大提示しながら、下線を

引くなどの作業を行った。 

生徒は自分が調べたことと関連させ

ながら、作品のよさについてさらに味わ

いを深めることができていた。 

 

 

 

 

 

 

○ キーワードから、自由に調べ学習を行うことで、興味・関心を高めることができた。 
○ 生徒自身が実物投影機を使って調べ学習の内容を発表することで、互いに学習を深め、作曲者

や作品について理解を深めることができた。 
● 詩と音楽の結びつきについて、プレゼンテーションソフトを使って整理しまとめることができ

ると、さらに鑑賞の学習が深まったのではないかと考えられる。 

授業を振り返って 

 

調べ学習の画面を熱心に観る生徒 

調べ学習の内容を説明している生徒 

教科書を見ながら、まとめている生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 第１楽章の冒頭を鑑賞し、前時の学習を振り返

る。 

 

さぐる 

２ 動機の反復や変化を気づき感じ取らせる。 

(1) デジタル教科書を視聴しながら、動機の反復や

変化について気づき感じとらせる。 

(2) 動機の反復や変化について、教科書に書き込む。 

 

３ ベートーヴェンの苦悩について知る。 

・ベートーヴェンが活躍していた時代の補聴器 

・ベートーヴェンが書いた手紙の一部分 

 

４ ベートーヴェンが「交響曲第５番ハ短調 第１楽

章」に込めた思いを感じ取って、学習プリントに書

く。 

 

５ ペア交流の後、数名が発表し、意見を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

６ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全２時間） 

つかむ 

【１時間】 

１.動機を知覚・感受し、音楽の形式の特徴に興味・関

心をもつ。 

(1)第１楽章を鑑賞し、動機がこの曲全体の根源となっ

ていることを知覚・感受する。 

(2)作曲者の生い立ちについて知る。 

さぐる・ 

まとめる 

【１時間】 

２.動機の反復や変化を知覚・感受し、曲全体のよさを

味わう。【本時】 

(1)デジタル教科書を視聴しながら、動機の反復や変化

を知覚・感受する。 

(2)作曲者の苦悩について知る。 

(3)「私の考える『交響曲第５番ハ短調 第１楽章』の

聴きどころ」として、批評文を書く。 

第 8学年（中 2） 音楽 
題材名：形式のおもしろさ 

教材名：ベートーヴェン作曲 

    「交響曲第５番ハ短調」 

 

曲のしくみに注目して 
名曲を楽しもう 

○ 理解が深まる資料提示  ○ 大型テレビでの意見共有 単元の目標 

○ 音楽を形づくっている構造と

曲想との関わりに関心をも

ち、鑑賞する学習に主体的に

取り組もうとしている。 

（関心・意欲・態度） 

○ 動機の反復や変化と曲想との

関わりを理解して、解釈した

り価値を考えたりし、根拠を

もって批評するなどして、音

楽のよさを味わって聴いてい

る。 

（鑑賞） 

 

・動機の反復や変化と曲想との関わりを理解して、解釈したり価値を考えたりし、根拠をもって批評

することができる。（鑑賞の能力） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

大型テレビを使い、自分
の意見を発表する。 

③ 
C1 

デジタル教科書を視聴し

て動機の反復や変化に気

づく。 

① 
A1 

大型テレビに作曲者に関
する資料を提示する。 

② 
A1 



- 55 - 

 

ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ①  動機の反復や変化に気づ

き感じとらさせる。 A1 

◇ 大型テレビ、デジタル教科書 
デジタル教科書で、楽譜の色が変化す

ることで、動機の反復や変化がわかるコ

ンテンツを視聴させた。 

「聴覚的に」だけでは、楽器の変化や

音の高さの変化に気づき感じとるのが難

しい生徒も多かったが、「視覚的に」同じ

リズムが何度も反復していたり、楽器が

変化していたりすることで効果的につか

むことができていた。 

 ② 作曲者に関する資料

を提示する。 A1 
◇ 大型テレビ 

作曲者が当時使用していた補聴器や苦

しみの中で書いた手紙の一部、自筆の楽

譜を見せた。 

教師の説明を聞くだけではなく、作曲

者に関わりの深いものを視覚的に見るこ

とで、作曲者が楽曲を作ったときの心情

にせまり、その心情がどのように楽曲に

込められているかことができ、楽曲の批

評もより深いところまで書くことができ

た。 

 ③ 学習プリントを映し

出し、発表する。 C1 
◇ 大型テレビ、実物投影機 

生徒それぞれが学習プリントに書いた

批評文を学級全体で共有するために、実

物投影機を使って大型テレビに映し出し

ながら説明をさせた。 

楽曲に作曲者のどのような心情がこめ

られていて、どのような曲想になってい

るかについて、それぞれの批評を聞くこ

とで、楽曲の鑑賞がより深まっていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 動機の反復や変化を視覚的に見ることで、よりわかりやすく気づき感じとらせることができた。 
○ それぞれの意見を学級全体で共有することで、鑑賞を深めることができた。 
● 電子黒板やタブレット PC を使って、生徒自身が画面上で書いたり操作したりできるようにす

る場面を増やすと、より主体的に学習を行うことができる。 

授業を振り返って 

 

デジタル教科書を視聴して動機を知覚・感受する生徒 

作曲者に関する資料を熱心に見る生徒 

大型テレビに映し出された自分の意見について説明する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ キャッチメロディーや楽譜作成ソフトの使い方に

ついて知る。 

(1) キャッチメロディーについて知る。 

(2) キャッチメロディーを作るときの約束（楽譜作成ソ

フトの使い方）を知る。 

 

 

 

・キャッチメロディーの例の提示 

・楽譜作成ソフトの使い方の説明 

さぐる 

２ キャッチメロディーをつくる。 

(1) 個人でタブレット PC の楽譜作成ソフトで旋律を

つくる。 

(2) 全体で作品交流を通して、表現を工夫する。 

・友だちの作品のよさ 

・自分の作品の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめる。  

単元計画（全２時間） 

つかむ 

さぐる 

【１時間】 

１.言葉の抑揚を生かして旋律をつくる。 

・言葉の特徴や楽譜作成ソフトの操作方法を知り、旋

律をつくる。【本時】  

 

まとめる 

【１時間】 

２.旋律をつくるときの工夫についてまとめ、作品を完

成させる。 

・意見交流を通して、より印象的な旋律になるように音

の高さを工夫し、作品を完成させる。 

第 8学年（中 2） 音楽 

題材名：言葉の抑揚を 

生かした旋律創作 
 

言葉の抑揚を生かして 
キャッチメロディーをつくろう 

○ 楽譜作成ソフトによる旋律創作 ○ 大型テレビによる作品提示 単元の目標 

○ 言葉の特徴に関心をもち、それ

らを生かして旋律をつくる学

習に主体的に取り組もうとし

ている。 

           （関心・意欲・態度） 

○ 言葉の特徴を生かした音楽表

現を工夫し、どのように旋律を

つくるかについて思いや意図

をもっている。  （創意工夫） 

○ 言葉の特徴を生かした音楽表

現をするために必要な楽譜作

成の技能を身に付けて旋律を

つくっている。    （技能） 

 

・言葉の抑揚を生かして旋律をつくる学習に主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・楽譜作成の技能を身に付けて旋律をつくることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

デジタル TV を使い、説

明をする。 
① 
A1 

タブレット PC の楽譜作

成ソフトで旋律を創作す

る。 

タブレット PC とデジタ

ル TV を使い、作品を発

表する。 

② 
B2 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 楽譜作成ソフトの使

い方を説明する。 A1 

◇ 大型テレビ、タブレット PC 
大型テレビとタブレットＰＣを用いて、

楽譜作成ソフトの使い方について説明し

た。 

生徒は、音高の変え方や再生の仕方を熱

心に見ていた。また、比較的容易に楽譜を

書くことができたり、書いた楽譜がすぐに

音として再生できたりするので、興味・関

心を持って操作を試すことができていた。 

 ② 楽譜作成ソフトで

旋律を創作する。 B2 
◇ タブレット PC 

タブレットＰＣの楽譜作成ソフトを用い

て、旋律を創作させた。 

生徒は、「日の里中学校」の言葉の抑揚に

合わせて、音を変えたり、再生したりを繰

り返すことができていた。また、ある程度

形になった作品をお互いに聴き合って意見

交流するなど、聴いている人の印象に残す

ためにはどうすればいいかを創意工夫する

ことができていた。 

 ③ 創作した作品を発

表する。 C1 
◇ 大型テレビ、タブレット PC 

大型テレビとタブレットＰＣを接続し

て、それぞれが創作した旋律を発表させた。 

生徒は、言葉の抑揚に合わせて創作した

旋律を大型テレビに映し出し、発表した。

また、発表を聞く生徒も大型テレビに注目

し、しっかりと聞いていた。さらに、友達

の作品を視聴することで、自分の作品のさ

らなる創意工夫につなげることができてい

た。 

 

 

 

 

 

 

○ 楽譜作成ソフトを使うことで比較的容易に創作活動に取り組むことができた。 
○ 音高を変えては再生してみるという試行錯誤を繰り返すことで、言葉の抑揚を生かしながら工夫し

て旋律を創作させることができた。 
● 音が出なくなるなどのタブレットＰＣの不具合が生じたので、原因の確認・調整をする必要がある。 

授業を振り返って 

 

楽譜作成ソフトの説明を熱心に聞く生徒 

楽譜作成ソフトで旋律を創作する生徒 

創作した旋律を発表している生徒 


