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はじめに
学習指導要領は，昭和 22 年に試案が出されて以来，平成 20 年で 8 回目の改訂に至っている．音楽科におけ
る日本の音楽の鑑賞については，その都度言及されてきた．昭和 33 年に告示された第 3 次学習指導要領から平
成元年の第 6 次学習指導要領には，音楽鑑賞の必修教材である「共通教材」が設けられ，その中には和楽器で演
奏される日本の音楽も含まれていた．このように，戦後義務教育の中で日本の音楽を指導することが当初から現
在に至るまで求められ続けているのである．さらに，第 7 次学習指導要領では，中学校 3 年間の教育課程の中で
少なくとも一つの和楽器を学習することが必修となり，小学校においても第 8 次小学校学習指導要領で，
「これ
まで第 5 学年及び第 6 学年に位置付けていた我が国の音楽を第 3 学年及び第 4 学年にも新たに位置付けること
とした」とあるように，わが国の伝統音楽，伝統楽器に対するより深い学習経験が求められるようになった．小
学校中学年にも我が国の音楽に対する深い学習経験が求められるようになったのは，
「国際社会に生きる日本人
としての自覚の育成が求められる中，我が国や郷土の伝統音楽に対する理解を基盤として，我が国の音楽文化に
愛着をもつとともに他国の音楽文化を尊重する態度等を養う観点から，学校や学年の段階に応じ，我が国や郷土
の伝統音楽の指導が一層充実して行われるようにする」
とした 2008 年中教審答申に呼応したものである．つまり，
戦後日本の課題としてあった日本人のアイデンティティの獲得のための一つとして日本の伝統文化，伝統音楽を
継承していくために取り入れることが求められてきたとも考えられる 1）．
では，日本の音楽はこのような教育施策によって子どもたちの生活に根ざした文化となっているだろうか．あ
るいは，生活に根ざした文化とはいかないまでも，それと主体的にかかわる機会をもとうとしているだろうか．
残念ながら現在，日本の音楽は多くの子どもたちにとって遠いものとなっているようである 2）．子どもたちに身
近な音楽、積極的にかかわろうとしている音楽，生活の中で聞こえてくる音楽、子どもたちが表現しようとする
音楽は、多くの場合、西洋の音楽である．そのような環境の中で学習指導要領が求めているように，日本の音楽
のよさを感じ取らせることのできる指導，小学校において音楽を得意する教師だけでなく，だれもが簡単にそう
できる指導方法の開発が必要なのである．
そこで本研究では，小学校音楽科における「春の海」を教材とした実践について授業のあり方を考察すること
にした．
「春の海」に限定したのは，現在，日本の音楽の楽曲としてわが国で出版されているすべての小学校音
楽の教科書に，取り上げられているためである．

1．先行研究および研究の目的・方法
「春の海」の指導については，昭和 52 年の第 6 次学習指導要領において小学校第 6 学年の「共通教材」とし
て取り上げられて以来これまでその指導事例が紹介されてきた 3）．その中で，現行の第 8 次学習指導要領の目標・
内容についての指導を意図した指導事例を管見したところ，それらは以下の二つに分類される．
一つは，曲の中での比較を通して速度や音色などの音楽的な要素に着目させ，曲全体を味わわせるものである．
（ 183 ）
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これは，ABA の 3 部形式である「春の海」を各部の比較をさせることから音楽の構成に着目させる展開となっ
ていることが多い．
これらの事例では，同一曲を分割して比較するため，
「日本の音楽」という観点で音楽を聴くというより，音
楽の変化，仕組みに着目させることに主眼が置かれている．箏と尺八という和楽器で演奏されていることやそれ
ぞれの楽器の音色を確認したのち，二つの楽器の重なりや応答関係をはじめ，速さ，リズムの変化に気をつけて
聴取させるものである．このような実践では和楽器の演奏体験を鑑賞の授業の前後に設定した事例もある．体験
活動を取り入れるのは，それだけ子どもたちの音楽経験と和楽器の音色をはじめとした日本の音楽との距離がか
け離れているからであろう．
「春の海」の鑑賞だけでは「日本の音楽」の特徴を見出したり味わったりさせるこ
とが難しいということも，そのような指導例からもうかがえる．
もう一つは，原曲の中で用いられている尺八をフルートやバイオリン等の西洋の楽器で演奏したものとオリジ
ナルの箏と尺八による演奏とを比較するものである．西洋の楽器による演奏と比較することで音色および奏法，
音の組み合わせの相違を感じ取らせることができる．当該楽器の特徴は，他種の楽器と比較することによっては
じめて認識できるものである．しかし，
この方法では尺八の楽器の音色等の特徴をとらえることはできるのだが，
楽器の音楽全体における日本の音楽の特徴という観点には向かいにくい．
さらに，この二つを組み合わせ，形式の違いを聴き取った後，楽器の音色を異なる楽器の演奏で比較聴取させ
る方法を紹介しているもの，また，楽器の比較の後，形式の違いを聴き取らせるという方法を紹介しているもの
もある．
これらの先行研究，先行実践から和楽器の音や日本の音楽を味わわせるためには，楽器の演奏体験活動を取り
入れたり鑑賞の指導時間を増やしたりすることが必要であることが分かる．しかし，学級の子どもたちが十分に
体験活動をできるだけの和楽器を用意したり，限られた指導時間数の中で日本の音楽の鑑賞だけに時間を多く
取ったりすることは学校現場ではかなり難しい．したがって，和楽器の音色に着目させながらも音楽全体を日本
の音楽として味わわせることができる指導方法の開発が必要なのである．
そこで，本研究では実際に楽器を触って音を鳴らしてみる体験活動や伝統音楽の演奏家による鑑賞活動等を行
わない，いわゆる一般的に授業として実践されている CD あるいは DVD 教材を使った鑑賞学習の中で，和楽器
の音と日本の音楽の両方を味わうことができるような教材提示の仕方を工夫し，実践によってその効果を検証す
ることを目的とした．

2．教材の提示
和楽器の音と日本の音楽の両方を味わわせるためには，西洋音楽との比較が必要である．楽器の音の比較に止
まらず，音楽として比較することが必要である．ただし，比較するためには共通する観点を与え，それを比較の
観点として聴くようにしなくては，指導の意図からずれてしまいかねない．そこで，
「春の海」が海の情景を描
写した音楽であることから，同じように海を描写した西洋音楽を教材曲とし，この 2 つを聴き比べさせることに
した．ここで教材曲とした西洋音楽は，リムスキー・コルサコフ作曲交響組曲「シェラザード」第 1 楽章である．
これは，小学 6 年生用の音楽の教科書に鑑賞教材として掲載されているため 4），この教科書を使用している学校
では「春の海」の学習を行う際，既習教材曲として取り扱うことができ，子どもたちにとっては聴いたことのあ
る曲として親しみを感じることができるとともに日本の音楽との比較という新たな視点で鑑賞することが可能に
なると考えた．さらに，この 2 曲を比較聴取させた後，
「春の海」について ABA の各部を比較させ音楽の要素
を意識して聴取させるようにすることで，日本の音楽のよさをより深く味わわせることができるのではないかと
考えた．2 つの教材曲の比較と「春の海」の曲の中での部分比較という 2 つの比較によって日本の音楽を聴き取
る回数を増やすとともにその違いを聴き取るようにすることで先行実践以上に日本の音楽の特徴を感じ取らせる
ようにするのである．
さて，教材曲を比較聴取させるだけで，子どもたちが和楽器の音と日本の音楽を味わうことができるようにな
るとは考えにくい．それらをどのように聴かせ比較させるかということが重要である．何となく比較し，一人一
人が自分の聴き方で聴いたことや 2 つの曲の違いを自ら確認するだけに止まらず，共通の聴き方を通してお互い
の聴き方を紹介したり，
聴き方の違いを明らかにしたりしていくことが知覚 ･ 感受を豊かにしていくことになる．
したがって，共通の聴き方をするための教師の発問，特にその質がたいへん重要である．ここでは，子どもたち
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が共通の聴き方ができるようにするために，音楽の要素を問うのではなく，音楽を聴いて思い浮かべた情景を限
定しいくつかの選択肢を用意しておくことで，共通の聴き方ができるようにした．
「強弱はどのように変化しま
したか．
」のように音楽の要素を問うと，音楽全体を聴き取ろうとせず強弱など指示された音楽の要素だけを聴
こうとするのではないかと考えたからである．音楽を聴いて思い浮かべた情景を限定すると，まずは音楽を聴い
て情景を思い浮かべた後，音楽の要素を分析することになるはずである．つまり，分析的に聴くばかりでなくま
ず全体を聴いた後で分析的に聴くという 2 つの聴き方をすることになる．また，情景が限定されているため，自
分が思い浮かべた情景との異同が明確になり，その根拠に対する関心を高め，知覚と感受のつながりを新たに獲
得することにつながることが期待できるのである．そこで，以下のような発問を行うことにした．
海をテーマにした 2 つの曲を聴き比べることを話す．曲を聴かせる前に思い浮かべた情景を比較しやすくする
ため，次の 3 つの項目を聴いた後，2 つの曲のそれぞれについて決めるように指示した．
① 時間帯は，朝，昼，夕，夜のどれか． ② 波の大きさは，凪，小波，大波のどれか． ③ 船の大きさは，
1 人乗り，5 人乗り，10 人乗り，100 人乗りのどれか．
2 つの教材曲は短時間で比較できるように，全曲ではなくそれぞれ時間として 2 分足らずを抽出して聴きかせ，
3 つの項目について学習シートへの記述が終わると記述した内容とその理由を発表させる．
その後，春の海を聴かせる．ここでも全曲を通して聴かせる前に，次の 2 つを決めるように指示する．
① 船のスピードの変化
② 船の行く先
①の船のスピードを考えさせるのは，旋律や速度の変化を聴くようにするためである．②の「行く先」は，
A-B-A の形式に着目させるためである．曲の変化について比較しやすくし，発言する際音楽のどの部分のこと
を言っているのかを分かりやすくするため，ABA の形式の各部を音楽の経過に応じて①，②，③の文字を提示
する．

3．実践
（1）指導内容と授業展開
指導内容：箏と尺八の響きやそれらで演奏される音楽を味わう．
題材名：日本の音楽に親しもう
教材 宮城道雄作曲「春の海」 リムスキー・コルサコフ作曲 交響組曲「シェエラザード」第 1 楽章より抜萃
（教育出版「音楽のおくりもの 6」所収）
対象：小学校 5 年生
指導時数：1 時間
題材の目標と評価規準
観点 1： 旋律や速度の変化，楽器の音色に関心をもって聴こうとしている．
（観察・学習シート）
観点 4： 箏と尺八で演奏される音楽の美しさを自分なりの視点をもって味わう．
（学習シート）
授業展開
① 「シェエラザード」第 1 楽章より「海」を聴き，表している情景の時間帯，波の大きさ，船の大きさの 3
つについて思い浮かべる．
② 「春の海」の A の部分を聴き，表している情景の時間帯，波の大きさ，船の大きさの 3 つについて思い浮
かべる．
③ 情景の違いを感じる理由を話し合う．
④ 「春の海」を通して聴き，表している情景の船や海の様子，船の行く先について思い浮かべる．
⑤ 思い浮かべた理由を話し合う．
⑥ 曲全体を鑑賞し，感想を書く．
熊本市の A 小学校で 2013 年 2 月 19 日に実施した．授業者は筆者．
（2）
「シェラザード」と「春の海」の比較聴取
子どもたちの発言を見てみる．
① 「シェラザード」の音楽についての発言
（教師） 夜だと感じた人が多いようですが，どこから夜だと感じましたか．
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（児童 a） 音が低くて大きい，激しい．
（児童 b） だから，夜の怖さみたい．
（児童 c） 音楽が盛り上がっているから大波がきている．
（児童 d） 暗い感じがしたから重々しい．
（児童 e） 音が低いと重たい感じがする．
（教師） 朝だと感じた人はなぜそう感じましたか．
（児童 f） 最初の音が夜から朝にかけての日の出のように聞こえた．
（児童 g） 日の出の感じがするのは最初だけで，真ん中や後は暗いから朝というのはあわない．
その後，音楽を聴いて確かめることとなった．
これらの発言を見ると，音高，強弱・音の重なり，調性を聴き取っていることがわかる．全体の感じもつかみ
ながら，音楽の要素を分析的に聴いている．また，児童 f と児童 g の意見の対立から，音楽を確認し，最初の部
分は確かに日の出のような感じに聞こえるが，夜が明けてから昼に向かう感じは受けないことを確認することに
なった．音楽の流れの中で，ある一部分を切り取って聴くだけでなく，流れを通して聴くことが必要であること
も理解できたようである．
② 「春の海」についての発言
（教師） B（春の海）は，朝だと感じ人がたくさんいましたが，なぜですか．
（児童 h） 音が高いから．
（教師） B は小さい船だということでしたが，どうしてですか．
（児童 a） 和風っぽい．
（児童 j） 日本の乗り物のような感じ．
（児童 k） 和の感じがする．
（児童 l） お正月にみんなでわいわいがやがやおせちを食べているよう．
（児童 m） お祝いという感じ．
思い浮かべた情景の時間帯については A（シェラザード）のときと同様，音高を中心に聴き取っている．A は
トロンボーンの音が冒頭に聞こえてくるのに対して B は箏の音で始まる．船の大きさを問うと，全員が A の船
は大きく B は小さいとした．オーケストラで演奏される A はたくさんの種類の楽器が重なる響きがするのに対
して，B は 2 つの楽器だけである．船の大きさを小さいと感じるのも当然であろうが，理由を問うと，
「日本」
や「和」というキーワードが出てきている．2 曲を比較した当初 37 名中 14 名がいずれかの言葉を記述していた．
音の重なりだけでなく，箏と尺八の音色を聴いていたと考えられる．
（3）
「春の海」の聴取
（教師） 船のスピードはどうなりましたか．
（児童 n） 速くなったり遅くなったりした．
（教師） それはどうして．
（児童 n） リズムが速くなった．
（児童 o） 音が増えた．
（教師） 船の行く先はどこですか．
（児童 p） だんだん速くなってまた遅くなったから往復している．
（児童 q） ①と③は似ている感じがするから戻ってきている．
船のスピードと速度に限定して問うたため，速度とリズムの変化だけにしか意識が向かわず，旋律の変化や 2
つの楽器のかけ合いを聴く観点を持たせることはできなかった．行き先を問うたことについての反応は，意識さ
せたい意図通りのものであった．
（4）子どもの記述
① 2 曲の比較
この授業では，最初に学習シートを配り，A（シェラザード）と B（春の海）を聴き比べ，思いうかべた情景
を選択肢の中から選ぶこととその理由「春の海」における各部の変化での気づきを記述させるようにした．
先の記述のように A では船を豪華船，B では屋形船と感じている子どももいた．最初に問うた 3 つの項目に
ついての回答とその理由をほとんどの子どもが書いていた．
中には，和楽器の音色から「昔の楽器が使われていて戦争で鎌倉時代のような気がする」と記述している児童
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図 1 「春の海」に「日本」を感じた児童の記述
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図 2 「春の海」に「昔」を感じた児童の記述

もいた．和楽器は昔の楽器だという認識である．
「昔の楽器」
「昔の感じ」というように「昔」という言葉を記述
していた児童は 3 名であったが，記述していなくてもそのように和楽器 = 昔の楽器という認識をもっている子
どもたちは少なくないのではないかと考えられる．つまり，伝統楽器は昔の楽器と捉えているのであろう．
② 感想
授業の最後に子どもたちが書いた感想は以下の 2 つに大別される．
「春の海」
を鑑賞後，
感想を自由に記述させた．図 3 のように 2 曲の違いに和と洋の違いを感じた児童もいれば，

図3

2 曲の違いに和と洋を感じた児童の記述

図 4 「春の海」を音楽の要素だけで聴いた児童の記述

図 4 のように音楽の要素をもとに鑑賞した児童もいた．
時間が不足してしまい，感想を書くことのできなかった児童も多かったため詳細は不明であるが，この 2 つの
記述があることから，西洋と日本の音楽の違いについても音楽の要素による知覚・感受もどちらも感じ取ること
のできる内容であったということであり，それはどちらを目標とした題材であったのか，曖昧なものになったと
考えられる．

4．考察
「シェラザード」と「春の海」を比較することによって，楽器の音色だけでなく，西洋の音楽と日本の音楽の
違いを感じ取ることができたのか，また，このような教材の提示はどのような効果があるのかを考察する．
「春
の海」は「和の感じがする」
「京都の川をくだっているよう」というように「和」や「京都」という言葉を記述
している子どもが 2 曲を聴いた直後，37 名中 14 名であり，その後の子ども同士の話し合いの中で「和の感じが
する」ことを再度聴いて確認した．したがって，ほとんどの子どもが 2 曲の違いを西洋と日本の違いとして認識
したと考えられる．また，日本の音楽として認識した拠り所は，図 1 の記述からも分かるように楽器の音色だけ
でなく，速度，旋律からも感じている．また，小さい船だと感じるのは「和風っぽい」からだとする児童の発言
から音の重なりもそう感じる要因となっていると考えられる．したがって，同じテーマの情景を描写した音楽を
比較聴取させることは，それぞれの音楽の特徴の違いをいろいろな観点から感じ取らせることができると言える
だろう．
また，感じたことを自由に発言させるのではなく思い浮かべる情景を限定して聴取させたことで，すべての子
どもが 2 曲を共通の観点で比較聴取し記述していた．限定して問うたことが，各々の特徴の違いを吟味させるこ
とにつながったと言えるだろう．
しかし，時間，波の様子，船の大きさという 3 つの情景についての問いは妥当だっただろうか．時間を問うこ
とによって子どもたちは音楽の明暗を感じ取ろうとし意識を向けたのは調性である．調性は西洋音楽にも日本の
音楽にも明暗を感じるものがあり，それを知覚・感受できたからといってそれぞれの音楽の特徴の違いに結びつ
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くわけではない．波の様子，船の大きさについての情景を思い浮かべるためには，音色，音の強弱，音の重なり
等，それぞれの音楽の特徴に結びつく部分がいくつもある．したがって，音楽から時間を思い浮かべさせる問い
は，必要なかったものだと考えられる．
さらに，
「春の海」を鑑賞させる部分で，海と船の様子および行く先を問うて聴かせたのだが，図 4 に取り上
げた子どもの記述のように音楽の要素にだけ意識を向けた子どもたちが多かった．2 曲の比較によって「和の感
じ」
を多くの子どもたちがとらえていたにもかかわらず，
そこから意識が離れ音楽の要素にだけを聴くことになっ
てしまった．日本の音楽を味わわせる学習過程では，着目させる音楽の要素の順序として，まず音色やその重な
りを中心に聴き取らせた後，旋律や速度，強弱，リズムの変化の要素を聴くことができるような問いを設定する
ことが必要である．本実践では，
「和の感じがする」と感じる根拠となった音色，音の重なりをもとにそれらか
ら思い浮かべ情景を問うと日本の音楽の特徴をさらに違った音楽の要素から聴き取らせることができたのではな
いだろうか．楽器の音色，音の重なりに着目させた後の音楽へのアプローチのさせ方を明らかにすると，日本の
音楽の味わい方もより一層深くなるだろう．それを明らかにすることは今後の課題である．

5．結論
この実践から次のことを導き出すことができる．
演奏体験や生演奏の鑑賞を行わず日本の音楽を味わわせるために，教科書の鑑賞教材曲である「春の海」を用
い西洋の音楽と日本の音楽の比較聴取させることで楽器の音色と音の重なりに着目させ，日本の音，日本の音楽
として子どもたちに認識させることができる．日本の音楽として「春の海」を教材として取り扱った場合，オー
ケストラで演奏される曲と比較させることで音色と音の重なりの違いが子どもたちに聴き取りやすく，和楽器の
音色として明確に認識させることができる．

おわりに
日本の音楽は日本の子どもたちにとって遠いものとなっているのが現状である．日本人のアイデンティティと
して日本の音楽を子どもたちの身近なものにすること，よいものとして子どもたちが感じることができるように
なることが求められるのは当然のことであろう．そのため，邦楽の演奏家による鑑賞教室やアウトリーチ活動も
徐々に多くなってきているようである．しかし，今なお多くの小・中学校では CD や DVD を教材とした音楽の
授業の中で日本の音楽を指導している．演奏家を招くことはやはり特別のことである．特に小学校においては，
音楽専科より学級担任が音楽の授業を担当することが多い．学級担任による学習指導によって子どもたちが日本
の音楽をより身近に感じることができるとともにそのよさを味わえるようにすることが必要である．
本研究では，
教科書教材の提示の仕方によって子どもたちに和楽器の音や音楽から日本らしさを感じ取らせることができるこ
とを明らかにした．また，課題も明らかになった．課題として明らかになったことを改善し，
「西洋の音楽も好
きだし日本の音楽も好き」と口にする子どもたちが一人でも増えるよう学習指導のあり方を検討していきたい．

注
谷村綾子 「中央教育審議会答申を中心にみた戦後日本教育改革の課題―占領下での教育改革から昭和 46 年中教審答申まで
―」京都大学大学院教育学研究科紀要 第 50 号，pp.17-330

1）

2011 年 7 月に熊本市内の A 小学校の 3 年生と 5 年生の児童 228 名に好きな音楽を 2 曲ずつ書かせた．その中に日本の伝統音
楽に分類される曲を挙げた子どもは一人もいなかった．

2）

例えば，村田武雄監修『音楽の鑑賞指導 共通教材の「ねらい」と「展開」小学校編』財団法人音楽鑑賞教育振興会 1980，
金本正武編著『小学校音楽科指導細案 6 年』明治図書 1992 など，
「春の海」が共通教材として挙げられていた 1980 ～ 1990
年代には多くの実践書に実践例が掲載されている．また，鑑賞の共通教材が学習指導要領に掲載されなくなった 2000 年代に
も各教科書に鑑賞教材曲として取り上げられていたため西園芳信・小島律子監修『小学校音楽科の指導と評価』暁教育図書
2004 をはじめとした実践書にも実践例が掲載されている．

3）
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三善晃監修 平成 22 年『小学校音楽 音楽のおくりもの 6』教育出版

4）
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