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ウクレレを活用した 楽しい音楽の授業づくり 
－今日的課題を踏まえた音楽科学習の充実を目指して－ 

東京都足立区立蒲原中学校 

主 任 教 諭  田 久 景 子 

１ はじめに 

新型コロナウイルスについて、我が国では令和２年１月 15日に初の感染者が確認されて以降、

急速に拡大した。この年の春は、感染防止のため卒業式での合唱を中止した学校が幾多とあり、

本校も同様の措置を講じた。大切な学び舎を巣立つ時に、生徒の思いを込めた音楽表現がない卒

業式は、あまりに寂しいものであった。令和３年 11 月 27 日現在、東京都内の一日の感染確者は

16 人と減少傾向にあるが、今後も油断せず、適切な衛生上の対応を徹底させることが重要である。 

学校教育における音楽科の学習については、『小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におい

て合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）』（令和２年 12 月

10 日、文部科学省）等のガイドラインを受け、従来の学習内容から大きく様変わりした。飛沫感

染が懸念される合唱やリコーダー、鍵盤ハーモニカを用いた学習は、感染リスクの高い活動とし

て位置付けられ、音楽科教師からはコロナ禍における指導の在り方について戸惑いの声が上がっ

た。本研究では、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、本校で新たに取り入れたウクレレ〔添

付資料１〕を用いた授業実践を紹介し、授業改善にどのように取り組んだかについて論じていく。 

 

２ 主題設定の理由 

(1) 学習指導要領との関連 

今年度から全面実施となった『中学校学習指導要領』（平成 29年度告示、文部科学省）におい

ては、音楽科の目標として「生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力」

の育成を目指すことが示されている。『中学校学習指導要領解説音楽編』（平成 29年７月、文部科

学省）では、改訂の趣旨及び要点について基本的な考え方の一つに「音や音楽と自分との関わり

を築いていけるよう、生活や社会の中の音や音楽の働き、音楽文化についての理解を深める学習

の充実を図る。」とある。また、「音楽科の学習が、その後の学習や生活とどのように関わり、ど

のような意味や価値をもつのか。」ということに、生徒が意識を向ける場面を位置付けるなどの工

夫が必要であり、このことが音楽科の学習の有用性を認識することにもつながると示している。 

(2) 生徒の実態 

『中学校学習指導要領実施状況調査』（国立教育政策研究所、平成 25年）によると、質問紙調

査において、質問①「音楽の学習は、生活を明るく豊かにすることに役立つと思う。」、質問②「音

楽の学習は、心を豊かにすることに役立つと思う。」に対しては、ともに肯定的な回答の割合が約

８割であった。一方、③「音楽の学習をすれば、ふだんの生活や社会に出て役立つと思う。」との

質問に対し、肯定的な回答の割合は半数以下であった。これらの事項については従来から課題で

あると指摘されており、経年比較等による状況の把握や分析が必要であるとされた。 

本校においても質問①～③について、令和２年５月に事前アンケートとして第１学年（現在は

第２学年）の生徒 205名を対象に実施した。結果は以下の【図１】に示すとおり、肯定的な回答

の割合は、質問①では 78％、質問②では 81％、質問③では 39％となり、前出の国立教育政策研

究所の調査と似た傾向となった。 

【図１】事前アンケート（対象：第１学年 205名、令和２年５月実施） 

   

４…とても思う 

３…思う 

２…あまり思わない 

１…思わない 
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なお、質問③「音楽の学習をすれば、ふだんの生活や社会に出て役立つと思う。」については別

途、生徒の考えを詳細に把握するため自由記述による回答【図２】を得た。 

【図２】質問③について「１…思わない」と回答した生徒の記述の一部。 

生徒Ａ 家で聴く曲と、学校の授業で聴く音楽が全然違うので、別物だと思っている。 

生徒Ｂ 音楽そのものは大好きだけど、何かに役立っていると感じたことはない。 

生徒Ⅽ 授業で習う音楽にもっと興味をもつよう、努力しないといけないと思っている。 

『中学校学習導要領解説音楽編』（平成 29年、文部科学省）の「指導計画の作成と内容の取扱

い」では、「音楽科の学習で学んだことやその際に行った音楽活動と学校内外における様々な音楽

活動とのつながりを生徒が意識できるようにすることは、心豊かな生活を営むことのできる社会

の実現に向けて、音楽科の果たす大切な役割の一つである。」と示されている。生徒の生活や社会

の中には様々な音や音楽が存在しており、生徒自らが様々な音や音楽に関わり、学校内と学校外

の音楽とのつながりを意識できるようにしていくことは、音楽教師が果たすべき使命である。 

生徒の自由記述を分析すると、「学校の授業の音楽」と「生徒が心から好きな音楽」との間には

大きな隔たりがあることが分かる。これは、学校内と学校外の音楽活動をつなげて捉えることが

生徒にとって難しいということを表している。これまでの自分の授業を振り返っても、音楽の授

業の学びを生活や社会につなげるような働きかけが十分ではないと感じている。これらの点から、

音楽科においては、学校の音楽の授業での学びが生活の中で生きてくるという実感をもてるよう

な指導の改善・充実を図ることが必要であると考える。 

(3) 使用楽器：ウクレレ 

『中学校学習指導要領』（平成 29年、文部科学省）第２章第５節音楽の「第３ 指導計画と内容

の取り扱い」２(3)では、器楽の指導で用いる楽器の扱いについて以下のように示している。 

イ 生徒や学校、地域の実態などを考慮した上で、指導上の必要に応じて和楽器、弦

楽器、管楽器、打楽器、鍵盤楽器、電子楽器及び世界の諸民族の楽器を適宜用いる

こと。（以下略） 

以上に則った上で、数ある弦楽器の中からウクレレを選択した理由は、弦を弾けば容易に音

を出すことができ、自分の右手の動きや左手の押さえ方を見ながら演奏することができる楽器

だからである。６弦であるギターと構造は似ているが、４弦であるウクレレの方が易しく、旋

律も伴奏も奏でることができる。また、小さな手にも適した細く短いネックであること、柔ら

かい素材の弦で手に優しく押さえやすいこと、手軽で安価であることなど、広く一般に愛され

る要素が多くあり、誰でも無理なく取り組むことができる楽器である。なお、生徒が扱うサイ

ズは最も小さいソプラノウクレレを基本とする。〔添付資料２〕 

今日流行しているポップ・ミュージックやロックなどのポピュラー音楽においては、アコー

スティック・ギターやフォーク・ギター、エレクトリック・ギターなどの撥弦楽器が多く用い

られている。また、ポピュラー音楽は、これらの楽器を用いて演奏されることが多く、コード

を意識して作られた曲が多くあるため、ウクレレの演奏を通してコードの響きや役割を知るこ

とは、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わるきっかけになると言える。 

さらに、感染症対策を踏まえた授業づくりという視点から、ウクレレは飛沫の飛散を心配す

る必要がなく、新しい生活様式を踏まえた音楽学習の教材として大きな可能性を秘めた楽器で

ある。各クラスの最大人数を賄える約 40 台購入し、使用後は全てアルコール消毒し、次のク

ラスが使用するという形で衛生管理を徹底する。〔添付資料３〕 

 

３ 本研究で期待される効果 

ウクレレによる音楽活動の楽しさを体験することで、 

生徒自らが学校内外の音楽活動をつなげて捉え、 

音楽文化と豊かに関わる資質・能力を伸ばし、 

豊かな情操を培うことができるであろう。 
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４ 実践の概要 

ウクレレを用いた器楽学習の題材は次の【図３】のとおりである。第１学年では、ウクレレの扱

い方や基礎的な奏法を身に付ける。第２学年では、ウクレレの伴奏の工夫を生徒自身が考えて演奏す

る学習経験を経て、旋律の演奏に取り組み、最終的に旋律と伴奏を組み合わせた合奏の活動へとつな

げていく。 

【図３】ウクレレを用いた器楽学習の題材 

 第１学年 第２学年前期 第２学年後期 

題
材
名 

ウクレレを弾いてみよう 
（全７時間） 

ウクレレの伴奏を工夫して 
弾き歌いをしよう（全４時間） 

ウクレレでアンサンブルを 
しよう（全４時間） 

主
な
教
材 

「ハッピーバースデー・トゥー・
ユー」（パティ・スミス・ヒル 作
詞・作曲／丘灯至夫 訳詞） 
「香水」（瑛斗 作詞・作曲） 

「おどるポンポコリン」（さ
くらももこ 作詞／織田哲郎 
作曲） 
「ひまわりの約束」(秦基博 
作詞・作曲) 

「家路」（ドボルザーク 作
曲）※交響曲第９番「新世界
より」第２楽章冒頭部分 

学
習
の
概
要 

ウクレレの構造を知り、音色のよさ

を感じ取りながら基礎的な奏法を身

に付け、Ｃ、Ｇ７、Ｆの３種類のコ

ードを習得して演奏する。 

ウクレレの音色や響きと奏法と

の関わりを感じ取り、曲の特徴を

生かしながら伴奏の仕方を工夫

して演奏する。 

ウクレレの特徴を理解し、曲に

ふさわしい表現を創意工夫しな

がら、旋律と伴奏を友達と合わ

せて演奏する。 

(1) コードについて 

  ウクレレのコードについては、全ての生徒が確実に習得できるよう、ＩＣＴ機器を活用し分か 

りやすく示す。弦を押さえる左手のポジションをパワーポイントで作成し拡大して映したり【図 

４】、コードを押さえた教師自身の左手や弦を鳴らす右手の角度を実物投影機に映して見せたり 

する。また、生徒が確認したいときにいつでも見られるよう、既習コードの左手のポジションを 

常時掲示しておく。〔添付資料４〕 このように様々な方法で生徒に働きかけ理解を促し、扱うコー 

ドを無理なく習得できるようにする。 

  【図４】左手ポジションの拡大表示 

 

 

 

 

(2) 選曲について 

音楽科の学習においては、教材として扱う曲の選定は重要である。特に学習初期では、生徒が

「楽しそう」、「弾いてみたい」と前のめりになるような親しみやすく魅力的な曲を選択する。

コード進行が複雑な場合は無理なく演奏できるよう既習のコードに置き換え、扱うコードの種類

やコードチェンジの回数を減らす等の編曲をする。扱う曲の順序については生徒の学習状況に合

わせて慎重に配列し、スモールステップでの上達を促していく。以下の【図５】は第２学年生徒

がこれまでの演奏した既習曲である。中学生の世代が受け入れやすい曲や知っている曲を取り入

れながら、演奏することの喜びを味わわせることで器楽の学習への意欲をさらに高めていく。 

  【図５】第２学年のウクレレ既習曲 

学習順序 曲名 使用コード 

１ ハッピーバースデートゥーユー（パティ･スミス･ヒル 作詞・作曲） Ｃ Ｆ Ｇ７ 

２ 香水（瑛斗 作詞・作曲） Ｃ Ｆ Ｇ７ 

３ 日曜日よりの使者（甲本ヒロト 作詞・作曲） Ｃ Ｆ Ｇ７ 

４ ひまわりの約束（秦基博 作詞・作曲） Ｃ Ｆ Ｇ７ Ａｍ 

５ デイドリーム・ビリーバー（ジョン・スチュワート 作詞・作曲） Ｃ Ｆ Ｇ７ Ａｍ 

６ おどるポンポコリン（さくらももこ 作詞／織田哲郎 作曲） Ｃ Ｆ Ｇ７ Ａｍ 
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（3）楽譜について 

演奏の手掛かりになるものとして、本研究では五線譜は扱わず、【図６】に示すようなコード

ネームと小節の区切りを表した線及び歌詞を記したワークシートを作成する。生徒はこれを見な

がら演奏できるようにする。また、ウクレレやギターなどの記譜法として広く使われているタブ

ラチュア譜は、生徒にとって馴染みが薄いため扱わず、楽譜を読むことに苦手意識をもっている

生徒にも無理なく取り組めるようにする。〔添付資料５〕 伴奏の工夫を記録する際は、自分の考え

を言葉や線、記号などを使って自由に書いてよいこととし、記録することが主な活動とならない

ように留意する。   【図６】 

ワークシート 

「おどるポンポコリン」 

     

４ 生徒の変容 

前述の質問紙調査①～③に回答した生徒が第２学年に進級し、令和３年 10 月に再び同様の質

問紙調査を実施した（対象：第２学年生徒 205名）。その結果、肯定的な回答の割合は、質問①は

81％、質問②は 84％、質問③については 64％となり特に大きな変容がみられた。事後アンケート

の結果を【図７】、事前アンケート【図２】で紹介した生徒Ａ～Ｃの記述を【図８】に示す。 

【図７】事後アンケート（対象：第２学年 205名、令和３年 10月実施） 

 

４…とても思う 

３…思う 

        ２…あまり思わない 

１…思わない 

 

【図８】質問③についての自由記述 

生徒Ａ 
ウクレレを弾くようになって、私の好きなアーティストが弾いているギターなどの楽器に

も興味をもった。演奏する人の気持ちが分かりもっと音楽を味わって聴くようになった。 

生徒Ｂ 
ウクレレは楽譜が読めない自分でも、結構簡単に弾けた。弾く人も聴く人も楽しい気持ち

になると思った。もっとたくさんのコードを知りたいと思った。 

生徒Ⅽ 
姉の誕生日に授業で練習した「ハッピーバースデー」を弾き語りしたらすごく喜んでくれ

た。もっと弾ける曲を増やしたいと思う。音楽は人を元気にする力があると感じた。 

 生徒Ａ～Ⅽは、質問③について３名ともに「３…思う」と肯定的に捉え、下線のように音楽に 

対する興味・関心が高まるとともに、音楽文化と豊かに関わろうとする姿勢が明確となった。器

楽学習を通して、音楽に対する感性を働かせ、生徒自らが生活や社会の中の音や音楽の意味や価

値を見いだすことができたと判断できる。様々な生徒の自由記述を〔添付資料６〕に示す。 

 

５ 課題と改善策 

(1) 技能の習得に個人差がみられ、手が大きな生徒は演奏に苦労していた。様々なサイズのものを

揃え、手の大きさや形に合った楽器を準備し、技能の上達を促すことで達成感を味わわせていく。 

(2) 本研究は器楽に特化した研究であり、歌唱・創作・鑑賞の学習と関連させ学びを深化させてい

く必要がある。今後は楽器の歴史やメロディの創作など、様々な切り口で授業を組み立てていく。 

（3）感染防止の観点からペアやグループ活動は最小限に抑えていた。他者と関わる活動を積極的に

取り入れ、音楽科ならではの協働的な学びを通して、主体的・対話的で深い学びを実現していく。 

(4) 適正な学習評価のために適切な評価規準を設定するとともに、評価の場面や方法を精査するこ

とが重要である。実践例が少ないからこそ授業改善に努め、「指導と評価の一体化」を図っていく。 

以上を踏まえ、教材として無限の可能性を秘めたウクレレについて今後も研究を続け、様々な音

楽体験を通して、未来を担う生徒の豊かな情操を培っていくことが音楽科教師の使命だと考える。 
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＜参考文献等＞ 

１『小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス

感染症対策の徹底について（通知）』（令和２年 12月、文部科学省） 

２『中学校学習指導要領実施状況調査』（平成 25年、国立教育政策研究所） 

 ３『中学校学習指導要領』（平成 29年告示、文部科学省） 

４『中学校学習指導要領解説 音楽編』（平成 29年７月、文部科学省） 

５『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料・中学校音楽』（令和２年３月、国立

教育政策研究所） 

６『教育用音楽用語』（平成 19年第２版、文部科学省） 

 

〔添付資料１〕 ウクレレについて 

 ウクレレは、ハワイで誕生した小型の民族楽器である。フレットが施された４弦の弦鳴楽器

で、柔らかい音色が特徴である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

〔添付資料２〕 ウクレレのサイズ及び価格について 

ボディーの大きさによって、ソプラノ、コンサート、テナー、バリトンに 

分類される。器楽教材として、ソプラノウクレレを６色（赤・黄・青・桃・ 

緑・茶）の色ごとに各７台ずつ、合計 42 台購入した。 

＜Ａ社ソプラノウクレレ＞ 

  〔大きさ〕全長 51 ㎝、横 16 ㎝ 〔重量〕520g 〔価格〕1,980 円 

〔添付資料３〕 管理について 

 楽器は番号付けし、班ごとに色別にカゴへ入れ、準備・片付けが円滑になるようにした。生徒

がどのウクレレを使用したか明確にし、使用後は１台ずつアルコール消毒を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

〔添付資料４〕 理解を促すための掲示物やＩＣＴ機器の活用について 

 学習の手掛かりとなる掲示物の工夫や、電子黒板・実物投影機等の活用で学習環境を整えた。 
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〔添付資料５〕楽譜について 

タブラチュア譜（ＴＡＢ譜）は、フレットを持つ楽器のための記譜法であり、左手で押さえる弦

の位置を指示している。極めて実用的に書かれた記譜法だが、活動のねらいや生徒のこれまでの学

習経験を踏まえ、本研究では歌詞とコードのみを記したワークシートを作成した。 

 

〈ＴＡＢ譜〉 

 

 

〈ワークシート〉 

 

 

 

 

 

 

 

〔添付資料６〕 生徒の自由記述 

事前アンケート（令和２年５月）       事後アンケート（令和３年 10月） 

 

                     ⇒ 

                     

                     ⇒ 

                     

                     ⇒ 

 

【様々な生徒の感想】（下線…音楽への興味・関心や音楽文化と豊かに関わろうとする姿勢が見取れる点） 

・ギターみたいな楽器に憧れていたので、弾けるようになって楽しい。 
・ウクレレはハワイのイメージがあったけど、アニメソングやロックなど何で  
も演奏できて幅が広いと思った。もっとレパートリーを増やしたい。 

・五線譜が読めなくても弾けるので安心。母もはまって授業で習った曲を家で 
一緒に楽しんでいる。父はギターを弾けるので、コードの話で盛り上がった。 

・コードは指一本だけ使うものもあって簡単だった。僕は手が大きく、Ｇ７は指 
同士がぶつかってしまうので、もっと練習をがんばりたい。 

・この楽器がいつ日本にやってきたのか、楽器の歴史について調べてみたい。 
・皆でわいわい演奏すると、心が 1 つになった気がして楽しく幸せな気持ちに  
なる。コロナで歌やリコーダーが制限されたけど、やっぱり音楽はいいなと 
思った。これからも音楽を大切にしていきたい。 

・ウクレレの音色は心が落ち着きます。この前、病院の待合室でウクレレのＢ  
ＧＭが流れていて、「私もウクレレ弾ける」とわくわくした気持ちになった。 

・ウクレレを弾いていると、国語で出てきた琵琶法師もこんな気持ちだったのかなあと思う。 
・僕は歴史が好きで、平安時代に流行していた琵琶も、ウクレレと同じ４本の弦、指で弾く楽器なので、似ている
部分があることに関心をもっている 

・ウクレレを始めてから三味線や沖縄の三線にも興味をもった。色々な弦楽器に音色を聴き比べてみたい。 
・この楽器が何の木で出来ているのかが気になる。箏は桐の木だったことを思い出した。 
・リコーダーよりも安いし、自分のウクレレを買った。音が小さいので家でも夜に練習している。 
・海やバーベキューに持って行って盛り上がりました。車の移動中も弾き語りしました。すごく楽しかった。 
・軽いので出かける時も気軽に持ち出せます。今度、公園に持っていこうと思っています。 
・リコーダーや打楽器、いろんな楽器と合わせて演奏しても面白そう。みんなで楽しみたい。 
・いとこの結婚式でどうしても弾きたい曲があって練習している。サプライズで驚かせたい。 
・祖父に昔のウクレレブームのことを尋ね、「ああ～やんなっちゃった」と歌ってくれた。ウクレレ奏者として
活動しているの高木ブーさんのことも教えてくれた。音楽を通して、その時代が少し分かるんだなと思った。 

・コロナで歌やリコーダーが減り色々と授業が変わったけれど、ウクレレと出会えてよかった。 
 

なんでも かんでも  み ん  な    お    ど り を お どって い る   よ   
～ 


