平成３０年度

都小音研

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，活発な研究を進めており，
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。
今年度は更に充実した活動が展開されることと思います。会員の皆様には，ぜひ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。
平成30年４月 東京都小学校音楽教育研究会

指揮法研究会
①会
場
新宿区立落合第六小学校（研究授業の時は移動）
②活動資料費
3,000 円（臨時会費 800 円）会員以外の方も大歓迎です。
③代 表 者
新宿区立落合第六小学校 星 悦子 ℡ 03-3565-0943 Fax 03-3565-0985
④連 絡 先
板橋区立下赤塚小学校
西田 雅子 ℡ 03-3939-0396 Fax 03-5998-4093
⑤今年度（H30）第１回の研究会 4 月 19 日（金）14:30～ 新宿区立落合第六小学校
⑥活動予定
月１回の月例会を予定しています。
⑦昨年度の活動報告
「子どもの表現意欲を引き出す指揮法の工夫」を研究主題に取り組みました。例会では，指揮の基本練習と
楽曲の「音楽性と教材性の分析」「音楽表現と指揮とのかかわり」を中心に研究し，研究授業で確かめまし
た。また，音楽会や卒業式の合唱曲を取り上げ，指揮を生かした音楽づくりを学びました。年間を通して高
橋保則先生にご指導いただき，充実した研究会をもつことができました。

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
板橋区立上板橋第二小学校 河合 智典 ℡ 03-3956-8111 Fax 03-5995-8346
④連 絡 先
同上
⑤今年度（H30） 第 1 回の研究会
4 月 17 日(火) 15:00～
大田区立南六郷小学校
⑥前期の活動予定
4／17（火） H30 年度活動予定について
大田区立南六郷小学校
5／31（木) 作品検討
練馬区立光が丘夏の雲小学校
6／14 (木) 作品検討
板橋区立上板橋第二小学校
7／27（金) 作品の実演
世田谷区立旭小学校
⑦昨年度の活動報告
授業で楽曲の指導をするとき，題材の目標に合わせて編曲したり，音楽会や卒業式等，学校行事のために編
曲したりしなければならない場合があります。それも，児童数や学校の楽器保有状況，学校の実態等を考慮
しなければなりません。例会では会員が作成した作品の検討を中心に研究を進めてきました。また，夏休み
には，著作権のことについてもみんなで学び合いました。

合唱研究会
➀会
場 毎月移動
②活動資料費
6,000 円（臨時活動資料費 1,000 円）
③代 表 者 小金井市立南小学校 福岡 努
℡ 042-382-1149
Fax 042-382-2049
④連 絡 先 品川区立山中小学校 金子 千香子
℡ 03-3772-3006
Fax 03-3772-0271
⑤今年度（H30）第１回の研究会
4 月 17 日(火) 13:40～
杉並区立桃井第五小学校
⑥前期の活動予定
4／17 (火) 授業研究会／研究協議会・総会
杉並区立桃井第五小学校
5／ 8 (火) 授業研究会／研究協議会（Ｂブロック）
杉並区立済美小学校
5／22 (火) 授業研究会／研究協議会（Ａブロック）
文京区立誠之小学校
6／19 (火) 授業研究会／研究協議会
足立区立辰沼小学校
7／ 3 (火) 課題曲研究会
八王子市芸術文化会館 いちょうホール
9／11 (火) 特別研究会「合唱指導の実際」
府中の森芸術劇場ウィーンホール

⑦昨年度の活動報告
4 月 18 日 杉並区立桃井第四小学校(授業研究会) 5 月 16 日 昭島市立玉川小学校(授業研究会) 6 月 20 日
杉並区立三谷小学校(授業研究会) 7 月 4 日 パルテノン多摩小ホール・多摩市立南鶴牧小学校（ＮＨＫ全国
学校音楽コンクール課題曲研究会） 9 月 12 日 武蔵野市立千川小学校（特別研究会） 10 月 3 日 世田谷区
立九品仏小学校(授業研究会) 11 月 14 日 世田谷区立赤堤小学校(授業研究会) 12 月 12 日 東久留米市立第
七小学校(授業研究会) 1 月 16 日 杉並区立第三小学校(指揮・伴奏研究会) 2 月 11 日・12 日・18 日 府中
の森芸術劇場どりーむホール(合唱祭)

音楽授業研究の会
➀会
場 練馬区立南町小学校・中野区立南台小学校・練馬区立関町北小学校
②活動資料費 年間 4,500 円
③代 表 者 練馬区立関町北小学校 熊倉 佐和子 ℡ 03-3920-1027 Fax 03-3929-9056
④連 絡 先 江東区立亀高小学校
立岩 惠子
℡ 03-3640-5324 Fax 03-5690-4031
⑤今年度（H30）第 1 回の研究会
4 月 19 日（木）15：30～
練馬区立南町小学校
⑥前期の活動予定（変更の可能性があります。
）
4／19（木) 本年度の研究体制，研究内容，研究計画について
練馬区立南町小学校
5／10（木) 授業研究Ⅰ事前検討，都小音研大会事前検討
中野区立南台小学校
6／28（木) 授業研究Ⅰ 授業研究Ⅱ事前検討
檜原村立檜原小学校
7／12（木) 授業研究Ⅱ，夏季研究会について
中野区立南台小学校
8／未定
夏季研究会
場所未定
9／20（木) 授業研究Ⅲ，授業研究Ⅳ事前検討
江戸川区立下鎌田西小学校
⑦昨年度後期の活動報告
10／26（木) 授業研究Ⅱ 授業者：柏倉 亜子
足立区立古千谷小学校
11／30（木) 授業研究Ⅲ 授業者：清岡 朋子
葛飾区立奥戸小学校
12／ 7（木) 授業研究Ⅳ事前検討
練馬区立南町小学校
12／15（木) 授業研究Ⅳ 授業者：小笠原 薫
豊島区立南町小学校
1／18（木) 都小音研大会について，授業研究Ⅴ事前検討
豊島区立豊成小学校
2／ 8（木) 授業研究Ⅴ 授業者：守田 映実
中野区立南台小学校
3／ 8（木) 今年度の研究の成果，来年度の研究について
練馬区立南町小学校

管楽器研究会
①会
場 毎月移動
②活動資料費
5,500 円
③代 表 者 渋谷区立神南小学校
鈴木 朱代 ℡ 03-3464-0659 Fax 03-3464-0636
④連 絡 先 板橋区立北前野小学校 井戸 正利 ℡ 03-3969-8415 Fax 03-3966-9304
⑤今年度（H30）第１回の研究会 4 月 24 日（火）
文京区立明化小学校
⑥前期の活動予定
4／24（火） 総会・研修
文京区立明化小学校
5／10（木） 管・打楽器・マーチング初心者指導法（実技研修）
渋谷区立神南小学校
6／未定
新入部員の指導法
場所未定
7／未定
授業研究会
場所未定
7／27（金） 第 39 回多摩地区小学校管楽器演奏会
たましんＲＩＳＵＲＵホール
8／ 6（月)・7（火) 夏季ゼミナール
渋谷区立神南小学校
9／ 4（火） 楽曲研究
場所未定
⑦昨年度後期の活動報告
10／20（金）マーチの効果的な演奏の仕方，まとめ方
北区立西浮間小学校
11／ 7（火）管楽器を取り入れた授業～連合音楽会に向けて「ひびき合いを生かして」
文京区立明化小学校
12／19（火）全国小学校管楽器合奏フェスティバル 東日本大会に向けて
羽村市立小作台小学校
1／18（木）指導法の研究 管楽器演奏会出場校打ち合わせ会
小平市立小平第六小学校
第 42 回東京都小学校管楽器演奏会（2/17・18 武蔵野市民文化会館 2/24・25 なかの ZERO）
3／13（火）指導法の研究 管楽器演奏会の音源を素材にして
渋谷区立神南小学校

合奏研究会
①会
場 毎回移動
②活動資料費
4,000 円 （臨時資料代 900 円）
③代 表 者 豊島区立さくら小学校 武内 正子
℡ 03-3956-8164 Fax 03-3959-9640
④連 絡 先 江戸川区立臨海小学校 柴田 あゆみ ℡ 03-5674-2761 Fax 03-5674-2763
⑤今年度（H30）第 1 回の研究会 より楽しく! 鍵盤ハーモニカの導入 5 月 11 日(金)中央区日本橋小学校
⑥活動予定
実技研修や研究授業を通して，①音楽室内にある身近な個々の楽器の奏法 ②合奏のまとめ方 ③児童と演奏
する効果的な合奏曲などについて，講師の先生を招き学びます。今年度は，器楽分野の授業研究も行います。
⑦昨年度の活動報告
6／ 7 (火) 合奏の第一歩「千田鉄男先生に学ぼう」講師 千田 鉄男先生
中央区立日本橋小学校
9／28（木） 合奏の指導法(身近な楽器の演奏方法・児童の喜ぶ合奏曲) 講師 伊原 福富先生 豊島区立富士見台小学校
11／14 (火) 合奏の仕上げ方 ～連合音楽会に向けて～ 講師 山本 三郎先生
江戸川区立臨海小学校
11／21（火） 一人一役，みんなが主役「音楽物語」の発表の方法について 講師 佐々木 眞理子先生
荒川区立汐入東小学校
2／ 8（木) 低学年から育てたい音楽の力 講師 佐々木 眞理子先生
荒川区立汐入東小学校

即興表現研究会
➀会
場 世田谷区立尾山台小学校（研究授業は随時移動）
②活動資料費 年間 2,000 円
③代 表 者 世田谷区立尾山台小学校 海老原 正剛 ℡ 03-3701-2183
Fax 03-3701-2355
④連 絡 先 板橋区立舟渡小学校
飯島 千夏
℡ 03-3969-8405
Fax 03-3967-8917
⑤今年度（H30）第 1 回の研究会
4 月 14 日(金)
世田谷区立尾山台小学校
⑥前期の活動予定
4/24(火) 5/22(火) 6/26(火) 7/17(火) 9/14(金)
現代音楽の作曲家の作曲技法から音楽づくりの題材化の可能性を探る。
⑦昨年度の活動報告
月例の研究会では，現代音楽の作曲家の作曲技法から旋律やリズム，音の重なり等を学び，楽器・声や言葉
による音楽づくりの学習内容・学習展開について実践授業や実技研修を行った。特に昨年度は音階に注目し
旋律づくりの学習活動の研究を深めた。

鑑賞指導研究会
①会
場
江東区立川南小学校（研究授業は随時移動）
②活動資料費
3,000 円（臨時資料代：その都度。夏季研修会：1,000 円）
③代 表 者
江東区立川南小学校
長谷川 真澄 ℡ 03－3647-0574 Fax 03-5690-4015
④連 絡 先
八王子市立緑が丘小学校 千秋 香 ℡ 042-665-5501
Fax 042-667-5414
⑤今年度（H30）第１回の研究会 4 月 23 日（月）15:30～
江東区立川南小学校
⑥今年度の活動予定 今年度と来年度は，「世界の音楽」を中心に研究する。
4/23（月）
・2/21（木）
・3/14（木）江東区立川南小 夏季研修会８月初旬・川南小を予定
5/11（金）・11/20（火）・12/14（金）・１/10（木）・17（木）荒川区立尾久第六小
6/22（金）・7/17（火）・9/7（金）小平第七小 10/４（木）足立区立亀田小
⑦昨年度の活動報告
子どもが音楽が好きになる楽しい授業の教材や指導法を『音色』を中心に研究。各楽器の音色をどのように
体や言葉で表現するか，ワークシートの作り方と読み取り方も含め，低・中・高学年１本ずつ宮崎 進先生を
講師に下記の研究授業を実施した。また，夏季研修会では，前年度の授業の様子をワークショップ形式など
で紹介。明星大学教授の阪井 恵先生より，アクティブ・ラーニングとユニバーサルデザインの授業について
のご指導をいただいた。
低：荒川区立尾久第六小 井上 奈々主任教諭 第２学年「音さんはみんななかよし」
「くるみ割り人形」より「行進曲」
。ペアで同じ旋律は同じ踊りをつくりながら聴き深めた。
中：練馬区立大泉南小 栗原嘉子主任教諭 第４学年「金管楽器の音色に親しもう」
「カナディアン・ブラス」の合奏の響きから，各楽器の音色へ興味をもたせた。
高：足立区立亀田小 鈴木 沙矢佳主任教諭 「和楽器の響きの響きを味わおう」
尺八・箏曲部があり，毎年鑑賞教室をしている児童の「春の海」の味わい方を研究した。

邦楽教育研究会
①会
場 （毎回移動）
②活動資料費
3,500 円（臨時資料代 800 円）
③代 表 者 荒川区立瑞光小学校
染谷 美由紀 ℡ 03-3801-4239
④連 絡 先 豊島区立椎名町小学校 高橋 由美子 ℡ 03-3953-6461
⑤今年度（H30) 第 1 回の研究会
4 月 17 日(火)15:30～
⑥前期の活動予定
4／17 (火) 年間計画・研究授業内容検討
5／未定
筝を活用した授業研究・実技研修
6／未定
筝を活用した授業研究・実技研修
7／未定
年間計画・指導案検討
8／1 (水) 夏季実技研修会 <筝・三味線・和太鼓・雅楽> 13:30～
9／未定
研究演奏公開練習
10／未定～ 研究大会事前授業・指導案検討・実技研修

Fax 03-3801-9805
Fax 03-5982-0851
荒川区立瑞光小学校
荒川区立瑞光小学校
荒川区立瑞光小学校
荒川区立尾久小学校
荒川区立第三日暮里小学校
中央区立阪本小学校

⑦昨年度の活動報告
5／12 (金) 公開授業・三味線実技研修会
8／ 1 (火) 夏季実技研修会（筝・三味線・篠笛・和太鼓・能楽）
1／19 (金) 和楽器を活用した授業研究・和楽器を活用した音楽づくり研修
他，日本の音階の実技研修や和楽器を活用した授業検討，演奏等を通して日本の音楽への理解を深めました。

電子楽器研究会
➀会
場
世田谷区立代沢小学校（研究授業は随時移動）
②活動動資料費 3,000 円（臨時資料代 500 円）
③代 表 者
世田谷区立代沢小学校 陸田 祐子
℡ 03-3413-4551
Fax 03-3413-5665
④連 絡 先
中野区立桃花小学校
野田 なつ代 ℡ 03-3381-7251
Fax 03-3381-7252
⑤今年度（H30) 第１回の研究会 4 月 19 日（木）15:30～
世田谷区立代沢小学校
⑥前期の活動予定
4／19（木）年間計画，研究体制，研究内容について
世田谷区立代沢小学校
5／10（木）電子楽器についての理解①
世田谷区立代沢小学校
6／ 8（金）授業研究①
中野区立桃花小学校
7／ 5（木）電子楽器についての理解②
世田谷区立代沢小学校
7／27（金）夏季研究会 電子楽器を生かした編曲の方法
未定
9／13（木）電子楽器を生かした編曲の方法
世田谷区立代沢小学校
⑦昨年度後期の活動報告
10／12（木）電子楽器の合奏での活用法②
世田谷区立代沢小学校
11／ 9（木）授業研究 授業者 倉谷 礼子主任教諭 講師 電子楽器研究会顧問 初山 正博先生
町田市立本町田小学校
12／14（木）曲想表現の工夫における電子楽器の活用法について①
世田谷区立代沢小学校
1／11（木）曲想表現の工夫における電子楽器の活用法について②
世田谷区立代沢小学校
2／ 8（木）曲想表現の工夫における電子楽器の活用法について③
世田谷区立代沢小学校
3／ 8 (木）曲想表現の工夫における電子楽器の活用法について④
世田谷区立代沢小学校

※多くの研究会が途中から参加したり，内容により臨時に参加したりすることができます。研究会により違います
ので，詳細は連絡先に問い合わせてご確認ください。
未定の活動日も，理事から配られる月の予定表を参考にしていただき，どうぞ皆様ご参加ください。

