
自分の好きなメロディーを作ろう(高等部・音楽)  

 

1. 日時:  

平成 30 年 11 月 14 日 

 

2. 学級:  

高等部進学コース（高等学校の教育過程、１学年２名、３学年３名） 

 

3. 実施校・実施教員: 

長野県立稲荷山養護学校 青木高光 

 

4. 児童生徒の特性:  

１学年 A 生（男子） 脳性麻痺（歩行困難） 

    B 生（女子） 肢体不自由（車椅子使用、手指機能に制限多い） 

３学年 C 生（男子） 肢体不自由（歩行困難） 

    D 生（女子） 二分脊椎（歩行困難） 

    E 生（男子） 筋ジストロフィー（車椅子使用、手指機能に制限多い） 

 

5. 単元(単元数含め): 単元名「メロディーの雰囲気を変化させよう」3 時間（うち micro:bit 使用 2 時間） 

 

6. 単元のねらい:  

・あるメロディーに音を加えたり、リズムや拍子を変えたりすることで、そのメロディーの表情や雰囲気を

変えられることを知る 

・メロディーの雰囲気をどう変えるかイメージし、具体的な方法を知る 

 

7. 単元展開の大要 

 

8. micro:bit の使用のねらい:  

・通常の楽器（キーボード、リコーダーなど）を使用しての演奏が難しい生徒たちが、micro:bit の音楽ブ

ロックを用いることで、メロディーの作成、編集が柔軟に行えるようにする。 

時 学習内容 指導・評価 

第１時 

・良く知っている曲の「雰囲気」が、わずかに手を

加えることで変化することに気づく 

・雰囲気の変化を具体的な言葉にする 

○幾つかキーワードを挙げる。 

・曲の雰囲気の変化を自分なりの

言葉で表現できたか 

第 2 時 

・自分のイメージを基に、プログラミングで音を探

りながらリズムや拍子を変化させ、題材曲の変奏作

品を作る。 

○机間指導で、例を示してプログ

ラミングの指導をする。 

・自分なりのイメージに合わ

せて変奏できたか（観点 1） 

第 3 時 

・自分のイメージを基に、プログラミングで自分の

好きなメロディーを作る 

・自分の作品を発表する。 

・発表を聴き、他の生徒作品を批評する。 

○振り返りシートに記入する。 

・自分のイメージした通りの「雰

囲気」の曲ができたか（観点2） 



9. micro:bit の使用の内容:  

・micro:bit から音を出すためのスピーカーの接続について知る 

・micro:bit の音楽ブロックの使い方の基本を理解する（プリセットメロディーの再生） 

・micro:bit の音楽ブロックによるメロディーの作り方を理解する 

・自分がイメージしたメロディーを、ブロックの組み合わせで作成する方法を理解する 

 

10. 評価基準: 

・観点 1—自分が作りたい雰囲気のメロディーを考えることができたか 

・観点 2—自分が作りたいメロディーに近づけるための、ブロック構成を考えることができたか。 

 

11. 本時学習計画(micro:bit 使用時の学習計画): 

時間 学習内容 指導上の留意点や他ツールの活用 

 ◯前回の内容の確認 

・メロディーの構成と「曲の雰囲気」の関

係 

・「明るい感じ」＝「アップテンポ」 

 →「音の動きを細かくする」 

 →「休符の挿入」 

 →「付点、シンコペーション」 

 

◯micro:bit で出来ることの概要を再確認す

る 

・音楽を演奏できることを知る 

・音楽を演奏させるブロックを試してみる 

・micro:bit をスピーカーに接続する 

・プログラムを転送して、スピーカーから

音楽を流してみる 

 

◯「星に願いを」のヴァリエーションを作

って、雰囲気の変化を知る。 

・基本パターンを入力してみる 

・テンポを変える、音数を増やす、休符を

挿入する、などのヴァリエーションを試し

て、変化を確認する。 

 

◯作ってみたいメロディーを考える 

・ブロックの「音を鳴らす」を用いてメロ

ディーを作ってみる 

 

◯今日の感想と、次回の課題を Keynote に

メモする 

・keynote のメモを読んで、簡単に再確認できる

ようにしておく。 

 

・DAW ソフトウェアと、シンセサイザーを用い

て、その場ですぐに効果がわかるようにしてお

く。 

・必要に応じて iOS アプリ「Notation Pad」「楽

譜スキャナー」などを用いて、楽譜から音を鳴ら

して、変化を実感できるようにする（図 1）。 

 

・明るい感じに、という主観的な表現が、具体的

な数値の変化で表現できることを明示する。 

 

・外部スピーカーの接続などは、keynote に貼り

付けた画像で、すぐに確認できるようにしておく

（写真 1）。 

 

・共通部分は、スクリーンにブロックを提示し、

B生や D生がスムーズに進められるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分のメロディーを「どんな雰囲気にしたいか」

を具体的に書いてもらうようにする。 



 

12.  実施内容 

 

写真 1：B 生が自分で接続を完了させた様子。iPad

からではなく、実物のスピーカーから音が鳴ると、と

ても嬉しそうに報告してくれた 

 

 

     

Notation Pad          楽譜スキャナー 

図 1：楽譜の提示には「Notation Pad」「楽譜スキャナー」な

どの iOS アプリも用いた。 

 

図 2：提示した「星に願いを」の冒頭メロディの基本 

 

   

図 3：基本メロディのプログラミング例         図 4：テンポ変更の方法 

 

図 5 

：テンポ変更の方法休符の挿入との比較画面 

  



 

13. 成果 

◯本単元においては、メロディーの特徴を、聴覚的（演奏）な情報と、視覚的（楽譜）な情報を、関連づけ

て捉えることが求められる。さらに変奏は、自力で演奏して表現することができなくてはならない。手指の

機能に制限がある生徒にとっては、演奏のイメージはあっても、それを再現することが困難な場合が多い。

しかし、マイクロビットとプログラミングの利点を生かすことで、その困難点を乗り越えることができた。

具体的には以下の様な利点があり、それによって生徒が制限を感じることなく、自己追求ができた。 

・メロディーや拍などの変化→ブロックの入れ替えででき、視覚的にも理解しやすいので、試行錯誤がしや

すい。 

・演奏自体→あらかじめプログラミングすることで、自分の手指で演奏はしなくてよい。身体的な負担が少

ないので、自分の体の制限に縛られない演奏ができる。 

◯D 生は、もともとコンピュータや ICT などに苦手意識が強く、自分の生活を機器によって改善しようとい

う意識が持ちにくい傾向があった。比較的扱いが慣れているタブレットでも、独創性が求められるような課

題には取り付きが良くなかった。しかし、音楽には興味があるので、授業でタブレットの楽器アプリは好ん

で演奏していた。その音楽への興味関心をうまく生かすことで、D 生の創造性の発揮と、ICT 活用への意欲

を伸ばすことできることができるのではないかと考えた。その狙い通り、ブロック構成によるメロディー作

りはわかりやすく、D 生はとても意欲的に取り組めた。自分でメロディーを考える時にも「まず試しに、好

きな曲を入れてみました」と言って、好きなアイドルグループの曲を演奏させることに取り組み始めた。「ち

ょっと違うな…」「あ、こんな感じだ」などなどと呟きながら、ブロックを変更していく姿には、自分のイ

メージの具現化を追求することの楽しさを感じている姿があった。卒業時に寄せ書きに D 生が書いてくれた

文章には「私は 1 年の頃機械系が苦手でした。ですが、3 年間いろんなことを学び、たくさんの機械に触れ

ることによって、覚えたことが増えました。これからもパソコンなどいろいろがんばりたいです」というよ

うに、機器への抵抗感が減った彼女の気持ちが、素直に表現されていた。 

 

14. 課題 

◯音楽の授業における ICT 活用としては、これまでにも PC、タブレット、シンセサイザーなどを適宜活用

してきた。それらと比較しても、音のつながりをプログラミングの「ブロック」単位で考えられ、シーケン

サーとしても使える micro:bit は、曲構成要素の分解、という観点から非常に有効であることが再確認でき

た。しかし、一方で、そこから和音の構成や、多彩な音色のコントロールということになると、連続的にス

テップアップできる環境がないため、発展性という面が弱いことも事実である（PC 活用が達者な E 生など

は、曲作りという点ではやや物足りなさを感じているようでもあった）。今後はそのような個々の興味や、

その時点での力量の差に対して、どのように柔軟に対応すればよいか、どんな授業構成が考えられるか、さ

らに研究を深めたい。 

 

15. 資料 

高等部進学コースにおける micro:bit を活用した全体構想 

 

 本校における micro:bit 活用は、全体としては自立活動への導入として構想した。 

それぞれの教科の学習内容に合わせて、生徒の困難の状況に合わせた支援ツールとしての活用や、より興味関心

を引き出すための活用を考えていった。今回中心的に取り上げた音楽の授業も、通常の教科学習の単元として 3

時間扱いの中の 2、3 時間目に micro:bit を使用している（黄色部分）。以下にその全体構想の概要を示す。 

-------------------------------------------------------------------------------



-------- 

1. 題材 

プログラミングで身近な課題を解決しよう（自立活動）  

 

2. 学習内容 

昨年度の Pepper を用いたプログラミング学習を踏まえ、実物操作につながるプログラミングを通して、

自分自信の課題解決を志向する態度の育成をねらう。 

 

3. 学習目的 （）内は目的とする自立活動の項目 

• A 生 技術的なことに興味関心が高いので、様々なテクノロジーに触れて知識理解を広げることで、

障害からくる生活上の課題の解決方法に、見通しをもてるようになる。（自立活動２−３） 

• B 生 テクノロジー活用で自分の学習や生活が楽になることはある程度実感しているので、さらに

積極的に身近な機器を活用したり、必要な場合には積極的に他者の助けを借りたりすることがで

きるようになる。（自立活動１−４、２−３、６−５） 

• C 生 生活リズムが崩れて、学習や日常生活に支障をきたすことがあり、それをコントロールで

きないことに自分でも苦しんでいる。センサー類を活用して自分の生活リズムを記録したり、分

析したりすることを通して、自己理解を元に生活を良くしていこうという気持ちを高める。（自立

活動１−１、３−３、３−４） 

• D 生 基本的なプログラミングを通して、自己効力感を得る。困った時などに、他者にはっきり

と助けを求めることができるようになる。（自立活動３−３、３−４） 

• E 生 工学的なことに知識理解が深く、ある程度自信をもっている。疾病の進行や将来の進路への

不安があるが、テクノロジー活用で障害を補えることを経験しながら、安定した気持ちで生活で

きる素地を育てる。（自立活動１−３、１−４、２−３） 

 

4. 学習目標 

（共通） 

・Micro:bit で簡単なプログラミングを組み、実際に身近な物を動かしてみることを通して、目的通りにプ

ログラムを走らせるための手順を考えたり、うまく動かない時の対処方法を考えたりすることで、論理的に

考えることの楽しさを味わう。 

・与えられた課題に対して、グループ内で共に考えたり、作業を分担して活動することを通して、自分の役

割に責任をもって取り組んだり、他者に依頼するべきことは依頼したりすることができるようになる。 

・プログラミング的な思考方法、試行錯誤することの価値や、テクノロジーの活用で生活の様々なことが便

利になることを知ることを通して、自分の障害からくる課題を前向きに解決していこうとする気持ちを高め

る。 

 

5. 指導計画(時間／内容) 

 学習内容 主な活動 活用教材 

１ 

 

11/7 

 

micro:bit ってなんだろう 

・micro:bit について（スライドを見る） 

・MESH のように、各種センサー＋プログラ

ミング＋I/O を用いて様々なことができるこ

とを知る 

・iPad に micro:bit の開発環境をインストー

micro:bit 

iPad 



ルする 

・シミュレーターで動きを確認する 

２ 

 

11/15 

micro:bit にプログラムを転送

しよう 

・マイクロソフト小坂さんからのメッセージ

を聞く（Zoom による遠隔会議）（写真 2） 

・ 小坂さん自己紹介 

・ マイクロソフトで取り組んでいる仕事の

内容 

micro:bitを使った授業への支援をどうして行

うことになったのか 

・micro:bit と iPad を接続する 

・サンプルプログラムを転送する 

・今日の感想を Keynote にメモする 

micro:bit 

iPad 

Zoom 

３ 

 

11/28 

micro:bit で音楽を鳴らしてみ

よう（その１） 

 

単元「メロディーの雰囲気を変

化させよう」の 2 校時 

・micro:bit で出来ることの概要を再確認する 

・音楽を演奏できることを知る 

・音楽を演奏させるプログラミングを自分で

調べて試して見る（写真：3） 

・micro:bit をスピーカーに接続する 

・プログラムを転送して、スピーカーから音

楽を流してみる 

・今日の感想と、さらにやってみたいことを

Keynote にメモする 

micro:bit 

iPad 

スピーカー 

スピーカー接続用

コネクター 

４ 

 

12/6 

micro:bit で音楽を鳴らしてみ

よう（その２） 

 

単元「メロディーの雰囲気を変

化させよう」の 3 校時 

・前回の続きで、自分で演奏させたい音楽を

プログラミングする。 

・音楽演奏のためのプログラミングの手続き

を理解する 

・各自発表 

・（次時への導入）さらに、何か実物を動か

すことができないか、を考える 

・MESH でできなかった、車やロボットのよ

うなものはできないか、調べる 

・しゃくとり虫ロボットの紹介 

・ロボット操作が、簡単なプログラミング（音

楽演奏よりも簡単）で実現できることを知る 

micro:bit 

iPad 

スピーカー 

スピーカー接続用

コネクター 

５ 

 

12/12 

しゃくとり虫ロボットを作ろう

（その１） 

・２グループに別れて、作業分担を決める 

・それぞれが、自分の分担作業を進める 

（しゃくとり虫本体、サーボモーターと電池

アダプター組み立て、プログラミング） 

micro:bit、iPad 

サーボモーター 

サーボモータ用拡

張ボード 

６ 

 

12/19 

しゃくとり虫ロボットを作ろう

（その２） 

・製作続き（写真：4） 

・ロボットの動作確認（写真：5） 

・今日の感想と、さらにやってみたいことを

Keynote にメモする 

micro:bit、iPad 

サーボモーター 

サーボモータ用拡

張ボード 



7 

 

1/16 

しゃくとり虫ロボットを作ろう

（その 3） 

・しゃくとり虫の動きを比べて、改善する箇

所について考える 

・ここまでに習得したプログラミング方法や、

参考にした書籍、ネット情報などを元に、さ

らに作ってみたい、チャレンジしてみたこと

を考える 

micro:bit 

iPad 

サーボモーター 

サーボモータ用拡

張ボード 

 

6. 授業の様子 

           

    写真 2：マイクロソフト小坂さんからのメッセージ       写真 3：メロディーのプログラミング 

  

  写真 4：しゃくとり虫ロボットの製作         写真 5：しゃくとり虫ロボットの動作確認 

 

 しゃくとり虫ロボットについては、「micro:bit ではじめるプログラミング」（スイッチエデュケーション編集部:

著、株式会社オライリー・ジャパン）の第 4 章の 4「しゃくとり虫のおもちゃを作る」を参考にした。 

 

 


