
事例 中学校 音楽科 第 1 学年 「声部の役割」 
テーマ 「声部の役割を感じ取りながら表現することができるようにするための 

               題材指導計画及び授業展開の工夫改善」 
授業改善の

ポイント 
・ ハーモニー感を創ることと主旋律を全員が歌うことを位置付けた題材指導計画の工夫 
・ 音の重なりの中で表現できるようにする学習形態の工夫 
・ 声部の役割についての理解の充実をはかる掲示物の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 
 学習状況の把握 
   【評価規準】<題材レベルで記載> 

観点 音楽への関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 表現の技能 
評

価

規

準 

歌詞の内容や曲想、声部の

役割と全体の響きに関心を

もち、合唱表現することに意

欲的である 

歌詞の内容や曲想、声部の役

割と全体の響きを感じ取って、

それぞれの声部にふさわしい

歌い方をしている 

他の声部とのかかわりや全

体の響きを感じながら、正しく

表現する技能を身に付けてい

る 
   【把握方法】 
     「音楽への関心・意欲・態度」「音楽的な感受や表現の工夫」についてはアンケートと毎時間の生

徒の姿から、「表現の技能」についてはアンケートと歌唱テストから実態をとらえた。 
学習状況の結果と分析 
     1 年生 1 学期は、のびのびと明るく歌うことを目標にしてきた。他のパートにつられないように気

を付けながら正しい音程やリズムで大きな声で歌うこと、また精いっぱい集中して練習することに重

点をおいて指導を積み重ねてきた結果、繰り返し自分のパートの音取り練習に向かうことや、他のパ

ートにつられないように自分の声を聴きながら歌うこと、自分の力を精いっぱい出して歌うことがで

きるようになってきた。そして、体全体でリズムを感じ取りながら表現できる生徒も多くなってきた。

授業への取り組みは大変意欲的であると言える。 
しかし「自分の耳に手をあてて、自分の声だけを聴いてつられないように歌っている生徒の姿」が

見られるのが気になっている。そして精いっぱい声は出してはいるものの、合唱としてのできがどう

だったのかを自分では判断できず、教師の反応を待つ生徒が多いという実態を感じるようになってき

た。「音楽的な感受」「表現の技能」にかかわる内容である。 
    生徒へのアンケートでは・・・、（男子１４人・女子１８人） 

『合唱しているときに、自

分の音程が正しいかどう

かわかりますか』 

わかる               24 人（うち男子９人） 
  隣の子の音程が正しいかどうかわかる        23 人 
  自分と同じパートの子の音程が正しいかどうかわかる 12 人 
  違うパートの子の音程が正しいかどうかわかる     7 人  

わからない             8 人（うち男子 6 人） 
  隣の子の音程が正しいかどうかわかる         7 人  

  自分と同じパートの子の音程が正しいかどうかわかる  0 人 
  違うパートの子の音程が正しいかどうかわかる     0 人 



『合唱しているときに、何

を聴きながら（何にあわせ

て）歌っていますか』 
 (複数回答あり) 

（自分の音程が正しいかどうかがわかり 

実際に正しく歌えている 20 人） 

自分の歌声                    3 人   
伴奏                      ２０人   
同じパートの子の歌声               8 人 
違うパートの子の歌声               3 人 
主旋律                      2 人 
何も聴いていない                 0 人 
指揮に合わせている                0 人 

 
（自分の音程が正しいかどうかがわかると答えている中で 

実際には正しく歌えていない生徒 4 人）

自分の歌声                    0 人   
伴奏                       3 人   
同じパートの子の歌声               3 人 
違うパートの子の歌声               2 人 
主旋律                      2 人 
何も聴いていない                 0 人 
指揮に合わせている                0 人 

 
（自分の音程が正しいかどうかがわからない 8 人） 

自分の歌声                    1 人   
伴奏                       4 人   
同じパートの子の歌声               7 人 
違うパートの子の歌声               １人 
主旋律                      １人 
何も聴いていない                 0 人 
指揮に合わせている                0 人 

     アンケートから、自分の歌声に自信をもてない状態で歌っている生徒がクラスの 4分の１もいるこ

とが分かり、驚いた。また、ほとんどの生徒が伴奏を聴いてのみ歌っていること、そして自分の歌声

に自信のもてない生徒は、音をつかむために自分のパートの歌声のみを聴いており、逆にほかのパー

トの歌声や主旋律を聴きながら歌っている生徒は非常に少ないという現状であることが明らかにな

った。 

     この要因は２つ考えられる。まず１つは、自分のパートの旋律が自信をもって歌えないために、ま

わりにいる同じパートの仲間の歌声を聴いて歌っているという技能的な問題である。結果的に「自分

のパートの歌声のみを聴いて歌う」ことになる。２つめは合唱の本質的な内容で感覚的な問題にもつ

ながるが、他の声部を聴いて歌う楽しみを感じることができていないということである。生徒が「合

唱のための部品」的な存在になっており、他の声部を聴きながら歌うと全体が響いて気持ちがいいと

いう心地よさ、そしてそれこそが合唱の喜びであるということについての指導が不十分であることを

示している。 



     前者は旋律としての自分のパートが（単独でも）技能的に表現できない状態も含むが、ふだんの学

習の様子や歌唱テストにおける状況から考えると、生徒の多くは「他のパートとの重なりの中で表現

すると」（つられたりして）うまく表現できない、という実態にある。これは後者の感覚的な問題も

大きくかかわることである。 

     「いくつかの旋律が重なり合って響くと気持ちがいい」「美しいハーモニーを感じながら合唱でき

ることは素晴らしい」と感じられる生徒を育てたい。そして、ただひたすらに合唱の一部にだけなり

きっているような表現でなく、他の声部の表現を感じ取りながら（聴きながら）自分の役割を踏まえ

た表現をさせたい。それができて初めて、一人一人にとっての真の合唱が成立するからである。 

     そんな姿を目指し、「旋律の重なりを感じながら表現できる力を身に付けること」（表現の技能）に

重点をおいた授業改善に取り組んだ。なおこの表現の技能は、「響きの美しさを感受すること」とも

大きくかかわる内容である。 

授業改善へ 
 
２ 分析に基づく授業改善 
（１）授業改善の方針 

学習指導要領に示されている表現の内容エ『声部の役割を感じ取り、全体の響きに気を付けて合唱や合奏

をすること』に関する実践を行う。 

そのねらいは、｢和声を含む音と音のかかわり合い｣を踏まえて、自分の声部と他の声部とのかかわり合い

や全体の響きを感じながら表現する能力を伸ばすことである。具体的には、声部の特徴と役割を感じ取らせ

ること、他の声部とのかかわりを感じ取らせること、そしてそれによって生まれる全体の響きを感じながら

自分の担当する声部を正しく表現する能力を育てることがねらいである。 

そのためには、まず自分の声部の役割を知り、役割を生かした効果的な表現をするための創意工夫が求め

られる。さらに全体の響きを感じて表現するために、自分が表現する音と他声部の音や全体の響きとのかか

わりを感じ取らせることが大切である。 

「声部の役割を感じ取る」ことは、生徒にとっては具体的に次のような言葉で表されると考える。 

・主旋律を受け持つ ・対旋律を受け持つ ・和音をつける ・リズムを刻む 

・低音で支える ・音響的効果を出す ・雰囲気をつくる ・旋律を飾る ・旋律をつなぐ  

・他の声部を助ける ・流れをつくる ・音楽を進める 

  実際の活動を通して、このような言葉を引き出しながら、声部の役割を感覚的・直感的に感じ取らせたい。

そして、常に音楽の流れの中で全体の響きを感じ取り、役割を果たすためにどう表現したらよいかに気付か

せ、工夫しながら表現活動に取り組むことを大切にしたいと考えた。 

 
（２）改善の具体的方途と実践 
 ①ハーモニー感を創ることと主旋律を全員が歌うことを位置付けた題材指導計画の工夫 

「声部の役割」を知り、「声部を生かした」表現につないでいくために、主旋律に親しむことや、副旋律

の動きに気付き、旋律と旋律のかかわり合いや旋律と一体になって響く和音や音楽の流れなどを感じ取らせ

る活動を大切にしたいと考えた。 

  『ハローハロー』では、根音の響きをもとに３度上や５度上、１オクターブ上の音を歌う活動を通して、

他声部と気持ちのよいハーモニーをつくる感覚を養うことにした。また、他声部を聴きながら歌うことの心

地よさと大切さにも気付かせたいと考えた。そこで手の動きで音の幅や音の高さの感じを表し、音程を感じ

させ、また根音や他の声部の音を聴くことができているかどうかを、ハンドサインで確認しながら進める活



動も取り入れた。 

  『あの鳥のように』では、後半の対位的な旋律の重なりの部分で主旋律と副旋律を意識させたいと考え、

互いの旋律を聴きながら自分のパートを歌うことを大切にした。曲の構成Ａ Ｂ ＣのＣ にあたる後半

の部分では、男声パートはＢを、女声パートはＡを歌うので、どちらのパートも互いの旋律を歌うことが

できる。そこで、男声は女声パートを、女声は男声パートを歌う活動を取り入れることにより、互いのパー

トの動きをより意識させることにした。   

「声部の役割」従前の題材指導計画  「声部の役割」改善した題材指導計画

教材曲：『あの鳥のように』 
『コーヒーはいかが』 
『こころあわせて』 
『ドナドナ』    

 教材曲：『ハローハロー』 
   『あの鳥のように』 
   『マイバラード』 

１時『あの鳥のように』 
 二つの旋律が組み合わさる面白さ

を感じながら合唱する 

 １時『ハローハロー』『あの鳥のように』

 主旋律の流れを感じながら、自分の

パートを正しく歌う 
２時『コーヒーはいかが』『こころあ

せて』 
 他パートを意識しながら、響きの

ある声で輪唱する 

 ２時『ハローハロー』『あの鳥のように』

 互いに歌声を聴き合いながら、主旋

律を生かした表現の仕方を工夫する 

３時『ドナドナ』 
 旋律の重なりの変化や気分の違い

を感じ取ることができる 

 ３時『マイバラード』 
 混声合唱の響きを感じ取り、歌詞の

内容や曲想から曲のイメージをもち、

主旋律を歌う 
４時『ドナドナ』 
 全体のバランスを考えた、気持ち

のこもった合唱をする 

 ４時『マイバラード』 
 曲の前半の自分のパートを正しい音

程とリズムで歌う 
  ５時『マイバラード』 

 主旋律を感じながら、自分のパート

を正しく歌う 
 ６時『マイバラード』 

 全体の響きを感じながら、表現を工

夫して三部合唱する 

 『マイバラード』は、斉唱→混声二部合唱→混声三部合唱と旋律の重なり方が変化するので、それを感じな

がら表現させたい。また、旋律が和声的に重なり合う曲なので、各声部が全体の響きとどのようにかかわっ

ているかを感じ取らせたいと考えた。 

そのために、次のような手だてを用いた。 

① ある声部を抜いて表現し、響きの変化を感じ取らせる。 

② 声部を１つずつ重ねていき、次第に豊かな響きへと変化していくことを感じ取らせる。 

③ 全員で主旋律を歌うことで、響きの違いや声部の役割を感じ取らせる。 

  次は、これらの活動によって声部の役割を理解するだけでなく、声部に適した音色の工夫や、小アンサン

ブルへの活動にもつながりをもたせていきたいと考えている。    



② 自分の旋律を音の重なりの中で表現できるようにする学習形態の工夫（教材曲：『マイバラード』） 
【全体パート練習の設定】 
  音程を取るためのパート練習というと、これまでは範唱 CD や音源に合わせてリーダーを中心に、それぞ

れのパートだけで何度もくり返し歌う活動を行ってきた。これは結果的には「他のパートの音程をできるだ

け聴かないように」自分たちのパートだけを覚える活動になってしまっていた。そこで今回は、自分のパー

トが全体の響きとどうかかわっているかを感じながら歌っていけるように、また、自分の力に合わせて練習

できるように、ペアで動く全体同時パート練習を行うことにした。 
  『主旋律を聴きながら、音の支えがなくても、自分のパートを正しい音程とリズムで歌うことができるよ

うにしよう』の目標のもと、音の支えがなくても正しい音程で自信をもって歌えるようにするためのペア練

習を設定した。 

 
  音楽室内の３ヶ所からそれぞれのパートの音取り係によるキーボードの旋律が流れ、中央からは主旋律テ

ープが流れる中、ペアで自分の力に応じた場所を考えながら動いて練習するという「全体同時パート練習」

である。 
  生徒は自分の実態に応じて、自分のパートコーナーから、中央にある主旋律テープや他のパートコーナー

の音源に向かって移動する。音程にあいまいな部分があれば、自分たちの音源にもう一度近付けばよいし、

自信をもって歌えてきたら、主旋律テープや他パートの音源に近づくという、自分たちの力に合わせた主体

的な活動にした。 
【全体パート練習のステップ】 
  全体パート練習について次の３つのステップを考えた。そして用意した主旋律テープの内容にも３つの段

階を設けた。主旋律テープはだんだん伴奏の音量を落としていき、最終的には伴奏なしの主旋律の歌声のみ

とした。伴奏に合わせて自分の歌声だけ聴いて歌えるようにするのではなく、他パートの歌声を聴いてハー

モニーを感じながら歌えるようになることを目指した。 
◎全体パート練習のステップ 
ステップ１：各パートコーナーでキーボードに合わせ、ペアで音程やリズムを聴き合う 

ステップ２：音の支えから離れ、主旋律テープの場所へ近づいていく（ペアで位置を考えながら）

ステップ３：主旋律テープに合わせながら、他パートの音に近づいて合わせて歌う。 

 ※主旋律テープ（音楽室中央に置く） 

 第１段階 主旋律＋伴奏 

アルト 

キーボード 

主旋律

テープ 

ソプラノ 

キーボード 

男声 

キーボード 



 第２段階 主旋律＋小さな音の伴奏 

 第３段階 主旋律のみ 
  各パートの音が重なり合う中で、他パートの音を感じながら音を取っていくということは、「耳を開いて」

歌うことである。音程感を感じ取ったり、主旋律を聴いて自分のパートの出だしを明確にしたり、主旋律と

自分の旋律のかかわりを感じ取ったりしながら歌える姿である。『マイバラード』においては全パートのリ

ズムは同じであるので、特にハーモニーを感じながら歌える姿を目指した。 
③ 声部の役割についての理解の充実を図る楽譜や掲示物の工夫 
生徒が自分の声部の役割、そして他の声部とのかかわり方を感覚的に理解しやすい楽譜を工夫した。 
まず主旋律の部分を赤色でマークすることに統一した。これは、どの曲においても同じようにしており、

また、各自の楽譜への書き込み、掲示用の拡大楽譜ともすべて同じである。また他のパートは旋律の動きが

わかるように色分けし、太いマーカーで音符をなぞってある。 
これによって、合唱曲によく見られる「主旋律の受け渡し」を確実につかむことができるとともに、自分

が担当しているパートと主旋律とのかかわりを感じながら表現に取り組む姿を目指した。さらに音の動く方

向（音高）までもが視覚的に理解できることから、この楽譜を見ながら歌ったり範唱 CD を聴いたりするこ

とにより、重なりの中で表現できるようにするための大切な感覚的な（視覚）支えになると考えた。 
 
３ 授業改善後の成果 

単なるパート練習ではなく、「３声の響き＋伴奏」という響きの中で、自分の担当するパートの旋律が正

しく表現できるようにするための練習の有効性を実感した。「指揮者」や「聴き役」のみが合唱を聴くこと

ができる、あるいは「録音の中にのみ合唱がある」としたら、一人一人は何を学んでいるのかということに

なる。 
最初、自分のパートのメロディーが流れる場所にいた生徒たちが、自分の力を試しながら音楽室内を少し

ずつ移動し始めた。その動きを見ていると、全体的に自分のパートから離れたりまた戻ったりしながら、少

しずつ主旋律の方に近付いていくのが分かった。中には他パートのメロディーが流れるコーナーに行って自

分の「重なりを感じながら正しく表現できる力」を試そうとする姿も見られた。また自分のパートからあま

り離れられないが、体の向きがキーボードから主旋律ＣＤへ変わっていった生徒もいた。 
意識がこれまで、どちらかと言えば自分のパートに向きがちであったのが、この学習によって「他パート

との重なりを感じる、味わう、楽しむ」方向に向き始めたように感じている。 
そして、技能的な難しさの伴う「重なりを感じながら自分のパートを表現する」力を付けていくために考

えた今回の全体パート練習の工夫は、生徒にとっても教師にとっても大きなメリットが感じられた。 
生徒は、自分の能力に応じたポジションを自分で選びながら学習できることによって、どのレベルにあっ

ても自分に合った学習が進めることができていた。自分のパートの音にかじりつくレベルから、主旋律でも

ない他のパートのコーナーへ行って、主旋律を支える側の旋律の重なりや響きを楽しむレベルまでに対応で

きるわけである。 
また指導者サイドで考えると、一人一人の生徒のポジションを見ればほぼその生徒の状況が把握できるこ

とから、的確な指導援助ができるというよさがある。 
授業後の感想には、次のような内容が見られた。 

  主旋律と自分のパートとのかかわりについて 
○ 主旋律は、作曲者が一番聴いてほしいところ。一番盛り上がりがあるところでもある。だから、

主旋律を大きく歌い、その後ろからたくさんのハーモニーが加わると、思いが伝わる気がした。 
○ 主旋律を意識していたら、曲の流れがよくわかるようになった。 



○ 主旋律をよく聴くことによって全体の声がそろってくると思う。そして、全体のバランスもよく

なってくると思った。 
○ 主旋律は曲の中心なので、しっかりと歌うと曲全体にまとまりができてくると思った。 
○ 主旋律は曲の中心となる声だから、ハーモニーができているかどうかが分かるし、自分も音程が

つかみやすい。 
○ その曲の主旋律を知っていると、他のパートも歌いやすいと感じた。 
互いの旋律の重なりを感じて表現することについて 
○ 他のパートの歌声を感じて歌うことは、一体化して歌えていることだと思った。他のパートとひ

とつになって、よりよいハーモニーが出せていたと思った。 
○ 他パートの声を聴いて歌うと、相手に合わせようと考えることができる。歌い方がそろってきた

ように感じた。 
○ 他のパートの歌声を聞きながら、声の重なりを感じることができた。他の音を聴きながらつられ

ないようと意識できた。 
○ 自分のパートの音ばっかり気にして歌っているときに比べると、他パートが入って、「今、ハー

モニーができている。」という感じで楽しむことができる。それから、自分の声の強弱や歌い方の

調整もできると感じた。 

 全体パート練習に入る前の段階で、全員で主旋律を歌うことを位置付けたり、自分の楽譜にマークした主

旋律や掲示した拡大楽譜によって視覚的かつ知的に声部の役割を意識付けたりしたことにより、これらの感

想の中には声部の役割や重なり、かかわりに関する言葉がとても多く見受けられる。これが全体パート練習

の中における、重なりの中で表現するという意識に結び付いたと考える。 
本実践を通して、合唱を構成しているそれぞれのパートがどのような動きをしているのか、主旋律の分担

と受け渡しがどのようになっていて、他のパートは主旋律とどのようなかかわり方をしているのか、そうい

った内容を発達段階に応じて知的に、感覚的に理解させることは、やはり重要なことであると感じた。本題

材の中で行ったように、知的な面から理解したことを、演奏することによって感覚的な理解へとつなげてい

くことも必要である。 
 


