
芸術科（音楽Ⅰ） 実践事例

１ 題材名 器楽アンサンブルを楽しもう

・教材（器楽） 「かごめかごめ」 （わらべうた 中西 覚編曲）

「シシリアーノ」 （シシリー民謡 パーク編曲）

「グリーンスリーヴス」 （イングランド民謡 ドルメッチ編曲）

２ 題材の目標

・器楽によるアンサンブルに関心をもち、意欲的に表現活動に取り組み、その喜びを味わう。

・アンサンブルの全体の調和を感じ取り、楽曲のイメージに合った表現を工夫する。

・アンサンブル全体として調和の取れた表現をする技能を身に付ける。

３ 題材の評価規準

観点１ 観点２ 観点３

関心・意欲・態度 芸術的な感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

内 （器楽） （器楽） （器楽）

、容ご いろいろな楽器の特質や奏 音楽の諸要素を知覚し、それ 楽曲から感じ取ったイメージを

のと 法、視奏、曲の構成及び曲想 らが生み出す曲想や美しさを 創造的に器楽表現するための技

まの に関心をもち､意欲的・主体 感じ取って、器楽表現を工夫 能を身に付けている。

と評 的に器楽表現をし、その喜び している。

ま価 を味わおうとする。

り規

準

題 アンサンブル全体としての調 違った旋律が重なり合うこと 互いの旋律を聴き合い、かかわ

材 和に関心をもち、主体的に演 によって生まれる味わいや美 り合いを感じ取りながら、調和

の 奏に取り組む中で表現する喜 しさを感じ取り、気持ちをそ のとれたアンサンブル表現をす

。評 びを味わおうとする。 ろえた表現を工夫している。 るための技能を身に付けている

価

規

準

学 ①いろいろな形態によるアン ①フレーズのまとまりと変化 ①互いの音を聴き合い、テンポ

習具 サンブル表現に触れること を生かした表現を工夫して をそろえて表現する技能を身

活体 により、全体の調和に関心 いる。 に付けている。

動の をもち、表現する喜びを味 ②声部の役割を考え、主旋律 ②基調となる音を感じ、音程を

に評 わっている。 を浮き立たせる演奏ができ そろえて表現する技能を身に

お価 ②曲のイメージを互いに統一 るようバランスを工夫して 付けている。

け規 しながらアンサンブルを創 いる。 ③互いの旋律を聴き、声部のか

る準 り上げる喜びを感じて学習 かわり合いを感じながら、気

に取り組んでいる。 持ちをそろえてアンサンブル

表現をする技能を身に付けて

いる。



４ 題材指導計画（８時間）

時 ねらい・学習活動 評価規準と評価方法 指導・援助

１ ○様々なアンサンブルのよさを感じ取

るとともに、アンサンブルに必要な

諸要素を感じ取る。 ・身近なアンサンブ

「 、・ かえるのうた」を始めとした、 ルを楽しみながら

旋律の重なり方に特徴のある楽曲 「指揮者」を置か

、を表現する。 ないことによって

・歌唱や器楽、規模も少人数から大 気持ちをそろえる

人数までの、さまざまなアンサン ことの重要性に気

ブルによる演奏を鑑賞する。 付くことができる

・室内楽の演奏から 「合わせる」 ようにする。、

ことの難しさと重要性を感じ取 ・ 目」と「息」が感「

る。 じられる演奏を用

・ 打楽器のためのアンサンブル」 ○観点１－① 観察、学習プリ 意する。「

を気持ちをそろえて演奏する。 ント ・手拍子で

２ ○アンサンブル表現に当たって、テン ・指揮者の存在につ

ポをそろえて演奏することの重要性 いて考えさせる。

を感じ取り、気持ちをそろえて演奏 正確なテンポを

できる力を身に付ける。 刻むだけのため

・ かごめかごめ」をリコーダーで なら不要「

演奏する。

Ｓ＋ＡⅡの二重奏がどちらのパー ・ＡⅡを土台とした

トでも表現できるようにする。 ような意識で。

ＡⅠパートを加え、３声を合わせ ○観点３－① 観察～練習、発 ・メトロノームで合

て演奏できるようにする。 表の様子 わせることで本質

に迫る。

３ ○チューニングによって音を合わせる

ことの重要性を感じ取り、互いの音

本 を聴き合って合わせることができる

時 ようにする。

・ピッチの違うリコーダーを使って ・演奏テクニックの

簡単なアンサンブルをする。 基盤になるもので

・オーケストラやヴァイオリン演奏 あることの意識付

会の冒頭でチューニングをしてい けをする。

る場面の映像を見て、音をそろえ ・ピアノの調律など

ることの重要性を考える。 の様子も例に挙げ

・チューナーの利用の仕方を知る。 る。

・ シシリアーノ」の主旋律を音程 ○観点３－② 観察～練習、発 ・作音楽器としての「

をそろえて演奏できるように練習 表の様子 リコーダーを意識

する。 付ける。



・最後の部分にＡを加え、ＳⅠが伸 →チューナーで合

ばしているラの音に調和させて演 わせてもあとは

奏する意識をもつことの重要性を 人間の感覚によ

確かめる。 ることに気付く

ようにする。

４ ○フレーズのまとまりと音の重なりの ・３つの部分の旋律

変化を感じながら、それを生かした のかかわり合いに

表現を工夫した演奏ができるように 違いがある曲であ

する。 ることを、楽譜か

・ シシリアーノ」の主旋律を演奏 らとらえられるよ「

する。 うにする。

中間部のシンコペーション、後 ○観点２－① 観察、学習プリ →その特徴を生かし

半の１拍目の休符の効果を感じ ント た表現をすること

取りながら演奏できるようにす によって美しさが

る。 醸し出される。

・ＳⅡパートが演奏できるメンバー ・同じフレーズの取

はそちらを演奏し、二重奏を楽し り方で演奏するこ

む。 との大切さを確認

する。

・Ａパートを加え、違った重なり方 ・Ｓの旋律に調和さ

によるアンサンブルの楽しさを感 せる意識を大切に

じ取る。 する。

５ ○声部の役割を考え、主旋律を浮き立

たせる演奏ができるよう、バランス

を工夫した演奏ができるようにす

る。

・３声による「シシリアーノ」の演

奏が、なめらかにできるように練

習する。

・３つのパートの演奏人数をいろい ○観点２－② 観察～練習の様 ・主旋律を浮き立た

ろ変化させ、それぞれの違いを感 子、発言内容 せるにあたっての

じ取る。 バランスについて

。同人数／ＳⅠを多く／ＳⅡを多 考えるようにする

く／Ａを多く など ・バス音（Ａ）の重

。・３人によるアンサンブル（各パー 要性を意識付ける

ト１人）の表現を追求する。

音程に気を付けながら、互いに

バランスを聴き合い、音量を調

整して演奏する。

６ ○曲のイメージを互いに統一しながら ○観点１－② 観察～話し合い ・第２時～第５時に

・ アンサンブルを創り上げる喜びを感 や練習の様子 学習した内容を踏

７ じて演奏できるようにする。 まえ、自分たちで

○互いの旋律を聴き、声部のかかわり ○観点３－③ 観察～演奏の内 アンサンブルを創



合いを感じながら、気持ちをそろえ 容 り上げること、イ

てアンサンブル表現ができるように メージを演奏メン

する。 バーで共有すると

・ グリーンスリーヴス」の演奏を ともに、グループ「

鑑賞する。 ごとに違った味わ

・グループで楽器・パートを分担 いの感じられる演

し、これまで学んだことを生かし 奏を求めたいこと

ながら、アンサンブル表現できる を語る。

ように練習する。

８ ○アンサンブルの発表会を行い、互い

の演奏のよさを感じ取るとともに、 ・全体や部分につい

まとめの演奏をする。 て、メンバーで統

・グループごとに練習の成果を発表 ○観点３－③ 観察～発表して 一したイメージを

。する。 いる演奏の様子 発表して演奏する

・曲のイメージ アンサンブル能力 ・表現の味わいの違、 、

演奏の工夫について、感じたこと いに目を向けさせ

を交流し合う。 るようにする。

・学んできたアンサンブルに必要な

力について確かめた上で、全員で

まとめの演奏を楽しむ。

５ 本時のねらい

・美しいアンサンブル表現をするためには、基となる音を確実に合わせる必要があることを感じ取ると

ともに、息をコントロールしながら音程を合わせてアンサンブル表現することができる。

６ 本時の評価規準と評価方法

・基調となる音を感じ、音程をそろえて表現する技能を身に付けている。

７ 本時の展開（３／８時間）

学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

導 １．これまでの学習の中で録音した表 ・かなり違っている

入 現の中から、音程がうまくそろっ ときの汚さ、微妙

ていないものと、そろっているも にずれているとき

のとを聴き比べ 感想を交流する の透明感の違いを、 。

ソプラノリコーダーで簡単な２ 感じ取れるように

重奏を提示し、確認する。 する。

展 ２．オーケストラとヴァイオリン演奏 ・オーボエやピアノ

開 会冒頭のチューニングの様子を映 のＡを基準に合わ

像で確かめる。 せていることと、



・どんな楽器のどんな音に合わせ 心の集中にもつな

ているのか、その意味、醸し出 がっていることが

されている雰囲気の３つの視点 理解できるように

から、重要性を感じ取る。 する （ピアノ調律。

も）

３．チューナーを利用して音を合わせ ・息の力によって音

る方法を知る。 程が変化すること

・楽器のくせや室温・湿度等にも を実感としてとら

関係することを知る。 えさせておく。

４ 「シシリアーノ」の主旋律をペア 観点３－② 演奏の様子の観 ・ 作音楽器」である． 「

で合わせる練習をする。 基調となる音 察 リコーダーについ

・息の強さによる音程の変化を踏 を感じ、音程 伸ばす音を互い て考える。→チュ

まえて、２人で音程をそろえる をそろえて表 に聴き合い、音 ーナーでそろえて

力が必要であることを確認して 現する技能を 程を合わせるこ も、あとは人間の

から練習に入る。 身に付けてい とができている 感覚によることに

。・伸ばす音を中心にして、音程を る。 か。 気付くようにする

そろえることを重点にした練習

を進める。

ま ５．最後の部分にのみＡＲの旋律を加 ・曲を演奏する中で

と え、全員で演奏する。 大切にしなければ

め ・先に出ているラの音に調和させ ならないポイント

てＡＲが演奏することの重要性 として押さえる。

を感じ取る。

■本事例について
・器楽に限らず、すべてのアンサンブル表現に取り組む上での基本となる内容を、確実に順を追って学

び、その中で評価規準の４つの観点を確実に身に付けることを考えて題材を設定した。

・アンサンブルの楽しさを、視聴覚教材も活用しながら学ぶ第１時で、いかに生徒の気持ちを引きつけ

るか、興味・関心を喚起するかが、本題材全体にわたる学習意欲と力の定着に強く関係してくる。特

に映像資料の選択と鑑賞のさせ方について、十分に吟味したい。

・テンポをそろえること、音程をそろえることについて、その重要度を生徒は何となく分かっている。

しかし、その音楽的な意味付けや感覚的な裏付けがあって、はじめてアンサンブルのよさに主体的に

迫ろうとする生徒の育成につながる。第２時、第３時では、それを十分に踏まえた指導展開をするこ

とが重要である。

・フレーズの感じ方や全体の調和については、第３時までの学習を踏まえた上で一人一人の感じ方が表

出できるようにしたい。そのためには最初から「工夫しよう」ではなく、どんな工夫があり、それに

よってどんな効果が生み出されるかについて、知的・感覚的に理解させることが重要である。それが

土台となって、一人一人の創造性の高まりへとつながっていく。観点２に重点をおいた第４時、第５

時ではそういった視点からの工夫をしたい。

・第５時までの学習内容を総括する形で、グループアンサンブルに取り組む。そこでは技能面・感覚面

の力を十分に駆使し、自分たちの表現を創り上げること、それによって質の高いアンサンブルを表現

することについて確実に見届けることが必要である。



・題材の締めくくりは、互いのグループが取り組んできた成果の発表が、表現の多様性という魅力を感

じさせるものにしたい。そのためには第６時、第７時における専門的指導が重要になってくる。


