
芸術科（音楽Ⅱ） 実践事例

１ 題材名 和声の響きと味わいの変化

・教材名 「赤とんぼ」 三木露風 作詞 山田耕筰 作曲

２ 題材の目標

いろいろなコードの響きや音色の違いを感じながら、自分のイメージに合った和音伴奏を創作し、弾

き語りすることができる。

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 （歌唱・器楽） （歌唱・器楽） （歌唱・器楽）

容ご 曲種に応じた発声、伴奏、歌 音楽の諸要素を知覚し、それら 楽曲から感じ取ったイメージを

のと 詞及び曲想に関心をもち、意 が生み出す曲想や美しさを感じ 創造的に弾き語りで表現をする

まの 欲的、主体的に表現し、その 取って、弾き語りを工夫してい ための技能を身に付けている。

と評 喜びを味わおうとする。 る。

ま価

り規

準

題 コードの響きや音色に関心を 同じ楽曲でも、伴奏として使う 自己のイメージをもとに和音を

材評 もち、意欲的、主体的に弾き コードを変えるだけで味わいが 選択し、弾き語りで表現をする

の価 語り表現をし、その喜びを味 大きく変化することを感じ取っ ための技能を身に付けている。

規 わおうとする。 て、自分なりの表現を工夫して

準 いる。

①アレンジによって一つの曲 ①コードの構成を理解するとと ①歌詞と旋律のかかわりを生か

学 からさまざまな味わいが生 もに、響きの違いを感じなが して表現する技能を身に付け

習具 まれることに関心をもって ら伴奏を工夫している。 ている。

活体 学習している。 ②学習したコードを使って（第

動の ②いろいろなコードを使った ７時：自分のイメージに合っ

に評 演奏の味わいの違いを感じ たコードを選択して 、伴奏）

お価 取ることに意欲的である。 を創作する技能を身に付けて

け規 いる。

る準 ③選んだコードの響きを感じな

がら、歌唱と伴奏を調和させ



て弾き語りをする技能を身に

付けている。

４ 題材指導計画

時 ねらい・学習活動 評価規準と評価方法 指導・援助

○教師による「赤とんぼ」のいろ ○観点１－① 意見の内容 ・コードや伴奏形をアレンジ

いろな弾き語りを聴いてアレン 観察 した弾き語りを何種類か演

ジに関心をもち、その方法や表 奏し、雰囲気の違いに気付

１ 現の仕方について考える。 くようにする。

・それぞれの表現から受けるイメ 今後学習するコードを

ージや思いを交流し合う。 織り交ぜて演奏する。

・歌い方やコードの工夫によって ・自分で伴奏づくりをする学

一つの曲でも多様な表現の創造 習の見通しがもてるように

が可能になることを感じ取る。 する。

○「赤とんぼ」の歌詞の内容に関 ○観点３－① 観察 ・歌詞について調べてきた内

心をもち、作詞者の思いや曲の 容を交流しながら、楽曲に

背景を理解して、表現できるよ 対するイメージと自分なり

２ うにする。 の思いをもつことを大切に

・ 負われて」や「姐や」の意味、 する。「

露風の生い立ちを踏まえ、歌詞 それが伴奏づくりの基盤

に込められた思いと自分のイメ となることを、前時と結

ージを大切にして表現する。 び付けながら理解できる

ようにする。

○ステップ１～６のそれぞれのコ ○観点２－① 観察及び個人 ・原曲の変ホ長調からハ長調

ードの響きと味わいを感じ取り ○観点３－② 指導 に移調して、コードの構成、

伴奏を付ける。 プリント を理解しやすくする。

３ ・各コードの和音構成と響き

～ ステップ１：メイジャーのコード やその効果を確かめながら

６ のみを使う。 理解し、ステップに従って

ステップ２：メイジャーとマイナ 学習を積み重ねることによ

ーのコードを使う。 って、自分の伴奏づくりの

ステップ３：セブンスコードを加 イメージをふくらませる。

える。 ・転回形も意識しながら、無

ステップ４：オーギュメントコー 駄のない動きで流れのある

ドを加える 伴奏をするよう、一人一人

ステップ５：ディミニッシュコー の実態に応じて助言する。



ドを加える。

ステップ６：イ短調から始めたコ

ードを使う。

・各コードの和音の構成を理解し

響きの違いを感じながら伴奏で

きるようにする。

○自分のイメージに合ったコード ○観点３－② 観察及び個人 ・４番までそれぞれの歌詞の

を選び、伴奏づくりをする。 指導 イメージに合ったコードを

・前時までに学んだコードの学習 使い分けて伴奏が完成でき

７ 内容を確かめながら取り組む。 るようにする。

・コード進行を工夫することによ ・ピアノ初心者の生徒は伴奏

って、自分の表現しようとする を和音のみとし、レベルに

イメージに近づける。 応じて無理のないよう伴奏

形が工夫できるように配慮

する。

○自分の創作した伴奏の響きを感 ○観点３－③ 観察及び個人 ・バランスや細かなニュアン

じながら、歌唱表現できるよう 指導 スなど、歌唱と伴奏の調和

にする。 が取れた演奏になるよう繰

８ ・歌唱と伴奏を調和させて演奏で り返し練習する。

きるよう練習する。 ・それぞれのコードの響きを

・楽曲が生み出す曲想を感じなが 感じながらを練習し、自分

ら、第１時の学習をもとに歌い のイメージに合った歌い方

方も工夫させ、弾き語りを完成 を考えるようにする。

する。

○互いに弾き語りを発表しあい、 ○観点１－② 発表・観察 ・曲に対する自分のイメージ

それぞれのよさを交流する。 と工夫した点を述べてから

・楽曲の美しさを感じながら自分 発表する。

９ の工夫した表現が仲間に伝わる ・使われているコードの違い

ように演奏する。 による味わいの変化を確か

・互いの表現を聴いて感じたよさ めあう。

を交流し、高まりを認め合うと

ともに、いろいろなコードを使

った伴奏による表現の味わいを

感じ取る。

５ 本時のねらい

ディミニッシュコードがもつ独特な響きや、和音の構成を理解し、経過和音として使用するとコード



進行が滑らかになることを生かして伴奏を創作することができる。

６ 本時の評価規準と評価方法

ディミニッシュコードを使って伴奏を創作する技能を身に付けている （ステップ５）。

７ 本時の展開

学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

導 １ 「赤とんぼ」を斉唱する。．

入

２．ステップ１から４で学習した ・それぞれのコードの響きの

各コードの特徴や違いを確認 違いを確かめながら演奏す

し、弾き語りで演奏する。 る。

展 ３．ディミニッシュコードの和音 ・プリントで和音の構成を確

開 について理解する。 認するとともに、鍵盤上で

楽譜の上で 一つ一つの音の関係を確か

鍵盤で音を確かめて める。

４．ディミニッシュコードのもつ ・特に主要三和音の中に入れ

響きの特徴を感じ取り、各自 た場合の効果について感じ

の音のイメージを交流し合う たことを交流し合う。。

５．ディミニッシュコードの響き ○観点３－② 観察及びプリ ・響きの違いを比較しやすく

を意識しながら、伴奏型をつ ディミニッシュ ント するためにＦとFdim、Dmと

くって表現する。 コードを使って Ddimの和音を示して、その

ま 伴奏を創作する 感じの違いに気付くように

と ６．全員で表現し、ディミニッシ 技能を身に付け する。

め ュコードを用いることによっ ている。

。て生まれる効果を確かめ合う

■本事例について

・本題材は、伴奏に用いる和音によって、一つの曲からさまざまな味わいの表現を創造することが可能

であることを感じさせること、そしてその学習を踏まえて、自分が感じ取った曲のイメージに合った

伴奏を創作する技能を身に付けることをねらって設定した題材である。

・同じ曲でも演奏家や使用する楽器が異なれば全く違う表現が生まれる。さらに違うコードや違う歌い

方をすればさらに表現方法が広がる。常に様々な表現方法があり、また人それぞれ、音楽に対する感

じ方や好みも違う。固定観念を捨てて、自由な発想で表現できるような雰囲気になるよう、常に心掛



けられている。

・自分なりの伴奏を創作する土台となる力を身に付けるため、まずコードについて段階的に学ぶ学習が

位置付けられている。主要三和音からオーギュメント、ディミニッシュコードなどの音の構成や響き

の違いを感じ取り、その和音を使って伴奏することによって醸し出される楽曲の雰囲気を感じ取るこ

とが大切にされている。

・学習は、①各コードがもつ響きや音色の違いを感じる。②和音の構成を理解する。③使用するコード

や歌い方によって曲の雰囲気が変わることに気付く。④楽曲に合った効果的なコードを選択し、伴奏

を創作する。⑤オリジナル伴奏で弾き語りをする という流れで構成されている。なおコードの構成

や種類を理解するために音楽理論の学習プリントを活用する授業が多く見られるが、本題材では、理

解した内容と感じ取った味わいとを生かし、実際に自分のイメージに合った伴奏の創作に結び付けて

いるところに意味がある。

・生徒のほとんどがピアノ初心者であり、伴奏を創作しての弾き語りは無謀な取り組みのようにも感じ

られたが、生徒はコードをもっと知りたい、もっと響きを聴きたい、もっと弾きたいといった気持ち

が高まり、無意識のうちに鍵盤に向かい、ピアノの演奏技術をも向上させていった。

※この授業の実施にあたっては、教師自身が専門家からの研修を受けている。著作権上の問題があるの

でここで示すことはできないが 「赤とんぼ」の、オーギュメントやディミニッシュコードを含めた、

多彩な和声進行による表現が授業の中で披露されており、それが生徒の学習への意欲を大いに高めて

いる。教師が常に自らを磨き、専門性を高める姿勢を大切にし続けたい。

～生徒の意見のまとめコードの音色とその効果

使用コード 音色のイメージと効果 （感じたことを書く）

メイジャーを 明るい、楽しそう。さーっと旋律が流れていくような感じ。前向

使った伴奏 き。軽い感じ。ふくらみがあるイメージ。明るい感じで夕焼けを

見ているような感じ。横に広がる感じ。あっさり素直な感じ。濁

りがない。優しい響き。柔らかいイメージ。 夕焼けや赤とんぼ

といったきれいな情景が思い浮かべられる。

メイジャーと 暗い。悲しそう。感情が込められるような感じ。切ない。怪しい

マイナーを 感じ。暗い気持ちで夕焼けを見ている感じ。メイジャーとマイナ

使った伴奏 ーを併せて使うと、物語があるように感じる。哀愁感が出てくる

重い感じ。日が暮れて冷たい感じが出る。

セブンスを より広く遠くへ響く。物語が展開していくように感じる。音域が

加えた伴奏 広がるような感じ。次の音に落着いて入れるような感じ。マイナ

ーコードとは違った深みがあるコード。使う場所によって明るく

なったり次のコードに進むのに落着いた感じになったりする。き

れいに水が流れていくようにコード進行が滑らかになる。ガラッ

と空気を変えて盛り上げたいときに使うと効果がある。



オーギュメント 明るい響きで音域が広がった。音のつながりが滑らかになった。

を加えた伴奏 第五音が明るくなったような気がするが和音の響きは寂しげに聞

こえる。これから何かが起きそうな不思議な音。使用するとアク

セントとなり深みが出る。夕焼けの赤というよりオレンジっぽい

色が想像でき、だんだん状況が変化していくような効果がある。

盛り上げるのによい音色。一つの和音としては不安定な音色だが

経過和音としてなら効果があるように思う。

ディミニッシュ 音の幅が狭くなり、窮屈になった響きだが、経過和音として使わ

を加えた伴奏 れると響きが安定する。音の流れに深みが出る。音が流れるよう

につながり、背後にある風景が一層広がりを持つように感じる。

不思議な響きだが、落ち着いた効果が出る。悲壮感が出る。

イ短調から Ｃメイジャーで始めた演奏より、雰囲気が暗いスタートとなり重

始めた伴奏 たいイメージとなった。懐かしんだり、寂しく悲しい歌詞なので

イ短調が合う。イ短調から始まる事はなかなか想像しにくかった

が意外に合うのでびっくりした。


