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事例 小学校 音楽科 第６学年「重なり合う音の美しさを味わおう」

「音の重なりや響きを感じ取りながら表現できるための授業改テーマ

善」

授業改 ・鑑賞が表現活動に生きる指導計画の工夫

善のポ ・確かな技能を身に付ける学習過程の工夫

イント

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） 題材「ふしの重なり合いを味わおう」】

ア 音楽への関心 イ 音楽的な感受 ウ 表現の技能 エ 鑑賞の能力

・意欲・態度 や表現の工夫

評 歌声や楽器の音が 旋律が重なり合う 重なり合う旋律を 歌声や楽器の音が

価 重なり合う響きを 響きを感じ取って 感じ取って、表情 重なり合う響きを、

規 味わって、表情豊 美しく響き合う合 豊かに歌ったり楽 感じ取りながら聴

準 かに表現しようと 唱や合奏を工夫し 器を演奏したりす き取っている。

している。 ている。 る力を身に付けて

いる。

【

把握方法】

１学期に扱った題材「ふしの重なり合いを味わおう」における児童の様子及び学習

プリントに記載された内容を中心に、本題材の評価の観点にかかわる音の響きの面から

児童の状況を把握した。

学習状況の結果と分析 内は本題材学習プリントより児童の記述を抜粋

【結果】

ア 音楽への関心・意欲・態度

○田舎ののんびりした様子を頭に思い浮かべながら歌えた。

○伴奏のリズミカルなテンポに合わせて、リズムに乗って楽しくできた。リコーダ

ーでⅠとⅡを合わせて演奏すると、一つずつ演奏するよりきれい。

「おぼろ月夜」では、歌詞に描かれている情景を思い浮かべて、楽しみながら歌うこ

とができた。また 「ラバースコンチェルト」では、主旋律と副旋律の重なりの美しさ、

を感じながら、意欲的に演奏した。また、ペア練習では、決まった相手だけでなく、自

分から進んで他の児童ともペアを組み、より美しい響きを求めて進んで演奏していた。
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イ○鉄琴の高い音と鍵盤の低い音がよく合っていた。

○それぞれのパートの役割に合うように相談して楽器を選ぶことができた。

音楽的な感受や表現の工夫

「ラバースコンチェルト」では、グループの中で４つのパートに分かれて、合奏を

行った。リコーダー、鍵盤ハーモニカ、木琴、鉄琴、電子オルガン等の楽器の音色や響

きを聴き、主旋律、副旋律、和音、低音といったそれぞれのパートの旋律の特徴や、曲

に対する児童のイメージをどう表現するかについて考え、楽器の組み合わせを工夫し重

なり合いを感じ取った。

ウ 表現の技能

○何度も繰り返して練習したので、主旋律の自分のパートが失敗せずに吹けた。

○きれいな音をだせて、とてもいい演奏になった。和音の柔らかい音と旋律のきれい

な音を混ぜ合わせてひけたのでよかった。

○副旋律は主旋律につられてしまう。つられないように歌いたい。

「ラバースコンチェルト」では、各パートの旋律の特徴や役割を理解した。そしてそ

れぞれのパートにふさわしい楽器を、ふさわしい音量で演奏できた。また 「おぼろ月、

夜」では、主旋律がよくきこえるように、副旋律は少し小さな声で歌おうとしていた。

エ 鑑賞の能力

○楽器の組み合わせを変えると、同じ曲でも違った感じがする。

○主旋律と副旋律の両方をリコーダーにすると、混ざり合った感じが増してきれいだ

った。

「ラバースコンチェルト」では、 ー の編曲シュミレーションを使用し、４CD ROM
つのパートを演奏する楽器の組み合わせを様々に変えることによって、曲の印象が変わ

ることを確かめ、実際に児童が合奏するときに役立てていた。

【分析】

以上の学習状況を見ると、リコーダーなどの器楽に関しては、音楽科の４つの観点と

。 、 。も１学期の状況としては満足できる しかし 合唱に関しては十分であるとは言えない

「おぼろ月夜」の二部合唱では、他のパートにつられないように自分のパートを大きな

声で歌ったり、音程がとれていなくて声部がなくなってしまう姿も多く見られた。自分

のパートを大きな声で歌うという姿から、合唱は“声部が重なり合うことでできている

”という、合唱の構造が理解できず、合唱でありながら自分の歌う旋律のみに意識が向

いているのではないかと考えた。そして、互いの声部を聴き合い、声を混ぜ合わせるよ

うに歌う力が十分に身に付いていないのではないかということも分かってきた。また、

合唱をするときには自然で無理のない柔らかい声で歌わないと、合唱としてうまく調和

できないが、以下のような児童がいることからも、音色がそろわず合唱が響かない原因

が分かった。

・地声のままで歌っている児童や、頭声的な発声が安定していない児童が６人。

、 、 。・頭声的な発声ができる児童でも 声量が少なく か細い声になっている児童が１１人
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授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

以上の分析に基づき、第５学年及び第６学年の目標である「音の重なりや和声の響きに

重点を置いた活動を通して、基礎的な表現の能力を高め、音楽表現の喜びを味わうように

する 」を受け 「重なり合う音の美しさを味わおう」の題材では、特に音の重なり合い。 、

によって和音が形成されていることに対する理解を深めたい。また、和音の音色や響きの

変化を感じ取りながら、自分の思いやイメージを歌声で表現できる力を伸ばしたい。

そのため、次のような方針を立てた。

①表現に生きるような鑑賞活動を意図的・効果的に取り入れる。

②確かな技能を身に付ける学習過程を工夫する。

また、児童が音の重なり合いや響き合いを感じ取っているかどうかは、音楽を聴いたり

歌ったりしているときに、児童にどのようなイメージが浮かんでいるかで判断できると

考える。調和した響きが得られたとき、児童には具体的に次のような言葉でイメージされ

ると考える。

・気持ちいい ・ちょうどよい ・交じり合っている ・ひろがる

・優しい ・まとまっている ・収まる ・増える ・大きくなる

・歌詞の内容がはっきりと鮮やかにうかんでくる

（２）改善の具体的方途と実践

① 鑑賞が表現活動に生きる指導計画の工夫 （鑑賞教材の差し替え）

題材の５時間目に「星の世界」の鑑賞を行った。二部合唱と三部合唱による「星の世

界」を聴き、響きの違いを比べて鑑賞することによって、声の重なりの豊かさや響きの

厚みなどの“三部合唱のよさ”に気付かせたかったからである。また、実際に合唱する

時に、２つの合唱形態の違いを感じ取り、主旋律以外のパートの重要性や魅力に気付く

ことで副旋律パートに意欲的に取り組んだり、聴き合いながら歌ったりするのではない

かとも考えた。音源については、児童の合唱による二部合唱がなかったため、二部合唱

は教師２人による合唱を鑑賞し、三部合唱は、重なり合う音の響きや厚みをより感じ取

りやすく、目指す姿として分かりやすい範唱ＣＤを活用した。

② 確かな技能を身に付けるための学習課程の工夫

ア 一つの曲を中核にした指導計画の工夫

この題材で身に付けたい力を網羅しながら、中心としたい曲「星の世界」を十分に学

習できる指導計画にしたいと考えた。この題材では、和音の美しさを味わって聴いたり

表現したりすることと、三部合唱の響きを味わって歌うことが目標である。そこで、季

節の歌として位置付けられている三部合唱の「ふるさと」を指導計画の中に入れ、三部

合唱の響きを味わう学習過程を増やした。それによって、リコーダーと歌の重なり合う

響きを感じ取る過程（教材「勇気一つを友にして ）が欠けるため、この題材での中心」

曲「星の世界」で、その過程も学習できるように仕組んだ 「星の世界」は、三部合唱。

形態で書かれているため、バスマスターのパートを編曲して付け加え、リコーダー合唱

奏の響きが感じ取れるようにした。
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従前の題材指導計画 改善した指導計画

１ 勇気ひとつを友にして：曲の １ 星の世界：声の重なりや全体

広がりを感じ取って歌い方を の曲想を感じ取り、歌詞の内

工夫する。 容を理解して歌う。

２ 勇気ひとつを友にして：声や ２ 星の世界：リコーダーと歌の

、音が重なり合う響きの美しさ 重なり合う響きに興味をもち

を感じて演奏する。 演奏する。

３ 赤とんぼ・箱根八里：大人の ３ 赤とんぼ・箱根八里：大人の

声の特徴やいろいろな合唱の 声の特徴やいろいろな合唱の

演奏形態を知る。 演奏形態を理解し、合唱の響

きの美しさを味わう。

４ 星の世界：全体の曲想を感じ ４ 星の世界：各パートで歌い方

、 。取る。 を工夫し 正しい音程で歌う

５ 星の世界：パート練習をす ５ 星の世界：二部合唱と三部合

る。 唱を聴き比べ、多声部合唱の

。響きの美しさを味わって聴く

６ 赤とんぼ・箱根八里：女声合 ６ 星の世界：和音の変化や声が

唱、混声合唱、男声合唱それ 重なり合う響きを感じ取って

ぞれの特徴を感じながら、合 歌う。

唱の響きの美しさを味わって

聴く。

７ 星の世界：声の響き合いを感 ７ ふるさと：歌詞の内容を理解

じ取りながら合唱する。 して情景を思い浮かべながら

自分のパートを歌う。

８ 星の世界：声の響き合いを感 ８ ふるさと：互いのパートを聴

じながら合唱する。 き合いながら、気持ちを込め

て合唱する。

イ 移動式パート練習

他のパートと自分のパートの重なり合いを感じながら歌うために、移動式パート練習

を行った。教室の１つの角から伴奏ＣＤを流しておき、他の３つの角にそれぞれのパー

トを配置した。そして、音楽室内をステップゾーンとジャンプゾーンに分けた。ステッ

プゾーンでは、パートの音取り係が、音量を抑えたオルガンで旋律を弾いている、ジャ

ンプゾーンには何も置かず、広いスペースにしておく。児童は、最初は全員ステップゾ

ーンに集まり、音取り係の弾く旋律を聴きながら歌う。そして、自分の音程に自信がも

てたら、ステップゾーンから少しずつ離れ、伴奏ＣＤのそばに行ったりジャンプゾーン

に近付いたりする。そしてジャンプゾーンでは、他のパートのそばに行って歌ったり、

各パートの混ざった小グループを自由に組んだりして歌うという学習方法である。
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ステップゾーン

Ⅰパート Ⅱパート

ジャンプゾーン

Ⅲパート 伴奏ＣＤ

ウ 音の重なりを感じ取る学習計画

合唱が「声の重なり合いによってできている」という構造をつかむため、パワーポイ

ントで作成した資料をスマートボードで示し、音符を一つずつ画面に出し、キーボード

で音を確かめながら重ねていった。

→ → →

和音を聴いて曲のイメージを広げる活動を行うと、児童が表情豊かに合唱できるとい

う考えから 「星の世界」の３フレーズ目の、ユニゾンから３声に変化する部分の和音、

に着目し、そこから伝わる心情を深める学習課程を位置付けた 「星の世界」の中で、。

１・２・４フレーズ目は同じような旋律が繰り返されるが、３フレーズ目だけは全く違

う旋律であることから、児童の印象に

残りやすく、イメージをもちやすい。

また 「すみわたる空」の『す』の和音、

は、３つのパートが同じ旋律で歌うユ

ニゾンから、３声に分かれた初めの和

音であり 『ら』はⅡパートが途中で音程が変わるところで、この２つの和音は響きや、

音色の違いが分かりやすい。ピアノで３フレーズ目を通して弾き、児童が一番心に強く

。 、 「 」 『 』訴えかける部分を考えさせた すると 教師の意図通りに児童は すみわたる空 の す

の和音と『ら』の和音に注目した。そこで 「この２つの和音から伝わる気持ちを考え、

よう」として、和音の性質や情景を感じ取る活動を行った。その後 『す』のＢ♭の和、

音と『ら』のＣ～Ｃ７へ変化する和音の２カ所を、Ⅲ→Ⅰ→Ⅱパートの順に、児童が自

分のパートの音を歌って伸ばし、３つの音を自分達の声で重ねていった。その後、３フ

レーズ目だけを通して歌い、和音から感じ取った情景や心情が自分たちの声で表現でき

たかどうか振り返った。
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『す』と『ら』の和音か

ら伝わる気持ちを考えよ

うのワークシート

和音から感じ取った心情

が、自分たちの合唱で表

現できたかどうか振り返

るワークシート

（それぞれ音の重なりに関わる部分のみ掲載）

３ 授業改善後の成果

（１）実践についての成果

① 鑑賞が表現活動に生きる指導計画の工夫

二部合唱と三部合唱を鑑賞し、聴き比べることは、合唱の響きの違いや、声の重なり

合いの厚みが分かり、児童にとって二部合唱と違う三部合唱のおもしろさやよさに気付

く有効な手だてとなった。また、生演奏で教師が歌って聴かせることによって、児童は

合唱に憧れをもち、学習に対する意欲が高まり、どのような歌い方をするとよいのかと

いうことを具体的にイメージすることができた。

○三部合唱の方が二部合唱よりもいろんな音が聴こえていてよかった。

○二部合唱と三部合唱は全然違う。

○三部合唱の方が響きが豊か。

○二部合唱もきれいだったけど、三部合唱は音の響きや声のあつみが違う。いろいろな

パートが混ざると本当にきれいだなって感じがした。

② 確かな技能を身に付けるための学習課程の工夫

ア 一つの曲を中核にした指導計画の工夫

三部合唱に２曲取り組む指導計画を実践したことで、合唱に取り組む機会が増え、様

々な響きを味わう活動が多く仕組めた 「ふるさと」では、和音の組み立てを理解した。

り、和音を聴いて曲のイメージを広げたりする活動を仕組まなくても、範唱ＣＤを聴く

だけで、すぐにパートの旋律の重なりや和音の響き、曲の情景等を豊かに思い描くこと

ができるようになった。

○「ゆめは今もめぐりて」の所は、おいかけるように歌っていたから、夢を追いかけな

がらも、ふるさとのことを考えているということを表現していると思った。

、 。○一つ一つの言葉がとぎれないように丁寧に歌っているから とても優しい感じがした

なめらかで、ふるさとの歌詞にとても似合っている曲だ。

○最後に絶対「ふるさと」という言葉が入っているし、この部分は少し強く歌っている

から、今も絶対にふるさとのことは忘れることはできないんだ、大切なふるさとって

いう思いがうかんでくる。ふるさとの恋しさがよく分かる。

○友達と仲良しで、いろんな思い出がつまってるんだと思う。いつも一緒に遊んだり、
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時にはけんかしたりして、今の私たちの頃のことを歌にしたんだと思う。

○この歌を聴きながら、なんだか泣けてきた。この歌は出せない手紙なんだと思う。

「 」 、 、 、星の世界 では 曲に取り組む時数を充分に確保したことで 歌の練習が多くでき

児童が自信をもって三部合唱をする支えとなった。また、同じ曲でリコーダー合唱奏、

二部合唱と三部合唱の鑑賞、三部合唱と様々な演奏形態に取り組んだことで、それぞれ

の響きの違いが比較しやすく、重なり合う音の美しさが感じ取りやすかった。リコーダ

ー合唱奏の後、児童は次のような感想をもった。

○歌（主旋律）がちゃんときこえるように、リコーダーを少し小さな音で吹いた。

、 （ ） 。○歌とリコーダーにバスマスターが入ったことで 落ち着いた 締まった 感じがした

この感想から児童は

・主旋律を引き立たせて歌うという音量のバランスに気付いている。

・主旋律を聴きながら演奏している。

・声部の重なりによる響きの変化に気付いている。

ということが分かり、有効な手だてであることが確かめられた。

イ 移動式パート練習

、 、移動式パート練習では ステップゾーンとジャンプゾーンという２段階にしたことで

学習過程の段階が児童にも分かりやすく、目標をはっきりさせて取り組むのに効果的だ

った。児童は新しい練習方法に興味を示し、最初から積極的に移動する姿が見られた。

その場で臨機応変に違うパート同士で３人のグループを作って歌ったり、主旋律を歌う

Ⅰパートの方へⅡ・Ⅲパートの児童が近付いて行き、歌う姿も見られた。また、他のパ

ートの児童と合わせる前に自分の音程が正しく歌えるかどうかを確かめるために、伴奏

ＣＤのそばで歌う児童も見られた。他のパートと合わせていて自分の音程がはっきり分

からなくなった児童は、ステップゾーンにある自分のパートの音取り係のそばに戻って

音程を確認し、またジャンプゾーンに移動していく姿もあった。このように、自分で課

題をもち、活動に願いをもって自己選択するという児童の主体的な活動が見られた。ま

た、他パートと合わせることに重点を置いたパート練習を行うことで、互いの声部を聴

き合い、声を混ぜ合わせるように歌おうとする意識が高まった。そして全員で合わせな

くても、自然に合唱に対する経験を多くもつことができた。

ウ、音の重なりを感じ取る学習計画

パワーポイントの資料で音符を一つ一つ示し、キーボードで音を確かめながら重ねて

いく活動で、それぞれのパートの音が３つ重なって和音が構成されているということを

全員が理解でき、互いの声部を聴き合おうとする意欲がさらに高まった。また 「すみ、

わたるそら」の『す』と『ら』の２つの和音を取り上げ、和音から情景や心情を感じ取

る活動を仕組んだことで、曲の情景のイメージが豊かに広がり、どう歌いたいかという

願いをもって歌う姿へとつながった。

『す』の和音（Ｂ♭）から伝わるイメージ

○出発寸前 エネルギーに満ちている。

○一瞬でまぶしくきらめいている星が全体に広がっている。

○星が飛び散ってきれいに輝く感じ。

○無限に広がる感じ。
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○気持ちがいい。

○一番の盛り上がり

○いやな気持ちが吹き飛んで、空へまいあがれ！という感じ。

『ら』の和音（Ｃ～Ｃ７）から伝わるイメージ

○大きいことをやり終わった時。やり遂げた。

○星がだんだん少なくなる感じ。

○何かが帰ってくる感じ。

○もとにもどそうとしている。

○体が楽になる。

「 」 、 「 」 。 。○ すみわたる空 から 次の歌詞の のぞめばに つなぐ感じ 前のイメージを消す

（２）まとめ～事後のアンケート結果から

この題材で付けたいと願っていた「互いの声部を聴き合い、声を混ぜ合わせるように

歌う力」に対する児童の意識の高まりが、以下のアンケートの結果から分かった。

Ｑ：合唱をしているときに、何を聴きながら（何に合わせて）歌っていますか。

（聴き合いに関する項目のみ抽出）

本題材実践前 本題材実践後

よく聴い 時々聴い 合計 よく聴い 時々聴い 合計

ている ている ている ている

６５％ ９０％同じパートの子の声 ５８％ ２７％ ８５％ ２５％

５９％ ８１％違うパートの子の声 ２４％ ４４％ ６８％ ２２％

Ｑ：合唱をしているときに、音程が正しいか分かりますか。

（抽出児４名）

本題材実践前 本題材実践後

分かる 分からない 分かる 分からない

自分の歌っている音程が正 ０ ４ １３

しいか分かる

同じパートの子の音程が正 ０ ４ ２２

しいか分かる

違うパートの子の音程が正 ０ ４ ２２

しいか分かる

、 「 」本題材で学習してきたことの一番大きな効果は 次の題材である 曲想を感じ取ろう

の中にある 「広い空の下で」の学習で生かされたことである 「ふるさと」の実践の、 。

時のように、和音の組み立てを理解したり、和音を聴いて曲のイメージを広げたりする

活動を仕組まなくても、範唱ＣＤを聴くだけで、すぐにパートの旋律の重なりや和音の

響き、曲の情景等を豊かに思い描くことができたことである。また、自分と同じパート

の声を聴いたり、他のパートの声を聴こうとする意識が高まったことと、歌唱技術が少

しずつ伸びていることもあり、児童の歌声で和音を響かせることができ、自分たちの思

いを歌声で表現することに一歩近付いた。以下は合唱の美しい響きが得られたとき、ど

のようなイメージをもったかについての児童の記述である。
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○かぜにとばされている感じ。

○パートが交じり合っていると、雲がない高くて青い空が頭に浮かんでくる。

○ぬくもり、安らぎ感、安心。

○曲によってイメージは違うけど、柔らかくほんわか優しい感じ。

○気持ちがすっきりするし、ふわふわ～って感じになってとても気持ちがいい。

○鳥肌がたつ。なぜか泣きそうになる。

○合唱がきれいだと明るい色が浮かび、汚いと暗い色が浮かんでくる。

○まったく違う色のものが２つあって、歌で交じり合い出すと、それが１つの色に変わ

るような感じ。

○その歌の意味を初めて本当に理解したと感じる。

○その歌の意味がたくさん浮かんでくる。

、 、この記述を見ると 音の重なりを意識させることによって教師が考える以上に豊かに

音の響きから様々なイメージを感じ取っていることが分かる。これが本当の音楽を楽し

む基礎ではないだろうか。

以下は、２学期の学習を振り返ってのアンケートの結果である。児童にとって、でき

るようになったことで音楽がより好きになり、自信をもたせることができた今回の実践

は、教師にとって大きな喜びとなった。

Ｑ：１学期と比べて、合唱が好きになりましたか。

好きになった 変わらない １８％ 嫌いになった ０％８１％

Ｑ：好きになった理由はなんですか。

技術の向上 上達した実感 所属感の向上（仲間と取り 意欲の向上（曲が好き）（ ）

組む喜びの実感） ３０％ ２７％４３％


