
事 例 中学校 音楽科 第２学年 「ア カペラの魅力」

テーマ 自ら音楽の美しさやよさを求め、身に付けた確かな表現力や豊かな感じ方を生かしなが

ら、自分らしい表現で仲間とともに音楽を楽しむことができる授業展開の工夫改善

授業改 ・ 表現と鑑賞との相互の関連を図った題材指導計画の作成及び教材選択

善のポ ・ 一人一人がア カペラの魅力を味わい、仲間と共に表現を創り上げていく活動を十

イント 分に楽しむことができる学習活動の工夫

・ 自己の伸びを実感する評価活動

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】

ア 関心・意欲・態度 ウ 表現の技能 エ 鑑賞の能力観点 イ 音楽的な感受や表現の工夫

人の声のみによる表 各声部の特徴や役割 各声部の特徴や役割 各楽曲の発声や声の

評 現力の豊かさや響き をとらえ、全体の響 を生かし、全体の響 重なり方の違いを理

価 の美しさに関心をも きの調和を感じ取り きに調和させてア 解し、ア カペラの

規 ち、聴くことや表現 ながら、ア カペラ カペラで表現する技 美しさやよさを聴き

準 することに意欲的で の表現を工夫してい 能を身に付けてい 取っている。

ある。 る。 る。

【把握方法】

本題材は、ア カペラの響きを楽しみながら表現し、人の声のみで創り上げる豊かな響きを味

わうことをねらった題材である。そこで、学習状況を把握するため、４観点について次の項目か

ら、アンケートによる事前調査を行った。

観 点 アンケート項目（上段） 及び 実態のとらえ方（下段）

ア 関心・意欲・態度 ①人の声のみで表現されるア カペラの音楽を聴くことは楽しみで

すか。

Ａ：人の声のみで表現されるア カペラの音楽のよさを、自分らし

く感じながら進んで聴こうとしている。

。Ｂ：人の声のみで表現されるア カペラの音楽に興味をもっている

Ｃ：人の声のみで表現されるア カペラの音楽に対する興味が少な

い。

②仲間と声のみで表現することは楽しみですか。また、それはどん

な理由からですか。

Ａ：自分たちの声のみで表現するア カペラのよさを仲間と共に感

じながら、進んで表現しようとしている。

Ｂ：自分たちの声のみで表現するア カペラのよさに興味をもって

いる。

。Ｃ：自分たちの声のみで表現するア カペラに対する興味が少ない

イ 音楽的な感受や表 ③ア カペラの音楽について、どんな印象をもっていますか。

現の工夫

Ａ：ア カペラの音楽の特徴やよさを今までの学習や身近な音楽と

関わらせて感じ取っている。

Ｂ：ア カペラの音楽について、今までの学習とかかわらせて感じ



取っている。

Ｃ：ア カペラの音楽について、感じ取ることができていない。

④これまでに仲間と合唱表現をするときには、よりよい表現を創り

上げるために、どんなことを工夫していますか。

Ａ：音や表現を合わせることなど、様々な視点から表現を工夫し、

そのよさを実感している。

Ｂ：音や表現を合わせることなど、様々な視点から表現を工夫して

いる。

Ｃ：合唱表現のよさについて十分感じ取ることができていない。

ウ 表現の技能 ⑤前題材「歌声をみがこう」では、自分のパートの旋律を正しい音

程やリズムで歌うことができましたか。

Ａ：自分のパートの旋律を正しい音程やリズムで歌うことができ、

そのことによるよさを実感している。

Ｂ：自分のパートの旋律を正しい音程やリズムで歌うことができて

いる。

Ｃ：自分のパートの旋律の音程やリズムが正しく表現できていない。

⑥自分のパート以外の旋律を聴きながら歌うことができますか。

Ａ：他のパートの音や重なりを聴きながら歌うことができ、そのこ

とによるよさを実感している。

Ｂ：他のパートの音を聴きながら歌うことができている。

Ｃ：他のパートの音を聴きながら歌うことまではできていない。

エ 鑑賞の能力 ⑦ＣＤを聴いて、ア カペラの音楽のよさは、どんなところだと思

いますか。

Ａ：ア カペラの音楽のよさを、表現の特徴や音楽の背景などから

多様に聴き取っている。

Ｂ：ア カペラの音楽のよさを表現の特徴から聴き取っている。

Ｃ：ア カペラの音楽のよさを十分に聴き取っていない。

※Ａ： 十分満足できる」状況 Ｂ： おおむね満足できる」状況 Ｃ： 努力を要する」状況「 「 「

学習状況の結果と分析

【結果（アンケート対象学級の傾向 】）

観点 実現状況 Ａ Ｂ Ｃ

① ２０％ ５０％ ３０％

ア 関心・意欲・態度

② ２０％ ４５％ ３５％

③ １０％ ３０％ ６０％

イ 音楽的な感受や表現の工夫

④ ２０％ ７０％ １０％

ウ 表現の技能 ⑤ ２１％ ７１％ ７％

⑥ ７％ ６０％ ３３％

エ 鑑賞の能力 ⑦ ３％ １１％ ８６％



アンケートの結果から、今までの題材前に行った結果よりも、関心・意欲・態度の項目で数値

が低く 「自分たちの声だけでは不安である 「恥ずかしい」などの理由から、ア カペラの表、 」

現に対する消極的な部分が見えてきた。また、ア カペラの音楽の特徴や背景を理解し、そのこ

とによるよさを感じ取らせていないこともあって、人の声のみで表現することの楽しさやア カ

ペラの魅力を十分に感じ取ることができていないことも明らかになった。しかし、自分たちを取

り巻く身近な音楽の中で活躍しているグループなどについて、知っていたり、興味をもったりし

ている生徒もいた。これらのことから考えると、生徒にとって身近で簡単に表現することができ

、 。 、る教材で しかも声だけの表現の魅力に浸ることができる教材選択が必要であると言える また

生徒自身が「よさを実感する」ことを大切にするために 「聴く 「聴き合う」場を位置付けて、 」

いくことも必要である。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

学習状況の結果と分析を踏まえた時，生徒がア カペラの魅力を十分に味わい、仲間と共にア カ

ペラで表現することに楽しさを感じることができるようにするためには、次のことを大切にしていく

必要があると考えた。

・合唱の原点であるア カペラの魅力や背景について「聴く活動」や「知る活動」を取り入れる

こと。

・ア カペラ合唱の魅力を十分に感じ取ることができる教材選択や学習活動を工夫すること。

・仲間と共に創り上げていく活動を大切にし、生徒一人一人に表現することの楽しさを味わわせ

ること。

そこで，本題材では，次の３点を授業改善のポイントとした。

①表現と鑑賞との相互の関連を図った題材指導計画の作成及び教材選択

②一人一人がア カペラの魅力を味わい、仲間と共に表現を創り上げていく活動を十分に楽しむ

ことができる学習活動の工夫

③自己の伸びを実感する評価活動

(2)改善の具体的方途と実践

①表現と鑑賞との相互の関連を図った題材指導計画の作成及び教材選択

学習状況の結果と分析から，今までの題材よりも「ア カペラの魅力」については興味を示して

いないことが明らかになった。そこで、ア カペラの魅力を味わうために、声のみでの表現を楽し

むことを題材の中核としながら、合唱の原点であるア カペラの魅力に迫っていくことを大切にす

る。

また、ア カペラの魅力を味わうために、人の声のみで表現される美しい音色と、多様な表現の

違いによる声の魅力を感じ取る「鑑賞」を位置付けるとともに、実際に仲間とア カペラの合唱を

体験する中で、ア カペラのよさを実感する活動を鑑賞と関連させて位置付けるようにする。

［従前の題材指導計画］ ［改善した題材指導計画］

題材名 ア カペラの響き（鑑賞） 題材名 ア カペラの魅力（表現・鑑賞）

教材群 ・ （鑑賞） 教材群 ・グレゴリオ聖歌（鑑賞）Soon-ah will be done
・花輪をかけよ（鑑賞） ・ほたるこい（表現）

・黒人霊歌（鑑賞）

・ふるさと（表現）

第一次（鑑賞） 第一次（鑑賞）

［主な学習活動］ ［主な学習活動］

○人の声のみで表現される多様なア カペラ ○グレゴリオ聖歌を鑑賞することで、人の声

表現を鑑賞する。 のみによる表現の美しさを感じ取る。

○既習の合唱曲を、ア カペラで表現するこ ○既習の合唱曲を、ア カペラの表現と伴奏



とで 無伴奏による表現の響きを体験する 付きの表現とを比較して鑑賞することで、、 。

ア カペラの音楽のよさを感じ取る。

［学習状況の結果と分析から改善すべき点］ ○様々な国の、長い歴史の中で歌い継がれて

△ア カペラに興味を示さない生徒たちにと いるア カペラの音楽を鑑賞するとともに

って、ア カペラによる音楽を鑑賞するだ その歴史について学習することで、人の心

けでは、十分に魅力に浸らせることが難し に伝わる魅力について理解する。

い。

△無伴奏で歌うことに対する不安をもってい 第二次（表現）

る生徒たちにとって、仲間とともに創り上 [主な学習活動]

げていく楽しさを味わわせるなど、学習活 〇「ほたるこい」を仲間とともに歌い合わせ

動を工夫する必要がある。 ることで、旋律が重なり合うア カペラ合

唱の楽しさを感じ取る。

・ペアで斉唱し、それから旋律をずらしてみ

る。

・他のパートと重ねる旋律を増やしていく。

②一人一人がア カペラの魅力を味わい、仲間と共に表現を創り上げていく活動を十分に楽しむこと

ができる学習活動の工夫

学習状況の結果と分析から、仲間と共に創り上げていく中で、生徒自らが、よりア カペラのよ

さを実感することが必要であると考えた。

そこで、導入の段階では、ア カペラの表現の魅力を、より具体的に感じることができるよう、

教師による範唱を工夫した。従来は、ア カペラの魅力をまるごと味わうことができるよう、鑑賞

を位置付けていたが、それに加え、改善した学習活動では、斉唱、二部合唱、三部合唱と声部を重

ねていく範唱を用意することで、ア カペラの魅力を、音の重なりの美しさに焦点を当てて聴くこ

とができ、表現に対する憧れをもたせることをねらった。

追究場面では、課題追究のための学習方法を一人一人が選択できるようにし、その中で、自分の

表現を常に自己評価しながら自分らしい表現をめざして、学習方法を自ら決めて追究できる活動を

取り入れた。また、追究の過程において、ペアや小グループで聴き合う活動を位置付けることによ

って、仲間とかかわる中で、自分たちの表現の美しさを実感できる場を位置付けた。

［従来の学習活動］ ［改善した学習活動］

○小グループでの練習を ○［導入］教師の範唱を聴く。

行う。 ・だんだん増えていく重なりからア カペラの重なりの美しさを

○音程が取れないパート 身近に体感する。

については仲間が補助 ・伴奏がついた範唱と比較して聴くことで、本時めざす表現のイ

をしながら何度も練習 メージを明らかにする。

をする。 ○［展開］めざす表現に向けてコーナー学習を行う。

○小グループでの三声の ・ペアで斉唱をする。

バランスに気を付けな ・ペアで他のパートの音に合わせて歌う。

がら練習をする。 ・小グループで三声の重なりを感じ取りながら歌う。

・目的に応じて、学習形態を選択できるようなコーナー設定を行

う。

□斉唱コーナー

※自分の旋律を確認できる。

□二声の重なりを感じながら練習できるコーナー

※カセットに録音してある他の旋律を流しながら自分の声を重

ねていく。

□三声の重なりを感じながら練習できるコーナー

※それぞれの声部の仲間が声をかけ合って集まり、自分たちの

声のみで練習する。

③自己の伸びを実感する評価活動

小グループで聴き合いながら練り合う際に 「私たちの創った表現を聴いてほしい 」と楽しく、 。

聴き合ったり評価し合ったりする主体的な姿を引き出すために 「聴いてよカード」を作成し、仲、

。 、間と聴き合う中で記入して交流できるようにした 一単位時間の終末による自己評価だけではなく

追究の過程にも常に自己評価・相互評価ができるようにしたことにより、自分たちがこだわって追



究してきたことを聴き手に伝え、その視点から聴いてもらい、評価し合うことによって、表現のよ

さや追究方法のよさをより実感できるようになった。

３ 授業改善後の成果

本時の授業後，学習プリントに生徒が記述した内容は次のようであった。

、 、 。○ア カペラを実際に学習する前は ア カペラの美しさには あまり興味がありませんでした

いろいろな曲を聴き、今日の授業のように、自分の声と仲間の声が重なりを増していくように

歌っていくと、その美しさや、みんなで美しく重なったときの楽しさを感じました。

○コーナー学習では、自分の旋律が歌えるようになると、どんどん仲間を誘って音を重ねていき

。 、 、 、ました 人数が増えて 音の重なりも増すにつれて ア カペラの響きがどんどん豊かになり

とても気持ちがよかったです。普段の合唱練習では味わえない響きを体験できたのが楽しかっ

たです。

○他のパートの旋律を聴きながら、人の声の重なりを感じることができました。楽器（ピアノ）

の伴奏の入った合唱も素敵ですが、自分たちの声だけで創る音楽も、とても魅力的だと感じま

した。私たちの声は、音楽を創り出す、すばらしい楽器だなと思いました。

そして 「授業改善のポイント」から次のように考察した。、

①表現と鑑賞との相互の関連を図った題材指導計画の作成及び教材選択

・ア カペラの魅力を味わうために、人の声のみで表現される美しい音色と、多様な表現の違い

による声の魅力を感じ取る活動「鑑賞」と、実際に自分でも仲間と創り上げていく中で、ア

カペラのよさを実感する「表現」とを関連させたことで、生徒一人一人の「ア カペラのよさ

について知りたい 「ア カペラの美しさを自分たちで体験したい」という意欲や関心を高め」

ることができた。

・最初の表現活動に、簡単に表現することができる教材「ほたるこい」を扱ったことで、生徒が

楽しみながら取り組むことができた。また、声だけでの表現の魅力に浸ることができる教材と

して「ふるさと」のア カペラを選んだことは、小学校での既習を生かしながら、ア カペラ

の魅力を味わうことに焦点をあて、生徒の主体的な姿を生み出すことにつながった。

②一人一人がア カペラの魅力を味わい、仲間と共に表現を創り上げていく活動を十分に楽しむ

ことができる学習活動の工夫

・生徒自らが学習形態を選択できる「コーナー学習」を設定したことで、生徒自身が常に自分の

表現を自己評価し、願いに向けて見通しをもちながら主体的に追究する姿が見られた。また、

生徒同士の聴き合いの中で 「とてもきれいに重なっていたよ 「この重なった感じが、とて、 」

も気持ちがいいね」と、音楽の魅力を十分に味わっている姿も見られた。

③自己の伸びを実感する評価活動

・楽しく聴き合ったり評価し合ったりする主体的な姿を引き出すために 「聴いてよカード」を、

作成し、交流時に記入し合うようにしたことによって、一人一人が表現を確かに聴き合おうと

。 、 、 、する姿が見られた また 仲間との聴き合いそのものも 音楽的な美しさを確かに感じながら

音楽の魅力に十分浸る姿につながった。

、 、 。・仲間の表現のよさを見つけることで 新たな自分の課題を見出し 豊かな追究へとつながった

、 、 「 」 、 、このように 本題材の学習では 全ての生徒が ア カペラの魅力 について 興味深く聴いたり

表現に対して意欲的に取り組んだりすることができた。また、今までの伴奏のついた合唱や、人の声

そのものの魅力についても興味を深め、生徒自身の音楽に対する感じ方の幅を広げることができた。


