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事例 中学校音楽科 第３学年「声部の役割と調和」

テーマ 一人一人が声を聴き合う大切さに気付き、全体の響きに調和させて演奏することが
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 ①聴く力を高めるために表現と鑑賞の関連を図った題材指導計画の工夫
視点 ②全体の響きに調和させて表現することの楽しさを実感するための指導方法の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析
（１）学習状況の把握の方法
【評価規準】
音楽への 音楽的な 表現の技能 鑑賞の能力
関心・意欲・態度 感受や表現の工夫

・各声部の特徴と役 ・各声部の特徴と役割 ・各声部の特徴と役割 ・各声部の特徴と役割
割に関心をもって を感じ取っている。 に気を付けて合唱表 を知覚し、音が重な
いる。 ・他の声部とのかかわ 現をする技能を身に り合う美しさや変化

・他の声部とのかか りや全体の響きを感 付けている。 が生み出す豊かさを
わりや全体の響き じ取り、合唱表現を ・他の声部とのかかわ 味わって曲を聴き取
に関心をもち、合 工夫している。 りや全体の響きに気 っている。
唱表現をすること を付けて合唱表現を
に意欲的である。 する技能を身に付け

ている。
【把握の方法】
「声部の役割」の学習では、１・２年

で他パートと自分のパートの違いや、主
旋律の移り変わりなど各パートの役割に
気付いて表現の工夫をすることを学んだ。
しかし、声部の役割に気付くことはで

きても、自分のパートを歌うことに必死
で、音の重なりのよさをじっくりと味わ
いながら歌ったり、各声部の音を調和さ
せて演奏をしたりしようとする力は弱い。
そこで、「声部の役割」についての学

習を積み上げてきた３年生の４月に、「評
価規準イ」の感受工夫の観点について、
どのように声部の役割を感じ取って演奏
をしているのか意識アンケートを行った
り、授業の感想を分析したりして、実態
を把握した。

（２）学習状況の結果と分析
【結果】声部に関わる意識アンケート

（３年生）
Q1 ユニゾンの部分を歌う時 、同じ音でぴったり合わせたいと意識しているか。

はい 意識する時もある いいえ
15％ ７２％ 13%

Q2 歌っている時、パートのまとまりを感じるか。

はい 感じる時もある いいえ
15％ ７３％ 12%

Q3 他パートの音を聴いて歌っているか。

はい 聴く余裕がない いいえ
４０％ ２８％ ３２％

＜１・２年の「声部の役割」に関する教材＞
１年 ２年

教材 教材
「心の中に 「あの素晴らしい

きらめいて」 愛をもう一度」
「ピアノソナタ 悲愴」 「独唱曲と合唱曲の
（ベートーベン） 聴き比べ」

【指導内容】 【指導内容】
・多声的なの音楽 ・主旋律を生かす
・和声的進行の音楽 ・オブリガートの役割

【感想例】 【感想例】
「アルトが加わること 「主旋律が各パートに
で響きが変わった」 移り変わっている」

「山に向かって２部→ 「歌詞の内容に合わせ
３部と広がっていっ 系 てオブリガートを生
た」 統 かしたい」
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また、２年時の「声部の役割」の学習の際には、次のような感想があった。

主旋律が、ソプラノからアルト・男声 独唱と合唱とでは曲のイメージが違って
に移り、ソプラノがオブリガードで歌 いた。合唱のおもしろさは、各パートに
うようになっている２番の変化が好き。 役割があって、それらが絡み合うことで
また、３番では全パートがユニゾンで 表現が広がることだと思う。主旋律以外
はじまり、みんなで気持ちを合わせて のパートの役割がとっても大きいことが
盛り上がるという感じがする。 改めてわかった。

お互いの声を聴いているつもりでも実 選択音楽の授業みたいに、声が共鳴し合
際には部分的にしか聴けていない気が うような歌にしたい。まだそれぞれのパ
する。曲を分析して声部の役割を理解 ートがばらばらに歌っているような感じ
しても、歌い始めると、気にとめる余 がする。きっと、お互いに主張し過ぎて
裕がなく、曖昧な意識のまま曲が流れ いるのだと思う。一人一人がもっと聴き
てしまう。どうやったらもっと器楽の 合って歌うことができるような力を付け
響きのように合うのだろうか。 たい。

前述のアンケートや授業後の生徒の感想、これまでの学習での生徒の姿から、次のように分析した。
【分析】

・音楽への関心・意欲・態度
生徒の感想から、各声部の役割について興味をもち、それを生かして合唱表現をより豊かにし

たいと思っていることがわかる。なかでも、選択授業でパートのまとまりがクラスの合唱以上に
感じられた生徒は、その思いを強くもっている。
・音楽的な感受や表現の工夫
アンケートの結果から、声部の役割を理解していても、他声部との響き合いの美しさを感じ

て表現の工夫をする力が不十分であることがわかる。また、生徒の「歌い始めると、気にとめ
る余裕がなく…」という感想から、課題が多かったり曖昧であったりしたため、確実にできた
という実感が薄くなってしまっていたことがわかる。
・表現の技能
生徒の感想から、主旋律や副旋律であることを意識し、声量や響きに気を付けて合唱演奏を

していることがわかる。
・鑑賞の能力
生徒の感想から、各声部の特徴と役割を知覚して聴き取る力は、身に付いていることがわか

る。各教材で、声部の役割についてわかりやすい部分を取り出して鑑賞してきた成果であると
考える。

これらの結果から、声部の役割に関しては、「声部の役割を理解する」ことにとどまっていた
ことが見えてきた。しかし、生徒の意見にあるように、声部の役割を理解して、味わって、表
現に生かしたいという意識は育っていることがわかる。
そこで、生徒にとって声部（旋律線）の動きの魅力に浸ることができる教材選択が必要であ

ると考えた。また、生徒自身がよさを実感するために、「聴くこと」を大切にした授業を考えよ
うと思った。

２ 分析に基づく授業改善
（１）授業改善の方針

３年生の１学期の早い段階で音をよく聴き合うことを大切にした活動を多く取り入れ、この後の
学習につなげたいと考えた。オーケストラの鑑賞や器楽（リコーダー）も位置付け、音色やハーモ
ニーに意識を向けさせる中で、全体を調和させるには同じパートの響きが 1つにまとまっているこ
とが大切であることに気付かせたい。そして、他のパートと合わせると聴く余裕がなくなる生徒も
聴き合うことに専念できるよう、同じパート内で反響板を使用して、声を 1つに聴こえるように意
識して練習できるようにしたい。（今回は身近な生活の中にある衣装ケースを反響板の代用品とし
て使う。）聴いて合わせることを体感し、「今までは仲間の声を聴いていたつもりだけど聴いてな
かった」「音色が重なるってこういうことだったんだ」など、響きを合わせるよさを感じることが
できたら、合唱した時も「聴き合う」意欲が高まるのではないかと考えた。さらには、次に学習す

る 「春に」の教材では、声を合わせる意識が高まり、声部の役割を感じながら、お互いの音をよく
聴 き合えるようにしたい。

（２）改善の具体的方途と実践
①聴く力を高めるために表現と鑑賞の関連を図った題材指導計画の工夫
本題材「声部の役割と調和」で、聴く力を高め、全体の響きに調和させて表現することの楽しさ
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を実感するために従前の指導計画を次のように改善した。

従前の題材指導計画 改善した題材指導計画
①「オーケストラの響き」 ①「オーケストラの響き」＜鑑賞＞

鑑 ・さまざまな楽器の音色の特徴 ・低音域、中音域、高音域の役割
賞 声

部 ②「パッヘルベルのカノン」＜鑑賞＞
声 ①「春に」 の
部 ・各声部の役割がわかり、それぞれのよ 役
の さを生かして演奏することができる。 割 ③「遠い日の歌」＜合唱・器楽＞
役 と ・リコーダー演奏
割 調 ・スキャットの部分で各声部の声を聴き合
歌 ①「旅立ちの日に」 和 うことに専念する。
詞 ・歌詞の内容を伝える曲想の工夫をす ④「春に」
の る。 ・歌詞にふさわしい音色で調和
内 聴き比べ
容
と ⑤「春に(女声)」＜鑑賞＞
曲 ・男声パートの響きの厚みを生かそうとす
想 る意識を高める。

総 ・学んできた表現方法を総合的に生かし 総 ・学んできた表現方法を総合的に生かして
合 て演奏をする。 合 演奏をする。
的 「ひとつの朝」 的 「旅立ちの日に」
な 「大地讃頌」 な 「大地讃頌」
表 「河口」 表 「未来」
現 「未来」（教材群から選択する） 現 「ひとつの朝」（教材群から選択する）

工夫改善した点は以下である。
ア 題材指導計画の工夫
従前の指導計画では、それぞれの題材のつながりをあまり意識せず、指導していた。そこで、合
唱表現と器楽・鑑賞を位置付け、関連を大切にして系統的・発展的に指導できるようにした。学
習内容の見直しをおこない、生徒の聴く力を高めることができるよう工夫した。

イ 教材の精選
「音の重なり」に意識を向けるために、歌詞に旋律が付けられている合唱曲ではなく、器楽曲か
ら編曲された曲を取り入れた。（パッヘルベルのカノンによる「遠い日の歌」）

②全体の響きに調和させて表現することの楽しさを実感するための指導方法の工夫
ア 生徒の意識の流れを大切にした導入の工夫
課題の必然性を大切にするために、導入に聴き比べる場を位置付ける。

１ 前回の自分たちの録音を聴く
「音がざわざわしている」「すっきりしていない」
「リコーダー演奏みたいにすっきりさせたい」 揺さぶり 違いに気付く

２ 1つのパートの音が 1つに聴こえる録音を聴く
＜合唱部による演奏録音＞
「綺麗！」「声が溶け合っている感じがする」
「何人で歌っているのだろう？１人？」

こういう演奏ができるようになりたい
どうやったらできるのだろう？

課題への必然性＝意欲

イ 聴き合うことを大切にする手だての工夫
生徒の力で効果的に練習を進め、教師は全てのパートに指導・援助できるよう、次のような手
だてを考えた。
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＜効果的な手段で練習を進める手立て＞
・課題提示の後で、全体練習を行い、課題解決にむけての見通しをもつ。
＜教材・教具の準備＞
・リズムのずれがわかるよう、メトロノームの音を入れた部分練習カセットテープを作成する。
・反響板（衣装ケースで代用）をペア分、準備する。

ウ 個の変容を見届けるための工夫
・観点表をパートごとに渡した。ペア練習で何に注目して聴き合うのか具体的に聴く観点を決
め、できたと感じた時に名前の付箋を貼るようにする。教師は付箋を見ながら適時、ペア練
習の状況を把握し、指導に生かす。

音程 リズム 響き
→生徒の観点への意識を高

Ａ子 Ａ子 Ｄ子 めるだけではなく、誰が
どの観点を意識していた

Ｂ子 Ｂ子 のかを把握する手段にな
る。

Ｃ子

・評価規準に達しているかどうかを見極めるために、予想される生徒の姿・言葉を明確にし、
指導する。

手立て 手立て
・音階を手の振り付けで示す。 ・仲間の声をよく聴き、合わせようと
・正確な音程で歌っている生徒と練 している姿やアドバイスの言葉を認
習する。 め、励ます。

・聴き役を多く経験し、合わせるこ ・聴く視点を具体的に与える。
とに憧れをもつことができるよう ・どのように練習したらよいか、発声
にする。 についても具体的に指導・支援する。

Ａと判断する
具体的な姿や言葉

本時の Ｂと判断する ・仲間の声を聴き、

評価規準 具体的な姿や言葉 調和させるために
Ｃと判断する 姿 適した助言をして

具体的な姿や言葉 仲間の声 ・目を閉じたり相手 いる。
・音程が不安定で自 を聴きな の声に耳を傾けた
信をもって歌うこ がら、調 姿 りして歌っている。 「私たちはこの部分

姿 とができない。 和させよ ・音程・声質に関す 言 の響きが違って聴
・発声に自信がなく うと意識 る意見を言ってい 葉 こえるね」
課題追究への意欲 して自分 る。 「もっと音を高めに
が少ない。 のパート とると合うよ」

「合わせるより自分 を歌って 「波長が合っている
言 が思い切り歌った いる。 言 部分がよくわかっ
葉 方が気持ちいい」 ＜感受＞ 葉 た」

「音がわからない」 「響き合っているこ
とがわかった」

３ 授業改善後の成果
（１）聴く力を高めるために表現と鑑賞の関連を図った題材指導計画の工夫
①題材指導計画の工夫
１つの題材の中に、合唱表現と器楽・鑑賞を組み入れた。その全ての活動において声部の性質や

役割に注目して聴く活動を取り入れたことにより、音楽の諸要素を取り出して聴く力が増し、合唱
の表現を深めることにつながった。

②教材の精選
「音の重なり」に意識を向けるために、歌詞に旋律が付けられている合唱曲ではなく、器楽曲か
ら編曲された曲を取り入れた。（パッヘルベルのカノンによる「遠い日の歌」）それにより、各パ
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ートが、歌詞の内容ではなく、旋律線や和声といった「声（音）」に注目して練習をすることがで
きた。

（２）全体の響きに調和させて表現することの楽しさを実感するための指導方法の工夫
①生徒の意識の流れを大切にした導入の工夫
導入で前時の授業を振り返った上で、再度前時の演奏録音と憧れをもつであろう演奏録音（合

唱部によるもの）を聞き比べた。それにより、どのような力を付けていきたいのか具体的にもつ
ことができ、生徒の意識の流れの中で必然性のある課題を立てることができた。
②聴き合うことを大切にする手だての工夫
声を聴き合って音程・リズム・響きを合わせる活動がより効果的にできるよう反響板（衣装ケー

ス）を活用した練習により、「聴く」ことにこだわることができた。

＜生徒の感想より＞
○反響板を使用したことで、いつもより、自分の声や相手の声が本当によく聴こえた。目を
閉じて聴いていると、体の中に音が入ってくるようだった。音程・リズム・響きの３つの
観点に注目して聴いていると、それぞれ合っているか違っているか、はっきりわかった。

○今まで聴いていたようで聴いていなかったことがわかった。まずは自分のパートの中で音
色をそろえようと意識することが大切であるとわかった。そろったパート同士で重なり合
うと、和音が今までよりもっと綺麗になることが体験できた。

③個の変容を見届けるための工夫
【 Ａ子の変容 】

前時 本時
ペアを組む仲間と歌い、音 「音程」の観点について合

授業の 程が合っているか意見を交 授業の ったと感じた時、自分から
様子 流する活動に真面目に参加 様子 積極的に観点表に名前を貼

していた。 っていた。
・ペアからの意見を受け身 ・「次はリズムについて聴
的に聞く。 いてみよう」（つぶやき）

・「多分合っていると思い ・「出だしのタイミングが
ます」（仲間への意見） ぴたっとひとつに聴こえ

ました」（仲間への意見）
感想 Ｂさんと合わせた時、Ｂ 感想 今日は、パートの音を１

さんは細かくアドバイスを つに合わせるために意識す
してくれたけど、私は合っ ることがよくわかったし、
ているのかどうかが何とな 仲間への意見を自信をもっ
くしかわからなくて、あま て言えたので良かった。
り意見が言えなかった。

全体の響きに調和させて表現するために、練習で意識するポイントを大きく３つ（音程・リズム
・響き）挙げた。学習プリントや付箋を活用することで、どの生徒がどの練習観点を意識したか、
練習の足跡を確実に確認することができたと共に、生徒の意欲を高めることにも有効であった。

【 Ｂ男の変容 】
前時 本時

・つぶやきが少なく、求め ・最後、廊下で歌う時にず
授業の られると発言をすること 授業の っと目を閉じて仲間の声
様子 ができる。 様子 を聴いて歌っていた。

・感受工夫に関する授業で ・歌い終わった時
は特に発言が少ない。 「すごい！体の中にみんな

の音が入ってくる感じが
した！」

感想 今日は主旋律の移り変わり 感想 自分のパートの音を聴い
を意識して歌うことができ ていると、他のパートの音
ました。 も今まで以上に聴こえてく

るから不思議だ！本当にオ
ーケストラみたいだった。

↓ ↓
よさを実感できていない よさを実感した感動が感じられる


