
 

１ 学習状況の把握と分析 

（１）学習状況の把握の方法  

    本校の第１学年から第 3 学年までの生徒に対して、4 月時点における音楽学習に対する意識調査

を実施し分析することで、生徒の実態を把握した。 

【評価規準】  ＜第１学年＞ 

音楽への関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 表現の技能 

・歌詞の内容や曲想，曲種に応じ

た発声や美しい言葉の表現声

部の役割と全体の響きに関心

をもち，歌唱や合唱の表現をす

ることに意欲的である。 

 

・音楽の構成要素・表現要素を知

覚し，それらが生み出す曲想の

美しさを感じ取っている。 

・歌詞の内容や曲想，曲種に応じ

た発声や言葉の特性，声部の役

割と全体の響きの調和を感じ

取っている。 

・歌詞の内容や曲想，曲種に応じ

た発声や言葉の特性，声部の役

割と全体の響きの調和を感じ

取って歌唱や合唱の表現を工

夫している。 

・歌詞の内容や曲想，曲種

に応じた発声や言葉の特

性に気を付けて歌唱表現

をする技能（読譜力を含

む）を身に付けている。 

・声部の役割と全体の響き

に気を付けて合唱表現を

する技能を身に付けてい

る。 

   ＜第２学年及び第３学年＞ 

音楽への関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 表現の技能 

・歌詞の内容や曲想，曲種に応じ

た発声や美しい言葉の表現声

部の役割と全体の響きに関心

をもち，曲にふさわしい歌唱や

合唱の表現をすることに意欲

的である。 

 

・音楽の構成要素・表現要素を知

覚し，それらが生み出す曲想の

美しさを感じ取っている。 

・歌詞の内容や曲想の味わい，曲

種に応じた発声や言葉の特性，

声部の役割と全体の響きの調

和を感じ取っている。 

・歌詞の内容や曲想の味わい，曲

種に応じた発声や言葉の特性，

声部の役割と全体の響きの調

和を感じ取って歌唱や合唱の

表現を工夫している。 

・歌詞の内容や曲想，曲種

に応じた発声や言葉の特

性を生かして歌唱表現を

する技能（読譜力を含む）

を身に付けている。 

・声部の役割を生かし，全

体の響きに調和させて合

唱表現をする技能を身に

付けている。 

〈実施したアンケートの内容〉 

事  例 中学校 音楽科 第２学年  「声部の役割２」 

テーマ 
「音楽の諸要素やそのはたらきを感じ取り，表現に生かすことのできる生徒を育てる年間

指導計画の工夫」 

授業改善の 

視点 

①身に付けさせたい音楽の諸要素やそのはたらきを明確にするとともに、系統性に配

慮した年間指導計画の工夫改善 

②音からイメージしたことを音で表現することができる力を身に付けるための指導

方法の工夫改善 

音楽科学習への自己分析  

《音楽への関心・意欲・態度》 

①合唱好き（授業が楽しみである。）              １－２－３－４－５ 大変好き 

②自分の中で合唱が得意な方である。             １－２－３－４－５  大変得意 

《音楽的な感受や表現の工夫》 

③曲のイメージを広げることが好き。             １－２－３－４－５ 大変好き 

④曲のイメージを広げることが得意である。          １－２－３－４－５ 大変得意 

《表現の技能》 

⑤イメージしたことを表現することが好き。          １－２－３－４－５ 大変好き 

⑥イメージしたことを表現することが得意である。      １－２－３－４－５ 大変得意 



（２） 学習状況の結果と分析 

【生徒の学習への自己分析結果】 

順 質問内容 4月 

1 合唱が好き（授業が楽しみ）である。 3.9  

2 自分の中で合唱が得意な方である。 3.4  

3 曲のイメージを広げることが好き。 3.4  

4 曲のイメージを広げることが得意である。 3.1  

5 イメージしたことを表現することが好き。 3.5  

6 イメージしたことを表現することが得意である。 2.9  

 

上の結果から、どの項目も好きであるという気 

持ちに比べ、それを得意と感じる生徒は尐ないこ 

とが分かる。それが 1 番顕著に現れたのは、５，６の項目（表現の技能）で、イメージしたことを表現

することが好きではあるが、苦手意識の強い生徒が多いことが分かった。 

 

【アンケートの回答への理由】 

《音楽への関心・意欲・態度》 

（質問１に対して）   

○みんなで作り上げるとよかったと思うから（２・３年） 

○歌うと気持ちいいから。スカッとするから（２・３年） 

 ○声の声量や音程を小学校でほめられたことがある（１年） 

○ソプラノ・アルト・テノールの音が合わさるときれいで自分が参加できていてうれしくなる（２年） 

 ○ピアノを習っていて尐しの曲なら音やリズムが分かるから（１・２年） 

 ●他のパートにつられたり、音痴だったりして、自分の歌に自信がもてないから（１・２・３年） 

 ●合唱は歌うより聴くほうが好きだから（１年） 

（質問２に対して） 

○口型がよいとほめられたから（３年） 

○音が完璧にとれたときはとてもよく歌える（３年） 

○パートリーダーとして動いてパートがよくなったから（２年） 

○みんなより早く音をとることができるから（２年） 

●音程が合わない、分からないから（１・２・３年） 

●高い音や低い音が出ない（１・２・３年） 

●口型はよいけれど声量が出ない（２年） 

●ただ声が大きいだけだから（３年） 

 

《音楽的な感受や表現の工夫》 

（質問３に対して） 

○歌詞のイメージをするのは好きだし、歌詞の内容がいいとイメージしやすい（１年） 

○作者の気持ちを考えたり、この歌詞のフレーズはなぜこう表現するのかを考えるのが好き（２・３年） 

○曲想を考えて強弱などを工夫するのが好き（３年） 

●イメージすることが分からないから嫌い（３年） 

●楽譜がまったく読めないから、進んで音符を見る気になれない（３年） 

●歌詞からはイメージできるけれど、楽譜からはイメージがよく分からないから（２年） 

●想像力があまりないから（１年） 

（質問４に対して） 

○f などの記号が読めてちゃんと歌えるから（３年） 

○曲の盛り上がりや強弱から曲の激しさなどをイメージすることができるから（２・３年） 

音楽科意識調査
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○記号が何を表すのかやその記号を歌唱表現にどう生かしたらよいかが分かるから（２年） 

●記号の意味が分からないから（３年） 

●好きだけど音楽とあっているか分からない（３年） 

●自分のイメージしたことと違うことがあるから（２年） 

●リズムが変わるのは分かっても、イメージが膨らまない（２年） 

 

《表現の技能》 

（質問５に対して） 

○曲の内容について討論しあうことが好き（１年） 

○聞く人に気持ちが伝わるから（２年） 

○表現することで曲のよさに触れることができるから（２年） 

○曲が深まって完成していくのが好き。充実感がある（３年） 

○体を揺らしたり、顔で表現したりするのが好き（３年） 

○強弱などをつけることによって曲の背景が浮かぶから（２・３年） 

●やってみたことがない（１・２・３年） 

●どうやったらいいか分からない（１・２・３年） 

●イメージ自体が苦手なので表現もできない（１・２・３年） 

●イメージしたことを表現できたらと思うが、恥ずかしいし、表現することに戸惑いがある（２．３年） 

●分かっていても出来ないから（３年） 

（質問６に対して） 

○音楽の時間に先生に「気持ちがこもっているね。」と言われるから 

○ここはこう歌うとよくなるとイメージして歌うのが得意 

○強弱をつけるのは得意 

●どの様に表現したらいいのかが分からない（１・２・３年） 

●「やわらかく歌う」とか「弾むように」とかは難しい。（１年） 

●強弱をつけたくても大きくならない（３年） 

●いざ表現に移そうとすると無理な所がある。（３年） 

●表情に出せない。顔が引きつってしまう（２・３年） 

●音が外れるから（１・２・３年） 

●イメージと違う声になるから（２年） 

 

【分析】 

《音楽への関心・意欲・態度》 

・合唱が好きになっている理由は、もともと歌うのが好きである以外は、仲間とともに歌うことに充実

感をもてたことや、教師から認められたことをきっかけにしている。 

・合唱が得意かどうかの判断基準は、先生にほめられたかどうか、口を大きく開けているかなど偏りが

ある。 

・苦手と感じる最も多かった理由は音がとれず自信がもてないからであった。 

《音楽的な感受や表現の工夫》 

・歌詞からイメージする生徒が多く、楽譜から読み取ったり、音からイメージするという生徒はあまり

いなかった。 

・楽譜が読めない、記号が読めないことを理由にイメージが膨らまず、苦手意識をもっている生徒が最

も多かった。 

・歌詞からしかイメージが出来ないが、楽譜から読み取る必要性を感じている生徒はいる。 

《表現の技能》 

・どうやったらいいのかが分からないという理由が最も多い。 

・音程が取れない、思うように声が出ないという理由も多い。 

・また恥ずかしいから嫌い、苦手という生徒も多くいた。 



２ 分析に基づく授業改善   

（１）授業改善の方針  

   ２００８年１月の中教審答申では、音楽科の改善の方向として「音楽よさや楽しさを感じるととも

に、思いや意図をもって表現したり味わって聴いたりする力を育成すること」が示されている。これ

を踏まえ、前述の「１の（２）学習状況の結果と分析」を考察する。 

 

以上のような考察を踏まえ、次の２点から授業改善を図った。 

①身に付けさせたい音楽の諸要素を明確にするとともに、系統性に配慮した年間指導計画の工夫改善 

②音からイメージしたことを音で表現することができる力を身に付けるための指導方法の工夫改善 

 

（２） 改善の具体的方途と実践 

①身に付けさせたい音楽の諸要素を明確にするとともに、系統性に配慮した年間指導計画の工夫改善 

生徒は音程やリズム、強弱、速さについては自分ができているかどうか判断することができる。 

しかし、その他の音楽の諸要素については、なかなか判断をすることができない実態があった。 

その理由として、次の点が挙げられる。 

・音程、リズム、強弱、速さ以外の音楽の諸要素についての学習の時間が尐ない。 

・音楽の諸要素の系統が明確でなく、発達の段階に合った指導計画になっていないため、学習

の積み重ねっていない。 

     そこで、生徒の思考力、判断力を高めるために、その手だてとなる「題材で学習する諸要素を

明確にする」必要から次の表を作成した。 

 

     ○身に付けさせたい力について３年間の系統に配慮した指導計画・・・表１ 

     ○題材後の生徒の意識でつないだ、３年間の指導構想・・・・・・・・表２ 

・イメージしたことを表現したいという気持ちはあるが、どうしたらよいかが分からないため苦手意識

が強い。その理由として既習の内容を活用して自らイメージしたことを音で表現する方法が身に付い

ていないことが考えられる。（既習の内容が、次の題材で生かされないような指導計画を立てていな

いか。） 

・音楽の諸要素については、強弱増減に対するコメントが多く、リズム、和声についての回答は数名に

とどまっていることから、音楽の諸要素に対する意識が薄いことが分かる。（扱う音楽の諸要素が偏

っていないか） 

・好きになるきっかけや得意とする理由には、教師の評価やクラス合唱など特別活動的な喜びで感じた

ことがほとんどであり、決して音楽そのもののよさから感じているわけではない。（音楽のよさを味

わわせる指導をしていないのではないか。） 

・教師の評価に比べ、生徒間の評価を理由に挙げた生徒は尐ない。その理由は、教師対生徒の活動が多

く、生徒が自分で判断できる基準（口型、強弱が最も多い）が限られていたり、よいかどうかの判断

が分からなかったりしているからではないかと考える。 

（偏った音楽の諸要素しか指導してなかったり、それをどう表現したらよしとするかの基準を明確に

示していなかったりしていることで、生徒が自ら判断できないでいるのではないか。） 

・生徒の思考力、判断力を高めるために、その手だてとなる「題材で学習する諸要素を明確する」

必要がある 

・イメージする活動でも、それを表現に生かす活動でも、その音楽を形づくっている要素を頼りに

感受し、表現を深めていく学習の繰り返しが必要である。 

・教師対生徒の活動ばかりでなく、生徒同士が言語活動を通して表現を深めていく活動を工夫する

必要がある。 

・ 



一
年 

 題材名（時間数） 教材名 身に付けさせたい力 資料等 

４月 響きのある歌声（４） 「校歌」「発声のドリル」 歌うときの姿勢・呼吸   

５月 

 

 

６月 

イメージと音楽①（２）  

声部（ソプラノ～バス） 

旋律の高い、低い、 

上昇、下降 
Allegro   

声部の役割１（５） 「朝の風に」 

基本的な楽譜の見方 

ト音記号・へ音記号 

速度表示 

主旋律と副旋律 

Andante  

Moderato 

dim. 

 

 

言葉と旋律のかかわり

（５） 
「夏の日の贈りもの」 文節の頭の発音   

７月 

９月 

リコーダー入門１（４） 
シルクロードの旅（２） 

「喜びの歌」 

「聖者の行進」 

アルトリコーダーの運

指・正しい姿勢・息の

吹き込み方 

タイ スラー 

小節線 
 

１０月 リズムアンサンブル（４） 
「 音 符 や 記 号 を 覚 え よ

う！」 
音符と休符の長さ 拍 拍子  

１１月 イメージと音楽②（４） 「魔王」「映画音楽」 

旋律の雰囲気や歌い方

の違いから場面を想像

する。 

 
ｲｱﾝ・ﾎﾞｽﾄﾘｯﾁのCD 

ｼﾞｪｼｰ･ﾉｰﾏﾝの「魔

王」 

１２月 日本の歌１（２） 「赤とんぼ」 日本の歌を歌い継ぐ   

１月 
日本の音楽と楽器（１） 

和楽器に挑戦（３） 
「六段の調べ」 

「さくら」 

筝の基礎的な演奏法 間 

調性 音階 

 

２月 作曲をしよう（４） 
「作曲をしよう」 

「若者たち」 

歌詞の抑揚と旋律線の

かかわり 

続くフレーズ 

終わるフレーズ  

 

３月 速度と強弱（５） 「カリブ夢の旅」 
 拍子 D.S. 

accel.  pp ff 
指導書の研究編よ

り「作曲者の言葉」 

二
年 

４月 

 
５月 

旋律のまとまりを生かした表現

（３） 
「夢の世界を」 

言葉に合わせた抑揚 

フレーズの反復 発展 

ブレスの位置 

フレーズ 

テヌート  

rit. ａtempo 

6/8  

○○中学校のビデ

オ 

多声音楽と和声音楽（１） 「フーガト短調」 多声・和声のよさ パイプオルガン  

６月 

７月 

９月 

声部の役割②（９） 
「友よ北の空へ」 

「青春の 1 ページ」 

音の重なり  

ｕｎｉｓ． 

    同時進行 

    スキャット 

    かけあい 

和音  

フェルマータ 

２分休符 

全休符 

○○高校グリークラ

ブのビデオ 

自然音と環境音（２）  
自然音と環境音の感じ

方の違い 

同じ音でも人によっ

て感じ方が違うこと 
 

１０月 

１１月 

平調子の作曲に挑戦（５）   旋律 調性 音階  

日本と世界の民謡（３） 「ｿｰﾗﾝ節」「ｵﾙﾃｨﾝﾄﾞｰ」など 地域による様々 な歌声と発声とそのよさ  

１２月 日本の歌②（２） 「荒城の月」 短調の響き   

１月 リコーダー入門２（３） 「オーラリー」「アニーローリー」 アルトリコーダーの奏法   

２月 

３月 
曲の構成を生かした表現（７） 

「交響曲第 5 番」「悲愴」 

「心の中にきらめいて」 

生い立ちと時代背景 

休符の役割 

動機  

ソナタ形式 

 

三
年 

４月 日本の歌③（３） 「花」  
フェルマータ 

十六分音符 
 

５月 

６月 

混声4部合唱の響き（７） 「大地讃頌」 声部のバランス、内声と外声   

イメージと音楽③（２） 「ブルタバ」 
標題を手がかりにして

情景を思い浮かべる 

オーケストラの

楽器 

プラハの春のビデ

オ 

７月 

９月 

歌詞の内容や曲想を生か

した表現（７） 

「走る川」 

（「名づけられた葉」） 

曲の雰囲気に合わせた

発音・緩急の工夫 
三連符  

１０月 人間と音楽（２） 
「土の歌」「ヘイ ジュー

ド」 

曲の背景から音楽を感

じる 
 東京混声合唱団 

１１月 

１２月 

オリジナルソングを作ろう

（５） 
 旋律の変化のさせ方   

１月 耳でたどる音楽史（３） 
主に教科書の年表にある曲

から（西洋・日本ともに） 
旋律の発展の歴史 音色・音階  

２、３月 ア・カペラの響き（６） 「ふるさと」    

表１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旋律のまとまりを生かした表現 

強弱記号もない旋律はなんとなく

歌っていたけれど、どんな旋律も

まとまりを考えていくと、音の動

きの発展の仕方やエネルギーの増

減を感じて歌うことができるな。 

声部の役割② 

副旋律の動きには色々な種類が

あり、主旋律との重なりによって 

生き生きとその場面の情景を表

現できる。自分の担当する声部の

役割とその効果を理解すること

で、音の重なりの効果から、曲の

イメージを一層広げて歌うこと

ができた。 

曲の構成を生かした表現 

この曲のヴォカリーズ部分のも

とは「悲愴」と言う曲だった。

あの雰囲気を出したい。 

多声音楽と和声音楽 

旋律の動き方や重なり

方の違いが分かった。 

 曲の構成を生かした表現 

ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝの生涯や曲の作られ

た時代背景を知ることで、より

深く曲を味わうことができた。 

混声 4 部合唱の響き 

2年生での学習を生かして、4声

が重なり合った響きによる広が

りや厚みを感じて歌えた。 

歌詞の内容や曲想を生かした表現 

歌詞の内容や曲想の変化を考える

ことで、楽譜に書いてある強弱増

減や速さにひとつひとつ意味を感

じて表現することができた。 

ア・カペラの魅力② 

3 年間の学習を生かして、自

分たちの力で最高の音楽を

奏でられた。 

日本の歌② 

普段歌っている

曲とは違い、栄枯

盛衰を感じる味

わい深い歌詞の

内容だ。短調の響

きが一層雰囲気

を醸し出してい

るな。 

日本の歌③ 

日本人の好きな桜

が満開の隅田川の

様子が、生き生きと

した旋律やリズム

から感じられるな。 

リコーダー入門 2 

旋律の流れの美しさ

を出すには、正しい

運指で正しい音を出

すだけでなく、その

曲を歌うような息の

流れが大切だ。歌で

もリコーダーでも同

じだな。 

平調子の作曲に挑戦 

音階ひとつで「和風」の曲

に仕上がるものだな。 

イメージした日本の四季

を自分なりに作曲できた

よ。 

イメージと音楽③ 

音楽には強いメッセージ

性がある。標題にある情景

が様々な楽器の音色とそ

の重なりから感じられた。 

人間と音楽 

音楽は人生を豊かにして

くれるな。 

オリジナルソング 

を作ろう 

自分の思いをのせた曲を作

れた。 

２年 

３年 

日本と世界の民謡 

日本らしいと思う音があ

るように、どの国にも土地

に根付いて発展した音が

あるな。 

耳でたどる音楽史 

今の音楽に至るまでの

音の歴史が分かった。 

 

響きのある歌声 

姿勢を良くすると、呼吸まで変

わってくるな。中学校では響き

のある歌声をつくっていこう。 

声部の役割① 

お互いのパートを聴きあい

バランスを考えて歌うと、主

旋律が引き立つな。 

歌詞だけでなく、音符を見て

歌うようにしよう。 

言葉と旋律のかかわり 

言葉の抑揚の曲線と旋律線が

一致していると、言葉がより明

確に伝わるな。言葉の特徴（抑

揚・アクセント・リズム）を大

切に、文節の頭にくる子音の歌

い方を工夫していこう。 

 

速度と強弱 

強弱や速さは単に楽譜にあるから

ではなく、同じ「弱く」でも色々 な

感じ方があるし、速さの変化もその

意味を感じて歌うことができたよ。 

日本の音楽と楽器 

音と音の間や音色の移

り変わり、余韻の中に、

日本らしいと感じる音

色があるなあ。 

琴の曲を練習する時は、

その音色や余韻が感じら

れるように弾きたいな。 

イメージと音楽② 

シューベルトはすごい。詩

の内容がこんなにゾクゾ

ク伝わるのは、旋律や伴奏

に一杯工夫がされている

からだ。また、歌い手も

声色や表情まで変えて

表現していてすごい。 

日本の歌① 

すごく音域が広

く「こやけの」は

大きく声を張り

上げていたけど、

山田耕作の作曲

した状況を知っ

て味わうと歌い

方が変わった。 

和楽器に挑戦 

いままで接してきた楽

器とは違う和風の音色

が素敵だ。それに、音

階にも日本らしさって

あるんだな。 

それに、思ったより簡

単に1曲弾けたぞ。 

イメージと音楽① 

ソネットで描かれている

場景を、音楽は、旋律の動

きや高さから感じ取るこ

とができるんだ。 

リコーダー入門１ 

ｿﾌﾟﾗﾉﾘｺｰﾀﾞｰに比べ,尐

し落ち着いたｱﾙﾄﾘｺｰ

ﾀﾞｰの音色も素敵だ

な。5音で意外といろ

んな曲が弾けるな。 

それに、縦の線をそろ

えることや、演奏のは

じめ方などアンサン

ブルをするコツが分

かった。 

作曲をしよう 

「夏の日の贈り物」で

学習した言葉の抑揚の

曲線と旋律線を頼りに

作曲すると、なんとか自

分の曲ができたぞ。作曲

もできると楽しいな。 

曲の中には、続くフレー

ズ、終わるフレーズがある

のか。主音で終わると終わ

る感じになるな。 

１年 

リズムアンサンブル 

たった 2 小節のリズムパ

ターンでも、班であわせ方

や強弱を工夫するとひと

つの作品みたいになった。 

表２ 



② 音からイメージしたことを音で表現することができる力を身に付けるための指導方法の工夫 

〈授業実践「声部の役割２」（友よ北の空へ）を通して〉 

 

生徒たちは、１年生の「声部の役割１」で、

声部には主旋律と副旋律という役割があること

を知り、「主旋律は主役であり華やかにオーバー

に表現するとよいこと」、「副旋律は脇役ではある

が小さく歌うわけではなく、主旋律を引き立てる

ように表情豊かに歌うこと」が大切だということ

を学んできている。また、すべてのパートが主旋

律を歌うことをユニゾン（unis.）ということや、

合唱の中でユニゾンとして作曲されている部分

は作曲者がより強く願いや思いを訴えかけてい

る部分であると学習してある。 

２年生で学習する題材「声部の役割２」の「声部」とはパートとも言い換えられ、中学校で扱う混声

合唱でいうとソプラノ、アルト、テノール、バスのことである。「役割」には大きく主旋律と副旋律とし

ての役割があるが、主旋律と副旋律の重なり方を「ユニゾン」「主旋律と同時進行」「主旋律とかけあい」

「主旋律にスキャット」の４つに分け、この４つの役割がもつ効果と表現の仕方を知り、声部の役割の

違いによる効果や重なり方の効果から生まれる曲想の変化やイメージの変化を感じ取って歌うことがで

きるようにしたいと考えた。 

 

≪「声部の役割１」（１年生）での学習内容≫ 

主旋律 主役であり華やかにオーバーに表現する。 

副旋律 脇役ではあるが小さく歌うわけではなく、主旋律を引き立てるように表情豊かに歌う。 

≪「声部の役割２」（２年生）での学習内容≫ 

副旋律の役割を、音の重なり方によって、以下の４つに分ける。 

音の重なり方 役  割 効  果 表 現 の 仕 方 

ユニゾン 

 

主旋律と同じ旋律

を歌う。 

主旋律を強調する。 

 

主旋律と同じように歌う。 

 

主旋律と 

同時進行 

主旋律と同じリズ

ムで、違う音で歌

う。 

主旋律に和音をつける

ことによって、明るい

和音、暗い和音等、音

楽に色をつける。 

主旋律と同じ大きさで歌う。（※１） 

和音の明るい、暗いによって歌い

方を変え、気持ちの表現をする。 

 

主旋律と 

かけあい 

主旋律と同じ言葉

を繰り返す。 

言葉を強調する。 

 

言葉をはっきり歌う。 

 

主旋律に 

スキャット 

主旋律のＢＧＭ 主旋律の雰囲気を高め

る。 

主旋律の気持ちと同じ気持ちでス

キャットをする。（※２） 

※１・・・主旋律が上行形の時は、同時進行の音が下行形でも、主旋律と同じように cresc.する。 

  ※２・・・スキャットは歌詞がないが、「Ａｈ～」「Ｕｈ～」「Ｏｈ～」「Ｌａ~」ハミング等のもつ感じ方によって、雰

囲気をつかみ、表現を工夫する。 

 

 このように、主旋律と副旋律の重なり方の違いを具体的に学習し、それぞれのよさを味わうことで、

生徒たちが確かな根拠を基にして自分の考えをもてるようになり、表現への意欲も高まる。また、表

現の仕方を、どの生徒にも分かりやすい言葉で指導することによって、誰にでも簡単にでき、自信を

もって表現できるようになると考えた。また、ここで「友よ北の空へ」を教材に選んだ理由は、上記

の４つの重なり方がすべて出てくるからである。 



本題材ではまず、声部の４つの役割とその効果、歌い方を学習する。特に、「主旋律と同時進行」と

いう役割においては、淀川工業高校合唱部の歌う男声４部合唱「鉄腕アトム」のビデオを使ってその効

果と歌い方を学習した。ビデオでは、４声部それぞれの旋律単独での演奏と、それらが合わさった男声

４部合唱との違いも明確になっており、生徒たちは、主旋律のみの演奏に比べ深みや響きが増して聴こ

えることや、単独で聴いたバスの旋律は単調だったが、４声が合わさることによってすばらしいハーモ

ニーが生み出されることなどに感動している。そういったハーモニーを実際に自分たちの演奏で体感す

るのは非常に難しいが、ハーモニーをイメージすることやハーモニー作りには正しい音程やパートの統

一された音色が大切であることは感じることができた。 

この実践から同時進行でつくられるハーモニーなど、自分の担当する声部の役割とその効果、歌い方

を理解することができた。 

さらに、それらの音の重なり方の効果によって曲のイメージがより豊かになるということへの実感を

得られるようにする必要がある。そこで、音楽的な感受に重きをおいて学習を進めた。 

ここでは、「旋律」と「和声を含む音と音とのかかわり合い」という要素に着目した。 

 

① 曲の中のある部分に対してイメージした情景の根拠を旋律の重なり方に求める。 

② 同じ歌詞を繰り返すにもかかわらず長調、短調と和声が変化することを知覚することで、歌詞だけ

からイメージするときと、どう感じ方が変わるかと問う。 

 

上記の２つの学習を通して、音楽を感受する力を養っていくよう工夫した。 

 

この授業によって、生徒たちは、音の重なり方の違いや和音のもつ雰囲気から音楽を知覚して深く味

わうことができ、本時の最後にもう一度ピアノでＣ～Ｄの部分をゆっくり味わえるように弾くと、その

音と気持ちを重ね合わせて「うわぁ！」と目を輝かせて、曲に聴き入ることができるようになる。 

（資料２ 参照） 



 

このように、生徒たちは様々なイメージを音から膨らませることができた。 

長調・短調の響きを頼りにイメージをしたのだから、その響きが常にイメージされながら、音で表現

できることを目指した。 

 

① ピアノによる３声の響きを聴き、そのハーモニーに溶け込むイメージをもって自分の旋律をハミ

ングで表現した。 

② 短三和音と長三和音の場合の発音の明るさ、暗さを意識して表現を工夫をした。４か所の発音（特

に母音の音色）を意識して歌うだけでも、その部分の音楽がガラッと変わり、自分たちの感じたこ

とが伝わることを実感した。 

③ それをきっかけに、この曲の他の部分の表現を、声部の役割と和音から分析して、自分で表現の

仕方を工夫した。 

 

 身に付けさせたい音楽の諸要素を生徒が理解できる言葉で明確にすることによって、生徒たちの音

楽に対する主体性が大きく変化した。いままで曖昧だったことが分かるようになったため、音楽に対

する興味・関心・意欲が飛躍的に高まった。 

 

３ 授業改善後の成果 

 

左の表からも分かるように、どの項目につ

いても、伸びが見られた。今回の実践で特に

大切にしてきた「感受」の部分で以前より好

きと感じたり、得意と感じるようになったり

した理由として、生徒たちは以下のような感

想をもった。 

 

 

○「友よ北の空へ」での学習で、音からイメ 

ージがつかめるようになった。 

○音楽の変化から曲想をイメージできるこ 

 とが分かった。 

○言葉だけでなく音の重なり方からもイメ 

 ージを広げることができた。 

○歌詞・音、両方で感じ取るイメージがより  

深みを増すと分かるととてもきれい。 

○色々な方向から曲を感じることができた。 

○音楽のよさをさらに感じることができた。 

○音からでも、こんなにいろいろな感情が伝       

 わるということが分かって、音楽ってすご 

 いと思った。 

 

 

 

  それぞれの題材の中で身に付けさせたい音楽の諸要素やその働きを明確にしたことで、３年間の指導

計画に見通しをもつことができた。 

学習の積み上げがなされることによって、感じとったことを要素やその働きと結び付けて話すことが

できるようになったり、要素やその働きを根拠に聴くことができるようになったりしたことで、音楽を

これまで以上に楽しむことができるようになったと感じる。 

順 質問内容 4月 10月 

1 合唱が好き（授業が楽しみである。） 3.9  4.3 

2 自分の中で合唱が得意な方である。 3.4  3.6 

3 曲のイメージを広げることが好き。 3.4  3.8 

4 曲のイメージを広げることが得意である。 3.1  3.6 

5 イメージしたことを表現することが好き。 3.5  3.8 

6 イメージしたことを表現することが得意である。 2.9  3.4 

音楽科意識調査
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0
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4月

１０月

自分の中で音楽科が

得意な方である

曲のイメージを

広げることが得意である

曲のイメージを

広げることが好き

音楽科が好き

（授業が楽しみである）

イメージしたことを

表現することが好き

イメージしたことを

表現することが得意である



また、新しい曲に出会ったときにもつ願いや感想が、これまでの「なんとなくいい曲だ」というもの

から、「～部分の重なりをうまく表現したい。」や「ここは○○という気持ちを表現するためにクレシェ

ンドをすると効果的だ。」など、それまでの学習で身に付けたものに基づいてより具体的に話せるよう

になった。 

感じ取ったイメージを表現するという段階において効果的だったことは、自分たちの演奏を録音する

ことだけでなく、「憧れをもつことができる演奏」「自分たちの表現したことが明確に手本となって示さ

れる演奏」を見たり聴いたりするために、本時身に付けさせたい音楽の諸要素が分かりやすく感じ取れ

る資料（ＣＤやＤＶＤ）を探して活用したことであった。当たり前のことであるが、ひとつの曲に取り

組むに当たって、できる限り有効な演奏や資料を集め、これはよいと思うものを精選して与えることも

大切であると感じた。 

私たち音楽科教師は、私たち自身が 音を感じ、音に心揺さぶられる豊かな感性をもち続けるととも

に、生徒にもそのような感性を育成していきたいものである。 

 

 


