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Ⅵ－２－１ 単元「みんなで合わせて」

（草加市立花栗南小学校 第４学年）

１ 単元指導計画

１－１ 題材名 「みんなで合わせて」 （全１２時間）

担当者 鈴木 和子

１－２ 題材設定の理由

（１）児童の実態

児童は、心身の発達とともに音楽活動に興味をもち、一段と活発になっている。また、

友だちとかかわり合いながら活動することを好むようになっている。特にこのごろでは、

生活の中で積極的に音楽活動を行おうとする姿が見られる。それは、音楽室のいろいろな

楽器にも興味をもち、休み時間などに鳴らしてその音を確かめて楽しんだり、器楽クラブ

でいろいろな楽器に取り組んだりする児童が増えていることからもうかがえる。

しかし、音楽の学習の中では、仲間意識は高いが、みんなで合わせるための基礎的・基

本的な技能が身に付いていないため、一人一人の音を皆で響き合わせる楽しさを味わうま

で至っていない。協力して皆で響き合わせるための課題を見付け、話し合い、合唱や合奏

としてまとめ上げることが難しいのが現状である。

ここで言う基礎的・基本的な技能の実態は、歌唱では自然で無理のない声で歌うことが

難しい児童も何人かいる。器楽でもこれまで取り組んだグループアンサンブルで演奏技能

が十分身についておらず、自分の思うような演奏ができない児童もいる。出来たとしても

楽譜通りに演奏するのが精一杯である。このことから、つまらないといった声も聞こえて

いる。このような個人差のある中で、児童が意欲を持って取り組める題材、そして興味深

く魅力ある教材を取り上げることによって、協力して皆で響き合わせるための課題を見付

け、話し合い、合唱や合奏としてまとめ上げるていくことの喜びを味わわせたいと考えて

いる。

（２）教師の願い

このような児童の実態をふまえ、みんなで合わせることで音の幅が広がる合唱と合奏を

合わせた合奏唱の活動は、児童にとって興味深く取り組める活動であると考える。

この合奏唱を仕上げる活動を通して、児童自らが課題を持ち主体的に学習に取り組み、

協力して作り上げる喜びを味わせることが出来ると考える。

そのことが達成感を生み学習意欲を持つことにつながる。その結果、音楽表現の確かな学

力を養い、基礎的・基本的な技能が身につくものであると考える。

本題材は、小学校学習指導要領－音楽－の「Ａ表現」の「 ２） ア歌詞の内容にふさ（

わしい表現の仕方を工夫する。イ拍の流れやフレーズ、強弱や速度の変化を感じ取って、

演奏したり身体表現をしたりすること 」と「 ３） ア呼吸及び発音の仕方に気を付け。 （

て、自然で無理のない声で歌うこと。イ音色に気を付けて、旋律楽器および打楽器を演奏

すること 」及び 「Ｂ鑑賞」の「 １） ア曲想の変化を感じ取って聴くこと （２）。 、 （ 。
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イ楽器の音色及び人の声の特徴に気を付けて聴くこと。また、それらの音や声の組み合わ

せを感じ取って聴くこと 」に関わる学習内容である。。

、 、 、 、そして 題材にせまるために まず 導入では合唱曲の範唱を十分に聴く活動を通して

、 、 、 、曲想の変化を感じ取りながら 曲全体の流れをつかんだあと 音取り パート練習を行い

呼吸及び歌詞を大切にした発音の仕方に気を付けて自然で無理のない声で自分のパートを

歌えるようにする。

展開では、注意深く聴き合う活動を通し、旋律やフレーズの特徴を生かして表現したり

聴いたりする楽しさを味わわせる。歌詞の内容、強弱記号の働きからイメージする気持ち

を話し合い自分たちの合唱に、より気持ちをこめられるようにする。

合奏の練習においては、合唱において学習した「みんなで合わせ」る工夫について思い

起こさせ、自らが課題を持ちしかもグループで協力して練習することでお互いに音を聴き

合い、より音色に気を付けて旋律楽器や打楽器を演奏できるようにする。また、合奏唱へ

のステップとして合唱練習の途中から、合奏のパート練習も含めた多くの練習場面をもつ

ようにし、基礎的な演奏技能の習得のため学習過程を工夫した。

、 、 、まとめでは 自分たちが工夫した表現を実現するための歌い方 演奏の仕方を身につけ

より豊かなひびきの表情豊かな演奏をするこができるようにする。

また、本題材では毎時間の活動から自分の課題を見つけ、課題を解決していける児童、

、 、より積極的に友だちとかかわり合い 協力しながら曲を作り上げることで達成感を共有し

豊かな人間関係を築いていける児童を育成したいと考えている。

１－３ 題材の目標

合奏唱の活動を通して、自然で無理のない歌声と、旋律楽器、打楽器の演奏法を身につ

けながら、友だちと協力して豊かなひびきの表情豊かな表現ができるようにする。

１－４ 題材の評価規準

○音楽への関心・意欲・態度

①曲を聴いたり、曲から受けるイメージや気持ちを明確にしようとする。

②パート練習や話し合いに協力して取り組もうとする。

○音楽的な感受や表現の工夫

①歌詞の内容や強弱記号からイメージを生かした表現をすることができる。

②互いの音の重なりを感じ取って美しい音を響き合わせることができる。

○表現の技能

①基礎的な歌唱の技能、楽器の適切な扱い方ができる。

②演奏の技能を生かして表現のくふうをすることができる。

○鑑賞の能力

①旋律の変化（楽曲の雰囲気や曲想）を聴き取っている。

②友だちの表現のよさをを聴きとっている。
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１－５学習過程と評価計画

評 価 規 準

学 習 活 動 支 援（方法・内容） 関意 感受 表現 鑑賞 評価資料

態 工夫 技能 能力

１合唱曲の範唱を十分

に聴き、全体の流れを

つかみ自分のパートを

歌えるようにする。

（３時間）

①曲を聴いて、曲全体 ・まず、教師が中心に ① 歌唱場面観察

の流れをつかみ交互唱 なり音取りをする。

しながら曲に親しむ。 ・パートの人数のバラ

ンスを考えながら分け

られるように、教師も

話し合いに参加する。

②パート分けの話し合 ・パート練習場所の指 ② パート練習場

いをし、パート毎に練 定、練習テープを使用 面観察

習し、自分のパートを したパート毎の練習を

歌えるようにする。 指示する。

・練習がうまく進むよ ① 評価カード①

、 。うに 巡回し支援する

２注意深く聴き合い、

旋律やフレーズの特徴

（旋律の重なりのおも

しろさや美しさ）に気

づき表現を工夫する。

（ ）６時間

①パート練習のあと、 ・パート練習をして歌 ① 録画資料

合唱し、テープに録音 声の確認をする。

する。声の重なりの響 ・自分たちのパートの ① 学習カード①

きを感じ取るとともに みの歌声との違いや声

課題をつかむ。 の重なりで感じた響き

の違いを感じ取るよう

に伝える。

・課題をもつ手だてと

して、歌詞の内容で盛

り上がる部分があるこ

と、強弱記号の働きに

ついて思い出させる。

②歌詞の内容が盛り上 ① 学習カード②
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がるところ、強弱記号 ・声の重なりのおもし

の働きが大きいところ ろさや美しさを表現す

を見つけ、より気持ち るために歌詞の内容や

をこめて歌えるように 強弱記号から感じ取れ

する。 るイメージを大切にす

ることを伝える。

＊ここまでの手順は随

時掲示していく （課。

題のヒントや練習の手

順）

③音の重なりのおもし ・具体的に例示する。 ② 話し合い場面

ろさや美しさをより楽 Ⅰ１学期楽器と声を合 の観察

。しむために、例示を参 わせた活動を振り返る

（ ）考にして方法を話し合 教科書使用

う。 Ⅱ合奏唱のビデオを見

。 （ ）る ビデオ視聴

Ⅲ楽器の紹介。

実際に使用する楽器を

話し合うようにする。

音の重なりや美しさを楽しむための合奏唱をしよう

④合奏唱にむけて楽器 ・合奏唱の合奏パート ① 評価カード①

の分担をする、パート 譜を用意しておき、楽

練習をして自分のパー 器の分担をする。

トを演奏できるように ・練習場所を指示し、

する。 読譜、奏法を中心に適

宜巡回し支援する。

⑤パート練習のあと、 ・教師主導で活動した ① 録画資料

合奏を録画して鑑賞し 合唱で学習した練習手 ① ② 話し合い場面、

音の重なりの響きを感 順をを、今度は自分た 観察、学習カ

じ取り 課題をつかむ ち中心で進めていくよ ード①、 。

うにする。

⑥歌詞の内容が盛り上 ・合唱練習時の学習カ ①
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がるところ、強弱記号 ード、掲示物を課題の

の働きが大きいところ 手がかりとしたり、練 学習カード②

を見つけ、より気持ち 習の手順を思い出しな

をこめて合奏できるよ がら進めることを伝え

うにする。 る。

３自分たちの表現がよ

り豊かなひびきで表情

豊かに表現できるよう

に、合奏唱の仕方を身

につける （２時間）。

①合奏唱の練習をする ・パート練習の成果を ② 録画資料。

自分たちの合奏唱を録 発揮できるようにする ② 話し合い場面。

画し、さらにみんなで ・工夫点や改善点が出 観察

きれいに響き合わせる てこない場合にはＣＤ ② 評価カード②

方法を話し合う。 を活用して、みんなで

豊かな響きで合わせる

ことを確認するように

する。

＊①の学習活動を繰り

返し、場合によっては

パート練習にもどしな

がら目標に近づくよう

に学習を深めていく。

４ 発表会を行い、他

クラスの合唱奏を鑑賞

し合う （１時間）。

①表現を発表し合う。 ・他クラスと合同授業 ② 評価カード②

で発表行い、練習の成 ② 学習カード③

果を発表できるように

する。

・児童の自己評価、相

互評価を取り入れる。


