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仲間との一体感を高める「音楽」の授業
―特別支援学校中学部における合奏への取り組み―

　他者と合わせる活動が中心となる合奏は，児童生徒が社会の中で自立していくために必要とされ
る協調性，表現力，感受力などを養い育てる上で有効な取り組みであると考える。しかし特別支援
学校においては個々の特性に対応した指導が強く求められ，そこに焦点を絞った授業運営が余儀な
くされることから，通常の授業の中で取り上げられることは多くない。さらに，教材選定や子供た
ちに適合した楽器選び，練習方法の工夫等が必要である事も，取り組みを難しくしている理由の一
つであろう。
　本稿は，音楽の専門性を備えた教師が中心となる事でこのハードルを乗り越えながら，特別支援
学校中学部の全教員の協力を得て，合奏を真の音楽活動として子供たちが学び，成長していくこと
を目指した実践の報告である。
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はじめに
　特別支援学校では個別の対応を必要とする児童生徒
も多く，集団活動において特異な反応が予想される取
り組みは控えられる傾向が強い。その中でも音をめ
ぐっては，かなり慎重な扱いがなされ，まして教科と
して授業で取り上げられることは少ないのが現状では
ないだろうか。「教科として」という意味は，その活
動によってもたらされる気付き，成長，情操の深まり
等，それらが「音楽の授業」という学びの活動を通し
てなされるという事である。もちろん集団による歌唱
や身体表現，雰囲気作りなどでは音を受容する経験は
極めて一般的であるが，組織化された複雑な課題を理
解し，自らの意思で音を操るのは別である。教科の授
業としては，集団活動として成立する題材を選定し，
個別の指導計画に沿って子供たちの役割を考え，その
一人一人が心から楽しむことができるように指導して
いく必要があるが，それは音楽の専門知識をもった教
師によって初めて可能になる。
　本実践は，中学校・高等学校音楽教員免許を有し，
ファゴットの演奏家でもある福島大学附属特別支援学
校教員（以降森Ｔ）が，その専門性を生かして，知的
障がいを有する中学部の生徒たちによる，「器楽合奏」
を目指したものである。授業は森Ｔを中心に同中学部
の教員全員によっておこなわれた。実践の構想は森Ｔ
のもので，私は音楽科の器楽および合奏の視点から題
材設定及び授業計画に関わると共に，授業観察をふま
えて活動計画に関する助言をおこなった。　　（金谷）

１　授業作りと集団
　⑴　中学部の現状

　福島大学附属特別支援学校（以下本校）には知的
障がいを有する児童生徒が通学しており，中学部は
１～３学年全員で15名の集団である。子供たちはそ
れぞれの特性に大きな異なりがあり，特に集団での
活動には多くの課題がある。ただし，一概に集団の
形成が難しいという訳ではなく，あくまでも個々の
特性による問題である。そこで本校では“支え合い
と学び合い”，そして“思いやりの気持ちを大切に”
した集団作りに取り組んでいる。そこでは動きの苦
手な友達に手を差し出す姿や，教室全体の雰囲気を
和ませてくれるような行動も多く見られ，集団作り
がうまく機能している一方で，学部全体としての活
動では課題も多い。
　そこで，音楽の合奏活動に取り組むことで，お互
いに助け合いながら，身体の動きを自由に表現した
り，音を聴いたり，友達と表現を見合ったりする経
験を重ねることで，本校の教育目標に更に近づくこ
とができるのではないだろうか，と考えた。
　学習を進める際には，子供たちが互いを意識し，
音や動きを合わせようとする意識が育まれるように
曲想を意識した身体表現，そして簡単な楽器演奏を
試みることにする。まず主旋律とリズムから構成さ
れる簡単な課題から始め，お互いの音を聴きあう経
験を重ねていくことで，将来的には主旋律や副旋律，
和音，リズム等の複数のパートから構成される合奏
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につなげることができるのではないか，と考える。
　⑵　授業構成の工夫

　年度当初は，音楽の楽しさを味わう事を目標と
した。これは，「歌唱が苦手なために授業自体に参
加したくない」「ダンスは恥ずかしくてやりたくな
い」という思いが強い生徒たちの姿があったからで
ある。しかし，普段の様子を見ていると，休み時間
に好きな音楽を聴いていたり，音楽に合わせてリズ
ムを取っていたりするなど，音楽を楽しむ姿が見ら
れた。このように，「歌唱は苦手だけれど，鑑賞は
好き」「ダンスは恥ずかしいけど，リズム感はある」
など，生徒たちは音楽活動全てが苦手ではなく，興
味・関心の持てる活動が一人一人にあるのではない
かと考えた。そこで，特別支援学校学習指導要領中
学部音楽の内容に示された４つの観点である，＜鑑
賞＞＜身体表現＞＜器楽＞＜歌唱＞の視点を意識し
て，１時間の授業の中に２～３種類の活動を取り入
れ，個々の興味・関心を把握するようにした。年度
当初は生徒たちが緊張して力を発揮できないことも
あるため，授業以外の普段の様子についても事前に
把握しておいた。
　生徒たちが心を開放して取り組むことができるよ
うな工夫として，まず「ドレミの歌」に合わせて身
体を動かすドレミ体操を取り入れた。毎時繰り返し
実施したことで，身体の動きが大きくなったり，自
信を持って歌を歌ったりする姿が見られるように
なった。
　⑶　教材選びの視点

　取り組む曲や楽器を選ぶ際には，主に生徒の発達
段階と学齢を考慮した。当初は，彼らの障がい程
度や特性ばかりに目を向けていたため，結果的に
学齢に合わない簡易な曲を選んでしまい，物足りな
い活動になってしまった。流行の曲や普段耳にする
ことの少ないクラシック音楽などを工夫して，学齢
に合った選曲をすることが重要である事に気付かさ
れた。何よりも意欲的に課題に取り組むことで思春
期の生徒たちが自己有能感を高めたり，成就感を味
わったりする経験を得やすく，また友達と学び合っ
たり，支え合ったりすることの一体感や集団の心地
良さを感じ取ることができるようになるのではない
だろうか。

２　ボディパーカッション
（詳細は，福島大学附属特別支援学校平成26年度研究
紀要（第36号）に掲載。）
　⑴　題材選定の理由

　本題材は，年度当初である４月中旬から７月まで
の21時間で取り組んだ。２・３年生は，音楽の授業
に対して苦手意識を持たずに楽しみながら活動に参
加する姿が見られる一方で，１年生は音楽への興味・

関心はあるものの，新しい集団での自己表現に戸惑
いや恥じらいが見られた。そこで，周囲を意識し，
合わせることができるようになるために，まずは友
達とリズムを合わせる心地良さを生徒達に味わわせ
ることが必要であると感じた。
　ボディパーカッションは，自分の身体を楽器（太
鼓）とする身体表現であり，リズムを直接感じ取る
ことができるため，音符や休符を生徒たちが意識し
やすい。また，リズムを視覚，聴覚，触覚で感じる
ことが可能であるため，生徒同士で演奏を見合った
り，聴き合ったりしながらリズムを合わせることに
適していると考える。さらに，簡単なリズム合奏を
することで，個人のリズム感が養われたり，友達と
合わせる喜びを味わったりすることができ，これら
の活動が今後の合奏への取り組みの基礎となるので
はないかと考えた。
　⑵　主な学習活動と指導のねらい

　⑶　授業の流れと考察
　最初にリズム遊びを十分におこなったことで，１
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年生の授業に対する緊張感が和らぎ，２・３年生と
一緒に授業に参加する様子が見られるようになっ
た。合奏活動に入ってからは，リズムやテンポを捉
える個人差や音楽記号への知識の差などが課題と
なってきた。そこで，「合う」「合わない」を生徒た
ちで気付くことができるよう，ペア活動を取り入れ
た。（写真１・２）組み合わせは，生徒同士の関係
や個々の表現力に配慮して決定すると共に，必要に
応じて教師が支援に入った。この活動では，「合う
楽しさ」に気付かせるため，合わないもどかしさを
体感できるよう，課題のリズムのみを提示し，合わ
せるための方法については何も触れずにペア活動に
入るようにした。その結果，生徒たちは，リズムを
合わせるためにきっかけの合図を出すことや同じテ
ンポを相手と共有すること，曲の終わりに4分休符

（ウン）を感じることが必要であることなどに気付
いたようである。

　グループ活動においては，７～８名でリズムを合
わせることを目標に，技能面と協調性を考慮してグ
ループ分けを行った。それぞれのグループの力量に
合わせた課題を提示し，グループリーダーを中心に
練習を進めるようにした。（写真３・４）この頃には，
リズムが合うと「おー。」と声が出たり，ガッツポー
ズをしたり，自然に拍手が起きたりするようになっ
た。またリズムが合わなかった時には，一瞬曇った
表情を見せながらその後再度合わせようと試みてい
る子供たちの姿から，「合う」ことの心地良さに気
付き始めている様子が見てとれた。

　しかし，２種類のリズムを同時に合わせる活動に
おいては，拍を意識しながら，相手のリズムに耳を
傾けることがうまくできない子供たちが多かったた
めに，「合っている」ことを実感するまでには至ら
なかった。（写真５）

３　音楽に合わせて踊ろう
（総時数　５時間）

　⑴　授業の流れと考察
　これまでの取り組みを通して，取り上げる題材の
選定がとても大事だと分かった。また，金谷Ｔから

「曲想をもっと感じることが大切ではないか。」との
指摘もあり，調性の違いや速さの変化，また拍子の
違いなどに視点を置いて，様々な身体表現を試して
みることにした。
　選曲の際には，子供たちが先入観無く曲の雰囲気
やテンポを感じ取りやすいように，歌詞が無く，馴
染みの少ないクラシック音楽を取り上げることにし
た。鑑賞の段階では，イメージを膨らませるために
最初に曲名を紹介し，その後，全員で自由に踊る時
間を設けた。うまく曲想を捉えて表現している子供
を抽出し，その動きを全員で注目するように促した。
教師たちは率先して曲に合った動きを見つけ出し，
動くことが苦手な子供のモデルとなるよう工夫した。
　それぞれの選曲の理由と実際の子供の姿を以下に
示す。
①　チャイコフスキー作曲，バレエ音楽「くるみ割
り人形」より，アラビアの踊り，中国の踊り，あ
し笛の踊り。（1/5時間目）
　これらの曲は様々な点で変化に富んでいて，音
の高低やリズム，和音等を聞き取り易く，子供た
ちが曲の雰囲気を感じ取って表現する活動に適し
ていると考えた。音楽が流れると，拍を刻んでい
る音を捉えてステップを踏んだり，体を揺らした
りする姿が見られた。
②　チャイコフスキー作曲，バレエ音楽「くるみ割
り人形」より，花のワルツ。（2/5時間目）
　子供たちに3/4拍子を感じて欲しくて取り上げ
てみた。全体的に腕を伸ばして手を大きく広げる
子供が多かったが，下半身で1拍目の音を捉えて
ステップを踏み，２・３拍目で膝を上下に曲げて
リズムをとるような子供もいた。
③　チャイコフスキー作曲，バレエ音楽「くるみ割
り人形」より，トレパーク。（3/5時間目）
　この曲は，テンポが速く後半ではaccelerando
が出てくるために，子供たちが気持ちを盛り上げ

（写真１） （写真２）

（写真３） （写真４）

（写真５）
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やすいのではないかと考え取り上げた。また，弦
楽器の厚みのある一拍目の４分音符も特徴的で，
子供たちにとっては音が聴き取りやすいのではな
いかとも考えた。曲が流れると，多くの子供たち
がそのテンポに合わせて歩いたり，走ったりする
姿が見られた。曲が進み，弦楽器が一拍目を演奏
する箇所になると，それに合わせてジャンプする
生徒の姿が見られた。またそれを模倣する者が増
えるにしたがって，１拍目を強拍として意識する
気運が少しずつ高まった。accelerandoになると，
一段と頭を激しく揺らしたり，足踏みを速くした
り，また走り出したりするなど，多くの子供たち
の動きが活発になった。この曲では，ほとんどの
子供が笑顔で，音楽が流れると瞬時に動き出す姿
が印象的であった。
④　ベートーヴェン作曲，ピアノソナタ「月光」よ
り，第１楽章。（4/5時間目）
　これまでとは雰囲気やテンポがまるで異なる曲
を選んでみた。今までの授業では短調でテンポの
ゆったりとした曲は取り上げたことがなく，普段
の生活でもこのような曲を進んで聴いている姿は
見たことがなかった。これらのことから，子供た
ちがどのような表現をするのか興味深かった。実
際に曲に合わせて動き始めると，テンポに合わせ
てゆっくりと回る，腕を上下にゆっくりと大きく
動かす，ペアになって手をつないで回る，などの
姿が見られた。また，身体表現だけでなく，目線
を下から上にする，などの表情で曲想やテンポを
感じているようだった。

　⑤　まとめ（5/5時間目）
　本活動のまとめとして，これまでに取り上げた
曲全てをもう一度鑑賞し，好きな曲を選び出す活
動をおこないたかったのだが，生徒の音楽的力量
を考慮し，特に対照的な「トレパーク」と「月光」
の２曲に絞ってみた。活発な曲と暗い曲との比較
では，子供たちは明るい曲調を選ぶのではないか
という予測があったが，予想通り，全員が明るく
活動的な「トレパーク」を選択した。
　この結果から，子供たちは明るく快活で曲中に
速さの変化があるなど，駆け足をしたり，跳ねた
りしたくなるような盛り上がりのある曲が好きで
あることが確認され，合奏で一体感を感じるため
の題材としてはこのような曲が効果的であること

が分かった。

４　鑑賞から身体表現への発展　（１時間）
　⑴　題材選定の理由

　前項の取り組みでは，どのような曲の要素を生徒
が好み，身体表現しやすいかを調べるために授業を
進めた。これは音楽的な側面からのアセスメントと
言えよう。更に合奏に向けて，子供たちが旋律や低
音部，リズムなど，曲の要素をどのように聴き取っ
ているのかを知る必要があると考え，鑑賞曲をラ
ヴェル作曲，「ボレロ」に決定した。「ボレロ」は，
小太鼓のリズムが印象的であると共に，旋律が様々
な楽器によって繰り返し演奏され，後半は１拍目を
様々な楽器が重厚に演奏する。そのため，楽器によ
る音色の違いや強拍を聴き取りやすい，など，合奏
を成立させるために必要な聞きどころが網羅された
作品である。
　⑵　授業の流れと考察

　子供たちは音に集中できるよう着席し，聞き取っ
た要素を手の動きや膝打ちで表現するよう指示をし
た。また，どのように表現したら良いのか分からず
に，困惑することが事前に予想できる子供に対して
は，教師が隣に座って表現を一緒に引き出すよう支
援することにした。当初は，楽器を替えながら繰り
返される主旋律，規則的に繰り返される小太鼓のリ
ズム，そして曲全体の雰囲気などを聴き取った上で，
身体表現をしてくれるのではないかと考えた。実際
には，予想通り小太鼓の音に反応し，太鼓をテーマ
にしたゲームソフトを思い出して打つしぐさをする
子供や，繰り返される旋律に合わせて頭を縦横に動
かすしぐさが見られた。また，重厚な低音に合わせ
て片足を踏み鳴らしたり，上半身を左右に動かした
りする姿からは，全体的な曲想を感じて表現してい
るように感じられた。このことから子供たちは，音
楽の三要素であるリズム・旋律・和音を見事に聴き
取っていることが分かった。

５　合奏「歓びのうた」　　（総時数　４時間）
　⑴　題材選定の理由

　12月の題材としてベートーヴェン作曲「歓びのう
た」を取り上げることにした。理由は，この時期に
耳にすることの多い曲であるということと，主旋律
を「ド」から「ラ」の音域で演奏することができ，
合奏として取り組みやすい曲であると考えたからで
ある。授業の導入で原曲のDVDを鑑賞したところ，
子供たちからは「知っている。」「聴いたことがある。」
との声が上がった。

（写真６） （写真７）
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　⑵　主な学習活動と指導のねらい

　⑶　授業の流れと考察
　　①　各パートに分かれて練習する（1・2/4時間目）

　鍵盤ハーモニカを取り入れ，経験のある生徒に
担当してもらった。階名を記した楽譜を用い，生
徒の側で教師がそれを声に出して歌ったり，肩を
叩いてテンポを示したりすることで，楽譜を見な
がら演奏する工夫をしてみた。

　ハンドベルは，卓上に置いてボタンを押すと音
が鳴るタイプを使用し，１人１音を担当するよう
にした。階名を記した模造紙を提示し，担当教師
が，演奏する音を指し示していき，生徒はそれに
合わせて音を鳴らすという演奏方法である。自分
で模造紙を見て確実に演奏できる生徒もいれば，
見るとタイミングがずれてしまったり順番が分か
らなくなってしまったりする者がおり，障がいの
程度による個人差が大きいことが問題となった。
そこで，子供たち一人一人の状況に合わせて必要

になる支援を学部全体で検討することから始め，
それを基に教員全員でパート練習を支えていくこ
とにした。（写真９）

　打楽器パートにおいては，１拍目を大太鼓，２・
３・４拍目を鈴で演奏することにした。これは，
音が大きくてはっきりとしている大太鼓を１拍目
にすることで，拍節感を意識できるのではないか
と考えたからである。１拍目を理解している１名
が大太鼓を担当し，鈴は最初の4分休符を意識で
きる生徒に任せてみた。この中には，拍やテンポ
を意識することや身体的にうまく鈴を鳴らすこと
が難しい生徒もいたが，隣の模倣をしたり，友達
同士で教え合ったりする姿が頻繁に見られるよう
になり，難しい課題への取り組みが，子供たちの
集団にもたらす好刺激を実感することができた。

（写真10）

　　②　合奏する（3・4/4時間目）
　合奏ではテンポ感を共有する必要があるため
に，演奏前にＴ１がドラムスティックを叩いてテ
ンポを示した。この段階で，ドラムスティックの
音に合わせて頭や手，腕や上半身などを上下に
振ってテンポを感じ取る生徒が多くいた。この姿
から，ボディパーカッションで培ったテンポを共
有する力が少しずつ身に付いてきていることが見
て取れた。ただし，互いにテンポが合っていて，
旋律とリズムパートが十分に役割を果たせている
ことを教師が称賛したにもかかわらず，子供たち
は何を褒められているのか分からない様子であっ
た。改めてその様子をよく見てみると，演奏が始
まると同時に目の前の楽器演奏に夢中になってし
まい，テンポを感じて揺れていた身体の動きが止
まってしまっていた。旋律パートの生徒が楽器を
演奏しながらでもテンポを意識できるようにと，
大太鼓の大きな音を一拍目に入れてみたのだが，
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実際は生徒たち全体が自分に割り当てられた音を
鳴らすことで精一杯のようであり，この工夫は大
失敗であった。（写真11）

　この取り組みでは楽器の演奏が難しすぎて周り
を聴く余裕がなく，発表が不完全燃焼だったこと
から，生徒たちの成就感や達成感は今一つであっ
た。このことから，合奏を行う際には選曲や楽器
の選定など様々な音楽的要素に加えて，生徒たち
全員で合奏という目標に向かって意欲的に取り組
める環境設定が必要であることを強く実感した。

６　合奏「茶色の小びん」（総時数　10時間）
　⑴　題材選定の理由

　これまでの実践から，生徒たちが明るくテンポの
速い曲を好むことが分かった。そして個々の能力次
第では１曲の中で様々な要素を聴き取っていること
や，実情に即した楽器選びが大切であることなども
分かってきた。これらを考慮した上で選曲したもの
が「茶色の小びん」である。
　「茶色の小びん」は，明るく素直な曲調で，小学
校４年生の教科書（教育芸術社）に掲載されており，
耳馴染みのある生徒もいるようである。主旋律，副
旋律，和音，低音，リズム伴奏等の要素が明確で，
子供の実態に合わせて楽器を選んだり，パートを振
り分けたりすることが容易にできる。また４小節の
フレーズが部分的な変化を伴いながら反復されてい
るため，子供たちにとって比較的理解しやすい構造
になっている。更に最後が４分休符なので，身体の
動きを通して子供同士で「合った」「合わなかった」
という結果に気付きやすい題材だと言える。
　⑵　主な学習活動と指導のねらい

　⑶　授業の流れと考察
　　①　鑑賞（1/10時間目）

　最初に生徒の能力や興味・関心を踏まえて教師
が楽器の選定をし，一人一人の担当楽器を発表し
た。その後，合奏へのイメージを持つことができ
るよう，実際に使用する楽器を用いて教師が模範
演奏を行った。役割分担発表後に模範演奏を行う
ことで，自分の担当楽器に注目して聴くよう促し
たのだが，演奏を聴いている生徒たちの反応は今
一つで，今後の合奏への取り組みに不安を感じた。
この時に，様々な音が同時に聞こえてくる状況の
中であっても，それらを聴き分けることができる
耳を育てるための指導が普段からもっともっと必
要だったことを強く感じた。
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　②　練習（2・3・4・5・6/10時間目）
　主旋律パート，副旋律パート，リズムパート，
ベースパートの４パートに分かれて練習を行っ
た。今回は初めて生徒たちに楽譜を配ってみた。

（写真12）これまでの音楽の授業では子供たちが
五線譜を使用したことはないのだが，合奏に対す
る期待感を高めるために敢えて配布してみた。楽
譜はT1が教科書を基に作成し，それを各パート
担当の教師が一人一人の実態に合わせて改良する
などして，活用の仕方を工夫した。

　また「歓びのうた」での失敗の反省から，放課
後に教師たちで子供たちの情報を交換する時間を
つくり，合奏するために必要な音楽的な要素や流
れを共有しながら授業に臨んだ。各パートの担当
教師が子供の実態に応じて，練習回数を提示した
り，楽器に階名シールを貼ったり，言葉掛けや肩
を叩くなどの支援を行った。このような個人練習
を重ねるうちに，それぞれが自分のパートを一人
で演奏できたり，教師の支援を受けながらなんと
か演奏したりすることができるようになった。こ
れは，合奏するために必要な事柄について教師た
ちが共通理解を図り，先のような手立てを講じた
からこそ実現できた結果といえる。（写真13）
　パート練習は，同じパートの友達と合わせるこ
とを目的とした。これまでは個人個人自由に演奏
していればよかったのだが，今回は友達の音を聴
きながらそれに合わせなければならない。Ｔ１
が各パートに入り，最初にテンポを示すよう工夫
した。演奏中それに合わないことに気付く者もい
る一方で，自分のペースでしか演奏できない生徒
もいたが，何度も練習を重ねていくうちに少しず
つ合うようになっていき，最終的には止まらずに
曲の終りまで演奏することができるようになって
いった。

　　③　合奏（7・8・9/10時間目）
　パート練習の段階では，打楽器パートが終わり
の４分休符を合わせることができず，旋律パート
では，自分で間違えた箇所を弾き直してしまった
り，パート全体でテンポが速くなってしまったり
していた。そこで，全体合奏に入る前に，この二
つのパートだけを合わせる機会を設定した。これ
は，打楽器パートにとっては曲全体の流れを見渡

す事ができ，旋律パートにとってはテンポを保つ
練習になる，と考えたからである。この取り組み
は大変効果的であり，予想通りテンポ感を自分で
掴み演奏できる生徒が続出した。
　全体合奏では，最初にT１がドラムスティック
を叩いて提示するテンポをみんなで感じてから，
それに合わせてリーダーとなる子供が「１，２の
３，はい」と合図を出すようにした。他のパート
では子供たちの間でテンポ感を共有することがで
きていたため，初めての全体合奏でも最後まで曲
を通して演奏することができ，終わりの４分休符
もピッタリのタイミングであった。それが合った
瞬間，子供たちから「おー。」という歓声や拍手
が起きた。
　一方曲の途中でつまずいてしまったことに悔し
がる生徒もいたが，それをなくすためにこそ個人
練習があることを言い聞かせ，個々の更なる技能
の向上を促した。

　④　発表会（10/10時間目）
　発表会は，保護者や小学部高学年の児童，教員
などを招待して行った。観客がいることで普段よ
りも意欲を高めて演奏に臨んでいた。強い緊張感
からか旋律パートが先走ってしまう箇所もあった
が，担当教師が側に寄り添ってテンポを落ち着か
せ，後半からは周りに合わせて見事に演奏しきっ
た。大きな拍手を受けた後に，アンコールとして
再度演奏した際には，これまでで最高のパフォー
マンスをすることができた。演奏後に大きな拍手
を受けた子供たちは「やったー。」と喜んで叫ん
だり，力強くガッツポーズをしたりしながら満面
の笑みを浮かべていた。この見事な演奏は，生徒
個々が集団とのかかわりをしっかりコントロール
できた結果であることは言う間でもないことであ
る。（写真14・15）

７　まとめ
　合奏に取り組むことで成就感や達成感を味わうこと
ができやしないかという発想で本実践を試みた。様々
な取り組みの末，子供たちは友達と合わせることの心
地良さを知り，最終的に茶色の小びんの発表では主体
的な達成感を味わえるまでに成長する事ができ，本取
り組みは一定の成果をあげることができた。またそこ
から，子供の技能や障がいの異なりを総合的にまとめ

 
（写真13）（写真12）

（写真14） （写真15）
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きれる題材と指導体制の重要性を強く感じた。「歓び
のうた」の合奏では，個別の配慮を優先するあまりに，
個々の生徒に適した楽器選定がうまくできなかった結
果，主体性を引き出すことに失敗した。その反省から，
次の「茶色の小びん」は子供たちの趣味や技能面を考
慮し選曲したが，それだけで取り組みがスムーズに進
む訳ではなかった。子供たちの反応や障がいの支援に
ついて教員同士で密に情報交換し，つまずいている生
徒への手立てを検討したり，実際に使用する楽器でシ
ミュレーションしたりするなど，学部の教師が一丸と
なり授業を前に進めていった。個別の対応を必要とす
る子供たち一人一人が，それぞれの能力に応じて集団
と係わる事ができたのは，紛れもなくこの教師の協働
性が機能していたからである。最後にこの実践を支え
てくださった中学部の先生方に深く感謝し，本報告の
結びとしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（森）

終わりに
　本実践で森Ｔはボディパーカッションを合奏という
演奏形態で取り上げたが，氏の音楽的専門性を十分に
生かした授業を重ねることによって，当初興味本位で
あった発音が，一定の規則に倣った表現に発展してい
く様子がはっきりと見て取れた。また，氏はその過程
で，演奏の出来不出来を自分たちで評価する活動を取
り入れ，子供たちは“合奏の心地良さの理由”にも気
付くことができるようになった。その結果“良い演奏
を再現できる”，そして“もっと良くする方法を考え
る”ようになっていった。後半の授業を観察していて
注目したのは，子供たちが本当の達成感を味わってい
る姿である。お互いのテンポが合っている証拠が体の
動きの一致である事や，そのテンポを守ることでリズ
ムがそろう事など，合奏の基本に気付き，曲の終りで
はタイミングを合わせるために全員が集中するように
なり，その結果「うまくいったね。」や「やったー。」
などと大きな歓声を上げていた。それはまったく通常
学級の音楽の授業風景であり，子供たちが合奏を通し
て音楽を学んでいる姿に他ならない事に気付いた時，
特別支援学校における広範な教科としての授業の可能
性を強く感じた。
　本実践の成果が示した二つの視点を最後に述べてま
とめに替えたい。
　まず，「児童生徒のアセスメントを深めるために，
合奏活動が利用できるのではないか。」という仮説で
ある。もちろん授業の中では教育的な側面が主である
が，合奏がもたらす“時間的な制約の中で個々の活動
が集団行動とリンクしている状態”，そして“集団で
成果を味わい合う機会”には，個々の特性がより強く
反映すると考えられることから，アセスメントの手立
てに新たな視点を提供するのではないかと思われる。

　２点目は，「合奏活動によって児童生徒の達成感の
質を向上させることができるのではないか。」という
期待である。
　特別支援学校においては子供たちの成果に対する称
賛と，達成感を表現する（させる）工夫は様々な場面
で見られる。合奏の場合は時間的な規則をもった活動
であることから，テンポを追っていく緊張感の末にタ
イミングが合った時の達成感は極めて自然で，結果を
自分で評価したり考え込んだりする必要もなく（時間
もなく），反射的に感じられる。さらに共演した友達
や観客の喜ぶ姿を自分の達成感の指標として感じるこ
とで，他を意識する意味や価値に気付く良い機会にな
ると考えられるのである。本実践の中で，教師に促さ
れたハイタッチからは何段階も先に進んだ，爽快感や
充実感を伴った真の達成感に小躍りする子供たちの姿
を，私はたびたび確認することができた。　　（金谷）
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