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コロナ禍における学びの質的転換
実技から知識統合型演習への転換で得られた学習効果
玉川大学 朝日公哉

１． 究動動機

② オンデマンド教材の作成
知識を深めることによって演奏実践が充実するこ

玉川大学における特色の一つとなっているベート

とをねらいに、ベートーヴェンや『第九』に関する

ヴェン作曲『交響曲第九番』
（以後『第九』
）の学
修は、初年次教育科目として必修で取り組む合唱

オンデマンド教材を作成し、定期的にレポート課
題を課した。また、学修内容を建学の理念である全

の実技科目である。1968 年(昭和 43)以来、音楽

人教育の概念に当てはめ、学修させることによっ

に関わる学生に限らず全学部の１年生約 1800 人
が履修し、年末に実施される音楽祭での演奏を目

て全人教育と音楽の統合的な価値が理解できるよ
うに取り組んだ。

指す。しかし本年１月に朝日新聞でも広く報道さ

③ 動画提出課題

れた通り『第九』の合唱はコロナ禍において最も
取り組んではいけない活動の１つとなってしまっ

Zoom での実技演習は一方的な教員による範唱が
中心となり、学生にどの程度学修が定着したか判

た。ドイツ語は発音の特性から飛沫を飛散させる

断が難しい。そのため学修進度をチェックするた

リスクが日本語よりもはるかに高いからである。
また特に本科目は履修人数が多いため、限られた

めに指定箇所を歌唱し動画に撮影したものを提出
させた。

施設の事情もあり、まさに密集・密接・密閉の中

④ Web 上でのポートフォリオ入力

でこれまで行われてきた。遠隔授業を余儀なくさ
れる中、本科目の到達目標をどのように達成させ

大学の web システムを利用し毎授業終了後、学習
の振り返りを入力させた。各担当者で分担し、書き

るかが早急な課題となった。様々な授業改善を行

込みをチェックした。これにより学生によっての

った結果現れた学修成果を、分析し、その傾向を

理解度や、意欲、どのような点に関心があるかなど

考察した。

が明確にできた。また、授業ごとにそれらのフィー

２． 授業の改善方法

ドバックや授業改善に役立った。

① 自習用動画コンテンツの作成

３． 検証と考察

実技の演習は zoom による同時双方向型の遠隔授

検証方法は各学生が記録したポートフォリオの内

業を実施したが、学生が個々にそれぞれの場所で

容を分析した。キーワードの抽出による定量化は

受講しているため、同パートに合わせて歌うこと
ができない。これは声に自信が無く、人前で発声す

新たな取り組みで比較対象がないため、記録内容
の傾向を分析することとした。その結果、実技中心

ることに抵抗があった学生にとっては、人目を気

であったコロナ前の学修から知識統合型の演習に

にせず歌えたことが好都合であった。しかし対面
授業で周囲の学生の雰囲気に助けられて歌うこと

変わったことによって明らかな学修成果の変化が
見られた。実技中心の授業では実践の感想が多く

に比べ学修定着度は低いことが体感的に分かった。 「感動した」や「楽しかった」という体験に基づく
そのため『第九』の各パートの自主練習用動画を制
作し、履修学生が閲覧できる web サイトに公開し

感想が多かった。それに対しコロナ禍での遠隔授
業では「音楽」や「芸術」を学ぶ意義、それが自身

た。楽譜が読めない学生でも分かるようにカラオ

の将来に役立つといった言及が目立った。双方の

ケのように歌詞テロップを挿入したり、ドイツ語
の発音が難しい箇所は、講師の口元を見えやすく

メリットを活かし、補完することによって、より学
修に効果的なハイブリッド授業の構築の必要性が

するなど、動画コンテンツならではの工夫を施し

明らかとなった。

ている。

歌唱教育「合唱」の対面とオンライン授業
声を合わせる「心」を学ぶ
玉川大学 渡辺明子 木村美音子

今だ全世界は、コロナ感染症との戦いを余儀な
くされている。大学の授業・講義においても同様

２．
「心」を合わせる合唱授業と、ICT 活用授業へ
①玉川大学における歌唱「合唱」概要

である。昨年度と比較すると、学生も教員もオン

2020 年度の秋学期（後期）は、対面とオンライ

ライン授業に慣れてきているが、歌唱時の飛沫問

ンのハイブリッド型授業となった。オンライン授

題を筆頭に「3 密」すべてが含まれる「合唱」に

業は、あらかじめオンデマンドにて、授業者の指

ついては、苦戦を強いられる。しかし、学びが無

揮と伴奏の見本動画を配信しておき、Zoom 授業時

いわけではない。学生とともに、このような事態

に、ミュートにて歌うというシステムとした。ま

だから得られる、貴重な体験と授業方法を述べる。 た、履修者は教職希望学生のため、合唱コンクー
ルの意義や、各教科との領域横断についての講義
１．歌唱時の飛沫飛距離の可視化
①目的と内容

も実施した。
②ハプニングから生まれた ICT 活用授業

「正確な飛沫飛距離を知り、正しい防止策に取

成人式で地方に帰省した学生指揮者が、コロナ

り組む」ことを目的として、以下のようにデータ

感染拡大のため東京に戻れなくなった。ホールで

を取った。尚、このデータ処理・分析に関しては、

のリハーサルは、急遽 Zoom を 2 本立てでセット

新日本空調株式会社に協力を仰いだ。

し、スクリーン越しの指揮で合唱することになっ
た。
「音ズレ」が生じる可能性の中、全員の集中力

・測定日時：2020 年 7 月 22 日
・測定場所：新日本空調㈱
・被験者

クリーンルーム

で何とか乗り切るという特別な行動が生まれた。
③学生のコメントから、合わせる「心」の発見

：筆者、大学 3 年生

最終授業で回収したコメントは、筆者ら教員が

・データ内容：あいさつ、朗読

学ぶことの多いものであった。授業は、オンライ

日本歌曲、英語歌曲、イタリア歌曲、
ドイツ歌曲、合唱（日本語）

ン授業のみで孤独を感じていた学生の救いとな
り、一緒に歌えることの喜びを与えた。学生は、
オンライン授業の良さを認識し、それなりに折り
合いをつけていたようである。
３．成果と課題
教員の試行錯誤や悪戦苦闘、創意工夫に、学生は、
[コレもありか]と学びの姿勢を示してくれた。そ
の学生に対して教員がまた学ぶ…。まさに相互教
授が成果であろう。
学生の学びを止めることなく、Zoom 機能の活
用術を向上させ、スキルアップをすることが課題

写真１：㈱新日本空調クリーンルーム

写真２：飛沫飛距離 29 ㎝（マスク無し）

である。

②可視化の結果
歌詞の言語の違いによる飛沫飛距離に差はな
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身近な「音」を表現することの意義に関する一考察
保育者養成課程における活動を通して
秋草学園短期大学

長谷川恭子

年度前期授業「音楽・身体表現」において、グル
１． 研究の目的

ープで環境の音を聞き、再現する活動を行なった。

保育現場において、子どもが音楽表現を楽しむ

授業の後に行なった振り返り（自由記述）は、KH

活動を計画するためには、保育者の音楽のスキル
が必要である。そのためには、保育者自身が「音」

Coder を用いて共起ネットワーク図の抽出をした（集
計単位は文、最小出現数は 6、最小文書数は１、

や「響き」に興味を持ち、音楽的な表現活動を楽

Jaccard 係数は 0.3 以上）。

しむことができる感性を育成しておかなければ
ならない。

３． 結果と考察

幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども
園教育・保育要領では、領域《表現》の〈ねらい〉
で「生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現
を楽しむ」と提示している。また、〈内容の取り

どう

出来事などに出会い、そこから得た感動を他の子
どもや保育士等と共有し、様々に表現することな
どを通して養われるようにすること。その際、風
の音や雨の音、身近にある草や花の形や色など自
然の中にある音、形、色などに気付くようにする
こと」と記述されている。ここでは、常日頃から
身の回りの音に耳を傾け、聞き取る行為を子ども
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この結果から、学生が興味を持って音を聞き、

に促すことが音楽的感性を育成するために必要
であることが示されている。また、音楽活動は体

活動に取り組むことができたことが分かる。学生
のコメントからは、身の回りに音が溢れているこ

験と感受のバランスが必要であるが、表現をする

とに気づき、聞くことに興味を持った様子が窺え

には、感受（インプット）の経験も必要であり、
またそれを表現（アウトプット）することに繋げ

る。音を再現（表現）することに難しさを感じた
ようであったが、たくさんの音に気づき、真剣に

る経験も必要である。このような一連の活動によ

音質を追求して再現できたという一連の活動に

る楽しさを保育で提供していくためには、保育者
がその意義を経験的に理解する必要がある。

楽しさを感じていること、音質の違いをよく感じ
ていること、この活動を通して学生自身が音に興

本研究は、保育者養成課程の授業で身近な「音」

味を持ったことが分かった。また、子どもとこの

を感じる活動を行い、活動後の学生の振り返りを
分析することで、この活動が学生の音楽表現に対

ような活動を楽しみたいという意見もみられた。
この活動が、学生が保育者として音楽表現をする

してどのような意識をもつことになっているの

ための感性育成の一助になっているのは明白で

か、活動の意義を捉えることを目的とする。

あり、学生が音を聴いて表現することの楽しさに
気づき、そうした感性を持つことが重要であるの

２． 研究の対象と方法

に気づいたことが活動の意義となっていること

A 短期大学の 1 年生 109 名を対象とした。2021

が明らかとなった。

ICT を活用した重唱・合唱における
効果的な学修方法の一考察
コロナ禍初期における重唱及び合唱の授業を通して
聖徳大学・聖徳大学短期大学部 春日保人
録音 → 教員はミックス音源②A,B を作成 → 音
１． はじめに

源②A,B を聴きながら意見交換 → ミックス音源

本研究は、2020 年度に行われた重唱及び合唱にお
ける、非対面型授業で得られた学修成果を検証し、

②A,B を交換し各自のパートを録音 → 教員はミ
ックス音源③を作成（ここで二声が揃った完全音

今後のリモート授業やアフターコロナにも活用で

源となる） → ミックス音源③を聴きながら意見

きる演習授業の在り方を考察する。
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、世界中

交換 → 歌のみによる音源④を聴き意見交換を行
い、アンサンブルの在り方を考える

においてビデオ会議アプリケーションを用いたリ

② 合唱演習における授業方法

モート授業を行わざるを得ない状況となった。し
かしビデオ会議ツール特有の遅延により、同時に

声楽初学者を含む大学 1 年生を対象とした、教員
2 名によるベートーヴェン《交響曲第九番”合唱付

音を出す事ができず、重唱や合唱等のアンサンブ

き”》を題材とした授業である。音取り音源や練習

ル授業ではその本質を学ぶことが困難となった。
東京都交響楽団や東京混声合唱団、ヤマハミュー

用映像を作成した。更に学生を２チームに分け、一
方は音取りを中心に、もう一方は歌い方の指導を

ジックジャパン等が対面演奏に向けての飛沫可視

小グループによる公開レッスン形式で行った。

化実験を行い、感染症対策を施した対面演奏形態
への指針を示し、各大学においても対面授業に戻

３． 結果

すための方法を模索した。しかし 2021 年になって

① 重唱演習における学修成果

もデルタ株等のウイルス変異の影響により、感染

単に音源を重ねるだけでなく、自身の音源を音声

拡大の波が起こり、突如リモート授業に戻さざる

波形によって視覚化し、自己分析を行うことで、ア

を得ない状況は続いている。

ンサンブルにおいて必要な方法を強く意識でき、

オンライン授業であっても、シラバスで示された
到達目標と学修の成果を学生が達成しなければな
らない。よって本研究では、同じ空間を共有するこ

客観的な視点を持って「聴く」大切さを認知できた。
その事により、音程が著しく向上した。
② 合唱演習における学修成果

とができない特殊な状況下において、アンサンブ
ル能力の修得や学修成果を実感できる方法を模索

声楽初学者にとって大勢の前で一人歌うことと
なり、抵抗感を減らすことが求められた。小グルー

した、2020 年度の重唱及び合唱の授業において行

プにすることで抵抗感を減らす効果が得られた。

った内容を検証し、ICT を活用したアンサンブルの
授業、アフターコロナにおいても活用できる学修

また他学生の歌唱の向上を視聴する事で、歌唱方
法の修得と学びの実感を得ることができた。

方法の在り方を考察する。
４． 課題
２． 方法

① 重唱演習における授業方法

オンライン授業では学生・教員各々の空間、通信
環境、ICT 機器等が異なる為、公平で適正な学修環

本授業では、他声部やピアノのフレーズに合わせ

境を整える事が課題となる。ICT を用いたアンサン

て、異環境においても歌う方法として、多重録音に

ブルでの学修向上を追求し、ツールの厳選を行い、

よるアンサンブルアプローチを試みた。

オンライン授業で得られた利点を実空間でも生か

二重唱による授業進行の例
ピアノ音源①を渡す → 学生は自分のパートを

す学修方法を研究する必要を感じた。

素材から音表現へつなぐ音楽的アプローチとは
―幼児期における音楽活動の実践事例の分析から―

武蔵野音楽大学

１．

研究の背景と目的

榎本愛子

アプローチを試みたかを振り返る。

平成 30（2018）年 3 月に告示された幼稚園教

子どもの活動における保育者の支援として、①

育要領領域「表現」における【内容の取扱い】の

声掛けや環境づくりによるアプローチ、②音や音

中には、
（１）
「風の音や雨の音、身近にある草や
花の形や色など自然の中にある音、形、色などに

楽によるアプローチが考えられる。本研究ではこ
の②に着目する。②の活動を全体の活動から抽出

気付くようにすること。
」¹⁾、
（３）には「様々な

し、そのアプローチがどのように有効と考えられ

素材や表現の仕方に親しんだり」²⁾という文言が
新たに加えられた。この 2 点が追記され、詳細に

るか整理する。
３． 結果

明記にされたことにより、これらの内容を一層大

活動事例を分析した結果、個々の子どもが自分

切にしていくことが求められたと捉えることが
できる。子どもたちと活動を通して会話をし、共

なりに感じ、考えた事を指導者が受け止め、表現
活動へと展開する事の大切さを改めて再認識で

に時を過ごすと、彼らの生活は全て音に包まれて

きた。素材から音表現へとつなぐ音楽アプローチ

いること、香りや色彩、感触、感覚などといった

として②音や音楽によるアプローチに焦点をあ

表現の素材と呼べるもの全てを全身で感じ、見て、 て、整理した結果、以下に挙げる 4 つの場面で音
聴きながら生活が営まれていることがわかる。こ

楽的アプローチが有効であったと考えられた。具

れら五感を働かせることは多くの場面で新鮮で

体的なアプローチ方法については【】内に示す。

あると同時に多くの子どもたちにとっては先入

場面 1：素材の動きに合わせた音色づけはどのよ

観がなく、ごくごく自然な驚きや感動として体験

うにすると適当か、子ども達と考える場面（2

されていることのように感じられる。自然の音、
形、色、素材の面白さ等に気付くということは身

場面）【紙テープが転がる場合と伸びて広がっ
ていく場合にその様子を表現するにふさわし

近で自然なことであり、保育活動の中においても

い声の表現を探る】

十分に発展させることが可能であろう。
では「音、形、色、素材」を用いて音楽的なア

場面 2：素材が動く様子を目で確認しながら自身
の声をつけて表現する場面（2 場面）

プローチに展開させることはどうであろうか。本

【紙テープが回る様子、伸びて広がっていく様子

研究では、子どもの表現を捉えながら、
「音、形、
色、素材」を音に結びつけ、表現に展開させ得る

を素材の動きに合わせて声で表現する】
場面 3：素材の動きを大切にし、
音楽に合わせて、

アプローチ方法にはどの様な発言や環境が必要

自由に動く場面。【曲想に耳を傾け、紙テープ

であるのかを実際の活動事例を分析、精査し、素
材から音表現につなぐ音楽的アプローチについ

の動きをいかして自由に踊る】
場面 4：楽曲の違いを聴き分け、曲想により動き

て考える機会としたい。

方がどのように変化するのか考えて動く場面

２． 研究の対象と方法

【場面 3 と同様の活動で使用する楽曲を変える】
以上の場面は素材から音表現へつなぐ音楽ア

筆者自身による活動事例を取り上げ、録音を基
とした逐語記録の分析を筆者自身で行う。

プローチとして有効ではないかと提案できる。

日時：2021 年 9 月 22 日 10 時 30 分～11 時 30 分
対象：東京都内私立保育園 5 歳児 18 名
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分析方法として、音楽活動中に「素材」を意図
した活動に焦点をあて、その際どのような音楽的
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「弾き歌い伴奏法」オンライン授業からの考察
同時双方向型オンライン授業の質の向上と学びの工夫

武蔵野大学

国内で初めて COVID-19 の感染者が確認された

小佐野実穂

2. オンラインツールの音質について

2020 年 1 月 15 日の時点からまもなく２年を迎え

Zoom,MicrosoftTeams,GoogleMeet など種類も

ようとしている。大学の音楽実技系の授業は同時

様々なオンラインツールがあるが、基本的には

双方向型オンラインが中心だった 2020 年度から
徐々にハイブリッド型（オンラインと対面の組み

会議用に作られているのでマイク音量が自動調
整され、会話がよく聞き取れるように周囲の音

合わせによる方法）へ移行し、2021 年度からは感

の抑制がされている。そのため鍵盤楽器の音量

染拡大予防ガイドラインに則り緊急事態宣言下
でも再び対面授業が中心になり、今日に至ってい

が大きくなった時に途切れてしまい聴こえなく
なることがあった。Zoom の場合、オリジナルサ

る。

ウンドのまま聞こえるように「マイク音量の自

本研究では実技系科目担当者の今日に至るま
での奮闘を顧み、今後のウィルスとの共存の社会

動調整」のチェックを外したり、
「断続的な背景
雑音の抑制」の欄を無効化したりと音質の向上

における授業デザインを提唱したい。

においては様々な工夫が必要となった。

1. オンライン活用の授業デザイン

① フルオンライン型

また、音の遅延については会話なら気にならな
い程度であっても、双方がオンタイムで同時に

授業回数全てを同時双方向型の遠隔授業

音を合わせて一緒に演奏したり歌ったりするこ

で行う方法

とは出来なかった。
（リアルタイムに合奏ができ

② ハイフレックス（Hybrid–Flexible）型

るアプリはすでに存在しているが人数制限やノ

対面授業とオンラインを同時に行う方法

イズの発生などの問題もある）しかしながらこ

③ ブレンド（Blended）型
対面授業とオンラインを組み合わせて行

の経験は実際に対面でリアルタイムにセッショ
ンできたときの喜びを増幅させたことは間違い

う方法

ない。

ルーターや回線など自宅内のネットワーク環境
を整えること、同時にパソコンやスマホなど端末

3. 授業時間外のツール利用

の準備、ここまでは講義科目と同じだが、弾き歌

様々な環境下にあっても学びの継続を積極的に

い伴奏づけを行うにあたっては鍵盤楽器を使用
し実技を習得するため、学生一人ひとりにどのよ

行おうとしている学生たちとの連絡はコロナ以
前よりも頻繁に行うこととなった。コロナ以前

うにして鍵盤楽器を用意してもらうか、が課題と

よりも密なやり取りで時間拘束は多くなったも

なった。大学施設内の鍵盤楽器を使用する前提で
入学してきた学生も多く、経済的な問題から購入

のの、外出制限のある時期に、回線だけでなく、
人ともつながっていることの安心感は特に大切

をためらう学生もいれば、購入したくても電子ピ

であったように思う。動画提出も５分以内であ

アノの欠品が相次ぎ手に入らないケースもあっ
た。また、鍵盤楽器があっても住宅環境や家庭内

れば簡単に送れることから大いに活用した。ミ
ニオンデマンド教材としての役割も担った。

① LINE の活用

の環境により音が出せない学生もいた。学びの場

② 振り返りシート、ポートフォリオの活用

を確保することの難しさを痛感することになっ
た。楽器を貸し出したり、スマートフォンの所有

学生自身はメタ認知で学ぶ力を高め、教員のコメ
ントによって問題解決への道筋が見つけやすく

率は高いことから鍵盤アプリを使って指導した

なったように感じた学生が多かった（アンケート

ケースもある。

より）

