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音 楽 と 身 体 表 現

～演劇やダンスを取り入れた授業を考える～

千葉県立○○○○高等学校 山岡 健 （音楽科）

１ はじめに

音楽は、古代ギリシャの時代から演劇と結びつき、それがバロック時代にオペラを生み、現代

に至ってはミュージカルに発展した。舞踊に関しても歴史的に見て音楽と密接な関係を持ってき

た。このような劇や踊りを音楽の授業においても身体表現の一つとして取り入れ、生徒の表現能

力を引き出すことはできないだろうか。

、「 」「 」「 」 、 、 、身体表現とは 泣く 笑う 怒る など 感情の表出に始まり 心に生まれる感じや想い

考えやイメージを身体の動きによって表す活動である。今回、授業を通して音楽と演劇を融合さ

せた音楽劇を生徒に挑戦させ、音楽と身体表現の融合を柱とした音楽の授業を模索してみたい。

２ ○○○○高校の総合選択制を通して

○○○○高校は総合選択制というカリキュラムをとっている。生徒が自分の進路に合わせて講

座を選択するというもので、他の学校にはみられない講座が多くある。演奏法もそのひとつで、

より専門的な音楽の演奏を体験する講座である。過去にはルネサンスの合唱曲や筝曲のアンサン

ブルなどを取り上げてきたが、音楽と身体表現の融合をテーマに音楽劇を教材として選択した。

演奏法の授業において演技をしながら歌を歌ったり、四部合唱しながらヒップホップダンスを

踊ったりすることは、ほとんどの生徒は経験したことがない。４月から始まった音楽劇「ゆき」

の授業展開の中では、台詞が棒読みになったり、演技もどこかぎこちなくなってしまった生徒が

ほとんであった。しかし練習を積み重ねるうちに自然に体が動くようになり、喜怒哀楽を歌と演

技で表現することが少しずつできるようになってきた。身体表現は、この年頃の生徒たちにとっ

て難しいことなのかもしれない。しかし、自分の心の内にあるものを体全体で表現するという身

体表現ができたとき、表現の喜びを知ることができるのではないだろうか。

３ 研究方法

教材として音楽劇「ゆき」～川手誠作曲（現県立八千代東高校教諭）を取り上げる。

配役を決め、独唱、重唱、合唱をしながら劇をおこなう。

（授業生徒は演奏法の授業を履修している３年生１５名。授業は毎週木曜の１・６限）

４ 研究内容

（１）歌唱と演劇の調和を考えさせ、それぞれの役に合った感情表現ができる。

（２）音楽やその場面に合った演技と踊りを生徒が考えることができる。

（３）体全体を使って表現することの喜びを生徒が味わうことができる。
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５ 教材について

音楽劇「ゆき」は、千葉県立八千代東高校の音楽科川手誠教諭の代表作である。雪の国の王女

である主人公ゆきが、架空の町マックシティーで起こっている戦争を止めさせるために雪の王か

。 、 。ら命を受け地上に降りる そこでアビルという名の女の子と出会い レジスタンスの仲間に入る

ゆきの力で最高権力者フラン・クフルート長官を追放するが、戦争は終わることはなく、アビル

とゆきは、物知りの老婆、安達のおばばに相談に行く。安達のおばばは、戦争の原因は人間の闇

の部分が集まった向こう山のデーモンの仕業であると言い、ゆきは安達のおばばから授かった武

器を手にデーモンと戦う。

全曲美しく親しみやすいメロディーで作られており、物語も笑いや喜び、悲しみの場面があり

感情移入しやすい台本に仕上がっている。歌は、独唱曲が５曲、二重唱が３曲、合唱も多く取り

入れられている。伴奏は２台のピアノの他、バイオリンとフルートの独奏で曲全体を美しく仕上

げている。

（登場人物） ゆき（雪の王の娘）

雪の王（戦争を止めさせるため娘のゆきを地上に向かわせる）

安達のおばば（物知りの老婆）

アビル（レジスタンスで元気の良い女の子）

マルセル（レジスタンスのリーダー）

メンデル（レジスタンスの中心的人物で、フラン・クフルートに銃殺される）

ベルスーズ（戦争中、メンデルに命を助けてもらったことがある。メンデルに密

かに心を寄せている女性）

フラン・クフルート（占領軍の極悪非道な長官）

ピ・ザーラ（占領軍副長官、密かに長官の地位を狙っている）

コットン（将軍１）

スイトン（将軍２）

マットン（将軍３）

デーモン（人間の闇の部分が集まった化け物）

語り手、衛兵

６ 指導計画

音楽劇「ゆき」全50時間

４月（５時間） 曲の説明と配役決定 楽譜と台本の綴じ込み 個人練習

５月（５時間） 台本の読み合わせ 譜読み練習

６月（６時間） 伴奏あわせと実技試験（歌唱試験）

７月（３時間） 演技指導（前半個人指導）

８月（２時間） 演技指導（前半全体指導）

９月（５時間） 演技指導（後半個人指導）

１０月（６時間） 演技指導（後半全体指導）

１１月（８時間） 演技指導（後半全体指導）本時 前半部分の発表、ダンスと歌唱の指導

１２月（６時間） 仕上げ

１月（４時間） 通し稽古と発表
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７ 観点別評価

観点１ 観点２ 観点３

関心・意欲・態度 芸術的感受や表現の工夫 創造的な表現の技能

題材の評 ・楽曲に関心を持ち意欲的 ・音程・リズムを正確にと ・物語や歌詞または自分の

価規準 に練習に取り組み、自分の らえ、歌詞の意味を理解し 役柄にあった身体表現を自

役を積極的に演じようとす ながら正しい発声で歌うこ ら考え演じている。

る態度がある。 とができる。

学習活動 ①音楽劇に関心を持ち、意 ①ハーモニーを考えながら ①体全体を使って喜怒哀楽

における 欲的に練習を行っている。 音程正しく歌っている。 を表現している。

具体の評 ②歌唱と演技で喜怒哀楽を ②歌詞の内容を理解し表情 ②演技と歌唱のバランスを

価規準 表現しようと取り組んでい 豊かに表現しようとしてい 考えながら、自発的に動い

る。 る。 ている。

③自分が与えられた役を周 ③演技とのバランスを考え ③物語の展開にあった踊り

りとのバランスを考えなが た歌い方を工夫している。 を工夫している。

ら演じている。

８ 実践例

日 時 平成１８年１１月１６日(木)第６校時（３６時間目／全５０時間）

場 所 第３音楽室（芸術棟二階）

（男子○名、女子○名、計○名）学 級 第３学年演奏法選択者

所 見 ３年演奏法選択者は活発な生徒が多く、授業にも意欲的に取り組む姿勢が感じられる。

授業前のアンケート結果を見ると、ほとんどの生徒が大学進学を希望している。音楽

大学進学希望の生徒も８人おり、将来の職業では教師や音楽関係の仕事を目指して

いる生徒も多い。

本時の目標

（１）楽曲に関心を持ち意欲的に練習に取り組み、自分の役を積極的に演じることができる。

（２）物語の展開にあった踊りを工夫することができる。

（３）体全体を使って表現することの喜びを感じることができる。
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本時の展開

学習活動 指導内容 指導上の留意点

・出席確認

導 ・本時の予定を聞く。 ・本時の予定を説明する。

入 ・発声練習をする。 ・ア母音で音階練習させる。 ・体の力を抜いて発声させる。

・既習合唱曲を歌う。 ・音楽劇ゆきの合唱曲「最後 ・リズムと音程に気をつけさせ５

の歌」を歌わせる。 る。分 （楽譜 図 ）10

、・メンデルとベルスーズ ・メンデルとベルスーズの歌 ・美しい旋律を感じさせながら

の二重唱を歌う。 唱指導と演技指導をする。 愛し合う二人の気持ちが伝わる

展 ような歌い方をさせる。（楽譜図４ 写真図５）

（観点１③）

・他の生徒は見学させ、自分の

演技の参考にさせる。

開 ・フランク・フルートと ・フランク・フルートとピザ ・二重唱を軽快なテンポで歌わ

。 、 。ピザーラの二重唱を演技 ーラの二重唱の指導をする せ コミカルなダンスをさせる

と踊りを入れながら歌 （観点３③）

（楽譜図５ 写真図６）40 う。

分 ・三将軍とフランク・フ ・三将軍とフランク・フルー ・極悪非道のフランク・フルー

ルートの演技をする。 トの演技指導をする。 トとひょうきんな三将軍の性格

を対比させた演技をさせる。（写真 図７）

・レジスタンスと占領軍 ・レジスタンスと占領軍の ・バックの音楽（ピアノ）に合

。 、 。の戦いの場面の演技をす 戦いの場面①の指導をする わせ 格闘シーンを考えさせる

る ・敵味方二人組になって生徒に。（写真 図８）

演技を考えさせる。

・レジスタンスと占領軍 ・レジスタンスと占領軍の ・メンデルが撃たれる場面は、

の戦いの場面の演技をす 戦いの場面②の指導をする 銃声の音を効果音（ＣＤ）とし。

る （メンデル射殺のシーン） て使う。。（写真 図９）

・全員が緊迫感のある演技にな

るようにさせる （観点１①）。

・レジスタンスと占領軍 ・レジスタンスと占領軍の ・主役のゆきが、その場面で引

の戦いの場面を演じ 勝 戦いの場面③の指導をする き立つように占領軍役の生徒の、「 。

利の歌」を歌う。 （ゆきと占領軍の格闘場面） 演技させる。

・ 勝利の歌」は、レジスタン（写真図 ～ ）10 12 「

ス役の生徒に堂々と歌わせる。

ま ・評価を聞く。 ・本時の評価を言う。 ・次時につながる評価に心がけ

と る。

め ・次時の予告を聞く。 ・次時の予定を言う。

５

分
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図１ メローな雰囲気の前奏曲 三部合唱（ヴォカリーズ）で作られている。

図２美しい旋律のアリア 図３ レジスタンスの合唱
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図４ メンデルとベルスーズの愛の二重唱

図５ コミカルなフランク・フルートとピザーラの二重唱
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図６ 愉快なおばばのアリア 図７ アビルのアリア 表現力が要求される曲

図８ ゆきとデーモンの二重唱 オペラのような盛り上がりが感じられる曲
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図９ 叙情的なバック音楽 前半はバイオリン

独奏、後半はフルート独奏 図 エンディングの合唱曲10

９ 授業展開の様子

図１ 前奏曲～合唱音楽劇「ゆき」

図２ プロローグとバイオリン独奏
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図３ ゆきとアビル 図４ レジスタンスの合唱

図５ メンデルとベルスーズの二重唱

図６ コミカルなダンスもあるフランクフルトとピザーラの二重唱

図７ 三将軍とフランクフルト 図８ 格闘シーンレジスタンスが占領軍に戦いを挑む
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図９ メンデル射殺の場面 図 ゆき「なぜ殺さなければならないの、許せない！」10

図 ゆき役の女子生徒は合気道の有段者、格闘シーンは全員で時間をかけて練習した。11

図 ゆきの活躍でレジスタンスの勝利12
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図 安達のおばばのアリアとコミカルなダンス 図 「なぜ、世の中から悪が無くならない13 14

の！」

アビルのアリア

図 おばばからデーモンを倒すための15
武器を授かったゆき 図 悪の権化・デーモン～二重唱16

図 フルート独奏17

図 ラストシーン18

図 最後の歌19
図 カーテンコール20
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９ 指導の実践について

音楽劇の指導

（１）指導者は、モデルとしてすべて登場人物の役を演ずることが必要となると思う。そして、

その役の性格、年齢等を把握し、生徒が表情豊かに表現することができるように配慮しな

ければならないと思う。さらに演ずる生徒の能力、感性に合った個々の指導も考えなけれ

ばならないと思う。

（２）劇の途中で立ち位置は何度も変わる。物語の展開や曲に合わせ立ち位置を考えなければな

らない。生徒が歌いながら移動すると、どうしても動きが不自然になりがちになってしま

い、歌声も小さくなってしまう。また、ストーリー展開とは関係のない無駄な動きをして

しまうこともある。この点については何度も生徒に反復練習をさせることが必要になる。

（３）演技が初めての生徒もいるので、最初に生徒の前でその役を私が演じてみせた後に生徒に

同じ動きを真似させた。その際、役に合った感情表現ができるように目線、顔の表情、体

の向き、手の使い方、姿勢、歌い方等も指導した。

（４）生徒が演技をしながらの歌唱に慣れてきたら、生徒自らが物語の展開やその役に合った歌

唱・演技・踊りができるように工夫させた。その結果、生徒は台本にはない台詞などアド

リブを入れることができるようになった。

おわりに10
音楽劇「ゆき」は、昨年から教材として取り入れ今回が２回目である。昨年の生徒と比べどち

らかというと積極性に欠ける生徒が多く、最初は歌・演劇・ダンスを融合させた音楽劇にとまど

う生徒もいた。配役がなかなか決まらなかったり、演技することに抵抗感がある生徒もいて授業

。 、 、が思うように進まないこともあった また 音程やハーモニーも生徒にとっては技術的に難しく

音楽的な完成が遅れ気味であった。しかし、徐々にこの楽曲の持つ魅力に惹かれていき、生徒自

、 。らが演技やダンスを考えたり 場面にあった表現の工夫をすることができるようになっていった

途中、作曲者の川手誠教諭が授業を参観され、暖かい励ましの言葉をいただくことができた。

このことは彼らには大きな刺激になったと思う。１月上旬に仕上げの発表をおこなったのだが、

全員が三年生で受験間際であったにもかかわらず、真剣にこの音楽劇に取り組み、気持ちのこも

った歌と演技を表情豊かに見せてくれたことは大いに評価できると思う。

私は、○○○○高校から異動になり、今年度から現在の高校に勤務している。○○○○高校の

ような「演奏法」という講座はないが、音楽ⅡやⅢの授業でも取り上げることは可能であると思

う。今年度は「 」を教材に音楽と身体表現の融合をテーマとした授業展開をThe Sound of music
考えている。


