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2019 年度 第 52 回 音楽鑑賞教育振興 論文・作文募集

研究助成の部

入選研究計画論文

《2019 年度 研究助成の部 実施概要》
○副賞

○募集テーマ
鑑賞領域の学びを中心とした、音楽科教育に
資する実践的な研究
○応募状況と入選数
応募数：1 件

○選考委員

入選数：1 件

○審査基準
次の①から④までを満たす研究計画である。
①

鑑賞領域の学びを中心としている

② これからの音楽科教育に資する内容である
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③

実践を伴った研究である

④

研究の成果が、音楽科教育において広く
普及することが見通せるものである

総

研究助成金：498,200 円

（研究助成金額は、研究計画論文とともに提出された
予算書に基づき、選考委員会において決定しました。）

評

公益財団法人音楽鑑賞振興財団は、創立当初か
ら長年にわたり、音楽鑑賞活動の普及や助成の事
業を幅広く行ってまいりました。この「論文・作
文募集」は、当財団が主催して行っている事業の
一つで、学校における音楽鑑賞活動がさらに活発
に行われることを期待して始めたものであります。
昨年度から〈作文の部〉は一時休止し、〈研究助成
の部〉のみの募集となりました。
〈研究助成の部〉は、学校の先生や大学の教員な
どを対象としたもので、音楽鑑賞の指導に関する
研究の計画をまとめた論文を募集するものであり
ます。
今回は 1 点の応募がありました。応募のあった
研究は、これからの時代を生きる子どもたちが必
要な資質・能力を、PBL の学習過程を活用して授
業実践することで、その資質・能力を培うことを
目指す研究であります。どのような成果が報告さ
れるのか、興味がもてました。
２年間の研究が充実したものとなるよう願って
おります。
（選考委員長：渡邊學而）
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河野正幸
森 俊介

聖徳大学教授／全日本音楽教育研究会副会長

渡邊學而

選考委員長／音楽評論家／公益財団法人音
楽鑑賞振興財団常務理事

パイオニアウェルフェアサービス株式会社
代表取締役社長

○選考専門委員
小佐野圭

玉川大学教授／全日本音楽教育研究会常任
理事

加藤富美子 東京音楽大学客員教授
藤沢章彦 東京女子体育大学講師／元国立音楽大学教
授／公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事

選

評

鑑賞指導をどのように考え、展開していくかは、
永遠のテーマで、結論も一つではありません。さ
まざまな角度・視点から、児童生徒の実態に合わ
せた多様な発想や進め方が考えられます。
今回入選した研究計画は、鑑賞指導の題材の流
れをデザインし、その流れをどう進めていくか、
その中でのポイントとなる活動における教師の考
え、児童生徒へのアプローチのしかたについて試
行し、検証していくというものです。特に、教師
の考えと児童生徒へのアプローチについてしっか
りした理念をもち、児童生徒が自ら問題解決に向
かう姿勢を育てたいという願いが表れていると感
じました。
こうした題材全体の流れの研究の他に、ある題
材の一局面、一活動などの展開の中での疑問、困
難点などの解決に向けた研究がたくさんあっても
よいと思います。そうした小さな研究の積み重ね
がよりよい指導につながります。
（研究助成の部選考専門委員チーフ：藤沢章彦）

ONKANウェブネット http://onkan-web.net/

●研究助成の部
＜研究テーマ＞

鑑賞領域における問題発見・解決能力を高める授業デザイン
～ PBL の学習過程を活用した鑑賞授業モデルの検討～

北海道教育大学附属釧路中学校教諭
齊藤

１．研究の動機と目的

貴文

決的な学習の質を高めていく必要がある。ま

平成の時代から令和の時代に突入して早くも

た、本改訂において問題発見・解決能力は「言

１年ほどが経とうとしている。グローバル化の

語活動と並ぶ学習の基盤となる資質・能力」と

進展、絶え間ない技術革新に伴って、令和の時

位置付けられていることからも全ての教育活動

代は Society5.0 の時代に突入すると言われて

において意識する必要があると捉えた。問題解

いる。2016 年に発売され、大反響を起こした

決的な学習活動はこれまでにも重要とされてき

『LIFE SHIFT』の中に出てくるように、人生

たが、今回改訂において一層その質を高める必

100 年時代をまさに生き抜く子どもたちには、

要があることが色濃く示された。

これまで私たちが身に付けてきたものとは異な
（１）注目される学習方法 PBL

る資質・能力を培う必要がでてきた。
2017 年度に示され、2020 年４月より順次実

問題解決的な学習についてはこれまで様々な

施される新学習指導要領総則には、これからの

先行研究が示されているが、近年新たな学習方

学校教育には次のことが求められると示されて

法として注目されているものに PBL がある。

いる（図 1）
。

PBL には Problem-based learning と Project-

子供たちが様々な変化に積極的に向き合い，
他 者 と 協 働 し て 課 題 を 解 決 し て い く こ と や，
様々な情報を見極め知識の概念的な理解を実現
し情報を再構成するなどして新たな価値につな
げていくこと，複雑な状況変化の中で目的を再
構築することができるようにすること
図１.
「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説
下線部筆者加筆

総則編」

下線部については問題解決的な学習のことと
解釈もでき、これからの学校教育には、主体的
な学習態度、協働的な学習活動、そして問題解

based learning の２つがある。この２つについ
て、溝上は次のように定義付けている（図２）
。
・問題解決学習とは，実世界で直面する問題や
シナリオの解決を通して，基礎と実世界とを
繋ぐ知識の習得，問題解決に関する能力や態
度等を身につける学習のこと
・プロジェクト学習とは，実世界に関する解決
すべき複雑な問題や問い，仮説を，プロジェ
クトとして解決・検証していく学習のこと
図２.「アクティブ・ラーニングとしての PBL と探究的
な学習」（2016. 溝上・成田）
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また、鈴木は著書の中で「プロブレムベース
ドラーニングは問題の解決に向かう学習です
が，プロジェクト学習は，問題を解決すること
が最終ゴールではなく，ビジョンを実現するこ
とがゴール」
とし、
ビジョンを実現するプロジェ
クト学習を「夢や希望のある未来」を目指す学
習として位置付けている。
さらに広石はこの２つの PBL を２軸上に載
せ（図３）、どちらも学習者に能動的な取組を
求める質をもちながらも、プロジェクト型の学
習をより汎用的なジェネリックスキルの獲得を
目指すもの、問題解決基盤型の学習を教科学習
における活用力を鍛え上げるものとしており、
どちらも広義のアクティブ・ラーニングとして
示している。
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① 学ぶ動機を高める
② 学びと現実の世界を関連付ける
③ 高いレベルの思考を促す
④ 学び方についての学びを促す
⑤ 本物の学びをもたらす
図４.「PBL 学びの可能性をひらく授業づくり−日常生
活の問題から確かな学力を育成する−」（2017.L. トープ
／ S. セージ）

き抜く生徒に身に付けたい資質・能力、特に問
題発見・解決能力を効果的に培うことができる
可能性を示す PBL という学習モデルに注目し、
これを鑑賞の学習において活用し、問題発見・
解決能力を高める鑑賞領域における授業デザイ
ンを開発することを目的とした。
本研究においては２つの PBL は上述より明
確に分ける必要がないことから大別せず、一体
的なものとして研究を進めていく。

２．研究の概要
本研究は音楽科教育における従来の鑑賞領域
の学習活動において PBL の学習の要素を取り
入れることによって、より効果的に音楽科で目
指す資質・能力を育むことができるとともに、
今後社会において求められる資質・能力となる
問題発見・解決能力を高めることを期待する研
究である。
図３.「PBL とを中核としたカリキュラム・リデザイン−知
識とスキルを結ぶカリキュラムデザインの検討」
（2018. 広石）

先行研究より、２つの PBL に違いはあるが、

（１）PBL の学習過程
PBL についての先行研究は比較的新しいが、

問題発見・解決能力の資質・能力を培うにあたっ

い く つ か の 形 が 示 さ れ て い る。L. ト ー プ と

ては大きな方向性は同じものと考えてよいと捉

S. セージは著書の中で PBL の単元の流れを
（図

えた。また、
この PBL の学習効果については
（図

5）のように示した。

４）にあるように、今求められていることが含

また、鈴木は著書の中でプロジェクト型学習の

まれていると先行研究に示され、学習方法とし

基本的な展開として
（図６）
のように示している。

て先進的・効果的であり且つ大変魅力的なもの

どちらも問題を解決する流れが極めて明確で

だと言える。
以上より、本研究では、これからの時代を生

季刊 音楽鑑賞教育 Vol.41（2020.4）

ある。
（図５）からは、最適な解決策を決定す
る際に、複数の解決策を作り出す過程が興味深
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学びを振り返る
↑
解決策を発表す る
↑
最適な解決策を 決 定 す る
↑
解決策を複数作 り 出 す
↑
情報を集め、共 有 す る
↑
問題を定義する
↑
知 っ て い る こ と、 知 る べ
き こ と、 思 い つ い た こ と
を特定する
↑
問題に出会う
図５.「PBL 学びの可能性をひらく授業づくり−日常生
活の問題から確かな学力を育成する−」
（2017.L. トープ
／ S. セージ）

の効果の検討』において、
（図 7）のように定
義が紹介されている。
・真正が高く能動的に取組めるよう配慮された
課題
・実社会における本質的な問いや問題
図７．「PBL デザインの特徴とその効果の検討」（2011.
湯浅他）

また市川はドライビング・クエスチョンの
条件について（図８）のように示している。

成長確認
↑
再構築
↑
プレゼンテーション
↑
制作
↑
情報・解決策
↑
計画
↑
ビジョン・ゴール
↑
準備

① 学習者がワクワク、ドキドキする
「いいえ」で答えることができない
②「はい」
③ カリキュラムや学習指導要領のフレームワー

図６.「課題解決力と論理的思考力が身につく
クト学習の基本と手法」（2012. 鈴木）

クと整合性を持つ
④ 学習者が実行可能なもの
図８．PBL アドバイザー養成講座 2019 §11 実践方策
③～ドライビング・クエスチョンの作り方～ より（2019.
市川）

プロジェ

さらに、港屋株式会社代表取締役の五島は自

い。また、いずれの学習過程においても発表を

身のホームページで、これからの VUCA＊1 の時

伴って振り返りを行っている。このことは、学

代を生き抜く力を培うべく「Driving Question」

びの必然性を生み出すことができるとともに、

というコーチングプログラムを開発している

学習への主体性を生み出す原動力となることが

が、このプログラムの根底にあるのは「問い」

考えられる。鈴木が示した過程（図６）では、

としてのドライビング・クエスチョンの必要性

プレゼンテーション後に「再構築」が位置付け

である。Web サイト「note」の中で、五島は

られている。これは、
発表して終わりではなく、

自身の経験からこれからの時代に於けるドライ

そこから自分が考えたことをもう一度認識する

ビング・クエスチョンの必要性を説き、ドライ

過程と考えられ、
学習者は再度この過程を経て、

ビング・クエスチョンを「（学習者自身が）＊2

自分が最適だと考える解について検討すること

自分を動機づける問い」
「心の底から駆り立て

ができる。このことは、新学習指導要領でも求

る問い」と意訳し、
「手法や手段にとらわれる

められている主体的な学びの中の
「自己調整力」

ことなく、『その時々の最適解をたぐり寄せな

にも関係する過程と考えられ、重要な過程の一

がら進む』ための問い」＊3 と定義づけている。

つだと捉えられる。

従来私たちが授業の中でねらいを達成するた
めに使うものに「発問」がある。小林は大きく

（２）ドライビング・クエスチョン

言うと発問とは「指導上の目的からなる教師の

PBL の学習過程において重要な要素の一つ

問いかけ」とし、その目的について「子供の学

にドライビング・クエスチョンがあり、これに

習状況を知るためとか，学習することに興味や

ついては湯浅の『PBL のデザインの特徴とそ

関心を持たせるためとか，問題解決のために，
＊

1 VUCA とは、Volatility（変動性）
、Uncertainty（不確実性）
、
Complexity（複雑性）
、
Ambiguity（曖昧性）の頭文字を並べた言葉。
未来を予測するのが困難な現代を表す言葉として使われる。
＊
2（ ）
、＊ 3 下線は筆者が加筆。
研究助成の部 入選研究計画論文
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思考を発展させたり，物事を深く考えさせたり

力の育成において主体的・対話的で深い学びの

するため」としている。

視点からの授業改善の方向性が示された。

そこで、筆者はドライビング・クエスチョン
を「発問」の一つと捉えた。とはいえ単純な
「発問」ではなく、
「ドライビング」が意味する
ところを鑑みると、
「駆動する」
「駆り立てる」
といった意味が含まれると考えるのが自然であ
る。ドライビング・クエスチョンには湯浅や市
川、五島が示すように学習者自身にとって切実
感や学ぶ意味、
価値を大きく感じられる「問い」
になること、そして学習の中で継続的・持続的
な効果があることこそが重要だと考える。
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図 10.「中教審第 197 号」（2016）

よって、真正が高く、実社会に即した問題や

ここで注目したいのは、音や音楽との出合い

問い、
課題に対して心から「やってみたい」
「で

における「出合わせ方」や「学び方」
、そして「学ん

きるようになってみたい」
「わかりたい」と心

でいることの意味や価値の自覚の仕方」である。

を駆り立てられるような発問を適宜タイミング

まさに、主体的・対話的で深い学びの視点から

よく与えることによって、学習者となる子ども

授業改善を考えたときに、いかに学びに必要感

たち一人ひとりの主体性が維持され、活動を貫

をもって主体的な学習活動にすることができる

くことができるのではないかと考え、このドラ

か、対話に必然性をもたせることができるかど

イビング・クエスチョンの手法・考え方を本研

うかは、深い学びの実現には大きな鍵となる。

究の要となる手立てとした。

そこで、PBL において重要な要素となる学
習過程の要素とドライビング・クエスチョンを

（３）鑑賞学習における PBL 型の学習活動
従来の鑑賞指導には大きくわけて次の３つの
段階で構成されてきた（図 9）。
① 音楽を聴いて楽しむこと
② 音楽を聴いてその内容を理解すること
③ 音楽を聴いてその価値を評価すること
図９.「音楽教育の原理と実際」（1989. 西澤）

鑑賞学習においてはこの学習過程が基本と
なっているが、2016 年に芸術系ワーキング・

鑑賞の学習活動の中に取り入れることによっ
て、持続的な主体性、必要感のある他者との協
働的な学び合い、そして、その過程を題材の中
で継続的に行うことが、深い学びの実現につな
がるのではないかと考えた。そして、音楽科が
目指す資質・能力の育成はもちろん、PBL の
学習の効果とも言える、学習の基盤となる資質・
能力である問題発見・解決能力をも高めること
ができるのではないかと考えた。

グループより示された音楽科、芸術科（音楽）
における学習過程のイメージ（図 10）は上述

３．研究の方法

した３つの段階をさらに細かく分けるととも

本研究は PBL の学習過程を活用した鑑賞授

に、新学習指導要領が音楽科に求める資質・能

業のモデルを実践的に研究することによって、

季刊 音楽鑑賞教育 Vol.41（2020.4）

・図 10 出典：
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学
習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）
（中教審第 197 号）
」
（文部科学省）https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__
icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_3_2.pdf
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学習者となる子どもたちに効果的に音楽のよさ

様な有効性を吟味し、題材で培うべき資質・能

や美しさを感得させ、音楽科が目指す資質・能

力を検討する。２年間の研究においては、可能

力を育むとともに、
学習の基盤となる問題発見・

な限り幅広い指導計画を検討することで、育成

解決能力の資質・能力を培うことを目指す。具体

すべき資質・能力も幅広く検討していくことを

的な研究の方法は次の３点に絞り推進していく。

考えている。
③

（１）PBL の手法を取り入れた鑑賞領域におけ

効果的な課題や問題解決の場面の設定
指導計画に位置付ける課題の設定や場面の設

る授業デザインの検討

定は本研究の中核とした。教材を選定し、ねら

①

いとする資質・能力を設定した後、そのねらい

教材および指導計画の検討

中学校での鑑賞領域において、特に PBL の

となる資質・能力を効果的に育成するための課

手法を活用できる題材を検討し、指導計画を

題設定や問題解決場面を検討し、指導計画の中

練っていく。その際、教科書教材をはじめ、広

に組み込んでいく。これまでの本校における取

く教材を検討し、選定することを基本とする。

り組みを通して、主体的・対話的で深い学びを

鈴木は「題材を決めるときいちばん大切なこと

実現するためには、指導計画をどのようにデザ

は，学習者にとって『自分ごと』と感じるもの

インするかで成果が大きく変わってくると実感

とすること，また目の前の現実社会や状況にあ

している。このことから（図５）や（図６）を

る要素とします」としており、題材を選ぶ視点

参考にし、次のような大きな学習のプロセスを

として次の３つを示している（図 11）
。

基本とした学習デザインを設定し、今後モデル

図 11．
「課題解決力と論理的思考力が身につくプロジェ
クト学習の基本と手法」（2012. 鈴木）

となる授業を検討していく。
リフレクション
↑
発表・再構築
↑
制作
↑
情報収集・課題
解決策の検討
↑
単元を通した学
習計画立案
↑
自らの具体的な
目標設定
↑
課題提示

現実：学習者にとって “ 自分ごと ” で身近に感
じるものであること
価値：取り組む “ 必然性 ” を感じられるもので
あること
貢献：その取組が “ 自分（たち）以外 ” のひと
にも役立つものであること

図 12. 鑑賞の学習デザインの一例（2020. 齊藤）

上記の 3 つの視点については、あらゆる学習

特に課題の提示の仕方や、ドライビング・ク

において重要な意味をもつと捉えた。これまで

エスチョンを提示するタイミングや場面、対話

の題材検討に加えて、上記の視点で題材を検討

のタイミングなどは綿密に計画を立てる必要が

することで、これまで以上に学習に主体性や必

あることから、重点的に検討していく。

要感が生まれることが期待できるのではないか

④

と考え、この視点からも教材選定、指導計画を

情報活用能力育成の視点の検討
今回の研究においては、情報活用能力の育成

練り、授業デザインを検討することとした。

の視点からも、積極的にタブレット PC をはじ

②

めとする ICT を活用した題材を検討すること

培うべき資質・能力の検討

学習指導要領に示される培うべき資質・能力

とする。本校における主力タブレット PC は

を網羅するためにも、音楽科における教材の多

iPad であり、今回はそのタブレット PC のデー
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タを、Macbook を中心として一元管理するこ

楽に偏ることなく、日本の伝統音楽を含め、で

とや、生徒の振り返りや資料提示なども行うこ

きる限り多様な音楽を取り上げることとする。

とを目指している（図 13）
。その他にも、音楽

なお、プレ研究として 2019 年度内に実践を行

・タブレット PC

検索機能を活かした情報収集
写真機能を活かした情報蓄積
メモアプリを活かしたポートフォリオ
Keynote を活かした発表資料作成及び発表

・Macbook

AppleTV 等を通した提示機能
生徒の作成物の一元管理
生徒の振り返りをデータで回収し活用
本研究の資料作成など

図 13．ICT の活用例

い、予備検証を行っていく。
（３）PBL 型の授業の有効性の検証
本研究においては、実践を通して本授業の有
効性の検証を行っていく。また、可能な限り、
本校周辺の公立の学校にも追試を実践してもら
い、汎用性の検討を行うこととする。
①

音声・映像記録における生徒の発言の記録
実践授業においては題材における生徒の様子

科における ICT の活用を推進することにより、

66

授業効果を上げることはもちろん、授業・業務

音声および映像として記録してく。記録したも

の効率化に必ずやつなげていきたい。使うこと

のは、プロトコル化を行い、活動の様子を検証

はあくまで手段であり、目的にならないよう、

していく。

資質・能力育成の面から検討をしていく。

②

⑤

ドライビング・クエスチョンの検討

テキスト・マイニングによる分析

この授業デザインでは、主体的・対話的で深

実践中のワークシートの記述内容を入力し、
テキスト・マイニングによる分析を行い、その

い学びの実現の面において、問いや問題は生徒

記述内容から、効果を読み取っていく。

にとって学ぶための必要感や切実感が重要な構

③

成要素であると考えている。そのことからも、

アンケート調査による動因効果の調査
音楽科独自のアンケートや、本校で経年で実

題材の中で効果を期待するドライビング・クエ

施しているアンケート調査を通じて、授業改善

スチョンについても検討していくこととする。

による生徒の学習に対する積極性や、問題解決

本研究ではドライビング・クエスチョンを広

に関連する動因効果を分析し、授業効果を計測

義の発問と捉えるが、その質は単なる問いかけ

していく。

ではなく、真正の本質的な問いであり、生徒に
とってワクワク、ドキドキにつながる働きかけ
であるとすることから、言葉を吟味し、学習計
画に位置付けて授業計画を立てていきたい。

４．研究スケジュール
本研究は本校の研究スケジュールと並行して
行うことから、2019 年度からプレ研究として
先行実施している。プレ研究となる 2019 年度

（２）鑑賞授業の実践
PBL の学習過程を活かし、深い学びを目指

は次年度への方向性を固めるために事例収集な
らびに教材研究を行っている。

す題材を検討し、実践していく。
実践する対象は、本校の第１学年～第３学年
300 名の生徒を予定している。実践では西洋音

季刊 音楽鑑賞教育 Vol.41（2020.4）

（１）プレ研究（2019 年度）
・PBL 型デザインの授業を目指した授業構築

ONKANウェブネット http://onkan-web.net/

の検討（４月～５月）
・授業実践および振り返り（５月～７月）
◆題材「Erlkönig」
本題材では「シューベルトは怖さを表すのにどん
な工夫をしたのか」という課題を設定。自分なら
どのような工夫をするかを考えるところからス
タートし、楽曲を聴くことを通して作曲者の音楽
的な工夫を体感していった。

◆題材「交響曲第５番ハ短調」
本題材では「今の音楽につながるソナタ形式って
どんな形式なのか」という課題を設定。音楽の形
式を取り上げ、これまで学習した楽曲からポップ
スまで形式を探り、ソナタ形式とはどんな形式な
のかを見出していく単元構成。

５．研究成果について
本研究の成果については本校が道東唯一の附
属学校であるだけではなく、道東教育支援セン
ターとしての役割を担うことからも、常に実践
発表という形で還元し、研究の成果を幅広く周
知することができる。また、HP での研究成果
の発表をはじめ、各種セミナーにて、研究の進
捗状況を発信していくことも強みである。
さらに、本校は北海道教育大学の附属学校で
ある利点を生かし、各キャンパスとつながりを

・授業実践および振り返り（10 月）

もって、授業検討、実践を相互に行うことがで

◆題材「能の世界に飛び込もう」

きることからも、本研究が研究にとどまらず、

本題材では「忘れちゃいけない伝統音楽のよさっ
てなんだろう～外国人向けのリーフレットを作成
しよう」という課題を設定。実際に口唱歌を体験
することを通して鑑賞することで、単なる情報で
はなく、体験を通した知的財産として紹介リーフ
レットを作成していった。

◆題材「アイーダと勧進帳」
本題材では「歌に注目！オペラと歌舞伎の違いを
徹底解析」という課題を設定。オペラと歌舞伎の
違いを歌（歌声や編成）に注目しながらオペラ・
歌舞伎それぞれの特徴をまとめていった。

・授業実践および振り返り（１月～２月）
題材「四季」
（検討中）
・実践の構想に向けた教材研究（3 月）
（２）第１次研究（2020 年度）
・鑑賞授業の構想（４月～５月）
・授業実践１（５月～７月）
・授業実践２（９月～ 10 月）
・授業実践３（１月～２月）
道内＆道外視察
・実践のまとめ（２月～３月）
（３）第２次研究（2021 年度）
・鑑賞授業の構想（４月～５月）
・授業実践４（５月～７月）
・授業実践５（９月～ 10 月）
・授業実践６（１月～２月）
道内＆道外視察
・本研究のまとめ（２月～３月）

広く実践を行うことが可能であり、今後北海道
はもちろん日本の音楽科教育の発展に資する大
きな可能性を有していると考えている。
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