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平成 28 年度 第 49 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

≪平成 28 年度 研究助成の部 実施概要≫

「研究の進め方を一層吟味して」
　今回は 2件の応募がありました。一つは「鑑賞を深めるための『問い』」に関する研究、もう一つ
は「音楽科のアクティブラーニング」に関する研究でした。
　新しい学習指導要領の改訂が近づいていますが、その方向として「主体的」「対話的」「深い学び」
などの学習態度や方法が重要な視点になっています。また、生活や社会、文化との接点や、習得・活
用・探求の学習プロセスなどについても指摘されています。今回の２件はこうした状況を広く考慮し
ながら計画されたものでした。
　入選された研究計画は、すでに同趣旨での研究のスタートを切っていて、下地が作られていること、
鑑賞の授業における「問い」の重要性やその問いの内容・質に深く切り込もうとしていること、研究
メンバーも継続的な組織を基にしており、安定した研究が推進されるものと思われました。ただ、多
様な情報を考えすぎたためか、今後は内容の整理と集約を考えながら進めていく必要があると思いま
す。
　惜しくも入選されなかった「アクティブラーニング」についての研究は、多くの具体的な方法での
改善案を例示してありましたが、取りかかりやすいものと、困難が予想されるものとが幅広く混在し
ていること、研究スケジュールと研究グループの実態がわかりにくかったことなどがありました。
　研究を進めるためには、ねらい（目的）を焦点化、明確化して、結果の有効性をしっかり検証でき
るかも重要なことと思います。� （研究助成の部選考専門委員チーフ：藤沢章彦）

選　評

○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：２件　入選数：１件

○審査基準
① �鑑賞領域の学びを中心としている、音楽

科教育に資するものである、実践的である、
以上の3点を満たす研究計画である。

② �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。

○副賞
研究助成金：45 万 8 千円
�（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。）

○選考委員
阿部陽一� 東京都世田谷区立世田谷中学校校長／全日

本中学校長会予算対策部長（全日本中学校
長会推薦委員）

小原光一� 公益財団法人音楽鑑賞振興財団評議員
髙橋基之� 秀明大学学校教師学部教授／前全国高等学

校長協会会長（全国高等学校長協会推薦委
員）

早川修一� 東京都練馬区立向山小学校校長／全日本音
楽教育研究会副会長（全国連合小学校長会
推薦委員）

森　俊介� パイオニア株式会社総務部部長
渡邊學而� 選考委員長／音楽評論家／公益財団法人音

楽鑑賞振興財団理事

○選考専門委員
加藤徹也� 武蔵野音楽大学教授／全日本音楽教育研究

会常任理事／公益財団法人音楽鑑賞振興財
団理事

加藤富美子�東京音楽大学教授
藤沢章彦� 文教大学講師／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
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＜研究テーマ＞

音楽鑑賞を深めるための「小さな問い」と
「本質に迫る問い」の研究

研究グループ：音楽鑑賞を深める実践研究会
代表　　　　：島田　聡　　（群馬県立館林女子高等学校）（写真）

饗庭　麻里　（太田市立太田高等学校）
井上　春美　（群馬県立藤岡中央高等学校）
坂本　将　　（群馬県立長野原高等学校）
鈴木　香奈子（群馬県立桐生南高等学校）
伴野　和章　（群馬県立太田東高等学校）

１．はじめに
平成21年公示（小中学校は平成20年公示）の

高等学校学習指導要領は、知識基盤社会を迎え

るにあたり、それまでの学習指導要領の「生き

る力」を育むという理念を継承する中で、教育

内容の主な改善事項として「言語活動の充実」

を図るとともに、「伝統や文化に関する教育の

充実」を挙げた。これらの経緯により、小中学

校の音楽科、高等学校の芸術科（音楽）におい

ては、鑑賞活動は「音楽の面白さやよさ、美し

さを感じ取ることができるようにするととも

に、根拠をもって自分なりに批評することので

きるような力の育成を図る」ことが明示された。

実際の授業の場面を見てみると、授業内での

話し合いやペアワークなどの学習形態を工夫し

ながら、音楽を形づくっている要素の知覚とそ

の働きの感受に基づいた批評を口頭発表や文章

表記などの形式で展開していく学習活動が実践

されている。特に小中学校における批評文は、

知覚・感受した音楽を形づくっている要素を根

拠として、鑑賞した音楽を家族に紹介する文章

や作曲者への手紙を書くという活動などで優れ

た実践がなされている。また、高等学校におい

ては、演奏表現の特徴が異なる複数の演奏から

一つを選んだり、作曲者や演奏者の表現の特徴

を比較したりする学習で、音楽を形づくってい

る要素を根拠として、選んだ理由やその特徴を

述べる実践が各種研究会で報告されており、一

定の成果が見られてきていると考える。

２．問題の所在
次期学習指導要領の改訂においては、新しい

時代に求められる資質・能力を育む「社会に開

かれた教育課程」を目指すことを謳っており、

高等学校芸術科（音楽）における鑑賞領域の学

習でも「何を学ぶか」にとどまらず、「どのよ

うに学ぶか」「何ができるようになるか」を意

識する必要がある。

しかし、改訂作業の中で報告された「次期学

習指導要領等に向けたこれまでの審議のまと

め」においては、「芸術系教科・科目においては、

子供たちが、世の中にある音楽、美術、工芸、

書道等と自分との関わりを築いていけるように

なることを大切にしている。しかし、授業の中

で、なぜそれを学ばなければならないのかとい

うことを実感することについては、教員の意識
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としても、子供たちの意識としても弱いのでは

ないかという指摘もなされている」１と言及さ

れている。この点について、「なぜ学ばなけれ

ばならないか」という疑問が生まれる裏側には、

学びの主体である生徒が「学びの必然性」を授

業の中に見出しているかという問題がある。つ

まり、現状を鑑みると、生徒にとってはその音

楽を鑑賞する必然性を感じる場面は少なく、授

業だからという理由で鑑賞しているという状況

も少なからずあるのではないかと認識してい

る。また、教員側も、生徒が獲得した知識や身

に付けた技能がその学びの中に完結してしまう

ことに歯がゆさを感じたり、音楽以外の学びや

社会につなげる意識が少なかったりしたのでは

ないかと考える。

以上のことを踏まえて、音楽鑑賞を深める実

践研究会（以下、本研究会）は、我が国や諸外

国の様々な音楽について、生徒たちが主体的・

対話的に学び、その学びを深めながら、音楽と

歴史的・文化的背景とを結びつけて創造的に鑑

賞していくためには、鑑賞領域の題材を貫く「学

びの必然性」が必要であると考えた。

そして、「学びの必然性」を感じ、生徒が主

体的に思考・判断・表現するためには、思考を

促す良質な「問い」の存在が不可欠であると考

えた。授業は一つの「問い」のみでは成立せず、

系統立ったいくつかの「問い」が授業を貫いて

こそ、生徒の思考が深まり、音楽の新たな価値

を創造する判断ができるであろう。つまり、表

現領域の学習のように自らが音を発しながら思

考・判断する場面が少ない鑑賞領域の学習であ

るからこそ、授業者は系統的・効果的な「問い」

を準備することで、感性を働かせながら音や音

楽に主体的に関わらせたり、対話的で深い学び

へとつなげたりし、題材の目標を達成できるの

ではないかと考えた。

３．研究テーマについて
前項で述べたように、本研究会では「学びの

必然性」を感じながら音楽を鑑賞するために、

音楽鑑賞において教科の本質をとらえつつ、音

楽と文化や社会とを結びつけて思考することへ

と発展させる問いが必要であると考えた。本研

究では、その問いの種類を「小さな問い」と「本

質に迫る問い」の2つに大別して考える。

「小さな問い」への答えを積み重ねることで、

音楽を鑑賞する必然性をより一層感じたり、音

や音楽の質感をとらえたりする。そして、聴き

取った音楽と「本質に迫る問い」とを併せ、他

者と協働しながら、文化や社会との結びつきに

ついて、また、よりよい社会のために何ができ

るかについて、自分なりの答えを見出すことで、

主体的・対話的に音楽を鑑賞する学習が深まる

と考える。このことは、音楽の伝統や文化の多

様性を尊重するだけでなく、芸術科（音楽）や

教育の枠を超えて多様な人々と協働的に諸問題

を解決する資質・能力を身に付けることにつな

がると考え、『音楽鑑賞を深めるための「小さ

な問い」と「本質に迫る問い」の研究』という

研究テーマを設定した。

本研究に関連する先行研究としては、『ESD

としての音楽鑑賞授業　実践ガイドブック』が

ある。ESDは環境教育のイメージが強いが、諸

問題を自らの問題としてとらえ、自分にできる

ことを考えたり実践したりすることで、課題解

決につながる価値観や行動を生むという点で、

次期学習指導要領の「何ができるようになるか」

につながる部分である。このガイドブックの第

63

研究助成の部 入選研究計画論文

３章の事例集では、指導計画が発問と学習活動

とを関わらせて掲載されており、本研究の先行

研究として非常に有意義なものであるが、問い

（発問）の性格や機能について分類し、考察す

るものではない。しかし、本研究の計画におい

ては、この事例集の発問を整理することから研

究を始め、研究に生かしていくことを考えている。

４．研究の概要
本研究では、芸術科（音楽）の鑑賞領域にお

いて、音楽を鑑賞する必然性を感じさせたり、

音や音楽の質感をとらえさせたりする「小さな

問い」を積み重ね、社会との結びつきへと発展

させ、自分自身に何ができるかを考えるきっか

けとなる「本質に迫る問い」について研究を進

めていく。

本研究会では、この「小さな問い」と「本質

に迫る問い」を、先述の「審議のまとめ」にお

いて示された高等学校芸術科（音楽）における

「見方・考え方」に則して以下のように整理し

た。なお、芸術科（音楽）における「見方・考

え方」は「感性を働かせ、音や音楽を、音楽を

形づくっている要素とその働きの視点で捉え、

自己のイメージや感情、芸術としての音楽の文

化的・歴史的背景などと関連付けること」とい

う内容である。

（１）「小さな問い」について

「小さな問い」は、「感性を働かせ、音や音

楽を、音楽を形づくっている要素とその働き

との視点でとらえ」させるための問いである。

具体的には、

（ア）　�感性を働かせ、主体的に学ぶ姿勢を醸

成する問い

（イ）　�音楽を形づくっている要素の知覚・感

受に関わる問い

の二つの性格・機能をもった問いを想定して

いる。

（２）「本質に迫る問い」について

「本質に迫る問い」は、「小さな問い」によっ

て明確となった音楽的な特徴と「自己のイ

メージや感情、芸術としての音楽の文化的・

歴史的背景などと関連付け」させるための問

いである。具体的には、

（ウ）　自己のイメージや感情を認識させる問い

（エ）　�芸術としての音楽の文化的・歴史的背

景などと関連付けさせる問い

の二つの性格・機能をもった問いを想定して

いる。

（３）過去の実践における「問い」の整理

ここで、本研究会代表者が平成２６年度か

ら実践している我が国の伝統音楽を扱った鑑

賞領域の題材での問いに、上記（ア）〜（エ）

をあてはめて整理してみる（表１）。

題　材　名：�日本の伝統をつたえる〜『京鹿子

娘道成寺』に見る日本の伝統

題材の目標：�『�京鹿子娘道成寺』の鑑賞を通して、

我が国の伝統音楽における声の

音色の特徴と表現上の効果との

関わりを感じ取ったり、謡曲・義

太夫節・長唄などの音楽の特徴を

理解したりして、歌舞伎の音楽が、

能や文楽などの音楽の影響を受

けながら、江戸の庶民の文化とし

て発展し、今日まで続いているこ

との理解を深め鑑賞する。

次頁の表１のように、（ア）感性を働かせ、
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主体的に学ぶ姿勢の醸成や、（イ）要素の知覚・

感受に関わる「小さな問い」と、（ウ）自己の

イメージや感情を認識させたり、（エ）芸術と

しての音楽の文化的・歴史的背景などと関連付

けさせたりする「本質に迫る問い」の２種類に

大別することはできた。また、各学習過程にお

ける問いは、一つの問いであってもその性格・

機能が明確には分類されず、複数の性格・機能

をもつ場合もあることも分かった。これについ

ては、基礎研究の中で、問いや発問の性格・機

能について基礎的な理解を図ったり、音楽鑑賞

教育に精通した講師の下で事例研究を行ったり

することで、問いの性格・機能の分類を明確に

していくことになるであろう。

５．研究と検証
本研究は、学習指導要領の「音楽Ⅰ」におけ

るB鑑賞の指導事項ア〜エを指導することを前

提として、「小さな問い」と「本質に迫る問い」

の基礎研究を行う［研究］。基礎研究を受けて、

本研究会員が所属する６校の研究実践校におい

て「音楽Ⅰ」の授業実践を行い［実践］、基礎

研究に関する検証は、授業実践において得られ

た生徒の反応や記述、口頭発表、質問紙調査を

個々に検証していく［検証］。（［　　］内は研

究スケジュールにて関連を示す）

なお、初年度を第１期、完成年度を第２期と

する。第１期は、本研究の試行期間としての性

格をもっており、基礎研究と検証に多くの時間

を割くことで精度の高い問いを設定するととも

に、授業実践において生じる諸問題を洗い出し

たい。第２期では、第１期で生じた諸問題を再

度基礎研究にあたって解決し、授業実践へとつ

なげることでより精度の高い研究へと発展させ

たい。

（１）基礎研究について

基礎研究では、教育工学分野の講師を招聘し、

（表１）
学習過程 具体的な問いの内容 問いの性格・機能

Ⅰ 日本の伝統的な舞台芸術の種類、その声や楽器がどんな音か、舞台の雰囲気などに
ついて知っていることやイメージを自由に意見交換しよう。

（ア）

Ⅱ
Ⅰについて、能楽、文楽、歌舞伎における代表的な演目を視聴し、声や楽器の音色、
リズム、音のつながり（旋律）などを表の上段に、またそれらがつくる全体の雰囲
気を下段にまとめよう。

（イ）

Ⅲ 『京鹿子娘道成寺』から二つの場面を聴いて、曲想や音楽の特徴（音色、リズム、旋
律、テクスチュア）について整理しよう。

（イ）

Ⅳ
能楽、文楽、歌舞伎の舞台芸術が発展した時代や地域、担い手（文化的・歴史的背
景）とそれぞれの音楽の特徴とは、どんな関連があるか、聴き取ったことや見たこ
と、得た知識などを基に仮説を立てよう。

（ウ）
（エ）

Ⅴ

能『道成寺』と歌舞伎『京鹿子娘道成寺』の一場面について、
①�声や舞の雰囲気や印象など、感じたことをまとめよう。 （イ）
②�声の音色や速度について文章でまとめよう。 （イ）
③�音の高さ・つながり方などを詞章の上に線を用いて楽譜化しよう。 （イ）

Ⅵ
あなたが歌舞伎『京鹿子娘道成寺』の作者になったつもりで［謡ガカリ］と［乱拍
子］にどんな工夫をしたか、Ⅴで聴き取ったことや感じ取った効果を中心に考えよ
う。舞踊、衣装などの音楽以外の芸術的要素も含めて考えよう。

（ウ）

Ⅶ
①�能の謡と比較しながら長唄の特徴を説明しよう。 （イ）
②『�京鹿子娘道成寺』が江戸時代から庶民に愛され、現在まで250年以上も上演され

続けている理由を考え、具体的な場面を挙げて書こう。
（エ）
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問いや発問の性格・機能について基礎的な理解

を図るとともに、音楽鑑賞教育に精通した講師

の下で事例研究を行うことで、題材構成と問い

との関連を密接にする予定である。また、本研

究会員がこれまでに実践してきた鑑賞領域の題

材における問いを精査し、これまでの問いの問

題点を探りたい。さらに、鑑賞教材について「音

楽を形づくっている要素」を洗い出すことで、

知覚・感受に関わる「小さな問い」を設定しや

すくし、楽曲の文化的・歴史的背景を明らかに

することで、その楽曲を鑑賞する先にある音楽

と生活や社会との結びつきへとつなげたい。具

体的には、楽曲自体やその背景を研究するほか

に、『ESDとしての音楽鑑賞授業　実践ガイド

ブック』にある問いを分類することで、「本質

に迫る問い」の性格がより一層明確になると考

える。

（２）授業実践について

研究実践校6校の「音楽Ⅰ」の授業において、

授業実践を行う。5校が普通科の高校で、1校は

普通科3クラス（併設型中高一貫校として、大

半の生徒が同敷地内にある中学校から進学）と

商業科4クラス（一般の入試を経て進学）がある。

また、県立高校、市立高校、男女別学など、そ

れぞれに状況が異なる。実践する題材は、学習

指導要領「音楽Ⅰ」B鑑賞の指導事項について、

アとイを関連付けた題材、ウとイを関連付けた

題材、エとイを関連付けた題材の三つの題材を

構成し、それぞれを6校で実施する。第1期の実

践において生じた諸問題については、第2期の

基礎研究で解消し、より精度の高い研究へと発

展させる。

（３）検証について

ここでは、「小さな問い」と「本質に迫る問い」

のそれぞれの問いについて、その検証方法を述

べる。第1期、第2期のいずれにおいても、問い

の効果を検証するために、問いを工夫せずに授

業実践を行うことも考えられるが、教育の公平

性の視点から可能な限り避けたいと考えてい

る。

「小さな問い」については、授業実践におけ

る生徒の観察や、問いに対する生徒の反応を文

章表現から見取ったり、口頭発表や文章表現に

表れた知覚・感受された要素の個数を調査した

りして、その効果を検証する。

「本質に迫る問い」については、鑑賞した音

楽に対して生徒が自己のイメージや感情を自分

なりに表現しているか、また文化的・歴史的背

景などと関連付けて音楽を味わっているかを、

ルーブリック評価を用いて検証する。例えば、

（エ）のルーブリック評価では「芸術としての

音楽の文化的・歴史的背景などと関連付けてい

るか」という評価項目について、以下のように

評価基準を設けることを想定している。

Ｓ…�自分の学びを振り返り、鑑賞した音楽と

文化的・歴史的背景などとを関連付ける

ことで、感性を高め、創造的な鑑賞へと

つなげている

Ａ…�自分の学びを振り返り、鑑賞した音楽と

文化的・歴史的背景などとを関連付けて

いる

Ｂ…�自分の学びを振り返り、鑑賞した音楽に

ついて思考している

Ｃ…�自分の学びを振り返ることができない

また、研究全体に関わる質問紙調査も合わせ

て実施したい。あくまでも補助的な調査ではあ

るが、単に数値を得ることや、その変化・推移
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を見ることで検証の裏付けとするだけでなく、

学習に対するメタ認知を促すことにもつながる

と考えた。具体的には、①「音楽Ⅰ」の授業を

開始する年度当初、②題材の初期、③題材の終

末、④学年末の４期で実施し、質問の作成にあ

たっては、学習内容から発展する汎用的な能力

（多様性の尊重、公平性、連携性、非排他性等）

について質問することとする。この質問につい

ては、表２に示す「持続可能な社会づくりの構

成概念（例）」「ESDの視点に立った学習指導で

重視する能力・態度（例）」の各項目を参考に

しながら、必要に応じて質問を設定する。２

（表２）
持続可能な社会づくりの構成概念（例）

Ⅰ�多様性　Ⅱ�相互性　Ⅲ�有限性
Ⅳ�公平性　Ⅴ�連携性　Ⅵ�責任性�など
ESDの視点に立った学習指導で重視する能力・態度（例）
１�批判的に考える力
２�未来像を予測して計画を立てる力
３�多面的、総合的に考える力
４�コミュニケーションを行う力
５�他者と協力する態度
６�つながりを尊重する態度
７�進んで参加する態度�など

（４）研究スケジュール

○　第１次研究（平成29年度）

・29年度使用教科書における鑑賞楽曲について

の楽曲分析・要素の洗い出し（平成28年８月

〜 12月に前倒しで実施）［研究］

・上記楽曲の文化的・歴史的背景について楽曲

研究（平成29年１月〜３月に前倒しで実施）

［研究］

・研究実践校の生徒を対象とした質問紙調査と

分析（４月〜６月）［検証］

・「ESDとしての鑑賞授業事例集」の発問を分

析（５月〜８月）［研究］

・教育工学・音楽鑑賞教育分野の講師招聘によ

る事例研究（５月〜８月）［研究］

・先進校への視察（5月〜 8月）［研究］

・各種研究会や研究大会、学会への参加（７月

〜 12月）［研究］

・事例研究を受けて第１次題材作成（９月〜

10月）［実践］

・第１次題材を各研究実践校で試行・質問紙調

査（11月〜２月）［実践］

・研究実践校の生徒を対象とした質問紙調査と

分析（２月〜３月）［検証］

・第１次研究の成果の取りまとめ（３月）［検証］

○　第２次研究（平成30年度）

・研究実践校の生徒を対象とした質問紙調査と

分析（４月〜６月）［検証］

・教育工学・音楽鑑賞教育分野の講師招聘によ

る事例研究（５月〜８月）［研究］

・先進校への視察（５月〜８月）［研究］

・各種研究会や研究大会、学会への参加（７月

〜 11月）［研究］

・第１次題材を第２次題材へと修正（９月〜１

月）［実践］

・第２次題材を各研究実践校で実践・質問紙調

査（11月〜２月）［実践］

・研究実践校の生徒を対象とした質問紙調査と

分析（２月〜３月）［検証］

・第２次研究の成果の取りまとめと発表（３月）

［検証］

６．おわりに
人間が社会の成員として、音を媒体としたコ

ミュニケーションを通してつくり上げてきた方

法や所産の体系といえる音楽文化を伝え、つな

げていくことは、次代を担う人材を育てる我々

教員の務めである。このことを常に意識して授
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業実践にあたられてきた多くの先生方の弛まぬ

尽力によって、音楽科・芸術科（音楽）は学校

教育からなくなることなく現在も続いており、

また次期学習指導要領にむけての「論点整理」３

においても、「音楽や美術において自分の意図

や発想に基づき表現を工夫していく過程」で思

考力が育まれると言及されるなど、確固たる位

置づけがなされている。これは、教科・科目と

しての学力を重視するだけでなく、学力を身に

付ける基礎となり、また学力を身に付ける過程

で育まれる汎用的な資質・能力は、どの教科・

科目においても同様に育まれるべきものである

との考えに由来するものであると考える。

新しい時代に必要となる資質・能力は多岐に

わたり、その中で、芸術科（音楽）の果たす役

割はこれまで以上に大きなものになっていくで

あろう。本研究の「小さな問い」や「本質に迫

る問い」は、例えば物事を多角的・多面的に吟

味し見定めていく力（いわゆる「クリティカル・

シンキング」）を育むと考える。その力が自己

理解や他者理解につながり、芸術科（音楽）や

教育の枠を超えて多様な人々と協働的に諸問題

を解決する資質・能力を身に付け、持続可能な

社会を創り続ける。

生活や社会における音や音楽の働き、音楽文

化についての理解を深めた生徒が、10年後20年

後の未来をつくることを期待し、芸術科（音楽）

における鑑賞領域の学習を充実・発展させてい

く所存である。
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●広い視野を裾野に、徐々に絞り込んでテーマに
至っている道筋がわかりました。その結果、「問い」
に着目し、その有効性から指導法の展開の工夫に
着目していることもわかりました。

●「問い」を構造化するにあたり、「感性を働かせ、
音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働
きとの視点でとらえる」ための「問い」と、「自
己のイメージや感情、芸術としての音楽の文化的・
歴史的背景と関連付ける」ための「問い」に分け
て検討していこうとしている点も、具体的な研究
成果が期待できます。

●学習指導要領の改訂をはじめ、現在の教育界の現
状や動向を把握し、問題意識をもち、先行研究を
踏まえた上で音楽教育の改善を意図した内容と
なっている点が評価されます。

●「研究スケジュール」に関しても、研究の実現可
能性が読み取れます。

●研究メンバーである、多数の教員による活発な研
究活動により、本研究テーマについても過去の実
践についての分析など十分な準備が行われている
点が評価できます。
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