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＜キーワード＞   □知覚と感受 □関係を深める □音楽のよさや美しさを味わう 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ⅰ はじめに  

１ 主題設定の理由 

中央教育審議会答申(平成28年12月)において，

「感性を働かせ，他者と協働しながら音楽表現を

生み出したり，音楽を聴いてそのよさや価値等を

考えたりしていくこと」1については，更なる充実

が求められる，とある。それを受け，中学校学習指

導要領（平成 29 年度告示）解説音楽編に，「感性

を働かせる」とは，「音楽を形づくっている要素の

知覚・感受を支えとして自ら音や音楽を捉えてい

くことによって成立する」と示された。また，鑑賞

領域では，「音楽を形づくっている要素を知覚・感

受し，知覚と感受との関わりを考えながら自分が

どのように解釈し評価したのかを大切にした学習

を行う」２や，「他者の気付きを共有し，感じ取っ

たことなどに共感することによって，自分の音楽

の捉え方を広げることができるとともに，その曲

固有のよさや美しさを共有して味わって聴くこと

ができる」３と示された。 

これまで実践してきた鑑賞の授業は，音楽の特

徴を知覚する学習や，音楽を聴いて感受した内容

を記述する学習を行ってきた。しかし，知覚した

ことと感受したことを関係付けて言葉や文章で伝 

えることができる生徒は少なく，どちらか一方を 

学習のまとめとして記述する生徒が多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その要因として，音楽を形づくっている要素(音色，

リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，

構成など。以下，音楽の諸要素とする)を知覚し，

要素ごとに聴き分けて鑑賞することや，音や音楽

を聴いて感受したことを，文章で言い表すことに

難しさを感じる生徒が多いことが考えられる。 

以上のことから本研究では，知覚したことと感

受したことを関係付けて音楽を鑑賞する学習を行

う。その際，学び合いを通して気付きを共有させ

ることで，様々な感じ取り方があることや，音楽

の諸要素の働きを実感させる。この取組が音楽を

能動的に聴き，音楽のよさや美しさを味わう生徒

を育てる一助になると考え，本主題を設定した。 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「知覚と感受」とは 

「知覚」は，音や音楽を聴いて，音楽の諸要素に

気付き，その特徴や違いを聴き取り，意識するこ

とと捉える。「感受」は，音や音楽の特質や雰囲気

などを感じ取ることと捉える。 

(２) 「関係を深める」とは 

音や音楽を聴いて，音楽の要素や要素同士の関連 

がどのようになっているかを知覚することと，そ 

れらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受するこ 

とを常に関係付けて音楽に向き合うことと捉える。 

中学校(音楽) 
知覚と感受の関係を深め，音楽のよさや美しさを味わう生徒を育てる鑑賞指導の一試み 

－学び合いによる気付きの共有を通して－ 
仙台市教育センター       
長期研修員 煙山 真由美(将監中) 

抄録 本研究は，中学校第１学年の音楽科の授業実践において，知覚と感受の関係を深め，音楽のよ

さや美しさを味わう生徒を育てるための鑑賞指導の在り方を探ったものである。鑑賞シートの工夫に

より，学び合いによる気付きの共有が活発に行われ，音楽の様々な特徴や感じ取り方を知ろうと能動

的に学習に取り組むようになった。また，音楽の諸要素を活用した聴き方の焦点化により，音楽を知

覚する力や感受する力が育ち，それらを関係付けて自分の考えを言い表すことができる生徒が増加し

た。よって，これらの取組は, 知覚と感受の関係を深め，音楽のよさや美しさを味わう生徒を育てる

一助になったと考える。 
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図２ 鑑賞の学習の意欲に関する意識調査 

76.5% 23.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=113)

「小学校での鑑賞の学習に意欲的に取り組んでいたか」

はい いいえ

 
図３ 鑑賞の学習内容に関する意識調査 

20.9% 79.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=113)

「鑑賞の授業で心に残っている学習や活動があるか」

はい いいえ

図４ 鑑賞の学習の意義についての実態調査 

6% 8% 22% 36% 28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実践前

(n=113)

「鑑賞の学習で心掛けていたことは何か」

他者の考えを聞き，自分の知識を広げること(学び合い)

音楽を聴いて「なぜそう感じるのか」を考えること(知覚と感受の関係付け)

音楽を聴いてイメージを膨らませること(感受)

音楽の仕組み(リズム・強弱・形式)を知ること(知覚)

楽器の名称・種類や音の特徴を知ること(演奏楽器の理解)

(３) 「音楽のよさや美しさを味わう」とは 

鑑賞の活動を通して習得した知識を基にして，

音楽を聴き返して特徴に気付こうとしたり，音楽

によって喚起されたイメージや感情などを言い表

したり，他者と考えを共有して批評したりする能

動的な行為のことと捉える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

学び合いによる気付きの共有を通して，知覚と

感受の関係を深め，音楽のよさや美しさを味わい

ながら聴くことができる生徒を育てる鑑賞指導の

在り方を探る。 
 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点＞ 学び合いによる気付きの共有 

(１) 学習形態に応じた鑑賞シートの工夫 

(手立てＡ)   

 個別，ペア，グループ，個別の順に学習を行う。

その際，自他の考えの共有や個別学習の変容が確

認できる鑑賞シートを使用する。 

 

図１ 学習形態と鑑賞シートの関係性 

(２) 音楽の諸要素を活用した，聴き方の焦点化

(手立てＢ) 

音楽を場面や配役ごとに焦点化して鑑賞し，そ

の特徴や変化に気付かせる。その際，曲の特徴に

応じた音楽の諸要素を提示し，感受したこととの

関係性に気付かせる。 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

 実態調査を表１のとおり実施した。 

表１ 調査の計画 

ねらい 
鑑賞の学習における生徒の実態を把握し，授

業実践や検証に生かす。 

対象 
仙台市立将監中学校 第１学年  

１組 28 名 ３組 28 名 ４組 29 名 ５組 28 名 

方法 質問紙法による調査 

内容 鑑賞の学習に対する意識調査 

鑑賞の学習の意義についての実態調査 

調査日 令和元年５月 17 日 

(２) 内容及び結果 

① 鑑賞の学習に対する意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 鑑賞の学習の意義についての実態調査 

「小学校で行った鑑賞の学習で，心掛けていた

ことがあるか」の問いに，「ある」と答えた生徒は

79.6％であった。次に，どのようなことを心掛け

ていたかの問いは，「学び合い」，「知覚と感受の関

係付け」，「感受」，「知覚」，「演奏楽器の理解」の五

つの観点から二つを選択させた。結果は次の通り

である(図４)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実践１＞ ＜実践２＞

個別①との比較，深まりの確認

学習の振り返りと気付きの共有

鑑賞シート

場面や配役に応じた記入枠の設定

自他の考えを確認できる記入枠の設定

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

拡大紙と色分け付箋紙による気付きの共有

自他の考えを確認できる記入枠の設定

難易度を上げていく発問の設定

楽譜を活用した気付きの共有

一斉学習

個別学習②

学習形態

情景の変化

ごとに鑑賞

し，知覚と感

受の関係を

考える

詩の配役ごと

に鑑賞し，知

覚と感受の関

係を考える

個別学習①

ペア学習

グループ学習

↓

↓

↓

↓
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(３) 考察 

 図２と図３より，鑑賞の学習に意欲的に取り組

む生徒が多いのに対して，既習事項を想起できる

生徒が少ないことが分かる。この要因の一つに鑑

賞の学習方法が考えられる。図４より，これまで

行ってきた鑑賞の学習は，演奏楽器や音楽の仕組

みを知覚する学習や，音楽を聴いて感受したこと

を記述する学習に取り組んでいたことが分かる。

しかし，知覚したことと感受したことを関係付け

て考える学習や自他の気付きを共有する学習が十

分に行われていなかったために，音楽のよさや美

しさを味わうまでには至らず，学習意欲と学習の

定着との間に大きな差が生じたことが考えられる。 

 以上のことから，生徒が能動的に音楽を聴き，

音楽のよさや美しさを味わうためには，学習形態

に応じた鑑賞シートの工夫や，音楽の諸要素を活

用した聴き方の焦点化を手立てとした，学び合い

による気付きの共有を行うことが必要だと考えら

れる。 

２ 実践の概要 

(１) 実践１ 

 実践１を表２のとおり実施した。 

表２ 実践１指導計画 

対象 
仙台市立将監中学校 第１学年  

１組 28名 ３組 28名 ４組 29名 ５組 28名 

実施期間 令和元年 ５月 31 日～６月７日 

単元名 
「春」和声と創意の試み第 1集 

「四季」から/ヴィヴァルディ作曲 
時 ねらい 学習活動 手 立 て 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

曲の雰囲気

を感じ取り， 

曲想の変化

やの音楽的

特徴に気付

く。 

 

・曲を通して聴き，感じ取った

ことや音楽的特徴で気付いた

ことを記入する。 
・音楽の諸要素について知る。 

・曲を通して聴き，曲想の変化

に気付き，形式を理解する。 
・Ａを聴き，この場面にふさわし

いソネットとその理由を考え，

発表し合う。 
・曲名，作曲者について知る。 
・Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅを区切って鑑賞し

感じ取ったことや音楽的特徴

で気付いたことを記入し，ペ

アで考えを共有する。 
・曲を通して鑑賞する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

ＡＢ 

 

 

 

 

 

 

 

曲の雰囲気

と，音楽の諸

要素との関 

・４つのソネットが，Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ
のどの場面にふさわしいかを,
自分が記入したことと照らし

合わせながら考え，ペアで共有 

Ａ 

 

 

 

(２) 実践２ 

 実践２を表３のとおり実施した。 

表３ 実践２指導計画 

対象 
仙台市立将監中学校 第１学年  

１組 28名 ３組 28名 ４組 29名 ５組 28名 

実施期間 令和元年 10 月１日～10 月 23 日 

単元名 歌曲「魔王」/シューベルト作曲 

時 ねらい 学習活動 手 立 て 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

役にふさわ

しい旋律の

工夫に気付

く。 

 

・作詞，作曲者について知る。 

・ゲーテの詩にふさわしい曲の

構成について，音楽の諸要素

と関係付けながら考え，ペア

で意見を共有する。 

・曲を通して聴き，演奏形態を

知る。 

・シューベルトが作曲した役ご

との旋律の一部分から，父，

子，魔王にふさわしい旋律を

選び，その理由を音楽の諸要

素と関係付けて考え，ペア，

グループで意見を共有する。 

・歌付きの演奏を鑑賞しその特

徴について全体で共有する。 

・曲を通して聴き，曲の魅力に

ついて考え記入する。 

 

ＡＢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

詩の内容と

旋律の工夫

の関わりを

知る。 

 

・曲を通して聴き，歌詞の内容

を知る。 

・子の気持ちと旋律の工夫の関

係について考え，全体で共有

する。 

・「聴く」，「見る」，「歌う」から

自分に合う学習方法を選択

し，グループで魔王の感情と

旋律の工夫の関係について考

える。 

・他のグループと意見を共有す

る。 

・曲を通して聴き，新たに気付

いた曲の魅力について考え記

入する。 

 

 

Ｂ 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

３ 

 

ピアノ伴奏

の効果につ

いて音楽の

諸要素と関

係付けて考

える。 

シューベル

トの歌曲の

魅力を感じ

取り，そのよ

さを伝える。 

・伴奏の特徴を知り，その効果

を考える。 

・魔王の登場する部分の旋律と

伴奏を聴き，その特徴と変化

に気付き，音楽の諸要素と関

係付けて考える。  

・曲を通して聴く。 

・これまでの学習を振り返り，

曲の魅力について考え，音楽

の諸要素と関係付けながら紹

介文を作成する。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 
 

 

 

わりに気付

き，学び合い

を通してよ

り深く鑑賞

し，音楽のよ

さや美しさ

を味わう。 

する。 

・曲にふさわしいソネットにつ

いてグループで意見を共有し，

その理由について音楽の諸要

素と関係付けて話し合う。 

・全体で意見を共有する。 

・「春」を通して聴き，各自で曲

の紹介文を考える。 

 

Ｂ 

 

 

 

Ａ 
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鳥が飛んでいる。川や木々。穏やかで落ち着いている。 
混乱が起こるが，その後希望がみえる。 

最初は春がやってきたことをワクワクする明るい曲調で

表し，次に小鳥たちが歌うようなきれいな高音が何種類も

重なり素敵なハーモニーが生まれます。そして穏やかに流

れる小川や優しい風に揺られる木々を連想させるメロデ

ィになります。そのあとは空気ががらりと変わり何か恐怖

を感じさせるようになり，最後はまた穏やかな曲調に戻っ

ていく。このようにストーリー性のある曲です。 

３ 実践の内容と結果及び考察 

＜視点＞ 学び合いによる気付きの共有 

(１) 学習形態に応じた鑑賞シートの工夫 

(手立てＡ) 

① 内容と結果 

実践１の第１時は，個別学習とペア学習を行っ 

た。鑑賞シートは，五つの場面(Ａ～Ｅ)に分けて

自分の考えが記入できるようにした。 

まず個別学習でＡ(曲の最初)を聴き，曲に付け

られたソネット(短い詩)である「  がやってき

た。」の空欄に入る言葉を考えた。考える内容を限

定したことで，曲の聴き方や，鑑賞シートの記入

の仕方が明確になり，自ら考えて記入，発言する

様子が見られた。次にＢを聴き，感じ取ったイメ

ージとその理由を記入後，ペア学習を行った。自

他の気付きを共有することで，考えが広がり，そ

の後のＣ，Ⅾ，Ｅでは，より具体的な言葉を用い

た文章表現ができるようになった(図５)。  

Ｓ１：ペア学習前            Ｓ２：ペア学習前 

Ｂのイメージ  Ｂのイメージ 

うれしくてうきうきして

いる。 

 花がもうすぐ咲きそう

な感じ。 

      ↓              ↓ 

Ｓ１：ペア学習後           Ｓ２：ペア学習後 

Ｃのイメージ  Ｃのイメージ 

鳥が大空を自由に飛んで

いる。 

 

 花が成長して木になり，

その木がさらに成長し

て神聖な場所へ行き，歓

迎されている。 
 

図５ ペア学習後の鑑賞シートの記入の変容 

第２時では，第１時で鑑賞シートに記入した内

容を基に，４～５名のグループ学習を行った。自

分の考えたイメージとその理由を，色分けした付

箋紙に記入し，拡大紙に貼って気付きの共有を行

った。その結果､自分の気付きとの共通性や，異な

る考えを知り，自分の考えを広げていく様子が見

られた。最後に，個別学習で曲紹介を考え，鑑賞シ

ートに記入した。グループ学習での学び合いを生

かして，第１時で感じ取ったイメージをさらに詳

しく説明する記入が見られた(図６)。 

実践２で用いた鑑賞シートは，３時間で学習す

る内容すべてが見渡せるものにした。三つの発問

を設定し，発問が進むごとに，発問内容や記入方

法の難易度を上げた。さらに，参考になった他者

の意見を記述する枠を設け，自他の気付きを確認

して，考えが広げられるようにした。 

第１時の発問１は，歌唱形態や伴奏楽器を問う

学習を行い，グループで考えを共有した。発問２

は旋律の工夫に気付くために，「  が   であ

る。それは   を表している。」の空欄に入る言

葉や文章を考える学習を行った。第２時の発問３

では，魔王の三つの旋律を基に鑑賞し，感情の変

化と旋律の特徴について考えさせた。読譜力の差

を考慮し，「聴く」，「見る」，「歌う」から自分に適

した手段を選択し，手段ごとのグループ学習を行

った。その後，他グループと気付きの共有を行っ

た。鑑賞する手段を選択させたことにより，同グ

ループ内での気付きの共有が活発に行われるよう

になった。また，発問が進むごとに，自分の気付き

だけではなく，他者の気付きを多く取り入れて考

えを広げたいと思う生徒が増加し，進んで他のグ

ループに足を運び，知り得たことを鑑賞シートに

記入する様子が見られた(図７，図８)。 

 

Ｓ３：個別学習①           
 

    

      
Ｓ３：個別学習② 

 
 
 

                            
Ｓ４：個別学習① 
 
 
 
 
           
Ｓ４：個別学習② 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

図６ 鑑賞シートの記入の変容 

春が来たことをみんなで喜んでいる。 
春が来てみんなで踊る(人・動物)。 

この曲の独奏は聴く人によって「楽しく踊る」や「逃げる，

追いかける」といった，様々なイメージができる曲です。 
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図９ 「諸要素カード」を用いた学習 図８ 発問ごとの他者の気付きの記入状況 

84%

62.6%

49.4%

16%

37.4%

50.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発問３

発問２

発問１

(n=113)

「鑑賞シートに他者の気付きを記入している割合」

記入している 記入していない

 

発問２ シューベルトの「旋律の工夫」に気付こう。 

Ｓ５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ｓ６ 

発問３ 役ごとの感情の変化を旋律でどう工夫していますか。 

Ｓ７ 
 

図７ 気付きを広げる記入の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 考察 

実践１では，鑑賞シートの記入枠や付箋紙の使

用によって，知覚と感受を区別して記入する様子

が見られた。また，ペア学習やグループ学習で知

り得たことを鑑賞シートに記入し，自分が知覚，

感受したことと照らし合わせて理解を深める様子

も見られた。このことから，音楽の特徴を知覚す

る力や音楽を聴いて感受する力が身に付いたと考

えられる。 

実践２では，鑑賞シートに，知覚と感受を関係

付けた記入ができるようになった。学習を進めて

いくにつれて，自分の気付きだけではなく，他者

の気付きを知って考えを広げたいという意欲が高

まったことが，鑑賞シートの記入状況から読み取

れた。学習のまとめで行った曲紹介の文章は，自

他の考えを取り入れて曲の魅力を伝える記述が多

く見られた。 

以上のことから，学習形態に応じた鑑賞シート

の工夫によって，学び合いによる気付きの共有が

活発になり，知覚と感受を関係付ける学習が深め

られたと考えられる。 

(２) 音楽の諸要素を活用した，聴き方の焦点化

(手立てＢ) 

① 内容と結果 

実践１では，Ａ～Ｅ五つの場面に分けて鑑賞を

行った。Ａ(曲の最初)を聴き，感じ取ったイメー

ジを発表する際，「どうしてそう思ったのか」を生

徒に問うことで，強弱やリズムといった言葉を引

き出した。その気付きを手掛かりにして，「音楽は

何から作られているのか」を考えさせ，音楽の諸

要素について学習した。Ｂの鑑賞では，「諸要素カ

ード」を使用し，生徒が知覚したことは，音楽のど

の要素であるかに気付かせた(図９)。 

 

 

 

 

 

 

 

感受したこと 
諸要素カード 

知覚したこと 

他者の気付きを多く記入して，

考えを広げている。 

他者の気付きの記入によって，自

分の考えを詳しく記入することが

できるようになっている。 

自
分
の
気
付
き
に
他
者
の
気
付
き
を
補
足
し
て
、

考
え
を
広
げ
て
い
る
。 

他
者
の
気
付
き
を
多
く
記
入

し
て
、
考
え
を
広
げ
て
い
る
。 
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図 12 グループ学習での気付きの広がり 

その後Ｃ，Ⅾ，Ｅでは，知覚したことと感受した

ことを関係付けて鑑賞シートに記入する生徒が増

加した。一方で，自分の気付きが知覚であるのか，

感受であるのか判断に迷い，知覚と感受を混在さ

せた記入や，音楽の諸要素を知覚することができ

ずに，感受したことの説明にとどまった記入も見

られた(図 10)。 
Ｓ８・Ｓ９：知覚と感受を関係付けて記入している。 
 
Ｓ８ 
感じ取ったイメージ  そう感じた理由 
花がゆっくりと咲き， 
 
 
風になびいている。 

→ 
 
 
→ 

音がどんどん高く，強くなっ
ている。  
 
近い音が行ったり来たりし
ている。  
 

 
 
Ｓ９ 

 
 
 

感じ取ったイメージ  そう感じた理由 
狩りをする人たちか
ら 
 
動物が，逃げる。 
 

→ 
 
 
→ 

低い音と細かいリズムが追
いかける人を表している。 
 
高い音と細かいリズムで動
物が逃げていく様子を表し
ている。 
 

Ｓ10：知覚と感受とが混在している。 

                                  
感じ取ったイメージ  そう感じた理由 
川のせせらぎのよう
な， 
 
 
やわらかい音色が聴
こえる。 

→ 
 
 
 
→ 

最初はゆっくりとしたリズ
ムで始まり， 
 
 
平和な感じがしたから。 

 

Ｓ11：音楽の諸要素を使わず，感受の説明になっている。 

感じ取ったイメージ  そう感じた理由 
冬真っ最中で暗い感
じ。 

→ 
 
 
 

雪が降り，静かな街になっ
た。 
暗めの音楽になり冬らしい
音になった。 

 

 

図 10 知覚と感受の関係付け 

次に，知覚，感受したことを色分けした付箋に

記入し，グループで共有する学習を行った。音楽

の諸要素の特徴に気付き，知覚と感受の区別や，

その関係性について理解を深める様子が見られた。 

最後にこれまでの学習を基に曲紹介を考える学

習を行った。音楽の諸要素を用いて，知覚したこ

とと感受したことを関係付けて記入することがで

きる生徒が増加した(図 11)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 実践１の学習後の知覚と感受の関係付け 

実践２は，実践１の課題から，音楽の諸要素を

旋律，リズムに限定し，配役ごとに鑑賞を行った。 

第１時の発問２では，三つの旋律４小節を提示

し，その特徴から，父，子，魔王の，どの旋律であ

るかを考えさせた。楽譜を見て旋律を比較し，音

の高低の違いや，リズムの特徴に気付くことがで

きた。次に，音楽を聴いてその特徴を知覚し，その

特徴による雰囲気を感じ取った。最後に知覚と感

受を関係付け，根拠を持って考えをまとめ，役に

ふさわしい旋律を選択した。 

第２時の発問３では，魔王の３回の歌詞と旋律

を見ながら，感情の変化と旋律の特徴の関わりに

ついて考え，意見を共有した(図 12)。 

発問３「魔王の感情の変化を，旋律でどう工夫していますか。」

を考える学び合いの活動 
Ｓ12： 最初は優しくしていたけれど，最後は魔王が怖さを出

している。       (歌詞の読み取りのみの発言) 

Ｓ13： １回目と２回目は余裕を持っている感じだが，３回目

は焦っている感じがする。(感受のみの発言) 

Ｓ14： 強弱がｐからｆになったと思う。だんだんイライラや 

    焦りが出てきたのだと思う。最初は子供を安心させる

ため明るい感じだったが，最後は音が長く，低くなっ

て暗い雰囲気になった。 

    (強弱，音の長さ・高低と雰囲気とを関係付けた発言) 

Ｓ13： ２回目以降，♯(ｼｬｰﾌﾟ)がついて転調している。半音上 

がることで，怖い雰囲気が出ている。 

  (旋律と雰囲気とを関係付けた発言) 

Ｓ14： ♯が付いているほうが，怪しい雰囲気が出るね。 

Ｓ13： 隠しきれない魔王感，みたいな感じかな。 

Ｓ12： １回目は音が伸びていて，高くなったり低くなったり

している。２回目は音が低くなっているからイライラ

し始めているのかな。 

(音の高低と魔王の感情を関係付けている) 

Ｓ13： １回目は音符が長いから余裕さが出ている。２回目は 

    音符が細かいから焦っている感じかな。３回目は音符 

の高低差が減って最後の音で一気に下降している。 

表情が固まって，一気に本性を出したみたいだね。 

(Ｓ12 の発言に付け加えて考えを述べている) 

Ｓ12： ほんとだ。 

 

感受 知覚：旋律 

知覚：高低，リズム 

知覚：高低，リズム 

知覚：速度，リズム 

感受 

感受 

知覚：音色 

感受 

感受 
音楽の諸要素としては，

不十分な説明である。 

感受 

24.5%

6.6%

3.8%

59.4%

46.2%

29.2%

16.1%

47.2%

67.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループ

学習後

ペア

学習後

個別学習

( n=113)

「実践１ 学習形態ごとの知覚と感受の関係付けの割合」

諸要素２つ以上を使用し関係付けて説明している

諸要素１つを使用し関係付けて説明している

諸要素を用いていない
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Ｓ15 歌曲「魔王」の魅力は 役ごとの旋律の変化と感情だ！ 

Ｓ16 歌曲「魔王」の魅力は 

３人の気持ちの変化が細かく伝わるピアノ伴奏と独唱の高低差だ！ 

図 14 実践２の学習後の知覚と感受の関係付け 

図 13 歌曲「魔王」の魅力を伝える記述文 

図 15 鑑賞の学習の意義についての実態調査 

図 12より，自他の気付きの共有によって，知覚

と感受を関係付けた説明の仕方を学び，自分の考

えをより具体的に表現することができるようにな

った。また，相手の考えに共感，付加することで，

考えの広がりを実感する様子が見られた。 

第３時のまとめでは，音楽の諸要素を用いた知

覚と感受を関係付けた曲紹介と，曲の魅力を伝え

る文章とを合わせた記述が見られた(図 13，図 14)。 

 

 

  

魔王は，音のばらつきや最後のガクッと下がる部分が本性

を表していて，子供は「お父さん,お父さん」の部分の音符

が高くなっていくことが焦りや恐怖を表している。役の感

情を考えながら聴くと，一層曲のよさが伝わってくる。 

３連符が使われていることで，気持ちの変化(魔王の焦り→

本性，子の恐怖→あきらめ)が表されている。また，３連符

の音の高低や１拍休みなどの利用の仕方によって，場面の

雰囲気や不気味な感じが手に取るように伝わってくる。 

一人３役の独唱の高低差で，魔王の怪しさ，子供の恐怖，父

の気持ちの変化が分かり，感情のこもった独唱に引き込ま

れる。 

 

 

 

② 考察 

 音楽を場面や配役ごとに焦点化して鑑賞したこ

とで，特徴が知覚しやすくなり，雰囲気が感受し

やすくなった。これにより，生徒は，自分と他者の

気付きを共有して考えを広げたいと感じるように

なり，音楽を聴き返して，知覚と感受の関係に気

付こうとする意識が高まったと考えられる。さら

に，音楽の諸要素の活用が，知覚と感受をつなぐ 

 

役割を果たした。感受したことが他者と違う表現

であっても，そう感じた理由は同じ諸要素による

ものであると根拠付けることができた。そのこと

が，自分の感受したことに自信を持ち，他者の感

受したことを知って更に考えを広げたいという意

識の高まりにつながったと考えられる。 
以上のことから，音楽の諸要素を活用した，聴

き方の焦点化によって知覚と感受の関係付けや根

拠を持った説明ができるようになり，学び合いに

よる気付きの共有がより深められたと考えられる。  

４ 事後調査 

(１) 計画 

 事後調査を表４のとおり実施した。 

表４ 調査の計画 

ねらい 

 

鑑賞の学習における生徒の意識や実態の変

容を把握する。 

対象 仙台市立将監中学校 第１学年  

１組 28 名 ３組 28 名 ４組 29 名 ５組 28 名 

方法 質問紙法による調査 

内容 鑑賞の学習の意義についての実態調査 
調査日 実践１実施後 令和元年 ６月 ７日 

実践２実施後 令和元年 10 月 25 日 

(２) 調査の内容及び結果 

 鑑賞の学習の意義についての実態調査 

実践１，２実施後に「鑑賞の学習をより深める

ために大切なことは何か」について，事後調査を

行った。事前調査と同様に「学び合い」，「知覚と感

受の関係付け」，「感受」，「知覚」，「演奏楽器の理

解」の五つの観点から二つを選択させた。結果は

次の通りである(図 15)。 

 

 

54.6%

44.2%

30.9%

38.9%

45.9%

51.8%

6.5%

9.9%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グループ

学習後

ペア

学習後

個別学習

(n=113)

「実践２ 学習形態ごとの知覚と感受の関係付けの割合」

諸要素２つ以上を使用し関係付けて説明している

諸要素１つを使用し関係付けて説明している

諸要素を用いていない

23%

18%

6%

18%

16%

8%

25%

30%

22%

28%

20%

36%

6%

16%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実践２後

実践１後

実践前

(n=113)

「鑑賞の学習で大切なことは何か」

他者の考えを聞き，自分の知識を広げること(学び合い)

音楽を聴いて「なぜそう感じるのか」を考えること(知覚と感受の関係付け)

音楽を聴いてイメージを膨らませること(感受)

音楽の仕組み(リズム・強弱・形式)を知ること(知覚)

楽器の名称・種類や音の特徴を知ること(演奏楽器の理解)
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(３) 考察 

図 15の結果から，実践前と比較し，「学び合い」

が約４倍に増加したことが分かる。生徒は，自分

が音楽を聴いてイメージを膨らませることだけで

はなく，他者の気付きを知り，考えを広げたいと

感じていると考えられる。 

「知覚と感受の関係付け」は，実践前より約２

倍に増加したが，全体の 18％であったことから，

知覚と感受を関係付けることに難しさを感じてい

る生徒が多いと考えられる。よって，学び合いを

通して考えを広げることの必要性を感じる生徒が

増加したと考えられる。 

実践２学習後は，「学び合い」，「感受」，「知覚」

がほぼ同じ値を示した。このことから，学び合い

を通して知覚と感受の関係を深めることが，鑑賞

の学習において大切であるという意識が高まった

と考えられる。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

 本研究では，学び合いによる気付きの共有を通

して，知覚と感受の関係を深め，音楽のよさや美

しさを味わう生徒を育てる鑑賞指導を行った。 

鑑賞シートの工夫により，知覚と感受の関係を

考えながら学習に取り組もうとする力が身に付い

た。また，ペアやグループ学習で知り得たことを

記入し，考えを広げようとする意識が高まった。

これらの取組によって，鑑賞シートの記述がより

詳しいものとなり，考えの深まりを実感する生徒

が増えた。   

音楽の諸要素を活用した聴き方の焦点化では，

音楽を場面や配役に区切って鑑賞したことで，特

徴が知覚しやすくなり，感受したことと関係付け

て音楽を捉えようとする力が身に付いた。また，

知覚した音楽の諸要素が同じであっても，様々な

感じ取り方があることを知り，音楽を聴き返して

その雰囲気に気付こうとする意識が高まった。 

実践１では，音楽を聴いて感受したことの理由

を探り，曲の特徴を知覚する学習を行った。実践

２は，曲の特徴を知覚し，音楽がどのように感受 

できるかを探る学習を行った。生徒は音楽を聴き， 

知覚したことと感受したことを往来させて，その

関係を深めていった。その学習に，学び合いによ

る気付きの共有を取り入れたことで，生徒は，音

楽の様々な特徴に気付き，音楽によって喚起され

たイメージや感情を言い表したり，他者と考えを

共有して批評したりすることができるようになっ

た。よって，音楽のよさや美しさを味わう生徒の

育成に一定の成果が見られたと考える。 

２ 今後の課題 

今回の実践は，聴き方の焦点化を図って学習を

行ったが，音楽を聴く時間の設定や回数は教師の

判断によるものであった。ペアやグループによっ

て，話合いや鑑賞の時間配分，聴きたい箇所が異

なる。また，自他の考えを共有し，気付きを広げる

ためには，旋律の一部分を聴き返して確認するこ

とが重要である。この課題を克服する一助として

ICT 機器の使用が効果的であると考えられる。 

今後，学校現場の ICT 機器環境が大きく変わる。

鑑賞の学習における ICT 機器の使用が，生徒たち

が能動的に音楽を聴く態度の育成につながるよう，

機器の活用の仕方について検討をしていきたい。 

また，知覚と感受の関係を深める学習を継続し

ていくために，音楽の諸要素を知覚しやすい鑑賞

曲の選定や，聴き方の焦点化についてさらに研鑽

を積んでいきたい。 

 

＜参考文献＞ 

・文部科学省『中学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 音楽

編』，2018，教育芸術社 

・白水 始『協調学習授業デザインハンドブック 第２版 －知 

識構成型ジグソー法を用いた授業作り－』，2017，東京大学CoREF 

・加藤徹也 山﨑正彦『中学校 新学習指導要領 音楽の授業づ

くり』，2018，明治図書出版株式会社 

 

＜引用文献＞ 

１ 中央教育審議会『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)』，2016，ｐ.161 

２ 文部科学省『中学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 音楽

編』，2018，教育芸術社，ｐ.19 

３ 文部科学省『中学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 音楽

編』，2018，教育芸術社，ｐ.20 


