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音楽鑑賞教育振興会研究課題 「豊かな感性の育成をめざす音楽教育の研究」

「音楽的知性」を伸ばす授業の創造

～音楽を語り合う活動を通して～

Ⅰ．はじめに

私たちの研究は、ガードナーらによって提唱された多重知性理論の『音楽的知性』という言

葉をよりどころにしています。

音楽を聴いた感動や感想を友達同士で語り合ったり、気に入った音楽的特徴を紹介したりし

ながら、子ども一人ひとりの音楽的言葉の成熟を促したいと考えています。

そして、この音楽を語り合う活動の積み重ねが、やがてそれぞれの「音楽的知性」を伸ばし、

音楽科教育のめざす「豊かな感性」の育成へとつながっていくと考え、この研究に取り組みま

した。

Ⅱ．研究主題設定の主旨

１．感覚は鋭くなったが・・・

私たち全空知音楽教育連盟は、２００２年に北海道音楽教育連盟主催の研究大会当番地区と

して授業と研究演奏を公開して以来、毎月学習会を開き、感性を豊かにすることの大切さを様

々な実践を通して解明してきました。

その結果、子ども一人ひとりの音の感覚は確かに鋭くなってきていると言えるが、その反面、

楽曲の価値を十分に味わおうとせず、瞬間的な好き嫌いだけで判断してしまう子どもが育って

しまったという思いがけない結果が報告されたのです。

また、音楽に対する周囲の言葉や態度に過敏に反応しすぎたり、自分の感覚に合わないもの

は聞こうともせず、初めから受け付けないという残念な報告もされています。

さらには、自分の感情を抑制できず、相手の考えを受け入れることも認めることもできない

自己中心的で閉鎖的な状況を作り出すという、本来の音楽科教育がめざすものからかけ離れた

子どもたちの姿が浮かび上がってきたのです。

このような状況では、これまでの私たちの研究が感性を豊かにすると言いつつも、実際は個

人の感覚レベルでの成長を促すことでしかなかったことを反省せざるを得ません。

２．私たちの願いは・・・

これらの反省から新たな研究の方向性を求める話し合いの末、次のような子どもへの願いが

出てきました。

■私たちの願い

・人の演奏に耳を傾ける。

・聴いた音楽に対し自分の思いや感想を持てる。

・聴いた音楽の「かたち」や「なかみ」がわかる。

・子どもたち同士で音楽の聴き方や感想を交流できる。

・お互いの演奏表現を認め合える。
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このような時、私たちはダニエル・ゴールマンが提唱している「心の知性」という言葉に出

遭いました。この言葉は、私たちの研究の新たな方向を示唆する価値ある言葉となりました。

ダニエル・ゴールマンの「心の知性」

・自分の感情を知り、衝動という一時的な感情の爆発を自分でおさえる能力

・自分の気持ちを大切にし、心から納得のいく決断ができる能力

・失敗をして挫折した時でも希望を捨てずにやる気を起こすことができる能力

・自分以外の人の気持ちを自分のこととして感じ取れる能力

・集団の中にあってもまわりのことを考え、協力し合う対人関係能力と社会能力

３．音楽を語り合うことから・・・

私たち人間にとって、相手の気持ちを考え、理解するといった社会性はとても大切な意味を

持ちます。子どもたちの鋭さを増した感覚のよさを生かし、一人ひとりの感じ方や価値観を即

座に認め合うことは音楽科だからこそできることであり、学校教育において社会性を育てる最

も重要な教科であると私たちは再確認したのです。

また、違いを認めるだけでなく、お互いの足りないところを補完し合い、新たな価値意識を

育んでいくことは、まさに知的に高まった状態といえます。さらに、「音楽を語り合う」とい

うコミュニケーションを通し、お互いの感情やイメージを共有するという「共感」が深まった

時に、「音楽的知性」はさらに伸びると考えます。

感性が大切であるということは今までの研究からも明らかであり、これからも変わるもので

はありませんが、これまでの研究は、「知性と感性のバランスの取れた人間の育成」と言われ

ながらも、感性面に偏り、感覚に重きが置かれてきたのではないでしょうか。

この研究では、今一度「感性」とは何か、「知性」とのかかわりはどうあればよいのかを問

い直すことから始めたいと思います。

私たちは、音楽を語り合う活動を授業に取り入れ、子ども一人ひとりの「音楽的言葉の成熟」

に焦点を当て「知性と感性の調和」をはかり、感性豊かな子どもの育成をめざそうと考えまし

た。

Ⅲ．研究の内容

１．研究の歩み

【第１期 ２００１年度～２００２年度 音楽科における基礎・基本のとらえ】

２００２年度、私たちは「わかる楽しさ・できるよろこび・わかちあう感動 ～心に響く音

楽学習の創造～」の研究主題のもと、第４４回北海道音楽教育研究大会岩見沢大会を開催しま

した。

第１期の研究では、「音楽活動の基礎的な能力の育成」に焦点を当て「わかる・できる・わ

かちあう」という三つの側面から全空知音楽教育連盟としての「音楽科の基礎・基本」のとら

えを提案しました。

●第１期の具体的研究内容

① 子どもの心をとらえる教材選択を第一に考える。

② 楽しさ、よろこびのある活動を通して学習内容が確実に身に付くよう学習内容の明確化

を図る。

③ 達成感、充実感、満足感を味わわせる活動を通し、さらなる意欲を高める。

④ 音によるコミュニケーションを図るという音楽科の特性を生かした学習の工夫をする。

⑤ 子どもの良さ・可能性を伸ばすために子どもが身につけるすべての資質・能力を対象に

して評価していくことを大切にする。
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【第２期 ２００３年度～２００４年度 『感受』と『鑑賞』の整理】

第２期最初の研究会の場で、「観点別評価の第２観点‘感受や表現の工夫’と第４観点‘鑑

賞の能力’をどう考えるのかがわからない」という声が数多く聞かれました。

そこで第２期の研究を、この二つの観点別評価の理論研究と実際の授業場面での扱いについ

て学習を進めていくこととしました。

●第２期の具体的研究内容

① すべての音楽学習は「聴く」という音楽活動から始まります。「聴く」という活動には、

表現のための聴く活動と鑑賞のための聴く活動の二つがあります。表現のための聴く活動

を第２観点の「感受や表現の工夫」、そして鑑賞のための聴く活動を第４観点の「鑑賞の

能力」として評価していきます。

② 第２観点「感受や表現の工夫」の『感受』では、音や音楽を聴いて音楽の感性的側面を

感じ取ったり、音楽の構造的側面に気づいたり、二つの側面のかかわりを考えることが大

切です。これを評価するためには、子どもと子ども、子どもと教師のやりとりから子ども

たちの心の変化を見取ることや、ワークシートの工夫が必要となってきます。２００３年

度はこのことについて、題材を「声部の役割を感じ取りながら楽しく歌おう」と設定し、

合唱曲「時の旅人」を教材として実践発表を行いました。

③ 第４観点「鑑賞の能力」の『鑑賞』では、『感受』で発見したことや心の変化を人に伝

えることによって新たな聴き方や価値観の拡大につなげることが大切です。これを評価す

るためには、自分が音楽から感じたことを言葉で表現し、相手に伝える批評文が有効では

ないかと考えました。２００４年度はこのことについて、題材を「楽曲の特徴を聴き取り、

そのよさを伝え合おう」と設定し、サン・サーンス作曲の「動物の謝肉祭」を教材として

実践発表を行いました。

ここでの批評文とは、文章的につたなくても、音楽の諸要素の言葉が入っていることが

大切です。その意味では国語の作文と大きく違うものですが、音楽から自分が感じ取った

ことを相手に伝わるように言葉で表現するために、語彙を増やしていく指導は必要となっ

てきます。

『感受』 ～ 音楽的特徴や表現の工夫 『鑑賞』 ～ その作品その

を感じ取る ものを味わう

・感性的側面を感じ取る ・音にひたる

・構造的側面に気づく ・まるごと味わう

↓

感動

＊「感じたこと（感性的側面）」と「気づ ＊批評家のような感想の書き方

いたこと（構造的側面）」のかかわり

『鑑賞』は『感受』がもとになっていますが、その違いは、『感受』が自分一人で感じ、

気づいたことの範囲を指しているのに対し、『鑑賞』はさらに他者と共感するところまで

をもめざしているとおさえました。

【第３期 ２００５年度（１年次） ～ 「知性」「感性」「意欲」について】

第１期、第２期の研究をもとに、「知性」「感性」「意欲」という新たな視点を加え研究を深

めました。そして、「知性と感性の調和」と言われながらも、感性面に研究の偏りが見られた

ことを反省し、知性と感性の融合を考えた研究内容としました。
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２．研究の仮説と構造

音楽を語り合う活動を授業に取り入れることは、子ども一人ひとりの音楽的言葉

を成熟させ、「音楽的知性」を伸ばすことにつながる。

音楽的知性を伸ばす継続的な授業の創造は、感性の豊かな子どもの育成を可能と

する。

豊かな感性を育成する

音楽的知性を伸ばす

音楽的言葉を成熟させる

音楽を語り合う活動

３．研究主題の意味するもの

（１）「音楽的知性を伸ばす」

①「音楽的知性」とは

・音楽を聴いて知覚・認知、理解、記憶し、歌い、演奏すること。

・音楽的感性にもとづいた表現を伝え合い、認め合うことによって「共感」を

呼び起こし深めること。

「心の知性」をキーワードとして研究を進めていくうちに、「私たち人間の知性は一つで

はなく、多数の並列した知性からなっている」という認知心理学と認知脳科学が提唱してい

る「多重知性理論」を知りました。その中の「感情的知性」が「心の知性」を指していると

いうことと、「音楽的知性」の存在をも知りました。音楽に知性はそぐわないという指摘も

ありますが、これまで感覚面ばかりにとらわれていた私たちには大きな驚きと励みになりま

した。

「多重知性理論」では、知性は大きく８つに分類され、それらは「自我」によって統括、

コントロールされていると考えられています。

感情的知性

音楽的知性 社会的知性

言語的知性 自 我 空間的知性

絵画的知性 身体運動的知性

論理数学的知性
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これら８つの「知性」は、前頭連合野という脳領域と深いかかわりを持っています。

「知性」を伸ばすためには、この前頭連合野のはたらきを鍛える必要があります。

前頭連合野は、言葉で人に伝え合う、文章を書く、自分で音楽を演奏する、自分の

声を聴く、音程を思い出すといったことにより、特に活性化される。

じっくりと音や音楽に耳を傾ける、音楽の美しさにあこがれる、音や言葉で音楽のよさを

伝え合ったり感動をわかちあうなど、音楽科教育にはみんなで音楽を聴いたり、表現したり

という活動を通して、これらのことを育てる特性があります。

この特性を生かすことにより、「音楽的知性」はもちろん「感情的知性」や「社会的知性」

の育成が図られます。

これらのことから、「音や音楽を聴いて感じ取ったこと、考えたことを批評文として伝え

合う」といった私たちの取り組みが、前頭連合野を活性化させ、「音楽的知性」を伸ばすこ

とにつながるものと考え、さらに研究と実践を深めていきたいと考えます。

②「音楽的言葉」とは

音楽的言葉とは、三つの側面によってできています。一つめは、構成要素（音色、リズム、

旋律、和声を含む音と音との重なり、形式）と表現要素（速度、強弱）からなる構造的側面。

二つめは、構造的側面から生み出される美しさ、豊かさ、曲想、雰囲気などの感性的側面。

三つめは、文化、風土、歴史といった文化的側面です。

構造的側面「かたち」、感性的側面「なかみ」は、この文化的側面「土台と背景」の支え

によって成立しています。

構造的側面によって

生み出される

構造的側面 感性的側面

「かたち」 「なかみ」

文化的側面

「土台と背景」

③「音楽を語り合う活動」とは

音楽を語り合う活動とは、音楽の「かたち」「なかみ」「土台と背景」の三つを「音楽の

言葉」として語り合い、共有したり、共感したりする活動のことです。

この活動が自発的、円滑に行われ、他人とコミュニケーションを図ることができるように

なった状態を「音楽的言葉の成熟」した段階と私たちは考えます。

(２）「音楽的感性」と「音楽的知性」の融合

私たちが捉える「音楽的感性」と「音楽的知性」との関わりは次のようなものです。

「音楽的感性」とは、外界からの刺激(インプット)を五感を通して受け入れる「感覚」から

始まり、「知覚」、「認知」、「心象(イメージ)」、「感情」といった過程を通して、音や言葉など

で表現(アウトプット）する一連の流れのことを指しています。

「音楽的知性」とは、音楽的感性の感覚から受け入れた刺激を「知覚・認知」し、「理解」、

「記憶」する過程のことと、音楽的感性の一連の流れによって表現(アウトプット)されたこと

をコミュニケーションによって伝え合い、認め合うことによって「共感」を呼び起こすことを
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指しています。

「共感」は場と音楽や感情の共有により、さらに深められていくことをねらいとしています。

「音楽的感性」と「音楽的知性」はそれぞれが独立し、切り離されてはたらくものではなく、

音楽活動の中で、相関的、補完的に高まっていくものと考えます。

感性と知性の融合

音楽的感性 音楽的知性

刺激(インプット)

認知の

感 覚 知 覚 積み重ね

記 憶 認 知 理 解 記 憶

心 象

（イメージ）

音楽を語り合う活動

「感じたこと」「考えたこと」

感 情 伝え合う、認め合う

表現(アウトプット) 共 感

音楽的言葉の成熟

場と音楽の共有

感情の共有

音楽的知性の高まり 共感の深まり

音楽的感性の高まり

図のように、「音楽的感性」と「音楽的知性」に共通する処理として、「知覚」と「認知」

の段階があります。この「知覚」と「認知」の段階が直感的すぎると、好き嫌いを簡単に判断

してしまったり、キレるといった感情が起こり、短絡的な行動を実際に起こしてしまうと言わ

れています。

そうならないためには、知性の側からの理性的な「知覚」と「認知」の処理が必要です。

「知覚」、「認知」、「理解」、「記憶」は、「音楽的感性」の「感覚」をもとにしていることか

ら、「音楽的知性」を伸ばす出発点は「感覚」を鋭くすることにあると言えます。



- 7 -

また、「知覚」から「認知」、「知覚」から「心象（イメージ）」の過程では、「記憶」がもと

になっていることから、「音楽的感性」を磨くためには「記憶」をたくさん蓄えることが必要

です。

つまり、「音楽的知性」を伸ばすためには「音楽的感性」を磨くことが必要であるとともに

「音楽的知性」を伸ばさないと「音楽的感性」は磨かれないという二つのことが言えるのです。

（３）「音楽を語り合う活動」の具体的な取り組み

これまで私たちは鑑賞教育の重要さから、聴く活動を時間的に十分確保することを考えてき

ました。ところが、音楽の授業時数が大幅に削減された今、表現と鑑賞の両方の能力を限られ

た短い時間の中で育てていく必要性に迫られ、これまでの授業の進め方を修正しなくてはなら

なくなりました。

そこで鑑賞の授業で学習した楽曲を自分たちで演奏したり、自分たちが演奏した曲をＣＤな

どの模範演奏と聴き比べをするなど、表現活動と鑑賞活動の一体化を図りながら両方の力を伸

ばすという工夫をしています。

「音楽的知性」を育てるには、音楽的言葉を伝え合うことにより、他者の思いを受け止め、

理解するといった音楽を語り合う活動が大切です。この音楽を語り合う活動がもたらすお互い

の価値観の認め合いは、自分の価値観の拡大につながります。お互いの価値観を共有すること

によって深められた共感こそが音楽的知性の高まった状態と考えます。

具体的には次のような音楽活動を考えました。

＊「かたち」と「なかみ」と「土台と背景」

＊音楽を

語り合う活動

音や音楽を聴いて、音楽の「かたち」、「なかみ」、「土台と背景」について一つひとつまと

める段階では、感じ取る力である感受、つまり「音楽的感性」がはたらいています。 しかし、

批評するとなると、音楽の「かたち」、「なかみ」、「土台と背景」の三つをかかわらせること

になり、それまでの経験や前に得た知識などを総動員しなければなりません。この段階では、

記憶が大きく関係していることから「音楽的感性」だけではなく、「音楽的知性」がはたらい

ています。

また、感性の一連の流れによって批評文として表現されたことを語り合い、伝え合うことは

「音楽的知性」の共感を呼び起こすことにつながります。

これらのことから、音楽を語り合う活動によって音楽的感性と音楽的知性の融合を図ること

作品を聴いて自由にイメージする

イメージしたことの交流

イメージしたことの理由を考える

具体的な詩の朗読

無伴奏で歌う

演奏を聴き合い、批評文としてよさを伝え合う
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ができると私たちは考え、実践検証を進めているところです。

それぞれの活動のねらい

①作品を聴いて自由にイメージする

作品を聴いて自由にイメージすることは、音楽の「なかみ」を感じ取ることを

意味し、そこには感受の力がはたらきます。

また、音楽や歌詞からイメージをふくらませ、自分の演奏に生かそうとするこ

とは意欲とともに表現の工夫を育てることにつながります。

②イメージしたことの理由を考える

なぜそのようにイメージしたのかという理由を自分が感じとったことをもとに

考えさせることは、音楽の「かたち」、「なかみ」、「土台と背景」の結びつきを

とらえさせることにつながります。

このことは、音楽を語り合う活動の始まりの段階と言えます。

③具体的な詩の朗読

具体的な詩の朗読は、全体の朗読が自分の耳に染みわたるようにイメージを定

着させるのに役立ちます。また、子ども自身に自分の声を味わわせることもでき

ます。

④無伴奏で歌う

無伴奏で歌うということは、楽器の力を借りて演奏することができないことか

ら自分の声を自分で味わうことができます。そこには知性面の理解と記憶がはた

らきます。

また、このことにより、リズム、旋律、和声感にのった歌い方の定着を図るこ

とができ、子どもたちの表現の技能を育てることができます。

⑤演奏を聴き合い、批評文としてよさを伝え合う（音楽を語り合う活動の深まり）

お互いの演奏を聴き合い、音楽の「かたち」、「なかみ」、「土台と背景」につ

いてそれぞれとらえ、音楽の言葉で交流することは、『感受』の力を育てること

につながります。

さらに、音楽の「かたち」、「なかみ」、「土台と背景」、それら三つのかかわり

を考えさせ、演奏から感じ取ったことやその演奏に対して自分はどう思ったのか、

どんなところがよかったのかを批評文として伝え合うことは音楽を語り合う活動

を深め、『鑑賞』の力を育てることにつながります。

これらのことが自発的に、しかも円滑に仲間と語り合えるようになってこそ、

子ども一人ひとりの「音楽的言葉の成熟」を図ることができたと言えます。

Ⅳ．まとめと今後の研究計画

１．研究のまとめ

私たちのこの研究は、「知性」と「感性」という一見両極端と思われる言葉を融合しようと

したところに特徴があります。試行錯誤の段階ではありますが、授業実践を重ねる中で、２１

世紀の音楽科教育の方向性として確かなものであることが見えてきました。

学力低下が叫ばれ、知識重視の教科のみが大切にされる傾向の中、人間としての成長に最も

大切な「知性」と「感性」の両面を育てることができる音楽科は本来最も注目されなければな

らない教科と言えます。

今後の課題として、私たち教師一人ひとりが音楽科の枠にとどまらず、教育学、心理学や脳
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科学などあらゆる面に視野を広げて研究を進めていくことが考えられます。

そして、その研究の中から、子どもたちにとって何が必要なのかを的確に見抜いていく目を

養う必要があります。

さらには、時代の流れにそった新しい感覚の取り組みとともに、いつの時代でも変わること

のない音楽科教育の不易の視点を失わずに、研究を進めていきたいと考えます。

２．今後の研究計画

２００６年度 【第３期２年次 研究の深化・発展】

・学習会（年間６回を予定）

・研究主題にかかわる理論研究

・具体的指導事例の実践研究

・第４９回全空知音楽教育連盟研究大会にて研究及び実践の中間発表

・本年度研究の検証と中間まとめ

・２００６年度研究のまとめの作成

２００７年度 【第３期３年次 研究成果のまとめ】

・学習会（年間６回を予定）

・研究発表に向けての準備

・具体的指導事例のまとめ

・第５０回全空知音楽教育連盟研究大会にて研究発表

・第３期研究成果のまとめ

・研究紀要の作成

＜参考文献＞

１．創造的な音楽活動の充実を図る指導法の実践的研究

（音楽鑑賞教育振興会 1992） 山本 徹淨

２．全空知音楽教育連盟研究紀要（２００２～２００４年度）

３．「わかる」とはどういうことか（ちくま新書 2002） 山鳥 重

４．感性の起源（中公新書 2004） 都甲 潔

５．ＥＱ 心の知能指数（講談社 1996） ダニエル・ゴールマン

６．幼児教育と脳（文藝春秋 1999） 澤口 俊之

７．あぶない脳（ちくま新書 2004） 澤口 俊之

８．記憶力を強くする（講談社 2001） 池谷 裕二

９．海馬(朝日出版社 2002) 池谷 裕二、糸井 重里

10．進化しすぎた脳(朝日出版社 2004) 池谷 裕二

11．新しい教育課程の展開 小学校音楽科（東洋館出版 2002） 金本 正武

12．知性と感性の心理（福村出版 2000） 行場 次朗、箱田 裕司

13．音楽の生存価(音楽之友社 2005) 福井 一

14．中学校新教育課程の解説 音楽（第一法規 1999） 峰岸 創

15．小学校音楽科の指導と評価(暁教育図書 2004) 西園 芳信、小島 律子

16．モノドラマ合唱のすすめ(音楽之友社 2000) 山本 文茂

17．音楽の鑑賞指導 中学校編（音楽鑑賞教育振興会 1986）
18．音楽鑑賞の指導法（音楽鑑賞教育振興会 2004） 渡邊 学而

19．童謡・唱歌が脳をよみがえらせる 大人の脳力ドリル

（インフォレスト 2005） 川島 隆太

20．図解 頭が良くなる脳の使い方（大和書房 2005） 川島 隆太


