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研究主題の背景

１．今こそ「音楽科教育」の充実を！
「知識基盤社会」と言われている２１世紀、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化

をはじめ、社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増している。

このような社会状況を反映してか、人よりたくさん、人より新しい知識・情報・技術を持

っていることを重視する風潮が生み出されている。

それは学校教育にも大きな影響を及ぼしている。学力向上のかけ声の下、効率よく、画一

的にいかに多くの知識を確実に身につけるのかといった知識のみを偏重する意見がマスコミ

などを賑わせ、大きな注目を集めている。

その一方で、学校現場の負担や子どもたちの負担の増加、さらには教育における競争意識

の強まりと教育の格差拡大を憂慮する声も高まってきている。塾通いや習い事などで疲れ果

てているという現状が報告されている中、学習内容の量と時間を増やし、生活習慣の確立ま

でをも求めていこうとするのは、子どもの持つ伸びやかさの喪失につながるといった懸念か

らである。

子どもたちは新しい知識や技術・情報を追い求め、身につけていくことを常に要求され続

けけなければならない不安感にさらされている。

自制心や規範意識の希薄化、生活習慣の確立が不十分、無気力、自分に自信が持てない、

将来や人間関係への不安感、他者の感情や思いを受け止めることができない、他者とのコミ

ュニケーションがとれずに他者との関係においてすぐにキレる、友達や仲間のことで悩むな

ど人間関係の形成が困難かつ不得手といった子どもたちの実態はこのことを強く反映してい

る結果である。

これらの実態を受け、「心の教育」の重要性が叫ばれているのである。

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

を持つものである。

多様な価値観を持つ人間が共に生活している現代社会では、自らの主張を一方的に訴える

だけでは通用しない。お互いの考えを的確な方法で表現し伝えあい、異なる意見を受けとめ

差異を認めあうというコミュニケーション能力が必要である。

学校もまた、様々な価値観を持った子どもたちが集団で生活している場である。

自らの価値観を一方的に押しつけ、主観を主張しあっていただけで教育は成り立たない。

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る。

音楽科は音楽活動によるきわめて自然なかたちで人間としての成長に最も大切な「感性」

を育て、「共感」を呼び起こし、心を豊かにすることができる唯一の教科である。

その意味で音楽科は学校教育になくてはならない教科であり、このような時代であるから

こそ、音楽科教育の果たす役割はますます高くなってきている。
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２．全空知音楽教育連盟のこれまでの研究の成果から
私たち全空知音楽教育連盟では、これまで「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、「共感」を呼び起こす音楽学習を追

求してきた。

子どもの学力低下を懸念する声が強まり、学校教育に対する社会の注目が「知識の量」に

集中しているような印象を受ける中、「学校教育において、音楽科は何をしなければならな

いのか、何ができるのか」を真剣に考え、実践として積み上げ、その成果を様々な機会を利

用して訴えてきた。

歌や楽器を上手に演奏できるようになるとか、音楽を楽しんで聞くことができるようにな

る、これらは音楽科で育てなければならない大切なことである。

しかし、音楽科だからこそできる「音楽活動を通して、お互いの感じ方を出しあい、交流

しあい、認めあうことによって共感を呼び起こし、自らの価値観を拡大していくこと」は最

も大切にしなければならないものである。

前回の岩見沢大会に向けて研究に取り組み始めた２０００年度、絶対評価が導入され、評

価に対する説明責任が問われる時代となった。その影響からか、「何を身につけたか、何が

できるようになったか」という達成面を見取ることばかりに目が向けられ、日常の授業をい

かに数値化するかということに現場は振り回されてきた感がある。

本来の評価の意義は薄れ、指導に生かす評価というよりも「評価のための指導」になって

しまっているような現状を生み出してしまったのではないだろうか。

音楽科もその流れに逆らうことは難しく、評価の説明が明確にできることを問われ、少な

い授業数の中で、知識・技能を効率よく生徒に伝達することに研究の焦点があてられること

が多くなっていったことは否めない。

音楽の学力を子どもたちに確実に身につけさせることは大切なことであり、否定するもの

ではない。

前回の大会でも提案した通り、「知識や技能の定着」とともに音楽を聞いてわかった時の

よろこびや自分の思いを込めた表現ができた時の楽しさといった達成面（わかる、できる）

と情意面（よろこび、楽しさ）両方のバランスがとれた指導と評価を工夫していくことが大

切なのである。

音楽学習において、これまで私たちが研究してきた「わかる・できる・わかちあう」こと

は大切なことであり、日常の授業の中で意識して取り組まなければならないことである。

今回の研究大会で私たちは、音楽科教育の原点であり、「わかる・できる・わかちあう」

の先にある「感動」に今一度立ち返った研究の必要性を強く訴えたいと考えた。

私たち音楽科教師がめざすものは、教えることも評価することもできないかもしれないが

「感動」にこそある。

音楽に出会うことによって子どもたちの心に生じた感動を、魅力ある音楽学習を展開する

ことにより「広がり、高まり、深まりのある感動」にしていくことをめざした研究を突き詰

めたいと考えたのである。

このことにより、生涯にわたって音楽を楽しむ子どもが育成されるからである。
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わかる楽しさ・できるよろこび・わかちあう感動

～『響感』をはぐくむ音楽学習の創造～

１．『響感』にこめた思い
音楽を聞くと自然に体が動いてしまうことがある。

それは、その音楽と自分の感性の波長が共鳴し、共感している状態にあるからではないだ

ろうか。つまり、その音楽と自分の中の感性が響きあっているからである。

しかし、学校での授業を振り返ってみるとどうであろう？

わかること、できることにあまりにも重きをおいた指導にこだわるあまり、せっかくの子

どもと音楽との出会いを台無しにしてしまっている実態はないだろうか？

音楽にふれることによってせっかく心の中にわき起こった楽しさやよろこび、感動を指導

することによっておもしろさを失わせたり、抑圧してしまったり、薄めてしまったりしてい

る現状はないだろうか？

音楽の特徴を瞬時に捉えて楽しげに身体表現を行っている小学校低学年の子どもたちの感

性を、学習を重ねることで薄めてしまっている実態はないだろうか？

学年が上がるにつれて 感性はより高度に発展するのが本来の姿ではないだろうか？

効率の良い授業を求めてきた結果、学習が細切れになっていないだろうか？

知識は豊富にあるものの断片的な知識ばかりが詰め込まれていないだろうか？

このような自問自答から今回の私たちの研究は始まった。

「感動」が大切であるということはこれまでの研究からも明らかであり、これからも変わ

るものではない。しかし、これまで「感動」というものを達成目標的にとらえてきたのでは

ないかと私たちは反省したのである。

私たちは今回の研究大会にあたり、今一度「感動」に焦点を当て、「感動を広げ、高め、

深める」るためにどのような研究を進めるとが必要かを問い直すことから始めようと考えた。

音楽に出会ったとき、心は常に揺れ動いている。知覚・感受を働かせて分析的に接するこ

との先にある音楽を全体的に味わわせることによって生じる心の動き、「心のざわめき」を

大切にした研究をしていきたい。子どもたちと音楽とが出会うことによって生じる心の動き、

心を揺さぶる何か、子ども自身が元々持っているものをさらに伸ばしていきたい。そのこと

により、生涯にわたって音楽を愛好する子どもの育成をめざそうと考えたのである。

この「響」の字には音の響きばかりでなく、人間と人間どうしの心の通いあいや響きあい、

といった意味がある。
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音楽の授業の中には非常に多くの種類の響きあいが存在する。

私たちは、「わかる・できる」といった感受力や感性、そして「わかちあう」といった自

分と作品との響きあい、演奏者と聴衆の響きあい、仲間同士や教師との響きあいを含めた様

々な響きあいの意味を『響感』という言葉で表現した。

音楽に出会ったときの小さな感動を大切にし、「わかる・できる・わかちあう」という学

習のサイクルを繰り返すことにより、その感動をより一層広げ、高め、深めることをめざし

て「響」という言葉に思いをこめたのである。

２．『響感』をはぐくむ音楽学習とは？

・『響感』をはぐくむ学習により、楽しさ・よろこびは感動に結びつく

・『響感』をはぐくむ学習により、感動はより広がり、高まり、深まった感動となる

＜響く＞とは、「印象深く伝わる、音が広がって聞こえていく、鳴りわたる、余韻が長く

つづく、音が反射して伝わる、反響する」ことである。

つまり、何かが鳴った状態、または鳴った音そのものを指すのではなく、何かを媒介とし

て伝わることであり、こだましあうことを指すものである。

『響感』とは、音楽の授業において学習者である子どもが様々なものと出会うことにより、

子どもとその事象とが響きあうことを意味するものである。

心のざわめきといった小さな感動から、肯定的な感情で感動の深まり、広がり、高まり

といった大きな感動まで、響きあいから生まれたそのすべてが感動そのものである。

私たちは、『響感』によって心が揺れ動く状態、『響感』によって生じる様々な心の動き

こそが感動であるとおさえた。

そして、この響きあいは元々子どもたち自身が持っているものである。

子どものよいところを伸ばす、もともと持っているものを伸ばすことこそが私たち教師の

役割である。

『響感』による響きあいの余韻が長く続くように音楽学習を工夫し、感動に結びつくよろ

こびや楽しさ、より深まった感動を大切にすることにより授業をよりよい方向に変えていこ

うというものである。

図の矢印は、子どもとそれぞれの事象が響きあう状態、子どもと事象を結びつけるパイプ

を表現したものである。

それぞれの事象が学習者である子どもに響くことにより子どもの中に感動が生じる。そし

て、その感動が響きあうことにより、共に感動する「共感」へと深まっていく。

この子どもと事象を結びつけているパイプの線を増やすことには価値観の広がりを、線を

太くすることは価値観の深まりを意味する。そして、教師の指導により、このパイプをゼロ

の状態からはぐくんだり、元々あるものをより充実させることによって感動は広がり、高ま

り、深まっていくのである。

子どもの感性に訴え、心を揺り動かし、心にわき起こった感動がいつまでも響きあい、深

められていく音楽学習の創造を私たちはめざしていこうと考えたのである。
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３．大会主題と副主題のかかわり

・『響感』をはぐくむ学習により、「楽しさ・よろこび・感動」は深められる

・「わかる・できる・わかちあう」学習の繰り返しにより、『響感』は深められる

これまで私たちが研究してきた「わかる・できる・わかちあう」という学習のサイクルは

日常の音楽学習において必ず意識して取り組むものであると考える。

今回の研究大会はこれまでの研究の成果を踏まえたところからスタートしており、大会主
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題は同じでも迫り方が違うのである。

『響感』をはぐくむ学習の研究に取り組むことによって、これまでの大会主題「わかる楽

しさ・できるよろこび・わかちあう感動」をさらに深め、発展させることができるものと考

え、大会副主題に思いをこめたのである。

（１）「わかる楽しさ」と「できるよろこび」について

① 音楽の授業における「楽しさ」「よろこび」とは

「楽しさ」「よろこび」の《第１の側面》

教師と子どもとが心を通い合わせ、なごやかにやりとりをしながら授業が進む。

子どもが歌いたい歌、演奏したい曲がとりあげられ、学習に取り組む仲間の雰

囲気が和気あいあいとしている。

音楽活動そのものが楽しく、よろこびのある授業。

これが一般的にいわれている「楽しさ、よろこびのある授業」である。

「楽しさ」「よろこび」の《第２の側面》

真剣に音楽の課題に取り組み、教師による厳しくも共感的な指導や援助を受け

ながら、子ども同士が助け合って授業が進む。

その時間の学習内容を確実に達成することができ、やり遂げた満足感とやって

よかったという充実感が抱けるような授業。

これが自らの心を自らで動かし、より高い目的の芸術実践を目指す中で味わう

ことのできる「楽しさ、よろこびのある授業」である。

私たち空知が求める「楽しさ」「よろこび」のある授業とは、上記のどちらに偏るもの

でもない。二つの側面の相乗作用によってうみだされる「楽しさ」「よろこび」のある授

業のことである。

音楽活動における感覚的、心理的なよろこびと、精神的なよろこびの間には優先関係が

あるわけではなく、両者が相まってこそ、人の感動が呼びおこされ、価値の共有が図られ

る。

子どもが「音楽の授業が楽しくない」という時は、主に、第１の側面に問題が生じてい

ることが多い。

そして、このことは、音楽活動を通して自己実現を味わうことのできない授業、すなわ

ち第２の側面にも問題が生じていることに対する不満を表しているともいえる。

②私たちが求める「楽しさ」「よろこび」のある音楽の授業

＜楽しさ＞とは、「満足で愉快な気分であること」である。

＜よろこび＞とは、「うれしく思うこと、楽しく感じること」である。

この「楽しさ」「よろこび」は『響感』をはぐくむ学習により感動に結びついていくも

のである。

人間はその特性として、生まれながらに音楽を聴いたり、表現したりしようとする潜在
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的な能力を持っていると言われている。

だからこそ、私たち音楽科教師は表現及び鑑賞の多様で幅広い音楽の直接体験を通して、

音楽に感動したり、活動そのものを楽しんだりする経験を積み重ね、本来持っているこの

潜在的な能力を引き出すことを大切にしていきたい。

音楽の学習活動を進めるにあたって何より大切なことは、子どもが音楽に楽しくかかわ

り、音楽の活動をするよろこびを得ることにある。

そのために、子どもたちの学習意欲を高め、興味を持ってかかわることができるような

教材の選択や教材提示の仕方を工夫し、子どもが心から「楽しさ」「よろこび」を感じる

ことができるような授業を大切にしたい。

そのことが生涯にわたって音楽を愛好する子どもを育てることにつながるのである。

しかし、ここで注意しなくてはならないのは、あくまで学習内容を達成させるために「楽

しさ」「よろこび」のある活動を工夫するということである。

私たち空知が考える「楽しさ」「よろこび」のある音楽の授業とは、全く音を伴わず、

音楽活動もない知識・理解だけで終わる音楽の授業を指すのではない。

また、「楽しさ」「よろこび」を追求するあまり、活動ばかりが目的の授業でもない。

私たちが求めている授業とは、子どもが「楽しさ」「よろこび」を感じながら音楽活動

に進んで取り組み、しかも、その活動を通すことによって１時間１時間で何を学んだのか

を子ども自身が明確に意識できる授業なのである。

③「音楽に対する感性」と「音楽に対する感受力」のかかわり

音楽は構造的側面、感性的側面、文化的側面の３つの側面から成り立っている。

構造的側面とは、構成要素（音色、リズム、旋律、和声を含む音と音との重なり合い、

形式)と表現要素（速度、強弱）から成り立つものを指す。

感性的側面とは、構造的側面から生み出される美しさ、豊かさ、曲想、雰囲気などのこ

とを指す。

この構造的側面と感性的側面を支えているのが、文化、風土、歴史といった文化的側面

である。

音楽科では、子どもたちが様々な音楽活動を通して、音楽に対する感性を豊かにしてい

くことを重視したい。なぜなら、音楽に対する感性を育成することは、音楽美を鋭く感得

する力を深めると同時に、美しい心に感動したり共感したりする温かい心、他を思いやる

心や優しさをはぐくむなど、子どもたちの人間形成に大きな力として機能するものだから

である。

感性とは感受性のことであり、外からの様々な刺激を感覚的に感じ取ることである。そ

れは、人間が外から受ける様々な刺激を、まず自分の感覚で受容し、その上で深く、豊か

に反応することができる心の働きととらえることができる。

人間としての人間らしさを具 えていく上で重要な側面となるものが感性である。

「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す。

これらのことから、「音楽に対する感性」とは五感の一つである聴覚を通して受け取る

音楽的な刺激に対して、鋭く、豊かに反応する音楽的な感受性のことである。
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この音楽的な感受性は、あらゆる音楽活動の根底にかかわるものであり、音楽の様々な

特性を感じ取ることにより育成される。

音や音楽に対する感性をはぐくむ

音や音楽に対して感情やイメージ、思い、意図をもって表現したり、

味わって聴いたりする

感性的側面 構造的側面

な か み か た ち

音楽的な面白さやよさ、特質や雰囲気 構成要素 表現要素

曲想、、豊かさ、美しさ 音色

リズム

旋律 速度

形式

構造的側面によって 和声を含む音と音との 強弱

生み出される 重なり合い

感じ取る

感受する 聴き取る

（感じたこと） 知覚する
（気づいたこと）

文化的側面

土台と背景
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④「音楽に対する感性」と「音楽活動の基礎的な能力」とのかかわり

音楽に対する感性は、音楽の様々な特性を感じ取る活動により育成される。

この活動を通して育成される能力は音楽活動の根底を支えるものであり、生涯にわたっ

て音楽を愛好し、音楽の美しさや感動を求め続けるための基になる能力、「音楽活動の基

礎的な能力」を指すものと考える。

それは、子どもが音楽の価値を自分で判断するための聴き取り、感じ取る能力を伸ばす

ことによりはぐくまれる。

つまり「音楽活動の基礎的な能力」とは「音楽の構造的側面（構成要素や表現要素）を

知覚し、その働きによってうみだされる感性的側面をイメージを持って感じ取る能力」の

ことであり、「音楽の諸要素を感受する能力」を指すものと考える。

「音楽活動の基礎的な能力」の育成は、子どもたちの音楽に対する感性を豊かにするた

めの出発点であるとも言える。

⑤「わかる」ことと「できる」ことの私たちのおさえ

人が音や音楽を感じ取る過程には段階がある。

まずは聴覚を通し、鳴っていることを感じ取ることから始まる。これが「感覚」である。

次に聴こえた音や音楽に対して、大きい音とか、規則的な音とか、それがどのようなも

のであるのかその特質を感じ取る段階がおとずれる。これが「知覚」である。

そして、聴こえた音や音楽に対して「この音は〇〇の音だ」というように思考に基づい

て聴こえた音の高次の性質を知り、知識を持つ。これが「認知」である。

これらの過程の中で音や音楽の雰囲気、豊かさ、美しさ、曲想などを感じ取るのである。

＜わかる＞とは、「理解できること、内容や意味を知ることができること」である。

私たちが考える「わかる」とは、部分的、総合的に完全に習得した段階を指すものでは

ない。

音を媒体とする教科の特性を考えると、音や音楽の雰囲気、曲想、豊かさ、美しさなど

をイメージや感情を持って感じ取るその過程において、それが構造的側面のどのような働

きによって生み出されているかを知覚することと考えた。

つまり、構成要素（音色・リズム・旋律・重なり・形式）、表現要素（速度・強弱）と

いった音楽の諸要素について大まかなことから微妙なことまで聴き分け、感じ取ることが

できるということである。

＜できる＞とは、「物事がうまくいくようになること、可能になること」である。

私たちが考える「できる」とは、子どもが「こんな風に演奏してみたい」とイメージや

感情を持って自分なりに表現を工夫することができることである。

音楽の諸要素には、音楽の構成にかかわる構成要素と、表現にかかわる表現要素の２つ

に大きくわけることができる。

音色・リズム・旋律・和声を含む音と音ととの重なり合い・形式といった構成要素は、

楽曲における設定理由とその働きを知ることによって表現の工夫に生かすことができるも

のである。これらは実際の表現において設定を工夫することはできるものの、それは構成

要素の働きを感じ取らせる手段となるものである。

子どもたちが、この構成要素の設定を変化させることによって自分たちなりの表現を工

夫しようとすることは、かなり高度な学習になると予想される。音楽の授業が縮減された
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中では、これを目標として達成させるのはかなり無理があると思われる。

これらのことから私たちは、子どもたちが、速度・強弱といった表現要素の設定を変化

させることによって自分たちなりの表現の工夫をすることを中心とした学習を「できる」

ことであると考えた。

表現の工夫をしようとする時に必要なのが、表現の技能である。しかし、大切なことは

単なる技能の訓練に陥ることなく、子どもが表現しようとする意欲や表現したいイメージ

や感情を持って表現を工夫するということである。

⑥「わかる楽しさ」、「できるよろこび」の意味するもの

これまでの音楽の授業を振り返ってみたとき、子どもたちの生活感情や様々な気持ちを

無視し、教える側の論理のみに基づいて表面的に形を整えることを要求したりしてこなか

っただろうか？

あまりにも専門的なことを時間をかけて身につけることを要求したり、難しい言葉での

説明を聞かせ覚えさせたり、子どもが受動的にならざるを得ない反復・練習などを強制的

に行ってきてはいないだろうか？

もちろん、私たちは知識・理解・技能を無視したり軽視したりしているのではない。

わからなかったらダメ、できなかったらダメという授業では子どもが心から楽しんだり、

よろこんだりする音楽活動があったと言えないのではないだろうか。

私たちは、子どもが難しさや苦痛を感じるのではなく、楽しさ、よろこびを感じながら

学習内容を達成させることを大切にしていきたいと考えた。

そのために、複雑で難しい内容を子どもにとって取り組みやすく、興味や意欲が持続す

るように活動を工夫し、確実に１時間１時間の学習内容が達成できることを目指したい。

音楽の諸要素を感じ取ったり、聴き分けたりすること、表現要素の設定を変化させるこ

とによって子どもが自分たちの表現を工夫すること、これらを楽しい音楽活動を通して確

実に身につけさせたいのである。

その時に味わう成就感、達成感、満足感こそが、「わかる楽しさ」「できるよろこび」

であると私たちは考える。

そして、成就感、達成感、満足感が響きあうことにより、「楽しさ・よろこび」は感動

に結びつくものとなるのである。

（２）「わかちあう感動」について

①「わかちあう」とは？

音楽学習の場面を考えるとき、そこには価値観の違う者同志が集まって音楽活動をして

いる。この段階では、各個人の主観に基づく「好み」が大きく作用するといえよう。

まず最初は、聴衆側、表現者側がお互いの思いを音にのせての「聴きあい」、「伝えあ

う」段階から始まるといえる。

次に、お互いの多様な音楽観を「話しあい」、「語りあう」ことによって、価値観、音

楽観を拡大する段階がおとずれ、今まで自分の知らなかったことを知るといった「認めあ

う」段階へと進む。

次に、「共鳴しあう」、「響きあう」という段階へと進む。この段階では音の響きや心の

響きだけではなく、さまざまな響きあいも生まれる。「わかちあう」にはこのような意味
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がある。

音のキャッチボール、言葉のキャッチボールという「わかちあい」を通して、絶えず教

室に心の響きあいを生み出す。そのことにより、個人レベルの感動から共感レベルの感動

へと感動が響きあっていくものと考える。

そして、「わかる・できる・わかちあう」のサイクルを繰り返すことにより『響感』は

はぐくまれ、感動はより高まり、広がり、深まりを見せるのである。

ただし、わかちあうことによってわかる、できることによってわかるということもある

ように、「わかる」「できる」「わかちあう」とは段階的に成長した状態を指すものではな

いということを確認しておきたい。

わかる できる

「楽しさ」 「よろこび」

が生まれる が生まれる

わかちあう できる

わかる

わかちあう

②「感動」とは？

＜感動＞とは、「深くものに感じて、心を動かすこと」である。

特に、よろこびや楽しさに反応して生じるもののことを指す。

「感動」とは「何らかの出会い・出来事による、情動の肯定的な方向への大きな動き」

であると言える。

「感動」の条件として「価値を志向していなければ、心動かされることがあってもそれ

は単なる熱狂や一時的な陶酔でしかない」と言われている。

このことから、感動とは、「何らかの出会い・出来事の価値を感じとり、そのことがそ

の後の生き方やものの考え方・感じ方、行動に強い影響を及ぼす人格全体を揺り動かす感

情」とまとめることができる。

私たちは、音楽と出会ったときの心のざわめきといった小さな感動を『響感』をはぐく

む音楽学習によって最終的には人格全体に影響を及ぼす大きな感動に広げ、高め、深めて

いきたい。

わかるできる

わかちあう
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音楽と出会い、次のような状態が響きあったときに感動はわき起こる。

①演奏者の表現（技術面や感情面）のすばらしさにふれたとき

②好きな曲、好きな演奏、好きな作曲者など自分の価値観と一致したとき

③曲や演奏の美しさにふれたとき

④音楽によって過去の記憶や思い出が呼び覚まされたとき

⑤これまでに体験したことのない曲や演奏に出会ったとき

音楽の授業においては、表現や鑑賞の幅広い活動を通してさまざまな音や音楽に接する

ことにより生じる何らかの心の動きのことを指す。

その心の動きは、個人の経験や学習を背景とした主観性の強い価値意識、各人の「好み」

により生まれる。音楽ほど好みの激しい文化はないといわれ、感動はその音や音楽に接し

た人の主観によりさまざまな違いが出てくる。

まずは、子ども一人ひとりが自らの感性を働かせることにより生じた感動を大切にした

い。

接した音や音楽が好きであるということから生まれた感動は、その音や音楽の価値を認

めたことにつながるからである。

しかし、各人の「好み」から生じた感動は、「好み」だけで判断している限りは自己満

足の域を出ない。

子ども一人ひとりが、自分の心に生じた感動を他人とわかちあうことにより、客観性を

持った価値観を形成し、幅広い音楽観を確立することが大切なのである。

「感動をわかちあう」とは、子どもたちが自分の感じたことや考えたことを伝えあうこと

により、互いのよさを感じ取り、それを認め合うことである。

自分の考えと違った他人の考えを知った時に、多面的な感じ方、見方、考え方があるこ

とに気づき、より質の高い自分なりの感じ方、見方、考え方が育成される。そのことによ

り、より豊かな音楽の世界を感じ取り、自分の表現の幅を広げることができるようになる

のである。

感動を教えることはできない。しかし、教えることはできなくても感動を味わう場を数

多く設定することはできる。

音楽科の授業時間の削減が行われた今、私たちは、１時間で完結でき、しかもその１時

間に感動がある授業の構築を目指していきたい。

そのためにも、出会ったときに感動することができたり、何回取り上げても感動できた

りするようなみずみずしさにあふれた教材そのものと、指導者側のみずみずしい感覚によ

る『響感』をはぐくむ音楽学習を大切にしていきたい。

響感により意欲をわき起こす

響感をはぐくむ教材選択

マトリックス～『響感』の中のどれを意識した授業なのか


