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1 .緒言 

音楽鑑賞（以下，鑑賞）により育まれる能力とは何であろうか。山崎(2012）は，小・ 

中学校『学習指導要領解説』にあると前置きした上で，「音楽を特徴付けている要素や音 

楽の仕組みを聴きとる力を児童生徒に育み，それによって彼らが面白さやよさ，美しさを 

感じ取ることができるようにすることであり，音楽を味わって聴いたりする能力を育成す 

ることである。」m と述べ，「知覚・感受・味わい」をキーワードに挙げている。また， 

伊藤他（2012）は，音楽を知覚する力を聴取力と位置付け「聴取力なしには，表現の能力 

や鑑賞の能力（音楽を味わう能力）は成立し得ない。」[2]としている。つまり，音楽を知 

覚する力（聴取力）とは，鑑賞の指導で育むべき能力のーつであり，その聴取力は音楽の 

諸活動に於いて礎となる能力ということであろう。保育者養成課程に於ける音楽指導の必 

要性を語るまでもないが，その内容はピアノや歌唱等の実技指導が中心であり，鑑賞に関 

して話題となる機会は少ない。そこで筆者は，本学保育学科の授業内で，映像の視聴とピ 

アノの生演奏による鑑賞の授業を実施した。本研究では，授業中に記録した感想の記述を 

分析することで，本授業実践における学生の学びの特徴を導き出し，保育者養成課程に於 

ける鑑賞指導の有用性を検討する。 

2 ．実践概要 

平成28年5月，函館短期大学保育学科2年次生に対して鑑賞の授業実践を行った。授業は 

1コマ舶分単位であるが，今回は授業前半45分間を使用して鑑賞の授業を実施した。教材 

に関しては，江田（2016）の先行研究［3］に倣い，I．ストラヴィンスキー（1882- 1971) 

作曲のバレェ音楽「火の鳥」（以下，「火の鳥」）を設定した。また，本授業は2 クラス開 

講のため，クラスによる指導内容の差が無いように配慮した。その他，詳細は以下に示す 

通りである。 

(1）対象：函館短期大学保育学科「音楽H」受講生35名（Aクラス17名 Bクラス18名） 

(2）実施日・場所：平成28年5月12日困 函館短期大学第1音楽室 

一27ー 



全国大学音楽教育学会 研究紀要 第28号（2017) 

(3） 題材（楽曲名）:I．ストラヴィンスキー作曲 バレェ音楽「火の鳥」より 

①フアンタジア2000版（オーケストラ）②ピアノ独奏版（生演奏） 

(4）教材楽曲の詳細および実践内容： 

先行研究は小学校低学年の児童を対象とした授業実践で，教材資料としてディズニーの 

音楽アニメーション「フアンタジア2000」 の中に収録された「火の鳥」（以下，フアンタ 

ジア2000版）と，オリジナル振付によるバレエの映像を使用したものである。筆者らの授 

業実践では，このフアンタジア2000版の鑑賞と共に，共同実践者のピアノ講師による生演 

奏（以下，ピアノ独奏版）を鑑賞することを通して，登場人物の主題（ライトモチーフ） 

を聞き取ることや，オーケストラの演奏とピアノ独奏の響きの違いを感じ取ったり味わっ 

たりしながら鑑賞することをねらいとした。また，フアンタジア2000版では，鹿と春を呼 

ぶ妖精が登場し，活火山の爆発により破壊された森や山を最後には蘇らせるという，原作 

のロシア民話とは異なる物語が展開される。楽曲自体も，組曲（1919年）版の全7曲中か 

ら「王女たちのロンド」「カッチェイー党の凶悪な踊り」「子守唄」「終曲」の4曲を抜粋し 

たもので，「カッチェイー党の凶悪な踊り」に関しては大幅に縮小され，上映時間7分程度 

に編集された作品である。一方，ピアノ独奏版はG．アゴスティ（1901- 1989）による編 

曲作品で，「カッチェイー党の凶悪な踊り」「子守唄」「終曲」の3曲を抜粋しており，演奏 

時間は12分程度である。 

本時の授業の流れを表1に示した。授業者が働きかけた事項は，第1にファンタジア2000 

版で展開される物語が原作のロシア民話であると誤解されぬよう導入段階で原作の解説を 

行ったこと，第2にライトモチーフの一部分をピアノ講師が演奏して確認したこと，第3に 

各視聴・鑑賞の直後にワークシートの記述時間を設けたことである。ワークシートの提出 

を事前に伝達し，当日中であれば授業後の提出も認めることにした。ワークシートは筆者 

が作成したもので，フアンタジア2000版を視聴した感想（課題1)，ピアノ独奏版を鑑賞し 

表1 本時の授業の流れ 

時間 〇学習内容・学習活動 ■授業者の働きかけ，留意点 ☆評価の観点 

畝
m
 

〇バレ工音楽「火の鳥」の粗筋を確認する 

〇組曲の中から，本日鑑賞する4曲中に登場する主題やラ 

イトモチ一フを把握する 

■ロシア民話を題材とした粗筋を簡潔に解説する 

■ピアノで各モチーフを数小節間演奏する 

■ワ一クシ一トを配布し，記入方法を説明する 

30)
 

「火の鳥」（フアンタジア2000版）を視聴する 

〇感想（ワ一クシ一ト課題1）を記入する 

「火の鳥」（ピアノ独奏版）の生演奏を鑑賞する 

〇感想（ワ一クシ一ト課題2）を記入する 

■演奏時間とフアン夕ジア2000版は原作と異なる物語が 

展開されることを伝える 

■記述の観点を参考に記入するよう働きかける 

■ピアノ講師による生演奏を鑑賞させる 

」

分

 

と
 
zり
 

め

”

 

ま
(
5
 

〇授業の感想（ワークシ一ト課題3）を記入する ■意見交流後，感想を記入するよう指示する 

☆ライトモチ一フ（登場人物）の音楽的特徴を聴き分けて 

おリ．オ一ケストラとピアノ独奏の響きの違いや演奏の 

良さに気づき，自分なリの考えを記述している（ワ―ク 

シート・聴取観察） 
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た感想（課題2)，本授業に対する感想（課題3）の3つの課題を設定した。また，課題1と 

課題2には，記述の観点として「主題・登場人物のテーマ（ライトモチーフ）や音楽的な 

特徴を聴き分けることができたか。（課題1)上「ピアノの生演奏とオーケストラの演奏を 

比べて響きの特徴などを感じ取ることができたか。（課題2)」 という発問を付加した。 

3．結果と考察 

3-1 ．分析方法 

ここでは，ワークシートの分析を通して，本授業実践における受講生の学びの特徴を導 

き出す。分析には量的手法を取り，分析ツールとしてテキストマイニング・アプリケーシ 

ョンKU Coder (Ver. 3. Alpha. 08)m を用いた。今回は，同一の楽曲を異なる演奏形態 

で鑑賞することで，感想欄の記述の総量と質に違いが見られるのか否かをリサーチ・クエ 

スチョンとして設定した。ワークシートの記述を課題毎にテキスト化し，作成したテキス 

トファイルをKH Coderを用いて形態素解析を行い，抽出語リストを作成した。その後， 

データの全体像を明らかにするために共起ネットワークを作成して特徴語の出現パターン 

の類似性を確認した。また，テキスト化にあたり，明確な誤字や文法の誤り以外は原文の 

まま使用した。尚，今回は紙面の都合上，課題1および課題2を分析の対象とした。 

3-2 ．全体の概観 

表2には，受講生の記述を分析した結果得られた「総語数」および「異なり語数」を課題 

別に示した。これらは記述量や文章全体の複雑さを示す指標となる。課題1に対して課題2 

は「総語数」で4.7%,「異なり語数」で4.0％の減少が見られるが，差はごく僅かである。よ 

って，両群の記述には，記述量や文章全体の複雑さに於いて差が見られないと判断できる。 

表2 課題1および課題2の記述量（語） 

課題1 課題2 

総語数 3917 3732 
異なり語数 683 656 

3-3 ．記述の詳細 

表3には，形態語解析で得られた抽出語の中から頻出上位10語を課題別に示した。この 

表を概観すると，一般動詞の「思う」「感じる」以外では，「映像」「聴く」「音」が共通語 

として確認できる。両群の異なる点は，課題1では組曲中の楽曲の題名（「終曲」「子守唄」） 

や「音楽」「イメージ」「曲」が見られること，課題2では記述の観点と関連深いキーワー 

ド（「ピアノ」「演奏」「オーケストラ」「違う」）や「表現」が見られることである。以上か 

ら，記述の傾向として，課題1では音楽と映像，音の響きのイメージ等について楽曲毎に記 

述しようとしていること，課題2ではフアンタジア2（順）版の視聴で受けた印象を以てピアノ 

独奏版の演奏とオーケストラの響きや表現の違い等を記述しようとしていることが窺える。 
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表3 記述中の頻出上位10語 

課題1 課題2 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 

思う 40 ピアノ 52 

感じる 37 演奏 51 

音楽 33 オーケストラ 40 

映像 26 感じる 35 

聴く 19 音 29 

イメージ 18 思う 29 

終曲 18 表現 17 

音 17 違う 16 

曲 17 聴く 16 

子守唄 16 映像 14 

図1は，課題1の抽出語の関係を検討するため，出現回数10回以上の名詞と動詞を特徴語 

として作成した共起ネットワークである。共起ネットワークとは，共起の程度が強い語を 

線で結んだネットワークのことで，強い共起関係である程太い線で結ばれ，出現回数の多 

い語程大きな円で描画されている。語と語の結び付きに注目すると，「妖精」「静か」以外 

の語は何れも複数の線で結ばれており，感想の捉え方がある程度多元的であることが窺え 

る。関係強度が強く出ているのは，①「音楽／映像／表現／思う／感じる／聴く」という 

音楽と映像の視聴に関する分野，②「音／楽器／演奏」という楽器の音色と演奏に関する 

分野，③「強い／印象」，④「静か／感じ」の4分野である。ここで①の語の中から前述の 

共通語に見られる「映像」「聴く」の共起を実際の記述で確認すると，「映像と一緒に聴く 

ことが出来たので，よりイメージがつきやすかったと思います上「映像をみながら聴くこ 

とにより，音楽の捉え方も変わってくることに気がついた」という，映像を通して楽曲の 

理解が深まったとする記述中に出現している。一方で，「火の鳥を聴いて，映像だけでは 

伝わらない部分もあるとわかりました」といった，映像からの理解には限界があるとする 

記述も確認された。 

図2は，課題2の抽出語の関係を検討するため，図1と同条件で作成した共起ネットワー 

クである。語と語の結び付きに注目すると，「音楽」以外の語は複数の線で結ばれており， 

課題1より複雑な結び付きをしている。このことから感想の捉え方がより多元的であるこ 

とが窺える。語と語の間の関係強度が強く出ているのは，①「ピアノ／演奏／表現／弾 

く」というピアノの生演奏や表現に関する分野，②「オーケストラ／思う／感じる／音／ 

違う／響く」というオーケストラの楽器や音の響きの違いに関する分野，③「聴く／場面 

／曲」，④「映像／楽器／見る」の4分野である。ここで前述のキーワード（「ピアノ」「演 

奏」「オーケストラ」「違う」）の共起を実際の記述で確認すると，「オーケストラ演奏とは 

違う，ピアノ独特の表現や音の広がりを感じることができた」「オーケストラの再現とも 
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図1 課題1の特徴語共起ネットワーク 

図2 課題2の特徴語共起ネットワーク 

違い，美しいピアノならではの音色だと感じました」等，オーケストラと比較してどのよ 

うに違って聴こえたのか具体性のある記述の中に出現している。また，共通語「映像」を 

含む④の分野の共起を実際の記述で確認すると，「先程見た映像よりも，とても印象強い 

ものとなりました」「映像で見たときよりもピアノだけの音ならば繊細な音のはずなのに， 

もっと壮大さが感じられたような気がします」等，2つの鑑賞を比較したうえでピアノ独 

奏版の印象や響きの特徴に言及した記述の中に出現している。一方，「映像で見た女王や 

魔王を連想させ，ピアノの演奏を聴くだけで，さっきの物語を見ているような気持ちにな 

りました。」 という，ピアノ独奏版の鑑賞中であってもフアンタジア2000版の映像や物語 

を連想したと思われる記述も確認された。 
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4．まとめ 

この度，映像の視聴とピアノの生演奏という2つの形態で「火の鳥」 を鑑賞する授業を 

実践した。ワークシートの記述を分析したところ，双方の記述には記述量や文章全体の複 

雑さに於いて差は確認されないものの，共起ネットワーク上の語と語の結び付きから課題 

2の方が感想の捉え方がより多元的であることが分かった。フアンタジア2000版の感想に 

は4分野が確認され，音楽と映像の視聴に関する記述と，オーケストラと楽器や音（音色） 

に関する記述の2分野に於いて複雑な共起が確認された。頻出上位10語には記述の観点に 

関連するキーワードは確認されないものの，組曲中の楽曲の題名が確認され，楽曲毎に特 

徴や感想を記述しようとする傾向が示唆された。ピアノ独奏版の感想にも4分野が確認さ 

れ，ピアノの生演奏や表現に関する感想と，オーケストラの楽器や音の響き方の違いを比較 

した記述の2分野に於いて複雑な共起が確認された。頻出上位10語には記述の観点に関連深 

いキーワードが確認され，記述の観点に則り感想を記述しようとしていることが確認された。 

また双方の頻出上位10語には共通語として「映像」「聴く」「音」が確認され，全体として先 

に視聴したフアンタジア2（顛）版の映像に影響を受けた記述が多い傾向を確認するに至った。 

本実践では，多くの受講生が「火の鳥」を記述の観点に則り多面的に捉えて鑑賞するこ 

とが出来たと思われる。よって，本授業のねらいは概ね達成されたものと考える。一方， 

今回の分析で得られた結果はあくまでも集団的な傾向を捉えたものであることを忘れては 

ならない。一人ひとりの記述の詳細には触れなかったが，物語の解説文，映像上の物語と 

原作のロシア民話を取り違えたもの，感想の記述に苦痛を訴える意見も見られた。これらは 

味わって聴いた音楽を言葉で表わす言語活動の学修の必要性を示すものである。記述の観点 

はルーブリック化を検討したい。調査対象者が35名と少ないことや，鑑賞の順序を入れ替え 

た場合に異なる傾向が示される可能性もあり，別に検証する必要がある。以上を踏まえ，鑑 

賞で育まれる能力が実技等の諸活動の学修に与える影響を追及することが今後の課題である。 
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