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１．はじめに	 

(1)	 問題関心と研究目的	 

	 音楽活動や音楽学習において「聴く」という行為が基礎になることは論を俟たない。『学

習指導要領』においても、様々な音楽活動の「根底にあって学習を支えるべき「聴く」行

為の重要性に対する認識は通底しており、指導事項の示し方」に反映されてきたのである1。

その一方で、学習指導要領では表現と鑑賞という二つの活動領域が設定されることによっ

て、「聴く」ことは主に鑑賞の活動にかかるものであり、表現活動における「聴く」ことは

単なる表現の方便に過ぎないという理解に留まっていないだろうか。この問題は「表現と

鑑賞を一体化」させた授業を意図した場合においても解決されているとは言い難い。例え

ば、「表現と鑑賞を一体化させた音や音楽を聴く力の育成を目指した授業実践」を開発した

新山王政和らによる研究では、「音を出すことと聴くことは可逆的かつ不可分なものである」

という理解に立脚しつつも、「音や音楽の正体や仕組みを知っていてそれを自在に使いこな

せる技術を持っていなければ、より高いレベルで「音楽する」ことには繋がらない」とし

て、音楽の仕組みすなわち音楽の要素や構成を聴き取る力の育成を目指した授業開発を行

った2。そのため新山王らの小学校授業実践の報告では、子どもたちが自分たちの演奏から

音楽の要素や構成を聴き取る活動が、教師によって意図的に設定されている。こうした音

楽の要素や構成を聴き取る能力の育成が目指される基礎には、「聴く」ということは、鑑賞

領域が意図してきた西洋の芸術音楽的な分析的聴取だ、という理解があるのではないだろ

うか。音楽科の教材が日本の伝統的な音楽や世界の諸民族音楽など多様化し3、子どもたち

自身がそれらの様々な音楽文化を相対的に捉え、価値を見出していくことが求められる現

在において4、音楽活動の基礎である「聴く」ことを捉え直す必要があるのではないだろう

か。

	 そこで本研究では、現代日本の音楽科教育における「聴く」ことに対する問題提起を行

うことを意図して、次の 3つの視点から音楽科教育における「聴く」ことの再考を目的し

ている。

①日本の音楽科教育において鑑賞が位置づけられ始めた大正から昭和初期の教師が、

「聴く」ことをどのようにカリキュラムに位置づけ、指導を展開していたのか。

②「聴く」ことを中心的に位置づけた音楽教育論の特質はどこに見出されるのか。

③そもそも現代日本の子どもたちは、どのように音楽を聴いているのか。
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(2)	 先行研究の検討	 

	 ここでは「聴く」ことを、上述したような鑑賞とは別の観点から捉えた先行研究を検討

し、従来の研究と本研究の立場の違いを明確にしたい。 

阪井恵は「一般的な概念としての＜音楽, music＞以前であるような＜音, sound＞」を

聴くことの重要性を指摘している5。阪井は、平成 20年度版『小学校学習指導要領』に示

された「声や身の回りの音の面白さに気付く」とは、「聴覚を通じた認識にとどまらない、

基層のところで全身体が関与しているような認識の仕方であろう」と述べる6。ここからは、

聴覚によって音楽のかたちを捉えることも内包するような、原初的な次元での音の認識が

示唆される。しかしながら、この原初的な次元での音の認識と、歌ったり、演奏したり、

音楽を聴いたりすることとのつながりは不明瞭である。なるほど、阪井がいう「音自体を

聴くこと」は、欧米の「音楽教育の現代化」から影響を受けた 1980 年代の音楽科教育改

革の文脈にあり、音そのものの表現媒体としての可能性の拡大という発想に基づく、自由

な発想による音楽づくりへと展開する基礎として位置づけられているのだろう7。そうだと

しても彼女のいう「音の認識」は、歌ったり、音楽を聴いたりする「音楽すること」とど

のように関わるのだろうか。 

本研究はこの「音楽すること」の文脈で、「聴く」ことを捉えたい。すなわち歌をうた

ったり、楽器を演奏したり、CD を通して音楽を聴いたりする音楽的な行為における「聴

く」ことの有り様を捉えた上で、音楽科教育への示唆に言及することを意図している。 

そこで、先の視点１では、子どもの「聴く」力を音楽的な行為の中で陶冶することを試

みていたと考えられる小学校唱歌専科訓導の北村久雄によるカリキュラム論を、視点 2で

は、民族音楽学の知見に基づき人間の音楽的行為の本質に基づいて「聴く」ことを音楽科

教育の中心に位置づけることを提案した Patricia Campbellを事例として取り上げたい。

さらに視点 3では、現代日本の子どもたちが日常生活でどのように音楽を聴いているのか

をインタビュー調査を通して明らかにしたい。 

 

２．北村久雄のカリキュラム論における「聴く」ことの位置づけ	 

	 

日本の音楽科教育が、唱歌教育という歌をうたうことからスタートしたことは周知の事

実だろう。その後、大正期に入ると唱歌教育から音楽教育への大きな転換の流れの中で、

アメリカの音楽鑑賞教育の影響などを受けながら、次第に音楽鑑賞の必要性が唱歌専科の
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教師たちの間で認識されるようになったのである8。ここでは、唱歌教育から芸術教育とし

ての音楽教育への転換が目指された大正から昭和初期にかけて、公立の小学校で唱歌専科

教師をつとめた北村久雄のカリキュラム論に「聴く」ことがどのように位置づけられてい

たのかを検討することを通して、現代の音楽科教育への示唆を得たい。 

	 北村は、児童の音楽生活、つまり児童の音楽的発達に即したカリキュラムを開発してい

た。彼は児童の音楽的発達の様相を、歌詞、リズム、旋律、発想、和声などの要素に基づ

いて把握し、それに即して具体的な指導内容を設定することによって、授業の中で指導さ

れる内容を明確にしていた。歌謡生活、作曲生活などと共に、鑑賞生活が独立した領域と

して設けられ、そこではリズム感、音色感、和声感、旋律感、形式感といった、音楽を構

成する要素への児童の感覚を陶冶することが目指されていた9。 

	 実際の指導において、鑑賞の能力つまり音楽への感覚に関する指導は、歌をうたい、そ

の表現を深めていく過程において取り上げられていた。第 3学年の教材《春が来た》の指

導では、問答的旋律関係の指導、リズムの形式的指導といった指導内容が設定されていた。

しかし、この曲のリズムや旋律の特徴は、教師が積極的に言語化することによって児童に

概念的に提示されていない。その代わりに、楽曲を歌う活動の中で、児童自身が構成要素

によって生み出されている特徴に気づくことができるように、暗示を与えるという指導方

法が採られていたのである10。つまり、子どもたちにとっては、音楽の特徴を聴き取る活

動は、歌唱表現を深めていく過程で必然的に展開されるのであって、教師の役割は、音楽

の特徴を「聴く」ことが、子どもにとって必然であると思わせるように仕組むことであっ

たと言える。 

	 以上で明らかにした北村の「聴く」ことに関する指導の特質から、現代の音楽科教育へ

の示唆について言及したい。現在の音楽科教育では、表現と鑑賞の領域を越えて、〔共通事

項〕として示された音楽の構成要素を知覚・感受することを目指した指導が、多く行われ

ている。こうした指導内容の明確化は、児童の学力保証の観点からは推奨されるべきだろ

うが、特定の構成要素を指導内容と設定し、その要素を聴き取るとことを意識するあまり、

本来の音楽経験の意義が看過されてしまう恐れはないだろうか。北村の実践にも反映され

ていた通り、音楽を認識することつまり音楽を「聴く」という行為は、それだけで独立し

たものではなく、歌うことや演奏することと不可分であり、すべての音楽学習の基底にな

るである。こうした「聴く」ことの意義を教師自身が認識し、児童の音楽経験の中に仕組

んでいくことが、音楽科の教師には必要なのではないだろうか。 
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３．「聴く」ことを核とした音楽教育論の特質	 

	 

前述のように、日本の音楽科教育は「表現」と「鑑賞」の２領域から成り立っており、

一般に「聴く」ことは「鑑賞」領域にまつわる音楽行為だと認識されている。しかし、こ

の「鑑賞」という言葉そして概念は、19世紀に隆盛を極めた西洋芸術音楽を対象としてお

り、またその時代に完成した考え方に立脚したものである。つまり適切な「鑑賞」とは、

音楽を微動だせずにただ「耳だけで」聴き、知的に理解することを最上とする、西洋芸術

音楽の「聴き方」を指している。 

	 しかし 20 世紀後半に入り民族音楽学が隆盛してくる中で、西洋芸術音楽は世界に数多

く存在する音楽文化のひとつに過ぎず、「耳だけで聴く」という聴き方が非常に特殊なこと

だという考えが徐々に広まりを見せた。日本でも 90 年代になると西洋中心主義が批判さ

れ、いわゆるクラシック音楽が教育の中心となっていた反省から、世界の諸民族の音楽や

日本の伝統音楽を教材として取り入れる動きが活発になり、現在ではごく当然に授業でも

扱われている。しかしながら、依然として音楽科教育は「表現」「鑑賞」の 2 領域が維持

され、また音楽教師も無意識のうちに「音楽」という言葉を「西洋芸術音楽」のタームで

使っている現状は否定しがたい11。 

	 このような音楽科教育の現状にあって、多文化教育的な視点から音楽を World Music

として捉え、音楽教育や音楽学習に提言を行っているのが Patricia Shehan Campbellで

ある。Campbell は民族音楽学の研究群が蓄積してきた知見に基づき、多くの文化におい

て「演奏」と「聴く」ことは地続きであることを特に重要な点と考え、「聴く」ことを中心

に置いた音楽学習 ”Learning by Listening”を提言している 12。彼女は著書の中で

「Listening は音楽教育の核心であり、そこには多様な面があるけれどどれひとつとして

受動的なものはない」13と述べているように、「聴く」ことを音楽活動の特に重要な要素と

位置付けている。Campbell の音楽教育論は学習の中心に「聴く」ことを据えて展開され

た初めてのものであること、そして民族音楽学の知見に基づいた音楽の多文化性への志向

をもつものであるということによって画期的な論であると言えるだろう。 

Campbellが提唱する”Pedagogy of Listening”は 4つのフェーズから成り立っている。

具体的には、学習活動の導入にあたる Sound-Awareness の後に、3 段階の Listening

（Attentive-Listening, Engaged-Listening, Enactive-Listening）が位置づくという構造

になっている。各段階の Listening では、以下のことがそれぞれ目指されている。特徴的
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であるのは、2 段階目から既に何らかのパフォーマンスを通した参加が Listening に伴う

という点である。 

1. Attentive-Listening: 音楽要素や構成に集中して聞き取るリスニング 

2. Engaged-Listening: メロディを歌ったり、リズムを叩いたりアクティブな参加を伴う

リスニング 

3. Enactive-Listening: 正確な様式スタイルで音楽を（再）演奏することを目的に行うリ

スニング 

Campbell はこの 3 段階の Listening が音楽能力の発達を高めるものであると、はっき

りと述べている。「Listeningが今までも、そしてこれからも常に音楽経験のコアであり続

ける」14という言葉からもわかるように、つまり彼女は耳だけで聴いて音楽の理解を知的

に完結させる従来の西洋芸術音楽中心的な考え方を批判し、「聴く」ことを常にパフォーマ

ンスへつながる過程として捉えているということがわかる。Campbell が言うところの

「Listening」には徹底的に、「音楽を適切に演奏・表現するために必要な」という前提が

存在する。このことこそが、「鑑賞」領域において考えられてきた「聴く」ことと決定的に

異なる点であり、「聴く」ことを中心とした音楽教育論の特質だと言えるだろう。 

ここまで述べてきたことを纏めると、次の 2点に集約することができる。 

まず、「聴く」ことは「鑑賞」学習のみに関わるものではないという点。むしろ鑑賞学

習に先立って、あるいはそれを越えて、つまりそこだけでは完結しない、パフォーマンス

を志向した豊かで主体的な「聴く」ことの経験が必要なのである。 

そしてまた、「聴く」ことはけして周縁的な音楽活動ではないという点。音楽活動にお

いて、「演奏」と「聴く」ことは大抵同時に生起する。なぜならば、聴くこと・聴かれるこ

とを想定しない演奏や音楽は存在しないからである。音楽活動とは演奏（表現）と聴くこ

ととが不可分にからみあう、容易にそれぞれを裁断することのできない営みであると言え

るだろう。世界の多くの音楽文化が私たちに示唆するのは、「聴く」ことそれだけを「音楽

行為／活動」から切り出すことは難しく、さらには弊害さえ生じさせかねないということ

である。それぞれの音楽スタイルを適切に表現するために「聴く」こと、つまり特定の音

楽的語法を身体化するためのツールとして、アクティブなアクションを含んだ「聴く」こ

とが必要なのだということが、従来の音楽科教育において見落とされてきた点ではないだ

ろうか。 
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４．現代の子どもの音楽聴取行動―インターネットの動画視聴サイトの使用に着目して―	 

 

	 音楽科において長らく議論されてきた課題の一つに、〈学校音楽〉と〈学校外音楽〉の対

立がある。これは、学校内／外における音楽経験の内容や学習の在り方の相違を課題視す

るものである。「聴く」ことを例にとれば、学校での「聴く」経験と、学校外での「聴く」

経験とを比較した場合、前者の「聴く」ことは聴取者が音・音楽と対峙する中で行う分析

的な聴取だと捉える一方で、後者は「ながら聴取15」や「映像の視聴を伴う聴取」などよ

り多様な在り方や聴取者との関係が想定される。特に昨今では、スマートフォンの普及に

より多くの高校生がインターネットの動画視聴サイトを介して音楽を聴いていることが報

告されており16、双方の「聴く」ことの相違は看過できないものとなっている。 

	 子どもが日常生活の中で音楽を「聴く」経験に着目することは、音楽科における「聴く」

ことの意味内容を再検討する上で意義深い。だが、これまで、特に子どものインターネッ

ト上の動画視聴サイト等を用いた音楽聴取行動に焦点を当てた研究は行われておらず、検

討の余地がある。そこで本研究では、iPodやスマートフォンといったデジタルデバイスに

よってインターネットを通じて行われる子どもの音楽聴取行動の特質を検討するため、中

学生へのインタビュー調査を実施する。このことを通して、音楽科における「聴く」こと

の捉えの課題点を考察する。なお、本節においては、インターネット上で聴く音楽の対象

が主に楽曲だと想定されることを踏まえ、聴取する対象を生活音や自然音等の音の聴取、

及び街中や交通機関等で流れる音楽等に対する聴取を対象から除いた聴取を〈聴く〉と表

現し、音楽科における「聴く」ことと区別して論考する。なお、〈聴く〉とは「日常生活に

おいて聴取者が楽曲を対象に意識的に行う聴取行動」と定義する。 

	 まず、本研究における先行研究を概観する。井手口17は、従来の近代西洋音楽中心の鑑

賞•演奏・創作等の概念では、今日のネット上での幅広い音楽実践をあらわすことがもはや

不可能であり、新たな概念が必要とされるとした上で、「聴く」「つくる」「配信する」等の

あらゆるネット上での音楽実践を包括する概念として「ネットワーク・ミュージッキング」

を提唱している。また、南田18は、iPodを所有する男女 30名（19-37歳）を対象としたイ

ンタビューを行い、音楽聴取行動の観点から現代のモバイルデバイスの持ち主を①ランダ

ムに流れてくるコンテンツに感覚的に接触する DP タイプ／②大量のデバイスに保存する

が同じコンテンツばかり再生する CD タイプ／③PC のコンテンツを厳選してデバイスに

転送しているMDタイプ／④膨大なコンテンツを自覚的に使いこなしている DJタイプの
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全 4タイプに分類している。これらの知見は、子どもがインターネット上で行う〈聴く〉

行為を捉える際にも有益な観点だと考えられ、子どもによる「聴く」活動を分析する際の

手がかりとなる。 

	 インタビュー調査は、2014年 11月 14日、東北地方 X県 Y市の中学校音楽室にて、同

校生徒男子 2 名及び女子 2 名、計 4 名に対し行った。調査は半構造化法によって行った。

インタビュー時間は男子／女子それぞれ 30 分ずつであった。インタビューの会話は携帯

型レコーダーに録音した。インタビューにおける生徒の発言内容の主な内容は以下の通り

である。 

男子 2名 

①スマートフォンは不所持。家庭にインタ

ーネットに常時接続された環境はなく、

友人 X の自宅に設置されたパソコンがネ

ット空間への入り口として機能してい

る。 

②楽曲データは PSP19や Vita20で「落とす」

21。「落と」してから「聴く」。 

③男子 A は数十曲を「落と」して保存する

ことに意義を見出しているのに対し、男

子 Bにはそうした嗜好がみられない。 

④ゲームを「落とす」ことと同じ感覚で「落

と」し、データとして所持している。 

⑤「ながら聴取」をすることが多く、動画

の内容は重視しない。 

⑥音楽情報の入手は、テレビか友人 X を中

心とした人的関係が活用されている。 

⑦ゆずやバンプオブチキンといった、テレ

ビ等で情報を得やすいアーティストを中

心に聴いている。 

女子 2名 

①スマートフォンは不所持。インターネッ

トは兄弟(姉妹)のスマートフォンを通じ

て接続する。 

②楽曲は動画視聴サイト等で「聴く」。「落

とす」等の方法によって所持しない。 

③所持するのは音楽より漫画である。 

④お互いの音楽の好みを把握しているが、

互いの好みの曲を聴かせ合うことはな

い。 

⑤２名とも「動画の質」「詩の世界観」「声

質」などのこだわりを聴く楽曲の選別基

準にする。 

⑥音楽情報の入手は、動画視聴サイトの関

連動画が活用されている。 

⑦ボーカロイドによる楽曲や、アニメやマ

ンガと連動した楽曲を中心に聴いてい

る。 

	 このように、本調査で対象とした生徒らはいずれも動画視聴サイトやダウンロードサイ

ト等を使用することによって音楽を聴いていた。4 名ともスマートフォンは所持していな
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かったが、男子２名は自宅にインターネット環境がある友人 Xを介して、女子２名は兄弟

のスマートフォンやパソコンを介して、それぞれがネット環境にアクセスしていた。 

	 本調査からは、子どもがインターネットを通じて行う子どもの音楽聴取活動の特質とし

て、①楽曲の所有実態の多様化②一楽曲データの価値の低下③音楽嗜好との呼応の在り方

の変化、以上の三点が浮かび上がった。 

	 ①に関して、彼らがデジタルデバイスを用いて音楽を〈聴く〉際に行っていた楽曲の選

択やデータの入手、視聴等の行為は、井手口の述べるネットワーク・ミュージッキングを

実践する事例だといえる。また、4 名の音楽の聴き方を南田の分類に当てはめる場合、男

子 2名は②および③、女子 2名は④に該当すると考えられることから、彼らのインターネ

ットを通じた聴取行動はそれぞれ異なる傾向が見出された。以上から、少なくとも調査対

象とした中学生 4 名においては、先行研究が示す通り、CD やカセット等の現物を楽曲デ

ータとして所有していた時代とは大きく異なる音楽聴取環境にあるといえる。 

	 ②に関して、4 名の発言から、楽曲データを得ようとする際に CD ショップ等へ出向く

必要がなく、その過程がネット普及以前と比べ大幅に短縮していることや、楽曲データが

ネット上に存在する限りその楽曲は「いつでも聴ける」状況にあることが分かった。この

ように、一楽曲に聴取者が「出会う」までの個人的経験の変容は、聴取者にとっての楽曲

データ自体の価値が低下することを意味している。例えば、「擦り切れるほど聴いた思い入

れのあるレコード(CD)」のような存在は、少なくとも彼らの発言からは得られなかった。

こうした音楽聴取環境は、音楽の聴き方を「特定の楽曲を反復する聴き方」から「次々に

別の曲を聴く流動的な聴き方」へ変化させている可能性がある。 

	 ③に関して、関連動画が提示される、あらゆる楽曲を即座に検索可能であるなどといっ

た、生徒らの音楽嗜好に即応的に対応できるインターネット環境の特性は、特に女子 2名

の聴き方に影響していた。動画視聴サイトにおける関連動画は、閲覧中の動画と内容的に

類似する動画が選択される傾向にある。また、あらゆる楽曲を即座に検索可能だとはいえ、

その選択は聴取者に委ねられており、特に女子 2名に聴取者の嗜好する楽曲を選んで〈聴

く〉傾向が見受けられた。このように、インターネット環境を中心とした音楽聴取環境は、

子どもの音楽嗜好を強化している可能性がある。 

	 この他に、動画に付随する映像の重要性が指摘できる。女子 2名は「聴く」対象の評価

規準として映像の内容や質を重視していた。男子は女子ほど映像を重視していなかったが、

これは個人の聴き方の違いによるものだと考えられ、「聴く」状況や映像の内容や質によっ
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ても、映像内容の重要性は異なるであろう。ここで重要なのは、現代の子どもが音楽を〈聴

く〉とき、その「よさ・美しさ」を映像の内容や質と関連付けるなかで享受していること

である。彼らにとっての〈聴く〉ことは、音楽科の「聴く」ことの捉えの範疇を越えた在

り方で実践されているのである。 

	 本調査は、音楽の「よさ・美しさ」が作品内およびその歴史的・社会的コンテクストと

いった周縁に内在すると捉える音楽科の「聴く」こと観は、子どもの日常生活における〈聴

く〉行為と相違している可能性を浮き彫りにした。今後は、調査の対象者数を増やすとと

もに、本研究で得た観点への考察を深めていきたい。 

 

５．おわりに	 

 

	 ここまで、3つの視点から「聴く」ことについて考察を行ってきた。 

	 「聴く」ことは音楽にとって欠かすことのできない重要な相であるという認識は、これ

まで長らく語られてきたことであるのは間違いない。たしかに、「聴く」ことはあらゆる時

代や文化において音楽活動・行為の中核をなすものであるが、各時代や文化においてその

価値付けや意義は異なっている。つまり、私たちが当然と考えている鑑賞領域に中心的に

属するような活動としての「聴く」ことというのは、歴史的にも社会的にも非常に特殊で

狭義的であるという可能性に常に省察的でなければならない。特にグローバル化が急速に

進む現代において、私たちが持つ考え方や概念の局所性や限界に自覚的でなければ、教育

を通した多様な文化への理解や受容は非常に難しくなるだろう。そのような意味で、知の

更新は教育の現代化に必然的に直結しているのである。本研究は、このような文脈におい

て意義のある提起を目指したものと位置付けられる。 

	 もちろん、これまでの音楽科教育が西洋芸術音楽を中心に置いて展開されてきたもので

あるからといって、その実践の蓄積がまったく無意味であるということではない。ただ、

その実践を支えてきた思想を歴史的・社会的に要請されたものであるとして振り返ること、

つまり通時態と共時態の接点として捉えることで、人間の音楽文化の豊かで複雑な有り様

に気づき、そしてまた音楽科教育をよりよい方向へとアレンジしていくことができる。そ

のための方策のひとつとして、本研究では 3つの視点を通してそれぞれがこの課題にアプ

ローチしてきた。もちろん本研究の 3つの視点だけで、多様な音楽文化のすべてに対応で

きるわけではないが、この視点からだけでも「聴く」ことを捉える上で重要な思考の萌芽
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が多くあることに気付くだろう。 

	 これからの研究の発展を考える上で大切であるのは、本研究においてそれぞれの視点か

ら得られた考察や結果を、どう繋ぎ合わせていくかということである。子どもの音楽楽曲

の聴き方が変化し、従来の音楽科の捉え方との間に相違が生じつつあること（視点 3）、こ

れを教師が適切に受け止め、教育活動実践の中に自然に仕組んでいくこと（視点 1）、その

際に西洋芸術音楽だけではなく、多文化的な志向を持つパフォーマティブな「聴く」こと

へのアプローチを考えていく必要があること（視点 2）、こうしたことをひとつの道筋とし

てまとめていくことが求められるだろう。本研究ではこれらを繋ぎ合わせた音楽科教育の

具体的な方向性を提示することまではできなかったが、少なくとも鑑賞と表現の領域を包

括するような、音楽活動のあらゆる面にかかわるベースとして「聴く」ことを捉える必要

性を示すことができた。今後は研究者のみならず実践者の協力を得た上で、このような考

え方に立脚した実践の構想などへ展開させていくことを課題としたい。 
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