
はじめに

中学校の音楽科の授業において、特に音楽鑑
賞領域の指導にあたっては、生徒が音楽鑑賞に
よってなにを知覚・感受し、なにを学んだのか
を把握するために、鑑賞文によって言語化する
方法が一般的な傾向である。学習指導要領（平
成29年告示）では、言語活動によって基礎的な
知識や技能を習得させ、思考力、判断力、表現
力などの諸能力を育む指導が重要であるとし、

とりわけ音楽科の鑑賞領域では、音楽的な特徴
や価値を考え、根拠に基づいて音楽の良さや美
しさを、言葉を用いて批評する活動の充実が求
められている。

この「鑑賞した音楽について語る」という言
語活動について、岡田は、音楽を聴いて知覚・
感受したことを、これまでの経験や環境に基づ
いて形成された一人ひとり異なる〈内なる図書
館〉に収められている「音楽を語るための語彙」
を使い、言語化していると、述べている（2009、
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p.13）。この〈内なる図書館〉に収められてい
る「音楽を語るための語彙」は、学外でのピア
ノ等の習い事や、音楽関連のクラブ活動等の経
験でも習得可能であり、髙橋（2017）は、授業
外での音楽経験がある被験者は、音楽経験のな
い被験者に比べて 2 倍から 3 倍の語彙を使って
鑑賞文を書いていることを明らかにした。本研
究では、学校教育における音楽の授業での「音
楽を語るための語彙」の習得傾向と、それを文
章へと言語化する流れに焦点を当てる。

これまで、音楽科の鑑賞文についての研究は
様々な角度で行われてきた。音楽鑑賞指導にお
ける言語活動には、「音色」「リズム」「速度」「旋
律」などの音楽を形づくる要素を聴き取る能力
や知識が必要となることから、これらの能力や
知識を生徒の音楽経験の有無によって分類し、
形容詞による語彙を抽出して、感受から言語表
現への流れを分析したのが光田ほか（2012）で
ある。批評能力や鑑賞能力を客観的にみるため
には、まず音楽を感受する能力を測ることが必
要であるとし、14の評価語に基づいた 5 段階の
単極評価法を用いて調査している。

このような形容詞や形容動詞を抽出して分析
する方法は、音楽鑑賞における言語活動の研究
においてよく使用される手法である。また、実
際に生徒の鑑賞文には形容詞や形容動詞を使っ
た記述が多くみられることも事実である。しか
し、音楽の鑑賞授業での学びが鑑賞文にどのよ
うな影響を与えているのか、音楽のどの要素に
注目しそれをどのような文脈で言語化している
のか、などの視点から分析した研究事例はこれ
まで殆ど見られない。

本研究では、音楽を鑑賞する前に教師の指導
（作曲者や時代背景、楽器編成、ソネット、楽
曲形式について）がある場合と指導がない場合
の 2 群に分けて鑑賞文の記述内容を比較し、そ
の相違から知覚・感受した内容や「音楽を語る
ための語彙」を批評へと言語化するに至るまで
の文脈をできる限り客観的に把握することを目
的とする。

この分析を可能とするために KH Coder 1）を
使用し、計量テキスト分析による言語分析をお
こなった。これにより統計処理の際に語彙の抽
出が容易となり、品詞分けによって分析から漏
れてしまう語彙や、生徒の語彙力や文章力に制
限されることなく、使用された語と語の結びつ
きをデータ化することが可能となる。鑑賞文の
中で「音楽を語るための語彙」が用いられてい

る実態を把握するためには大きなメリットがあ
ると考えられる。

なお、KH Coder の使用あたっては、鑑賞文
をデータとして入力する前処理として、鑑賞文
における漢字の誤記などを修正した後、同義語
の書き換えや、未知語の置き換えなどの作業を
おこなった 2）。

1 . 音楽鑑賞文に関わる調査の方法と内容

調査は、広島市内の M 中学校において、第
1 学年 6 クラス201名（男子100名、女子101名）
を対象として、2016年 5 月下旬から 7 月中旬に
かけて実施した 3）。

鑑賞文を書かせるための指示文には、高木
（2014）を参考にし「音楽を聴いて気がついた
ことや感じたことをできるだけたくさん書いて
みましょう」と記載し、文字制限のない自由記
述とした。

鑑賞曲は、教育芸術社の教科書『中学生の音
楽 1 』の中から、 1 年生で学習する音楽鑑賞教
材、A. ヴィヴァルディ作曲《和声と創意の試み》
第 1 集《四季》から《春》第 1 楽章 4）を取り上
げた。

記述調査に際しては、教師による指導を受け
る前に鑑賞文を書いた A 群（102名、3 クラス）
と教師の指導を受けた後に書いた B 群（99名、
3 クラス）の 2 群に分けて実施した。

なお、学習目標を「弦楽合奏の響きを感じ取
る」「独奏楽器と弦楽合奏の響き合いを聴き取
る」と設定したことから、教師による鑑賞指導
の内容は、作曲者や時代背景、楽器編成、ソ
ネット（この曲に付されている14行から成る定
型詩）、楽曲形式（独奏・合奏）についての説
明がおこなわれた。

2 . 音楽鑑賞文の記述内容分析

2 － 1 　頻出語と関連語の分析
鑑賞文の記述内容を分析するにあたり、まず

使用された語と文章の総数に注目してみよう。
A 群に関しては、抽出された語の総数は3,397
語で、文章数は827文（句点で区切られたもの
を 1 つの文章とする）であった。さらに使用頻
度の高い語彙を知るために、出現回数が 5 回以
上の語彙を抽出し、出現頻度の高い順に整理し
たものが表 1 である。
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表 1 　A 群　頻出語の出現回数一覧
　　　（KH Coder 頻出語リストより作成）

抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数
音 324 場面 19 クラシック 7
曲 185 出る 18 緩やか 7
感じ 148 人 18 好き 7
高い 101 面白い 18 行く 7
思う 90 たくさん 15 主 7
明るい 82 気持ち 15 重なる 7
強弱 77 多い 15 出す 7
低い 72 部分 15 想像 7
聴く 70 落ち着く 15 弾む 7
強い 67 色々 14 ヴィオラ 6
暗い 66 全体的 14 歌 6
速い 60 弾く 14 嬉しい 6
弱い 58 音色 13 合奏 6
最初 54 入る 13 差 6
バイオリン 51 元気 12 始まる 6
音楽 49 聴こえる 12 主旋律 6
楽器 49 迫力 12 続く 6
途中 49 音程 11 雰囲気 6
きれい 43 弦楽器 11 眠い 6
少し 40 イメージ 10 目立つ 6
リズム 38 テンポ 10 様子 6
演奏 37 何回 10 雷鳴 6
変わる 32 小鳥 10 スピード 5
流れる 32 変化 10 印象 5
楽しい 31 何度 9 感情 5
良い 31 始め 9 響く 5
違う 29 低音 9 後半 5
終わる 27 優しい 9 高音 5
春 27 コントラバス 8 作る 5
激しい 26 サビ 8 自分 5
悲しい 26 稲妻 8 少ない 5
急 25 穏やか 8 進む 5
遅い 24 花 8 盛り上がる 5
分かる 23 細かい 8 静か 5
メロディー 22 大きい 8 賑やか 5
みたい 21 中心 8 分かれる 5
最後 21 長い 8
使う 21 表現 8
感じる 20 変える 8
繰り返す 20 来る 8
旋律 20

特に100回以上と高い使用頻度の語彙は集中
的に使用されており、「明るい感じの曲」「弱い
音と強い音」「何回も音が強くなった」「途中、
曲が暗くなった」など、短い文章で描写を中心
とした記述が多い。また、出現回数が最も多い
「音」を含む文章は全827文中191文あり、音そ
のものに対する気づきが鑑賞文の中に多くを占
めている。

さらにその中から「音」の前後に出てきた関
連の強い語を抽出した結果が表 2 である。

表 2 　A 群の「音」に関連する語彙
　　（KH Coder 関連語検索結果より作成）

関連語 回数 共起指数
1 高い 58 0.304
2 低い 37 0.194
3 弱い 31 0.162

4 強い 28 0.147
5 強弱 19 0.099
6 きれい 15 0.079
7 速い 11 0.058
8 楽器 11 0.058
9 少し 8 0.042

10 多い 8 0.042

「音」を含む191文の中で「音が全体的に高
い」「音が高くなったり低くなったりした」な
ど、「音」と関連して「高い」という言葉が使
用されている文章が58文あり、その58文を全体
の191で割った値が共起指数ある。この数値が
高い程、「音」との関連度がより強い語彙とな
る。A 群では「高い」「低い」「弱い」「強い」「強
弱」の順に関連の強い語彙として使用されてい
ることがわかった。このことから、鑑賞時には、
まず高・低・強・弱などの「音」に対する直接
的な印象を比較することに意識を集中させ、そ
れに基づいて言語化している様子を窺うことが
できた。

表 3 　B 群　頻出語の出現回数一覧
　　　（KH Coder 頻出語リストより作成）

抽出語 回数 抽出語 回数 抽出語 回数
音 101 違う 10 ヴィオラ 6
曲 44 途中 10 気持ち 6
感じ 37 部分 10 合奏 6
強弱 32 激しい 9 使う 6
聴く 29 弱い 9 大きい 6
高い 28 小鳥 9 様子 6
思う 26 分かる 9 来る 6
低い 23 面白い 9 雷鳴 6
バイオリン 21 良い 9 流れる 6
春 19 暗い 8 テンポ 5
速い 17 稲妻 8 メロディー 5
きれい 16 少し 8 穏やか 5
音楽 16 色々 8 音程 5
楽しい 16 たくさん 7 終わる 5
明るい 15 コントラバス 7 旋律 5
強い 14 音色 7 全体的 5
最初 14 最後 7 想像 5
リズム 13 出る 7 低音 5
演奏 13 遅い 7 目立つ 5
場面 13 迫力 7
感じる 12 表現 7
変わる 12 変化 7
楽器 11

次に、B群の鑑賞文（403文、総抽出語1,589語）
から、使用頻度の高い語彙を整理したのが表 3
である。出現回数が多い語はA群と同様に「音」
「曲」「感じ」と続くが、いずれも使用回数が
激減している。一方、「小鳥」「稲妻」「コント
ラバス」「ヴィオラ」など、授業内での指導で
得られた知識に関する語彙や楽曲の情景、使用
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楽器についての記述が新たに出現している。さ
らに、この中から出現回数の一番多かった「音」
と関連の強い語彙を A 群同様の計算式で求め
た数値が表 4 である。比較をおこなうため、A
群の10位にあたる0.042以上の語彙を B 群から
抽出した。

表 4 　B 群の「音」に関連する語彙
　　（KH Coder 関連語検索結果より作成）

関連語 回数 共起指数
1 高い 22 0.242
2 低い 20 0.22
3 強弱 16 0.176
4 感じ 10 0.11
5 強い 10 0.11
6 バイオリン 9 0.099
7 思う 7 0.077
8 きれい 7 0.077
9 弱い 7 0.077

10 演奏 5 0.055
11 少し 5 0.055
12 大きい 5 0.055
13 速い 4 0.044
14 楽器 4 0.044
15 良い 4 0.044
16 コントラバス 4 0.044
17 様子 4 0.044
18 ヴィオラ 4 0.044
19 出る 4 0.044

共起指数が0.1以上の範囲では、A 群と B 群
での抽出語にあまり差はないが、B 群の文章数
や語彙数が A 群よりも減少しているにもかか
わらず「音」に関連する語彙が10語から19語に
増加している点がまず注目される。これは教師
による説明により「音」に反応する範囲が拡大
し、より多様な記述が増加した結果であろうと
考えられる。もう 1 点は、A 群は「音」に対
する直接的な印象を比較しながら聴き取り、言
語化している様子を窺うことができたが、B 群
は「低い音はコントラバスで、高い音はバイオ
リンとヴィオラで、バイオリンが主役みたいな
感じです」「音の高さや低さをうまく使ってい
て、とてもバランスの良い曲を演奏している」
のように、音に前後する因果関係にまで記述が
及んでおり、明らかに事前説明での学習成果の
反映と解される。

2 － 2 　共起ネットワーク分析
共起ネットワークでは、文章で出現する語彙

のうち、その語彙同士の距離が近いかどうかを
Jaccard 係数によって自動計算し図示したもの
を解析することで、文の中でどの語とどの語が
一緒に使われたのかという共起に注目すること
ができる。図を作成するにあたっては、様々な
設定回数で実施した結果、共起関係がはっきり
と示された出現回数 5 回以上の語彙を抽出し、
描画する共起関係の絞り込みを60以上に設定し
た。

図 1 　共起ネットワーク図（A 群）
　　（抽出語共起ネットワーク結果より作成）

図 1 は、A 群の共起ネットワーク図である。
図は、強い共起関係ほど太い線で繋がり、円の
大きさは出現回数が多い語ほど大きく描写され
る。A 群では語彙同士が線で繋がったまとま
りが14検出された。図中の区切り線は14のグ
ループを分かりやすくするために加筆した。

この分類された語彙に注目しそれぞれのまと
まりにグループ名を筆者が付した。まず、一番
頻出している「音」が中心となり音の高低や強
弱に関する語彙のまとまりを「音楽要素型グ
ループ」とした。次に一番多くの語が繋がり
「曲」を中心に、音の明暗や「思う」「感じ」
などの語彙が繋がったまとまりは「感情・主観
的聴取型グループ」とした。続いて「バイオリ
ン」「楽器」「弾く」など 7 語のまとまりは「演
奏楽器型グループ」と名を付した。「繰り返す」
「何度」「何回」など 6 語からなるグループは
「音楽構成型グループ」、「サビ」「みたい」の
4 語を「比喩型グループ」、「弦楽器」「主」「聴
こえる」の 3 語を「旋律中心型グループ」、「音



19中学生による音楽鑑賞文の記述内容に関する基礎的研究（2）

色」「きれい」「弾む」の 3 語を「音色反応型グ
ループ」とした。一方、 2 語のみで繋がってい
る語彙のグループが 7 つある。これらは、「元
気が出るような音」「同じ部分が何回か続く」
「なんか楽しい音楽で聴いた事がある」「これ
を演奏している人は大変だなと思いました」
「速くなったり遅くなったりしていた」「強弱
がとても激しい」などの文章で表現されており、
まとめて「イメージ型グループ」とした。

次の図 2 は、B 群の共起ネットワーク図であ
る。

B 群は語彙同士が線で繋がったまとまりが 8
つ検出され、さらに点線でグループ同士がつな
がり、大きな 4 つのまとまりとなっており、図
中の区切り線はそれを示している。これらの分
類された語彙に注目し A 群同様にグループ名
を付した。

図 2 　共起ネットワーク図（B 群）
　　　（抽出語共起ネットワーク結果より作成）

まず、一番頻出している「音」が中心となり、
音の高低や強弱に関する語彙のまとまりを「音
楽要素型グループ①」とし、同じく音の強弱や
速度、音程に関する語とのまとまりを「音楽要
素型グループ②」とした。この 2 つのグループ
と点線で結びついているのが、「バイオリン」
「ヴィオラ」「音色」などの「音色反応型グルー
プ」である。楽器の音色と強弱、高低、速度が
結びつき「バイオリンの高い音色がきれい」「バ
イオリンとは反対にコントラバスなどの低い音
もきれい」「ずっと高い音で演奏されていて、
バイオリンやヴィオラが目立ちますがコントラ

バスが伴奏のように少しずつ細かく入っている
のもいいなと思いました」など、「音楽要素型
グループ①」「音楽要素型グループ②」の語彙
とも繋がることで、より具体化され根拠を持っ
て記述された文になっている。また、「感じ」
を中心に「明るい」「暗い」などの雰囲気の変
化を捉えているまとまりを「感情・主観的聴取
型グループ」とした。次に、「春」「雷鳴」「稲妻」
などソネットに基づいた語彙のまとまりを「ス
トーリー受容グループ」、「楽器」「色々」等の
語彙のまとまりを「演奏楽器型グループ」、「最
初」「最後」「終わる」の 6 語のまとまりを「音
楽構成型グループ」とした。この「ストーリー
受容グループ」「演奏楽器型グループ」「音楽構
成型グループ」は、点線で繋がっており、ソ
ネットに基づいたストーリーを色々な楽器に
よって場面ごとに表現している様子を捉えてい
る様子が窺えた。一方、「曲」「聴く」 2 語のみ
のまとまりを「聴取型グループ」と付した。B
群では、それぞれのグループ毎に「分かる」「思
う」「感じ」「違う」などの語で締めくくられて
おり、内容や分析的な語が文脈に裏づけられ、
確信を伴った表現に変化していることが理解さ
れる。

A 群と比較し、B 群に大きな差異がみられた
のは、「音色反応型グループ」と「ストーリー
受容グループ」である。まず、「音色反応型グ
ループ」の差異として挙げられるのは、A 群
に「音色反応型グループ」として結ばれた語彙
が「音色」「きれい」「弾む」の 3 語のみであっ
たのに対して、B 群には「音色」「きれい」の
ほかに「バイオリン」「ヴィオラ」「コントラバ
ス」などの楽器名と結びついていることであ
る。

次に A 群でみられた「比喩型グループ」「旋
律中心型グループ」「イメージ型グループ」が
姿を消し、B 群では「ストーリー受容グループ」
が出現したことが挙げられる。A 群の鑑賞文
には「途中から悲しい曲みたいと思いました」
「バイオリンみたいなやつが高い音を速く弾い
ているからすごい」「朝みたいなイメージ」「た
ぶん弦楽器を使っている」「なんか元気のいい
ような悪いような面白い曲」など、具体性には
欠けるものの比喩やイメージで言語化しようと
している様子が窺えたが、B 群には「ソネット
に基づいてできているので、今はこんな場面な
のかな、このリズムや音の高さ、大きさは作曲
者のどんな気持ちが込められているのかなと想
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像するので楽しかった」「春の風景や、小鳥を
想像できる曲だった」など、ストーリーを受容
しながら鑑賞している様子が窺えた。さらに、
前述した「音色反応型グループ」同様に他のグ
ループ（「音楽構成型グループ」「演奏楽器型グ
ループ」）の語彙と結びつくことにより、「バイ
オリンで強弱をつけて、春を告げたり歓迎する
のが面白いです」「稲妻の所は低音が感じやす
くなっている」「稲妻が落ちている所を表す所
は低い音と高い音を組み合わせていて工夫がし
てあった所が良かったです」など、ストーリー
が演奏楽器や音楽構成によってより具体化され
根拠を持って記述された鑑賞文へとなってい
る。

2 － 3 　コーディングルールを使用した分析
これまで、頻出語や関連語の抽出、および語

彙のまとまりや結びつきによって、語と語の近
似性や文脈がどのようになっているのかを明ら
かにしたが、本項では音楽のどの要素に注目し
言語化しているのかに焦点を当てるため、コー
ディングルールを使用した分析をおこなった。

コーディングルールとは、例えば音の高さを
示す場合に「高音」と表現する場合のほかに
「高い音」や「ソプラノ」といった表現の仕方
がある。これらを同じ語群としてグループ化す
ることで、文章に出てくる語彙を整理する方法
である。

表 5 　11のコード分類表

コード名 主 な 語 彙
音色 音色、弦楽合奏、バイオリン
リズム リズム、リズム感、リズミカル
速度 テンポ、速い、ゆっくり、遅い
旋律 旋律、メロディー、フレーズ
テクスチュア ハーモニー、明るい、暗い、調
強弱 強弱、音量、強い、うるさい
高低 高低、音程、高音、低音
形式・構成 ソネット、繰り返し、何回、何度
イメージ 春、小鳥、嵐、稲妻、場面、情景
比喩 よう、みたい、っぽい、なんか
批評 思う、面白い、楽しい、悲しい

表 5 は本研究において作成したコーディング
ルールである。中学校学習指導要領音楽編の
［共通事項］で音楽を形づくっている要素とし
て挙げられている「音色、リズム、速度、旋律、
テクスチュア、強弱、形式・構成」の 7 つに加
え、楽曲を聴いてイメージしたこと感じたこと

を示す「イメージ」「比喩」「批評」と、鑑賞文
に多く記述がみられた音の「高低」を加えた11
のコードを設定し分類することで、音楽のどの
要素に注目し言語化しているのかを明らかにす
る。

「音色」は具体的な楽器名やの楽器編成を中
心に楽器の音色に関連する語彙を含めた。「テ
クスチュア」は、学習指導要領において「和声
を含む音と音とのかかわり合い」と定義付けさ
れているため、「和音」や「ハーモニー」に関
連付けられる語彙を「テクスチュア」として抽
出した。「形式・構成」は、反復、変化、対照
などの音楽を構成する原理や、「前半」「後半」
などの楽曲構成に関する語彙、さらに A 群の
記述にみられた「 1 曲目」「 1 番目」「 1 楽章」
などの語彙も、曲想の変化を形式として捉えて
いることから「形式・構成」の語群としてコー
ド化した。「イメージ」には、物語や場面描写
に関連する語を中心に抽出した。また、「朝み
たい」「こだまみたい」といった比喩表現は「比
喩」に分類した。最後に「批評」は、鑑賞文に
表れる被験者の批評に値する語彙を抽出しコー
ド化した。

以上のコーディングルールに従い、コード毎
に分類された語群の比率を示したのが次の図 3
である。

図 3　コーディングルールに基づく分類結果
　　　（コーディング分類比較結果より作成）

A 群と B 群で特に大きな差異が見られたの
は「テクスチュア」と、「形式 ･ 構成」で、い
ずれも A 群より B 群のほうが減少しているこ
とが分かる。

A 群の感想文に多くみられたのは「最初は
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明るいような感じだが中間ぐらいの時は暗い感
じでその後のは明るくなって、その後がまた暗
く感じた」「最初は明るい感じで、次の曲は暗
かった」「最初は楽しくなる曲だったけど、途
中で低い音が入ってちょっと暗い感じの曲だっ
た」などの記述で、「最初は」「途中は」といっ
た書き出しで、「明るい」「暗い」といった印象
を、直接的に記述している被験者が多かった。
そのため、「テクスチュア」と「形式 ･ 構成」
の数値が高くなっている。

しかし、B 群の感想文では「明るい」「暗い」
という印象がより具体化され、「最初は」で始
まる感想文では「最初は音程が高い楽器中心で
演奏しているけど、途中からチェロやコントラ
バスの演奏も入ってきて、聴いていて楽しい」
「最初は高く、最後らへんは低くなっているよ
うな気がする」といった記述や、「途中」で始
まる感想文では「途中で調が変わって、調が変
わるだけで悲しい感じになった」「途中で調が
変わる時が少し暗くなり、詩に合わせて明るく
なったり暗くなったりする曲の感じが楽しい演
奏だと思いました」といった記述のように、「明
るい」「暗い」と感じた部分を楽器の音色や音
域、調性による変化ととらえ文章化している被
験者が増えた。そのため、「テクスチュア」と
「形式 ･ 構成」の数値が低くなり「音色」の数
値が高くなっている。

3 . 考察

これまで、出現回数からみた頻出語リスト、
頻出語に関連する語彙、共起ネットワーク、
コーディングルールによるコード化の 4 つの分
析結果から A 群の被験者の鑑賞文について検
証した結果、曲に対する情報や知識がない楽曲
を鑑賞した時の鑑賞文の傾向が見えてきた。

まず、被験者の鑑賞文は「最初は高い音」「途
中で暗い感じになった」など短く簡略化された
文章が多くみられた。そのため「音」「曲」「感
じ」などの語彙が重複して使用され、頻出語と
して出現回数が増加する傾向にあった。

次に、曲想の変化を「 1 曲目」「 2 曲目」と
いった語彙を使ったり「最初」「途中」などを
使ったりして言語化している記述が多くみら
れ、「形式・構成」にコード化された語彙が多
く出現する傾向にあった。

これらの傾向から、A 群の鑑賞文は、音色、
リズム、速度、旋律、テクスチュア、強弱など

音楽を形づくっている要素を、反復、変化、対
照などの音楽を構成する原理ごとに聴取し、こ
れらを手がかりに曲想を認知し、イメージの受
容に繋がり、それを言語化するというプロセス
が考えられる。

次に B 群の鑑賞文の傾向は、まず、どの楽
器がどのような場面で、どのような音を出して
演奏しているのかを具体的に記述し、さらにそ
の根拠に基づき「すごいです」「良かった」と
いうような締めくくりで文章化された鑑賞文が
増加している。その結果、句点で区切られた文
章数、および語彙の重複使用による頻出語が減
少する傾向がみられた。

一方、使われた語彙はA群もB群も「音」「曲」
「感じ」の 3 語が頻出語の上位となったが、B
群では語と語との結びつきが強くなり、根拠を
もって説明している様子が明らかとなった。記
述された文章数、語彙数は B 群で減少してい
るものの、授業において「弦楽合奏の響きを感
じ取る」「独奏楽器と弦楽合奏の響き合いを聴
き取る」ことを目標に、教師による作曲者、楽
器編成、ソネット、独奏についての説明がおこ
なわれた結果、高い音はバイオリン、コントラ
バスは低音といった、根拠をもって言葉で説明
できる鑑賞文へと変化しており、弦楽合奏の響
きをより具体的に記述するなどの変化がみられ
た。これは、授業での教師による説明により、
注目すべき点が「楽器編成」や「ソネット」な
どに絞られた結果、被験者が聴くポイントに注
目しながら鑑賞することができるようになった
成果であるといえるだろう。その結果、短い文
章で記述された A 群の鑑賞文よりも、B 群の
鑑賞文のほうが、根拠を持って批評する力が生
まれ、箇条書きではなく語と語がまとまりを
持って結びついた文章となったのではないかと
推察する。これらの傾向から、B 群の鑑賞文は、
ソネットを手がかりに音楽がどのようなストー
リーに基づいて演奏されているかを受容し、そ
れが音色、リズム、速度、旋律、テクスチュア、
強弱など音楽を形づくっている要素と結びつ
き、曲想を理解し、言語化するという流れが考
えられる。

これらの結果から、A 群および B 群それぞ
れの被験者が音楽を鑑賞した際に、どのように
音楽を受容し、どのような語彙を使って、さら
にそれをどのように言語活動へとつなげている
のかのプロセスの内容の違いを整理した。音楽
を聴いて言語化する際には、事前に楽曲につい
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ての知識を得ることで「音楽を語るための語彙」
の習得と言葉の整理がおこなわれ、さらに楽曲
全体を通してのイメージの受容や曲想の認知が
確信を持ったものになり、それが脈絡のある文
章へと繋がることを明らかにすることができ
た。一方、教師による指導により、文章がその
指導に沿った言葉に誘導されているということ
もいえるだろう。授業での学びを可視化すると
いう点においては、指導後の鑑賞文によって生
徒が何を学びどのように感じ取ったかを明らか
にすることは可能であるが、自由に感じたこと
を記述するという、生徒自身が感じ取った自由
な感受については、授業前におこなう鑑賞文が
重要となるだろう。教師は、一方の鑑賞文のみ
だけではなく、授業前、授業後と鑑賞文を書か
せることで、生徒が何をどのように感じ、授業
で何を学び感じ取ったかを可視化することがで
きるのではないだろうか。

おわりに

本稿では、音楽鑑賞における言語化研究の第
一段階として、鑑賞文の中で使用された語彙を、
特定の品詞に制限されない形で抽出し、どのよ
うな語彙が使われ、どのような流れを経て言語
化されるのかを、楽曲に対する予備知識がある
かないかでの差異に注目しながら分析し、言語
化へのプロセスの一例を示すことができた。

一方、今回はイメージの受容や曲想の認知が
容易な楽曲であったとも考えられる。他の楽曲
やジャンルの異なる楽曲の場合は別の言語化へ
のプロセスが組み立てられるだろう。さらに、
同一被験者に対する個々の成長についての調査
は今後の課題である。また、語彙を抽出する際
に恣意的にならないように KH Coder を使用し
たが、出現回数が少ないために分析対象から漏
れてしまう語彙もあった。出現回数の少ない語
彙でも重要な視点を持って記述されているもの
もあると推察される。さらに、教師による説明
が無い状態での鑑賞文にも、先入観のない自由
な聴取で音楽を知覚・感受し、豊かな表現で文
章を記述している生徒もおり、それをどのよう
に捉えるのかという課題も残されている。

今後は、鑑賞文の記述内容について、楽曲に
よる違いや、指導言や授業内での生徒同士の発
話との関連性など様々な角度から詳細な分析を
おこない、中学校の音楽科授業における鑑賞指
導の際の一助となる研究にしたいと考える。
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【注】

1 ） KH Coder は社会調査における自由記述、
インタビュー記録、新聞記事などのテキスト
型データの内容を分析する意図で開発され、
これまでに4,800件を超える研究事例が公表
されるなど、妥当性と信頼性を獲得している
分析手法の 1 つ。

2 ）同義語の置き換えは「バイオリン」と「ヴァ
イオリン」、「聴く」と「聞く」、「強い」と「大
きい」、「弱い」と「小さい」を文脈から判断
し同義語と判断したものを統一。また、未知
語として分類された「リコーダー」「ビブラー
ト」などの音楽用語を名詞として新たに登録
した。

3 ）この調査は、広島文化学園大学教育学研究
科の研究倫理委員会に「研究倫理審査申請書」
を提出し、認可されたものであり（第280002
号）利益相反に関する開示事項はない。

4 ）バロック後期の作曲家 A．ヴィヴァルディ
の代表的な作品の一つ。使用した音源は教育
芸術社の鑑賞用 CD で、クリストファー・ホ
グウッド指揮、エンシェント室内管弦楽団の
演奏である。
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