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1 はじめに
平成17年度（2006．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法研究－第1報－」とし、幼児教育
学科専門科目「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ」の指導法につ
いてとりあげ、その現状と評価、指導上の要点、
今後の研究の方法や方向性（2～3年前から自己
点検評価→第三者評価などで義務化された
PDCAサイクルによる方法・考え方に先駆けて
実施してきた）などについて報告した。
平成18年度（2007．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法研究－第2報－」とし、「ピアノ
初心者などの指導法」を主に取り上げ、幼児教育
学科のピアノ初心者や音楽が不得手な学生に対す
る「指導実践の内容」や「新たな試み」などにつ
いて幼児教育学科専門科目「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ」
「幼児音楽指導法」の指導法を中心に報告した。
平成19年度（2008．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法の研究－第3報－とし、第2報に
引き続きサブテーマ「主にピアノ初心者の指導法
について（2）」として平成18年度から「音楽Ⅰ」
「音楽Ⅱ」「幼児音楽指導法」において新たに実
施した指導法などの評価や課題とその対応・改善
の報告および、「音楽基礎ゼミナール」「2オク
ターブスケールと易しいカデンツ」「マーチアル
バム」「カリキュラムの改訂」「ソナチネアルバム

に替わる教材」「幼児音楽指導法（保育内容）・音
楽Ⅰ・音楽Ⅱの連携」などについて報告した。
平成20年度（2009．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法の研究－第4報－」とし、これま
での評価・改善などに対しての検証と「音楽Ⅱ」
における「音楽遊び」の指導内容・方法について
も報告した。
平成21年度（2010．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法の研究－第5報－」とし、サブテー
マ「主にピアノ初心者の指導法について（3）」
として平成17年度からの継続的授業評価と改善へ
の検証について報告した。また、かねてより課題
であったピアノ初心者への「和音コード利用によ
る簡易伴奏法の指導」の新たな試みについても報
告した。
平成23年度（2012．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法の研究－第6報－」とし、サブテー
マ「主にピアノ初心者の指導法について（4）」
とし、「子どもの歌と伴奏法」としての初年度で
もあるので、コード伴奏法の教育効果や課題など
について検証も含め、1年間の振り返りを報告し
た。
平成24年度（2013．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法の研究－第7報－」サブテーマを
「主に音楽あそびの指導法について（1）」とし、
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幼児教育学科専門科目2年次開講の「保育と音楽
表現」における「音楽あそびの指導法」について
の研究報告を行った。
平成25年度（2014．3）は、「保育者養成校にお

ける音楽指導法の研究－第8報－」として、主に
「ピアノ個人レッスンサポート講座」実施につい
て報告し、入学前教育について問題を投げかけた。
平成25年度九州公私立大学音楽学会北九州大会第
45回大会フォーラムに於いても「幼児教育におけ
る音楽指導のあり方について」のテーマから「入
学前の音楽講座の有効性」について本学幼児教育
学科において25年度入学生を対象に実施した内容
について報告をし「音楽教育」や「幼児教育にお
ける音楽指導」や「入学前の音楽講座の有効性」
などについての意見交換などについても報告した。
平成28年度（2017．3今回）は、「保育者養成校

における音楽指導法の研究－第9報－」サブテー
マを～「幼児音楽指導法」の教授内容について～
として、本学幼児教育学科専門科目で保育内容「表
現」領域の「幼児音楽指導法」の教授内容につい
て報告する。

2 授業の構成などについて
子どもは音楽が大好きで、園生活の中での音楽

は生活そのものであると言えよう。保育現場では
やはり、音楽的素養や技能を持つ人材を求めてい
る。幼児音楽指導法の授業においては、保育者養
成での表現領域で身につけておくべき音楽的知識
技能や、音楽の表現に関わる指導法などを学生と
考えながら、なるべく楽しい雰囲気の中でインタ
ラクティブに授業を展開することを心がけている。

2．1 本講座（幼児音楽指導法演習2単位）は、
1年通年の科目で前期は1名で、後期は2名の教
員で担当する。前期は、主に読譜の基礎・楽典の
基礎・伴奏法の基礎など。後期は前半を、主に幼
児への音楽に関する指導法、後半を、うた表現と
し、それぞれ、毎時間前半45分、後半45分に分け
交代して行っている。本報告は、読譜の基礎・楽
典の基礎・伴奏法の基礎の指導と、幼児への音楽
表現に関する指導法等について報告する。本養成

校の学生は、音楽経験（ピアノ演奏等）初心者が
多く、同じく1年次開講の「子どもの歌と伴奏法」
（主にピアノ個人レッスンとコード伴奏法のグ
ループレッスン）のフォローアップの役割も担っ
ている。
数年前に「音楽基礎ゼミナール」を正規の授業
とは別に開講し、初心者に少しでも音符に抵抗が
なくなるようにと試みたこともあるが、保育士と
幼稚園教諭二種免許の二つを2年間で取得するた
めの必修科目が増えたこともあり、時間割上物理
的にも差し支えが大きくなり中断してしまったと
いう経緯もある。したがって入学後、間もない4
～5月に読譜や楽典の基礎を教科書に沿って指導
する。

2．2 教科書について
教科書は、「新・幼児の音楽教育～幼児教育・
保育士養成の音楽的表現の指導～、代表編著 井
口太 朝日出版社」を使用している。本教科書の
採用理由は、（Ⅰ）幼児教育と音楽教育として「保
育とはどういう営みか」「幼児教育における音楽
的表現の指導」「幼児の発達と音楽」「音楽的能力
の発達」、（Ⅱ）音楽的指導の基本的考え方として
「指導計画の立案とその考え方」「音楽的表現の
活動－事例に沿って－」「わらべうた」「オルフの
音楽教育」「コダーイの音楽教育」「ジャック＝ダ
ルクローズの音楽教育」「音楽づくり」、（Ⅲ）音楽
の基礎的な理論・技能として「楽典」「コードネー
ムの基礎」「即興的な伴奏法」「打楽器の基礎技能
と指導」、（Ⅳ）教材曲集、（Ⅴ）資料として「幼稚
園教育要領」「保育所保育指針（抜粋）」「小学校
学習指導要領」、というように保育者としての知
識技能について「表現」特に音楽的表現を核とし
て多角的なアプローチにより編纂されているとこ
ろである。
ただし、1年間の前期90分×15回、後期45分×

15回の授業ですべてを取り上げるには無理があり、
この中から、本学学生にとって特に必要と思われ
る、（Ⅱ）音楽的指導の基本的考え方として「指導
計画の立案とその考え方」「音楽的表現の活動－
事例に沿って－」「わらべうた」「オルフの音楽教
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育」「コダーイの音楽教育」「ジャック＝ダルク
ローズの音楽教育」「音楽づくり」、（Ⅲ）音楽の基
礎的な理論・技能として「楽典」「コードネーム
の基礎」「即興的な伴奏法」「打楽器の基礎技能と
指導」を中心に取り上げている。

2．3 授業内容について
2．3．1 前期は、「子どもの歌と伴奏法」の初
年次教育的目的も含むため、（Ⅲ）音楽の基礎的な
理論・技能として楽典を中心に、「譜表」「音名」
「音符と休符」「リズムと拍子」「音程」「音階と
調」「近親調と遠隔調」「楽語、記号、略語」を、
次にコードネームの基礎として「コードとは」「3
声の基本コード」「音階の中にできる3声の基本
コード」を「子どもの歌と伴奏法」の中の「コー
ド伴奏法」のフォローアップとして取り上げてい
る。楽譜を読んだり、書いたり、ピアノを弾いた
りすることは、どちらかというと非日常であるた
め、理解することも必要であるが、慣れることこ
そ大事であるため授業中可能な限り五線紙に書い
た課題を添削するよう心がけている。前期試験で
は100分の中で楽典に関する筆記試験とコード伴
奏法に関する実技試験の両方を実施している。
2．3．2 後期は、2年次での幼稚園実習や保育
所（園）での実習に備える意味もあるが、（Ⅱ）音
楽的指導の基本的考え方として「指導計画の立案
とその考え方」「音楽的表現の活動－事例に沿っ
て－」「わらべうた」「オルフの音楽教育」「コ
ダーイの音楽教育」「ジャック＝ダルクローズの
音楽教育」「音楽づくり」を取り上げながら同時
にコード伴奏法の基礎も継続的に取り上げている。
「指導計画の立案とその考え方」では教育・保

育機関で行われる教育・保育は一定の計画に基づ
いて行われること。2～3年にわたる教育・保育
目標や「教育課程」「年間指導計画」など長期に
わたる計画から学期・月・週・日案、設定保育指
導案、部分保育指導案から、目の前の子どもにど
う働きかけようかという一瞬の判断まで、ある意
味で指導計画との概念を解く。保育の社会的問題
も取り上げながら、幼稚園教育要領・小・中・高
の学習指導要領と保育指針の役割や目的などにも

触れ、保育内容から領域表現について解説を加え
る。また、保育の営みが、実態の読み（評価）→
向かわせたい方向（ねらい）→手だて（援助）→
狙いとのずれ（評価）のサイクルであることにつ
いて事例をあげて解説する。ここでは、ねらいは、
保育者の願いでもあることも伝える。
次に、音楽的表現活動の指導計画について、教
育・保育は「環境を通して」行われ「遊びを通じ
て」展開されるものであり、「自ら遊ぶ」ことに
「指導」という言葉がそぐわないことから「援助」
という概念を心得るよう解説を加える。
音楽的表現の理解と援助として、ブランコの交
代までや、縄跳びの回数を唱えるようなものも音
程のある歌になっていること。初期のわらべうた。
「あんよはじょうず」「○○ちゃんあそぼ」など。
また、ブランコがきしむ音とその楽しみとの関係、
容器に何か入れて揺り動かす音、棒で何かをたた
いたり、擦ったりするときの音、霜柱を踏みしめ
る音、縄跳びの縄などを振り回した時の風を切る
音など、子どもが音と出会い、これを楽しんでい
る姿に、幼児が遊びの中で偶然発見しその音を楽
しみ味わいながら自ら「遊び」を展開しているこ
とが、明らかに「音楽的な遊び」あるいは「音楽
的な表現活動」であることを伝える。さらに、こ
のような幼児の活動は、見落とせばその場で終
わってしまうが、その面白さに保育者自身が敏感
であって欲しい。「面白い音だね」という一言の
共感が示されるだけで、その音とのふれ合いは意
識化される。保育者がこれに加わることが可能な
場合や、他の音を加えられることもあるかもしれ
ない。魅力が意識化され活動が継続する場合や、
さらに音を見つけようという関心に結びつく可能
性もある。音の種類によっては、その音源を保育
室に持ち込んで、他の幼児に紹介したり、その音
を絵本の読み聞かせの中などで使う工夫などもあ
ることを伝える。
保育指針や幼稚園教育要領で示す「表現」の「感

じたことや考えたことを自分なりに表現すること
を通じて、豊かな感性や表現する力を養い、創造
性を豊かにする。」に続く、1．ねらい 2．内
容 3．内容の取扱い の文言から、いったいど
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のような保育を心がけ展開すればよいのかを、学
生が具体的にイメージすることは難しいのではと
思われるため、様々な事例を通じながらイメージ
をクリアにしていく必要があろう。
しかし、だからと言って、これは一斉的指導を

否定するものではないと考える。一斉的に展開す
る活動も「遊びを通じた総合的指導」という幼稚
園教育要領・保育指針の基本的な姿勢に沿って計
画が進められることにより可能になると考える。
そのためには、取り上げる教材が幼児のその時の
感情にふさわしい、また発達段階に応じたもので
有り、楽しい経験を積み重ねられ、ある程度の達
成感を得られるようなものであって欲しいと伝
える。
3・4・5歳児の具体的な事例を紹介しながら、

計画の立て方や、その場面で子どもたちにどのよ
うに関わればよいのかを考えさせる。
2．3．3 「わらべうた」について
学生が知っている「わらべうた」を発表させな

がら、保育現場でも家庭でも日本語から生まれる
「わらべうた」について考える。自然発生的なう
たで、語りかけや、日常のことばなどの例を示す。
また、「遊ばせうた」や「遊びとしてのわらべう
た」なども紹介し、わらべうたと幼児の音楽教育
について考える。
2．3．4 オルフの音楽教育
教育・保育への幅広い見地を養うため、現代の

幼児への音楽教育へ大きな影響を与えた代表的な
指導法について紹介する。
音楽だけが単独にあるのではなく、言葉や、体

の動きと結びついたもので、だれもが参加できる
音楽であることを理想とした。そのことから、即
興的表現を重視し、まずごく易しいものの「模倣」
をすることからはじめ、それらを組み合わせて小
さな「即興」を無理なく引き出す指導法として「リ
ズムのエコー」「リズムの問答」「リズムのロン
ド」について解説し、実際に学生と一緒に練習し
てみる。また、「オルフ楽器」について説明し実
演する。
2．3．5 コダーイの音楽教育
かつて古代ギリシャがそうであったように、コ

ダーイは「音楽は万人のもの」と考え「音楽ぬき
に完全な人間はありえない」と一般教育における
音楽の役割を重視した作曲家でもあること。音楽
の母語である「わらべうた」や「民謡」から音楽
教育を始めるべきことを説いており、「わらべう
た遊び」を通して音楽の基礎を体験的に身につけ
る。このことから日本では、「わらべうた」に取
り組む研究グループがコダーイメソッドの研究グ
ループであることが多いことも伝える。また、コ
ダーイシステムでの「ハンドサイン」「リズムの
ことば唱」「サイレント・シンギング」「移動ド唱
法」などについても解説を加える。
2．3．6 ジャック＝ダルクローズの音楽教育
コダーイは、特に歌うことを重視したが、それ
に対してダルクローズは、リズムに着目し、リト
ミックを考案したことを解説する。彼は、地球が
太陽の周りを1年周期で回り、月が地球の周りを
一か月で回り、地球が一日で一回転すること。歩
くときや走るときの一歩一歩、呼吸、心臓の鼓動
などもリズムであり、人間はそのようなリズムの
中で生かされていると考え「人間は本来生命のリ
ズムともいうべき生理的、根源的なリズムに支配
され、音楽をはじめ全ての芸術の基礎もリズムに
よっているとする。したがってその両者を統一す
ることによって、人間の芸術的自己表現を豊かに
することが可能」であるとの考えから、そのため
の教育システムとして考案されたものが「リト
ミック」であることを解説する。しかし今日リト
ミックが幼児の音楽教育の中で盛んに行われ、さ
まざまな指導書籍が多数出版されているが、内容
と方法が画一的であったり、単に技術的な向上を
求めたりした書籍もある。反射・反応のための訓
練的な方法でのみ行うのでなく幼児一人ひとりの
自己表現を大切にし、幼児教育にふさわしい内容
と方法が求められていることも伝える。
2．3．7 音楽づくり
創造的な音楽づくり（Creative Music Making）
の説明をし、メロディーやリズム作りという狭い
範囲に限定されたものではなく、子どもが自由に
作文や絵を書くように、自分で音を発見し、自分
の思いを音・音楽で自由に表現する幅広い創作活
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動であることを解説する。また、マリー・シェー
ファーの「教室の犀」（1980年邦訳）の紹介、音
風景（Soundscape）について、学生に目を閉じ
させて周りの音を意識して聞くように促し普段意
識していない様々な音が周りにあることを伝えた
りする。音楽づくりの活動の中で音楽遊びが最も
身近な活動と言え、オルフ、コダーイ、ダルクロー
ズなど、また、わらべうた遊びなども取り入れる
ことができる良さがあることも伝え、その事例を、
実演を交えながら紹介する。
2．3．8 打楽器の基礎技能と指導
保育現場でよく使われる簡易打楽器の取り扱い

方や奏法について実際に楽器に触れながら指導し、
打つ場所、置き方、打ち方などによる難易度や危
険な持ち方や注意すべき点などについても指導す
る。指導する楽器は、カスタネット、タンブリン、
鈴、トライアングル、拍子木、ウッドブロック、
ギロ、ボンゴ、コンガ、大太鼓、小太鼓、シンバ
ル、マラカス、木琴、鉄琴などである。
2．3．9 楽器の活用について
ここでは、簡易打楽器を「子どもの歌」などと

一緒に楽しく演奏することで、表現の幅が広がる
こと。その場合に楽曲の「味わい」にふさわしい
楽器の選び方や楽器の組み合わせ方、形式とフ
レーズの関係や、拍子やリズムと楽器の使い方、
フレーズ・リズム・音型と言葉との関係など、広
い意味での編曲法の基礎的な講義を行う。また、
手作り楽器を製作して、自分の楽器での演奏はま
た違った意味で主体的表現として取り組んでほし
いことや、保育者として少しでもいろんな楽器に
触れたり聞いたり叩いたりする経験を、子どもた
ちへ望んで欲しいことを伝える。また、指揮の原
理についても指導する。
2．3．10「子どもの歌と伴奏法」との連携
以上の他に、1年次通年専門教育科目「子ども

の歌と伴奏法」で取り上げられた曲の伴奏法につ
いて、また、その歌い方、指使い、楽譜について
などの指導。また、コード伴奏法のフォローアッ
プとして後期は、両手でのコード伴奏についてハ
長調、ト長調、ヘ長調、ニ長調、変ロ長調の5つ
の調で、右手の三和音が基本形、第1転回型、第

2転回型のカデンツで弾けるように指導している。

3 領域「表現」と「幼児音楽指導法」の意
義について
子どもは音楽が大好きである。そして、現代は、
音楽の情報も毎日シャワーのように降り注いでく
る。表現領域の中の音楽は、その一部ともいえる
が、見ることも触ることも出来ない抽象性の高い
音や音楽を保育の中で扱うことは非常に難しいス
キルではないだろうか。しかも、ピアノを弾くこ
とも、楽譜を読んだり書いたりすることも非日常
といえよう。
保育現場ではピアノが弾けなければ日常の保育
に支障をきたすといっても過言ではないであろう。
したがって、就職試験でピアノの実技を課す園も
珍しくない。教育要領や保育指針が求めているも
のと、社会や保育現場が求めているものとには差
異があるといわざるを得ない。理想は理想として、
しっかり教える必要があるが、しかし、養成校は
地域の保育現場の求めに応じ、そこに通用する人
材も育てていかなければならないのである。
・奏する（鳴らす）音が鳴る、音の響き、音の色、
奏法、叩く、吹く、弾く、擦る
音を鳴らす、音を発見する、音を作る。
大抵の子どもは音がするものが好きである。あ

るいは関心がある。乳児でも何かの拍子に身の回
りの音に出会うと、面白がって何度も叩いたり
振ったりして音を鳴らし、喜んでいる様子を見る
ことがある。音との出会いとして最初のこの感動
を超えるものはないのではないか。響く音が聴こ
える。どうして、どこから、その音はなり、聴こ
えてくるのか。音の高低、音の色。叩いて、その
音の違いに気づき、そのことを表情に表しながら
何度も繰り返し、確かめている。
・動く、踊る、身体で感じる、身体で表す、跳ぶ、
走る、歩く、揺れる
幼い人ほどその感情を身体で表す。身体にはさ

まざまな感情を受け止める、共感できる能力が内
在している。歌ったり、跳んだり、踊ったり、動
くことで感情を放出する。反対に動くことで言葉
が身体に入ることも考えられる。つまり動きが言
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葉になる、言葉と結びつく、言葉と一体になる、
という意味において。
・演じる、歌い演じる、言葉で演じる
宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」1980年の

「かっこう」とのやりとりはジーンと身体に沁み
こむ。「音楽だと。おまえの歌はかくこう、かく
こうというだけじゃあないか」とゴーシュがいう
のに対して、「ええ、それなんです。けれどもむ
ずかしいですからねえ」と応えるかっこう。「お
まえたちは、たくさん鳴くのがひどいだけで、鳴
きようはなんでもないじゃないか」とゴーシュ。
かっこうの言葉は説得力がある。「ではあなたに
はわからないんです。わたしらのなかまなら、かっ
こうと一万いえば一万みんなちがうんです」。かっ
こうの言葉に磨かれていくゴーシュ、かっこうの
言葉にもゴーシュの言葉にも参ってしまう。
これは、飯島千雍子・石津珠子共著「表現指導

の試み」光生館 P35の引用であるが、
音楽的表現と子どもの自分なりの自発的表現と

を同次元でとらえるヒントとして今後も考え続け
る必要があろう。

4 おわりに
本学、幼児教育学科の専門教育科目「幼児音楽

指導法」は、免許・資格必修科目ではないが、表
現領域とりわけ音楽的表現に関して幅広く、深く
学ぶことで、保育現場で子どもたちと、より楽し
い表現活動が展開できるようになって欲しいとの
願いから、本学幼児教育学科の特色の一つとして
開講されている。2年間という短い期間で音楽的
素養や技能を身につけ、更に保育現場での表現指
導までを習得することは、特に音楽経験の少ない
学生にとっては至難の業であろう。しかし特に、
この表現領域に関しては、時間をかけて様々な角
度から多くの事例を通して学んでいく必要がある
のではないだろうか。そうすることで、保育指導
案などについてもより深く理解できるようになる
はずである。今後は、コード伴奏法との連携をさ
らに密にして、保育現場で、子どもの歌の伴奏が、
もっと自由に応用でき、様々なバリエーションで
演奏でき、音楽的に、そして、子どもたちの期待

感や喜びに応えられる学生が育つ指導を目指した
い。
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