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1 はじめに
平成17年度（2006．3）「保育者養成校における
音楽指導法研究－第1報－」として本学紀要に掲
載をはじめて、昨年度、平成28年度（2017．3）「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
で保育内容領域「表現」の「幼児音楽指導法」の
教授内容について報告した。
本年度、平成29年度（2018．1予定）は、「保育

者養成校における音楽指導法の研究－第10報－」
サブテーマを～保育内容領域「表現」の専門的事
項に関する科目「子どもと表現」の指導に向けて
～として、新しく「幼稚園教育要領」「保育所保
育指針」が平成29年3月に告示され、更に幼稚園
教諭養成課程も、平成31年度より改定される。こ
れに伴い、本学幼児教育学科においても新カリ
キュラム編成に向けて準備を進めているところで
ある。本論では、保育内容領域「表現」の専門的
事項に関する科目「子どもと表現」の指導につい
て考察する。

2 授業の目的について
当該科目は、保育者を目指す学生が、子どもた

ちの表現活動がどのようなものであるか、また、
その発展や発達を促すものにどのような手立てが
有り、どのような援助が適切であるのかなどを理
解し、子ども達の感性や創造性を豊かに育むため
の、様々な表現遊びや環境構成などの専門的事項
について、音楽的表現の側面から知識や技能、表
現力を身につけることを目的としている。
子どもの表現のすがたや、その発達を理解する
ことの大切さを学び、子どもの遊びや生活におけ
る保育内容領域「表現」の位置づけを説明できる
ように、さまざまな角度から学習する。また、表
現とはそもそも何なのか、それを生成する過程に
ついても、感受、内的表現、外的表現などについ
て学習する。また、子どもの何気ない素朴な表現
に気づき、受け止め、共感することができること
の大切さを学ぶ。環境づくりへの配慮、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、音楽的素
養や技能を持つ人材を求めている。当該科目にお
いては、保育者養成での保育内容領域「表現」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も学生と共に考えながら、
インタラクティブに授業を展開することを心がけ
たい。
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2．1 授業の目標について
文部科学省より示されたモデルカリキュラムで

は、⑴幼児の感性と表現として、音楽的表現にと
らわれず幼児の表現の姿や、その発達などについ
て学ぶとある。その中で、幼児の遊びや生活にお
ける領域「表現」の位置づけについて説明できる
よう学習する。また、表現を生成する過程につい
て理解し、さらに、幼児の素朴な表現を見出し、
受け止め共感することができるようになることを
目標とし、取り組む。
⑵様々な表現における基礎的な内容として、特に
音楽表現の様々な基礎的な知識・技能を学ぶこと
を通し、幼児の表現を支えるための感性を豊かに
するため、到達目標として、1）様々な表現を感
じる・見る・聴く・楽しむことを通してイメージ
を豊かにすることができる。2）身の周りのもの
を身体の諸感覚で捉え、素材の特性を生かした表
現ができる。3）表現することの楽しさを実感す
るとともに、楽しさを生み出す要因について分析
することができる。4）協働して表現することを
通し、他者の表現を受け止め共感し、より豊かな
表現につなげていくことができる。5）様々な表
現の基礎的な知識・技能を生かし、幼児の表現活
動に展開させることができるなどを到達目標とし
て取り組む。また、授業の中で ICTの活用につ
いて表現活動の具体例を示すなど試みる。

3 保育内容 領域「表現」の捉え方について
村上玲子氏は、アクティブラーニングを取り入

れた子どもの発達と音楽表現－幼稚園教諭・保育
士養成課程－（学文社）の中で。領域「表現」の
捉え方について以下のようにまとめている
①幼児の表現活動は、音楽表現や造形表現、身体
表現などの表現分野に単純に分けることはでき
ない。他の分野の活動との関連で総合的に捉え
る必要がある。

②幼児期における表現活動は、子どもが驚き、喜
び・感動・憧れなどの心情や感覚を多様に経験
することと、自分の中にある気持ちやイメージ
を自由に外へ押し出そうとする表現力の現れで
あると捉えることが大切である。

③表現は、子どもの生活の中のあらゆる場面に出
現し、園生活の全般にわたっての多様な表現体
験が子どもの表現体験の基盤となる。
④豊かな表現力を育てるには、豊かな感性が必要
で、表現することによって創造性も芽生えてく
る。
⑤幼児の表現は、上手・下手で評価されるもので
はなく、楽しく表現することができる雰囲気や
環境を整えることが大切である。
⑥子どもの感覚器官の発達や運動能力、言語能力
などの子どもの心身の発達を理解しておかなけ
れば、子どもの表現を理解することも表現活動
を組み立てることも難しいのである。
⑦子どもの表現は、個々の子どもの感じ方によっ
てその表現は多種多様であり一人ひとり表現も
異なり、似かよった表現はあっても誰一人同じ
表現は存在しない。（以上、村上玲子氏引用）
端的に、領域「表現」の捉え方について、学生
にもわかり易くまとめられており、授業の中で表
現の捉え方について説明する際に参考にしたいと
考える。
また、⑤については、無藤隆氏監修、浜口順子
氏編集代表、萌文書林発行の、事例で学ぶ保育内
容領域「表現」の中で、子どもの表現を「評価」
する保育者の目について、次のように述べている。
子どもは、保育者に見られていることにとても
敏感である。ときには、「見守られている」だけ
でも重荷に感じる子どもがいる。保育者の前では
自然な表現ができなかったり、保育者の気に入ら
れるような表現ですませようとしたりする子ども
が増えているようである。子どもの絵の上手下手
を評価したりすることは不当なことであって、子
どもの絵を描くプロセスを見守り何を表現しよう
としているのかをとらえることが重要である。評
価している自覚はなくても、子どもの「かわいら
しい」表現に思わず笑ってしまったり、保育者同
士でからかっったり（悪気はなくても）すること
で、子どもの表現を狭めてしまうことは往々にあ
ることだ。子どもの表現を上から見下ろすような
評価をしていないか、ということに、十分、気を
つける必要がある。（以上、浜口順子氏引用）
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これは、保育現場において無意識に行われてい
るのではないかと感じている。上手下手を評価し
たり大人の価値観で、決めつけたり、笑ったりし
ないよう十分指導したい。

4 子どもの表現と音楽表現活動の意義
更に、音楽表現活動の意義と音楽の特性につい

てもわかりやすくまとめている。
音楽を使った遊びは、個々の子どもが心地よい

と感じる場面やコミュニケーションする機会をつ
くりやすく、さらに、子どもの発達段階に沿って
コミュニケーション能力を高めたり人と人との関
係性を築くのに有効であると言われている。
子どもの表現活動には、大きく「聴く活動」「歌
う活動」「奏でる活動」「動く活動」「つくる活
動」が挙げられる。特に「聴く活動」は、様々な
音楽表現活動の基盤となる活動と位置づけること
ができる。
これらの活動は、子どもたちにとって何より楽

しく好きな活動であり、だからこそ音楽活動を通
して、子どもたちの心身の豊かな成長・発達を促
すことができると言えよう。保育・教育現場の音
楽活動では、楽しい活動であること、上手に演奏
できること、みんなで演奏できること等を目的に
する傾向があるが、音楽表現活動を子どもの発達
援助という視点で捉えていく必要性もあるであろ
う。
音楽表現活動は、子どもたちのとって受け入れ

やすい活動であり、同時に表現しやすい活動であ
るという特性を持っている。音楽の特性について
は、以下にあげるようなものがある。
①音や音楽を通して外界を気づくことができる。
②構造があり、繰り返されることで予測しやすく、
秩序形成を促進する。

③情動に働きかけ発散や安定をもたらしやすく、
安心感、満足感、達成感を経験する場面を提供
する。

④身体自己像を形成する。
⑤音楽表現を通したやり取りの発展によって対人
コミュニケーションを円滑にすることができる。

⑥音楽活動を通した役割取得が可能で社会性を向

上させる。
⑦振動を伴うため触覚や聴覚に働きかけやすく、
触覚、視覚、聴覚、運動等の各感覚を統合する。
⑧動的・静的いずれにも使え、初期発達からどの
発達水準にも目標が設定できる。
⑨音楽に合わせることで運動能力の自己調節が図
れ、調整能力を高める。
⑩模倣能力を育て、様々な表現力を向上させる。
⑪楽器による音出し活動を通して姿勢保持や手先
の操作性及び運動の協応性を育てる。
⑫吹く、歌うことを通して発声・構音を育てる。
（以上、村上玲子氏引用）
このように、保育内容領域「表現」の学習にお
いていかに音楽的表現活動の側面からの学習が、
有効であるかをよく整理し説明している。

5 授業内容について
5．1 シラバス作成にあたって
現行の「幼児音楽指導法」は1年通年2単位で
あるが、平成31年度から「子どもと表現」に改定
されるため、シラバスも精査する必要がある。
以下は、シラバスに取り入れたい内容である。
⑴保育がどのような営みであるのか、また幼稚園
教育要領・保育所保育指針の「領域」の考え方
について考える。
⑵保育者の援助の意味や、指導計画や指導案につ
いての意義などについて学ぶ。
⑶音楽的な表現活動とはどのようなものであるか、
事例を基に考える。
⑷乳幼児の発達と音楽について、発達とは何か、
発達の特徴、胎児と音などについて学ぶ。
⑸音楽的発達の過程として、0歳児、1～2歳児、
3歳児、幼児の声域などについて学ぶ。
⑹幼児期に育つもの・育てたいものとして、音に
関するものだけでなく、哲学や心理学などの分
野からもアプローチする。
⑺「音、色、形、手触り、動き、臭い」などにわ
たる感覚の育成という幅広い観点から「表現」
について考える。
⑻音楽的表現の活動について、様々な事例に沿っ
て考える。遊びながら、聴いたり、歌ったり、
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話し合ったり、絵を描いたり、踊ったり、様々
な表現の要素がまじりあい一体となっているこ
とを学ぶ。

⑼「わらべうた遊び」について学ぶ。絵描き歌、
鬼ごっこ・遊戯・お手合わせなど、遊びと一体
になっていることを学ぶ。

⑽オルフ、コダーイ、ダルクローズなどの幼児の
音楽表現活動について学ぶ。

⑾音楽を音符から離れ、表現活動としてとらえた
マリー・シェファーなどの考え方（音楽づく
り）について学ぶ。

⑿子どもたちの表現活動を適切に援助したり、発
展させるためには保育者に、より高い音楽的能
力や知識・技能が求められるため、読譜の基礎
や楽典の基礎、簡易楽器の扱い方、伴奏法の基
礎、歌唱法の基礎などについても、⑴～⑾と並
行して行う。
以上のことを踏まえてシラバスを作成したい。

5．2 保育内容 領域「表現」と他領域とのか
かわりについて
子どもの表現活動は、遊びの中や生活の中の至

るところで見られる。表現を支える「健康」や、
表現活動の過程で生まれる「人間関係」、子ども
たちの自由な発想で表現が生まれやすい「環境」、
また「言葉」を通した表現というように、他の領
域との関連を視野に入れながら、領域「表現」の
ねらいを具体化していかなければならない。
保育現場における表現活動では、子どもの遊び

の中でこれらの5領域がどのようにかかわりなが
ら展開されていくのか、また、遊びの中にどのよ
うに保育者の願いを計画的に織り込んでいけるか
が問われる。

5．3 「わらべうた」について
「いないないばあ」や「おつむてんてん」「あん
よはじょうず」など、誰もが一度は耳にしてこと
のある唱え言葉も「わらべうた」であり、子ども
をとりまく生活の様子や四季の変化などが子ども
らしい短い言葉で巧みに表現されており、わらべ
うたで遊ぶこと自体が表現遊びである。転んで泣

きそうになったら「ちちんぷいぷい」、雨が降っ
たら「てるてるぼうず」、集団遊びができるよう
になったら「かごめかごめ」や「はないちもんめ」
など折に触れて歌うこうちに、子どもたちも日本
語の持つリズミカルな響きに笑顔を見せてくれる
はずである。また、歌いながら「手合せじゃんけ
ん」などの遊びをたくさんする経験することで、
人と人との結びつきが強まり、心の成長を促すは
ずである。学生が知っている「わらべうたを」発
表させながら、保育現場や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
的なうたや、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。

5．4 音楽づくり（小学校の教科とのつながり）
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
動であることを知る。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）については、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」などの指導法や、「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
え又、その事例を紹介し、表現の指導について考
える。

5．5 簡易打楽器の取り扱い方や楽器の活用と
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。採り上げる楽器は、カスタネット、タンブリ
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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。また、
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
曲法の基礎的な学びの中から音楽的表現の素養が
身についていくよう工夫したい。また、少しでも
いろいろな楽器に触れたり、聴いたり、叩いたり
する経験を楽しく経験できるよう配慮することも、
子どもたちの表現活動の幅を広げる大事な環境づ
くりであることも学ぶ。

6 おわりに
平成31年度からの幼稚園教諭養成課程カリキュ
ラム編成においては教科に関する科目を廃止し、
各領域に関する専門的事項の科目を置くことと
なった。領域「表現」については、幼児の感性や
創造性を豊かにする様々な表現遊びや環境の構成
などの専門的事項についての知識・技能・表現力
を身につける、とある。子どもは音楽が大好きで
ある。そして、現代社会において、音楽に関する
情報は、毎日シャワーのように降り注いでいると
言える。領域「表現」を意識する中で、見ること
も触ることも出来ない非常に抽象性の高い音や音
楽を保育の中で音楽以外の様々な表現活動との関
連・融合についても学ぶと共に、音楽表現の専門
的知識・技能・表現力の基礎を学び、保育現場の
子どもとの生活や遊びの中で、幼児の素朴な表現
を見出し、受け止め、共感し、楽しく発展させら
れる保育者を目指す学びとしたい。
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