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幼児の主体的な表現を支える音楽活動

－音楽づくりによる音楽表現の共有化と広がりを視座として－

襄眠卿

1はじめに

1989年告示の「幼稚園教育要領」と1990年「保育所保育指針」では、より豊かな子ど

もの表現力を育むことを目指して、新たに領域「表現」が設けられた｡｢幼稚園教育要領」に

おける領域「表現」には、「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して、

豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」と記されている。では、多くの幼稚

園で上記の領域「表現」の内容がどれほど活かされ、保育者はそのために、どのような援助

をしているのだろうか。

小川(2000)は「保育の中で保育者を人的環境としてとらえており、遊びの経験が乏しい

幼児には保育者が遊びのモデルとなることが大事である」という。同様に幼児の音楽表現を

高めるためには、小川が言うように、音楽経験が乏しい幼児に対する保育者の音楽的役割は

大きく、保育者との関わりによって発達が促されると筆者は考えている。

本論では、音楽づくりの共有化とその広がりを視点とし、幼児の主体的音楽表現を支える

ためのミュージシャン(')と保育者の援助、及び幼児の主体的音楽表現の発達を促すカリキュ

ラム(2)のあり方を、実践を通して考察していく。

2研究背景と研究方法

2.1研究背景：創造的音楽学習と音楽づくり

MusicMakingという言葉を直訳すると、音楽づくりまたは創作と受けとめられがちである。

しかし英米ではlli戎現活動においてもMusicMakingという言葉が使われる(3)｡Creativeの形

容詞がつくと、自ら音楽をつくることを指す。従って、CreativeMuSicMaking(創造的汚楽

学習）とは既成の音楽を歌ったり演奏したりするのではなく、自ら音楽をつくる表現活動を

指し、身の周りのすべての箭を使ってfどもが遊体的にff楽をつくる活動である(4)。つまり、

創造的ff楽学習は、子どもを音楽を生みだす存在として認識し、自ら音を探し自由に創作す

る活動を音楽教育の中に位置づけたものである(5)。

創造的音楽学習は1960年代から1970年代にはすでにアメリカ、イギリス、カナダを中

心に行われていた。創造的音楽学習という名称が日本の音楽教育で使われるようになったの

(べ・みんぎょん日本女子大学大学院）
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は、J.Paynter、RAston共著So""dα"dS//e"ce(1975)が『音楽の語るもの(1982)』として

翻訳されて以来である。日本の学習指導要領では、1989年から創造的な音楽活動がより一

層明確に位置づけられている。現在、イギリスのNationalCumculumではComposingとして

位置づけられており、日本でも現在では簡単に音楽づくりと呼ばれることが多い。

ウイシャートはSo""JF"〃(1975)の中で、音楽づくりにとって音楽ゲームが有効な手がか

りになることを明らかにした。ここでいう音楽ゲームとは、一般的な意味でのゲームや音楽

ゲーム(6)ではなく、音楽づくりにつながるものであり、簡単なルールを基にして一人一人が

音楽をつくる即興の一種を指す。本稿ではウィシャートが提案した循環的音楽ゲーム「手拍

子まわし」と呼応的音楽ゲーム「リズム模倣ゲーム」を主に取り扱った。手拍子まわしとは

一人ひとりが一つずつ手拍子を打っていくゲームであり、リズム模倣ゲームとは一人のリズ

ムを全員で模倣するゲームである。両方とも音の工夫と多様なリズムを模索できる音楽ゲー

ムである。

モーク(1976)の『就学以前の子どもの音楽体験』は、音楽的発達における年齢毎に望ま

れる音楽体験に関する研究である。この研究は幼児の発達に沿った多様な音楽体験について

言及しているが、幼児自らが音楽をつくるという側面は含まれていない。一方スワニックと

テイルマン(1986)はピアジェとブルーナなどの諸理論に依拠し、子どもの音楽的発達の系

統性を明らかにした。3歳から15歳までの子どもの作品を通して「ある系統性があること、

音楽的行動が順序正し〈展開していくこと、子どもの音楽的表現をたどるといくつかの段階

が存在すること」について述べた。しかしこれは子どもの作品だけを対象にして分析したも

ので、子どもたちがどのようなプロセスを辿って音楽的に発達したかについては明らかにさ

れていない。

1989年告示の「学習指導要領」に「音楽をつくって表現する」という項目が明示されて

以来、日本では小中学校の音楽づくりにかかわる事例や実践研究は非常に多く報告されてい

る。しかし、幼稚園においては保育者と幼児の間での音楽づくりに関わるような断片的な事

象研究の報告はあっても、幼児の成長と音楽的発達を見通した実践研究は殆ど報告されてこ

なかった。筆者は幼児の音楽的発達を幼児の作品の評価のみではなく、音楽ゲームを介した

幼児とミュージシャン・保育者との関わり、幼児同士の関わりを通して幼児の主体的音楽表

現のプロセスを探ることとしたい。

2.2研究対象園と共同研究者について（表1参照）

東京都内私立S幼稚園は、日頃は一斉保育を行っているが、「ミュージックランド｣(以下

表1MLの概略

(1)ミュージシャン5人A:"1～61IIIIIのリーダー、G:"6～91'llllのリーダー、K・T･B:サポーター

(2)教峨11:|*1挺、各クラスの教師3人

1判児：2()()5年度総62f3":21f4歳:20名5歳：21名

2006年度総56箔3歳:18%4歳=17名5歳:21名

(3)毎II'1それぞれのクラスで音楽活動を行った。

(4)背楽活動の後、対象園の(剥艮及び保育者とともに話し合いの会を持つ。

その内容としては幼児たちの行動変容、その日の活動の見解が主であった。

(5)共同研究者らは研究会でその活動に参加した当事者としての反省及び対策案を話し合う。

(6)ビデオからおこしたフィールドノーツにより、第三者的（客観的）視点で活動を分析し、考察をして次回のM1
カリキュラムを立てる
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MLとする(7))では自由遊びが主である。筆者を含む数人の共同研究者はここに参加しなが

ら、S幼稚園で2004年5月から継続的に「幼児の創造的な音楽活動の開発」に関する共同

研究を行っている。2004年度は自由遊びスタイルの音楽活動（全10回）を行い、2005年

度から2006年度は、一斉保育スタイルの音楽活動（全9回）を行った。本稿ではこの一斉

保育スタイルの音楽活動（全9回）を取り上げ、中でも第1回目と第9回目の比較を通し

て幼児の主体的音楽表現の変容を探る。一斉保育スタイルの音楽活動では、年齢別の各クラ

スで15分ずつほぼ同じプログラムで音楽活動を行った。また、各クラスの保育者にはミュ

ージシャンと同じくMLサポーターとして幼児の音楽活動を支える立場から参加してもらっ

た。今回の事例では、全9回のMLを通して最も変化が大きかった5歳児クラスを取り上げる。

3事例分析

3.1全事例の特徴（表2参照）

まず、全9回のMLに共通する事項について述べる。①MLは一斉保育スタイルである

が、いわゆる教授一学習型の音楽活動ではない。②幼児たちは保育者に引率されてMLが行

われるホールに集まり、円形に並べてある椅子の好きなところに着席する。そして音楽ゲー

ムが始まる。③MLのリーダー（ミュージシャンA,G)は音楽遊びの当事者であると同時

に、幼児と保育者にとっては音楽遊びのモデルになり、音楽活動を進める司会者としての役

割も果たす。④サポーターK,T,Bは、リーダーが示す活動を支えると同時に、幼児と保育

者(H)、園長(E)がMLにスムーズに参加できるように音楽ゲームの多様なアイデアを提

供するモデルとしての役割を果たす。⑤リーダーの発案により音楽ゲーム（即興演奏）をす

る。⑥幼児一人ひとりは短い時間であっても表現活動を行う。次にMLの全9回の活動は

以下のように大きく4つに分けることができる。1回目から3回目（2005年前期）までは

手拍子まわしによる音素材の探求（または奏法の開発)、4回目から6回目（2005年後期）

まではボーランやジャンベなどの打楽器を介した子どもたちとのコミュニケーションの促進、

7回目（2006年前期）は手拍子まわしへの回帰、8．9回目（2006年前期）はパターンミ

ュージック(8)による音楽づくりを行った。

3.2事例1：1回目のML(2005年6月15B)

事例lでは、リーダーAとサポーター、そして5歳児

回⑧回回回⑧を行った｡ここではAの働きかけに注目して､幼児一人
がホールの円形に並んだ椅子に座り、手拍子まわしゲーム

辞｡－人…ようにMLに蕊申し績…言参加でゞ四 回

田 田たかが伺える部分に焦点を当てる。そこから幼児の主体的

諏驚:…=……”
田手

回

回田回l)幼児の音楽的想像力を引き出すMLのリーダーAの
図1ML1回目手拍子まわし役割（表2･図l参照）
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表2ML全体の流れ

MLリーダー／サポ

ーター

音楽ケームの種類 活動目的 取り扱った音素活動回数 主なML活動内容日時

手拍子・声手拍子まわし｜音の強弱の工夫する。音楽ゲームによる音

の探し

(音素材の探求）

A/K,B,H,E1回目|2005.6.1

音の長短・強弱の工

夫する。

手拍子まわし

お名前ケーム

A/K,B,H2回目 2005.6.8

･手拍子のリズム模倣ゲ

ーム

･3拍子カンカンケーム

・かえるの歌とパターン

ミュージック

音の長短・強弱の工

夫をし、一定のパタ

ーンをつくる。

つくったリズムの音

の重なりを感じ取る。

3回目 2005.6.15

一
画
″。

ン
子
ラ

拍
一

手
ポ

幼児がAのリズム

模倣を手拍子と業器

でする．

探しの音楽ゲーを用

いて表現する音楽活

動コールアンドリス

ポンス：業器を用いた

子どもたちとのコミ

ュニケーション促進

･手拍子まわし

･4拍リズム模倣ゲーム

(手拍子）

･ポーランで4拍リズ

ム模倣ケーム

A/B,T,H4回目 2005.11.2

手拍子・声

ジャンベ

･手拍子まわし

･4拍リズム模倣ゲーム

(手拍子）8拍まで

・ポーランで4拍リズ

ム模倣ケーム

幼児がAのリズム

模倣を手拍子と楽器

でする。

5回目 2005.11.9

手拍子・声

動き

‘リズム模倣ゲーム

,3グループのパターン

ミュージックづくり

三つのリズムパター

ンと動きの音楽

6回目 2005.11.30

1回目から6回日の活

動復習

手拍子・声 G/K,T,H手拍子まわしへの回

帰

7回目 2006.5.31

こきりこで多様な音

探しと音の奏法を工

夫する。

手拍子・

声こぎりこ

楽器による音の配達1 ･手拍子まわし

．こきりこで色々工夫し

た音まわしする。

81ml目 2006.6.7

手拍子・声

沖縄太鼓

･沖縄太鼓で音の配達ケ

ームから即興演奏

・音まわしによる即

興演奏（音素材と奏

法の工夫）する。

G/K,T,H,E楽器による音の配達2

とパターンミュジッ

ク

9回目 2006.6.14

事例lは手拍子まわしを通して「幼児に音の工夫､特に音の強弱の工夫をしてもらうこと」

が目的である。リーダーAは、幼児に音楽ゲームの中で、どうすれば大きい音や小さい音、

面白い音が出せるかを考えるように促した。Aは手拍子まわしゲームの中で音の強弱を幼児

たちが自ら工夫できるようにどのような働きかけをしたのだろうか。Aの働きかけは二つに

分けられる。一つは幼児たちに工夫してもらうためのことばかけ、もう一つはある幼児が工

夫したものを新しいアイデアとして評価しそれを全員で試みるという方法である。

(1)幼児たちに_I:犬してもらうためのAのことばかけ（表3参照）

幼児は手拍子まわしのゲームの順序と大きい登を出すというルばか けにより
－1

唱一とAの
ー

幼児は活動の中で、互いに見合って真音楽ゲームに参加するようになる(a)。ルをβM解し、

似したり応用したり、そして時にはミスを犯したりする。次のようなミスの例もある。大き

い音を出したいと思うあまり、手拍子を打ちそこなった男児がいた。彼は手を大きく広げる

と大きい音が出るという音のイメージが先にあったので、大きく広げたものと思われる。彼

は自分の音のイメージをどう具現化し再現するかを身体知(9)を通して主体的に学習していた。

次にAは小さい音を工夫してもらうためのことばかけをし、ゲームのルールが変わったこ

とをしめしながら、「誰が一番小さい音を出せるかな｣、と暗黙に音楽活動の緊張感を助長す

る(b)。
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表3

(a)Aは、幼児に音楽ゲームのルールを説明する。「今度、一個一番大きい音、一人ずつやっても

らおうかな。私、やります。私がやったら．．c、b～の順番にいくからね｡』手拍子まわしの

一周が終わった後、『一番大きい音、出してね｡」「どうやったら、大きい音が出るかな。もっと

気をつけてね｡」という。

(b)小さい音を出してもらうために、「今度はね。一番小さい音。誰がー番小さいかな･」というこ

とばかけをする。

(2)幼児の発言と面白い行動の表現を新しいアイデアとしてとらえること（表3－1参照）

表3－1

(c)大きい音を一回ずつ打つ手拍子まわしが_周終わると、ノ君が「もう一度やりたい｡」という。

それに対して、Aが「もう一回やろうか。今度は？」と答えると、aちゃんは「K先生から｡」

といい、手拍子まわしの順番をいう。「a.b､c,d.A先生」という。Aが「じゃ、行くよ。K先生

から行きます｡」

(d)Aが｢rちゃん､4本指でやったんだって｣というと､幼児たちがお寿司を握る形の手をしながら、

「お寿司、お寿司指」という。

(e)Aが「f君のやり方を覚えている？」というと、幼児は「覚えている｡」といいながら、y君

は両手の裏で叩いて真似をする。Aが「今度､手を使って面白い音～」というと、j君がr先生。

足でさあ､足もやりたい｡」他の子が「足が一番大きい音」という。Aは「足でやってみようか｡」

といい、みんなとやってみる。

Aは幼児の発言「もう一度やりたい。K先生から～順番で」を、「じゃ、行くよ。K先生

から行きます」ということばかけとともにそれをそのまま音楽ゲームに生かす(c)。このよ

うなAの働きかけにより、幼児はより積極的にMLに参加するようになる。音の強弱を工

夫した手拍子まわしでは、rちゃんとf君の表現は突出していた。Aはrちゃんとf君の

やり方を新しいアイデアとして評価し、他の幼児たちに繰り返してみせる。その瞬間、Aの

ことばかけをうけた幼児たちは、rちゃんとf君の表現を面白いやり方として肯定的に受け

入れ真似し始める。またf君の4本指打ちがお寿司屋さんのお寿司指だと想像し、さらに

そのアイデアに新たな意味を付与したり変形させた活動となっていく。Aはその後さらに手

で面白い音を工夫することを求めるが、j君は足で音を出したいといい、足の音でも大きい

音が出せるというイメージの上で、それをやってみたいと提案する。j君は奏法を変えるこ

とでどのような音になるかを予想（想像）し、Aに音楽ゲームの中で確かめることを提案し

たのである。ところがAが音楽活動の中で幼児一人一人の発言や行動をよく見取り、音楽

ゲームの中に幼児の主体的な反応を積極的に取り入れることによって、幼児の音の強弱の工

夫が発展した例である。このように一見間違っているようにみえる音楽表現を新しいアイデ

アとして評価し、 MLに取り入れるリーダーの瞬時の決断と一貫した姿勢が重要であると言

えよう。

『ーへ
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3．22回目から8回目までのMLの状況

群"惣
鶏音の配達の方向鯵

逢鷆"蕊

表2から分かるように、MLでは手拍子まわしとリズム模

倣ゲームを主に行った。手拍子まわしはリーダーの働きかけ

により、幼児の主体的音楽表現を引き出しやすいので、ML

全般で取り扱った。リズム模倣ゲームでは、最初はリーダー

のつくるリズムパターンを幼児が模倣したが、次第に幼児一

人一人がつくるリズムをリーダー及び模倣するゲームになっ

た。幼児は自分の順番が来ると活動のなかで、他者のつくっ

たリズムを参考にしながら、多様なリズムをつくるようにな図2ML2回 目たリズムを参考にしなが ら、多様なリズムをつくるようにな

パーランクーの音の配達 った。つまり、単なる模倣から対話（呼応）を通して一人一

人がつくりだすゲームに発展したのである。この2つは人間

の言語的コミュニケーションに欠かすことできない対話という手法であると同時に呼応とい

う音楽における主要な構造的原理でもある。

3.3事例2：9回目のML(2006年6月14B)

9回目は、8回までの音楽ゲームを通して身につけた音楽表現を、共有していくプロセス

がよく現れた事例である。筆者はそのプロセスをl)手拍子まわしから音の配達へ、2)大

人だけの音の配達ゲーム､3）大人による即興演奏､4）幼児同士の即興演奏の4つに分類した。

1）手拍子まわしから音の配達へ

リーダーGは、沖縄太鼓パーランクー1個を用いて、幼児a,b,cの順に音の配達ゲーム

を行った。これは手拍子まわしと同様幼児がa,b,cの順に音をつくって隣の人に配達する。

幼児はパーランクーの鋲を打ったり擦ったりして奏法を工夫し、また音の強弱を考えたりし

ながらパーランクーによる音の配達を行った。 リーダーとサポーターは幼児たちが真似しや

す〈て応用しやすい奏法をみせ、幼児が楽器を通して多様な身体知を得られるように心掛け

ていた･

2）大人だけの音の配達

パーランクーによる音の配達ゲームが終わった後、GはT･H･Kにパーランクーを一個

ずつ配り、「パーランクーによる音の配達を4人でしょう」と提案した。楽譜lにはミュー

ジシャンG→K→Tへと同じ音形が配達される様子が表されている。そこへ園長(E)が

まったく違う音形で音の配達に突然参加した。幼児が園長(E)の参加にびっくりしながら

も、興味津々である様子が表れている。aちやんは園長(E)が打ったパーランクーの音が他

の大人と違うことに気がつく。｢音、違う。園長先生のはプラスチック？」というのである6

G・T・K・園長(E)保育者(H)による「簡単なリズムパターンの配達」 を通じて、彼女の

尭言から幼児たちはそれぞれのパーランクーが大きさと楽器の素材によって音が異なること

に気づく。
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楽譜1大人だけの音の配達：ミュージシャンと保育者と園長による即興演奏の導入

演奏者｜||演奏者の演奏内容と幼児の発言を時間の流れで左から右の方に表示
ミュー|Glll1fやね‐今度は’｜n－nlol ｢じゃ、K

先生の音を

聞いてみよ

うか」

JJJJJ1 「園長先生

もう一度叩

いてもらえ

ますか」

じゃね、今度は

K先生に伝言し

たいと思いま

す。伝言しま

ミュー

ジシャ

ン

｣叩｣I J｡」Ｋ
ｌ
Ｔ
ｌ
ｌ
Ｈ

期]J1
｢そんな感じ

だった。H先

生の。覚えて

いる?」とい

い、kが「続

いていこう」

という。

｢音をち

ゃんと

聞いて」

後でずっと音

楽活動を見つ

めていた園長

が体の後に隠

していた沖縄

太鼓をとりだ

す

保育者

JIJ!.IJI岬
一
一
州

nJ

幼児の

様子

子供たちはびっ

くりして園長を

見るが、面白が

りながら笑う。
みんな力装い

ながら、しゃべ

る｡｢びっくりし
た」という子ど

ももいる。

蕊綴蕊

3）大人による即興演奏（楽譜2参照）

大人5人は次にパーランクーで即興演奏を行った。それはある一定のリズムパターン

(刀」）の繰り返しとその変化や多様な楽器の奏法（例：連打・鋲を叩く）がみられる即興

演奏である。大人の演奏の特徴は2つ挙げられる。一つ目はいくつかのパターンが組み合わ

され繰り返されていたことであり、二つ目はパーランクーの色々な演奏法がみられたことで

うけたk君は即興演奏のクラある。大人の即興演奏に強い印象を イマックスであるKのシ

演奏が終わると、 拍手を送る。ンコペーションの演奏の部分で ｢面白い！ 面白い!」といい

リズムの変化を聴き取ったから、演奏が複雑になったところで「面白彼は即興演奏の流れと

い！面白い!」といったと思われる。そして演奏後、拍手を送ったのは、音楽を聴いて満足

したという表れである。彼らは音楽ゲームを通じて体得した様々な要素が大人の即興演奏の

中に昇化されていることを認識したのだろう。

楽譜2ミュージシャンと保育者と園長による即興演奏の一部

Ｇ
ｌ
Ｋ
ｌ
Ｔ
ｌ
Ｈ
ｌ
Ｉ

大
一
中
一
大
一
小
一
大

7J刀Jj｣~.」｣~.」J｡」 ｣~｡」

7期J17J刀J1 J.」 J.」刀」 ｣~.JJ.」nJ

J.」"J nJ

J.」 nJJ.」 nJ｣~.」 』.」

7期J1 JIJl JIJlJ1 DJJ.」 ｣~.」

4）幼児同士の即興演奏

(1)幼児の即興演奏への主体的参加意思（表4参照）
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表4幼児同士の即興演奏以前の様子

(f)大人(G･T・H・K･E)の即興演奏が終わった後､Gは幼児たちに「今､先生たちやったこと、

みんなやってみない？」と即興演奏をしてみることを薦める。そうすると、「はい｣｢やってみたい」

「やりたい」という多くの幼児の声があちこちであがる。

Gが幼児たちに即興演奏を薦め、多くの幼児たちは手をあげ「やりたい」と即興演奏へ参

加の意思を積極的に示す。そのきっかけは、大人の即興演奏から何かを気づいたのかもしれ

ないし、感じとった感動や演奏の再現を望んだのかもしれない。あるいは、ただの思いつき

で「やりたい」と意思を示したのかもしれない。しかしどうであれ、音楽活動が得意な幼児

も、面白い行動をする幼児も、時々ミスを犯す幼児も、殆ど全員が大人のようにパーランク

ーをもって演奏をしてみたいという意思表示したということが大事である。幼児同士の即興

演奏はリーダーとサポーターの左隣の幼児4名、次にその左隣の4人という様に5回、最

後に残った幼児uちやんと大人3人(T･H･K)が4人で6回目の演奏をした。こうして

すべての幼児が演奏に参加した。

(2)大人の即興演奏パターンミュージックを参考にして（楽譜2.表4－1参照）

表4－1幼児同士の1回目の即興演奏から

(9)k君が太鼓をもち「軽い」という。太鼓をもった幼児たちがすぐ音をならしはじめる。

打つ一定のリズム（nJ）がはっきり聴こえる。

ihノTが手拍子を打つと、大人Eがパーランクーをもって演奏に加わる。

k君が

Gが左隣aちゃんに「お隣へ」と言いながら、パーランクーを渡した。T・H・Kもそれ

に習って自分の左隣の幼児(f君･k君.pちゃん）にパーランクーを同時に渡す。k君墜

パーランクーを「軽い，という。 そして先ほど大人の即興演奏で主に使われていたリズム

パターン(J~]J)を繰り返す。これはk君が大人の即興演奏をよく聞いていたことを示し、

大人のように演奏（再現）したいという気持ちの表れだと思われる。

(3)演奏の中で互いに影響しあって「図2．表4－1．表4－2参照」

表4－2：幼児同士の2回目の即興演奏から

(i) 演奏がはじまると､g君がならしている「トントントントン」という一定のリズムが聴こえる。

bちゃんと｜君とq君は色々な音の工夫をする。k君がそのリズムに合わせて手拍子を打つ。T

もk君と同じく手拍子を、Hもそれをみて同じく手拍子を打つ。他の幼児たち何人かがk君と

同じく_手拍子を打つ。みんなが打つリズムにあわせてGが踊をLbちゃんとg君とノ君は音の工

夫をしながら、皆がならしている音にあわせたりもする。手拍子を打つ幼児がどんどん増える。

k君が「膝・手」を繰り返しながら、打つ。そして「膝・手」から「膝膝・手手」へ。k君がし

ていることをH・Tが真似する。k君が「足踏み」で拍をとると、Hが真似をする。

(j)Gが終わりという身振り（手振り）をすると、演奏をしていた幼児たちがGの手振りをみて

からだんだん演奏をやめていく。

幼児同士の1番目の4名は、Gの終わりを示す手振りに気づき、静かになって演奏を終
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嘩へ」というと、演奏が終わった4人の幼児は左側の幼児(b

にパーランクーを渡す。演奏はbちゃんの鋲を擦る音からは

えた。その後、Gがまた「お隣へ」というと、演姜

ちゃん･g君･l君．qちゃん）にパーランクーを渡

じまり、l君も色々な音を工夫する。しかしg君は

打つ。k君は自分の演奏が終わったにもかかわらす

｢トントントントン，と一定のビートを

k君は自分の演奏が終わったにもかかわらず、 只君の一定のビートを聴き取り、その

リズムに合わせて手拍子を打つ。

T･H･K･Gと多くの幼児がk君の真似（手拍子と足踏みなど）を丈る。g君の音を聴き、

k君は先の子ども同士の演奏でTが手拍子を打っていたこと（表4-1(h)参照）を思い出

し、またこれまでの活動を思い出したのか「膝･手.／膝膝手手」の動作をする。この時点で、

演奏をただ聴いていた多くの幼児が鑑賞者から即興演奏の当事者として参加するようになる。

k君の面白い行動を大人が真似したことは、結局彼のアイデアを生かしたことになったと同

時に、他の幼児と過去の音楽ゲームを想起させるきっかけになったのである。

(4)回をおうごとに（表4－3参照）

表4－3幼児同士の3回から5回目の即興演奏から

(k) 3回目から 5回目まで大人G・T H・K･Eは幼児たちの演奏に参加せず、様子を見守る。

連打が多く聴こえるし、回をおうごとによって音量がどんどんその間の即興演奏の特徴として

大きくなる。そしてどんどん耳大きくなる。そしてどんどん耳をふさぐ幼児が多くなる。

(|）あちこちで、「タン－－－」と大きい音が時差をおいて聴こえる。拍感がない。k君を含め、

何人かの男児が真似して「トンートンー」と足踏みしながら、口唱歌で歌う。そしてGの右側

にいるdちゃんが手をこすったりし､両手の甲をこすったりすると､隣のcちゃんも一緒にする。

また口に手をおいて「お～～～～」と音を出していると、その隣のbちゃんが加わって同じこ

とを真似する。連打が大きく多くなり、耳をふさぐ子どもたちも多数みえる。

(k)にあるように、大人が幼児の演奏に加わらなくなると、即興演奏の中で連打が多くな

り、拍が乱れる。そして拍が乱れれば乱れるほど、音も大きくなり、聴いていた他の幼児は

耳をふさぐ。この様子は大人の即興演奏の様子とほぼ同じである。しかしながら、耳をふさ

いでいる幼児が自分の番になると、同じように連打する。大人の即興演奏時、コーダにあた

る部分で連打を用いてカノンのように演奏していた。つまり、(k)の連打奏法は大人の連打

の模倣である。その時、幼児は嫌がっているように耳をふさいでいたが、幼児は大人の即興

演奏をモデルとして、自分たちの音楽に取り入れながら、楽しんでいた。(1)をみると、k

君が即興演奏2回目(i)の時も、即興演奏の当事者として積極的に参加していることが分か

る。b・c･dちゃんは4回目まではじっとみていた女児たちであるが、5回目になってから

k君とともに面白い行動をする。すなわち、何もせずにみていた幼児はk君の面白い行動を

ずっとみている間に、以前の音楽ゲームでやったことを思い出したのである。(k･l)から

幼児の主体的な音楽的変容は、以前の音楽活動と深く結びついているといえるだろう。
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4事例1及び事例2による全体的考察

事例lでは、l)幼児たちに工夫してもらうためのことばかけ2)幼児の発言と面白い行

動の表現を新しいアイデアとしてとらえることからそれぞれの場面を取り上げて分析し塑退

の主体的音楽表現の支え方の観点から考察を進めた。そして事例2ではl)手拍子まわしか

の音の配達ゲーム3）大人による即興演奏4）幼児同士の即興演ら音の配達へ2）大人だけの音の配達ゲーム3）

奏に分けて分析し、 児の主体的音楽表現の発達を促す力 リキ 1ラムのあり方の観点から考

活動を細かく取り上げ、幼児の即興察をした。特に、4）幼児同士の即興演奏の場面では、活動を細

演奏がどのような影響下で行われていたのかを中心に考察した。

通して幼児の主体的な表現を支える音楽活動を活性化させるため

事例1.2の全体的考察を

させるためには、 どのような援助が必

要とされるのかを2つの観点から述べる。

4.1幼児の主体的音楽表現の支え方

事例lのl)幼児たちに工夫してもらうためのことばかけ、幼児にそのルールを認知させ

やすいことばかけは、幼児の気づきを促す働きかけである。例えば、リーダーAは「手拍

子を一個ずつ打ちます｡A先生から．.c.bの順番でいくよ」といって幼児に音楽ゲームに「ル

ール：順番と方向」があることを知らせた。そして「どうやったら、（一番大きい）音が出

るかな。誰が一番音が出るかな（音の強弱)」と幼児皆に課題を出す。そのことばかけによ

り幼児は自分の順番を待ちながら、他の幼児が出している音をよく聴き、それを参考にしな

がら、様々な音の出し方を考え出す。Aのこうした短いことばかけにより、「音の強弱の工

夫」ができるようになる。次に2） 幼児の発言と面白い行動の表現を新しいアイデアとして

とらえることは幼児自らの表現を広げることに繋がる。Aは手拍子まわしの中で、幼児の面

白い行動をよく見取り、手拍子まわしが一周終わった後、面白い行動をしていたある幼児の

行動を覚えているかどうかを幼児たちに聞く。その問いに応じて、多数の幼児はその幼児が

やっていたことを真似し、それから思い浮かんだイメージ（お寿司指）を答えたりする。保

育現場では既製の歌や遊戯の再表現といった表現活動が一般的である。そして遊びの中で幼

児はそれらを変容させていく様子が見られる。それは幼児が主体的な表現能力を持っている

ことを意味する。しかし一斉保育では、幼児が持つ表現能力を発揮する場は少なく、むしろ

禁じられる場合が多い。特に音楽表現の場合そのような傾向が強いと思われる。例えば、幼

児が一斉にきれいな声で歌う音楽表現だけでは幼児の想像力を基にした音楽表現の能力を育

むことはなかなか難しいだろう。坪能（2004）は音楽づくりで「fどものミスやⅢirlい行

動を教師が'tかすことは子どもの音楽的創造性を育むために大事である」という。これは保

なので、音楽ゲームによる幼児の音楽表現は、育現場でも同じだろう。事例lはMLの1回目なので、音楽ゲームによる幼児の音楽表現は

未熟であり、断片的なものであった。しかし幼児一人ひとりの音楽表現は主体的であり、そ

れは「音に対する想像力」が高まった結果といえるだろう。そして教師の働きかけが幼児の

発言と行動を生かすことにより、幼児の主体的参加を促すことができたのである。
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4.2幼児の主体的音楽表現の発達を促すカリキュラムのあり方

ヴイゴツキー(1992)は「創造性は豊かな想像力と深く関係しており、想像力は多様な

経験や環境の影響をうける。一方、幼児期の子どもは大人より多様な経験をしていないから、

創造性と関連した想像力は乏しい」という。大人より音楽経験が乏しい幼児に豊かな音楽の

創造力を持たせるためには、多様な音楽表現をできるだけ経験させる必要があるだろう。そ

のためにMLでは、毎回幼児に音楽ゲームの中で様々な音の属性に気づかせるためのカリキ

ュラムを立て、回をおうごとに幼児の音楽的想像力が徐々に高まるように心掛けた。音楽ゲ

ームのなかでは幼児が互いに見て真似て自ら学習しやすくするために、1回目から円形に椅

子を並べた。 音楽表現の経験が少ない幼児は、仲間の音楽表現を見て真似て学習する。そし

て音楽表現の経験が豊かな大人 (ミュージシャン）は幼児の想像力を高めるために、 新しい

音楽表現のモデルとして援助をした。 つまり、幼児は音楽ゲームを通して、大人をモデルに

して表現の仕方を真似て学び、音楽的想像力を豊かにしつつ、創造的な音楽表現ができるよ

うになるのである。

事例2は、幼児同士が音楽ゲームから得られた知識を土台にして音楽をつくった場面で

ある。これは偶然に起こった活動ではなく、幼児の主体的音楽表現の発達を促すために工夫

されたもので、ここでは、①手拍子まわしからパーランクーによる音の配達へ、そして②大

人による即興演奏から幼児同士の即興演奏への音楽活動を行った。①では、幼児に器楽アン

サンブルをしてもらうために、手拍子まわしと同じ方法で、パーランクーによる音の配達を

しながら、音の工夫を行った。②では、幼児同士の即興演奏を分析すると、幼児は大人の即

興演奏をモデルにし、即興演奏をしていたことが分かった。幼児は大人の即興演奏の中で連

打と鋲の叩きと擦りが一番印象に残ったのか、彼らの演奏に大人と同じ奏法がよく現れた。

幼児は大人の即興演奏から音楽の構造と楽器の奏法に気づき、彼らの演奏に反映させていた。

例えば、k君は大人の模範演奏で繰り返されたあるリズム(J~JJ)を聴き取り、自分の即

興演奏にそれを生かしながら、大人のように変化を楽しんでいた。彼の場合、大人の即興

演奏の構造が理解できたから、自分の演奏にそれを再現したり変化させつつ、演奏を進めた

のである(9･i)。こうしたことがきっかけになり、彼は他児が演奏する時にも、手拍子で

色々なリズムを打ったりしながら、積極的に参加できたと思われる(i)。ミュージシャンは

彼のmi白い行動を真似し、また新たな汗楽戎現の発展方法を示す。こうした大人の援助によ

り、幼児の1三体的参加と多様な音楽表現ができたのである。 消極的参加をしていた幼児も以

上のミュージシャンの援助と即興演奏によって、経験してきた音楽ゲームを想起して次第に

参加するようになる。終盤には今まで積極的参加をしていなかった幼児も主体的に参加する

ようになった(1)。幼児同士が即興演奏をする際、Tは手拍子を打っていたが、それをみて

いた幼児が以前していた手拍子遊びを想起し真似しつつ変えていく。さらにTはその幼児が

したことを拾って生かす。そして楽器をもっていない幼児がTと共に徐々に演奏の当事者と

して参加していく。岩田(1999)は「モノと人の織りなす状況を契機として身体に蓄積さ

れたそれらの関係の中で身体的想起冊)される」という。また「幼児のノリが共有できる遊び

は身体知により集合的に記憶(Ⅱ)され、身体的に共有される」という。MLの場合も、幼児の

即興演奏は過去の音楽表現の経験が基になり、ミュージシャンの手拍子の援助は即興演奏を
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聞いていた幼児に演奏の当事者として参加できる足場掛けになった。その時、五感を通して

行っていた音楽ゲームの身体的想起が起こり、回をおうごとに身体的共同想起される。そし

て幼児みんなが共有していた身体知が集合的に記憶されたのである。もう一つの幼児同士の

音楽づくりの特徴は幼児の音楽表現を見極めることを前提にして組み立てたカリキュラムに

ある。それはヴィゴッキー(1978)がいう「発達の最近接領域」を念頭に置き、幼児が理

解しやすいことばかけと幼児が真似しやすい環境づくりを基にしたことである。つまり塑退

一人ひとりが多様な音楽表現ができること、そして多数の幼児が共に音楽をつくることで何

らか音楽表現が共有していく ことである。 そのためにミュージシャンが音楽表現のモデルに

なり、彼らの示した音楽が足場掛けになったのである。

2つの事例のうち1つ目(1回目）は音楽ゲームを通じた音の探求であり、2つ目の事例

(9回目）は全音楽活動を基盤にした打楽器による即興演奏であった。この2つの音楽活動

を取り上げ、分析することにより、幼児自らの音探しゲームが打楽器による即興演奏に辿り

つく幼児の主体的音楽の変容のプロセスが明らかになったと思われる。このMLは幼児の豊

かな想像力を基盤にした創造性あるものであるといえるだろう。

5おわりに

以上、本論では2つの事例を基に、幼児の主体的音楽表現を活性化するために、音楽づく

りの進め方について考察した。本論の総括として、以下、幼児の主体的音楽表現を活性化さ

せるために筆者が保育の現場で必要と考える保育者の条件を5つ提示したい。これらは、保

育者による幼児の詳細な観察が可能であることを前提としていることは、既に本稿で述べた

とおりである。

l)幼児自身の体験と主体性が基本となる。2)幼児が互いに見て真似られる、自ら学

習しやすい環境を設定する。3）幼児の創造的な音楽表現を音楽活動に生かすことがで

きるようなことばかけをする。4）幼児の音楽表現が深まるような新たな音楽表現のモ

デルとなる。5）音楽ゲームを取り入れ、幼児の音楽的発達を常に意識しながら、音の

工夫（音に関する想像）や多様な音楽経験ができるようなカリキュラムの構築をする。

保育者による幼児の主体的な音楽的表現を生かすような援助のもと、音楽づくりのプロセ

スの楽しさを経験することで、豊かな想像力を育み、その結果創造的音楽表現を発展させる

ことが可能となるのである。

注

(1) 本稿で「ミュージシャン」はミュージックランドの音楽的援助者であり、リーダーやサポーターと

して活動を支える。

本稿で「カリキュラム」は音楽活動の内容（音楽ゲームや即興演奏）を指す。

高須一（2004）「子どもにとって学びがいのある音楽科授業を創造する(3)」『音楽鑑賞教育』

ｊ
ｊ
２
３
１
１
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幼児の主体的な表現を支える音楽活動：表

(4)坪能由紀子･木村充子･味府美香･小川博久･襄眠卿（2005）「幼児の創造的な音楽活動の開発に関す

る研究l」『人間生活学研究科第11号』227項，日本女子大学大学院紀要

(5)日本音楽教育学会（2004）『日本音楽教育辞典』535～536項，音楽之友社

(6)本稿で「音楽ゲーム」は、コンピューターによるリズムゲームではなく、「音楽づくり」のために

用いられるものである。

(7)「ミュージックランド」という名称は2004年度にS幼稚園の園長が「幼児の創造的な音楽活動の

開発に関する研究」を園児と園児の父母に分かりやすく伝えるために自らつけたものである。これ

以降、「ミュージックランド」を「ML」と称する。

(8)「パターンミュージック」とは一定のパターンをいくつか組み合わせ、それを反復してできている

音楽のことである。

(9)本稿で「身体知」はMLの中で五感の経験を通して気づいた知識のことを指す。

00)岩田(1999)は「身体的想起」のことを「モノや人との関係性の想起である」という。本稿では｢幼

児が色々な手拍子（足踏み）または楽器（ポーラン、ジヤンベ、こきりこ、パーランクー）を打つ

時、想起されること」を意味する。

(1D岩田(1999)は「集合的記憶」を集団に組み込まれた記憶とよぶ。本稿では幼児がしてきた多様

な音楽ゲームに組み込まれた記憶を意味する。
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