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Ⅰ 問題の所在と研究の目的

子ども達が今経験していることは，次のど
の経験につながっていくのか，という見通し
があるからこそ，現在の子ども理解が確かな
ものとなる。教育課程から日案までの流れは，
いわばこの「育ちの見通し」にあたり，園で
行うすべての教育活動を支えている1）。
教育課程について，幼稚園教育要領には「創

意工夫を生かし，幼児の心身の発達と幼稚園
及び地域の実態に即応した適切な教育課程を
編成するものとする」2）（下線筆者）とあり，
幼稚園教育要領解説には，教育課程を定める
意義について「幼児の発達を見通し，その発
達が可能となるよう，それぞれの時期に必要
な教育内容を明らかにし，計画性のある指導
を行う」3）（下線筆者）と示されている。つま
り，これらは発達を見通した指導計画の作成
と，それに即した指導の必要性について言及
しており，平成20年3月に官報告示された
新・幼稚園教育要領4）に至ってもその方針は
変わっていない。

領域「表現」においても同様に，音楽的な
発達を見通し，その節目ごとに次に育ってほ
しい方向を「ねらい」に定め，そのために必
要な経験を「内容」に組織した指導計画の作
成が求められる。これは，小学校教育との円
滑な連携を考える上でも，重要な課題である。
この育ちを見通した指導計画を作成するに

あたって，「まず幼児の実態をとらえること
から始まる」5）と高杉（1999）も述べているよ
うに，子どもの実態から音楽的な学びを読み
取り，それらを系統的に組織化することが必
要となる。つまり，どのような音楽的な学び
が，どのような体験の中で育まれ，それはど
こに向かうのかということを，整理して理解
することである。
これまで，筆者は実際の活動場面における

子どもの発言や表情・行動の変化を手がかり
に内的な変化を推察し，音楽的な学びを捉え
る作業を重ねてきた。これは，津守（1980）
の，体験から発達を読み取る手法を参考にし
ている6）。
しかし，これまでの一連の研究7）では，限
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定した場面における検証であることや，エピ
ソードを抜き出して説明する形をとるものが
多く，一般的な結論を得て広く外的妥当性が
あるとは言い難い。
そこで本研究では，子ども達が異なった環

境設定の下で音楽活動をしている実態を広く
集め，3・4・5歳児の体験の中で育まれる
学びの内実を明らかにすることを目的とす
る。客観性を高めるために，外面からわかる
「音楽行動」に注目して分析する。というの
は，音楽行動が，前述したように，なんらか
の内的な動機があって生じると考えるからで
ある。
また，「音楽行動」という言葉については，

幼稚園教育要領に「幼児の音楽行動は，歌や
合奏の場面だけでなく，遊びを通して発展し
ていくものである」8）とあるように，演奏・鑑
賞活動に限らず「音楽的要素が引き金になっ
て誘発された行動」と広く解釈する。
3・4・5歳児の学びの体験の内実を明ら

かにした上で，系統的に指導する内容や方法
の示唆を得，教育課程作成の基礎資料とした
い。
なお，本論は第60回日本保育学会における

口頭発表「幼児の音楽表現の指導（5）―学
びの体験―」を加筆修正したものである。

Ⅱ 研究の方法

〈調査1〉実験者主導で音楽遊びを行った事
例
観察期日：2004年12月21日
対象園：愛知県一宮市立Ｈ保育園 3歳児53
名 4歳児50名 5歳児47名
方法：筆者が行った音楽遊び「わいわいコン
サート」注1）を，提示した音楽内容ごとに区切っ
てデータ収集を行う。
〈調査2〉実験者が，環境設定のみ行った遊
びの事例

観察期日：2005年12月14日
対象園：愛知県一宮市立Ｋ保育園 3歳児31
名 4歳児25名 5歳児37名
方法：筆者が楽器の準備のみ行って，自由遊
びを行う。楽器の種類ごとにデータ収集する。
〈調査3〉園児の中から自然発生した音楽遊
びの事例
調査期日：2002年6月～2003年1月
対象：愛知県一宮市立保育園11園 保育者47
名
方法：子ども達の間に自然発生した音楽遊び
を，保育者から調査した（観察期間：「わい
わいコンサート」後の一週間，自由記述方式）。

Ⅲ 結果

1．「学び」の捉え方
今まで幼児教育の場で「学び」という言葉

は一般的に使われてこなかった。しかし，平
成17年1月の中央教育審議会答申「子どもを
取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教
育の在り方について」では，幼児の生活の連
続性及び発達や学びの連続性の確保が課題と
なった（下線筆者）。また，新・幼稚園教育
要領では，「発達や学びの連続性」（下線筆者）
「幼稚園と家庭などでの生活の連続性」「子
育ての支援と預かり保育の充実」が，改訂の
重要な3本柱になっている9）。このような経
緯を経て「学び」は，広く使われるようになっ
てきた。
では，学びとは，一体どのようなことを指

すのであろうか。先に改正された学校教育法
（平成19年6月）では，小学校教育において
「生きる力」を支える「確かな学力」の要素
を，以下の3つであると明確に打ち出してい
る10）。
① 基礎的・基本的な知識・技能
② 知識・技能を活用して課題を解決する

ために必要な思考力・判断力・表現力
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等
③ 主体的に学習に取り組む態度
具体的に，幼稚園教育の音楽に関わる項目

では「表現，造形等に親しむことを通じて，
豊かな感性と表現力の芽生えを養う」と示し
ている11）。さらに，幼稚園教育要領では，生
きる力の基礎となる心情・意欲・態度の育成
を狙いに掲げている。この考え方は，ニュー
ジーランドの幼児教育カリキュラム「テ・
ファリキ」でも見ることができ，幼児期を，
「学びの意欲」が育つ時期であると示してい
る12）。これは，米国の心理学者キャロル・ド
ウェック（2000）の「学ぶ意欲というのは遊
びの中で困難なことや不確かなことにチャレ
ンジすることで育つ」13）という研究成果を手
がかりにしている14）。
幼稚園は，「義務教育及びその後の教育の

基礎を培う」15）ものであることを踏まえると，
幼児期の音楽的な学びは，「学ぶ意欲」と生
涯の音楽活動を支える「土台となる音楽的能
力」との両面から捉えなければならないと考
える。

2．「音楽行動カテゴリー」による分類
「音楽行動カテゴリー」を設定し，調査1．
2．3で収集したデータの分類を行った。こ
のカテゴリーは，これまでの研究結果16）に基
づいて作成している。さらに，年齢と音楽行
動の関係を調べるため，クロス集計を行った
（表2．3，図1）。
その結果，3歳児はカテゴリー（イ）（ロ）

（ハ）の出現頻度が高く，4歳児は（ニ）（ホ）
（へ），5歳児は（ニ）（ホ）（ト）に加え，
それまで見られなかった（チ）（リ）も高い
頻度で観察された。
次に，特長的に現れた音楽行動の具体的な様
相について，調査ごとに事例を挙げて説明す
る。

表記 カテゴリーの内容

イ 音の感触や，音高に注意が向く

ロ 音色や速さにイメージを持ち，身体表現する

ハ 拍へ，同期する

ニ 音や音楽に，イマジネーションを膨らませる

ホ リズムや旋律に興味を持ち，敏感に反応する

へ 多様な方法で発音し，音やリズムの感じを
試す

ト 音高や音色の違い，発音のしくみに関心を
持ち，その原因を探ろうとする

チ 個人的な表現をする

リ 音楽のしくみ（フレーズの違いや，曲の構
成等）に，気づく

表1．音楽行動カテゴリー

図1．園児の年齢と音楽行動の関係

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ その他 計

3歳児40％27％15％ 4％ 6％ 0％ 0％ 0％ 0％ 8％100％

4歳児 7％ 2％ 4％31％26％15％13％ 0％ 0％ 2％100％

5歳児 5％ 0％ 1％14％18％12％31％13％ 5％ 2％100％

表3．園児の年齢と音楽行動の関係（相対度数表）

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ その他 計
3
歳
児
19 13 7 2 3 0 0 0 0 4 48
（．40）（．27）（．15）（．04）（．06）（．00）（．00）（．00）（．00）（．08）

4
歳
児

4 1 2 17 14 8 7 0 0 1 54
（．07）（．02）（．04）（．31）（．26）（．15）（．13）（．00）（．00）（．02）

5
歳
児

4 0 1 12 15 10 26 11 4 2 85
（．05）（．00）（．01）（．14）（．18）（．12）（．31）（．13）（．05）（．02）

計 27 14 10 31 32 18 33 11 4 7187

表2．園児の年齢と音楽行動の関係（クロス表）
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⑴ 実験者主導で行った音楽遊び（調査1）
絵描き歌の場面からは，以下の様子が観察

された（詳細は，後述の記録資料（フィール
ドノーツ抜粋）参照）

［3歳児］
・実験者が歌いながら描いたソフトク
リームを，ほとんどの子どもが一様に両
手で受け取り，実験者に向かって笑顔で
アムアムと食べる真似をする（ロ）。

［4歳児］
・描いたソフトクリームを，パクッと食
べる子，いかにも本物を舐めている感じ
の子，いつまでもペロペロと舌で舐め続
けている子，「あー，おいしかった」と
感想を漏らす子等，表現の仕方は様々
で，3．4．5歳児の中で一番おいしそ
うに食べる真似をする（ニ）。

［5歳児］
・実験者の後に続いて大きな声で唱和し
ている。
・わらべうた音階で創った歌には，次に
続くだろう歌詞やメロディを予想して
歌ってくる子も見られた（チ）。
・3度高くハモるように重ねた声まで聞
き取って歌う子もいた（ホ）。

これらの事例から，3歳児においては実験
者と一緒に音楽する嬉しさにあふれている様
子が観察でき，4歳児ではイマジネーション
豊かに音楽を感受する姿，5歳児では旋律に
興味を持ち自分なりに表現する姿等が認めら
れた。
また，この他にラップの芯を使ってトロン

ボーンを真似た手作り楽器を演奏した場面で
は，その奇妙な音に，3歳児は聴いた途端笑
い出し（イ），4歳児は動物の真似をして這っ
て歩き出し（ニ），5歳児は「耳こそばゆ」「ど
うやって鳴らしているの」「穴（が）開いて
いるんでしょ」という，発音の仕組みを探ろ
うとするつぶやきが聞かれた（ト）（記録資
料）。

⑵ 実験者が環境設定のみ行った遊び（調
査2）
ここでは，空き缶にバネをつけた手作り楽

器で遊んでいる事例を挙げる。（詳細は，後
述の記録資料（フィールドノーツ抜粋）参照）

［3歳児］
・カシャカシャ鳴らして歩き回る（イ）。
・手作り楽器を保育者に見せにいく
（イ）。

［4歳児］
・鳴らしてから，床に置いてみたり，中
を覗いたり，耳に当てたりして聴いてい
る（へ）。
・園長先生から「バネを触ると音が止ま
るよ」と話しかけられてもそれについて
はあまり興味を示さず，多様な方法で音
を出している（へ）。
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［5歳児］
・缶を左右に振ったり，上下に振ったり
して鳴らしている（へ）。バネを見なが
ら，握る強さを変えて音の止み具合を試
している（ト）。
・一人黙々と，鳴らしてはバネを握るこ
とを繰り返し「音（が）止まるよ，触る
と音（が）止まるよ」と大きな声で伝え
ている（ト）。

これらの事例から，3歳児は，音に興味を
もち鳴らす喜びを感じ，それを保育者に伝え
る様子が観察でき，4歳児では，自ら多様な
方法で発音して音を試す様子が，5歳児で
は，なぜ音が鳴ったり止んだりするのかその
原因を探ろうとする様子などが観察された。

⑶ 園児の中から自然発生した音楽遊び
（調査3）
子ども達に自然発生した遊びを保育者から

調査した。その中から，手作り楽器遊びに関
する記述を，例に挙げる。（詳細は，後述の
記録資料（フィールドノーツ抜粋）参照）

［3歳児］
・5歳児の鳴らす音を聴いて「ガオー」
と真剣な表情で怪獣の真似をして歩き出
した（ロ）。

［4歳児］
・3輪車小屋を締め切って真っ暗にし
て，中で音を鳴らしてごっこ遊びをして
いた（ニ）。

［5歳児］
・ストローのつける位置をずらしたりし
て音が鳴るよう調節し（ト），フィルム
ケースの口を手のひらでふさぐ加減で音
の高さを変え「ホーホケキョ」と鳥の鳴
き声を真似たり，さらにはみんなで合奏
する歌をきめ，演奏を披露した（チ）。

これらの事例からは，音の雰囲気に怪獣を
イメージして身体反応する3歳児の姿，音色
からイマジネーションを膨らませ，友達と
ごっこ遊びに発展させていく4歳児の姿が認
められる。5歳児は，保育者や友達との協同
的な学びの中で，発音の仕組みを探り，音程
を操作し，自分なりの表現を創り出している
様子が認められた。

3．「音楽体験カテゴリー」による分類
事例を見ていくと，クロス表（表2）で頻

度の高い音楽行動カテゴリーのものには，具
体的な様相に，それぞれ関連があることがわ
かった。例えば，3歳児の「スライドホイッ
スルの音にゲラゲラ笑い出し（イ），その後，
音に合わせて何度もジャンプを繰り返す
（ロ）」，4歳児の「絵描き歌を覚えようと懸
命に模唱し（ホ），描きあがったソフトクリー
ムを一番おいしそうに食べる振りをする
（ニ）」，5歳児の「ストローを付ける位置・
角度を試しながら笛を作り（ト），歌に合わ
せて吹くことやその曲名を相談していた
（チ）」等である。そこで，カテゴリーの再
編成を行った（表4）。
関連のある音楽行動カテゴリーを組み合わ

せ，「音楽体験カテゴリー」とし，年齢との
関係を調べるため，クロス集計（表5．6，
図2）を行った。
さらに，この二つの変数に連関があるかど
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うかを，クラメールの連関係数Ｖを計算して
求めた。Ｖ≒0．58（0≦Ｖ≦1）となり，数
値的にもこの体験カテゴリーは，年齢による

連関があることが認められた。

4．幼児の音楽行動と中学校学習指導内容と
の関連
年齢ごとに特長的に現れた音楽行動の内容

が，現行の「中学校学習指導要領解説 音楽
編」の「Ａ表現」領域に述べられている5つ
の音楽的要素のうち，3つと重なるという結
果になった（資料1）17）。例えば，3歳児に
一番顕著に現れたカテゴリー（イ）は，資料
1の①に，4歳児のカテゴリー（ニ）は資料
1の③に，5歳児のカテゴリー（ト）（リ）
は資料1の②に，という具合である。このこ
とから，次のことがわかる。3歳児は資料1
の「①音楽の素材としての音」に敏感に反応
してくる時期であり，4歳児は「③音楽に
よって喚起されるイメージや感情」が十分育
つ時期，5歳児は「②音楽の仕組み」に強い
興味を持つ時期である。つまり，中学校で行
う指導内容の音楽的な土台は，幼児期に培わ
れるといえよう。

資料1．現行の中学校学習指導要領解説 音
楽編における『Ａ表現』領域の内容の構成に
ついて〈要約〉18）

①音楽の素材としての音
音楽は音からなり，音楽表現は，音を

媒体とする。楽器の音のみならず，私た
ちを取り巻く環境にある様々な音を含め
て考えることが必要。
②音楽の仕組み
音は，音と音の関係の中で意味をもち

音楽となる。音を関連付ける原理や要素，
すなわち音楽の仕組みを知ることが必要
③音楽によって喚起されるイメージや感
情
音楽表現を通してイメージや感情を育

カテゴリー 内容

感じる
（イ・ロ・ハ）

気づいた音にイメージを持って身体
理解することで，より具体的に感じ
る

味わう
（ニ・ホ・ヘ）

イマジネーションを膨らませたり，
多様な方法で音を出したりすること
で，音や音楽に，意味や妙味を感じ，
味わう

表す
（ト・チ・リ）

音の仕組み・音楽の仕組みに関心が
広がり，それを個人的な表現で表す

年齢
感じる

（イ，ロ，ハ）
味わう

（ニ，ホ，へ）
表す

（ト，チ，リ）
計

3歳児 39 5 0 44
（．89） （．11） （．00）

4歳児 7 39 7 53
（．13） （．74） （．13）

5歳児 5 37 41 83
（．06） （．45） （．49）

計 51 81 48 180

年齢
感じる

（イ，ロ，ハ）
味わう

（ニ，ホ，へ）
表す

（ト，チ，リ）
計

3歳児 89％ 11％ 0％ 100％

4歳児 13％ 74％ 13％ 100％

5歳児 6％ 45％ 49％ 100％

表4．音楽体験カテゴリー

表5．園児の年齢と音楽体験の関係（クロス表）

表6．園児の年齢と音楽体験の関係（相対度数表）

図2．園児の年齢と音楽体験の関係
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てる立場から，学習過程において音楽に
よって喚起されるイメージや感情に注目
することが必要。
④音楽の技能と表現
自分の解釈やイメージを音を通して適

切に表現していくために，諸技能の獲得
が必要。
⑤音楽を支える風土や文化・歴史
①から④までの指導内容を支えるもの

が，人間の生活の基盤である自然，社会，
文化といった環境である。

Ⅳ まとめ

幼児の音楽行動は，年齢ごとに特長を見せ，
それらは相互に関連を持ちながら，3歳児は
「感じる体験」，4歳児は「味わう体験」，5
歳児は「表す体験」を形作っていた。今回の
研究で明らかになった3．4．5歳児の音楽
的な学びの体験は，具体的には以下のような
様相になる。

「3歳児―感じる体験」
音の感触や音高・音色・テンポ等に注

意が向き，身体感覚を活発にして音や音
楽を感じる。
「4歳児―味わう体験」
リズムや旋律に関心を寄せ，多様な方

法で音やリズムの感じを試したり，イマ
ジネーション豊かに感受したりして，音
や音楽の妙味を味わう。
「5歳児―表す体験」
イマジネーション豊かに音楽を感受す

るだけでなく，音や音楽の仕組みに興味
が広がり，その原因を探ろうと発音を工
夫したり，フレーズの違いを自分なりの
表現で表わそうとしたりする。

また，クラメールの連関係数Ｖを求めた結
果，Ｖ≒0．58（0≦Ｖ≦1）となり，数値的
にも，これらの体験は，年齢による連関があ
ることが認められた。このことは，「感じる
体験」「味わう体験」「表す体験」と順に紡が
れてこそ，確かな学びとなることを示唆して
いる。
そして，これらの体験をそれぞれの時期の

子ども達に存分にさせることは，「学ぶ意欲」
を育てるだけでなく，表1に示した一つひと
つの音楽行動を支え，延いては生涯における
音楽的な学びの土台となる能力を育んでいく
ことになる。
今回の研究結果は，幼小の連携教育のみな

らず，幼小中までも見据えた指導計画の作成
が可能であることを示している。このことは，
今後の課題として残される。

注

1）筆者は，幼児の発達に即した音楽活動を
模索して，幼稚園・保育所等で「音で遊ぼう―
わいわいコンサート」と名づけた体験型音楽
会を，1996年より行っている。
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年齢
音楽の内容
（楽器・音具・曲名）

3歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

4歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

5歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

12．絵描き歌

「クマ」「ネコ」「ブタ」
「ソフトクリーム」

・できあがっていく絵を，じっと見つめて聴
いている（100％）
・2回目には，指を出して描く真似をする（5
人10％）
・出来上がったソフトクリームを，実験者に
向かって笑顔で，アムアムと食べる真似をす
る（90％）（みな一様な食べ方）

ロ

・じっと見つめている（100％）。
・異年齢児より，絵〈ex.ブタ）を当てるのが速い
・歌を覚えようとするかのように，2回目か
らは，ついて歌ってくる。
・「ブタ」が描きあがると「ブーブー」と鼻
を鳴らして泣きまねをする（50％）
・描きあがったクリームを異年齢児と比べ，
一番おいしそうに，大げさに，個々の表現
（「あーおいしかった」とつぶやく，いつま
でもペロペロ舐めている等）で食べる真似を
する（80％）

ニ・ホ

・真剣に，じっと見つめている（100％）。伸
び上がって見ている〈50％〉
・実験者について歌う。最後まで，声がとぎれ
ないで，ついて歌っている。よく声がでている。
・指を出して絵を真似て描いている子も数人
いる
・次に続くだろう歌の歌詞やメロディーま
で，推察して一緒に歌っている子もいる
（20％）
・2回目には，指を出して最後まで一緒に絵
をなぞっている〈5％〉

ホ・チ

15．音具で演奏する

（ラップの芯をトロ
ンボーンのように使
う

・音を聴いた途端笑い出す（70％）
・実験者の誘いで音楽に合わせて歩く
・実験者の吹く真似をしながら（50％），歩
く（100％） イ・ロ

・音を聴いた途端，友達と顔を見合わせて笑
い出したり，「おならの音みたい」と感想を
言ったりする（80％）
・友達と顔を見合わせながら歩いていたが，
途中で4つん這いになって動物のように歩き
出したり（男児2人），ウサギのようにジャン
プしながら進んだりと歩き方に工夫が見られる

イ・ニ

・音を聴いて笑い出しながらも，身体全体を
使って歩いていく（90％）
・音具のすぐそばにいた子数人が「耳，こそ
ばゆ」と言う
・「どうやって，鳴らしているの？」「穴開い
ているでしょ，知ってるよ」と音具の構造に
ついて質問する

イ・ト

19．ピアノに合わせ
て歩く。走る

「火祭りの踊り／
ファリャ」中間部

4ビート伴奏：歩く
強音：立って歩く
弱音：しゃがんで歩
く
8ビート伴奏：走る

・4ビートから8ビートに変えると，子ども
達は，徐々に走り始める（100％）。
・4ビートに戻すと，走るのを徐々にやめて
歩き始める（100％）。
・繰り返していると，8ビートの時，
「キャー」と歓声をあげて走る子もいる。
・走りながらもピアノのそばにくると，演奏
者を見ながら動いている。
・友達と一緒にではなく，個々に，実験者を
見ながら，音楽に反応して動いている。
・強弱については，保育士に促されて動く

ロ・ハ

・ピアノの方を向き，音が始まるのを待って
歩き出す（100％）。
・前が詰まって歩きにくそうでだが，音楽に
合わせて歩いている（80％）。
・横に5・6人連なって，手をつないで歩い
ている（20％）。
・8ビートに変わると，徐々に走り出す
（100％）。
・電車のように縦に連なって，走る女児（10％）
・弱音の時，しゃがんで歩いていたが，繰り
返すうちに，腹ばいに寝転がり，ひじと膝で
床を擦る様に進んでいく男児，それを真似す
る（30％）

ハ・ニ

・ピアノの方を向き，音が始まるのを待って
歩き出す（100％）。
・大勢いて前の子との十分なスペースもな
く，膝を上げて調整しながら，拍に同期している
・友達同士手をつないで歩く（20％）
・8ビートの時，電車のように縦に連なって
前の子の服をつかまりながら走っていた
（20％，4人組・2人組も観察）が，次第に
手を離し，個々に動き出す。
・フレーズの変わり目で音を弱くすると，最
初の一拍目から，サッと反応して，しゃがん
で歩く（30％）。
・8ビートへの対応も速い

ハ・リ

記録資料．調査1・2・3より得たフィードノーツ，及び，調査資料の抜粋
調査1．【実験者主導で音楽遊びを行った事例】
〈観察園〉愛知県一宮市Ｈ保育園 〈観察期日〉 2004年12月21日 〈観察対象児〉3歳児53名 4歳児50名 5歳児47名
〈観察方法〉参加型音楽会「わいわいコンサート」を年齢ごとに行い，それをビデオカメラで撮影する。子ども達の中に現れた音楽行動を，時間間隔ではなく，提示し
た音楽内容ごとに区切って記録する。その相対度数を括弧で示す。さらに，園長，保育士，参観した保護者2人のインタビュー，実験者である筆者の感じた印象等もデー
タ資料とした。
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年齢

楽器
3歳児

音楽行
動カテ
ゴリー

4歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

5歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

缶ドラム

・かしゃかしゃ振って音を出している
・鳴らさないで，持っている（持っていること
に満足している感じ）。
・（不思議な楽器に触ったことで満足し，）保育
士に「これ」と自慢そうに見せている。

イ

・ぐるぐる一生懸命回して音を出している
・缶を鳴らしては，触ったり，床においてみた
り，耳にくっつけてみたりしている
・友達と一緒に感想を言い合いながら，音を出
している。音を聴いている女児が中を覗き込ん
だりしている
・大きな缶ドラムを持った男児が近づいてき
て，鳴らし合いを始める。揺れるバネの動きを
おもしろがっている
・園長が「バネ触ると音止まるね」と話しかけ
るが，そこにそれ程興味を示さない。
・缶を逆さに向け，バネの先を持って缶の底へ
当てて音をだしている。保育士に「反対やよ」
と言われ，振って耳にちかづけて音を聴いてい
る

ヘ

・一人で黙々と，振って鳴らしてはバネを触る，と
いう動作を繰り返し，「音止まるよ。触ると音止ま
るよ！」と大きな声で発見したことを何度も伝える
男児。
・横（左右）に振ったり，縦（上下）に振ったりと音の
出し方を変えては，バネをつかむのを繰り返す。その
うち，缶を高く上げて振って鳴らし，バネを見ながら
ぎゅっとつかんだりと，つかむ強さを変えて試して
いる女児〈…関心の矛先がバネに変わってきている
ことが分かる）
・踊るように身体全体で思いっきり強く缶を振って
音を出し，バネをつかむ
・スプリングドラムで試した後，缶ドラムにもち換
えて，同じように，振ってはバネをつかむという動
作を繰り返している。
・一回ポンと下に落とすように振って音を出し，バ
ネの動きを見ていて，それからぎゅっとつかんで音
を止める，この動作を一人黙々と繰り返している男児。

ヘ・ト

年齢

内容
3歳児

音楽行
動カテ
ゴリー

4歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

5歳児
音楽行
動カテ
ゴリー

手作り楽
器遊び

・5歳児が，紙コップとひもをつないで作った
楽器を，3歳児の部屋に見せにきた。楽器より
も音に対して興味を持った様子で，恐竜や怪獣
の大好きなＫ君が，その音を聴いて「がぉーっ」
と，怪獣になりきって歩き回り始めた。それに
つられて男の子達が，怪獣や流行っているヒー
ロー（ハリケンジャーなど）に真剣な表情でな
りきって歩き回り始めた。

ロ

・当日午後，ヨーグルトのカップとひもを用意
し，楽器を作って見せると，「僕も欲しい」「私
も…」と何人かの子が集まってきた。一人ずつ
作って渡すと，…室内だけでなく戸外へ持って
いき，ついには，三輪車小屋を閉め切って真っ
暗にし，中で音を出して，ごっこ遊びをしてい
た。 ニ

・当日の午後，フィルムケースとストローの笛を
作ってみると，「作って」と全員がかわるがわる集
まってきた。「吹けんん」「鳴らん」「どうやるの？」と，
かんしゃくをおこして泣き出す子もいたが，スト
ローの位置をずらしたりと，保育士と子ども一緒に
考えながら鳴らし，2日かかって，全員が鳴る笛を
持つことが出来た。鳴るコツが解るといろいろな音
を出すことを始めた。「ホーホケキョと鳴るよ」一人
が発見しクラスの子みんなに広がった。「七夕祭りに
お母さん達来る時に聴かせてあげよう」という子が
いて，何の歌がいいか相談を始めた。「ことりのうた」
「うぐいす」…結局「うぐいす」に決まり，歌に合わせ
て笛を吹いた。何となくですが，音程もとれていた。

チ・ト

調査2．【実験者が，環境設定のみ行った楽器遊びの事例】
〈観察園〉愛知県一宮市Ｋ保育園 〈観察期日〉2005年12月14日 〈観察対象児〉3歳児31名 4歳児25名 5歳児37名
〈観察方法〉筆者が楽器の準備のみ行った，自由遊び。楽器の種類ごとにデータ収集する。（逸話記録法）

調査3．【園児の中から，自然発生した音楽遊びの事例】
〈対象園〉愛知県一宮市公立保育園 11園 〈観察期日〉2002年6月～2003年1月 〈観察対象児〉3歳児 4歳児 5歳児
〈観察方法〉筆者が行った「わいわいコンサート」後，子ども達の間に自然発生した音楽遊びを，保育者47人から調査する。 （観察期間…1週間，自由記述方式）


