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要　約

　歌唱による表現は子どもにとってごく身近で自然に楽しめるものであるが、保育現場では単に歌わせているような
集団での一斉歌唱、子どもの歌声に耳を傾けずひたすらピアノを弾くだけの保育者等と問題も多い。おそらく子ども
の現状に疑問を抱きつつ、その打開策を見いだせないものと思われる。本稿では歌唱活動における保育者の役割につ
いて再考するとともに、表現を引き出し伸ばしていく手立てについて探究した。具体的な指導法として先行研究に引
き続き、幼児音楽教育の考え方に多くの示唆を与えるオルフの理念に基づく歌唱活動の事例から検討した。オルフの
理念からは「コミュニケーション」「遊びの視点での展開」「総合的な指導」といった現在の幼児教育に求められている
要素が多く含まれていることが分かった。実践からは表現するプロセスの中で、自分なりの表現を探究できるような
援助を手立てとして行っていることが明らかとなった。自分なりの表現を育むために、子ども自身をよく見つめ、瞬
時に子どもの表現を探究し育てていく力こそが、これからの歌唱における保育実践力として求められるであろう。

　キーワード： 音楽表現、歌唱指導、感性の育ち、オルフ・メソード、保育園、自分なりの表現、過程

ABSTRACT
　　Self-expression through singing is normally an activity that does not require children to push themselves 
hard, meaning they can enjoy it anytime. At childcare facilities, however, children are often forced to sing as a 
group, while childcare workers focus on playing the piano without listening to the children’s singing. Although 
these childcare workers may be aware of the situation, they have been unable to find any practical solutions to 
the issue. This study investigates the roles of childcare workers in children’s singing activities and methods of 
helping children develop abilities to express themselves. As in our previous study, this paper also examines details 
of methods that use singing teaching based on the Orff Philosophy－a set of principles to provide insightful 
perspectives of music education for young children. The findings of our study show that the Orff Philosophy 
contains a number of elements required for the education of young children today, such as communication, use 
of playing factors, and comprehensive teaching. According to reports of cases in which the Orff Philosophy-based 
method was put in practice, children were trying to express themselves in their own way while singing as a 
means of self expression. To assist children in fostering their own manner of self-expression, it is vital to watch 
them closely, spot their uniqueness in self-expression, and nurture this uniqueness to provide better childcare in 
singing activities.

　Key words : music representation,  singing teaching,  sensitivity growth,  Orff Method,  childcare center,
 one’s own way of self-expression,  process  
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はじめに

　平成20年3月『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』が
同時改訂され、保育現場ではその趣旨を踏まえた保育内
容が検討されている。施行後1年が過ぎた現在、改訂の
趣旨を生かした保育が果たして実行されているだろう
か。
　5領域の一つである保育内容「表現」においては、「表
現に関する指導を充実し、表現する過程を大切にする」
といった点が強調されたことが改訂の要点である。つま
り、結果としての表現を見ることだけでなく、結果に至
るまでの過程を大切にすることこそが重要であるという
ことであろう。また表現する過程の中で、子ども一人ひ
とりの表現を引き出し伸ばしていく保育が求められてい
る。しかしながら、保育現場ではこの表現する過程の重
要性は認識されているとは思うが、実際にどのような手
立てで幼児の表現と関わっていくかというところまで考
えられている保育者はどの程度いるだろうか。今回の改
定事項を実現できるかは保育者自身が表現する過程の中
での保育者の役割についてどう捉えるか、そして保育者
の表現へと導いていく力、保育実践力の有無によるもの
であると考える。
　様々な表現の中でも音楽による表現活動は乳幼児期の
成長に不可欠な役割をする。子どもの音楽活動には、「う
たう」「奏する」「うごく」「聞く（聴く）」活動が大半で、
他に歌にふりをつける、絵本の内容に効果音をつける等
の「つくる」活動が挙げられる。これらの活動の中でも
歌を「うたう」活動は、子どもにとってごく自然で簡単
に楽しめるものである。保育現場における歌唱活動は全
員で一緒に歌うといった一斉歌唱が中心であるが、子ど
もが生活の中で耳にした歌を園で口ずさむ姿はよく見ら
れ、これも「うたう」活動に含まれる。つまり、子どもに
とって歌うことは日常であり、遊びのひとつであると言
える。しかしながら、保育現場では単に歌わせているよ
うな集団での一斉歌唱、昼食や帰りに歌う決まりきった
歌唱、子どもの歌声に耳を傾けずひたすらピアノを弾く
だけの保育者等、歌唱活動には各園での工夫により少な
くなったものの依然として問題が多い。また、現役の保
育者からも‘大きな声で’‘元気よく’‘きれいな声で’と
しか言えず歌唱の指導がよくわからないといった歌唱活
動の難しさについて相談を受けることがある。保育者ら
を見ていると歌唱活動においてあらゆる援助があるにも
関わらず、ピアノ伴奏に徹してしまっているようにさえ
感じる。おそらく子どもの現状に疑問を抱きつつ、その
打開策を見いだせないものと思われる。しかしながら歌
とは保育者と子どもが一緒になって楽しむものであり、

保育者は活動を通して育まれる感性や表現を引き出し伸
ばしていく存在でなければならない。このように保育現
場では歌唱活動における指導の課題を抱える中、子ども
一人ひとりの表現を引き出し伸ばしていくための具体的
な手立てを探究していくことが早急に求められている。

1．研究の目的と方法

　本稿では乳幼児期の歌唱活動における保育者の援助に
ついてその具体的な手立てを考え、これからの保育者に
求められる“保育実践力”について考える機会としたい。
　乳幼児期における歌唱活動について考えてみると、単
に歌うだけでなく、歌にふりをつけて踊りながら歌った
り、子どもの日常生活に基づいた歌を歌うことで言葉を
覚えたり、歌単独でなく「動き」や「ことば」を同期させ
たものである。このことから考えると、先行研究 1）で取
り上げたカール・オルフ（Carl Orff 1895～ 1982）が提唱
する音楽教育（以降オルフの音楽教育）は、「音楽」「動き」

「ことば」の3要素が一体となっており、子どもの歌唱活
動においてもその理念は生かされるものである。
　そこで本稿では実践例として、これからの幼児音楽教
育の考え方に多くの示唆を与えるオルフの理念を取り入
れた歌唱活動を取り上げ、保育者の具体的な手立てを考
察するとともに子どもの表現がどのように変容してい
くのか考察し、表現が育成されていく過程を探りたいと
思う。先行研究で取り上げた活動はオルフの専門機関で
行っている活動であったが、本稿では保育現場での活動
に注目した。この活動はオルフの活動ではなく、オルフ
講師をしている保育者が保育現場でその理念を生かし歌
唱指導を行ったものである。よって、幼稚園や保育園と
いった保育現場で展開できる事例として興味深いもので
ある。観察に際しては、先行研究を参考に「表現する過
程の重要性」、「自分なりの表現の育成」の2つの観点か
ら、分析・考察を行う。

2．乳幼児期における歌唱活動

　ここでは現行の『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』
に示されている歌唱活動に関わる事項についての検討
と、乳幼児期における歌唱活動についての先行研究や文
献から歌唱活動における課題を探り、考察する。

2.1　子どもにとって歌とは
　園生活のさまざまな場面において、子どもは歌と出会
い、歌で遊び、歌を口ずさむ。では、子どもはいつ歌と出
会い、歌い始めるのだろうか。
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　子どもの歌う活動はまず歌を聞くことから始まると言
われている。園見学で出会う子どもを観察していると、
0～ 1歳児にかけての子どもは保育者の歌声に耳を傾け、
笑顔になったり、手足等の身体を動かしている。よって、
保育者がどのような声で語りかけ、どんな声で歌うかと
いうことは重要となってくる。
　子どもにとって歌うことは、個人レベルにおいて生活
の様々な場面において意味をもつだけでなく、集団形成
という意味においても大きい。一斉歌唱では、子どもに
とって自分の好きなように歌えないこともあるだろう。
しかし、集団での歌唱は、教育要領解説に「幼児同士の
表現が影響し合い、幼児の表現は一層豊かなものとなっ
ていく」と示されているように、集団の活動ならではの
楽しみもあり、一人の表現からは生まれない表現が出て
くるものである。
　歌うことを通して、育まれるものについては集団形成
という意味だけでなく、子どもの感性、表現力、創造性
の基礎を培うものである。指針に示されている保育の目
標の一つに「さまざまな体験を通して、豊かな感性や表
現力を育み、創造性の芽生えを培うこと」と示されてい
るように、歌唱活動とはまさに表現活動のあるべき姿を
意味していると言えよう。

2.2　歌唱活動で育まれる子どもの可能性
　また「表現」領域の内容に「⑥感じたこと、考えたこ
となどを音や動きなどで表現したり、自由にかいたり、
つくったりする。」とあるように、生活の身近な出来事
から多くの発見や経験をイメージとして蓄積すること
は、感性や表現力を培うことにつながる。このことは、
保育者が歌のイメージを膨らませることのできるような
工夫や環境設定を行い、単なる一活動としての歌唱でな
く、子どもの可能性は引き出す活動として保育者が捉え
なおす必要があることを意味している。
　では歌唱活動で育まれる感性、表現力とはどういった
ものなのだろうか。領域「表現」とは、“感性と表現に関
する領域”に位置づけられており、感性については表現
活動のプロセスの中で育まれるものであることが示さ
れている。つまり、感性と表現力は切り離すことができ
ないものである。豊かな感性とは、自然と育まれるもの
でなく、子どもが園生活（環境）の中で心を揺さぶられ
何かを感じ、考えさせられるような出会いがあって育つ
ものである。感性とは、“感じる力”を示すが、研究者に
よってその捉え方は様々である。しかしながら、音楽教
育研究者の捉え方に共通している点は「感じ取る力」だ
けでなく、「創造していく力」にまで言及している点であ
る。すなわち、創造することの原点といえる‘イメージ’

することに始まり、思考、認識といった一連のプロセス
が感性には含まれているものと捉えられよう。子どもは
表現活動の中で内面に蓄えられた事象や情景を思い浮か
べて想像の世界を楽しんでいる。歌唱活動においても、
歌詞に表現されている事物等をイメージできるような環
境設定だけでなく、その体験が充実したものとなるよう
な保育者の支えが感性を引き出す可能性へと導くのであ
る。
　では、歌唱活動で育まれる“表現力”とはどういった
力を指すのであろうか。歌唱活動で育まれる表現力のス
タートは音声による表現と捉えることができる。子ども
が生まれてからの表現を考えてみると、「アー、ウー、マ
マ、マンマ」などのような音声表現は、旋律的な抑揚や
リズムも持っており一見歌のような印象を受ける。子ど
もは音声の抑揚を楽しんだりする中で、感情を即興的に
表したりするようになる。つまり、自分なりの表現の初
期段階が歌による表現であると言え、子どもの表現力の
成長に大きな影響を与えるものである。
　では表現力について教育要領や指針にはどのように示
されているのだろうか。表現の全ての内容において、「自
分なりの表現」という文言が多く示されていることが分
かる。また、教育要領解説の中で「幼児は、自分なりの表
現を他から受け止められる体験を繰り返す中で、安心感
や表現する喜びを感じる」と示されており、表現とは自
分ひとりで楽しむだけでなく、他とのコミュニケーショ
ンを通して育まれることが大切であるということであろ
う。また、自分なりの表現は素朴な形で現れることが多
いので、保育者はその表現を受け止めるだけでなく、気
づくことが求められる。ではこれについて歌唱活動で考
えると具体的にどういうことであろうか。
　まず、歌唱活動においても一人ひとり同じ歌い方でな
く、いろんな歌い方を保育者が認めることが大切である
ということが考えられる。つまり、一人ひとりの表現を
認めるということである。そのためにも歌唱活動におい
ては、保育者が子どもをよく見つめ、表現の芽生えに気
づき、より豊かな表現が育つような環境を作ることが大
切である。気づくことで子どもを認め、豊かな表現へと
導くことができる。また、保育者は子どもたちの表現の
引き出しを増やすために、いろいろな歌い方、つまり表
現があるということを伝えることも必要であろう。

2.3　歌唱活動を支える保育実践力
　次に、子どもの歌唱活動を支える保育者の役割につい
て考えてみる。歌唱活動を支える保育者の役割、すなわ
ち保育実践力はピアノ伴奏の技術だけと捉えてしまいが
ちだが、保育実践力とは保育に関わる具体的な援助を総
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合したものとして捉えなければならない 2）。その中でも、
子ども一人ひとりの表現に気づく力は重要である。歌唱
活動において、子どもの歌声に耳を傾け、表現に気づき、
表現の成長を支援する姿こそが理想であろう。単に何度
も繰り返し歌うだけでなく、子どもたちの様子から、歌
い方に変化をつける等の工夫は子どもたちの歌いたい、
表現したい気持ちを育てることにつながる。
　また、子どもが真似してみたいと思うような歌い方や
保育者自身の歌声が表現豊かであることは保育実践力と
して考えられる力の中でも重要な位置づけであることは
言うまでもない。

3．オルフの理念を生かした歌唱活動

　次にオルフの教育理念をどのように歌唱活動に取り入
れることができるのか、その理念を整理することで考え
ることにする。

3.1　オルフの教育理念と特色
　カール・オルフCarl  Orff（1895～ 1982）は代表作≪カ
ルミナ・ブラーナ≫で知られる有名な作曲家という一面
を持つ一方、音楽教育家として子どものための音楽教育
に多大な影響を与えた。オルフの音楽教育とはG.ケー
トマンG.Keetmanと共に編み出された教育用作品『オ
ルフ・シュールベルク　子どものための音楽　Orff-
Schlwerk Musik für Kinder』（全5巻）に基づく教育を
指している。この作品には、子どもたちが無理なく自然
に音楽に関わっていけるようなアイディアが豊富に詰め
込まれている。オルフ自身、この教育がシステムでもメ
ソッドでなくアイディアであると述べているように、指
導者はオルフの教育理念を十分理解した上で、自身の教
育内容を考え、実践するのである。「そこにあるのは彼の
アイディアであると言われている。メソッドがないとい
うことは、それぞれの時代、それぞれの国、そして指導
者によって、それを自由に使うことができるという利点
をもつ」（大谷2001）といったオルフの指導法の総合的
視点に注目した研究もある。また、オルフの教育理念に
は幼稚園教育要領における「総合的な指導」を考える上
での有効な理論が含まれている（三井2006）という論も
あり、オルフを決まりきったメソッドでなく、現在の多
様な子どもたちを対象にどのようにでも対応できる総合
的かつ創造的な音楽と捉えることもできるであろう。
　次に、オルフの教育理念を語る上で重要なのが、「エレ
メンタール」という言葉である。「エレメンターレ・ムジー
ク」、これはオルフの音楽教育の中心的概念である。これ
は人間の自己表現の根源的形態である「音楽」「動き」「こ

とば」を子どもたちが経験することによって「音楽をす
ること」の本来の姿に戻し、そこから音楽教育を始める
ことを意味している。「エレメンタール・ムジーク」とは、

“基礎的な音楽”“根源的な音楽”と訳されるが、オルフ
による基礎的な音楽とは決して音楽単独であるものでな
く、「音楽」「動き」「ことば」の統合されたものと捉えられ、
誰もが参加できる音楽である。そしてそれには動きと言
葉が伴っている、そういう音楽である。
　オルフの音楽教育について、オルフ研究所ヘルマン・
レーグナー氏は次のようにまとめている。
  ① 音楽教育は、母国語と共に、母国語によって始まる。
  ② 音楽、踊り、言葉、そしてその他の芸術を一つの分

野として、認知する。
  ③ 音楽教育において、子どもたちは皆、すべての音楽

的パラメーターを体験する為に、楽器の演奏も学ぶ
べきである。

  ④ 「音楽を楽しむ」ということは、個人的な体験だけで
なく、グループ体験でもあるべきだということであ
る。

  ⑤ 音楽教育では、誰もが創造的に音楽に取り組んでい
けるようにしなければならない。

　1点目としてオルフは話し言葉を大切にしている。話
し言葉のリズムから学び、自然な音程を付け発展してい
くのである。
　2点目として音楽、踊り（すなわち動き）、言葉が伴っ
た音楽の重要性を説いている。
　3点目として楽器の推進である。オルフは子どものた
めに簡単に演奏できる木琴、鉄琴を考え作成した。子ど
もたちが無理なく音楽に取り組めるような工夫である。
　4点目として表現活動におけるグループ体験の重要性
である。
　5点目として表現における創造性の重要であり、オル
フの音楽教育では初期の段階からいろいろなことを探究
し創造することが大切であるとしている。
　指導者はこの教育理念から生み出されるアイディアを
基に活動内容を考えるのである。本稿ではこの教育理念
を歌唱活動でどのように生かすことができるか、オルフ
の教育理念に基づく歌唱教育の特徴として整理する。

3.2　オルフの教育理念に基づく歌唱教育の特徴
（1）遊びの導入としての歌唱
　オルフの音楽教育と言えば、楽器によるアンサンブル
を思い浮かべる研究者が多いと思われるが、オルフの活
動において歌唱は欠かせない。特に活動の導入期に遊
びとして歌を取り扱う場合が多い。歌えるようになった
ら、歌いながら小打楽器を演奏したり、歌いながら踊っ
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たりといった総合的な音楽活動へと発展する。オルフの
活動で取り扱う歌は、オルフ・シュールベルクの作品だ
けでなく、既成の子どもの歌やわらべ歌と幅広い。オル
フ・シュールベルクの作品は使われている音域が狭く子
どもにとって歌いやすいものであることが分かる。また、
シュールベルクの作品は1曲の長さも短く単純で親しみ
やすい。子どもたちは指導者の歌声を聴いて模倣しなが
ら歌う。ある程度歌えるようになってきたら、カノン唱
を行うなど遊び方を発展させていく。オルフの活動はグ
ループ体験を基本としており、カノン唱ではお互いの歌
唱表現を見合って楽しんだり、少人数で歌ったり一人で
歌ったり、グループ活動の良さを体験できるように計画
される。

（2）段階的な歌唱指導
　オルフの活動過程を考える上で重要なのが、「模倣→
問答→即興」といった一連の流れである。（1）で述べた
ように導入期に歌遊びとして模倣しながら歌うことを楽
しむようになってきたら、次の段階として問答遊びが始
まる。問答においては譜例1のように歌いながら問いか
け、子どもたちがそれに歌いながら答える。その際、問
いに変化を持たせるだけでなく、音の強弱、長短、高低
等工夫して投げかけることで子どもたちは様々な歌い方
の変化を楽しむことができる。オルフの活動における問
答とは、模倣によって経験し獲得した知識、情報、内容
を使って遊びという学習として進行していくのである。
この探究活動は、子どもたちが「表現と探究」という積
極的な活動をつくっていくものとして教育学的にも重
要視されている。オルフ・シュールベルクの中で、過程

（Process）という言葉は非常に大切である。オルフの過
程とは「探究」と「経験」である。
　そして模倣、問答を十分に経験した後に、さらにその
可能性を引き出し伸ばしていくための指導方法として、
自分の気持ちや考えを好きなように表現する（即興）が
扱われるが、歌唱による即興とは、即興的に歌詞を変え
て歌う等が考えられる。しかしながら幼児期においては
決して容易とはいえないので、「A歌う→B小打楽器で自
由に演奏する（即興）→A歌う」といったロンド形式的

（ABA）に行うことが多い。オルフの活動はこのように、
即興的な活動が多く、決まりきった活動でなく自由な活
動を取り入れることで、先行研究でも述べたが、「自分な
りの表現」を育むプログラムとして効果的である。また
段階的に進むことで、子どもたちが無理なくあるがまま
の自分を表現できるよう工夫されている。

（3）コミュニケーションとしての歌唱
　「オルフ・シュールベルク」作成における子どもとのや
り取りについてもコミュニケーション体系という意味で
興味深い。つまり、オルフ・シュールベルク自体がコミュ
ニケーションしながら音楽活動できるように作成されて
いるものと考えられる。
　また、先述した歌唱による問答遊びのような活動は、
導入期に指導者と子どものコミュニケーションとして効
果を発揮する。これに関しては指導者と子どもだけでな
く、子ども同士のコミュニケーションとしても意義深い。
例えば、オルフの歌唱活動でよく用いられるカノン唱で
は先に歌う子どもたちと後から歌う子どもたちを向き
合って歌い、お互いの歌唱表現を楽しむ。オルフの活動
ではこれに動きを付けることで楽しみ方に変化がつく。
また、歌やメロディーに合った手足拍子を歌の伴奏とし
て付ける場合は友達同士で手を合わせることでコミュニ
ケーションとなる。このようにオルフの活動では自分一
人だけでなく、友達との音楽による対話を通して、豊か
な音楽表現を育むのである。オルフの活動ではどの段階
においても、常にコミュニケーションが表現の中に含ま
れ行われている。このような過程を体験することは子ど
もの感性に大きく影響を与えるであろう。
　

（4）歌唱とオスティナート奏
　オルフの活動において、オスティナートは音楽活動の
ベースである。オスティナート（ostinato）とは「同じ音
の高さで一定のまとまった音型をたえず繰り返すこと」
を指す。オルフ作品の特徴と言えば、オスティナートの
使用が挙げられる。同じリズムやメロディーを繰り返す
ことは子どもにとって簡単に楽しめるものである。オル
フの活動ではただ歌うだけの単なる歌唱から、オルフ楽
器をはじめ小打楽器等の簡単なオスティナート奏に合わ
せて歌う等のアンサンブルへと発展していく。難しいリ
ズムのオスティナートであっても、子どもたちの日常に
ある言葉を使って教えることで、容易となる。オルフの
活動はこのように誰もが参加できることを教育理念とし
て行っている。歌にオスティナート奏を加えたこのよう
な活動は小学校で行われるアンサンブルの導入として効
果的である。

（5）歌・動き・ことばの3要素の融合
　オルフは「エレメンターレ・ムジーク」を中核とする
音楽教育において、まず音楽の根源的形態である「音楽」
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「動き」「ことば」を子どもたちが経験することによって、
“音楽すること”の本来の姿に戻し、そこから音楽教育を
はじめることを意味する。この3要素は決して別々に扱
われるのでなく、一体となって育まれるのである。
　また、オルフは子どものための音楽教育を構想するに
あたり、子どもの日常にある「遊び」に着目した。彼がと
りわけ「遊び」に着目したのは、子どもたちの音楽的な
芽生えが「遊び」の中に存在すると確信したから（藤井
2005）とあるように、オルフの活動（オルフの考える遊
びとしての音楽）にはこの3要素を見出すことができる。
子どもたちにとってオルフの音楽教育は学んでいるとい
う感覚よりも楽しく遊んでいるうちにいつの間にか豊か
な音楽活動をしているという感覚を持たせることも、遊
びに着目したアイディアからきたものであることが推測
できる。歌唱活動においても、歌に言葉や音楽、動きが
一体となって展開される。歌に合わせたオスティナート
を言葉や動きで楽しんだり、歌に合わせた動きを考えた
り、指導者によるアイディアで変化する。このように、
オルフの活動では歌唱・楽器・ダンスというように別々
に行われるのでなく一体となったアンサンブルとして歌
唱が取り扱われるのが特徴と言えよう。

4．オルフの理念を取り入れた歌唱活動の
事例及び考察

　今回取り上げる実践はオルフ講師による日常の保育で
行われている歌唱活動であり、特別オルフの活動という
ものではない。しかしながら、オルフ講師である指導者

（以降保育者）の歌唱活動の展開はオルフの理念に基づ
くものとして興味深いことから事例として取り上げた。
対象となる園は2園で、各園に月1回保育者が出向き、歌
唱指導が行われている。本稿では0～ 3歳児の歌唱活動
から考察する。観察に際しては、先行研究を参考に「表
現する過程の重要性」「自分なりの表現の育成」の2つの
観点を定めた。

4.1　活動の概要
（1）日時：平成22年10月8日（東京三鷹市私立E保育園）・
10月15日（同市私立ET保育園）各クラス20分～ 30分程
度の保育時間を観察した。

（2）対象児：0～ 3歳児（各10名～ 20名程）、年齢毎の場
合もあれば、異年齢で行う場合もある。

（3）活動内容について
① 0歳児クラス
・ 「まつぼっくり」や「こぶたぬきつねこ」の歌をイメー

ジしたペープサートを見ながら歌う。保育者は鉄琴で
伴奏しながら歌う。

・ ジャンベ（太鼓）のリズムに合わせて、「バスごっこ」を
歌う。父母参観であったため、抱っこされた状態で身体
を揺らす等の動きを楽しむ。保育者の声掛けでいろん
な表現を体験する。（例：バスがジャンプしているよ）

・ 「いとまき」の歌に合わせて、かいぐりの動きを楽しむ。
② 0・1歳児クラス
・ 「こぶたぬきつねこ」「大きな栗の木の下で」をイメー

ジしたペープサートを見ながら歌う。「大きな栗の木
の下で」では“忙しい国の木の下”等変化させ楽しむ。

・ 「さんぽ」を歌い、歩く等の動きを伴う。
・ 「しあわせなら手をたたこう」を歌い、“しあわせなら

○○しよう”と変化を楽しむ。
・ 袋から果物の形をしたマラカスを1個ずつ取り出し、

「ミックスジュース」の歌を楽しむ。
・ 動物に関連した歌を歌い、動物の特徴に合わせた動き

を楽しむ。
③ 2・3歳児クラス（他0歳児数名）
・ どんぐり拾いがクラスの話題であることからどんぐり

ポーズで「こんにちは」をする。
・ かいぐりをしながら「こんにちは」をする子どもが多

いことから、かいぐり競争を楽しむ。
・ 「人間っていいな」「勇気100％」をいろんな声で歌う

（例：アリさんの声、元気な声、悲しい声、怒った声）
・ 袋から果物マラカスを出し、果物リズムを叩いて遊び、

「ミックスジュース」の歌に発展する。
・ 「さんぽ」を歩きながら歌う。補助として入っている保

育士の両足をトンネルにしてくぐりながら歌う。
④ 2歳児クラス
・ 「おもちゃのチャチャチャ」の曲の出だしを聴いて曲

を当てる等の遊びを入れてから歌う。
・ 「電車見た人」「はーい」等の問答遊びをする。
・ 「大きな栗の木の下で」を歌った後、短調バージョン「お

化けの国の木の下で」で歌う。（譜例2）
・ どんぐりのペープサートを見ながら、「どんぐりころ

ころ」に動き（ダンス）をつけて歌う。
・ 「あわてんぼうのサンタクロース」を歌う。歌詞に出て

くる“ドンドンドン”では扉を叩くリズム、“リンリンリ
ン”では鈴を鳴らす真似等の身体表現も一緒に楽しむ。
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4.2　考察
4.2.1 各年齢の特徴とオルフ的な支援
① 0歳児
　数ヶ月単位で発達的に目覚ましく変化するので参加し
た子ども一人ひとり歌唱行動には差異が見られる。歌う
というよりも歌に合わせて体や手を動かす等の行動が見
られる。自ら歌うというよりも歌っている保育者や親の
声に敏感に反応していると言える。歌声だけでなく、保
育者の鳴らすジャンベの音や鉄琴の音に耳を傾けようと
している姿が印象的である。音楽聴取の入り口に立って
いると言え、歌う準備段階にあたるこの時期にどのよう
な歌声や音、音楽を聴かせるかということの重要性を改
めて感じた。保育者の動きに注目してみると、音、動き、
ことばの3要素を上手く使って、子どもたちに問いかけ
る場面が多く、そのバリエーションの多さに驚くと共に
オルフ的な音楽（歌）の聴かせ方について考える機会と
なった。
② 1歳児
　0歳児と比べ、聴くだけでなく歌い始める時期になる。
自ら歌いだす子どももいるが、保育者の歌を真似ながら
曲の一部分（おもちゃのチャチャチャであればチャチャ
チャだけ歌う等）を歌う子どもが多い。保育者は曲の一
部分を歌うだけで楽しめる工夫を取り入れた遊びの発展
を多く取り入れていた。
　また、聴くといった音楽聴取の仕方に変化が出てくる
のもこの時期である。流れる音楽や歌をただ聴いている
というよりも、体を乗り出して聴こうとしているように
さえ感じる。保育者が曲のイントロを弾いて聴かせたり
する工夫により子どもたちの目はキラキラと輝いていた
ように感じる。オルフ的なアイディアを「歌う」「聴く」
の両面で発見することができたと言えよう。
③ 2歳児
　1歳と2歳の大きな違いが、歌らしいメロディーが歌え
るようになってくるということである。子どもによって
も違いがあるが、曲の一部を歌える子ども、全部を歌え
る子ども様々である。また、体の動きを伴った歌い方は
日常であり、子ども一人ひとりの動き（身体表現）から
も様々な表現の形を見ることができる。友達の顔を見な
がら歌う等の子ども同士の関わりも見られるようになっ
てくる。保育者による“関わり”を生かした援助を見る
ことができた。コミュニケーションとしての歌唱、つま
りオルフの特徴である。
　また、曲調の変化（長調と短調の違い）を聴き分けら
れる子どもも見られ、聴く力、つまり聴取能力の成長を
感じたと共に、曲調の変化を楽しめる場面を多く設定し
ていたことが印象に残る。

④ 3歳児
　曲の一部だけでなく、曲全体が歌えるようになってく
るのが特徴である。しかしながら、依然音域は狭く、本
格的な歌唱活動の入り口に立ったところであろう。また
歌い方に一人ひとりの個性が表れる時期でもある。保育
者が「怒った声で、アリさんの声で」と声かけると子ど
もたちは歌い方を即興で変えていた。即興で子どもたち
に問いかける指導はまさにオルフ的（オルフの理念と言
える）である。様々な歌い方を知ることで、他の歌唱活
動でもそれぞれの個性が光っていたように感じる。また、
リズムによる模倣や問答を歌唱活動の中に取り入れてい
るのも特徴であり、こういた模倣や問答の経験が即興で
の歌唱の土台となっているのではないだろうか。まさに
オルフ的な段階的指導の在り方である。

4.2.2 歌唱行動についてのエピソード

EP1（2歳児）
「あわてんぼうのサンタクロース」の“ドンドンドン”
の歌詞に合わせて、手を叩く場面である。保育者と同
じように叩く子どももいれば、ずっと叩いている子ど
ももいる。“リンリンリン”で鈴を鳴らす真似について
も、片手で鳴らす真似をする子ども、両手でする子ど
ももいて表現は様々である。保育者は一人ひとりの子
どもに目を向けて声掛けをしている。そんな時、A男
がいきなり歌詞を少し変えて歌い出した。保育者の「A
男の歌を皆で歌おう」の一声で、A男オリジナルの歌
を皆で歌った。

① 表現する過程の重要性
　保育者は最初に手本を見せて、歌いながら身体のいろ
いろな部分を叩く楽しさを伝えていた。いろいろな表現
方法があることを知った子どもたちは活動の過程の中で
自身の身体と音の関連を楽しんでいるようであった。保
育者は子どもたちにいろんな表現が生まれると声をかけ、
他の子どもたちにもそれを伝え、表現の喜びを共有でき
るように援助していた。こういった子どもたちの表現を
引き出すアイディアを提示して、あとは見守り支えるだ
けという姿勢は子どもたちの表現を豊かにするだろう。
② 自分なりの表現の育成
　A男がいきなり替え歌にして歌いだしたとき、保育者
は否定することなく、歌声に耳を傾け、その表現をまず
受け止めようとした。またその表現をA男らしさと捉え、
皆で表現を楽しむようにした。①と同様に自身の表現を
認めて受け止めてもらえるという経験が自分なりの表現
の育成につながることを明らかにした事例と言えよう。
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EP2（3歳児）
　2、3歳児クラスの「さんぽ」を歌う場面である。音
楽に合わせて、周りを歩きながら歌っている。歩き方
が特徴的な子ども、体でリズムをとる子どもなど様々
である。「坂道、トンネル・・・」の歌詞に合わせて、補
助の保育者が両足でトンネルを作り、子どもたちに潜
るよう声かけた。はじめは保育者のトンネルを潜るの
を楽しんでいたB男が自身でトンネルを作り、友達に
通るように言った。繰り返し歌う中で、徐々に他の子
どもたちもトンネルを作り始めた。

① 表現する過程の重要性
　歌詞のイメージを動きで表現し楽しむ事例であるが、
この活動に至るまでに歌詞をイメージした動きを表現す
る体験を多く積み重ねた結果、表れたものと思われる。
保育者はトンネルを子どもたちにやるように伝えていな
いので、B男の遊びから自然に生まれたものである。つ
まり、あるがままの自由に子どもらしく表現できた結果
だと思う。何度も繰り返し歌う中でトンネルが増えてい
く様はB男から他の子どもたちへと遊びが展開していく
ようであった。子どもたちがあるがままの姿で歌唱でき
る雰囲気づくりの重要性を感じた。
② 自分なりの表現の育成
　トンネル役になる子どもたちだけでなく、トンネルを
潜る子どもたちも様々な動きの表現が見られ、皆同じ潜
り方ではない。また、歌い方についても弾むように歌う
子どももいれば、身体の動きを楽しみ歌は部分的に歌う
子どもも見られる。今回のエピソードはまさに自分なり
の表現の育成と言えるが、3歳児のクラスの様子を椅子
に座り見ていた0歳児の子ども（C女）が歌に合わせて体
を横に揺らしたりする姿が見られ、その姿も自分なりの
表現の表れなのではと感じた。また保育者の援助として、
まるで「さんぽ」の歌の世界に導くような創造的な声か
けが効果的であり、これはまさにオルフ的な援助である
言える。

5．結論及び今後の展望

　本稿では乳幼児の歌唱活動における保育者の具体的な
指導について、オルフの理念を見直すことでその考え方
を、またオルフの理念を取り入れた実践から具体的な方
法について探ることができるのではとの観点で進めてき
た。オルフの理念からは「コミュニケーション」、「遊び」、

「総合的な指導」といった現在の幼児教育に強く求めら
れている要素が含まれていることが分かった。
　コミュニケーション能力、表現力、保育実践力のある

保育者の養成が求められている（小林他2010）というよ
うに、養成校の学生のみならずこれからの保育者にはコ
ミュニケーション能力、表現力が保育者に強く求められ
ている。こういった要素がオルフの理念に込められてい
ることも注目すべき点ではないだろうか。
　また、実践例からは、表現する過程において「自分な
りの表現の育成」を大切にする指導が行われていること、
子ども中心に活動が展開されていること、そしてそれら
の活動すべてに「音楽」「動き」「言葉」が伴っていること
等が確認された。子どもが自分なりの表現を探究するた
めには、保育者の様々な声かけや創造的な工夫が必要で
ある。実践からは様々な声かけや子どもの様子に応じて
指導内容や方法を変更するなど、子どもをよく見ること
で生まれる指導の工夫を見ることができた。
　先日、筆者が行ったオルフの実技研修（幼稚園教諭対
象）で先生方から頂いた感想に「（オルフの活動は）保育
ととても似ていて、“楽しい”“次はこうしてみたい”と
いうような感情を持ちました。」とあるように、保育にお
ける遊びの展開はまさにオルフ的だと言えよう。歌う活
動であっても楽器の活動であっても、オルフ的に考える
こと、つまり子どもをよく見つめ、子どものための音楽
と捉えることで、子どもたちの能力を引き出すアイディ
アは無限に探し出せるのではないだろうか。
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注

1． 先行研究「幼児の表現活動についての一考察」帝京
大学教育学科紀要第35号, 2010

2． 保育実践力とは単なる保育技術だけを指すのでな
く、子どもの表現に気づく力をはじめとする様々な
力を含む総合的な力と捉えている。

 （参考：日本乳幼児教育学会第20回大会研究発表「養
成校における表現の指導について─保育実践力向上
を目指した試み─」）

登： 乳幼児期における歌唱活動についての一考察
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