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要　約

　本稿は保育者養成における表現教育の主となる授業スタイル、ワークショップ型による学びの可能性と課題につい
て、筆者らによるワークショップ型表現教育の実践を取り挙げ、検証するものである。授業者による資料を別の筆者
が分析し、その方法としてワークショップ型の可能性と課題を探る上で重要である①「積極的・能動的」②「傾聴・受
容」、2つの観点を設定した。また、学生が授業をどのように受け止め（心の変容）、学んでいるのか（学びの傾向）、質
問紙による分析を行った。活動全体が五感、身体、心、頭の4つを使いながら行っており、これらが同時に働く学びの
スタイルは保育の音楽表現活動の理解に適する。体験で終わらず、「振り返り」までを学びとしている学生ほど学びが
深いこと、段階を経て振り返りの姿が変容したことも明らかとなった。協同のためには積極的・能動的な態度、他者に
耳を傾け受容・共有することが求められ、ワークショップ型にはその可能性が十分存在するが、学生主体で且つ今持っ
ている力のみで進めることで満足のいく作品ができないという課題も存在する。そのため表現力・発想力UPできる
ような導きが必要で、他の授業でも培われた保育実践力が有効に使われ生かされていくことが理想である。

　キーワード： 音楽表現、協同の学び、ワークショップ型、積極的・能動的、傾聴・受容

ABSTRACT
　　In this paper, we examined the potential of and issues related to the learning process regarding expression-related education 
for children in a workshop-style environment, which is a lesson style used mainly to nurture childcare providers. At the same 
time, we looked at practical methods for this educational style as proposed by the authors.

　Lesson materials prepared by one of the authors, who actually gave the lessons, were analyzed by the other author. To examine 
the potential of and issues related to this educational style, the analysis focused on two key points regarding reception of the 
lessons by the students: 1） active/spontaneous attitudes by the students, and （2） their ability for attentive listening/receptiveness. 
We also conducted a questionnaire survey to understand how the students perceived matters （changes in their minds） and learned 

（their tendency toward learning） through the lessons. This study revealed that expression-related education in a workshop-style 
environment prompts students’ understanding of musical expression education in childcare as it requires them to learn by using 
their five senses, bodies, minds and intelligence, and stimulates them mentally and physically at the same time. It was also found 
that students who actively reviewed the lessons gained a deep learning, and that the manner in which they reviewed the lessons 
changed according to each lesson level. 

　　To learn by helping each other, it is necessary for students to have active/spontaneous attitudes and the ability to respond 
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はじめに

　『幼稚園教育要領』（文部科学省 2008）『保育所保育指
針』（厚生労働省 2008）における保育内容表現の指導に
ついて、これまでに発表されている先行研究を調べると、
養成校で行われている「表現」の指導は、ワークショッ
プ型で行われていることが多いことが分かる。その要因
として、保育現場を想定した表現活動を学生がイメージ
し行うためには、いわゆる板書型の講義形式の授業形態
では実践を充分理解し難いことにあると思われる。また
ワークショップ型で行う授業は、人と人との関わりが
ベースにあり、このことは保育者に必要な資質のひとつ
であるコミュニケーション能力を促進するために有効で
あることがあらゆる論文や研究発表で実証されている。
　平成23年8月、文部科学省コミュニケーション教育推
進会議（2011）では子どもたちのコミュニケーション力
が不足していることから、審議経過報告として「話し合
う・創る・表現する」ワークショップへの取組について
取りまとめている。このことは、子どもたちだけでなく、
未来の保育者である学生自身にも通じることであり、表
現活動を理解すると同時に、活動を通してコミュニケー
ション能力を育むことが早急に求められていると言え
る。
　尚、本稿は日本学校音楽教育実践学会第17回大会（鳴
門教育大学 2012年8月）で研究発表した内容を再考し、
加筆修正したものである注1）。

研究の目的

　保育における表現活動をワークショップ型で学ぶこと
で、その学びにどのような可能性があるか、また反対に
どのような課題が挙げられるのか、養成校における表現
の指導者である筆者らが行ったワークショップ型表現教
育の実践例を取り挙げ、検証することが目的である。
　また、学生が授業をどのように受け止め（心の変容）、
学んでいるのか（学びの傾向）について質問紙による分

析により明らかにし、可能性と課題を探る。今回の研究
結果が、これからの表現教育を考える上で、ワークショッ
プ型の活動の在り方を探るべき材料になればと考える。

研究方法

　ワークショップ型による学習とはどういった特徴を持
つのか、そしてそのワークショップ型が保育内容の指導

「表現」とどのようにつながり、学びの可能性を持つのか、
文献や先行研究から探る。
　次にワークショップ型表現教育の実践例を取りあげ、
授業者（金指）と分析者（登）に分けて行い、活動の可能
性と課題を探る。分析においては、ワークショップ型の
可能性を探る上で欠かすことのできない必須条件である
①「積極的・能動的」②「傾聴・受容」、この二つの観点を
設定する。
　また二つのアンケートを用い、ワークショップ型授業
に対する学生の内的側面の傾向や変容について探り、こ
のスタイルの授業についての学びの可能性と課題を探
る。一つ目のアンケートではワークショップ型授業に対
する気持ちについて、2大学の学生対象に、授業開始時
と終了時の気持ちの比較・変容、そして学びについての

「振り返り」の姿に注目し、その傾向を探る。二つ目のア
ンケートでは本稿で取り上げる実践を体験した学生を対
象とし、実践の分析で挙げた①②の観点に加え、③「消
極的・受動的」の様子を分析できる質問事項を設定し、
授業のプロセスにおける心の動きと振り返りの姿をより
詳細に分析する。

1．ワークショップ型と保育内容の指導法
「表現」の関連性

　ワークショップのその定義は幅広くあらゆる意味を持
つ。
　ワークショップの第一の意味は「①仕事場、作業場」
であり、さらに第二の意味として、「②所定の課題につい

to and share other people’s needs by listening to what they are saying. Workshop-style learning has a great potential to bring 
out students' abilities, however, there’s an issue in that students can’t produce satisfactory wok for expression-related education 
for children if they simply take lessons led by themselves without any help. Therefore, practical childcare learning, which was 
cultivated in a different lesson and proved effective, should be utilized as well as a form of guidance that helps bring out the 
power of expression and ideas from students.

　Key words : Musical expression, collaborated learning, workshop-style learning, active/spontaneous, attentive listening/
receptiveness 
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ての事前研究の結果を持ち寄って、討議を重ねる形の研
修会。教員・社会教育指導者の研修や企業教育に採用さ
れることが多い」とある（新村 2008）。

ワークショップの歴史
　ワークショップは、1960年代アメリカで生まれた市
民参加を進める方法として用いられた。「WORK」身体
を動かす、「SHOP」自分で作ったものを公開するといっ
た意味である。
　ワークショップの始まりの代表的な名前に挙げられる
のがアメリカの教育学・哲学者であるジョン・デューイ

（John Dewey 1859-1952）である。彼の方法は①理論化、
②実践、③観察、④反省を循環しながら、よりよいもの
を求めていくといった反省的思考（省察的思考reflective 
thinking）に特色があり（茂木 2010）と言うようにワー
クショップ型教育を考えていく上で興味深い。
　デューイの体験・プロセス・身体重視の参加体験型学
習の思想は、ワークショップという学びの持つ「結果を
予め想定できない、オープンエンドで生成的なコミュニ
ケーションが展開される場」だということを意識の基盤
にさせながら、（アメリカを中心に）さまざまな分野にそ
の思想をひろげていった（茂木 2010）とあるように、オー
プンエンドで生成的なコミュニケーションを重視するこ
とは、現代においても同様で変わりなく受け継がれてき
たものであると言える。デューイの「経験を重視する」
という考えはある意味で、現代のワークショップ型にお
いても受け継がれているといえよう。
　ワークショップが生まれて以降、1990年代に入り教
育以外にも演劇、まちづくり、生涯学習、企業研修、演劇
や美術、音楽と様々な場で積極的に取り入れられるよう
になった。また本研究テーマである保育の現場でも園内
研修といった形で用いられていることが多い。筆者自身、
某園で行った園内研修もワークショップ型によるもので
ある。
　また近年になり、ワークショップの学びを扱った修士
論文や報告書、研究論文なども多く出てきており、研究
分野についても、音楽関係、保育関係、教育関係、その他
美術関係等と幅広い。音楽教育分野（例：桂, 他 2011）、
保育表現分野（例：和田 2007）。

ワークショップの特徴
　「参加」「体験」「グループ」というそれぞれの言葉が、
ワークショップの特徴を表しており（中野 2001）、ワー
クショップは参加体験型のグループ学習と捉えられる。
このことは従来の教育に多く見られた一方的な伝達教育
でなく、教員も含めその場にいる人が全て参加するので

ある。ワークショップでは教員というよりもその役割は
ファシリテーターであると言える。
　さらに中野（2001）は「グループ」というのは、一人や
二人ではない集団での相互作用の中で学び合うというこ
とと述べている。つまり、お互いに学び合うことであっ
て、そのためにはお互いの意見やアイディアを聴きあう、
深く聴くという「傾聴」の姿が求められるだろう。

保育・表現とワークショップの関連性
　園内研修に「ファシリテーションの手法」といった
新たな発想による参加型園内研修について松山（2011）
はその有効性を述べているが、これもいわゆるワーク
ショップ型と言えるものだろう。松山によると、『2009
年千葉県保育協議会主催「中堅保育士研修会」において、
中堅保育士100名を対象に行った「現場で不安に感じて
いること」のアンケート結果を構造化したもの・・（略）・・
コミュニケーションに関わる事柄についての悩みが多い
のが見て取れます』、とある。つまり、保育現場で働く保
育者自身、コミュニケーションについて問題を抱えてい
るということになる。
　保育現場（子どもと保育者との関わり）を思い浮かべ
ると、動きを伴いながら流れるものであり、ワークショッ
プ型で体験しながら学ぶスタイルに近いとも言える。こ
うしたことから考えても保育を学ぶ上で、ワークショッ
プは有効であると考えられよう。
　特に保育における音楽表現活動を理解するには、「五
感」「身体」「心」「頭」の4つを使いながら行うことが効
果的であろう。この4つはまさにワークショップ型を意
味するものではないだろうか。「身体」⇒五感で感じ、「心」
⇒感情を持ち、「頭」⇒知的部分で考える、この一連の要
素が保育における特に音楽表現活動の理解に適している
と言えよう。
　保育につながる部分で考えると、ワークショップの一
連の流れにある「振り返り」の存在が大きい。日常の保
育では、保育者によって振り返りが行われる。つまり日々
日常が振り返りである。単に体験するだけでなく、ファ
シリテーターになる指導者が発信したものに対して、皆
で体験し、他者との関わりがあり、つくる活動や考える
活動を経て、その学びについて振り返り更に学ぶのであ
る。ワークショップは学習ではないという意見も少なか
らずあるが、ワークショップが単なる体験であれば、そ
の意見の通りである。しかしがら、ワークショップは振
り返りまでの一連を持ち、その振り返りから新たな学び
へとつながる学習なのである。
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ワークショップの可能性
　ワークショップが教えてくれたことを一言でいうと

「学ぶことは本来楽しい」ということである（茂木 2010）。 
これはワークショップをすれば楽しく学べるという意味
でなく、学びの喜びという原点に立ち返らせる可能性が
あることとしている。
　ではワークショップを有効に行うためには何が必要な
のであろうか。ワークショップを行う上で大事なことと
して、同じく茂木は「協同」と「表現」を挙げている。ワー
クショップは全体での活動からグループ活動へと発展す
る型が多いと思うが、このグループ活動に欠かせないの
が、「積極的・能動的」な態度であり、また同時にお互い
を思いやる「傾聴・受容」の精神も必要であると考える。

「傾聴」とは先述したようにワークショップのグループ
活動に欠かせない必須要素である。この二つの要素が備
わったとき、はじめてワークショップが‘協同’と成り
立つのではないだろうか。

2．養成校における表現の授業、
ワークショップ型を取り入れた実践

　筆者らは共に養成校で「表現」の授業を担当しており、
ワークショップ型を取り入れ実践している。学生らが保
育における表現の内容を自ら体験し、更にグループ活動
やグループ制作を通して、実践力を身につけていくこと
を主目的としている。本研究で取り挙げる事例3例とも、
S大学における「保育内容の研究（表現－音楽）Ⅰ」（幼
稚園教諭免許課程および保育士資格課程の2年次開講必
修科目）2クラスでの実践（指導者：金指）である。実施
時期は平成24年4月～ 7月に行われた内容である。
2-1．事例
事例1　学生のアレンジ作品による「ジングルベル」合奏
　授業時数1コマだけの活動を行うため、事前に課題と
して、打楽器を3種類選び、ジングルベルの合奏用にリ
ズム譜を作成するという課題①を配布、次週に提出を
求めた。提出された全員の作品②を、楽譜作成ソフト

（Finale）で浄書③しておいた。

　1クラスを3グループに分け、グループメンバー全員の
作品を配布し、話し合いにより演奏に使う作品を決定し
た（写真①）。　同時に、メロディーは‘ミュージックベル’
で演奏することを伝え、各自が作品作りをしたときに気
を付けたことや工夫したことを、グループのメンバーに
説明することを求めた。発言を躊躇する姿が見られたが、
振り返りシートによると、自分の意見を聞き入れてもら
えるだろうか、こんなことを言ったら笑われるのではな

いか、という不安を抱えていたことが分かった。
　メロディーはミュージックベルで演奏するため、ベル
の担当者と打楽器の担当者を、話し合って決定後、それ
ぞれ練習に入った（写真②）。
　「そうだね」「これやりたい」と肯定する発言、「これ難
しいね」「こっちの方が易しいよ」など積極的に話し合う
姿が見られた。楽譜を見ただけでは選曲できず、説明を
聞き「○○ちゃんのにしよう」と選曲したグループ、実
際に音を出してみてから決めたグループ、「『ジングルベ
ル』だから鈴とトライアングルを使っている楽譜にしよ
う。」と選んだグループなど表現方法は様々であった。練
習では、メロディーを階名で歌ってリードする学生や、

「頑張ろう」「もう一回やろう」など学生同士教え合う姿
が見られた。音を合わせるタイミングが難しいグループ
へは学生の求めに応じて、また、楽器の持ち方や鳴らし
方が不適切であったりテンポがだんだん速くなってし
まったりしたグループへは、指導者がアドバイスを行っ
た。3グループとも集中して取り組み、より良い演奏に
仕上げようとする意欲的な姿があった。授業開始70分後
に発表し、VTRで記録した。

写真①

写真②

写真③

－ 114 －



帝京大学教育学部紀要　第 1 号（2013 年 3 月）

－ 115 －

　　　　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　

　③
　　

⇨

⇨



登・金指： ワークショップ型表現教育の可能性と課題

事例2　「パペットを使った音楽劇作り」
　15回の授業の3回を使用した。音の出るパペットを使
用し、メロディーを演奏しながら歌うのであるが、歌詞
と歌詞の間に、語りかけや演劇仕立てのナレーションを
考えて劇仕立ての作品を作る活動である。劇仕立てにし
たのは、歌詞の内容をイメージし、歌い方や声の出し方
などに歌唱表現の工夫が生成されることを目指したため
であり、パペットを用いたのは、ナレーション作りのヒ
ントを得易いと考えたためである。
　使用楽器は、SUZUKI社製の「ニコニコ動物合唱隊」（ハ
ンドベルのように、一人ひとりが一体ずつを担当して演
奏することができる。ライオン、パンダ、キリン、ウサギ、
コアラ、ゾウ、クマ、ウシの8種類のパペット（口に笛を
くわえている）と、数種類の打楽器である。
　1クラスを3グループに分け、「おもちゃのチャチャ
チャ」「お化けなんてないさ」「そうだったらいいのにな」
の中から、グループ間の話し合いにより作品にする曲を
決定した。事例2も3グループでの活動であったが、学生
同士のコミュニケーション能力の育成を考慮してメン
バーチェンジをした。振り返りシートによると、普段話
したことのない人と話ができたのでよかったという意見
が多かった。
　教材選択の理由は以下のア～エである。
ア） 音域が1オクターブ以内であること。（パペットで使

える音が1オクターブ13音のため）
イ） 有節形式の子どもの歌であること。
ウ） 歌詞にストーリー性があること。
エ） 子どもたちの間でよく歌われる歌であること。
　曲が決定後、グループごとに記入用シートを配布し、
作品作りを開始した。まず、パペットの練習から始める
グループ、劇の流れを考えることから始めるグループが
あった。
　曲によって、幼稚園での様子にするグループ、クリス
マスパーティーの様子にするグループ、家庭での母親と
の会話仕立てにするグループなど、テーマのアイディア
を出し合った。「こんなのどうかな？」「○○ちゃんだっ
たらどうする？」など、他者の意見を求めたり、「それ、
いいね」「なるほど」など同意する場面も多くみられた。
一方、話しが滞ったり、展開が難しくて立ち往生したり
しているグループへは、指導者がアドバイスを行った。
例えば、「昨日のクリスマス会楽しかったな」だけで、歌
に入ろうとしていていたグループへは、「ご馳走は何だっ
た？」「どんなことをして遊んだの？」など、ストーリー
を膨らませる言葉掛けであった。その結果「昨日のクリ
スマス会は、ピザやチキンやポテト、それに大きなケー
キもあったね。ゲームやトランプをして楽しかったね」

と変化するなど、積極的に関わっている姿があった。

例：「お化けなんてないさ」の記入シート
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話し合いの様子

　前年度は、以下の写真①のように立った状態で発表す
るグループがほとんどであったが、今年度は、6グルー
プが舞台を使って発表することとなった。しかし、舞台
を使う場合でも、全員が顔を出して演じる （写真②）、代
わる代わる顔を出して演じる（写真③）、パペットだけを
出して演じる（写真④）など、グループごとに工夫がみ
られた。

　　①

　　②

　　③

　　④

事例3　「お話BGM作り」
　事例2実践後の授業であり、15回の授業のうち3回を
使用した。1クラスを4グループに分け、筆者が用意した
16話（赤ずきんちゃん・うさぎとかめ・カモとりごんべ
い・金太郎・三匹のくま・三匹のこぶた・白雪姫・大工と
鬼六・たぬきのいとぐるま・ながぐつをはいたねこ・花
さかじいさん・ブレーメンの音楽隊・まほうつかいの弟
子・みつばちの女王・みにくいあひるの子・桃太郎）の中
から、BGMを作りたい作品を話し合いにより決定した。
グループ数が事例2より増え、1グループの人数が少な
くなったことで、発言の機会が増えたようである。
　今年度選ばれたお話は、「白雪姫」2グループ、「花さか
じいさん」2グーループ、「みつばちの女王」、「三匹のこ
ぶた」、「ブレーメンの音楽隊」、「金太郎」であった。使用
楽器は電気を使わずに音の出せる楽器だけに限定した
が、手作り楽器など音の出るものであれば何でも使用出
来ること、擬音にとらわれずにイメージを大切にするこ
とを伝え、活動を開始した。学生にとって、子どもの頃
から馴染んでいる楽器が多いが、納得できる音を見つけ
るまで試行錯誤を繰り返す姿が見られた。「それ、何てい
う楽器？」「ヒューッという音を表すのはどの楽器がい
い？」などイメージに合う音を必死に探す姿が見られた。
作品作りから練習まで十分な時間ではなかったが、3コ
マ目の後半に発表時間を作った。授業終了時に「振り返
りシート」を配布し、次回の授業時に提出を求めた。

発表場面

2-2．考察
　ここからは3事例についての資料及び活動の様子を撮
影したVTRを基に、担当者でない筆者（登）が分析する。
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方法として、ワークショップ型の可能性と課題を探る上
で欠かすことのできない必須条件といえる①「積極的・
能動的」②「傾聴・受容」、この2つの観点を設定する。
① 積極的・能動的
　学生が興味関心が高い楽器によるワークショップとい
う点が3つの事例の共通する部分であるが、この楽器の
存在が学生らの話し合いを円滑に行う上での助けになっ
ていることが分かる。つまり、学生自身の活動そのもの
に対する興味関心は積極的‐能動的な活動にするかど
うかを大きく左右する。話合い始めの段階、特にワーク
ショップ開始段階の事例1において、メンバーに否定さ
れるのではという不安を持ちながら発言している学生が
多く、一定の学生が主となり進められているように感じ
る。しかしながら、実際に音を出しながらの練習が始まっ
てからは話し合いが円滑に進んでおり、意見交換が積極
的に動いているように読み取れる。
　楽譜が読めない、リズムを苦手とする学生については
指導者によるアドバイスが助けとなり進められている
が、この苦手意識が比較的消極的になっている学生の特
徴と思われる。事例2のようにパペットは楽器であるが、
学生にとっては楽器というよりも演じるためのものとい
う意識が強いため、音楽の苦手意識もなく皆が積極的に
発言できている。しかしながら、学生らは一人の保育者
として育っていかなければならないため、指導者に工夫
が求められる。例えば、事例1に見られるように学生に
よる合奏譜が指導者により浄書されることで活動に対す
る学生の充足感へとつながっており、自らが作成した楽
譜に対する思いは通常の楽譜に対する思いより強く、作
品が残ることで音楽に対する意識や表現に対する思いも
変わるのではないかと期待できる。
② 傾聴・受容
　他者の意見を聞くという「傾聴」の姿勢は事例1～ 3
全てにおいて出来ているように感じるが、リーダーにな
る学生があまりにもファシリテーター役のようになりす
ぎて、他の人が意見を言えないというグループも見られ
る。しかしながらワークショップによるグループ体験に
慣れてきた事例2の頃から、他者に意見を求めようとす
る姿や意見に同調する姿が見られるようになっている。
グループの意見が滞っている場合は指導者がイメージ
を膨らませるような言葉かけで、学生自身が考えられる
ような援助が見られる。このように活動のプロセスの中
で、学生同士の応答だけでなく、指導者と学生らとの応
答から生まれる姿は「応答的保育」に共通するものがあ
り、この姿を学生自身が感じとってくれることを期待し
たい。
　「受容」という側面で観察すると、自身の意見と異な

る場合、うまく受け止められる学生、うまくまとめよう
とする学生、受け止めきれず他者に意見を求める学生と
様々である。しかしながら、事例1～ 3に見られる受容
の姿として、何故意見が異なるのかその理由を必ず述べ
たり、同意できる部分と異なる部分を説明しようとして
いる。この姿は例えば子ども同士のケンカの仲裁に立つ
ときや、同僚の保育者同士で保育観が異なった場合など
に求められる姿であり、保育者になる学生の中に育って
欲しい資質の一つと言える。指導者はこの学生らの姿を
暖かく見守っており特に指示は出さず、音楽的な表現の
行き詰りにのみアドバイスを出すようにしている姿が印
象的である。またそのアドバイスも学生自身に考えさせ
るように指導しており単に教えるというより学ばせるよ
うな工夫が見られる。

3．ワークショップ型授業についての
アンケート結果及び考察

3-1．アンケート概要
　ここではワークショップ型授業を体験した学生の心の
動き、変容に着目する。方法として、授業を受け始めた
時点（以降、授業開始段階とする）と授業終了時点（以降、
授業終了段階とする）で、ワークショップ型に対してど
のような気持ちを持ち、またその学びをどう生かそうと
しているかワークショップに欠かせない存在である「振
り返り」についての質問紙からその結果を整理し、その
傾向を探る。

（対象者）
①S大学人間学部子ども発達学科2年生46名
 （男子15名女子31名）
②T大学教育学科初等教育学専攻幼児教育コース2年生

78名（男子18名女子60名）

（T大の表現授業について）
　T大では表現に関わる授業として、「保育内容の指導
法（表現Ⅰ）」及び「身体表現」を設定しており、共にワー
クショップ型を取り入れている。今回の対象授業は「身
体表現」である。本授業では身体を動かしながら子ども
たちの身体表現活動、音楽表現活動を理解すること、身
体で音楽に合わせて表現するグループ制作を通して、保
育者に必要な表現力、感性、創造性を育成していくもの
である。「表現Ⅰ」の授業と比較すると音楽による表現と
いうよりも音楽に合わせた身体の表現という内容が多い
ためアンケート結果にそれが反映すると思われる。
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（アンケート実施時期）
授業開始時：平成24年4月末
授業終了時：平成24年7月中旬

（アンケート項目）
1． 講義型の授業とワークショップ型授業の違いについ

てどのように思いますか？
①違いについて
②ワークショップ型のよいところは？
③ワークショップ型の難しいと思うところは？
2． ワークショップ型授業に対する現在のあなたの気持

ちは以下のどれに該当しますか？
 楽しい・やや楽しい・ふつう・やや取り組みづらい・

とても取り組みづらい
 その理由について書いてください。
3． ワークショップ型の授業で学んだ内容について、授

業後、あなたはどのように振り返っていますか？（自
由記述）

3-2．結果及び考察
【授業開始段階】
1-①違いについて
①-S大学の場合
ア・ 自分だけでなくグループで考えるのがワークショッ

プ型
イ・ 教員から教えられるのではなく自分たちでつくるの

がワークショップ型、受け身ではなく主体となる参
加型

ウ・ 協力的、意見交換といったワードで書かれているも
の

①-T大学の場合
ア・ 身体の動き、体で学ぶ、体で覚える（頭でなく身体

で再現）
イ・ 参加型、体験型
ウ・ 円になる対面型、皆とコミュニケーション
エ・ 教員がつくるのでなく皆で作る（主体的な一方的で

ない）

　S大、T大ともに上記に挙げた意見に集中しており、
ワークショップの特徴である「体験」、「協同」という意
味合いが強い。

1-②良いところ
②-S大学の場合
ア・ 自分の意見が言える、自分で考えることができる
イ・ 人の話が聞きやすい、いろいろな人の意見が聞ける

ウ・ 全員が参加している感じがある、一人ひとりが必要
とされている感がある

エ・ 協力してやるから協調性が養われ、意見交換し、皆
で授業を深めることができる

上記ア～エのような協力的、意見交換、積極的といった
内容が多い。
②-T大学の場合
ア・ 体験して学べるので記憶に残るところ、動くことで

頭も働く
イ・ 参加型で集中して取り組め、時間が経つのが早い
ウ・ 学生同士、先生との距離が近く、コミュニケーショ

ンがとれるところ
エ・ 楽しい気持ちで学べるところ

　ウについての具体的な記述として以下のような内容も
あり興味深い。

「他の人とコミュニケーションがとれて、学びが深いも
のになる。先生の言いたいことも伝わりやすいように思
えるし、自分から参加していく意欲が湧く。」

1-③難しいところ
③-S大学の場合
ア・ チームワーク
イ・ いろんな意見があるので、それに立ち止まってしま

う。
ウ・ 意見が出てこない人が孤立する、意見が出しにくい

人の考えを知ることが難しい。
上記3カテゴリーに相当する回答が大半を占めた。
③-T大学の場合
ア・ メモを取る時間が少ない、気づいてもメモできない。

大切なことも聞き逃してしまう
イ・ コミュニケーションをとること、やる気の温度差が

あるとやりづらいこと
ウ・ どういう意図があるのかを考えながら身体を動かし

ながら考えること
エ・ 楽しいで終わってしまうところ
アやイの意見が大半で、ウ、エと違った意見も少数であ
るが見られた。
　
　他者とのコミュニケーションについての問題が多く他
者と協同していくことへの難しさが両大学ともに大きな
課題である。
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2．ワークショップに対する現在の気持ち

（各大学全体人数の％で示す）

　S大、T大ともに殆どの学生が「楽しい」、「やや楽しい」
と回答している。若干T大の方が楽しいという意見が多
いように感じるが、その要因として、T大は授業初回の
段階からワークショップ型を取り入れており、アンケー
トを取った4回目段階ではS大の学生はワークショップ
型の体験が少ないことが考えられる。両大共に肯定的な
意見が多い一方で取り組みづらさや苦手意識を感じてい
る学生も少数ながら存在する。

3．ワークショップの振り返り（自由記述）
　自由記述のため、各自記述した文章からキーワードに
該当する言葉を抜き出し、カテゴリー化した。尚、該当
するキーワードが書かれているものを人数で表すため、
一人の自由記述の中で以下例のように二つに該当する場
合もあり、実人数ではない。

（例） 自分の頭の中でもう一度やってみたり（再現）、配
布資料を見直す（読み返す）。

S大学
読み返す（11）メモ（9）省察・反省（6）再現（2）
意見交換（1）調べる（1）
T大学
読み返す（39）メモ（29）省察・反省（2）
再現（44）意見交換（7）調べる（3）

　T大が全体の割合から考えても、若干振り返りが充実
しているが、共通するのは個人での振り返りが、「読み返
す」「メモ」程度に留まっていることである。自分なら今
回体験した活動を「省察・反省」し、どのように保育をデ
ザインするかといったことまで辿りついている回答が少
ない。但し、T大においては、授業外で友達同士による「再
現」と回答したものが多く、体験した遊びが人と人との関
わりの中で継続していることが明らかとなり、このこと
はワークショップ型授業の一つの可能性と期待できる。

【授業終了段階】
　終了段階では開始段階と比較した内容として結果及び
考察を示す。
1-①講義型との違いについて
①-S大学の場合
ア：グループで考える、イ：自分たちでつくる・主体的、ウ：
協力的・意見交換の3カテゴリーで分けられた前回と比
較して、今回もおおよそこの3カテゴリーに相当する回
答が大半を占め、その他「能動的」「相互通行」「個人の力
や能力がよく分かる」といったワードが新たに見られる。
大きく違うのは学生同士の思考や行動について詳しく書
かれているものへと変化しているところである。
①-T大学の場合
ア：身体で学ぶ、イ：参加型、ウ：コミュニケーション、
エ：皆でつくるの4カテゴリーで分けられた前回と比較
して、アとエは依然多いが、イとウに相当する回答は減っ
ている。しかしながらイとウについての具体的な回答へ
と変化している。例えば、イ：人から人への学びができ
る能動的な授業、ウ：意見交換することで考えや発想が
ひとつではないことを知る。また、少数意見が前回より
増えたことも違いの一つである。
1-②良いところ
②-S大学の場合
　前回のア：自分の意見がいいやすい、イ：人の話を聞
きやすい、ウ：全員で参加、エ：協調性という4カテゴリー
に集中していたが、今回もこの4カテゴリーが多い。し
かしながら比較すると、‘コミュニケーション’に触れて
いる回答が増えている。例えば、「友達同士で作り上げて
いく中で感じる達成感」や「考える力とディスカッショ
ン能力の向上がねらえる」等、ワークショップの良さを
深く実感していることが伺える。
②-T大学の場合
　前回のア：体験して学べるところ、イ：参加型である、
ウ：コミュニケーション、エ：楽しい気持ちで学べる、4
カテゴリーと比較すると、アとウについて依然多く、特
にウのコミュニケーションの中で育まれる力を挙げてい
る回答が増えている。
1-③難しいところ
③-S大学の場合
　前回のア：チームワーク、イ：色々な意見をまとめる
こと、ウ：意見が出せない人の問題の3つの意見が今回
も大半であった。しかしながらアのチームワークであれ
ば、「グループ内の人が皆積極的に参加し、発言しなくて
は良い作品を作ることができないので難しい」、「発言す
る回数が人によって差がある」といったチームワークの
難しさについて具体的に記述したものが増えている。
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③-T大学の場合
　前回のア：メモがとれない、イ：コミュニケーション
の難しさについて書かれたものが今回も多い。前回と比
較すると、イのコミュニケーションについて、表現する
ことが苦手な人や人見知りする人への対応についての意
見が多かった。また、「やる気の温度差」について書かれ
た回答がア、イの回答に続き多かったのも特徴であり、
グループ活動における意見交換の際の葛藤などが表れて
いる。

2．ワークショップに対する現在の気持ち
　前回と比較すると、S大、T大ともに「楽しい」が継続
していることが分かる。

（各大学全体人数の％で示す）

　ここで終了時に「やや取り組みづらい」を選択した理
由を以下に挙げる。（　）が回答した学生の大学とする。
・ 仲良しで固まってしまうとなかなか入っていけないこ

ともあるため（T）
・ 実技やワークショップ型よりも座学の方が性に合って

いるから（T）
・ 授業は楽しいが、授業外でこの授業に充てる時間が多

いため（T）
・ 発言が苦手なので、苦手（S）
　以上のように単にコミュニケーションを取ることに対
する苦手意識だけでなく、本来持つパーソナリティーの
問題や、授業外におけるグループでの練習時間などの難
しさを挙げているものもあり、課題の一つと言える。
　
3．ワークショップの振り返り（自由記述）
　学生の振り返りの方法について、開始段階と終了段階
を比較した。方法として、自由記述に書かれたワードを
キーワードとしカテゴリー化し、人数で表したところ、
以下のようになった。
キーワード S大開始時 S大終了時 T大開始時 T大終了時
読み返す 11 15 39 45
メモ 9 10 29 29
省察・反省 6 12 2 19
再現 2 11 44 24
意見交換 1 3 7 12
調べる 1 1 3 2

（数字は人数）

　振り返りキーワードに該当する文章を抽出したとこ
ろ、開始時では全ての項目を合わせるとS大では30、T
大では124だったが、終了時のS大では52、T大では131
になっていることから、振り返りが充実したということ
が言えるだろう。特に、S大では、「読み返す」、「省察・
反省」、「再現」が増えていて、T大では「再現」が減少し、

「読み返す」、「省察・反省」、「意見交換」が増えているこ
とが特徴である。

3-3．ワークショップ型授業（実践）についてのアンケー
ト概要

　ここでは今回取り上げた授業を受講したS大の学生に
行ったアンケート結果を載せ、分析する。アンケート項
目を考える際、ワークショップ型の可能性と課題を探る
上で欠かすことのできない必須条件といえる①「積極的
―能動的」②「傾聴と受容」に加えて、一方で見られる現
象③「消極的―受動的」の様子を分析できるように以下
の項目を設定した。この設定により、学びのプロセスに
おける学生の内的側面をより詳しく分析できることを期
待する。
① 「積極的・能動的」
・ 積極的に自分の考えを伝えることができましたか？

（はい・いいえ）
「はい」と答えた人に尋ねます。
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・ 自分の意見が取り上げられた時の気持ちがどうでした
か？

・ 取り上げられなかったときの気持ちはどうでしたか？
② 「傾聴・受容」
・ 自分の意見と異なる意見が出たときあなたはどうしま

したか？
③ 「消極的・受動的」
いいえと答えた人に尋ねます。それはなぜですか？

3-4．結果及び考察
　結果として、学生の記述した文章をそのまま載せるこ
とで、思考の傾向を読み取り考察を深めることにする。
① 積極・能動的
積極的に自分の考えを伝えることができましたか？

はい いいえ
パペットを使った音楽劇作り（6月実施） 73％ 27％
お話BGM作り（7月実施） 76％ 24％

　二つの活動を比較すると若干ではあるが、はいと回答
した学生が増えているが、ほぼ変わらない。
自分の考えを伝えることが出来たと答えた学生につい
て、自分の意見が取り上げられたときの気持ちをを以下
のような言葉で表現している。

嬉しかったし、もっと他に考えてどんどん出そうと思
いました。
嬉しかったです。もっといいものを考えようと思いま
した。
積極的に参加できて嬉しかった。
皆が共感や同意をしてくれた時は嬉しかった。

「いいね」と言われると嬉しかった。
嬉しかったのはもちろんですが、同時に自分も皆の力
になれたという達成感みたいなものを感じた。
次の場面等でも、積極的に考えて発言しようという思
いが強まり、自信に繋がった。
嬉しかったが、あまり自信がなかったので、少し不安
もありました。
認めてもらえた感じがして、嬉しかった。

（考察）
　ただ「嬉しかった」だけの学生も多く、嬉しい気持ち
を抱いた学生が79％であった。さらに、嬉しい気持ちの
理由が、皆の力に慣れた嬉しさ、共感や同意が得られた
嬉しさなどであるが、その嬉しさが次の活動への意欲や
達成感となって表れている。
②「傾聴と受容」
・自分の意見が取り上げられなかったときの気持ちは？

　積極的に自分の考えを伝えることが出来たが、自分の
意見が取り上げられなかったときの気持ちをを以下のよ
うな言葉で表現している。

そんな考えもあったのかと勉強になった。
アドバイスをくれるので勉強になりました。
残念だけど他の人の意見を聞けてよかった。
作品をより良くするためには必要なことなので、良かっ

たと思います。違う案を考えようと思いました。次は
もっと良い案を考えようと思えました。
取り上げない理由も言ってくれたので、納得できて他
の考えを出そうと思った。
悲しくなりました。
少し残念だった。が、みんなも考えてくれているとわ
かり、安心した。
他の人の意見とか気持ちも尊重しようと思った。
ダメな理由をちゃんと言ってくれたので納得できた。
自分よりも適当だと思われる意見の時に取り上げられ
なかったので、ネガティブな感情は抱かなかった。
皆のイメージとは違うのかと、少し残念。
悲しい、悔しいと思った。が、その分、案を出してくれ
たので嬉しかった。
くやしい。
特に何も思わない。

（考察）
　自分の意見を取り上げられないことで悲しい気持ちや
悔しさを感じる学生もいたが、取り上げない理由を説明
してもらえたことで、次はもっと良い案を考えようとす
るなど、活動へのモティベーションを上げることになっ
た学生も多かった。

③「消極的‐受動的」
・「いいえ」と答えた人に尋ねます。それはなぜですか？
　
　積極的に自分の考えを伝えることが出来なかった学生
が、その理由を以下の言葉で表している。

案があまり出てこなかった。
あまり思いつかなかった。
いい意見が多かったから。
自分の意見が聞いてもらえるかの不安と、自分の意見
を否定されてしまうかもしれないと不安になってし
まったから。
発言が苦手、嫌いだから。
自信がない。でも、前の時よりは意見を出すことがで
きました。
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（考察）
　また、自分の発言力の不足が積極的に発言できなかっ
た理由とする学生もいた。「不安」や「自信がない」など、
一見、消極的に思えるが、他者の発言を受容することで、
自分の発言を控えるという結果になった学生も多かった。

・ 自分の考えと異なる意見が出たとき、あなたはどうし
ましたか？

自分の意見の良さを伝えてみる。そして、他の人の意
見を聞いて良さを見つけて、他の皆にどっちが良いか
聞いて決めた。
こんな考えもあるんだと思い、皆にどちらが良いか聞
き、考えて決めました。
相手の話を聞いて、自分の意見も言って、お互いに納
得できる意見にする。
しっかり聞いて、自分の意見も言ってみる。
その意見を聞いて、良いと思ったらその意見を採用す
る。
最後まで意見を出し合い、どの意見が一番いいのかを
考えた。
自分が思いつかなかった意見だから、それはそれで受
け入れた。
良く聞いて、どちらの意見を取り入れればより良い作
品になるかを考えました。
もっとよくなるように、いいところを組み合わせるよ
うに話し合う。
そういう考えもあるのだと思いました。
自分の意見は後回しで、他の人の話しを聞く。
相手の意見を優先する。
相手の意見をしっかり聞き、その意見の方が良い場合
はそっちを採用し、自分の方が良いと思った場合は
しっかり伝えた。

　上記の意見からは相手の意見を尊重しようとしたり、
相手の良さを見つけようとしている姿と見受けられ、単
に消極的・受動的をマイナスな意見と捉えるのでなく、
こういった姿勢は保育者にとってとても大事な資質であ
ると言え、表面だけの姿で我々は学生を評価せず、体験
を通して変容する学生の心の動きを読み取ることが求め
られる。

4．ワークショップの可能性と課題

　最後に、これまでの結果に記された学生自身の言葉か
らワークショップの可能性と課題に相当するものとし抽
出、まとめとする。※（　　　）が学生の言葉である。

（1）可能性
1． 苦手なことを克服しようとする気持ちが育まれる

（一緒に楽しもうと意識すればワークショップに対
する苦手意識が少しずつ薄れてきた）

2． 学びの広がり、心と体と頭を使っての理解へ（体験
し考えることで理解がより深まる）

3． コミュニケーション能力の向上（普段話をしない人
とも関わることが自然とできる）

4． 達成感と充実感が感じられることで次の課題への意
欲を生み出す（協同・全員参加・皆に貢献している
感じ）

5． 体験することで長期的に学びとして残る（体験を自
身の能力につなげていける）

6． 省察・反省を重ねることで次の活動へとつながる（反
省をしながら振り返る・意見交換できるようになる）

（2）課題
1． 振り返りの難しさ（大切だと思ったことを記録でき

ず記憶になってしまうデメリットもあり、せっかく
学んだことが曖昧になってしまう可能性がある）

2． 子どもの気持ちになりきるだけでなく、理解しよう
とする姿勢を学ぶ（ただ楽しいで終わってしまう可
能性）

3． グループ間におけるコミュニケーションの難しさ
（意見を言わない人の気持ちを理解する）

4． 活動の意図やねらいを理解する難しさ（動いている
間はその遊びの意図をあまり理解できない難しさ）

5． 意欲の度合いに違いが見られた場合の難しさ（人任
せになってしまう部分が出来てしまう）

6． 学生の持っている力のみで進めるという難しさ（煮
詰まってしまうと先に進まない）

おわりに

　ワークショップ型授業はその特徴である‘楽しみなが
ら学ぶ’というスタイルが十分生かされている。「協同」
のためには、学生自身の「積極的・能動的」な態度、他の
人の意見に耳を傾け受容、共有することが求められる。
これらは保育者に必要な資質であり、ワークショップ型
にはその可能性が十分存在すると言える。
　またワークショップ型体験授業においては、単なる体
験で終わらず、その体験についての「振り返り」が学生
にとって真の学びにつながる。ワークシート上だけでな
く、その内容について指導者も含めた全員で討議し学び
を深めていくことが求められる。保育者とは日々の保育
内容について書きとめることで振り返り、保育者同士で
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話し合うことで更に振り返り、反省を生かした保育を再
度行うということを繰り返しながら成長していくもの
である。保育者を目指す学生がこの一連の流れをワーク
ショップ型授業を通して学ぶ可能性は十分あり、その導
きの工夫が指導者に求められるだろう。
　また音楽表現教育という観点で考えた時、表現のワー
クショップは学生主体で進めることが基本だがそこに問
題も存在する。例えば、学生の今持っている力（音楽基
礎能力や感性・保育実践力や保育を考える力）で進める
ことで、行き詰り満足な作品ができず、不完全燃焼で終
わってしまう。そのために表現力・発想力UPできるよ
うな導きが必要であり、表現だけでなくその他の保育内
容の指導法の授業で培われてきた保育実践力をワーク
ショップ型表現教育で有効に使われ生かされていくこと
が理想である。学生の力を十分に発揮できるような環境
作りや導きを更に検討し、ワークショップ型表現教育の
更なる可能性を広げていけるよう努めたい。
　

注

1． 登啓子・金指初恵．2012年8月18日．日本学校音楽
教育実践学会第17回大会口頭発表．鳴門教育大学
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