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1．研究の目的と方法

　平成 20 年 3 月に告示された新しい学習指導要領にお
いては、中学校音楽科の目標に「音楽文化への理解」が
掲げられ、小学校音楽科においても今後ますます世界の
多様な音楽を扱っていくことが示された。音楽について
その背景となる風土や文化・歴史などを理解し、様々な
音楽のもつ固有の価値と多様性を理解し尊重していくこ
とが一層重要視されている。ここには、音楽観の拡大な
らびに音楽的感性の伸長というねらいとともに、多文化
共生社会を目前に控え異文化理解を促進していくという
側面が含まれていると考えられる。日常にはみられない
特徴があらわれた音楽との出会いは、音楽や文化に対す
る見方を変える契機となり、文化的背景を異にする人々
への理解につながっていくであろう。
　従来の音楽科教育において、異文化理解をテーマとし
た学習は、世界の多様な音楽の取り扱いの中で検討され
てきた。先行研究として、学習のねらいには、異文化の
尊重・自文化の自覚（加藤、1993）、学習者の考え方の
更新（谷、2007）などが挙げられ、指導法の研究として
は、異文化の音楽により価値基準や常識を問い直す（内

田、2000）、他者理解をすすめるための方法（加藤、
2008）、音楽の諸要素（音色・リズム・速度・旋律・テ
クスチュア・強弱・形式・構成など）の聴き比べや身体
の動きを含めた表現活動の提案（加藤、2010）などがみ
られる。また 1990 年前後より、民族音楽研究者らが収
集した世界の様々な国および地域の音楽について、解説
書が添付された視聴覚教材 2 が製作販売されたことで、
より音楽授業における取り扱いを容易にしていったと考
えられる。
　こうした中で、教育実践においても異文化理解が関わ
る学習が多くみられるようになった 3 が、国際理解教
育、情報学習、総合的な学習の時間における取組みな
ど 4、学習のねらいや方法が多岐にわたっており、音楽
学習における異文化理解とは何なのかということが明確
に示されないままに、混沌とした中で授業実践が繰り広
げられてきたことが伺える。ここでは、様々な他国の楽
器や歌の体験、それらの背景についての調べ学習、日本
在住の外国の方との交流などにおいて、子どもたちが
「楽しく活動できること」を主眼とした授業が進められ
てきたのではないだろうか。
　内田は実践者の立場より、音楽教育実践の実情につい
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て、「『異文化理解』とはすなわち『民族音楽』の学習で
あるかのように単純に読み替えられている」と実践のあ
り方について問題視している（内田、2000：176）。桝谷
も実践者の立場から、世界の多様な音楽を扱う際のステ
レオタイプ的な見方や偏見を助長する危険性など、異文
化にふれていく難しさについて言及している（桝谷、
1998：66）。また谷が、「異文化理解の典型とも言える説
明のあり方には、人々が音楽を通して互いに理解し認め
合うという『到達点』だけが強調されることで、そのよ
うな結果にいたるプロセスについては表面的にはなかな
か言及されにくい」（谷、2007：2）と指摘しているよう
に、相互理解、共感、心情理解などに通じていく、子ど
もたちの心理的側面の変化を示すような研究や、その発
想を裏付ける理論的根拠はほとんど示されてきていな
い。
　異文化理解をテーマとした学習においては、異文化の
情報を得た段階にとどまらず、自身のこれまでの単一的
な価値観や考え方に気づき、より複眼的なものの見方へ
と変えていけることが重要であると考える。こうした体
験は、今後さらに、異質なもの、苦手意識や潜在的に偏
見を持っているような文化を受け入れていくための出発
点として、重要な学びとなるであろう。今後、音楽科教
育においてより一層「音楽文化への理解」を促進してい
くために、異文化理解をテーマとした学習のあり方につ
いて、具体的に提案していくことが必要であると考え
る。
　現在、音楽教科書には世界の多様な歌が取り上げら
れ、子どもたちは様々な国や地域の歌を体験する機会を
得ている。歌には人々の生活や価値観などがあらわれて
おり、子どもたちは、自分たちとは違う文化を持つ人々
の存在を認識するとともに、自分たちが慣れ親しんだ環
境にいる時には気づくことの出来ない自文化について浮
かび上がらせることができるであろう。
　本研究においては、まず始めに、音楽学習における異
文化理解のねらいや教材選択の観点について確認し、分
析の視点を明確にする。続いて、世界のさまざまな
「歌」に関わる教材について分析し、異文化理解に向け
た「歌」に関わる教材の有効性について検討したい。

2．音楽学習における異文化理解のあり方

（1）異文化理解のねらい
　人は誰でも、自文化にいる内では、自文化とは何なの
か、自分はどのように文化的存在であるのか、というこ
とを意識することがない。藤井が、その人々が生活のな
かで、どのように音楽をはぐくんでいるかを知ること

は、その文化を理解する道であるとともに、私たちの文
化や音楽のあり方に対する反省や触発をあたえてくれる
ことになる（藤井、1992：119）と言うように、異なる
文化にふれることによって、初めて自らの考え方や価値
観などについて意識することになる。異文化理解に関す
るトレーニングにおいては、異文化にふれる際に自文化
への気づきを高めるための方法が提案されてきている。
気づき（awareness）とは、無意識下にあったものを意
識化することであるが、人は誰でも意識しようとしなけ
れば自文化については無自覚なものであるため、自分の
ものの見方や感情・行動について意識化しておくこと
で、感情的に巻き込まれずより冷静に異文化について判
断していくことを目的としている（渡辺、2002：69）。
　このように、異文化接触によって自文化への気づきを
高め、自分自身が文化的な存在であることを再認識する
ことが、異文化理解を進めていくために重要である。こ
の際の、文化的存在としての自分とは何か。文化特有の
感じ方や考え方について、自分自身のことであるかのよ
うに感じるのは、成長に伴う社会化や文化化の過程で、
文化の要素が自己概念の中に取り込まれてきているため
である。「自分はこういう音楽が好きな人間だ」、「自分
はこのような音楽表現をするタイプだ」、などと称する
とき、その人の内にそうした文化的意味が取り込まれ、
心と一体化している証明と言えよう。こうした自己概念
における文化的側面を、箕浦は「文化的自己」と呼び、
象徴的自己（symbolic self）を指す（箕浦、1990：
44）。筆者はこれを、「文化的存在としての自分」と呼ん
でいる（桐原、2009：22）。自分にとって身近な音楽や
好みの音楽については、「良い」、「かっこいい」などの
認知的側面と、「好き」、「大切にしたい」などの情意的
側面、さらには自己の音楽表現としての行動的側面が一
致すると考えられる。子どもたちにとってこのような音
楽は、自分自身のものの見方や感情と直結していると言
えよう。これに対し、異文化の音楽については、たとえ
認知的側面において、「面白い」、「大切にすべきもの
だ」などととらえたとしても、一過性の体験に終わって
しまうことが多いと考えられる。
　そこで、異文化の音楽に出会い、共通点や相違点、ル
ーツやつながり、固有性や多様性について認識ながら、
自文化との一致または不一致を感じることによって、自
分はどうなのか、相手はどうなのかと考えをめぐらせる
ような場面を重要視したい。自文化について再認識し、
自分がいかに文化的な存在であるかということを意識化
することによって、自分と他者がどのように違い共通し
た部分があるのかを認識することができるようになる。
こうした体験をもとに、子どもたちの既存のものの見方
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が修正され、次第に異文化を受け入れていくための自ら
の認知的枠組みを拡大させていく。異文化接触による認
知的側面の変容に伴い、他者に対する共感の念を抱くな
どの情意的側面への働きかけを可能にすると考えられ
る。（図 1）
　異文化理解とは、異文化接触によるこうした主体のも
のの見方の変容によって、異質なものを受け入れていく
プロセスであると定義づけたい。そこで、音楽科教育に
おける異文化理解をテーマとした学習においては、文化
的背景を異にする他者への共感的理解を上位の目標とし
ながら、異文化の音楽との出会いによる子どもたちの認
知的側面の変容を促すことが主たるねらいとなると考え
る。

（2）教材選択の観点
　異文化理解に適した教材について検討する際に、子ど
もたちがどのような教材に反応するのかということを明
らかにする必要がある。自分たちの好みの音楽や日常生
活と一致または不一致を感じることにより、自分と相手
がどのように共通または相違しているかを認識しやすい
教材に出会うことができれば、子どもたちは自ずと気づ
きを高めていくことができるであろう。このためには、
まず始めに、子どもたちの自文化や自文化としての音楽
とはどのようなものなのかを知っておく必要がある。
　異文化接触に関わる心理的側面の研究においては、個
人と文化の関係についてみていく際には、文化を個々人
の外にある意味体系とし、心のあらわれとして文化をと
らえている。子どもたちは、価値観、感情様式、行動様
式、音楽的表現、音楽的知識などを備えた文化的な存在
である。箕浦によれば、人は、「文化的意味の充満した

社会システムの中で生きている」ため、「ある特定の文
化のなかで育つうちに、育ちの場で展開される行為のや
り取りのなかにたたみ込まれている文化的意味を選択的
に摂取し、自らの意味世界をつむいでいく。こうしてで
きた内的環境（psychological interior）を意味空間」と
している（箕浦、1997：46）。この「意味空間」によ
り、人は次第に文化的存在となり、個人的特徴や社会的
文脈に適した特徴があらわれるようになる。子どもたち
は、外部の文化的意味体系から文化的実践の場を媒介と
し、さまざまな文化的意味を取り込んでいる。これによ
り、内的環境としての意味空間を構成し、価値観（社会
的規範など）とともに、社会的環境に適した行動様式
（挨拶の仕方やゼスチャーなど）や生活様式、言語など
を身につけていく。
　子どもたちの音楽に関する文化的意味は、習い事、家
庭、学校、地域の音楽、音環境、テレビの影響などさま
ざまな文化的実践の場において摂取されると考えられる
（桐原、2009：128-129）。このような文化的意味の取り
込みにより、日々の中での音楽の楽しみ方を見出した
り、音楽によって情動を喚起されるような心的反応を起
こしたりすることによって、音楽的な表現の仕方などを
身につけていく。文化的実践によって子どもたちの個人
の内に取り込まれた文化の特徴を、「自文化」ととらえ
ることができる（図 2）。一方、文化的実践の場に参加
する機会を得ず、文化的意味の取り込みが行われない文
化に対しては、「異文化」と感じるようになるであろ
う。このように考えると、自身の内に取り込まれてこな
かった音楽、日本の伝統的な音楽や普段触れる機会のな

〈他者への共感的理解〉

異文化に出会うことによって自文化との一致・不一致を感じる。
既存のものの見方を修正し、新たなものの見方へ。

〈文化的存在としての自分への気づき〉

自文化を浮き彫りにする

自分について、自分と音楽の
関わりについて見つめなおす

ルーツやつながり
共通性
固有性
多様性  など

気づき促される

異文化の音楽にふれる

新たな見方

共通点・相違点
などを認識する

他者との共通点や
相違点を知る

〈他者への新たな見方〉

図 1　異文化理解のプロセス
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自然、歴史、生態的環境…など

〈さまざまな文化的実践の場〉
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習い事 テレビなどの影響

図 2　自文化のとらえ方
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い諸外国の音楽などは、馴染みのない音楽という位置づ
けとなり、異文化と感じることになる。しかしながら、
日本の伝統的な音楽については、諸外国の音楽との対比
を行う場合においては、「自分たちの国の音楽」ととら
えることができるであろう。
　以上のように、効果的に異文化の音楽に出会わせるた
めには、子どもたちの価値観や感情、生活習慣、また音
楽の好みや表現方法など、子どもたちの自文化および自
国の音楽と関わらせ、共通点やつながり、相違点（固有
性や多様性）について気づくことのできる教材を選択す
ることが有効であると考える。ここには、子どもたちの
発達段階に合った教材を選択するという観点も重要であ
ろう。

3．教材分析

（1）分析の手続き
　小学校音楽教科書 1学年から 6学年 5 に掲載されてい
る、諸外国のさまざまな歌を取り上げた。人々の生活や
心情、文化の固有性などがあらわれている歌の中から、
子どもたちの自文化および自国の音楽との一致または不
一致がみられる特徴を持つ教材を分析対象として選択し
た。歌にあらわれた、子どもたちの自文化および自国の
音楽と関連づけられる特徴を挙げ、カテゴリーとしてま
とめた。
　分析の視点として、以下の 4点を定めた。

①価値観・感情
②生活の様子
③つながりやルーツ、違い（固有性や多様性）
④発達段階との関連

（2）結果と考察
　諸外国のさまざまな音楽において「歌」が関わる教材
のうち、本研究の視点に合ったものは 37 教材であっ
た。（表 1）

①価値観や感情
　歌は、人々の心情や価値観を示すものであり、「心」
と密接な関わりがある。これは、普段は目に見えない文
化であるが、歌を通して知ることができる。
・故郷や花への想い
　朝鮮半島全域で広く歌われている民族的愛唱歌である
〈こきょうの春〉は、あんず、桃、やまつつじなど、春
に咲く色とりどりの花につつまれた故郷への想いを歌っ
ており、ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージッ

表 1　取り上げた教材一覧
教材名

（アイウエオ順） 掲載教科書およびページ

あちゃぱちゃのうちゃ 東京書籍 1年（p.21）
アリラン 教育芸術社 5年（p.40）、

東京書籍 5年（p.35）
アンデスの祭り 教育芸術社 6年（p.40）
海よ、ふるさと 教育出版 6年（p.49）
エーデルワイス 教育出版 4年（p.14）、

教育芸術社 4年（p.63）、
東京書籍 3年（p.28）

かえるのがっしょう 教育出版 2年（p.28）、
教育芸術社 2年（p.18）、
東京書籍 2年（p.16）

かっこう 教育出版 2年（p.30）、
教育芸術社 2年（p.16）、
東京書籍 2年（p.14）

からだあそびのうた 東京書籍 2年（p.20）
きらきらぼし 東京書籍 1年（p.16）
グリオの語りとコラの
演奏

教育出版 5年（p.34）

ケチャ 教育出版 5年（p.48）、
教育芸術社 5年（p.39）、
東京書籍 5年（p.35）

小犬のビンゴ 教育出版 2年（p.20）、
教育芸術社 2年（p.5）、
東京書籍 3年（p.48）

こぎつね 教育出版 2年（p.52）
こきょうの春 教育出版 4年（p.46）
こきょうの人々 教育出版 5年（p.12）、

東京書籍 5年（p.10）
ゴスペル 教育出版 5年（p.35）、

教育芸術社 5年（p.39）、
東京書籍 6年（p.35）

線路は続くよどこまで
も

東京書籍 1年（p.52）

太湖船 東京書籍 5年（p.35）
ちいさなせかい 教育出版 3年（p.20）、

教育芸術社 3年（p.4）、
東京書籍 1年～ 6年

ちぇっちぇっこり 東京書籍 1年（p.20）
ちょうちょう 教育芸術社 1年（p.38）、

東京書籍 1年（p.6）
トラジ打令 教育芸術社 4年（p.51）
ハワイアン 東京書籍 6年（p.35）
半月 教育出版 4年（p.52）
ヒマラヤの歌 教育出版 3年（p.38）
ポ アタラウ 教育出版 6年（p.53）
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ク』の一曲である〈エーデルワイス〉においても、オー
ストリアとスイスの国花に指定されている白い小さなエ
ーデルワイスの花について、祖国を大切に思う気持ちを
重ねて歌われている。ネパールの〈ヒマラヤの歌〉は、
世界最高峰のチョモランマ（エベレスト）がそびえるヒ
マラヤ山脈と共に生きる人々が、自分たちの国を愛する
気持ちをヒマラヤに託した曲として広く親しまれてお
り、我が国の〈ぶじ山〉の歌詞にも通ずる、誇り高い気
持ちを山に寄せている。このように、国や地域によって
それぞれに想いを寄せる対象が違うことを知るととも
に、国や故郷を想う気持ちが共通していることを認識す
ることができる。朝鮮半島民謡〈アリラン〉、アメリカ
合衆国のフォスター作曲〈こきょうの人々〉（原題は
「Old Folks at Home」だが「Swanee River」の名でも
よく知られている）にも故郷を想う心情が描かれてい
る。これらは、我が国の〈ふるさと〉や〈われは海の
子〉にあらわれた、生まれ育った土地の情景を思い浮か
べ懐かしく思う心情と重なるものがある。中国の愛唱歌
であるウアン・リーピン作曲の〈海よ、ふるさと〉も同
様に、生まれ育った海に対する愛情を歌っている。
　また、中国民謡〈まつりか〉は、中国で古くから親し
まれてきた歌であり、人々にとって身近であり良い香り
のする茉莉花（ジャスミン）の様子について歌ってお
り、日本古謡〈さくら〉の情景やさくらを愛でる気持ち
と共通するものがある。中国においては、この花を香料
としたジャスミンティーが一般的によく飲まれているた
め、日本と同じようなお茶を飲む習慣があっても、その
違いについて知ることができる。子どもたちがジャスミ

ンの茶葉を実際に手に取り、匂いを確かめてみるのも良
いであろう。以上のような楽曲においては、花や山、海
などに寄せる心情、故郷への想いなどがあらわれてお
り、同じ人間として同じような気持ちを抱いていること
に気づくことができる。
・古くから伝わる考え方
　韓国の歌〈半月〉には、夜空にうかぶ月の中に迷子の
うさぎが母を探す様子が描かれている。月のとらえ方は
国によって様々であるが、月の中にうさぎがいる点は我
が国の古くからのとらえ方と一致しており、日本古謡
〈うさぎ〉に歌われている情景や我が国に長く伝えられ
てきた風習（月に浮かび上がる模様を、うさぎが餅をつ
いている様子にたとえてお月見を楽しんだ）と比較して
考えることができる。
　また、歌唱活動だけでなく鑑賞活動を通して、歌の文
化的脈絡について知ることができる。アメリカ合衆国の
「ゴスペル」は、魂の叫びを力強く歌い上げながら、神
への祈りや感謝をあらわしている。アフリカのガンビア
やカザマンス地方（セネガル南部）の民族では、文字を
持たない人々の生活の中で英雄や物語の伝承が重要視さ
れており、世襲音楽家「グリオ」は「コラ」という楽器
のメロディーにのせて人々に語ることを主な仕事として
いる。これらについて、自分たちの考えや行動との違い
（または共通点）について考えをめぐらせることができ
る。

②生活の様子をイメージする
　歌には、人々の日常生活の様子があらわれるため、
我々とは違う生活や風土の様子について知ることができ
る。
・暮らしや風土
　ボリビア民謡〈アンデスの祭り〉の歌詞には、太鼓や
ケーナなどの楽器、ポンチョ・黄色い仮面・真っ赤な仮
面・大きな帽子・きれいなかざりなど、アンデスの祭り
の様子が描かれている。これらと自分たちの身近な祭り
を比較することで、衣装や楽器の違いについて知るとと
もに、祭りに対する共通した思いなどについて認識する
ことできる。自然環境があらわれた歌として、先に挙げ
た「花」や「山」、「海」などをテーマにした曲の他、中
国では良く知られた民謡の一つである〈太湖船〉には、
太湖という景勝地としても有名な大きな湖における舟遊
びの様子が歌われている。これらについて、実際の現地
の映像を視聴しながら、自分たちの住んでいる風土と比
べてみることが出来るだろう。また、自然と共に暮らす
人々の生活の様子について知ることができる。
・現地の子どもたちの様子

ホーミー 教育出版 5年（p.35）、
東京書籍 5年（p.34）

ほうこう ぱれぱれ 東京書籍 1年（p.20）
ほたるの光 教育出版 5年（p.54）、

教育芸術社 5年（p.51）、
東京書籍 5年（p.49）

まつり花 教育芸術社 5年（p.41）
また会いましょう
（サヨナラ）

東京書籍 5年（p.51）

マンガニ、雨おどろう 教育出版 3年（p.40）
もりのくまさん 東京書籍 1年（p.53）
山のごちそう 東京書籍 1年（p.20）
山のポルカ／
にわとりポルカ

教育芸術社 2年（p.27）・2
年（p.40）、
東京書籍 2年（p.28）

レロンレロンシンタ 教育出版 3年（p.41）
ロンドンばし 教育芸術社 2年（p.4）、

東京書籍 2年（p.21）
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　子どもの遊び歌は、原語による録音物や映像などを入
手できる可能性が高く、現地の子どもたちが実際に遊ん
でいる様子をイメージさせることができると考える。身
振りをしながら歌う遊び歌が多く掲載されており、ガー
ナの遊び歌〈チェッチェッコリ〉は、歌いながらリーダ
ーの動きを他の皆で真似る遊びである。ニュージーラン
ドのマオリ族の遊び歌〈ほうこうぱれぱれ〉は、「ほう
こう」の部分は両膝を叩く常に同じ動作、「ぱれぱれ」
の部分で動きを変える。オーストリアの遊び歌〈山のご
ちそう〉は、ヨーデル部分の「ホルディヒヒヤ」より、
膝たたきや手拍子などの動きをつけて遊ぶ。北欧のラッ
プランド地方の民謡〈あちゃぱちゃのうちゃ〉では、ボ
ートを漕いだり釣竿を振って餌を投げ入れる魚釣りの様
子をあらわす、身振りを楽しみながら遊ぶ歌である。
　我が国で広く知られている外国の遊び歌も多い。イギ
リス民謡でマザーグースの歌の一つでもある〈ロンドン
ばし〉は、二人が手をつないで橋をつくり、その下を皆
がくぐっていき、歌の終わりに橋役が手を降ろして捕ま
える遊びである。アメリカの遊び歌〈こいぬのビンゴ〉
は、アルファベットを 1文字ずつ抜いていき、そこに手
拍子を加えながらゲーム感覚で遊ぶ、人気のある手遊び
歌である。イギリスの〈からだあそびのうた〉は、原題
〈Head, Shouldes, Knees and Toes〉が示すように、体
の各部を触っていく。以上のような曲は、原曲の訳詞や
リズムを多少日本語に合わせて変えてあるものが多い
が、遊び方については、現地の方法にもとづいている。
・現地の言葉
　日本語訳の歌詞の中に簡単な現地の言葉が組み込まれ
ている歌においては、様々な言語のリズムや雰囲気を感
じ取ることができる。フィリピン民謡〈レロンレロンシ
ンタ〉には、パパイヤの木や海の情景などフィリピンら
しさがあらわれた歌詞の中、「レロンレロンシンタ」
（「大切な友達」の意）というタガログ語の部分がある。
また、アフリカ南部ソト族の民謡とされる〈マンガニ、
雨とおどろう〉にも、「マンガニ（母）」や「ハイレムラ
レハイレムレ」という現地の言葉で歌う部分が含まれて
いる。ニュージーランドのマオリ族曲〈ポ アタラウ〉
も同様に、「ポ アタラウ」（月夜の意）、「ハエレ ラ」
（さようならの意）というマオリ族の言葉を体験するこ
とができる。

③つながりやルーツ、違いを知る
　音楽文化は、それぞれの地域の環境や人々の生活の中
で育まれてきたものであるため、歌には音楽や音楽を取
り巻くさまざまな要素の「固有性」があらわれている。
こうした歌の体験を通して、日本の伝統的な音楽との違

いについてとらえることができる。
・演奏形式
　インドネシア・バリ島に伝わる「ケチャ」は、100 人
以上もの男性が唱える「チャチャチャ」「ポポポ」など
の掛け声の大合唱であり、その組み合わせは非常に複雑
なポリフォニックな構成となっている。「ケチャ」の一
部をグループで演奏してみると、「ケチャ」の特徴であ
る歌声による複雑なリズムの組み合わせを体感すること
ができる。アメリカ合衆国のゴスペルは、後ノリのリズ
ムの手拍子に合わせ、一人と大勢が掛け合いのように歌
う「コール・アンド・レスポンス」の形式について知る
ことができる。
・リズム
　歌の伴奏部分のリズムの特徴について、歌いながら体
験できるものがある。チェコ民謡の〈山のポルカ〉（ま
たは〈にわとりポルカ〉）は、日本ではいろいろな詩が
つけられており、体育科のダンス教材（ドードレブスカ
ポルカ）としても親しまれている。音楽科においては、
歌に伴って体や楽器で伴奏部分を演奏することにより、
軽快な 2拍子のポルカのリズムを体験することができ
る。アフリカ南部ソト族民謡〈マンガニ、雨とおどろ
う〉では、いくつかのリズム・パターンを組み合わせた
伴奏を入れることにより、アフリカ音楽の一般的な特徴
であるポリリズムを体験することができる。
・伴奏楽器
　歌に伴い、様々な伴奏楽器について知ることができ
る。モンゴルの歌や「ホーミー」（倍音により一度に 2
種類以上の声を響かせるモンゴルに伝わる発声法の一
つ）の伴奏楽器には馬頭琴が伴う。他にも歌の伴奏とし
て弦楽器を用いているものがみられ、「ハワイアン」の
歌には 4弦の「ウクレレ」が伴う。アフリカの世襲音楽
家「グリオ」が弾き語る際の「コラ」は、西アフリカに
伝わる大きな弦鳴楽器であり、「コラ」の美しい音色を
聴取させたい。また、ブラジル民謡〈おどれサンバ〉を
歌いながら、サンバのステップや打楽器のリズム型を体
験させることができる。これらもまた、日本の伝統的な
歌や祭りの際の伴奏楽器と比較することが出来る。
・日本の伝統的な音楽と比べる
　原語でも比較的簡単に歌うことができる朝鮮民謡〈ア
リラン〉は、歌いながら手拍子や足拍子でチャンゴのリ
ズムを入れ、三拍子のリズムにのって演奏する。日本民
謡には三拍子のリズムはみられないため、他にも朝鮮半
島民謡〈トラジ打令〉の三拍子と、例えば日本民謡の
〈ソーラン節〉の二拍子のリズムを比べてみることによ
り、隣国でありながらリズムの取り方に大きな違いがあ
ることを知ることができる。
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　また、拍節的でない日本民謡〈江差追分〉は、長く声
を伸ばしながら歌う追分様式であるが、モンゴル民謡の
うちオルティンドーの名曲である〈小さな淡黄色の馬〉
も同様の歌い方をしているため、共通した歌唱表現につ
いて聴き取る学習が挙げられる。こうした音楽的な特徴
の共通性を認識することにより、心理的な距離を縮める
ことができるであろう。
・他国にルーツをもつ歌
　もともとは外国民謡や外国曲であったものが、もはや
我が国の音楽のようにとらえられているものがある。明
治時代に我が国では西欧諸国より多くの民謡を採集し、
歌詞を変えるなどして自国の音楽教育のための教材とし
て活用してきたという背景がある。スコットランド民謡
〈ほたるの光〉（原題〈Auld Lang Syne（久しき昔）〉
は、明治 15 年に日本初の音楽教科書『小学唱歌集』（初
編）に〈螢〉として掲載され、現在でも卒業式などの曲
として定着している、日本の唱歌の原点ともいうべき名
曲である。他に現在の音楽教科書にはスペイン民謡〈ち
ょうちょう〉（〈蝶々〉）がみられる。またドイツをルー
ツとした曲が多く、輪唱曲としてよく知られているドイ
ツ曲〈かえるのがっしょう〉、ドイツ民謡の〈かっこ
う〉や〈こぎつね〉は、我が国で長く音楽教科書に掲載
されてきている。他にも、アメリカ民謡〈せんろはつづ
くよどこまでも〉や〈もりのくまさん〉など、もともと
外国民謡であるものが多く掲載されている。これらの曲
のルーツを知らせたり、我が国だけでなく他国でも親し
まれていることを知らせることによって、自分たちとの
つながりを感じさせることができるだろう。フランス民
謡〈きらきらぼし〉は、古くからヨーロッパを中心に
様々な国で歌われているが、アジアにおいても、例えば
中国の音楽教科書にも掲載されているなど、その国ごと
の言葉で歌われている。〈小さな世界〉のように、世界
各国語で歌われているものは、外国に暮らす子どもたち
が、自分たちと同じ歌を楽しんでいることを実感できる
のではないだろうか。
　以上のような、他国とのつながりを持つ曲について
は、原語やその他の言語で楽曲の一部を歌ってみるのも
効果的であろう。
　インドネシア民謡〈また会いましょう（サヨナラ）〉
は、インドネシア周辺諸国で広く歌われている共に過ご
した人々への別れの曲であるが、タイトルの一部や歌詞
の冒頭に「サヨナラ」という日本語が入っている。旧日
本軍が現地に残した「サヨナラ」という言葉が歌の中で
受け継がれているようである。歌を通して、他国の人々
との歴史的な関わりについて知る機会になるであろう。

④発達段階との関連
　低学年では、主に身の周りの情景にかかわる内容が多
く、子どもたちの生活と密接な歌が多く取り上げられて
いる。ここで、異文化理解に関わる特徴としては、身振
りや遊び歌、生活をあらわす情景などがみられた。中学
年では、低学年と重なる部分も多いが、行事や習慣、固
有のリズム、価値観や考え方などがあらわれていた。高
学年では、中学年と重なる部分も多いが、歌い方やリズ
ム、楽器などについて、音楽的な特徴の固有性や多様性
を示す教材が多くみられた。
　低学年から中学年においては、日常生活と関わりの深
い身の周りの情景をイメージさせるもの、次第に高学年
に向けて、未知なる世界やそれぞれの文化固有の特徴に
関する理解へと、発展的に教材が取り上げられていると
考えられる。

4．まとめ

（1）「歌」に関わる教材の有効性
　本研究においては、まず始めに、音楽学習における異
文化理解のあり方として、学習のねらいおよび教材選択
の観点について確認した。世界の多様な音楽にふれるこ
とにより、子どもたちのものの見方を柔軟に、また複眼
的にしていくことができる。そのためには、子どもたち
自身の自文化および自国の音楽に対する再認識ととも
に、文化的背景を異にする他者とその文化について、具
体的にイメージしていく取り組みが有効であると考え
る。このように、異文化理解をテーマとした学習のねら

遊び歌や身振りを伴った歌

動物があらわれた情景

簡単な現地の言葉

生活習慣

花や故郷への想い

自然や風土（花、山、海、湖など）

祭などの行事

願いや祈り

リズム型や歌いまわし

伴奏音楽

歴史のとらえ方

【低学年】
身の周りの情景

未知なるものへ

【中学年】

【高学年】

図 3　発達段階との関連
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いは、異文化にふれることにより、子どもたちの既存の
ものの見方を変容させることが主眼となる。この際、効
果的に異文化の音楽に出会わせるためには、子どもたち
の自文化について把握し、自文化および自国の音楽との
一致または不一致を感じ取りやすい教材であること、ま
た子どもたちの発達段階に合った教材を選択することが
重要である。
　以上のような、異文化理解をテーマとした学習のあり
方にもとづき、「歌」に関わる教材の有効性について検
討した結果、以下の三点が明らかになった。
　第一に、普段は目に見えない心情や価値観など「心」
と密接な関わりがある特徴について知ることができる点
である。これは、他者について具体的にイメージするた
めに非常に重要な活動であると考える。共通した感情を
知ることは、同じ人間としての「共感」を導き、心理的
距離を縮めることに役立つからである。また、自分たち
とは違った考え方や行動を知ることは、異質なものを冷
静に受け入れていく「共感的な理解」の体験となるであ
ろう。
　第二に、自文化および自国の音楽との対比により、相
違点や共通点を知ることができる点である。「歌」に関
わる教材には、世界の様々な国や地域の人々の価値観や
行動、感情、暮らしや風土の様子、音楽文化の固有性な
どがあらわれている。それぞれの特徴について、生活や
心情、表現方法などについて、自分たちとどのように相
違または共通しているのか、子どもたち各々が考えをめ
ぐらせる活動を展開することが可能となる。
　第三に、低学年のうちから異文化理解をテーマとした
学習をすすめることができる点である。一般的には、異
文化理解が関わる学習においては、高学年において文化
の固有性に着目させる取り組みが多いが、低学年で取り
上げる歌において、人々の心情や行動などに着目させる
ことができる。遊び歌や身振りを体験し、時にはこれら
の歌を原語で歌いながら、自分たちとは違った言葉や表
現をしている人たちの存在を認識することができるだろ
う。
　以上のように、「歌」に関わる教材は、子どもたちの
自文化および自国の音楽との一致・不一致に気づかせな
がらものの見方を変えていく、すなわち、異文化理解に
向けた教材として、有効な特徴を備えていることが明ら
かになった。

（2）今後の課題
　本研究においては、「歌」に関わる教材のみを分析対
象としたが、世界には様々な魅力的な民族楽器が存在し
ている。また、器楽教材曲として優れたものも多い。今

後は、異文化理解に向けた器楽教材および世界の多様な
楽器についても、その有効性について検討していきた
い。また、異文化理解をテーマとした学習においては、
ステレオタイプ的な見方や偏見の低減に向けた取り組み
を行うことも重要である。これは大変困難な課題である
が、音楽の特性を生かして、他国の人々に対するステレ
オタイプ的な見方や偏見の低減に取り組んでいきたい。
このためにも、今後一層、異文化接触に関わる心理的側
面の変容についての理論的枠組みを構築し、子どもたち
のものの見方の変容について明らかにしていくことが必
要である。
　今日、日本国内の学校において、外国につながりをも
つ子どもたちの存在が大きくなっている。子どもたち
は、多様な他者との間で自分の立ち位置を客観的に見な
がら、次第に自己を確立していくことが求められる。異
文化理解の経験を通して、認知・感情の変容を促し、そ
の先には、行動面における他者への関わり方を身につけ
ながら、次第に実体としての他者との関係性を構築して
いくことが必要とされるであろう。このためにも、今
後、地域に暮らす外国の方々との交流や、学校の中での
多文化共生に向けた取り組みにおいて、音楽の果たす役
割は非常に大きいと考えられる。音楽の持つ力を最大限
に生かして、子どもたちの文化に対する洞察力を鍛え、
文化的背景を異にする他者への共感的な理解を深めてい
くことがのぞまれる。

【註】
1 本研究の一部は、第 14 回日本学校音楽教育実践学会
（2009 年 8 月 22 日於オリンピック記念青少年総合セン
ター）にて発表された。
2『音と映像による世界の民族音楽体系』（日本ビクタ
ー、1987 年）、『音と映像による世界の新民族音楽体
系』（日本ビクター、1995 年）、『アジアの音楽と文化』
（ビクターエンタテイメント、1997 年）ほか。特に『ア
ジアの音楽と文化』には映像資料と関連した音楽教育実
践の様子が含まれており、授業に役立てていくための教
材という観点より開発されている。
3『教育音楽中学・高校版』（音楽之友社）、『音楽鑑賞教
育』（財団法人音楽鑑賞教育振興会）、CD-ROM版音楽
科教育実践講座『SERENO』（ニチブン、2004 年）、「音
楽科授業における『諸民族の音楽』の指導内容を再考す
る」（『音楽教育実践ジャーナル』Vol.4no.1、日本音楽教
育学会、2006 年）ほか。
4『音楽科がかかわる総合的な学習 3 世界から学ぶ』（教
育音楽小学版 11 月号別冊、音楽之友社、2000 年）にお
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いては、「世界から学ぶ 国際理解教育、情報活用教育と
いった観点を盛り込んだ総合的な学習」という特集が組
まれている。また『小学校音楽教育実践指導全集第 4
巻』（アカデミー・プロモーション、2002 年）におい
て、総合的な学習の時間および国際理解に関連した事例
が多く掲載されている。
5 三善晃（監修）『小学音楽　おんがくのおくりもの 1
～ 6』教育出版株式会社、湯山昭ほか（著）『新しいお
んがく 1～ 6』教育芸術社、小原光一、飯沼信義、浦田
健次郎（監修）『小学校の音楽 1～ 6』東京書籍、2011
年～ 2012 年出版分を対象とした。
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