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要　約

　芸術を専門とする教員によるワークショップ型表現教育は充分な表現体験を実現するならば学生のコ
ミュニケーション能力を育成するのに適しており、その他保育者としての資質能力を向上させる様々な
可能性が多く存在する。先行研究の課題のひとつとして、体験後となる授業後の「振り返り」の難しさ
が挙げられた。本稿ではワークショップ型表現教育を受講した学生の学びがどう変容しているか、振り
返りの「方法」（①読み返す②メモ③省察④再現⑤意見交換⑥調べる）を経過的に分析し、方法がどう
変容しているか明らかにした。結果、振り返りの方法が難しいものや、授業内容によっては振り返りを
難しくしている等といった課題が見つかったが、内容や指導の工夫で改善できるものであり、この教育
の可能性が広がったと言える。保育の音楽表現活動の理解には、「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ることから、振り返りの「内容」を分析したところ、学生の学びは「心
（感情）」「身体（五感）」「頭（知的）」の順に重点が置かれていた。心（感想）に留まっていたものが、
徐々に「頭（知的）」も同時に機能した前進した学びへ変容しており、心と身体で感じたものを頭で整
理し振り返る力に結び付いてこそこのワークショップ型表現教育ならではの学びが期待できる。

キーワード：音楽表現、ワークショップ型、振り返り、意識と学びの変容

ABSTRACT

In cases where expression-related education in a workshop-style environment by teachers who are 
experts in art can manifest suffi  cient expression experience, such education is suitable to develop 
communication ability in the students and has many possibilities, such as improving their quality and 
ability as a care provider. One challenge in previous research was the diffi  culty of “review” after 
experiencing expression-related education in a workshop-style environment. This article identifi es 
how the studying method of students who received expression-related education in a workshop-style 
environment changed by analyzing the review method（1. Read again, 2. Take notes, 3.Refl ect, 4.Re-
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はじめに

　保育者養成校で行われている保育内容「表現」（以
降、表現とする）の指導は講義型でなくワークショップ
型で行われることが多い。ワークショップ型で行う授業
では他者とのコミュニケーション力が求められる。コミ
ュニケーション力の不足は、現代の子どもの問題として
取り上げられることが多いが、保育者養成校の学生にも
共通する問題であり、保育者養成の資質能力の課題の一
つと言えるだろう。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
力不足から、「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（p10）。また
その中で、「芸術家等の表現活動の専門家は、子どもた
ちのグループ活動において、他者認識や自己認識を助
け、コミュニケーションを促進させたり（ファシリテー
ターとしての専門家）、非言語コミュニケーションや即
興的に対応したり（クリエーターとしての専門家）する
ことにたけている。」としており、芸術家によるワーク
ショップ型授業の有効性を述べている。また平成 22 年
度に文部科学省・文化庁の施策として実施された「児童
生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現
体験」事業があるように、子どもたちの芸術表現体験は
コミュニケーション能力育成に多大な影響を与えるもの
と言えるだろう。
　さて、表現の指導者は音楽や美術といった芸術を専門
とする教員が圧倒的に多い。つまり、大学で行われる授
業ではあるが、芸術家が行うワークショップ型授業とい
うことになり、充分な芸術表現体験を実現するならば、
学生のコミュニケーション能力育成に最も適した授業と

言える。先行研究（登・金指 2013）では、保育におけ
る表現をワークショップ型授業で学ぶことで、コミュニ
ケーション能力だけでなく、表現力、保育実践力等を高
めるといった保育者としての資質能力を向上させる様々
な可能性が多くあることが分かった。一方でこの授業ス
タイルの課題も多く、表現の指導者である筆者らが検討
すべき点も明らかになった。特に体験型授業であること
から単なる体験で終わらずにその体験についての「振り
返り」が出来ている学生ほど学びが深いが、全ての学生
が充分な振り返りができているとは言えず、振り返りの
難しさが課題のひとつとして残った。本研究ではワーク
ショップ型授業の最大の課題となるであろう授業後の
「振り返り」に注目する。分析及び考察を通してワーク
ショップ型表現教育を見直す機会とし、このスタイルに
よる表現教育の可能性を更に模索したいと思う。

研究の目的

　先行研究ではワークショップ型授業を受けた学生の振
り返りの「方法」はある一定のカテゴリーに分類でき
た。また授業内容や指導を工夫することで授業開始時と
終了時を比較すると、その「方法」に変化が見られた。
本稿ではワークショップ型表現教育の振り返りの「方
法」が授業開始時と終了時だけでなく、毎回の授業後で
どう変容しているか経過的にワークシートを分析するこ
とで、学生の意識や学びの変容を明らかにする。
　更に、振り返りの「方法」だけでなく、振り返りの
「内容」がどう変容しているか、学びを振り返る自由記
述を分析することで教員が設定した「ねらい」を学生が
理解できているか考察する。保育における音楽表現を理

create, 5. Exchange opinions, 6. Research）over time. As a result, challenges, such as the review 
method itself is diffi  cult and can become diffi  cult depending on the class contents, were observed. 
However, these challenges can be better addressed by further designing the class contents and 
instruction, and the possibilities of this education can be expanded. When we analyzed the contents 
of the review based on four factors, “fi ve senses,” “body,” “heart,” and “mind,” which were useful to 
understand the self-expression activities through music in childcare, we found that learning by the 
students was prioritized in order of “heart（emotion）,” “body（five senses）,” and “mind
（intelligence）.” This shows that contents saved in the heart（emotion）gradually transformed into 
advanced learning which functioned in the “mind（intelligence）” at the same time. Hence, specifi c 
learning in expression-related education in a workshop-style environment which organizes and 
reviews what the student feels in his/her heart and body can be expected.

　Keywords： self-expression through music, workshop-style, review, transformation of awareness 
and learning
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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る。学生の学びについての自
由記述は、どの部分に重点を置いた記述なのか探ること
で学びの傾向を探り、ワークショップ型表現教育での学
びの質を明らかにする。

研究方法

　授業後の「振り返り」について、質問紙の集計から振
り返りの「方法」が回を重ねる中でどう変容したのか分
析すると共に、振り返りの「内容」については自由記述
からその傾向を明らかにする。尚、質問紙については 5
回目の授業から 15 回目の授業まで計 11 回の授業後に毎
時間行い、変容を詳細に考察する。

先行研究結果

　ワークショップ型表現授業を受講した学生の意識の変
容について、授業開始時と終了時の質問紙を集計した結
果、この授業スタイルに対しておおむね肯定的な意見が
多く、またグループ活動で求められる「積極的・能動
的」な態度だけでなく、同時に他者を思いやる「傾聴と
受容」の精神が少しずつ改善されていく様子と、授業を
重ねるごとに成長していく姿が見られた。またワークシ
ョップ型授業授業後の「振り返り」の方法についての質
問紙（自由記述）を分析すると、その記述は、「読み返
す」「メモ・ノート」「省察・反省」「再現」「意見交換」
「調べる」のおおよそ 6カテゴリーに分類できた。ま
た、授業内容や指導方法を工夫することで振り返りの方
法が開始時と終了時で以下のように変容していることが
分かった。尚、下記（表 1）の数字は自由記述から該当
するものを抽出したため実人数と異なる。先行研究では
対象学生を筆者らが指導している S大、T大、2大学の
学生とし、大学毎の比較も目的の一つとして行った。

（表１）

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・ノート 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）

　表 1からは振り返りの方法が開始時と終了時でどう変
容したかその比較が読み取れる。開始時は全ての項目を
合わせ S大で 30、T大で 124 だったのが、終了時 S大
で 52、T大では 131 になっていることから、振り返り
が充実したと言える。特に S大は「読み返す」「省察・
反省」「再現」が増え、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。

研究対象

　筆者（金指）が担当する S大学人間学部子ども発達
学科 2年生受講者 54 名中、学びの変容を正確に分析す
るため、アンケート対象 11 回分の授業を全出席した学
生 19 名を対象とする。尚、質問紙の分析者は客観性を
持たせるため別の筆者（若谷）とする。対象授業（保育
内容の指導法表現）は平成 25 年 4 月～ 7月（2年次前
期）に行ったものである。尚、先行研究では S大学の
他、T大学学生も研究対象としたが、本稿は大学毎の比
較を目的としないため、対象学生を S大学学生のみと
する。

質問紙について

　授業の「振り返り」について、質問紙を実施した。授
業後に記入し、翌週提出した。質問紙の内容について、
質問 1は振り返りの方法（①読み返す②メモ・ノート③
省察・反省④再現⑤意見交換⑥調べる）6項目につい
て、問うものであり、この 6項目は先述した通り、先行
研究で、学生の振り返りの方法がおおよそこの 6項目に
分けられたという実態がある。また質問 2は、「学び」
の内容についての自由記述とした。実施期間は授業開始
5回目～ 15 回目までの計 11 回の授業後に行った。
（尚、以降 5回目授業を「1」回目授業、15 回目授業を
「11」回目授業と記載する。）

（質問内容）
本日の授業を終えて次の授業までのことを書いてくださ
い。
1．授業後、どのような振り返りをしましたか？
4段階（全くしなかった＝ 1～よくした＝ 4）の当ては
まるところに○を記入してください。。
①読み返す（教科書や配布資料を読み返す）
1　2　3　4
②メモ・ノート（ノートにまとめたり、プリントなど
に書き加えたりした）
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1　2　3　4
③省察・反省
1　2　3　4

④再現（もう一度やってみたり、頭の中でイメージし
たりする）
1　2　3　4

⑤意見交換
1　2　3　4

⑥調べる
1　2　3　4

⑦その他（自由記述）

2．本日の授業でどのような学びがありましたか？（自
由記述）

（S大学授業内容）注：1＝ 5回目授業
1　手遊び・身体遊び
2　歌遊び（絵描き歌・歌を伴うゲーム）
3　トーンチャイム「大きな古時計」
4　ミュージックベル・アンサンブル（学生の編曲によ
る「ジングルベル」）

5　パペットを使った音楽劇作り 1（導入～活動）
6　パペットを使った音楽劇作り 2（展開）
7　パペットを使った音楽劇作り 3（まとめ～発表）
8　お話 BGM作り 1（導入～活動）
9　お話 BGM作り 2（展開）
10　お話 BGM作り 3（まとめ～発表）
11　指導案作成のための教材研究・授業の振り返り

DVD鑑賞

1．結果①
　振り返りの「方法」についての変容

1-1．振り返りが難しい授業内容が明らかに
　表 2を全体的に眺めると、全ての項目でポイントが上
昇しており、振り返りの充実が伺える。しかしながら、
若干下がっている回（3、7、10）が顕著に見られ、これ
らは授業内容に左右していると思われる。つまり、この
回（3、7、10 回）の授業内容の振り返りが難しいとい
う課題が見えてくる。3回目の授業内容は「トーンチャ
イムの活動」で 1コマ完結であることから、授業後に振
り返るといっても「再現」は難しい。しかしながら、
「省察・反省」や「メモ・ノート」や「調べる」といっ
たことはできることから、学生が振り返りしやすいよう
な指導が求められる。7回目、10 回目は共に複数時間使
う最後のまとめとなる回である。これについては 1-2 で
述べる。

1-2．  複数時間使う授業内容では導入-展開-まとめの時
間で振り返りの方法に変化が見られる。

　表 2で注目すべきなのが、5回～ 7回目に行ったパペ
ットを使った音楽劇づくり、8回～ 10 回目に行ったお
話BGMの活動、つまり、導入-展開-まとめ・発表とい
った 1つの内容について 3コマ使った活動の場合、振り
返りの方法に若干変化が見られることが分かる。
　そこで、次に 3コマ分でどのように変容しているのか
個人のグラフ（表 3・表 4）と全体の平均（表 5）で見
ていくことにする。

3 コマ 1クールの授業（5～ 7回目、8～ 10 回目）の変
容を表すグラフ
個人（表 3・表 4）全体平均（表 5）
注）左側より 1コマ目、中央が 2コマ目、右側が 3コマ目
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　上記（表 3、4、5）全ての表から見られる特徴とし
て、複数時間つかった活動の場合、準備-展開-まとめの
流れで 3時間目「まとめ」となる時間の振り返りの難し
さが挙げられる。全体の平均（表 5）から分かるように
「まとめ」に当る 3時間中 3時間目については、2時間
目「展開」の段階が全体的に伸びているのに対し、下が
っており学生の「振り返り」が難しいと予測される（こ
のケースに該当する学生は全体の 42％）
　しかしながら、「省察・反省」については 3時間目が
一番ポイントが高く、振り返りができていないというこ
とではない。学びとは継続していくことで「振り返り」
の意味があると思うので、活動が終わった際にもさまざ
まな振り返りの方法ができるように教員側は工夫してい
く必要がある。
　一方で、表 6の学生のように、まとめとなる 3時間目
（7回、10 回目）が伸びているものもいる。このケース
に該当する学生は全体の割合では 21％という結果であ
る。

　発表が終わった直後に省察・反省、再現ができるとい
うことは自らの表現と再度向き合うことができていると

推測される。またその 21％の学生の約半数、全体の 10
％の学生が 3時間目後に「調べる」ポイントが伸びてお
り新たな探究の姿勢が伺える。

1-3．  振り返りの項目でポイントが低い項目を分析する
ことで新たな課題が明らかに

　ここで表 2を再度見ていく。振り返りの変容を項目ご
とに見ていくと、ポイントが低い項目として、3項目
（「調べる」「メモ・ノート」「省察・反省」）が挙げられ
る（表 7・表 8・表 9）。

「調べる」
　表 7「調べる」項目について全体の変容をみると、
徐々に伸びてきていることが分かるが、他の項目と比較
すると最も低い。しかしながら、表 2を再度見ると、最
終回では他の項目と比較して、最もポイントが高くなっ
ていることが分かる。このことは授業後授業内容につい
て学生自身が自ら調べようとする「自主的学び」につな
がってきていると言える。理由として、最終回である
11 回目の授業はこれまでの振り返りDVD鑑賞となっ
ており、振り返りを授業後学生自身が行うだけでなく、
クラス全体での省察の時間を設定することで「調べる」
が著しく伸びたと推測できる。よって、全体での振り返
りの時間を今後授業内容に多く取り入れていくことで、
「調べる」学生が増えることが期待できる。

「メモ・ノート」
　次に、気になる項目は表 8の「メモ・ノート」であ
る。これについても若干伸びてきているものの他項目と
比較すると低い。顕著に表れているわけではないが、若
干下がっているのが、3回目、5回目、8回目である。
授業内容を確認すると、1回完結の内容（3回目）であ
ったり、活動の導入の段階（5、8回目）であることが
分かり、今後改善が求められる。授業で気づいたことや
新たな発見、学生同士や教員から学んだことを記録して
いくことは、自らの保育のアイディア集へとつながるは
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ずである。授業後に授業内容をメモする習慣がないので
あれば、授業中に授業内容を記録したり教員の工夫をメ
モすることから始め、記録に残す習慣を促すような指導
が求められる。表現活動の中でも動きを多く伴うワーク
ショップの場合、メモを取る時間が少ないため、今日の
内容についてのプリント（教員が整理したもの）を活動
後に配布し、皆で振り返りながら気づいたことをメモす
る時間を取ることで心と身体で感じたことを頭で知的理
解することにつなげていくことで学びを深めていくこと
ができる。

「省察・反省」
　表 9「省察・反省」の項目が目立って低いという訳で
はないが、1回目の授業後が 6項目中一番低いことが分
かる。授業内容は、「手遊び・身体遊び」となってお
り、その内容に原因があると予測される。授業内容は教
員が多くの手遊びの方法を学生に教えるというのがメイ
ンである。これまで表現遊びを知らない学生にとって、
教員による手本は効果的である。しかしながら、遊びを
体験して、つまり学生自身子どもの気持ちになって「楽
しかった」で終わってしまいがちになることがこの表現
ワークショップの課題でもあった。教員が様々な工夫を
見せたとしても学生の学びの記憶として残らない可能性
が高い。そこで、教員が手本を見せる際にどう工夫をし
ていたのか、省察・反省できるようなワークシートの工
夫や、学生同士でディスカッションできる時間も効果的
だろう。
　保育者は日々の保育について常に振り返り、反省し、
次の保育をどうデザインするか考えていかなければなら
ない。つまり、自らの保育について常に省察・反省する
ことが保育者の成長に欠かせない。授業での学びを省
察・反省することができるなら、将来保育者となり必ず
実現でき、成長につながるだろう。

2．結果②
振返りの「内容」についての変容
（学生の自由記述より）

　ここからは振り返りの「内容」について、学生の自由
記述（今日の学びについて）から考察していく。考察の
視点として、1）内容が回を重ねるごとにどう変容して
いるのかその傾向について、2）教員が設定した授業の
「ねらい」を理解できているか、3）「身体（五感）」「心
（感情）」「頭（知的）」のどこに重点が置かれた記述なの
か、この 3点を設定する。
　尚、2）の「ねらい」について、授業内で教員が学生
に明確に伝えていないため、学生が授業内容から読み取
れたかどうかということになる。学びについての自由記
述は全員分でなく対象学生となる 19 名（全出席）の中
から幾つか抜粋した（似た記述は省略する）。またその
文章の後に、3）の「身体（五感）」「心（感情）」「頭
（知的）」のどこに重点が置かれた記述か分類し、（　）
で示す。

1　  手遊び身体あそび（ねらいは下記の通り、以下同
様）

・保育現場で使える手遊び・身体遊びを覚える。
・ 教科書にある手遊び・指遊びを、楽譜とイラストを手
掛かりに実践できる。
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学び
遊んでいくうちに恥を捨てることができ、後半はし
っかりしながらも楽しくやるという感覚を覚えまし
た。（身体）
先生が行っていたのですが、子どもたちが歌ってい
るときに、先に歌ってあげると、歌えるようになる
ということが参考になりました。（心）
先生の明るく楽しく、しかも子供たちに分かり易い
ような手遊びの教え方をしていてとても参考になり
ました。（心）
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2　歌遊び（絵描き歌・歌を伴うゲーム）
・保育現場で使える「絵描き歌」を覚える。
・ 集団で遊べる「歌を伴うゲーム」を覚え、指導のポイ
ントを理解する。

3　トーンチャイム「大きな古時計」
2 グループに分かれ、楽譜から使用音を抽出し、相談に
よって担当音を決め、心を一つにして演奏することがで
きる。

4　  ミュージックベルによるアンサンブル「ジングルベ
ル」（学生の編曲した楽譜を使用）

・ 「ジングルベル」を教材として、打楽器 3種類による
アンサンブルのためのリズム譜を作成することができ
る。（2週間前に宿題として提出）
・器楽合奏の記譜について理解する。
・ 8 人程度のグループに分かれ、グループのメンバーの
作品を選び、練習して発表する。

学び
先生の、遊び歌をしながら全体を見ることが前に立
つ者の参考になりました。先生の、遊び歌をしなが
ら子どもの目を時々見て、全員を参加させる行動が
全体をまとめるときの参考になりました。（心＋頭）
アブラハムには 7人の子の遊びで、Ａさんの体を全
部使ってやっているのが参考になりました。（心）
Ｂくんが「アブラハムの兄弟」のとき楽しそうに全
身を使って踊っていて、先生役で前でやった時も
堂々としていた姿を見て、こんな先生だったら子ど
も達も喜ぶだろうと感じました。（心）

学び
子どもをまとめるために貨物列車はとてもいいと思
いました。多くの人たちでやるはないちもんめはみ
んなに声を出させて楽しめそうだと思いました。
（心）
先生の、音程を 3段階に分けて、手で高さを表現す
るとすぐ歌うことができるようになると言っていた
ことが参考になりました。（心）
絵描き歌は歌う人は描いている人のペースに合わせ
るとよい。「おふねになっちゃった」も「かわいいコ
ックさん」もほとんど同じリズムでミ・ソ・ラの音
で成り立っている。（頭）
「○○やってくれる人？」とみんなに聞き、やりたい
人がいなかったら「先生がやってみるよ」と言い、
先生が先に楽しさを伝える先生の指導法が参考にな
りました。（心）
リズム打ちをする際は、リズム打ちを始めるグルー
プに次に○○だよと事前に次歌えることでスムーズ
に始められました。大人数をまとめる伝え方を先生
から学び、大人数ゲームのまとめ方がわかりまし
た。（頭）

学び
ピアノの共鳴の例を聞いて、トーンチャイムを実際
に常にあげていたら、響きが若干ではあるが変わっ
たのが分かった。（身体＋心）

学び
他のグループの演奏を聴けて、楽器やリズムが違っ
て、曲の捉え方の違いが参考になった。（心＋頭）
他のグループの楽器の組み合わせがいろいろな組み
合わせがあるんだなと参考になった。（心）
自分のグループと他のグループでは全然違い、ま
た、皆で合わせたときまた新しいものができて面白
かったです。（身体＋心）

学び
トーンチャイムを皆で演奏して、一人でもずれたら
曲が成り立たないので、気持ちを一つにすることが
大切だとわかりました。（心）
先生のトーンチャイムの鳴らし方 ( 音を止めるときな
ど ) が参考になりました。（心）
先生が 2つのグループを順に回ってみたり、困って
いるような子がいるときに声をかけてみたりしてい
たのが参考になりました。（心）
ＣさんとＤさんが率先して音を振り分けて積極的に
動く姿が凄いと思って、参考になりました。（心）
一人一つの音を使って、皆で演奏することは、とっ
ても楽しいと改めて思いました。でも、ぴったり息
を合わせるのは、やはり少し難しいなとも感じまし
た。（身体＋心）
Ｅさんの、演奏をト音記号とヘ音記号の音に分けて
演奏することで、足りない音を確認するやり方が参
考になりました。いきなり行うのではなく、確認し
ながらすることの大切さを学びました。（頭）

（写真１）トーンチャイムによるグループ練習の様子
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5　パペットを使った音楽劇作り①（導入～活動）
・ 子どもたちに歌詞を指導するためのイメージを膨らま
せることができる。

・ 自分の考えをグループのメンバーに伝えることができ
る。

6　パペットを使った音楽劇作り②（展開）
グループのメンバーと相談して、歌詞と歌詞の間のナレ
ーションを作ることができる。

7　パペットを使った音楽劇作り③（まとめ～発表）
・ 作品を仕上げ、パペットを操作しながら歌を歌うこと
ができる。
・ グループのメンバーと心を一つにして発表することが
できる。

学び
グループ全員で話し合うことができ、自分の意見以
外の新鮮な意見が聞けた。（心）
先輩たちの発表のビデオを見て、いろんなやり方が
あって、これからのグループ活動に役立ちそうだな
あと参考になりました。（心）
グループに分かれて皆が意見交換して、人それぞれ
の考え方がたくさんあり、参考になりました。（心）
Ｇさんの、皆をまとめている姿勢が素晴らしかった
です。（心）
パペットの音を決めるのに、誰かが仕切って話さな
いと進まないので、その時にＨさんが話を進めよう
としていて、自分も積極的に参加しなければと思い
ました。（心）
皆の発表と自分たちのと比べて違いを知ることがで
きた（心）
先生が、おもちゃ箱が出てくるから、おもちゃ箱に
ついてのナレーションを入れたら歌に入り易いと教
えていただき、曲が入る前のナレーションについて
先生からの言葉を参考にして、皆で話し合いに入る
ことができました。（心＋頭）

学び
全員が意見をだし、全員でまとめ、二・三人の意見
ではなく全員が出すことの大切さを学んだ。（心）
皆で意見を出し合う中で、多様な考え方、捉え方が
あることを学んだ。（心）
皆で話し合ってる時にＩさんの積極的な意見がとて
も良かったです。（心）
先週と同様、ストーリーを考える上で、どうすれば
子どもが興味を持ってくれるかを踏まえて考えるこ
とは大切だということを学びました。（心＋頭）
音楽と一緒に物語を考えるのは難しかったが、皆で
アイディアを出し合えばすてきな話ができる。（心）
Ｊさんのセリフの発案がイメージ作りの参考になり
ました。ストーリーがどんどん広がっていく感じが
しました。（心）
ＫさんとＬさんが歌詞を何度も読み、歌につながる
ナレーションを考えている姿を見て歌詞を理解して
考える大切さを学び、ナレーションを考える参考に
なりました。自然につながるナレーション作りの重
要さが分かりました。（心＋頭）

学び
他の人は皆お化けをやっていたが、それぞれ解釈が
違っていた。（心）
皆の発表を見て、こんな風にもできるのかと気づい
たことが沢山あった。（心＋頭）
子どもへの言葉使いを学んだ。否定ではなく問いか
けて聞くことが良いことが分かった。（心＋頭）
皆人形を動かしながらやっていたので、声とかに合
わせて動かすなど工夫したいです。（心）
他のグループの発表を見て、パペットの顔の向きや
動きなどにも気を配ることも必要だと分かりまし
た。（心＋頭）
他のグループの発表を見て工夫していたり、自分の
グループでは上がらなかったアイディアなどがあっ
てとても勉強になった。（心）
自分たちがやっていても分からないことが、他の人
の発表を見て分かったことが沢山あって勉強になり
ました。（心＋頭）
他のグループは、感情がこもっていたり、表現の仕
方が上手だった。（心）
皆協力出来て、達成感に満ち溢れた。（心）

学び
皆で協力して楽しんでできたので、実際の保育の時
も楽しませられたらいいと思った。（心）
自分で作ったリズムで、ジングルベルをできてよか
った。（心）
Ｆさんのハンドベルの分け方が凄く参考になりまし
た。おかげで、スムーズにハンドベルをやることが
できました。（心）
ベルで「大きな古時計」をみんなで合わせてやって
みて、合わなかったりして難しかったけど、合った
時楽しいし、もっと難しいものもやってみたいと思
った。（身体＋心）
ジングルベルを演奏する際に、先生から曲を覚えて
頭に入れると止まらずに演奏できることを教えてい
ただきました。そのようにやることでスムーズに演
奏することができコツをつかみました。（心＋頭）



帝京大学教育学部紀要　第 2号（2014 年 3 月）

─ 261 ─

8　お話 BGM作り①（導入～活動）
保育現場で使われる楽器の名前と音色の特徴を理解す
る。

9　お話 BGM作り②（展開）
グループのメンバーと相談して、お話のイメージに合っ
た音を探すことができる。

10　お話 BGM作り③（まとめ～発表）
グループのメンバーと心を一つにして発表することがで
きる。

学び
ＭさんとＮさんが発表の始め方について一匹ずつ登
場しようとアイディアを出してくれました。一匹ず
つ登場することで、子どもが注目することが分かり
ました。工夫の仕方がとても参考になりました。先
生からの動作・頭の向きの助言でパペットのやり方
のコツをつかめることができました。（心＋頭）

学び
絵本に音をつけることをしたが、表現の仕方がいろ
いろあることを学んだ。（心）
お話の中で楽器をどの場面で使うか、効果音をいつ
どの場面で使うか試してみてとても勉強になった。
（身体＋心）
水の音をあらわすのに、様々な曲や雰囲気のメロデ
ィがあることを知った。（心＋頭）
先生のビデオを見せることが、今回の絵本劇に具体
性を持つことができ、とても参考になりました。
（心）
グリッサンドの書き方ややり方が分かった。今まで
触ったことのない楽器も触ることができました。（身
体＋心）
様々な楽器を使って、触って、音を出せば、こんな
雰囲気になるなって参考になった。（身体＋心）
お話の間などに音を入れるだけで、お話の雰囲気が
大きく変わることが分かった。（身体＋心＋頭）
全員が物語の内容を理解しながらBGM作りを進める
ことができました。BGM作りにはシナリオの理解が
大切だと学び、参考になりました。（心）

学び
物語を読んでいるときにピアノ伴奏をつけているの
が良いと思いました。（身体＋心）
色々な楽器でBGMをつけることで一つの物語を楽し
く見てる方も面白いと感じる。（身体＋心）
一つの役割を複数の人でやるのではなく、一つのも
のを一人でやった方がスムーズに行えることを学ん
だ。（心＋頭）
物語の音をどれだけ再現できるかを考えるのが難し
かったです。（心）
他のグループの発表を見て自分のグループでは出な
かったような音を合わせていて、それがとても合っ
ていてアイディアがとても参考になりました。（心）
先生の、不安な時など、その場面に合ったピアノを
弾いてもらい、参考になりました。（身体＋心）
それぞれのお話の色々な場面い楽器が入ってきた
り、歌を入れるところがグループによって違うなと
思いました。（心）

学び
場面によって合う音を見つけるのは難しいと思いま
した。（身体＋心）
Ｏさんのこれはどんな音楽など発言が参考になりま
した。（心）
どこでどの楽器を使うのかが分からず、その場所に
あった楽器を見つけることが大変だったが、皆で試
して見つけることができた。（身体＋心）
ピアノや楽器と物語を合わせること。話のイメージ
によって楽器でも弾き方をかえること。（頭）

学び
長調を短調に変えるだけで雰囲気が大分変化して、
BGMに適したものを自分が知っている曲からできる
ことを学びました。（身体＋頭）
私たちのグループの一通りやってみて、だめなとこ
ろを改善してみることが参考になりました。（身体＋
頭）
先生の「トントン」の表現を鉄筋で教わって参考に
なりました。（心）
川の流れ一つでも、どのように表現するのかや、リ
ズムなどを考えたりすること。（身体＋頭）
グリッサンドの始める音と終わる音によってきれい
になったりしっくりこなかったりすることを学びま
した。（身体＋頭）
同じ音を繰り返す時に同じテンポではなく、強弱を
つけるだけで雰囲気が変わるということを学びまし
た。（身体＋頭）
先生が、短調とか♯♭を組み合わせ、暗くしたり明
るくなったりするのだと参考になった。（心＋頭）
班の皆が率先して楽器決め等をやっていて協力的な
ところをもっと見習おうと思った。（心）
意見を出し合い、全員で話しながら良いリズムや強
弱についいて決めました。物語を何度も読み、話に
合う音楽作りをすることができ、全員の話し合いの
中でBGM作りの大切さを学ぶことができました。参
考になりました。先生から強弱の工夫を教えていた
だきました。（心）
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11　  指導案作成のための教材研究・授業の振り返りの
DVD鑑賞

・保育で使う教材の分析について理解する。
・授業を記録したDVDを見て、客観的に振り返る。

考察 1．内容の傾向
1） 前半の授業（1～ 2）は教員から多くのことを学ぶ内
容となっていることから、自由記述においても「教
員から学んだこと」を自身の学びとしている傾向が
見られる。保育者として望まれる姿勢を教員と照ら
し合わせている記述が多いため、教員は十分な保育
実践力を磨いておく必要がある。一方でこのような
ことを習った等、授業の内容を学んだこととしてい
る回答も多く、学びというよりもむしろ「体験」で
留まっていると言える。

2） 3 ～ 10 回目はグループ活動がメインとなっているた
め、教員からだけでなくグループのメンバーから受
けた学びが多い。様々な音楽の表現方法を実際に試
すことで模索しながら成長している姿と言え、単な
る体験に留まらず、自ら探究する体験になってい
る。その中で、教員がアイディアのヒントを投げか
けており、それが学生の発想に結びついたといった
意見も見られる。

3） 複数時間使用する授業の発表となる 7回目、10 回目
は他グループの発表を見ることを通して、自らの足
りない部分を認識したり、新たなアイディアに気づ
いたり他者の表現からの学びに深まりが感じられ
る。またグループで作ったという「達成感」と捉え
られる記述もあり、このような達成感を単なる満足
な気持ちで終わらせない振り返りの指導が求められ

学び
今までの発表のビデオを見て、自分たちの発表がど
んな感じだったのか見れて反省点が見つかった。（心
＋頭）
今までの授業で撮ったビデオを見て振り返り、それ
ぞれのグループの良い点や反省点を改めて知ること
ができた。（心＋頭）
自分たちのグループの発表を見てみると、さらに見
ている側の人達の気持ちがわかって、次に生かした
いと思いました。（心）
今までやってきた発表のビデオを見て、自分の姿や
足りないところが分かり、参考になりました。授業
をビデオを見たりして最初にやった頃と工夫等され
ていてやっていくうちに変わっていくことが分かり
ました。（心＋頭）
改めてビデオを見て、自分はこうなってきた、もっ
とこうした方が良かったかもしれないと、反省点が
できたりして、改めて見返すことも大切だと思っ
た。（心＋頭）
自分の姿を客観的に見ることができて、これからの
課題がたくさん見つかった。大きい声で話すことの
大切さが良くわかった。（心＋頭）（写真２）お話BGM発表の様子

学び
皆の作品を見てて、振り返りの大切さを学んだ。
（心）
実習のための準備が沢山必要だということが参考に
なった。（心）
課題についての先生の説明が分かり易かった。ビデ
オでは、自分のグループを客観的に見ることができ
反省点を見出せた。（心＋頭）
今までのビデオを見て、他のグループのいいところ
を沢山見て参考になった。（心）
今までやってきた発表のビデオを見て、自分の姿や
足りないところが分かり、参考になりました。（心＋
頭）

学び
同じグループの皆で協力して、ほとんどうまくいっ
たので、頑張ろうとする気持ちと、協力することが
大切だと感じました。あと、笑顔を忘れてはいけな
いと思いました。（心）
他のグループの発表を聞いて、自分たちの良いとこ
ろも、もっと工夫すべきところも見つかった。すご
く楽しかった。（心＋頭）
ピアノで同じ曲を演奏していても、調を変えると音
色が変化し、違ったものになるということを学びま
した。（身体＋頭）
一番初めのグループは、様々な楽器で表現してい
て、すごく楽しくて、お話に入り込めた。（心）
音がなくてよい場面はあるけれど、基本的には音が
止まらない方が興味を持って最後まで見ることがで
きるなあと思った。（身体＋心＋頭）
先生が抑揚のつけ方について教えてくれました。力
加減を工夫して楽器を演奏することで、以前とは違
った迫力があるBGMができました。参考になりまし
た。（身体＋心）
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るだろう。
4） 11 回目（質問紙最終回）では、これまでの振り返り
として、自らの発表をDVDで鑑賞することで、反
省点や参考点を挙げている記述が多い。つまり、学
生にとって、再度自らを振り返ることのできるもの
（ここでいうDVD）を使用することで、自然と振り
返りできる時間になるということである。先述した
ように、自らを振り返る時間を個人で行うだけでな
く、皆で行う時間の設定が効果的である。

考察 2．ねらいの理解
　ねらいの理解について全体を眺めると、回によって違
いは見られるものの、充分に理解できているとは言い難
い。体験型授業の場合、講義型授業よりもむしろ「ねら
い」が伝わりづらいのではないかと仮説を立てることが
できる。今回、教員は「ねらい」を敢えて伝えず授業を
行ったが、「ねらい」の理解が充分でない結果を得て、
その後授業で「ねらい」を伝えるようにしてから、学生
の記述は学びが深まった記述へと変容した回答が増えて
おり、伝えることの必要性を感じる。
　ここで、記述の考察から今後の課題につながるものと
して見えてきたことを整理する。
1） 発表に向けて制作、練習といったグループの活動（6
回目、9回目）では、やるべきことが決まっている
ことから「ねらい」が伝わりやすいと思われる。

2） 制作のまとめとなる発表の回（7回目、10 回目）で
は「ねらい」の理解というよりも、むしろ「他者へ
の気づき」が多い。

3） 音楽的な視点と保育の視点を照らし合わせた記述
が、8回目の音の探究の活動に見られる。保育者養
成校の学生は、教員が設定した音楽的な「ねらい」
以外に保育という視点も含めた「ねらい」で活動を
捉える傾向があり、このことは保育の視点から音楽
を学ぼうとする傾向があると言い換えることができ
る。

考察 3． 「身体（五感）」「心（感情）」「頭（知的）」のど
こに重点が置かれているかについて

　ワークショップ型音楽表現教育の特徴の一つとして
「五感」「身体」「心」「頭」の 4つを使いながら行うこと
が挙げられる。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
ことが効果的である。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。
　宮田（2010）は創発的活動マップでの音楽プレイショ
ップの軌跡として、身体（五感）、心（感情）、頭（知
的）で表し、創発的活動は身体（五感）、心（感情）、頭
（知的）の順で構成されていくとしている（pp38-39）。
また「音楽プレイショップの場合には音楽作りの未経験
者が多かったため、身体／五感レベルに重点を置き」
（pp39）としているように、養成校の学生もまた音楽を
苦手とする学生が多い実情を踏まえると、音楽表現活動
の学びには「身体／五感」レベルに重点を置くことが理
想的であると言えよう。「身体」と「五感」は結びつき
が強いことから、本稿では 4点ではなく、「身体（五
感）」「心（感情）」「頭（知的）」3点とし、どの点に特
に重点が置かれた記述なのか分類した。尚、どの点に置
かれているか判別がつかない場合はより重点的と思われ
るもので分類した。結果、以下のような特徴が見られ
た。
1） 3 つのカテゴリーでは全体的に「心（感情）」の部分
が強いということ、音楽を試しながら表現している
授業内容では「心（感情）」と「身体（五感）」が同
時に重点が置かれていることが分かった。ただ音楽
という授業内容から考えると、「身体（五感）」と
「心（感情）」に重点が置かれた記述が予測より少な
いと言える。

2） 「頭（知的）」に重点が置かれているのは、最後のグ
ループ発表前の段階（9回目）とこれまでの振り返
りの回（11 回目）である。またこの「頭（知的）」
は単独でなく、「心（感情）」と同時に機能してい
る。9回目はグループ発表に向け音を試しながら作
り上げていく段階であって心で感じ、頭で整理して
いく姿と推測できる。11 回目はこれまでの演奏を振
返り自らの課題を探ることができた記述程、頭で整
理できたものと思われる。

3） 前半は心に重点が置かれていた回答、つまり「体験
に対する感想」に留まっていたものが、　回を重ねる
毎に「頭（知的）」な部分も同時に機能できるように
なってきており、「感想」から一歩前進した「学び」
へと変容してきていると推測できる。

3．まとめと今後の課題

　ワークショップ型表現教育を受講した学生の学びがど
う変容しているか、その振り返りの「方法」を経過的に
分析することで、学びの方法がどう変容しているか明ら
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かにした。また全ての学びの方法の改善は可能で、教員
側の働きかけで徐々に振り返りが充実してきており、ワ
ークショップ型表現教育の更なる可能性を感じる。
　振り返りの「方法」についての分析からは、振り返り
の方法が難しいものや、授業内容によっては振り返りを
難しくしている等といった課題が見つかったが、内容や
指導の工夫で改善できるものであり、この教育の可能性
が広がったと言える。
　振り返りの「内容」についての分析からは、質問紙実
施前半、中間、後半での学びに違いが見られ、いくつか
の特徴として整理できた。
　また「ねらい」の理解については、教員が授業の中で
伝えていなかったこともあり、その理解は充分とは言え
ない。このことはワークショップ型が講義型と比べてね
らいを理解しづらいと仮説でき課題となる。今回、「ね
らい」の理解について分析していく上でいくつか見えて
きた特徴がある。

・ 「ねらい」は授業内容に応じて理解しやすい場合とそ
うでないものがある。

・ 制作したものを発表する回では「ねらいの理解」とい
うよりむしろ「他者への気づき」となる。

・ 教員が設定した「音楽的なねらい」だけでなく、養成
校の学生は保育の視点も踏まえて捉えている。

　このように、ねらいの捉え方の特徴としてみられたこ
れらのことは今後の授業を構成していく上でのヒントと
なるだろう。
　また自由記述の分析からは、学生の学びは「心（感
情）」「身体（五感）」「頭（知的）」の順に重点が置かれ
ていたことが分かった。学生の学びを「身体（五感）」
「心（感情）」から「頭（知的）」へとバランスよく機能
できるような授業内容や、感じたことを知的に振り返る
ワークシート等の工夫があることで「体験を整理し、ま
とめる力」が身につき、このことは保育において 1日の
保育内容や気づきを整理した保育案の作成力にもつなが
るものと言える。心（感想）に留まっていたものが、
徐々に「頭（知的）」も同時に機能した前進した学びへ
変容しており、心と身体で感じたものを頭で整理し振り
返る力に結び付いてこそ、このワークショップ型表現教
育ならではの学びが期待できる。
　冒頭に表現の授業担当者で、芸術を専門とする教員は
体験型授業を通してコミュニケーション能力を高めるこ
とを得意としていると述べたが、学生の記述からは学生

同士、教員と学生のコミュニケーションが行われている
記述が多いことから充分実現できていると言える。しか
し、コミュニケーションの内容を自由記述から読み取る
と、今の学生の特徴というべきか学生は互いを認め合
う、傾聴する姿には長けているが、他者の意見に対しデ
ィベートすることに不安を感じているのか十分とは言え
ない姿や、グループ活動であれば他者の意見やリーダー
となる人待ちの姿が推測できる記述もあり改善が求めら
れる。その一方で全員が積極的に意見することでグルー
プ発表の内容がより良いものになり、達成感につながっ
たという記述もあり、このようなコミュニケーションが
活発に行われるよう教員側からの働きかけも必要となる
だろう。
　幼稚園実習において、音楽をどのように使用したか学
生に尋ねると、「弾き歌いした、手遊びをした」という
回答に留まり、音楽を使った表現活動を実現したという
声は少ない。音楽表現活動で感じる体験が充分できてい
るのにも関わらず、保育現場でそれを実現できないとい
うのは残念である。そこで、表現の授業での体験を知的
部分で整理し振返ることを通し、学びを確固としたもの
にすることで、音楽表現活動を実践しようとする学生が
増えていくのではと思う。ワークショップ型表現教育の
学びの体系を整え、更なる改善を重ねることでこのスタ
イルの教育の可能性が広がると思うので、今後も学びの
質を向上させることを目指し研究を続けていきたい。

注

1．本稿は日本学校音楽教育実践学会第 18 回大会（お茶
の水女子大学 2013 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。
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