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保育者は音楽的な表現の保育をどう捉えているか
―保育士の語りの分析から―
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子どもの日常生活において音楽的な表現，中でも楽器を使用したような表現や遊びは環境さ
え整えれば良いというものではない。子どもが表現を受け取ることが音楽する第一歩となり，
子どもと共に音楽する保育者が子どもの音楽フレームを理解することが子どもの表現を支える
上で重要となる。また，子どもの音楽的な表現においては，保育者による一定の指導や援助が
必要であり，保育者の与える影響は大きい。そこで，本研究では保育者が表現の保育をどのよ
うに捉え，とりわけ音楽的な表現においては何を大切に保育をしているのか，また，どこに課
題を抱えているのかを半構造化インタビューを実施し，保育士の語りから明らかにすることを
目的とした。SCAT にて分析した結果，音楽的な表現は日常の保育とは切り離して考えられ，
子どもの主体性を大切にした保育やピアノを弾くことの苦手意識が強すぎることで，自分の保
育を過小評価し過ぎていることが示唆された。
キーワード：音楽的な表現，保育士の語り，SCAT，保育，苦手意識
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1．問題と目的
新型コロナ感染症が世界的なパンデミックにより猛威を振るい1年以上が経過している。保育の現
場からは，これまでのような歌声が聞こえなくなった。歌うことは保育の中では日常であり，音楽は
子どもの生活の一部と言っても過言ではない。保育者がマスクで顔を半分隠して保育する中，子ども
たちの喜怒哀楽，とりわけ表現しようとする心はこれまで通りに育っているのであろうか。
子どもの日常生活において音楽的な表現，中でも楽器を使用したような表現や遊びは環境さえ整え
れば良いというものではない。子どもが表現を受け取ることが音楽する第一歩となり，子どもと共に
音楽する保育者が子どもの音楽フレームを理解することが子どもの表現を支える上で重要となること
が筆者のこれまでの研究で明らかとなっている 1）。また，子どもの音楽的な表現においては，保育者
による一定の指導や援助が必要であり，保育者の与える影響は大きい。
これまでに，子どもの音楽的な発達や音楽表現に関する育ちの評価をチェックリストを用いる方法
で捉えようとする研究 2）3）や，質問紙による音楽表現の捉えに関する研究の蓄積がある 4）5）。それら
の研究からは，保育者自身の音楽性や音楽観が子どもの表現に影響を及ぼすことや，保育者の経験年
数や音楽理解度によって，自主性や規則性，創造性や協同性に関する視点から子どもの音楽的表現を
捉える傾向にあることが明らかとなっている。しかし現状において，保育者が抱える音楽的な表現の
保育における具体的な課題は未だに明らかになっていない。
そこで，本研究では保育者が表現の保育をどのように捉え，とりわけ音楽的な表現においては何を
大切に保育をしているのか，また，どこに課題を抱えているのかを明らかにすることを目的とする。

2．方法
（1）対象
愛知県N市立保育園保育士，保育歴13年，35歳，女性

（2）実施日
2020年12月19日
（3）手続き
プライバシーの保護のため，
レンタルスペースにおいて半構造化インタビューを行った。
インタビュ
アーは筆者が行い，ICレコーダーで録音し，逐語録を作成した。インタビューの時間はおよそ1時間
であった。

（4）インタビューの内容
インタビューの主な内容は以下の通りである。
①園の保育の形態，②好きな音楽について，③音楽歴，④これまでに子どもたちと行った主な表現活
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動について，⑤子どもたちと共に行う表現活動における難しさについて，⑥園の音楽環境について，
以上6つの項目について語ってもらった。

（5）分析方法
小規模な質的データから構成概念を導き出すのに極めて有効な手法であるSCAT（Steps for Coding
and Theorization）6）7）を用いて分析した。

3．倫理的配慮
研究対象者の保育士には，研究の趣旨と方法，個人情報とプライバシーの保護，研究協力への自由
意思と協力の撤回の自由について口頭と文章で説明し，本研究への同意を書面にて得た。また，本研
究は，名古屋学院大学人を対象とする研究倫理委員会の承認を得た。

4．結果と考察
インタビュー結果からSCATにより分析したストーリーラインは以下の通りである。

表1

SCAT によるストーリーライン

この保育士 O 先生は歌うことや音楽鑑賞を好み，楽器のアンサンブル経験も豊富
である。遊び中心の，子どもの主体性を大切にしている園で保育をしていることで，
理想と現実のギャップを感じながらも自身の持てる保育の力量を発揮しようと子ど
も理解に努め，保育計画を立案している。ただ，音楽的な表現の活動に関しては環
境の構成と指導に苦慮している。O 先生は数少ない限られた楽器を使用してできる
器楽活動の情報を他の保育者や YouTube 等から収集し，子どもの感覚へ働きかける
ことで子どもの記憶に感覚として残そうとしている。また，楽器の音色を重要視し
ており，粗悪な音のする古い楽器の使用を控えている。器楽活動に関して十分な配
慮ができる一方で，自身の音楽的な知識や指導力に関しては不足を感じており，自
己肯定感が低い。ピアノ演奏技術のレベルの低さにコンプレックスをもち，そのこ
とが自己評価を下げる原因と考えられる。自身の音楽的な表現活動に対する取り組
み方や指導法に関する評価は低く，自信喪失の上，指導上の不安を抱えているが，
子どもたちの表現に関する評価は高く，達成感や満足感を子どもと共に味わってい
る。これまでの保育の経験から明らかとなった自己の音楽的な表現活動の指導に関
する課題に取り組み，自己研鑽している。向上心が非常に旺盛である。

（1）表現の保育の捉え方について
表現の保育についての語りからは，初めに劇遊びについて例を挙げて語り始めた。音楽的な表現に
ついて尋ねると，手話を付けて歌うこと，簡単な打楽器で音を鳴らして遊ぶこと，踊ること，リズム
遊びについて語られたが，中心は発表会についてであった。
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「見せるってことに関してはうまくいったと思うんですけど」
「おうちの人に見せるぞっていうので，
劇にしても，楽器にしても，すごく一体感はあって，よし，張り切るぞっていう感じで，当日は多分，
練習のときよりも，すごく上手な感じでできて，やったぞっていう達成感はあった，見せることに関
しては。
」と，表現の保育に関する問いに対して語っている。発表会の出し物として子どもたちの表
現が上手くいき，子どもと共に達成感や満足感が得られたことから，
「見せること」が表現の保育と
して捉えられていることがわかる。
子どもが表現するとは，表現を見聴きする受け手があってこそ表現として成立する。それならば，
発表会の出し物について語られることは当然の事の様であるが，発表会というのは非日常であり特別
な1日である。その1日のために，ある一定の期間，練習がなされるだろう。しかし，保育士はその
練習の過程で見てきた子どもの表現ではなく発表会の出来について語っている。O保育士にとって
‘音
楽的な表現’は，日常の保育とは切り離されて考えられていることがわかる。

（2）音楽的な表現における子どもの主体性とは
先述の通り，音楽的な表現の場合，子ども主体の活動は難しい。子どもの主体性を大切にしている
園の方針がここではO保育士を苦しめている。
「主体性とか保育っていう面での楽器遊びってなると，
うまくはいってないかなと思います」
「何か音楽に合わせてやりたいみたいなのが子どもたちから出
てきたのに合わせて，
いろんな曲で楽しんでたら，
ちょっと違ったのかなと思ってて」
「私発信が強かっ
たのかなというか，担任が言うから，じゃあ，これでやろうかな。まあ，言わなくなったから，あ，
終わったのかなっていう感覚だったかもしれないなと思うので。
」と，語り，子どもの主体性を狭義
に捉えていることがわかる。
ここで語られている発表会のための表現活動では，一定の条件の下，子どもの発達に相応しい選曲
や楽器選びは保育者が行うことは適切と言えよう。O保育士は他の遊び同様に子どもからやりたいこ
とが出てくることが，主体的な活動であると捉えているようである。しかし，ここで大切なことは子
どもがこの活動に主体的にかかわるかどうかということである。また，この活動の中で友だちの鳴ら
す音と自分の音の違いやリズムの違いに気付いたり，音の重なりに気付いたりするような保育者の働
きかけが音楽的な表現における子どもの主体性を大切にする支えとなる。

（3）ピアノは表現の保育に必要か
O保育士はピアノ演奏に苦手意識を持ち，ピアノが思う様に弾けないことで音楽的な表現活動の機
会が減っていると語った。歌の伴奏はピアノの方が音が取りやすく子どもたちのためになると考えて
いる。そして，園にある楽器の音色に注意を払うことができるし，活動のアイデアは豊富である。し
かし，ピアノが苦手という意識は活動の機会を遠ざけている。O保育士は子どもと向かい合って歌う
ことができる手話を付けた歌をよく歌い，目と目を合わせて歌うことの大切さに気付き子どもの想い
を受け取りながら自分の想いを歌に乗せて伝える楽しさを既に味わっているが，歌はピアノ伴奏で歌
うものという固定概念に縛られている。保育所保育指針解説 8）には「大切なことは，正しい発声や音
程で歌うことや楽器を正しく上手に演奏することではなく，幼児自らが音や音楽で十分遊び，表現す
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る楽しさを味わうことである。
」と，ある。確かにピアノ伴奏で歌うことは，ピアノの音にリードさ
れた子どもたちの声が一つになり，音楽している感覚が強くなる。梅澤 9）は「音楽的な場」の強まる
時として，
「うたうことに意識をむけて自身の身体を統合している状態，瞬間瞬間，音楽する自己に
統合されること」
，
「その状態を持続すること」の２点を挙げている。つまり，ピアノ伴奏無しであっ
ても，素朴に歌声を聴き合い没入して歌うことで十分に歌う楽しさを味わうことができ，表現のねら
いは達成されよう。

（4）音楽的な表現の保育の自己評価を上げるためには
O保育士は子どもの音楽的な表現活動に対する評価は高いが，自身のピアノ演奏の技術が低く苦手
という思い込みから，
自身の指導に対する評価が低い。また，
その低さは常に活動に対する不安となっ
ている。O保育士は不安解消のために自信を付けたいと考えており，そのため，他学年の活動を見て
参考にしたり，インターネットの動画サイトに載せられている様々な保育者たちのアイデアの発信か
ら活動のヒントを得たり，研修に参加したりしている。
ここで問題は，
O保育士の心の奥底にある，
‘ピアノが苦手’という意識である。子どもの発達に合っ
た活動のヒントや器楽活動の指導法をいくら研修で得たとしても，ピアノが苦手であるから音楽的な
表現の指導が上手くできないという苦手意識から解放されない限り，
自信をつけることは困難であり，
自己評価を上げることには繋がらない。ピアノが上手く弾けることが子どもの音楽的な表現活動の指
導ができることとイコールではないことを気付かせることが重要であり，音楽的な表現の保育の自己
評価を上げることになろう。

総括と課題
O保育士の語りから表現の保育について検討してきた。表現は他者に受け止められてこそ表現とな
る。受け止められた表現が，また反応として返ってくる。そしてまたその反応を受けて表現する。そ
の繰り返しで子どもの豊かな表現力が育つ。O保育士にとって表現の保育とは，
‘発表会’として捉
えられており，日々の保育とは考えにくいことが示唆された。発表会は子どもにとってハレの舞台で
あり特別である。日常の表現の保育そのものとは考えにくいが，子どもの表現を切り取り保育者が色
付けしたものと言えよう。子どもは行事を通して育つことも多く，保育者に彩られた日常の表現は子
どもに取り込まれ，また形を変えて子どもの表現となって現れることに繋がることであろう。
また，音楽的な表現の活動において，子どもが主体的に活動するということを狭義に捉え，他の遊
び同様の捉え方をしていることが示唆された。音楽的な表現の活動は自然発生的に生まれる遊びとは
異なり，子どもが主体的に活動にかかわろうとする姿勢を認め支えることが大切であるので，活動を
的確に評価する観点が保育者に必要となることが示唆された。
そして，保育者が抱えるピアノに対する苦手意識を払拭することが，保育者が子どもと共に心から
音楽的な表現の活動を楽しめる一番の近道となろう。
本研究ではピアノに対する苦手意識を持った保育士O先生が対象であったが，今後は，ピアノを弾
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くことに苦手意識を持たない保育者を対象に研究を継続したい。また，保育者養成において，ピアノ
一辺倒にならない指導が望まれる。
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子どもたちに，どんなふうに味わわせるというか，こんなこ
とを感じて欲しいとか，こんなことをしたらいいんじゃない
かとかいう理想のようなものをお持ちだと思いますがいかが
ですか？
タンバリン，鈴，カスタネット，トライアングル。あと，ちょっ
と音があれ？っていうハンドベルと，子ども用の木琴，ちっ
ちゃい木琴はあるんですけど，そんな程度しかなくって。な
ので，この前，年長が劇遊びと合奏を保護者に見せたときに，
ハンドベルで簡単な曲を演奏して，木琴でちょっとたたいてっ
8 保育士 ていうのを見てて。あ，こういうのをやりたいなとは思いま
した。
で，今年度に関しては音を合わせるとか，違うリズムで，こ
う合わせてくとちょっと面白いっていうのが，感覚的に分か
るといいなっていうのが今年度のねらいですかね，合奏に関
しては。うーん。
9 聴き手 打楽器がどの園にも無いということですか。

7 聴き手

器楽活動開始
歌唱活動
リトミック活動
少ない楽器数
器楽活動に消極的

タンバリン，鈴，カスタネット，トライアングル。あと，ちょっ 簡単な打楽器
と音があれ？っていうハンドベルと，子ども用の木琴，ちっ 音程のある楽器
他学年からヒントを得
ちゃい木琴はあるんですけど，そんな程度しかなくって。
この前，年長が劇遊びと合奏を保護者に見せたときに，ハン る
ドベルで簡単な曲を演奏して，木琴でちょっとたたいてって アンサンブル
いうのを見てて。あ，
こういうのをやりたいなとは思いました。感覚に訴求
音を合わせるとか，違うリズムで，こう合わせてくとちょっ 目標
と面白いっていうのが，感覚的に分かるといいなっていうの
が今年度のねらいですかね，合奏に関しては。うーん。

楽器をそろそろやろうかなというのと，音楽的なものでいう
と，歌，楽器，あと『さくらさくらんぼ』も，まあ，リズム
があるので，リズム運動を取り入れたりっていうことはある
んですけれど，楽器の数もすごく少ないですし。そうですね，
音楽的な主体性っていうのが，自分が弱いっていうのもあっ
て，あまりやれてない印象はあります。

遊び中心保育
行事
乳幼児の主体性の尊重
子ども主体
好きな遊び時間
主体的な子ども

少ない楽器の種類
情報収集
器楽活動
子どもの感覚への働きか
け
活動のねらい

保育内容
物的環境
苦手を避ける

園の保育の特徴
理想と現実
保育者の力量の発揮
子ども理解
保育の計画
環境の構成と援助のバラ
ンス

少数の楽器の音を組み
合わせ，子どもが音の
響きを感覚的に捉える
ことを目指している
聴感覚刺激

歌唱，リズム運動等を
取り入れながらも楽器
数が少ないという物的
な環境を１つの理由と
して苦手意識のある器
楽活動に消極的である
と認識している

遊び中心の保育におけ
る設定的な活動の，子
どもの主体性を大切に
した保育計画の立案

音楽的な表現活
動を器楽中心と
考えているの
か？

音楽全般の嗜好とピアノ 音楽好きであるがピア 自分のレベルに
音楽鑑賞 , 音楽愛好
合ったピアノ演
歌唱好き , ピアノ不得 演奏技術とのギャップ ノ演奏に苦手意識
奏では不満か？
意
少ピアノ使用活動

テーマ・構成概念
〈2〉テクスト中の語句〈3〉左を説明するような〈4〉
（前後や全体の文〈5〉疑問・課題
の言いかえ
テクスト外の概念
脈を考慮して）

今は遊びが中心ですけど行事もしっかりあるので。ただ，園
の方針としては，主体性っていうのを，ここ何年か主体性に
重きを置いているので，劇遊び一つするにしても，全部，保
育者が，じゃあこの劇やります。じゃあこういうセリフでっ
て決めるっていうよりは，さあ，どんなお話やりたい？って
言って，私の場合だと子どもたちがやりたいって言ったやつ
を，まず 4，5 個，みんなでちょっと遊びの中でやってみて，
これ楽しいねっていうのをやってから，じゃあどれにしよう
かっていうふうに進めていったりっていうことはあります。
自由遊びの時間は基本的に多いと思いますし，行事に向けて
の活動も，やらされてるっていう感覚はないと思ってます。
何か製作するにしても，何作りたい？ じゃあ，どうやって
作る？っていうとこから大きくなればやるので。なので，がっ
ちり教育に重きを置いてっていう雰囲気ではないですね。

音楽は聞くのも好きですし歌うのも。カラオケは行かないで
すけど子どもと一緒に歌うのも好きなんですけど，ピアノが
すごく苦手なので，ピアノを使った活動が保育の中ですごく
少ないなと思っています。

〈1〉テクスト中の注目すべき語句

SCAT（Steps for Coding and Theorization）を使った質的データ分析

1 聴き手 音楽について語っていただけますか？お好きな音楽について。
音楽は聞くのも好きですし歌うのも。カラオケは行かないで
すけど子どもと一緒に歌うのも好きなんですけど，ピアノが
2 保育士
すごく苦手なのでピアノを使った活動が保育の中ですごく少
ないなと思っています。
保育の方法は先生ご自身が決められますか？それとも園の方
3 聴き手
針で決まっていますか？どんな方法でされていますか？
今は遊びが中心ですけど行事もしっかりあるので。ただ，園
の方針としては，主体性っていうのを，ここ何年か主体性に
重きを置いているので，劇遊び一つするにしても，全部，保
育者が，じゃあこの劇やります。じゃあこういうセリフでっ
て決めるっていうよりは，さあ，どんなお話やりたい？って
言って，私の場合だと子どもたちがやりたいって言ったやつ
を，まず 4，5 個，みんなでちょっと遊びの中でやってみて，
これ楽しいねっていうのをやってから，じゃあどれにしよう
かっていうふうに進めていったりっていうことはあります。
4 保育士
ただ，1 日の中で 1 時間ぐらい，朝の 1 時間は自由遊びで園庭
遊びもありますし，そっから設定保育という形で劇遊びが
ちょっと入ったりとか。で，その後また午後も自由遊びでと
いうふうなので，自由遊びの時間は基本的に多いと思います
し，行事に向けての活動も，やらされてるっていう感覚はな
いと思ってます。何か製作するにしても，何作りたい？ じゃ
あ，どうやって作る？っていうとこから大きくなればやるの
で。なので，がっちり教育に重きを置いてっていう雰囲気で
はないですね。
表現の中でも言語的な表現だとか，身体的な表現，造形って
いうお話が出てきましたが，音楽的なものは出てきませんで
5 聴き手
したが，主体性を真ん中に置くと，どんなふうな方法でする
ことになるんですか？
そうですね，楽器をそろそろやろうかなというのと，音楽的
なものでいうと，歌，楽器，あと『さくらさくらんぼ』も，
まあ，リズムがあるので，リズム運動を取り入れたりってい
6 保育士 うことはあるんですけれど，楽器の数もすごく少ないですし。
そうですね，音楽的な主体性っていうのが，自分が弱いって
いうのもあって，あまりやれてない印象はあります。

番 発話者
号

保育者は音楽的な表現の保育をどう捉えているか
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21 聴き手

20 保育士

19 聴き手

18 保育士

17 聴き手

16 保育士

15 聴き手

14 保育士

13 聴き手

12 保育士

11 聴き手

10 保育士

狂った音
悪い音
汚い音
邦楽器
鍵盤ハーモニカ

もう，音が聞きたくない音をしてたりとか。
悪い音
ウッドブロックもあるんですけど，どう考えても音がおかし 汚い音
いので，ちょっと控えるとか，そういう感じですね。
狂った音

大太鼓がある園もあったんですけど。そうだ，ここの園だ。
今の園，あったんですけど，もう，音がおかしくなっちゃって。
あとは夏祭りで和太鼓たたくとかその程度で，他の園は正直，
ちょっと聞いたことないんですけど，ピアニカがある園はあ
るとは聞いたことあるんですけど。

うまくいかなかったものは，楽器ももうちょっとやれたかな うまくいかなかったものは，楽器ももうちょっとやれたかな 不十分な器楽
経験不足
とか，結構，毎年思うこともあるにはあるんですけど。そう とか，結構，毎年思うこともあるにはあるんですけど。
ですね。自由遊びの中で，もう少し楽器を触らせてあげると 自由遊びの中で，もう少し楽器を触らせてあげるといいかなっ 時間不足
いいかなっていうのはあって。まぁ，昼寝の時間もあるので， ていうのはあって。まぁ，昼寝の時間もあるので，活動でき 時間制約
活動できる時間が決まって，鳴らせる時間が決まってるって る時間が決まって，鳴らせる時間が決まってるっていうのも 環境構成案
手話歌成功
いうのもあるんですけど。さあ，楽器やろうよっていうふう あるんですけど。
じゃなくて，ここに置いとくから触っていいよっていうふう さあ，楽器やろうよっていうふうじゃなくて，ここに置いと
にしておくといいかなと思っていて，今年はそれでちょっと くから触っていいよっていうふうにしておくといいかなと
今年はそれでちょっとやってみようと思ってます。
やってみようと思ってます。もう，シャンシャンちょっと音 思っていて，
ダンスとかは好きですね，あの子たちは。
の大きいものしかないんですけど，カスタネットとか。
おうちでもやって，
あとはダンスとかは好きですね，あの子たちは。まあ，運動 あとは手話歌かな。子どもたちが楽しくて，
会で，ちょっと難しめの隊形移動もあるようなダンスを一緒 保護者がちょっと関心を持ってくれるっていうのに関しては，
にやったので，それは子どもたちが楽しかったんじゃないか 手話歌とか。
なと思ってます。うん。
あとは手話歌かな。子どもたちが楽しくて，
おうちでもやって，
保護者がちょっと関心を持ってくれるっていうのに関しては，
手話歌とか。
どのような歌を歌いますか。
今は
『あわてんぼうのサンタクロース』を手話歌で歌ってます。ピアノも最近，弾くようにしてるんですけど。歌ったりして ピアノ伴奏
歌唱活動
あとは『世界中のこどもたちが』とか，
『虹』とか，
『ともだ ますね。
ちになるために』とか，あと『おばけなんてないさ』とか，
その辺は手話歌でも歌う，ピアノも最近弾くようにしてるん
ですけど。歌ったりしてますね。
手話の歌と，手話の付いてない歌と何か違いはあるんですか？
そうですね。私がピアノに必死にならないので，一緒に楽し 私がピアノに必死にならないので，一緒に楽しさを共感でき 対面歌唱
満足
さを共感できるっていうのは，私の場合はあります。あとは るっていうのは，私の場合はあります。
手話って，こういうものだよっていうのを伝えながらやるの 普通の歌との違いは，そうですね，私が目の前で一緒に歌え 楽しさの共有
で，こう，耳の聞こえない人がいるんだなとか，耳の聞こえ ることで楽しそうかな。そこぐらいだと思いますね。
ない人の言葉なんだなとかいうのを意識しながらやってくれ
る子もいるかなと思います。普通の歌との違いは，
そうですね，
私が目の前で一緒に歌えることで楽しそうかな。そこぐらい
だと思いますね。うーん。
導入はどんなことをされましたか。
もう，この前，持ち方と鳴らし方を子どもたちとやって。で， この前，持ち方と鳴らし方を子どもたちとやって。で，あと 演奏方法
あと私が手を挙げたら音止めるとか，ちょっと，こう，遊び 私が手を挙げたら音止めるとか，ちょっと，こう，遊び感覚で， 器楽指導法
音程探索
感覚で，今は好きなだけ鳴らしていいよとかいう話はしまし 今は好きなだけ鳴らしていいよとかいう話はしましたね。
たね。トライアングルとウッドブロックはまだやってないで 他の楽器は持ち方から鳴らし方から，あとウッドブロックは
すけど。他の楽器は持ち方から鳴らし方から，あとウッドブ 音，どう？ とか，こっちが高いとか低いとかいう話を子ど
ロックは音，どう？ とか，こっちが高いとか低いとかいう もたちとしたぐらいですかね。
話を子どもたちとしたぐらいですかね。
子どもたちは，やはり楽器があると，うれしそうですか。？

いや，おっきい太鼓，大太鼓がある園もあったんですけど。
そうだ，ここの園だ。今の園，あったんですけど，もう，音
がおかしくなっちゃって。なので，あとは夏祭りで和太鼓た
たくとかその程度で，他の園は正直，ちょっと聞いたことな
いんですけど，ピアニカがある園はあるとは聞いたことある
んですけど。まだ 2 回目なので，私も分からないですね。どう
なんだろう。うーん。でも，そんなにすごくそろってる話は
聞いたことないです。
シンバルもありませんか。
ああ，あったんですけど，ちっちゃいやつが，もう，音が聞
きたくない音をしてたりとか。
で，ウッドブロックもあるんですけど，どう考えても音がお
かしいので，ちょっと控えるとか，そういう感じですね，今。
音楽的な表現活動について，すごくうまくいったなっていう
ようなものって何かありますか？逆にうまくいかなかったも
の何かありますか？
自身の経験による活動
量と活動内容の再検討
をしつつ，子どもの好
きな活動において達成
感の獲得に繋ぐ

自己のクラスの子どもに 臨機応変な指導法の実
合わせた器楽指導法
践

得意な指導法による達成 得意な指導法による実 子どもと共に楽
践
しもうというこ
とか。

自己課題解決に向けての 自身の課題を解決させ
活動
た活動内容への到達

音楽的な専門性の不足に
よる時間の確保不足
年間行事による時間の制
約
振り返り，反省による指
導計画立案
好きな活動による達成感
獲得

古い楽器による粗悪な音 粗悪な音への嫌悪感

古い楽器による粗悪な音 粗悪な音への嫌悪感

名古屋学院大学論集

達成感
上手だったからですね。
真面目な子たちなので，おうちの人に見せるぞっていうので， 誇り
劇にしても，楽器にしても，すごく一体感はあって，よし， 失敗
張り切るぞっていう感じで。当日は多分，練習のときよりも，
すごく上手な感じでできて，やったぞっていう達成感はあっ
た。見せることに関しては。
ただ終わった後に，また楽器やろうよっていう声が少なかっ
たっていうことを考えると，まあ，主体性とか保育っていう
面での楽器遊びってなると，うまくはいってないかなと思い
ます。

3 歳っていうのもあって，じゃあ，
『おもちゃのチャチャチャ』 反省
でやろっかみたいな提案だったので，もうちょっと早めに楽 振り返り
器を触り始めて，なんか，何か音楽に合わせてやりたいみた 後悔
いなのが子どもたちから出てきたのに合わせて，いろんな曲 時間的制約
満足感
で楽しんでたら，ちょっと違ったのかなと思ってて。
私発信が強かったのかなというか，担任が言うから，じゃあ， 違和感
これでやろうかな。まあ，言わなくなったから，あ，終わっ
たのかなっていう感覚だったかもしれないなと思うので。
ちょっと待つ時間というか，待つ余裕がなかったのかなと思
いますね。
達成感って意味では成功だと思うんです，
やったぞって。ただ，
それが楽器じゃなくてもよかったかもしれないですし，そう
思うと。

あ，上手だったからですね。結構，真面目な子たちなので，
おうちの人に見せるぞっていうので，劇にしても，楽器にし
ても，すごく一体感はあって，よし，張り切るぞっていう感
じで。当日は多分，練習のときよりも，すごく上手な感じで
できて，やったぞっていう達成感はあった。見せることに関
30 保育士
しては。
ただ終わった後に，また楽器やろうよっていう声が少なかっ
たっていうことを考えると，まあ，主体性とか保育っていう
面での楽器遊びってなると，うまくはいってないかなと思い
ます。うん。
先生の言われた保育的に考えるとうまくいかなかったという
31 聴き手 のは，もっとうまくいく活動として成立する何か，考えられ
ることはありますか？

3 歳っていうのもあって，じゃあ，
『おもちゃのチャチャチャ』
でやろっかみたいな提案だったので，もうちょっと早めに楽
器を触り始めて，なんか，何か音楽に合わせてやりたいみた
いなのが子どもたちから出てきたのに合わせて，いろんな曲
で楽しんでたら，ちょっと違ったのかなと思ってて。
こう，
『かえるのうた』とか，単純な童謡とかでは，こうやっ
て一緒に鳴らしたりして遊んではいたんですけど，私発信が
32 保育士
強かったのかなというか，担任が言うから，じゃあ，これで
やろうかな。まあ，言わなくなったから，あ，終わったのかなっ
ていう感覚だったかもしれないなと思うので。ちょっと待つ
時間というか，待つ余裕がなかったのかなと思いますね。
難しいですね。あ，達成感って意味では成功だと思うんです，
やったぞって。ただ，それが楽器じゃなくてもよかったかも
しれないですし，そう思うと。
特に音楽的な表現活動で，子どもたちとするときに難しいと
33 聴き手
思われることや不安があったらお聞かせください。

29 聴き手 どの辺でうまくいったと思われますか？

うん，はい，すごいうれしそうでしたね，そのときは。その うん，はい，すごいうれしそうでしたね，そのときは。その 充実感
後は自由に遊べるように置いといたら，5，6 人が集まって，やっ 後は自由に遊べるように置いといたら，5，6 人が集まって，やっ 器楽活動見通し
22 保育士 ぱリズム感のいい子たちがやっぱり好きみたいで集まるので，ぱリズム感のいい子たちがやっぱり好きみたいで集まるので，
その子たちがリズムを同じにして，たたいたりとかしてたの その子たちがリズムを同じにして，たたいたりとかしてたの
で，ああ，自由遊びの中で置こうと思って，それ見て。
で，ああ，自由遊びの中で置こうと思って，それ見て。
具体的にこれまででうまくいかなかった，もう少しやらして
あげればよかったっていうのは時間をもっと取ってあげれば
23 聴き手
よかったとか，もっと技術的な指導をすればよかったという
ことですか？
うーん，回数ですかね。触れる回数と時間を，ま，私，今，3 触れる回数と時間を，ま，私，今，3 歳から 4 歳持ち上がった 振り返り
歳から 4 歳持ち上がったんですけど，その 3 歳のときにもう少 んですけど，その 3 歳のときにもう少し，それこそ自由に，今， 反省
し，それこそ自由に，今，触っていいよっていう時間を持つ 触っていいよっていう時間を持つとよかったかなっていう。 時間制限
とよかったかなっていう。どうしても，そのときは保育参観 どうしても，そのときは保育参観で劇と楽器を見せるってい
お尻が。なので，
それに向かって触るっ
で劇と楽器を見せるっていうのが決まってるので，お尻が。 うのが決まってるので，
なので，それに向かって触るっていうのが，私は多かったか ていうのが，私は多かったかなと思うんで，もうちょっと時
24 保育士 なと思うんで，もうちょっと時間に余裕を持って早めに出し 間に余裕を持って早めに出してあげれば。ちょっと劇やろっ
てあげれば。ちょっと劇やろっかっていう時間が長かった， かっていう時間が長かった，どうしても。うん。劇がメイン
どうしても。うん。劇がメインになって，じゃあ，ちょっと になって，じゃあ，ちょっと今日，楽器やろっかっていうふ
今日，楽器やろっかっていうふうになると，楽器に触れる時 うになると，楽器に触れる時間がトータルとして短かったの
間がトータルとして短かったので，もうちょっと早めから， で，もうちょっと早めから，劇とか関係ない時期から楽器に
劇とか関係ない時期から楽器に触らせてあげたら，もっと楽 触らせてあげたら，もっと楽しかったかなと思います。
しかったかなと思います。
子どもたちからこんなことしたいとか，そういうのは出ませ
25 聴き手
んでしたか？
26 保育士 なかったですね。楽器を持つことに必死っていう。
楽器を持つことに必死っていう。
発達
その活動は先生からすると満足できるものではなかったので
27 聴き手
すか。
そのー，見せるってことに関してはうまくいったと思うんで 見せるってことに関してはうまくいったと思うんですけど。 満足感
28 保育士
すけど。
達成感
結果に対する高い評価

髙い評価
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結果の見直し
見通しの甘さ
全体に対する肯定的評価
と器楽活動に対する否定
的な評価といった矛盾

指導法に対する低い評
価
結果に対する肯定的評
価と器楽活動に対する
否定的な評価といった
矛盾

全体像に対する肯定的な 結果に対する高い評価
に反して指導法に対す
評価
細部に対する低い評価 る低い評価

子どもの学び

子どもの育ち

経験による指導法の蓄積 経験による指導法の蓄
積

子どもの姿から今後の指 子ども理解に基づいた
導法を探る
指導

保育者は音楽的な表現の保育をどう捉えているか
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簡単な楽譜です。
アレンジが簡単なのと，あと指番号が振ってあると私はうれ
40 保育士 しいです。
どんな簡単な童謡でも指番号があると，私は指の運びが何よ
り分からないので，指番号が振ってあるのがうれしいですね。
音楽的な表現について何かお考えがあったら聞かせていただ
41 聴き手
けますか？

39 聴き手

38 保育士

37 聴き手

36 保育士

35 聴き手

34 保育士

難しいなと思うこと。どうしても苦手な子がいる，音楽が。
音楽が好きだけど音が取れないとか，歌歌ってても外れてし
まうとか，あとリズムが取れないとか，どうしても出てきて
しまって。それはそれでいいとは思うんですけど，その子た
ちが音楽が好きなままいられるにはどうしたらいいかなって
いうところは毎年思いますね。
楽器するにしても，こう，裏拍で取ってる子とかいると，ど
うしても発表会みたいなのがあると，ちょっと一緒に練習し
ない？ みたいなこと。一緒にみんなでやろっかとかなるこ
とで嫌いになってないといいなとか。そうですね。ダンス踊っ
てもワンテンポずれる子とか，どうしても出てくるので，そ
の子たちへの働き掛けが難しいなと思います。
日常的に歌ったり踊ったりリズムに乗ったりとか，手話で歌
うということはよくされているというお話しですが，楽器を
使ったり，音の出る物でリズムを取ったりっていうことが，
日常的に行われていないというのは何か理由はありますか。
もう，完全にピアノへの苦手意識ですね，私の場合は。音楽
自体は好きなんですけど，ピアノが本当に苦手なので，それ
でちょっと，また明日にしよっかなとかいう部分はあると思
います。私がピアノが得意なタイプだったら，音楽鳴らすか
ら一緒にたたこうかとか，こっちのピアノがしっかりしてれ
ば音楽感覚も育つかなと思うんですけど，きっとそこだろう
なと思いますね。
ピアノ以外で，子どもたちと音楽できる術というか，方法が
分かれば，その意識は変わるのでしょうか？
そうですね，多分。楽器の知識が本当にないので，簡単な器
楽合奏みたいな本を買って読んだりっていうレベルなので，
そういう楽器の研修とかがあるといいなと思います。机上，
本だけでは正直，分からないことも多くて。なので YouTube で
他の園の合奏を見たりとかしながら，ああ，こういうリズム
があるのかとか，こういう合わせ方するのかっていうふうに
勉強してる部分もあるので。
実際にいろんな楽器，子どもには，何歳児にはこういう楽器
が楽しめますよっていうのが分かるような，リモートでも何
でもいいんですけれども，この時期なので，そういう研修が
あったらいいなと思いますね。そうすると，職場にも下ろし
やすい。こういう研修を受けてきて，こういう楽器があると，
すごく子どもたちが盛り上がってたので，この楽器が欲しい
ですとか言うきっかけにもなるかなと思いますね。自分に知
識がないのでプレゼンもできない。職場に。今は，ちょっと
もどかしいなと思ってます。
日常の表現活動するときに，あったらいいなと思うものや，
これがないから思ってることができないというものがあれば
教えてください。
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どんな簡単な童謡でも指番号があると，私は指の運びが何よ
り分からないので，指番号が振ってあるのがうれしいですね。
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完全にピアノへの苦手意識ですね，私の場合は。音楽自体は
好きなんですけど，ピアノが本当に苦手なので，それでちょっ
と，また明日にしよっかなとかいう部分はあると思います。
私がピアノが得意なタイプだったら，音楽鳴らすから一緒に
たたこうかとか，こっちのピアノがしっかりしてれば音楽感
覚も育つかなと思うんですけど，きっとそこだろうなと思い
ますね。
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取れないとか，歌歌ってても外れてしまうとか，あとリズム 強制的な指導
が取れないとか，どうしても出てきてしまって。それはそれ
でいいとは思うんですけど，その子たちが音楽が好きなまま
いられるにはどうしたらいいかなっていうところは毎年思い
ますね。
楽器するにしても，こう，裏拍で取ってる子とかいると，ど
うしても発表会みたいなのがあると，ちょっと一緒に練習し
ない？ みたいなこと。一緒にみんなでやろっかとかなるこ
とで嫌いになってないといいなとか。そうですね。ダンス踊っ
てもワンテンポずれる子とか，どうしても出てくるので，そ
の子たちへの働き掛けが難しいなと思います。
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保育観
体験の重要性
自己の課題の克服
保育の見通し

そうですね。弾いたんですけど，子どもたちと一緒に歌うん ピアノへの強い想い
だったら，というか音を取るとかいう部分が，ピアノのほう 挑戦
が何となく耳なじみが私がいいなと思って，ピアノに戻って
しまいましたね。
ちょっと，もう一回引っ張り出してみようかなウクレレも。

音楽的な表現にかかわらずかもしれないんですけど，うまく
いった，いかないにかかわらず，やったことがあるっていう
記憶ってすごく大事だと思っていて。なので，あ，年長のと
きに木琴たたいたことあるから，やれるかもしれないとか，
ハンドベルやったことあるなとか，で，友達と一緒に合わせ
たらきれいな 1 曲になったなとか，そういう記憶が大事だと
思っているので，いろんな楽器に触れられるといいなと思っ
てます。
それで，私は本当に自分がピアノが苦手なので，歌を一緒に
歌うっていう経験がこれまでの保育の中ですごく薄かったの
で，それは申し訳ないなと思ってて。なので，ちょっと，今，
今更ながら一生懸命ピアノを弾いてて。
なので今年度に関してはたくさん，これまでよりも一緒に歌
を歌っていって，あ，この歌知ってる，これも聞いたことあるっ
ていうのを，もうちょっとおっきくなってから，何となく心
に残ってるような保育をしていきたいなと思います。

体験による記憶の蓄積
の重視
自己研鑽しようとする
向上心

課題克服への強い意志 課題克服への強い意志 ピアノは苦手で
あると言いつつ
音楽に対する保育方法の ピアノ偏重
音楽に対する保育方法 もピアノを使い
見直し
続ける理由は何
の見直し
か？
ピアノ一辺倒か
ら脱却しようと
しているのか？

振り返りによる器楽活動
に対する見通し
体験による蓄積
自己研鑽しようとする向
上心
器楽活動に対する指導法
の確認
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理論記述

・音楽好きであるがピアノ演奏に苦手意識をもっている。
・園の遊び中心の保育において，設定的な活動の子どもの主体性を大切にした保育計画の立案。・粗悪な音への嫌悪感を持ち，楽器の音を組み合わせ，子ども
が音の響きを感覚的に捉えることを目指している。聴感覚を刺激しようとしている。
・得意な指導法による実践。
・子ども理解に基づいた指導。
・経験による指導法の蓄積。
・結果に対する高い評価に反して指導法に対
する低い評価。
・結果に対する肯定的評価と器楽活動に対する否定的な評価といった矛盾。
・指導技術の低さによる不安感。
・ピアノに対する必要以上な苦手意識。
・向上心が高く，意欲的であるが自己肯定感の低さに
よる葛藤。
・体験による記憶の蓄積の重視。
・自己研鑽しようとする向上心。
・課題克服への強い意志。
・ピアノ偏重。・音楽に対する保育方法の見直し。
・音楽的な表現活動を器楽中心と考えているのか？・子どもと共に楽しもうとしているということか。・ピアノは苦手であると言いつつもピアノを使い続ける理由は何
さらに追究 ・自分のレベルに合ったピアノ演奏では不満か。
すべき点・ か？・ウクレレをもう一度使用しようとしているということはピアノ一辺倒から脱却しようとしているのか？
課題

この保育士 O 先生は歌うことや音楽鑑賞を好み，楽器のアンサンブル経験も豊富である。遊び中心の，子どもの主体性を大切にしている園で保育をしていることで，理想と現実のギャップを感じながらも自身の持て
る保育の力量を発揮しようと子ども理解に努め，保育計画を立案している。ただ，音楽的な表現の活動に関しては環境の構成と指導に苦慮している。O 先生は数少ない限られた楽器を使用してできる器楽活動の情報
ストーリー・ を他の保育者や YouTube 等から収集し，子どもの感覚へ働きかけることで子どもの記憶に感覚として残そうとしている。また，楽器の音色を重要視しており，粗悪な音のする古い楽器の使用を控えている。器楽活動
に関して十分な配慮ができる一方で，自身の音楽的な知識や指導力に関しては不足を感じており，自己肯定感が低い。ピアノ演奏技術のレベルの低さにコンプレックスをもち，そのことが自己評価を下げる原因と考
ライン
えられる。自身の音楽的な表現活動に対する取り組み方や指導法に関する評価は低く，自信喪失の上，指導上の不安を抱えているが，子どもたちの表現に関する評価は高く，達成感や満足感を子どもと共に味わって
いる。これまでの保育の経験から明らかとなった自己の音楽的な表現活動の指導に関する課題に取り組み，自己研鑽している。向上心が非常に旺盛である。

そうですね。うーん。音楽的な表現にかかわらずかもしれな
いんですけど，うまくいった，いかないにかかわらず，やっ
たことがあるっていう記憶ってすごく大事だと思っていて。
なので，あ，年長のときに木琴たたいたことあるから，やれ
るかもしれないとか，ハンドベルやったことあるなとか，で，
友達と一緒に合わせたらきれいな 1 曲になったなとか，そうい
う記憶が大事だと思っているので，いろんな楽器に触れられ
るといいなと思ってます。
42 保育士
それで，私は本当に自分がピアノが苦手なので，歌を一緒
に歌うっていう経験がこれまでの保育の中ですごく薄かった
ので，それは申し訳ないなと思ってて。なので，ちょっと，今，
今更ながら一生懸命ピアノを弾いてて。なので今年度に関し
てはたくさん，これまでよりも一緒に歌を歌っていって，あ，
この歌知ってる，これも聞いたことあるっていうのを，もう
ちょっとおっきくなってから，何となく心に残ってるような
保育をしていきたいなと思います。
ピアノの苦手な保育者の方，結構多いと思うんですね。そう
すると，先生おっしゃるみたいに歌う機会が減ってしまうと
いうことになり，それを保育者の方々もとても気に掛けてお
43 聴き手
られるようです。それで，ウクレレで伴奏するという男性保
育者を知っていますが，そんなのは使ってみようかとか，練
習してみようというふうに思われたりしますか？
はい。そうですね。弾いたんですけど，子どもたちと一緒に
歌うんだったら，というか音を取るとかいう部分が，ピアノ
のほうが何となく耳なじみが私がいいなと思って，ピアノに
戻ってしまいましたね。多分，上手にギターとかウクレレと
44 保育士
か弾かれる方だと，きれいに子どもたちと歌えると思うんで
すけど，まだ全然，そこまでいけなくて，しばらくやってみ
たんですけど。
ちょっと，もう一回引っ張り出してみようかなウクレレも。

保育者は音楽的な表現の保育をどう捉えているか

