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Abstract

1.Purpose
Inrecentyears,moderndancinghastendedtointeractwithotherartfields.Theinteractionwithmusichasbeen

particularlycloseandfruitful.Fordanceeducation,itisimportanttodevelopthebasicwaysinwhichchildrencanbe
madesensitivetomusic.Thisstudyfocusesonchildhood,andresearchestherelationbetweendancingandmusicinan
actualclasstaughtbyadancer.
2.Method
Target:Thechildren’sdanceclass
1)Completionofthequestionnairebytheteacher
2)Measurementofmusicusetimeinclass
3)Analysisofthevideooftheclass
3.ResultsandAnalysis
TherateofmusicusetimeinclassshowedhighnumericalvalueandCDandcassetteuseisevident.Inaddition,
frequentuseofvoice(theteacheralsosang)wasalsoconsideredtobemusic.Inthisstudy,nosignificantdifferencewas
seenbetweenindividualteachers’teachingmethods.However,individualpreferenceswerenoticedinmusicselection.
Eachteacheruseawiderangeofmusicandstrivestodevelopafeelingofrhythmbybeingputintherhythmofthe
musicandgivinganenjoyableclass.Students’movementswerestronglyinfluencednotonlytherhythmoftherecorded
musicbutalsotheteacher’scounting.
4.Postscript
Songssungbytheteachercancommunicateherbreathingpattern.Themergerpointofmusicanddancecanbefound
here.And,alldancingisinfluencedbythispoint,notonlychildren’s.Thedanceteachermustusebothlivevocaland
recordedmusicwithasenseofpurpose.

dance, music, children

１ はじめに

現代の舞踊は他の芸術分野とのコラボレートを進め

る傾向にあるが，特に音楽との関係は深く，作品の中

では「舞踊で音楽を表現する」，「舞踊の背景として音

楽を利用する ，「舞踊と音楽のそれぞれが並列的に

提示される などの関わり方が えられる．現代の作

品においてはこれらのことが関係し合い，効果的に音

楽を利用し，またコラボレートする．

舞踊作品における音楽の比重は，それぞれの振付家

の選択によってことなり，舞踊家の個性の表れともな

ろう．しかし，舞踊教育の場においては音楽と様々な

関わり方ができる基礎を養成することが求められ，さ

らに新しいものに興味を覚え想像力豊かになってくる

幼児期には，十分に舞踊活動を経験させ表現能力を高

め，豊かな人間形成への素地を培うべきである とさ

れる．

そこで本研究では，偏りのない指導が行なわれるべ

き幼児期 における指導に焦点を当てる．

舞踊は，「幼稚園教育要領」（旧）の中で「音楽リズ

ム に区分され，幼児教育の立場から欠かすことので

きない自己表現活動とされてきた ．平成12年４月よ

り実施に移された新要領では，感性と表現に関する領

域「表現 の中で，「感じたこと， えたことなどを音
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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．」，「いろいろな素材に親しみ，工夫して遊ぶ．

音楽に親しみ，歌を歌ったり，簡単なリズム楽器を使っ

たりする楽しさを味わう．」，「自分のイメージを動きや

言葉などで表現したり，演じて遊んだりする楽しさを

味わう．」としてその内容がまとめられている ．

なお，幼児指導における音楽の問題を扱っているも

のとして，日本保育学会における多数の発表を初め，

若松美恵子（1979）「動きのリズム指導の現状と問題

点 は，幼稚園における動きのリズム指導を各ジャン

ル別に現状を明らかにしている．田中良江（1995）「日

本において独自に発達した児童舞踊の現状 は，舞踊

教室からの参加の多い東京新聞主催の児童舞踊のコン

クールにおける作品の傾向や使用曲に触れている．こ

れらの先行研究では，多くは幼稚園における保育を対

象とするものであり，伴奏音に関する幾つかの論

文 においては，音楽使用の目的は明らかにされて

いない．

本研究ではこれらの結果を踏まえ，保育の場とは異

なる，舞踊家が指導する民間の舞踊教室における指導

の実際を報告する事により舞踊活動の場に近づけ，舞

踊と音楽の関係における今後の方向性を探る．

音楽著作権の適用範囲の見なおしも検討される現

在，クラスにおける音楽の役割を確認する作業が必要

であろう．

２ 方 法

所属の異なる指導者が担当する民間の舞踊教室 に

おける幼児クラス を対象に，次のことを行なった．

１)方 法

① 指導者に対する意識調査（アンケート，インタ

ビューの実施）

② クラスの音楽使用時間の計測

③ クラスのビデオ撮影 ・分析

２)調査対象

指導者は平 年齢32.9歳，指導歴１～30年の８名A

～H，延べ25教室の担当者である．各クラスはレッスン

時間45～80分，人数１～25人であった（表１）．

３)調査内容

アンケートは上記の基礎調査の他に，制限応答式，

および自由記述にて，使用音響機材，レッスン内容と

それに伴う音楽使用の有無，レッスン目的と指導上の

留意点等を聞いた．これは指導者の関心度を知るため

に，直接的な音楽に関する質問とはしていない．使用

曲，曲調，音楽使用目的等に関しては改めて調査を行

なった．

＜アンケート１質問項目＞

① 年齢，指導歴，レッスンの時間，クラス数，１

クラスの人数（基礎調査）

② 音楽設備，曲数，音楽設備を使わない音楽

③ レッスン内容（時間の経過に沿って記述）

④ レッスン目的・指導の留意点

⑤ その他気付いた点

＜アンケート２（音楽について）質問項目＞

① 使用曲（レッスンの流れの帯に記入）

② 曲調

③ その曲を使用する理由

④ 音楽使用上の留意点

⑤ その他気付いた点

４)調査期間

アンケート，ビデオ撮影は，平成12年10月～11月に

実施，これに継続してインタビューを行なった．

３ 結果・分析

１)使用音響機材と使用時間

クラス中の音楽使用時間の割合は共通して高い数値

を示し，音楽の重要性・必要性が確認された．CD等に

よる録音された音楽の使用時間 は64～87％の時間を

占める（図１）．使用音響機材にはピアノ等の生伴奏は

見られず，CD，カセット・テープの使用が目立つ．ま

た，指導者自身の発する音楽として手拍子，声（歌い

かけ）の使用も多く見られた（表２）．声，手拍子，タ

ンバリンによるカウント等は録音曲と併用される場合

と，独立して行なわれる場合が見られた．

ピアノ等の生演奏は指導に適している とされる

表１ 指導者の基礎調査
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が，実際には経済的に，演奏者を雇うことは困難であ

る．しかし指導者は，指導と両立して使用しやすい楽

器としてタンバリンや，また，自身の手拍子，声楽を

利用する．これは，「指導者が，運動のリズムに言葉や

音声をつけ，歌いながら動いたり，手をたたくと（幼

児の側も運動を）緊張感なく行える 」とされることか

ら有効と えられ，また，音楽のリズムに合わせるだ

けでなく，動きそのもの中にリズムの存在を確認し指

導する効果的方法 である．観察の結果，録音された音

楽のリズムとは異なる動きのリズムを伝達する上でも

大変有益であることが明らかになった．

２)レッスン内容と使用曲

同じ指導者であっても，発表会のスケジュール等，

時期や，クラスの人数等によってレッスン内容や時間

配分は変わってくることが えられる．しかし本研究

の中では，異なる指導者においてもレッスンの進め方

には大きな違いが見られなかった．使用曲には特徴が

見られ，使用曲を種類分けした結果 ，「ａ.童謡・わ

らべ歌」は３名，「ｂ.POPミュージック」は８名，「ｃ.

ヒーリングミュージック（環境音楽）」は２名，「ｄ.ク

ラシック音楽」は３名となり，傾向としてPOPミュー

ジックを使う指導者が多かった（表３）．

共通する主なレッスン内容として，音楽（録音曲）

使用時にはウォーミング･アップ，柔軟，バー，フロア，

作品練習が行なわれ，使用しないものとして，振付の

解説，曲のチェンジ，休憩が挙げられた．

また，レッスン内容と曲の使用の関係においては，

ウォーミング・アップ時には心を落ちつける曲を選ぶ

指導者とテンポのある曲を選ぶ指導者がおり，違いが

見られた．特徴的であった指導者Bと指導者Fをここ

では取り上げる（表４）．指導者Bでは，まずリズミカ

ルで歯切れの良い曲をストレッチなどに使用し，続け

てクラシック音楽，童謡曲，そして最後にゆっくりと

した曲調と，多彩な音楽の使用がみられる．Fの場合で

は，いろいろな曲に親しむという目的で選曲され，発

表会のリハーサルも兼ねており，通常の練習内容では

なかったが，POPミュージックを中心に構成されてい

る．なお，指導者Bと指導者Fでは，指導する舞踊の

ジャンルが少し異なるためにそれぞれの目的にも違い

があり，使用する音楽も異なっているものと思われる．

さらにアンケート結果には，「子どもたちの間で流

行っている曲やクラシック，現代音楽，あらゆるジャ

ンルを使用しています」，「子どもの好きな音楽をかけ

てあげる」，「いつもの音楽とは違う曲をかけてあげる」

などの回答が見られ，飽きさせない為に同じレッスン

内容でも異なる曲の使用を試みる．また，生徒の好む

明るい曲調のもの，リズムのはっきりした曲，生徒の

知っている曲を選曲するなどの工夫も行なわれている

（表６ ）．なお，歌唱，童謡曲の多用が特徴的な教室が

見られた．

録音曲を使用していない「振付の解説」時では，指

導者自身による歌唱や手拍子等が利用され，これは全

てのクラスで行なわれていた．録音された音楽の使用

とは異なり，歌いかけなどは，音楽のリズムに影響を

表２ 音楽使用に関する調査

図１ 音楽使用割合

表３ 各指導者の使用曲の分類分け

表４ レッスン内容と使用曲（Bの場合とFの場合)
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受けない動きのリズムの伝達を可能にするものと え

られる．

３)音楽使用の目的と関心度

項目「レッスン目的・指導の留意点」において，８

人中５人が音楽に関するコメントを示し感心度の高さ

が表れる．なお，「リズム感」，「音楽と動き」，「音楽に

合わせて」といった言葉の使用が目立つ．他に特徴的

なコメントとして「音楽は，気持ちが和らぐようなも

のを使用する」，「音に合わせて踊ることで表現を豊か

表６ アンケート結果（その他気付いた点)

表５ アンケート結果（レッスン目的・指導上の留意点)
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にする」が挙げられる（表５）．

指導者は，作品練習だけの目的ではなく，ウォーミ

ング･アップ時等，広い範囲で音楽を利用し，音楽の持

つリズムに乗ることにより，リズム感を養い，また，

楽しくレッスンできる効果も狙っていることが分かっ

た．指導者Cは，「柔軟体操１つにおいても，ただ行う

のではなく，一定のリズムにあわせることにより，テ

ンポが良くなり，子どもたちもやりやすくなると思う」

と音楽の一効果を述べている（表６）．

なお，アンケートでは，指導歴の長い者ほど音楽に

関するコメントの量が少ない．しかし，音楽使用時間

割合はこれに比例しない（図１）．また，コメント量の

少なさは関心度の低さと言いかえることができるが，

使用時間を鑑みると，レッスン中の音楽は余りに当た

り前のこととして捉えられていると えられる．

音楽に関するコメントが少なかった指導者の代表的

なコメントでは，「想像力豊かになるように」，「将来の

趣味につながるように」「体を動かすのが好きになるよ

うに」などが挙げられ，教育的な意図がみられ，週一

度のクラスであることから，舞踊家養成というよりも，

子供を育てる場として捉えていると推測される．さら

に，これらは指導者の経歴とも関係するものと えら

れるだろう．幼児の舞踊指導者は，自身も幼児期から

の舞踊経験を持つ場合が多いが，中には学生時代に舞

踊を始めるものもいる．また，コンクールへの参加経

験なども，指導方法や目的意識の違いとして表れるも

のと えられ，この点においては今後さらに調査を続

けたい．

４)動きとの関係

ビデオを分析した結果，指導者の動きを見ながら録

音された曲に合わせて，自分自身で歌いながら踊って

いる生徒が見られた．また，自主的に練習している生

徒が指導者の真似をして声を出して練習している光景

が見られた．

さらに，生徒の動きは録音された曲のリズムだけで

なく，指導者のカウント等に大きく影響を受けている

事が分かった．同じフレーズの繰り返しのある曲を使

用した場合，指導者が曲に合わせて規則正しく手拍子

を打つと，生徒の動きも規則正しく変化した．逆にキー

ボードのリズム設定を一定リズムに保ちながらも指導

者が「いち，に～さん，し」と声の調子を変えると生

徒は動きを指導者のカウントに合わせようとしてい

る．

曲を使用せずに動きの練習をさせた場合，ある指導

者は同じ動きに対して「ごろん，ごろん」と表現した

り，「ご～ろんと～，ご～ろんと～」と言いかえる事に

より，動きの速さやタイミングを調節させる．また，

タイミングを合わせてジャンプをさせる場合，「いち，

にい，ジャ～ンプ」と，「いち，にい」は小さく，次に

「ジャ～ンプ」を大きく，声に抑揚をつけることにより，

動きにダイナミックな広がりを与え，また，動きのタ

イミングも覚えさせている．

舞踊において音楽のリズムとは異なる動きのリズム

を形成することは重要であり，これは呼吸運動と大き

く関係する．しかし，幼児期においては，「呼吸」器官

としての鼻や口の役割に対する認識は薄く ，ある指

導者は，動きの途中で「息を吸って」等と言葉を発す

るだけでなく，大げさに呼吸して見せる事により，伝

達を試みている．

なお，同じクラスであっても，年齢や舞踊経験，ま

た個性によって，言葉の理解度やリズム感には違いが

ある．音楽を聴覚で感ずることができても，動きの表

現につながらない場合もある．指導者は，それぞれの

歩調に合わせて，歌いかけたり，手拍子をしたりしな

がらレッスンを進める様子が見られ，システィマ

ティックなクラシックのクラス風景とは異なる点であ

る．

４ 最 後 に

実際の指導においては，「音楽に合わせる」ことによ

りリズム感を養おうとする．また歌曲等を取り入れ，

広がりも見せる．

この指導者自身による歌唱や手拍子等は指導者の呼

吸運動をも伝達でき，録音された器楽とはことなり，

音楽のリズムだけに影響を受けない動きのリズムの伝

達を可能とする．舞踊と音楽の融合点を見出せるもの

であろう．

近年，日本舞踊や各地の民俗舞踊は，演奏者や歌い

手の生な演奏と共に練習する機会が減り，レベルの低

下が目立つという．幼児教育に見られた音楽との接点

は広く舞踊の抱える問題と関わっている．

心身の発達が著しい幼児期の舞踊教育の指導者は，

目的意識を持って，生の，また録音された声楽，器楽

などを総合的に組み立てることの重要性を再認識する

必要があるだろう．
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注釈・註釈

⑴ 音楽リズム」とは，リズム性を中核とする「舞踊的活

動」と「音楽的活動」との融合された自己表現の経験とし

てとらえられる ．

⑵ 新幼稚園教育要領では「表現」の内容として次の①～⑧

を挙げている．①生活の中で様々な音，色，形，手触り，

動きなどに気付いたり楽しんだりする．②生活の中で美

しいものや心を動かす出来事に触れ，イメージを豊かに

する．③様々な出来事の中で，感動したことを伝え合う楽

しさを味わう．④感じたこと， 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．⑤

いろいろな素材に親しみ，工夫して遊ぶ．⑥音楽に親し

み，歌を歌ったり，簡単なリズム楽器を使ったりする楽し

さを味わう．⑦かいたり，つくったりすることを楽しみ，

遊びに使ったり，飾ったりする．⑧自分のイメージを動き

や言葉などで表現したり，演じて遊んだりする楽しさを

味わう ．

⑶ 対象にした民間の舞踊教室の看板とする名称は，モダ

ンバレエ，モダンダンス，児童舞踊であった．

⑷ 幼児期は，生まれてから１歳半～６歳未満の時期を指

すが，本研究の中では各クラスの構成に合わせ，主に３歳

から５歳の幼稚園児を対象とした．ただし，幼稚園・小学

校低学年が合同で行なわれるものが８クラスあった．

⑸ ビデオ撮影は，𥡴古場の正面に設置し，１レッスンすべ

てを撮影した．

⑹ 図１の音楽使用割合は音楽機材（録音された音楽）の使

用のみとし，タンバリン，手拍子，歌いかけなどは含まれ

ていない．

⑺ 使用曲は，アンケート結果より全部で23曲挙げられて

いるが，これをもとに４つのジャンルに分類した（表４）．

⑻ 表６のアンケート結果は，その他気付いた点について

の項目であり，無回答のものは載せていない．
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