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１．はじめに　～研究の背景～

（１）指針・要領における音楽活動の位置づけ
　2017年、あらたな保育所保育指針、幼稚園教育
要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（以
下、この３つを総称して「指針・要領」という）が
告示された。無藤他（2017）によれば今次の改定・
改訂では３歳児以上の保育の内容についてはできる
限り一致させるという方針がもたれており１、それは
音楽についても適用されている。音楽に関する記述

は、たとえば幼稚園教育要領では「第２章　ねらい
及び内容」の表現領域のなかで示されている。以下
にその「内容」の部分を示す。

【2017年告示　幼稚園教育要領より】
第２章　ねらい及び内容
表現
２　内容
①　生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに

気付いたり、感じたりするなどして楽しむ。
②　生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、
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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、考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、つくったりなどする。
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

使ったりするなど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、飾ったりなどする。
⑧　自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演

じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。
（傍線筆者）

　以上のように、指針・要領においては、音や音楽
による表現が、かくことや飾ることや動くこと、思い
を伝え合うことといった多様な表現のひとつとして
位置づけられている。これを踏まえれば、保育者に
は、子どもたちのあらゆる表現の前提にある生活や
遊びを大切にしながら、さまざまな音・音楽に関す
る活動を展開させることが求められているといえる。
よって、ひとくちに音楽実技といっても、単にピアノ
で歌の伴奏ができるというだけでは不十分であろう
と考えられる。それぞれの季節や行事等のタイミン
グに応じ子どもたちの思いに寄り添った楽曲を選ぶ、
子どもたちの表現への意欲を引き出す、子どもたち
の表現しやすいテンポや音域に配慮した臨機応変な
対応をする、既存の楽曲ではなく音そのものや音色
の面白さを子どもたちと味わう等を可能とするよう
な、多面的な音楽的スキルの獲得がのぞまれる。

（２）保育者養成における音楽指導の課題
　前項で述べた背景がある一方で、大学の保育者
養成課程における音楽に関する指導にはいくつかの
課題が指摘されている。なかでも重要と考えられる
２つは次のものである。
　ひとつには、保育者養成課程で音楽実技の指導に
あたる教員が持っている音楽的な価値観と、保育者
に必要な音楽的スキルに齟齬があるという課題であ
る。たとえば塩原（1996）は、保育者養成機関のピ

アノ指導者の多くが、西洋クラシック音楽の教育体
系の中でピアノを専攻してきているために、学生の
ピアノ演奏に対する評価の基準や価値観が、ピアノ
演奏家養成におけるそれと同一化されてしまってい
ることを指摘している２。つまり、前項で述べたよう
な多面的な音楽的スキルの習得ではなく、ピアノ演
奏家に必要とされるような楽器演奏の正確さや表現
力の豊かさを志向する指導がおこなわれがちなので
ある。
　また、指針・要領においては保育の内容は小学校
や中学校の学習指導要領ほど具体的に示されている
わけではない。そのため、保育所・幼稚園・子ども
園（以下、これら３つの機関を総称して「園所」と
いう）でおこなわれる音楽活動には、量的にも質的
にも非常に多様な広がりがある。
　そこで、ふたつめの重要な課題として、園所でお
こなわれている音楽活動の多様性を踏まえて、保育
者養成課程においてどのような音楽に関する指導を
展開するのかということが挙げられる。園所におけ
る音楽活動の多様性に関しては三村他（2004）が、
保幼小連携を視野に入れた調査研究のなかで指摘
している。この論文において三村らは、保幼小連携の
難しさの一因として、歌唱による音楽活動を中心と
した園所もあれば、鼓笛隊等の器楽活動に力を入れ
ている園所もあるといったように、園所の音楽活動
には差異が大きく、小学校入学時の子どもたちの技
能に大きな差があることを述べている３。

（３）幼稚園実習における音楽活動
　保育者養成課程において、学生たちが保育現場
へ赴き、実践的な学習を深めていく機会となるのが、
園所における実習である。学生たちは１日の保育の
流れや保育者の役割について、その場に身を置きな
がら学んでいくことになる。たとえば東京未来大学

（以下、本学という）の養成課程であるこども心理学
部こども保育・教育専攻においては、２年次と４年
次に幼稚園での教育実習（以下、幼稚園実習という）
がおこなわれる。
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　多くの場合、部分実習と呼ばれる、１日のうちの
一区切りの時間を担当して朝の会や何らかの活動を
展開する実習や、責任実習と呼ばれる、子どもたち
が登園してから降園するまでの担任業務をおこなう
実習のなかで、学生は音楽活動を展開することとな
る。朝の会・帰りの会やお弁当の時間を担当する場
合には、各園所で毎日その時間にうたわれている楽
曲を子どもたちの歌唱に合わせて伴奏する。また、
とくに幼稚園においては、年間指導計画の中で「今
月の歌」が設定されていることが多い。そのため、
実習中に季節に合わせた「今月の歌」の歌唱指導を
おこなう場合もある。

２．研究の目的

　本研究では、４年次におこなわれる幼稚園実習を
通じて、学生たちがどのような内容の音楽に関連し
た課題に取り組み、実習をおこない、いかなる困難
さや自己課題を見出したのかについて、実習直後に
おこなった質問紙調査をもとに検討していく。
　目的として、次の３つを設定する。第１に、園に
よって様々に異なっている音楽関連の課題や実習の
内容の広がりを把握することである。第２に、実習
において幼稚園の先生方から学生がどのような指導
や助言を頂いているのかを検討し、幼稚園において
学生に求める音楽的スキルにどのようなものがある
のかについて考察をおこない明らかにすることであ
る。第３に、学生たちが経験した困難さや見出した
自己課題を踏まえ、保育者養成課程における音楽実
技指導に必要な視点について検討・考察することで
ある。

３．調査の概要

（１）調査対象者とその特徴
　本学こども心理学部こども保育・教育専攻の４年
次開講科目である「音楽実技ⅣＡ」の履修者を対象
とした。履修者40名のうち、調査実施日に出席して
いた36名すべてが有効回答をしている。
　なおこの授業は、履修者の９割以上が１年次開講

の「音楽実技ⅠＡ」から継続して履修している学生
である。３年次開講の「音楽実技ⅢＡ」「〃ⅢＢ」、
４年次開講の「音楽実技ⅣＡ」「〃ⅣＢ」は筆者が
担当教員を務めているが、いずれも選択科目の位置
づけとなっている。
　これらの授業では、園所で多くもちいられる挨拶
や生活習慣に関する楽曲５曲を ｢あいさつ曲｣ とし、
毎回の授業の冒頭で１人の学生の伴奏に合わせて全
員で歌う活動をしている。この５曲を含めた15曲を、
何らかのかたちで自らのレパートリーとすることを
単位修得のためのボトムラインとして設定している。
個人レッスンを通じてピアノの弾き歌いや独奏を指
導する他、童謡の多くを占めるハ長調・ヘ長調・ト
長調・二長調の主要三和音を中心に、和声理論やコー
ドネームに関する講義、アレンジや楽譜の簡略化の
方法についても指導をおこなっている。
　以上のことから、今回の調査対象者の回答の分析
を通じて、基礎的なピアノ演奏や歌唱の技術、西洋
音楽の理論をおおむね習得済みで、童謡のレパート
リーもある程度もっている学生が、保育・教育の現
場でどのような指導を頂くこととなったのか、またい
かなる課題を見出したのかを明らかにできると考え
られた。

（２）調査時期
　調査は2017年８月初旬に実施した。多くの対象者
にとって幼稚園実習終了直後の時期であり、園所で
頂いた指導や見出した課題についての記憶や認識が
比較的詳細にあったものと考えられる。

（３）調査項目
　調査においては、以下の点について尋ねている。
①　幼稚園の設置主体
②　実習で提示された課題の曲数と曲名
③　実習中の音楽指導の有無と内容
④　実習中に生かすことのできた既習内容
⑤　実習中に困難を感じたことや課題
本稿ではこのうち、②～⑤を検討の対象とした。
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４．調査の結果

（１）実習における課題の曲数
　実習において事前課題とされた楽曲の曲数は、平
均4.64曲となっていた。もっとも多いのは10曲（３
名）であり、もっとも少ないのは０曲（５名）であっ
た。しかし、事前課題の曲数が０曲であったという
５名の回答者においても、部分実習や全日実習でピ
アノの弾き歌いをおこなった者が４名を占めている。
また、事前課題の楽曲の指定が無い場合に、部分実
習や全日実習で演奏した曲目は、《おはようのうた》

（作詞：増子とし、作曲：本多鉄麿）《おべんとう》（作詞：
天野蝶、作曲：一宮道子）や《おかえりの歌》（作詞：
天野蝶、作曲：一宮道子）等といった日々の挨拶や
習慣に関するものであった。このことから幼稚園に
おいては、実習事前に具体的な課題楽曲が提示され
ない場合であっても、実習生が日々の挨拶や習慣に
関するレパートリーを持っておくことが望ましく、ま
た適切であると考えられていることが推察される。
　一方で、少数であるが実習中にあらたに課題曲が
提示されたという回答者が２名（全体の５％）いた。
どちらも５曲前後の課題が実習中に加えられていた。
なおこの２園は、どちらもキリスト教系の幼稚園で
あり、追加の課題曲はいずれも賛美歌・聖歌であっ
た。

（２）実習中に弾き歌いをおこなった回数
　15日間の実習において学生は、平均して7.6回の
弾き歌いをおこなっていた。多い場合には毎日 ｢朝
の会｣ や ｢帰りの会｣ のときに弾くため、全日程に
渡って何らかの弾き歌いをしたと回答した者は８名

（22.2％）であった。一方でまったく弾かなかったと
いう者も３名（8.3％）存在していた。ただしそうし
た場合にも、事前課題の楽曲は提示がなされていた。

（３）教諭による実習中の音楽指導
　実習中に音楽に関する指導が教諭からなされたと
いう回答者は、15名（41.6％）であった。朝の打ち

合わせがおこなわれる前の時間帯（９名、25％）や、
反省会（６名、16.6％）の時間帯に助言や指導がな
されていた。また助言・指導の内容は、以下の３タ
イプに大別された。（　）内はその具体例である。
ａ． 子どもに合わせることに関する助言・指導（例：

もう少しゆっくり弾いてこどもの表情を見ながら
弾く、子どもにあわせてゆっくり弾くように言わ
れた、子どもが初めてうたう歌は歌詞の前出し
をするとよい等）…８名（22.2％）

ｂ． 演奏時の精神状態に絡めた助言・指導（例：間
違えても気にせず弾くように援助を頂いた、緊
張しても止まらずに弾くこと等）…４名（11.1％）

ｃ． 表現やアレンジに関する助言・指導（例：楽譜
を簡単にして子どもたちが歌いやすく弾くこと、
全ての曲にペダルを使ってやるよう言われた等）
…４名（11.1％）

　３タイプの助言・指導のうち、特にａのタイプに
関してはおおむね同内容の助言・指導がなされてい
た。幼稚園において実習生には、演奏しながら子ど
もの歌声や表情を観察し、歌っている様子を見るこ
と、さらに臨機応変に自身のピアノ伴奏のテンポを
加減する等の修正をおこなうことが求められていた。
また、すべてのタイプの助言・指導の前提として、
楽譜通りに正確に弾くことや、難易度の高い伴奏譜
を弾きこなすことよりも、適宜楽譜の簡略化等をし
つつ、子どもの歌唱に臨機応変に合わせつつ安定し
た演奏をすることへの期待があると見てとれた。
　一方で21名（58.3％）が、実習中に音楽に関する
助言や指導はなされなかったと回答している。これ
は楽観的にみれば、学生の演奏や歌唱に問題がな
かったと解釈することもできるが、そうとはいいきれ
ないであろう。幼稚園実習は、登園から降園にいた
るまでの間に子どもたちがおこなう全ての活動につ
いて学ぶ場であり、いうまでもないが音楽に関する
学習が中心となる場ではない。さらにこれも自明で
はあるが、教諭による実習生への指導・助言は、在
園児への保育・教育と並行し、合間をぬっておこな
われる。よって、実習生の演奏に何らかの問題があ
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る場合でも、助言・指導がなされないケースが想定
される。そのため、上述したような実習生に期待さ
れる演奏を実現できるような音楽的スキルを、実習
の始まる前にできる限り身に付けておくことが望ま
しいと考えられる。

（４）実習中に生かすことのできた既習内容
　授業ですでに学習した内容のうちで、実習中に生
かすことのできたものとしては、大別すると以下の
３種が挙げられていた。
ａ．楽譜を簡略にアレンジする方法…10名（27.7％）
ｂ． 演奏中に間違えても止まらないこと…21名

（58.3％）
ｃ． すでにもっていたレパートリー…７名（19.4％）
　これらの内容はいずれも、本学「音楽実技ⅠＡ～
ⅣＢ」の授業において一貫して重要事項として位置
づけてきたものである。履修者である学生に対して
は、「あなたたちはよいピアニストを目指しているの
ではなく、よい保育者・教育者を目指しているのだ
から、『子どもが気持ちよくのびのびと歌えるために
自分ができるベストの演奏』を考え、工夫しましょ
う。楽譜にとらわれる必要はありません。」とくり返
し伝えてきている。またそのための方法論として、ａ．
については、自分の演奏技能に合わせた楽譜のアレ
ンジ、和声進行を理解した上での装飾音の省略・伴
奏形の簡略化を指導している。ｂ．については、先
述した「あいさつ曲」の活動を毎回の授業の冒頭で
おこなうことによって、間違えても止まらずに、歌
唱に合わせて伴奏をしつづける経験を積めるように
工夫してきている。さらにｃ．については、少数の
楽曲の演奏の質向上に執着するのではなく、年間を
通じてバランスよく、できる限りたくさんのレパート
リーをもつことを志向するよう伝えてきた。これらの
指導や工夫が、前項（３）で述べた実習生に求めら
れる演奏と合致し、回答者が「この内容を実習で生
かせた」という実感を得る結果となったのであろう。

（５）実習中に感じた困難と課題

　実習中に感じた困難と課題としては、代表的なも
のは以下の２タイプが挙げられた。
ａ．子どもの様子を見ながら弾くこと…20名（55.5％）
ｂ．ピアノを弾きながら歌うこと…４名（11.1％）
　ａ．については、回答者の半数以上が挙げたもの
である。個々の記述を見てみると、「子どもの声を聴
きながら弾く」「子どもの様子を見ながら歌う」「子
どもの様子を気にしながら弾くこと」「こどもを見な
がら弾く（筆者付記：こと）やピアノに集中しすぎ
ないこと」といったもののほかに、次のようなものが
あった。

・　子どもに自分の背中を向けてピアノを弾く際に子ど
もの方を見るために（筆者注：子どもの方を見よう
とすると）ピアノが全く見えなくなること

・　子どもの声を聞きながら弾くこと、子どもを見なが
ら（後ろを見ながら）ひくこと

・　子どもの顔を見ながら弾くこと（ピアノの向きが子
どもたちと背中合わせだったため）

・　後ろにこどもがたくさんいて、緊張してしまった。
・　鍵盤を見ないで弾くこと

（以上原文ママ、傍線筆者）

　これらの記述から実習中の学生は、単に子どもの
歌声を聴きながらそれに合わせて弾くことというだ
けでなく、自身の背後から聴こえてくる歌声に注意
をかたむけつつピアノを弾くことや、子どもの表情
を見る際に上半身を横向きや後ろ向きによじらせ、
鍵盤から目を離してピアノを弾くことに困難さ感じ
ていたと考えられる。
　多くの園所において、クラス教室に設置されてい
るピアノはアップライト・ピアノと呼ばれる竪型の
タイプのものである。このピアノは、ピアノの背面
を部屋の壁面に接するかたちで設置することが一般
的である。また、アップライト・ピアノは教室内の
備品としてはとりわけ大型のものであるため、壁面
のなかでも隅に置かれていることがほとんどである。
そうしたことから、上述のような困難さや課題に直
面する学生が多かったのであろう。
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　こうした困難さや課題をクリアするためには、「４．
（４）実習中に生かすことのできた既習内容」で述べ
た従前の指導だけでは不十分であったといわざるを
えない。

５．考察　～音楽する身体への着目～

（１�）さらに必要と考えられる音楽的スキルとその特
徴

　前節で述べた結果から、音楽実技指導においては、
これまでおこなってきた指導にくわえて、以下のよ
うな音楽的スキルを学習活動のなかで習得できるよ
うな手立てが必要だと考えられる。
・ 自らが伴奏をおこなっている環境で、ある方向か

ら聴こえてくる子どもたちの歌声に、耳を傾ける
こと

・ 伴奏を遂行しながら、子どもの表情や歌声に含ま
れる情報の読み取りをすること

・ 上記の情報を読み取るために、伴奏の遂行中に適
宜自らの身体の姿勢や視線を変えること

・ 読み取った情報に依拠しながら、自らの伴奏（テ
ンポや音量、範唱等）を適宜修正すること

　これらの音楽的スキルには、ある共通項を見いだ
すことができる。それは、これらのスキルが各実践
に固有の状況に結びついてはたらくものであり、同
じ楽曲を用いた活動であってもその時々によって異
なる作動のしかたをするということである。

　どの方向から歌声が聴こえてくるか、どのように
して子どもの表情を確認するか、またそれに応じて
演奏を調整するかといったことは、教室の環境構成
がどのようなものであり、実習生ひいては保育者・
教育者の身体がどこにおかれているかによって異な
る。また個々の実践における子どもたちの歌唱の質
によっても、得られる情報は随時変化する。
　同一のクラスで同じ楽曲を歌う場合でさえ、４月
と10月では大きくその様相は変化するだろう。ここ
に、コンサートホールにおける独演ではなく、教室
での子どもたちとの音楽活動という場でピアノを弾
き歌いする際に必要となる音楽的スキルの特徴があ
ると考える。

（２�）西洋音楽における「いつでもどこでも性」の音
楽観が音楽実技指導に与える影響

　実は前項で指摘したスキルが結びついていると考
えられる、実践における多様性や種々雑多性は、西
洋音楽を中心として発展してきた音楽学の分野にお
いて長らく光をあててこられなかったものである。
　岡田（2005）によれば、西洋音楽の世界では、五
線譜の開発と使用によって、いつでもだれでも、同
一の楽曲をある程度の精度で再現されることが前提
とされてきた。五線譜は「音楽を身体や場から切離
して、作り出されるべき音構造の設計図を客観的に
提示してくれる」。世界にさまざまある民俗音楽にお
いては楽譜が「覚書」にすぎず、演奏の実践をどの
ようにするかを知っている人がいなくなれば、再現
不可能になってしまうのとは対象的に、西洋音楽の
世界では「普遍性ないし再現可能性」、岡田の表現
を借りれば「いつでもどこでも性」が志向され、音
楽は「客観的秩序に司られる純粋に聴覚的な現象へ
と抽象化されて」きたのである５。
　本稿のはじめに塩原（1996）による、保育者養成
課程における音楽指導に対する指摘を取り上げた。
それは、保育者養成課程におけるピアノ指導者の価
値観が、クラシックのピアノ演奏家養成におけるそ
れに大きく依存しているというものであった。本学

写真１　アップライト・ピアノ４
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における「音楽実技」の授業でも従前からこうした
問題意識のもと、クラシックのピアノ演奏家養成に
つきもののいわば楽譜至上主義や、正確さの希求と
は一線を画す指導をおこなってきたと自負している。
楽譜にとらわれずに演奏者自身の技術に応じて楽曲
のアレンジをおこない、子どもの歌唱に対する伴奏
を実現できるように指導・援助をしてきた。
　しかしその一方で、保育・教育の場で、各実践に
固有の状況に結びついて変化する諸要因―教室にお
ける楽器の配置、子どもたちの歌声と聴こえてくる
方向等―にいかに対応するか、その上で自身の演奏
を、いかに遂行中に修正していくかということにつ
いては、十分には視野に入れてこられなかったと考
える。西洋音楽における「客観的秩序に司られる純
粋に聴覚的な現象」としての、「いつでもどこでも性」
をもつ音楽という前提が、暗黙の裡に音楽実技指導
を規定してしまっていたのではないかと考えられる
のである。

（３）あらたな視点の導入
　前項での検討を踏まえて、音楽実技指導に必要と
考えられる視点は以下の２つである。
①行為としての音楽
　まず、音楽を作品中心に、「客観的秩序に司られ
る純粋に聴覚的な現象」としてとらえるのではなく、
音楽を人々の行為であり、その寄せ集めである実践
としてとらえる視点である。
　これは1970年代に民俗音楽学の分野で、音楽学
者のジョン・ブラッキングを中心に勃興してきた考
えかたである。ある文化で生きる人間がその文化に
おける伝統に根ざして秩序づけた音響を音楽ととら
え、音楽をする人々の身体、音響を取り巻く社会・
文化・歴史的コンテクストといった実践に固有の諸
要因を、すべて音楽を構成するファクターとして考
える６。1980年代に入ると、ブラッキングの流れを
くむクリストファー・スモールが「ミュージッキング

（musicking）」の概念を措定して提唱し、これを音
楽教育学にも適用することを主張している７。

②一人称記述があたえる示唆
　また、ミュージッキングとしての音楽という見か
たを音楽実技指導に適用する具体的な方法について
は、サドナウ（1992、原書は1978）の論考が手がか
りになると考えられる。社会学者であるサドナウは、
ジャズ・ピアノの即興演奏技法の習得を自らが経験
し、彼自身の熟達化の過程を、現象学的な観点から
一人称的に記述していくことを試みた。これを通じ
て彼は、楽器、観客、共演者といった環境との相互
作用や、音楽という時間的現象のなかで「今ここ」
の一回性に富んだ演奏を構成することが、どのよう
にして達成されていくのか、その達成を可能にする
ピアノ演奏技能の様相とはいかなるものかを明らか
にしようとした。サドナウはたとえば、ジャズ・ピア
ノの練習を始めた初期の自らの演奏において生じた
変化について、次のような記述をしている。

　手が音群を形作りはじめるにつれて、目はコード
を全体としてとらえるようになって来た。言い換え
ると、視野の中で一音一音に意識を貼り付けて進ん
で行くのではなく、鍵盤上の地形を広く視野の内に
収め、そこに滲み出てくる形態から、その配置を確
実なものとしていくようになった。８

　このサドナウの記述は、単に彼がチャート（ジャ
ズの楽曲において、テーマといわれるメロディとそ
れに対するコードが記された簡易的な楽譜をこのよ
うに呼ぶ）の通りのコードを鍵盤上で押さえられる
ようになったということを書いているだけではない。
指があるコードを押さえるときに、目が鍵盤上で構
成音の配置をどのようにしてとらえるようになったか
ということが語られているのである。「意識を貼り付
けて」「鍵盤上の地形」「滲み出てくる形態」といっ
た主観的なメタファーをふんだんに用いつつ、彼は、
一音一音の鍵盤位置を見て確認する状態から、和音
を一挙に視野に収めてかたちでとらえる状態へと、
自らの演奏時の認識が変容したことを一人称的に記
述している。
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　さらに、この記述から２年以上が経ち、サドナウは、
ジャズのビートを足で刻みながらそれと連動してピ
アノの演奏をすることに慣れてくる。このときの自ら
の様子については、次のように描写されている。
　
　ジャズの拍子が指、手、肩、そしてあらゆるとこ
ろ全体に行き渡ると、和音と道筋（筆者注：弾いて
いる和音から後続する和音への移動の道筋）の間に
新しい関係が実現されはじめた。つまり、（中略）音
を選ぶにあたっての私の分析的な姿勢は、手が音を
選ぶという徹底的で一貫したあり方へと再定式化さ
れた。
　（中略）そこで私はジャズらしい口のきき方をして
いた。（中略）それによって、ある道筋から次の道
筋へ通過していくというやり方から、じっくり歌いな
がら歩調を整えて進んで行くという段階へとさしか
かってきた。９

　
　ここでは、和音から和音への移行を、視覚的に「道
筋」を見通しながら音響を実現するという段階から、
和声進行の行き先をイメージしつ、視覚に頼らずに
あたかも手それ自体が意志を持っているかのように
動く段階へと変化したことが述べられている。この
変化が、やはり「手が音を選ぶ」「じっくり歌いなが
ら」「歩調を整えて」という主観的なメタファーを交
えて述べられている。
　サドナウ自身が述べたこの変化の前と後とでは、
聴き手にとどく音響はそれほど変わらないものであ
るかもしれない。しかし、その音響を実現している
当人の身体感覚には、ドラスティックな変化が生じ
ている。彼の、こうした主観的な観察データを積極
的に許容し、身体固有性や状況依存性をはらむ知見
を軽視しないスタンスと取り組みは、まさに先述し
た「いつでもどこでも性」ありきの音楽観を乗り越
えようとするものであり、音楽教育に与える示唆に
富むものといえる。
　サドナウを援用し、認知科学の分野において、音
楽演奏の熟達化支援のあらたな方法を開発しようと

しているのが、田柳ら（2014）である。彼女らは、
学習者自身の一人称視点による振り返り記録の手法
を導入し、一定期間の練習を通じて自己の学習方略
について注力した点、苦労した点、克服した点など
についての物語記述データを収集している。さらに、
個々人の学習方略の変容過程に着目した分析をつづ
けている10。
　田柳らが調査対象者に記入を依頼したワークシー
トには、「今日の学習を振り返って、気づいたことや
工夫した学習方略など、下記の項目（筆者注：その
日の目標と学習方略、うまく弾けない箇所とそれへ
の対応方法、うまくできなかったができるようになっ
た箇所とその要因）について、楽譜を利用しながら
自由に記述してください。」との指示が書かれている。
これについての調査対象者である成人ピアノ初級者
の記述は、例えば以下のようなものである。

被験者Ａ　２日目
　全体的に、昨日よりも上手く弾くことができた。こ
れは、曲のリズムを身体が覚え始めたためだと思う。
被験者Ｃ　４日目
　本当は右手を完璧にする予定だったが、早く弾け
るようになりたいという思いが強くあった。

　田柳らは、一見事実説明風のこれらの記述が、実
際には自己の学習方略への志向性や、身体に起きて
いる現象をとらえた主観的記述なのだという。また、
多種のデータを組み合わせながら、田柳らは最終的
に、学習者間で一人称的な記述をふくむ学習履歴を
相互参照したり、協調学習を展開したりすることを
目標においている。
　実は本学の音楽実技指導においても、こうした取
り組み自体はすでにおこなっている。学生らは毎回
の授業時に自分自身の練習の状況やレッスンで学ん
だことについて記録をしている。しかしその記録は
ややもすれば「記録のための記録」になりがちであ
るのが現状である。今後は、毎回の授業において記
録をおこなうだけでなく、それをもちいた指導者と
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の対話の時間を設けたり、履修者から自らの身体の
ありかたに関わる一人称的な記述を引き出したりす
る指導の方法を探っていきたい。とくに、自分の演
奏遂行中に音がどのように聴こえてきているのか、
周りの環境をどのようにとらえていたか、それにど
のように対応したのかについて、学生たちが一人称
的な記述をすることが可能になれば、本稿のはじめ
にも述べた、子どもの歌唱に臨機応変に合わせつつ
安定した演奏をする音楽的スキルの獲得につながる
のではないかと期待している。

６．おわりに　～今後の課題～

　本稿の最後に、音楽実技指導において、学習者に
よる一人称記述をうながし、それを活用しようとす
る際の課題についても述べておきたい。それは、自
身の演奏を振り返り、現象学的な視点から語ること
はいわば「メタ・音楽的スキル」であり、その習得
や熟達化に長い時間を要するものと考えられること、
さらに、このスキルの向上それ自体は演奏技術に直
結しないということである。一人称記述を作成した
り共有したりすることばかりに時間と労力を費やし
ては、本末転倒である。
　ピアノ演奏や歌唱を中心とした実技指導をおこな
いつつ、指導者が学習者に対し、いかに効果的な問
いかけをするかが、非常に重要な課題となってくる
であろう。演奏技術の向上につながり、かつ個々の
実践において生かされるような一人称記述と、それ
を引きだす問いのありかたについて、探っていくこ
とが今後の課題である。
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