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はじめに

　今から100年以上も前に創案された音楽教育法リ
トミックが世界的に認知される以前に、ヨーロッパ、
とりわけフランス語圏で隆盛を極めていた音楽教育
法があった。それは、シャスヴァン（Chassevant, 
Marie 1836−1914）によって考案された子どもの
ための音楽教育法である。彼女はスイスの作曲家
でリトミックの創始者であるジャック＝ダルクロー
ズ（Jaques-Dalcroze, Émile 1865−1950） と 同 じ
ジュネーヴ音楽院（Conservatoire de Musique de 
Genève）の教授であり、短期間であるが両者は同

時期に教鞭を執っていた。
　シャスヴァン・メソードは、ジュネーヴの心理学
者クラパレード（Claparéde, Edouard 1873−1940）
が設立した国際的な研究・教育機関「ジャン＝ジャッ
ク・ルソー研究Institut Jean-Jacques Rousseau」（以
下ルソー研究所と表記）の創立当初に（1912−）採
用されていた１）。その後、ルソー研究所ではリトミッ
クが導入されるのであるが、筆者はリトミック研究
を継続する中で、当時、最新の教育機関であったル
ソー研究所が採用したシャスヴァン・メソードに着
目した。それはこのメソードによるソルフェージュが、
⑴19世紀初期に幼児のための音楽教育法を音楽家
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が創案したこと、⑵物語を活用していること、⑶リ
ズムを重視していること、⑷動き（身体表現）を 
伴っていること、⑸リトミックのアプローチと類似し
た点があること、の５つの特徴を持つことから、子
どもの音楽的活動や保育士・教員養成等の学習に活
用できるのではないかと考えたからである。
　そこで、本研究ではシャスヴァン・メソードにお
けるソルフェージュに焦点をあて、この内容を精査、
分析し、これを基に保育者養成課程における音楽的
基礎学習、および音楽的表現活動について検討する
ことを目的とする。

１．研究方法と先行研究

　シャスヴァンは幼児のための音楽教育に関する著
書を多く残している。その中から本稿では、シャス
ヴァンの『子どものソルフェージュ第２巻』２）の第２
部を中心に、幼児のためのソルフェージュをシャス
ヴァンがどのようなアプローチで実践しようとしたの
かを検討する。第２部は音楽的表現を学ぶ目的をもっ
て書かれている。シャスヴァンの子どものソルフェー
ジュには第２巻の他に、第１巻３）と、子どもの音楽
的理解力を発達させるための母親に向けた手引き書
がある。しかし、彼女の著書、学習テキスト等は全
て絶版となっており入手困難であった。数年前に筆
者は運良く第２巻の著書を入手することができたが、
第１巻についてはその所在の探索に時間を要した。
今回の研究対象である第２巻の物語、とりわけ第２
部には、第１巻のソルフェージュと並行して行い、「こ
こに第１巻からNo.30を歌わせる」４）などの記載があ
ることから、本研究にとって第１巻の内容を知るこ
とは必要不可欠であった。その貴重な資料を今回入
手することが出来たため、第１巻の練習曲と第２巻・
第２部の物語を照らし合わせながら、シャスヴァン
のソルフェージュについて検討し、これを保育者養
成課程の指導に援用する方法を考察する。
　また、『子どものソルフェージュ第２巻』に関する
先行研究には、物語によるソルフェージュの分析に
よりリズムと動きを重視し、子どもに分かり易い方

法が保育者養成の指導に役立つものとして、その
学習法を考察した研究がある５）。しかし、この論文
は第２巻の第１部に焦点を当てたものであり、第２
部についての研究は示されていない。また、シャス
ヴァンのソルフェージュに関する先行研究には、ギ
ブ（Marian P. Gibb）による『音楽教育シャスヴァ
ン・メソードの手引き』６）や、当時の「教育ジャーナ
ル」７）がある。これらの著書・文献に共通すること
は、シャスヴァン・メソードの特徴のひとつである
物語形式によるソルフェージュの概要が紹介されて
いることである。しかし、シャスヴァンのソルフェー
ジュ絵本に関する分析・論考はなされていない。そ
こで本稿では、幼児の音楽教育に焦点をあてたシャ
スヴァンのソルフェージュを基に、保育者養成課程
における学習の可能性を探る。ここに本研究の独自
性があると考える。

２．シャスヴァンについて

　シャスヴァンは、フランス出身のピアニスト、音楽
教育家である。彼女は、フランスの初等教育の先駆
者で女性解放の活動家パプ＝カルパンティエ（Marie 
Pape-Carpantier 1815−78）の創造的な教育法に依
拠し８）、楽しいゲーム的手法により幼児のための音
楽教育を創案した。また、世界初の幼稚園を創設
したドイツの教育者フレーベル（Fröbel, Fridrich 
Wilhelm 1782−1852）の影響を受けているともいわ
れている９）。
　シャスヴァンはジュネーヴ音楽院の音楽理論の教
授であった。同時期に同音楽院で教鞭を執っていた
ジャック＝ダルクローズはシャスヴァンについて「音
楽を学ぶ小さな世界の最も大きな幸福のために喜ん
で弟子を育て、自分のアイディアをひろめた」10）と
評し、幼児に対するゲーム的で分かりやすい彼女の
メソードに関心を示している。それは、シャスヴァ
ンが1871年に「作曲家Composer Musical」と呼ば
れる音楽教具を考案したこともその理由の１つであ
る。この「作曲家」は、金属で作られた小さな音符
や音楽記号が箱に納められているもので、ソルフェー
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ジュ学習時において、五線譜や絵が描かれたフリッ
プに音符などを置いて遊びながら学ぶための教具で
ある。これは、可動式の音楽記号を使用することで
より楽しく、また視覚的にも分かり易く学べるように
工夫されている。『子どものソルフェージュ第２巻』
の第１部では、この教具を用いて音価やリズム、読
譜の学習に繋げている。この画期的な教具と物語を
活用した彼女のメソードは当時ヨーロッパを中心に
世界的に広まった。
　シャスヴァン・メソードは、彼女がジュネーヴ音
楽院を退職した1912年以降徐々に衰退していくが、
ジャック＝ダルクローズのリトミック創案の一端を
担っていたことが確認できる11）。筆者が今回新たに
発見したジャーナルには、ジャック＝ダルクローズ
が10才から導入される新課程の教育方法に（８冊の
冊子で出版される予定である）シャスヴァンのソル
フェージュが取り入れられていることが記されてい
る12）。これに関しては別稿にて明らかにしたい。
　シャスヴァン・メソードは今では殆ど実施されて
いないが、日本では翻訳された絵本も出版されてお
り13）、リトミック以前の音楽教育におけるソルフェー
ジュの史的価値、およびシャスヴァン・メソードの
評価について改めて検討することは現在の音楽教育
研究において意義があるものと考える。

３．シャスヴァンのソルフェージュ絵本

3−1　「ニュアンスのジニーのおはなし」の概要
　『子どものソルフェージュ第２巻』は、物語により
リズムや音価、表現を経験させて音楽の基礎的知識
を学べるように作られたソルフェージュ絵本である。
その内容は、「メジャー夫人のおはなし」と「ニュア
ンスのジニーのおはなし」の２部構成で、登場人物
はメジャー夫人（Mme la Mesure拍節夫人）、イント
ネーション夫人（Mme lʼIntonation 音程夫人）、ニュ
アンスのジニー（Beau Génie de la Nuance 強弱・
抑揚の美しき精）など、音楽の要素が擬人化して
描かれている。第１部ではメジャー夫人と小鳥たち
を通して、第２部ではニュアンスのジニーと子ども、

その家族を登場させて、音楽の基礎的理解を促しな
がら物語が展開する。前半の第１部は旧来の歌中心
のソルフェージュではなく、リズム（音価、拍節など）
を理解させるための物語で、お城と森を行き来する
小鳥たち（各音価を示している）が登場し、フリッ
プや教具「作曲家」を使用しながら楽しく繰り返し
学ぶ内容である。子どもたちが胸弾ませるような物
語と、教具による遊びの中でソルフェージュの学習
が行われるところに、シャスヴァン・メソードの工
夫と特徴が見られる。
　そして、第２部は「ニュアンスのジニーのおはな
し」である。ジニー（Génie，ジンjinnと同じ意味）
とは、アラブ世界で人にあらざる存在、人のように
思考力をもつと見なされる精霊や魔神などの超自然
的な生き物の総称である14）。一般的に周知されてい
るのは「千夜一夜物語」に登場するランプの精であ
ろう。また、音楽的ニュアンス（nuance）とは、フ
ランス語で強弱、増減、色、抑揚などの音にまるわ
る微妙な変化、ニュアンス、差異を表す。つまり英
語圏でいうダイナミクス（dynamics）である。様々
な音色、抑揚、感情の表現を司る擬人として、彼女
は上手く「ジニー」を当てはめたといえよう。
　第２部は４章で構成され、ニュアンスの精ジニー
が子どもと出会うところから物語が始まる。以下、
第１章から第４章まで詳しくメソードの内容につい
て検討する。各章は次のように構成されている。

　Ⅰ）愛する子ども
　Ⅱ）苦しむ（souffre）子ども
　Ⅲ）お手伝いして嬉しい子ども
　Ⅳ）祈る子ども

　第２部は、第１部で登場したメジャー夫人とイン
トネーション夫人が小鳥と話す子どもとジニーに出
会い、子どもが様々な経験をしていく中で、その出
来事を小鳥のように美しく歌って伝えられるように
していく物語である。これは、その各場面において
表現する楽しさを味わいながら、物語のシチュエー
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ションに合った歌を歌うことにより、音楽的表現を
学べるように工夫されている。

Ⅰ）「愛する子ども」
　物語のはじめは、男の子が小鳥とジニーに出
会い、その途中でメジャー夫人やイントネーショ
ン夫人とも出会う。夫人たちは小鳥の歌の指導
者である。男の子は自分には妹にボールを貸さ
ないなどの意地悪をして母親をいつも悲しませて
いるが、もう少し大きくなったら直せることを母
親に伝えたいと思っている。このことをジニーや
両夫人が男の子を助けるために、小鳥と共に子
どもに歌を教えるストーリーである。そして帰宅
した子どもは母親に今日の出来事を話しながら学
んだ歌を歌って母親の腕の中で眠りにつくのであ
る。これには、第１巻の30番を歌うことがページ
下の注に記されている。以下は歌の歌詞である。 

　　　 　小さな子どもが眠りこみながらお母さんに
言います。「私はとても小さいけど、子どもは
育ちます。あなたを愛したり、考えたり、勉
強したりできるようになります」、だからお母
さん、抱いてキスしながら、あなたの子ども
を揺すってあげてください。眠りましょう、
眠りましょう。15）

　これは「愛する子ども（散歩する子どもの歩行）」
と題された歌である。第１章の物語に沿った歌詞で
あると同時に、散歩するような２拍子系で（全ての
練習曲に拍子の記載はない）、ハ長調で書かれてい
る。第１部では身体運動を伴った活動をしているこ
とから、物語を聞いた後、歌いながら歩く活動をし
ていたことが推測される。実際の楽譜は掲載できな
いが、旋律を途中まで以下に記す。（譜例１）

　この歌は順次進行と長３度の跳躍進行（ミ→ド）
のみで作られており、単純なリズムに軽快で明るい
メロディーを付けることで楽しい場面を表現してい
る。物語によりイメージを膨らませ、その場面に合っ
た歌を歌うことにより、子どもの想像性と音楽表現
を結び付ける方法は、音価と小鳥の絵を結びつけて
リズムを学ぶ第１部の手法と同様である。

Ⅱ）「苦しむ子ども」
　この章は、ある朝母親がお祖母さんの病気のため
に見舞いに行くことになり、男の子は留守番をしな
ければならなくなる話である。あらすじは以下のよ
うに展開する。子どもは母親が遅くなっても帰宅し
ないので悲しくて仕方ない。父親が帰宅して母親を
迎えに行く時にも「もう子どもは寝る時間だよ」と
言われ、また留守番することになる。彼は寂しさの
あまりベッドで泣いてしまう。その時にニュアンスの

譜例１）No.30「愛する子ども」　筆者による表記
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ジニー、小鳥たち、メジャー夫人、イントネーショ
ン夫人が部屋に現れて子どもを慰めるために歌を歌
う。そして歌を聴きながら男の子が寝てしまうと、
彼らはそっと立ち去るのである。
　これには第１巻の48番を歌うことが注に記されて
いる。次に挙げるのは、その歌詞である。

　　　 　小さい子どもは眠りこみながら、お母さん
のことを考えます。もう泣かないで眠らなきゃ
だめよ。あなたのお母さんは今、あなた（そ
の子）のことを考えています。眠りましょう、
眠りましょう。16）

　この歌には「苦しむ子ども（心労する子どもの歩
行）」という題がついている。第１章の楽しい内容と
比較すると、子どもが「悲しい」「不安」「寂しい」
という気持ちに寄り添うような歌である。前章の前
向きな気持ちから悲しい気持ちへと場面が展開さ
れ、その変化が分かり易い曲調になっている。また、
小鳥やジニーたちが寝室に現れることで、子どもが
安心して眠るという穏やかな締めくくりになっている
点は、読者の子どもの不安な気持ちを和らげる意図
を読み取ることができる。以下に、そのメロディー
を挙げる。（譜例２）

譜例２）No.48「苦しむ子ども」　筆者による表記

　歌はハ短調（No.30の同主調）４拍子（または２
分の２拍子）で作られており、子どもの寂しい場面
を短調で表している。また、最後の「眠りましょう」
の部分はピカルディーの３度で終止している（短調
の曲が本来の主和音である短３度ではなく、同主調
の長調の主和音である長３度で終わること）。これ
は子どもを安心させるために、ニュアンスのジニー
や小鳥たちが歌っているうちに子どもが安心して眠
りについたことを感じさせる。また、この曲にはハ
短調の音階的・旋律的ソルフェージュの準備練習曲

（No.47）が付いている。これは、段階的に調性の変
化を経験しながら、子どもが困難なく進められるよ
うに考えられている。そして彼女は、達成できた子

どもに向けて「今、フラットを付けた練習曲を歌う
ことができる私の小さなお友達、ニュアンスのジニー
の物語を続けます」と追記している。主人公のよう
にこの歌を歌うことができれば次のお話が待ってい
ることを予告しているのである。やる気を引き出す
意図であると思われるが、どのくらいの完成度で次
へ進むのかは示されていない。

Ⅲ）「働く子ども」
　この章は、母親がお祖母さんの見舞いに行く度、
日増しに元気をなくす子どものために、父親が息子
を畑へ連れていく物語である。母親を待つ時間を感
じさせないように、そして耕作の手伝いをさせるた
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めである。「ぼくはもうお父さんを助けることができ
るくらい大きくなったってこと？」という子どもの問
いに、「やる気をだせば人はいつでもお手伝いがで
きるんだよ」と父親が答えると、小鳥の囀りが聞え
てくる。そこでシャスヴァンは次のように物語を記し
ている。

　　　 　彼は農家の人たちと会いました。農家の人
たちは耕作作業を始めるために彼らを待って
いたのです。美しい調べの鳥が彼を助けてく
れました。手伝いを励ますという思いはすぐ
に子どもの心に伝わりました。そして、私た
ちは歌いました。17）

　シャスヴァンは音楽的表現のためだけでなく、子
どもの経験による成長を描いている。物語では家族
や小鳥たちや音楽の精たちによって励まされ、神の
恩恵に感謝する描写がみられる。それは彼女がドイ
ツの教育者フレーベルに影響を受けているからであ
ろう18）。
　自信を取り戻した子どもは手伝いを終えて食欲も
出て元気になる。そこへお祖母さんを連れた母親、
親戚の子どもたちの一行が戻ってくる。子どもは歌
いながら駆け寄って出迎えるところで物語は終わっ
ている。この場面では、第１巻の59番の歌を歌うこ
とが示されている。次に記すのは、その歌詞である。

　　　 　身の糧にするにはパンが必要です、陽気な
農民たちよ、朝早くから、私たちは土地を耕
しに行くのだ。さあ11月だ、急ごう。労働よ、
こんにちは、悲惨さよさらば！そして神は私
たちの田畑を祝福してくださる！19）

　これは、彼らに労働を奨励する考えが子どもの精
神に直ちに浮かび、音楽の小鳥たちは彼を助け、皆
は歌った、という物語に呼応した歌である。物語の
内容自体は、家族の愛や登場人物の愛を通して、気
力を失った子どもが気づき、自信をつけたという日
常的な教訓を説いている寓話とも解釈できる。しか
し、本稿で筆者が注視するのは、その場面に沿った
歌を歌うことで、子どもが音楽的表現を身に着けて
ゆくアプローチである。現在では歌の絵本が数多く
出版されているが、この物語には音楽の基礎知識を
学ぶという目的がある。保育者や保護者が子どもに
物語を読み聞かせながら、音楽を表現する楽しさや、
音楽的な感性・能力を育むこの方法は、現在にも援
用できるものと考える。以下に、この物語で歌う曲
を途中まで紹介する。（譜例３）

　この曲の題名は「働く子ども（学校へ行く子ども
の歩行）」と記されている。歌は畑を耕し収穫を喜
ぶ場面を歌っているものであり、付点のリズムが多
く使われ活力みなぎる曲である。副題には畑仕事や
収穫とは異なる「学校」という言葉が示されている

譜例３）No.59「働く子ども」　筆者による表記
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が、これは歌を歌ったあと、子どもたちが歩いたり、
手拍子を叩いたり、振り付けをする際に活動し易い
ように付けたものと思われる。さらに、この章では
第１巻から61番を歌わせることが記されている。61
番は「幸福な子ども（踊る子どもの歩み）」という題
がついており、リズミカルな曲にすべて「トゥラララ
‘Tra la la tra la la･･･ʼ」で歌うようになっている。こ
の曲には、手を取り合い踊りながら歌うことが記載
されており、動きを伴った練習曲であることがわか
る。動きをつけて歌うことは、音楽を咽頭や筋肉組
織と結び付けて行うリトミック教育に類似している。

Ⅳ）「祈る子ども」
　この章は最終章であるが、これまで長調、短調、
リズミカルな歌の練習を促す総まとめとして、ハー
モニーを経験させるストーリーになっている。物語
は、男の子が元気になったお祖母さんと今まで経験
したこと全ての話しをするところから始まる。このと
き、子どもはお祖母さんが昔から音楽の鳥の存在を
知っていたことを聞き驚く。そして家族と一緒に鳥
のいる場所へ行くことにする。到着すると、そこに
はメジャー夫人やイントネーション夫人、ニュアン
スのジニーが待っていたが、鳥たちは久しぶりの再
会に喜んで、各自うるさい声で鳴くばかりであった。
シャスヴァンは続いて以下のように記している。

　　　 　ジニーが「このような騒音の中で音楽を
作ることはできませんよ」と言うと、イント
ネーション夫人とメジャー夫人は言いまし
た。「我々は手をつないで鳥たちの方へ行き
ましょう。ご存知のように、調子を合わせる
ためには私たちの一言で十分です」。ニュア
ンスのジニーは一方にイントネーション夫人、
もう一方にメジャー夫人と並んで手をつなぎ、
音楽の鳥の方へ進みました。（中略）鳥たち
はそれぞれの種類にグループを作り上げまし
た。メジャー夫人が合図を出すと、全ての小
鳥の声がそろって同時に聞えました。20）

　シャスヴァンは、小鳥が各声部に分かれて美しい
ハーモニーを奏でたことを伝えている。子どもは鳥
の歌の美しさに感動し、「小鳥たちのように歌いた
い」と思うのである。祖母はこの子の言葉に対して、
そのためには世界中の鳥と音を合わせられるように
勉強する必要があることを告げるのである。そして、
お祖母さんは、この勉強のことをハーモニー、また
は和声学と呼ぶことを子どもに教えている。音楽用
語が書かれているのはこの箇所だけである。まだ幼
い男の子は「いつハーモニーを勉強することができ
るの？」と尋ねながら、一生懸命学びたい気持ちを
伝えて物語は終わる。
　この物語では、音楽の鳥や美しい音楽は神からの
恩恵であり、子どもがいかに神を愛しているのか、
いつかそのことを伝えられる日がくるようにと願う会
話が綴られている。第2部の物語は宗教的な教えが
根底にある一方、音楽の学びを物語に応じた歌で表
現しながら、子どもたちを「やりたい」気持ちにさ
せてゆくアクティブラーニング的側面がある。これ
は主体的な活動に導くため、子ども一人ひとりが物
語の主人公になって想像力を発揮させる音楽教育法
ともいえるだろう。これには、「祈る子ども」（礼拝
行列する子どもの歩行）」と題する曲を歌うことが指
定されている。その歌の歌詞を以下に記す。

　　　 　小鳥たちよ、ハーモニーを生み出すために、
私たちはいつも団結しなければならない。創
造者なる神は生命をふりまきながら、未来の
平和を望む。21）

　これはピアノ伴奏付きで、３部合唱で作曲されて
いる。第１パートは母親、第２、第３パートは子ども
たちが歌う。譜例４）は、その楽譜である。

　この曲は、コンセルヴァトワールの図書館に寄託
されており、そのスコアは２拍子で示されている。
しかし、シャスヴァンは生徒が拍子をとり易いよう
に母親は４拍子でとることを推奨している。これは、
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保護者と共に行うことを前提に考えられていること
や、彼女が常に幼児の視点で音楽教育を捉えている
ことを表している。また、母親が一番上のパートで
あるのは歌の音域の問題であると考えられるが、子
どもたち（とりわけ未就学児）が物語を読んだあと
直ぐに、第２、第３パートを歌うことは困難である。
しかし、第１巻の目次を見てみると、80番は最後の
練習曲として載っており、さまざまな練習を重ねた
のちの集大成の曲であることが確認できる。例えば、
母親や先生のみならず、学生や大人、高学年生が子
どもたちをフォローしながら皆でハーモニーをつくっ
ていたことも考えられる。
　この曲は、荘厳な賛美歌を彷彿とさせる３声のポ
リフォニーで、17小節という短い旋律であるが、ピ
アノ伴奏によりさらに美しい響きを放っている。は
じめは４小節の斉唱から始まり、５小節目から子ど
ものパートは短３度下にハーモニーをつくり、また斉
唱が挿入されている。これは、子どもが家族や指導
者と共に合唱することにより、物語に登場する美し
い小鳥の歌を想像しながら歌や音楽を愛好し、憧れ
を持って練習に向かうことを示唆している。

3−2　第２部の方法論についての考察
　『子どものソルフェージュ２巻』は1880年発行の
絵本である。140年前と現在とは全く異なる生活環
境であり、このまま活用することは難しい。しかし、
この第２部は、子どもたちに音楽のニュアンスをど
のように伝えるのかという幼児の音楽教育における
ひとつのモデルになり得るものと考える。
　第１章は長調の曲を歌い、楽しいイメージで散歩
するステップを踏む。第２章は短調の歌を歌い、同
主調を感じ取りながら疲弊したイメージで歩行する。
第３章は付点のリズムにのって元気に歌い、ダンス

（身体表現）をする。そして、最後の第４章ではハー
モニー（和声）を経験させ、荘厳な雰囲気で列をな
して歩き、多声の響きの美しさを味わう、という流
れである。
　この構成全体を俯瞰すると次の５つに集約でき
る。⑴異なる調性（特に分かり易い同主調）をストー
リーにより感じ取る、⑵付点音符など難しいリズム
がある歌には、必ず前後に準備練習をする（読譜に
繋げる）、⑶第１部の音価や拍、リズムを学んだあと
に、第２部で歌による練習をする、⑷歌とともにス
テップやダンスなどの身体表現をする、⑸多声部の
響きを経験させる、この５つは第２部におけるシャ
スヴァン・ソルフェージュの方法である。
　⑴や⑵では、丁寧な準備練習が付いている。例
えば、「ドレミ♭ファソ」の譜表の上に数字が「１ ２  
３♭ ４ ５」と示されている。シャスヴァンは、番号
の付いた通常の音符で、単純に数字を置くことだけ
で練習を終了する。彼女はこのように自分の生徒が
ガラン・パリ・シュヴェ法（Pris-Galin-chevé）の表
記法22）に親しませながら普通の表記法も読めるよう
に慣らしていくのである。また、付点のリズムの練
習には準備練習曲が用意されている。初めに４分音
符や８分音符、16分音符で構成されるリズムパター
ンの歌唱練習が数小節あり、次にそこにタイを付け
て、付点のリズム（付点４分音符＋８分音符、付点
８分音符＋16分音符）に変化させた練習が記されて
いる。⑶と⑷に関しては、まず音価・リズムの練習

譜例４）�「祈る子ども」（行進する子ども）　
　　　　（筆者による表記）
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をし、次に歌による練習から歩行による動きの表現
へと段階的に練習が考えられている。これは、最初
にこのソルフェージュ法を丹念に構想した後に、そ
れに沿った物語が作られたことがわかる。そして⑸
のハーモニーを楽しむ、味わうことを最後の練習に
したことから、このソルフェージュがニュアンスによ
る音楽的基礎知識を学ばせるだけでなく、音楽の音
色や響きの美しさを子どもたちに経験させる到達目
標があることを読み取ることが出来る。

４�．シャスヴァン・メソードによる保育者養
成課程におけるソルフェージュ学習法

4−1　保育者を目指す学生への課題
　保育士・教員養成課程における音楽に関する授業
は、歌唱、弾き歌い、音楽表現、音楽理論など広範
囲にわたる。短期間で他領域との横断的学習を考慮
した幅広い知識・技術の習得や、継続的な自学習が
求められる。ピアノ未経験者の学生からは、音楽へ
の興味はあるが、歌唱やピアノの授業は必要なのか、
と質問されることも少なくない。確かに、保育所保
育指針や幼稚園教育要領には、ピアノ演奏や弾き歌
いのスキルを身につける記載はない。しかし、５領
域「表現」の内容には、子どもの表現力を育み、音
楽に親しみ、楽しい経験を味わうことが明記されて
いる。つまり、保育者は器楽や弾き歌いに関して高
い専門性を必要とするのである。学生の主体的な学
習、および授業外の積極的な学びへの意欲は、魅力
ある授業内容や教師の指導力、また教師の人格にも
左右されるだろう。音楽表現についても、より実践
的で興味を持つことができ、学生自身も楽しいと感
じる授業内容の工夫が肝要である。これは子どもに
対する音・音楽への関心を育むことと同様である。
そこで、事項では、学生が主体的に授業参加できる
ように、シャスヴァンの表現法を援用した音楽表現
法を検討する。

4−2�　シャスヴァン・ソルフェージュを援用した音
楽表現の基礎学習

　前述したが、シャスヴァン・ソルフェージュをそ
のまま子どもに活用することには無理がある。とり
わけ言語の違い、そこから由来する音楽的フレーズ
の違和感が挙げられる。邦訳された絵本に歌が付い
ていないのは、日本語の歌詞を当てることが難しい
かったことも理由のひとつであると推測できる。
　このソルフェージュ表現法の大きな特徴は、物語
に合った歌を歌い、動きを付けて行うことである。
授業においては、⑴「既存の歌を使用して物語をつ
くる」活動をする、またもうひとつは、⑵「シャスヴァ
ンの物語の内容（アレンジしてもよい）に、話に合
う既存の曲をつける」ことである。グループワーク
し授業研究が進めば、⑶シャスヴァンに準じた方法
で「すべて創作してみる」こともよいと考える。こ
れは、最後に模擬保育発表することも視野にいれる
と学生もやりがいを感じるのではないだろうか。
⑴「既存の歌を使用して物語をつくる」
　シャスヴァンのアプローチに従い、長調と短調、
リズムと動きなどの活動を踏まえ、歌を選定する。
例えば、長調では『メリーさんの羊』を活用する場
合、短調でも同曲を移調させ「メリーさんの羊、風
邪ひいた羊、メリーさんの羊、可哀想ね」などと短
調を感じさせる歌詞に置き換える。物語はメリーさ
んの家には子羊がいるが、ある時風邪をひいてしま
う。メリーさんは森に薬草を採りに行く。ここではテ
ンポの速い曲を設定、治った羊とメリーさんは喜ん
で歌いながら手を取り合い踊る。この時は『メリー
さんのひつじ』を２倍の速さにして歌う、または『お
つかいありさん』を替え歌にして、「すっかり治っ
て嬉しいな、子羊治って嬉しいな、みんなでキュッ
キュッ、握手でギュー！」などの一例を学生に提示し、
曲と物語を考えてもらう。
（2）「シャスヴァンの物語に曲をつける」
　この物語を学生に提示した後、各章に合った既存
の曲を考える。例えば、長調と短調の曲は異なって
いてもよい。童謡には短調の曲は多くないので、そ
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れを調べることも学習に繋がると考える。日本的な
旋律やわらべうたを当てはめても面白いだろう。ま
た、歌は童謡とは限らずベートーベン作曲の『喜び
の歌』や久石譲作曲『君をのせて』など様々なジャ
ンルから選ぶことも学生に一任し、それをグループ
発表した後、ディスカッションする。調性は同主調
でなくても物語の表現に合った曲を選び、子どもが
歌いやすい調性に配慮することを伝えておく。また
踊りの部分はCDなどを活用すると、保育者が子ど
もと一緒に楽しむことも可能である。つまり、一部
にICT（情報通信技術の略）を活用することもよい
と考える。
　⑴と⑵は、どちらにしても合唱は子ども対保育者
で行う、または歌と合奏にして行うと無理なく実施
できる。これを踏まえて進めていくと、⑶「自分た
ちで創作する」ことの方がやり易く、独自性もあり
楽しめる、という意見を聞こくとも少なくない。物語
を紙芝居やペープサートで行いながら場面に合った
歌を歌い、その感情や感性を働かせて身体表現（動
き）をすることは、楽しく音楽的能力を伸張させる
ことに繋がる活動である。ひとりの考えでは気づか
なかったことも、グループ活動によってアイディア
が膨らんでいく契機ともなる。ただし、これを「読
み聞かせ」する時の注意点は、自分が思う過度な
表現をしないことである。表現は自由なものであり、
短調の曲を悲しい感じとは捉えず、「美しい」「楽しい」

「面白い」と感じる人（子ども）もいるということで
ある。シャスヴァンは同主調の表現的な差異を物語
で表そうとしたが、第１部に描かれたいた挿絵が第
２部には載せていない。これは、彼女が子どもの想
像力や感性を膨らませる意図があったことを示唆し
ている。

５．考　察

　シャスヴァンの物語を活用したソルフェージュの
第２部は、物語の進行と同時に、その場面に沿った
歌を歌い、その音楽に合わせて歩くことで音楽のニュ
アンスを感じ取り、身体表現で経験する方法がとら

れていた。そして、その練習は調性、リズム、身体
表現、ハーモニーの経験をさせるために創案され
た方法であることが判明した。また、第２部は、練
習曲が記載されている第１巻と同時に行うように指
示が明記され、子どもが歌いやすいように短い簡単
な準備練習が数字譜とともに示されていることも分
かった。音楽理論の知識を詰め込むのではなく、子
どもの視点に立った物語による方法は、保育者養成
にも援用できることを基に、その方法を示すことが
できた。それは、⑴既存の歌を使用して物語をつく
る活動であり、⑵物語に曲をつける活動である。こ
れは、曲や物語を創作することにより、学生主体で
意見交換をしながら音楽表現の理解を深めていく利
点があるものと考える。

おわりに

　シャスヴァンのソルフェージュには、第１巻と第２
巻に様々な練習法が記載されていることが今回判明
した。また母親のための手引きという同シリーズも
出版されており、引き続きシャスヴァン・ソルフェー
ジュの全容を明らかにしていきたい。
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