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1．はじめに

本学において、「音楽Ⅰ」（基礎理論）（以下「音楽Ⅰ」と記す）は、保育の表現技術科目と

して保育士、幼稚園二種免許の資格、免許、及び卒業必修科目として位置づけられている。授

業の内容としては、ピアノ演奏、歌唱、音楽理論の学習をおこなっており、初年次前期に受講

するようにカリキュラムが組まれている。授業の形態はやや複雑で、毎時 1コマ 90 分を 45 分

ずつにわけ、発表時を除いてピアノの個人指導は毎週、歌唱と音楽理論は時間数を 2分して受

講、という方法でおこなわれ、学生からみると 1回の授業において 2種類の内容を学習するこ

とになる。これは入学年次の最初の音楽の授業という位置づけのためやむをえない授業形態で

はあるが、その後の音楽関連の授業に比して、内容が分割され、おのおのに当てられる時間は

圧倒的に少ないといえる。

「音楽Ⅰ」の 2017 年度のシラバスのうち、歌唱についての到達目標と学習成果の部分は、「子

どもの歌を、無理のない明るい発声で歌唱表現できる。」となっている。一方授業内容をみると、

実際に歌唱の学習にあてることのできる時間は 2017 年度の場合、45 分の 4 回分であり、「子

どもの歌」をなるべく多く覚えて歌唱することに重点をおくと、歌唱表現の基礎的な知識や方

法について学習を深めるために使うことのできる時間は非常に短時間にならざるを得ない。

しかしながら、到達目標である「子どもの歌を、無理のない明るい発声で歌唱表現できる。」

ことを達成するためには、呼吸法や発声法、歌詞の発音など基礎的な歌唱の知識と技能が必要

であることは言うまでもない。そこで本研究では、限られた時間の中での有効な歌唱指導法に

ついて、授業内で実施した指導、アンケート調査等を用いて検討する。
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2．保育者の声の重要性

保育者は、音楽の専門家ではないにもかかわらず人前で演奏することが必須となる職業であ

る。その対象は多くの場合子どもであるが、子どもたちは自分の先生である保育者の音楽表現

をそのまま素直に受け止め、歌唱の場合でいえば聞こえたとおりに模倣して歌おうとする。つ

まり保育者の歌唱表現や声そのものは子どもにとっての手本であり、その声の質や発音、表現

が保育において子どもに与える影響は大きい。

一方保育者養成において学生の歌唱指導に携わる際には、時間的な制約の中でつい多くの曲

を覚えて歌う、ということを直近の目的と捉えがちである。しかしながら、ガハプカ（2008）

が保育者養成における歌唱指導について、「声を出す準備運動である発声法の最低限の知識を

持っておかないと、自分の声の異常に気づくことなく、取り返しのつかない状態になることも

考えられる。」1）と述べ、細田ら（2010）が、「現場において、子どもたちと歌を歌う表現活動

の重要性は認識されているが、どのような曲を歌ったらよいか、ということに多くの関心が向

けられている。しかしながらどのような声で歌うのかということも、それと同じくらい、いや

それ以上に関心を向けないといけない事である。」2）と言っているように、保育者の「声」は

子どもたちにとって心地よく、健やかでなくてはならない。そのためには保育者を目指す学生

が自身の声について考え、発声や発音に留意することは、非常に重要である。

3．指導の目的

歌唱についての指導法には数え切れないほどのメソッドがあり、発声法、呼吸法に限っても

数々の指導の方法が研究され、示されている。また歌詞の発音に関する研究をみても、非常に

多くの研究がおこなわれ、実践されている。これらは専門家養成のための指導をはじめとして、

保育者養成のため、と銘打つものもあり、どの方法で指導をおこなうべきか選択に迷うほどで

ある。これらのことから学生も高等学校までに経験した音楽教育の中で歌唱の指導を受ける際、

様々な言い回しでの指導を経験していると思われる。指導が様々になる理由のひとつとして「歌

唱という演奏は楽器が体であること」が挙げられよう。それぞれ個性を持つ体という楽器に対

し、その器官のいずれを用い、またどのように機能させて演奏するべきか、ということを、た

とえば発声器官である声帯をこのように合わせなさい、というような言い方で指導してもなか

なか理解しづらい。そのため歌唱の指導においては、「声帯をこのように合わせて」ではなく、

「のどを開けて」のようにやや抽象的といえる言い回しが用いられることが多い。これは決し

て間違った指導ではない。しかし受け手である生徒、学生ははっきりとどうしたらいいのかが

わからず理解に迷いが生じることが多いことも予測できる。そこで筆者らは、学生がそれまで

受けてきた音楽教育の中ですでに耳にしたことのある、またはあると思われる「歌唱について

の言い回しや言葉」を用いて、その思い込みや理解の間違いについて指導し、具体的に理解し

て実践することで実際に発声する際の一助となることを指導の目的に据えた。
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4．短期大学入学前までの音楽教育

学校での音楽教育は、小学校、中学校では必修であり、高等学校では選択科目となるものの、

学生は本学入学前までに少なくとも 9年間の音楽教育を受けてきている。表 1･2 に学習指導要

領のうち歌唱に関わる主な内容を記す。3）4）

歌唱表現については、学習指導要領によると、小学校では 1年生からすでに「きれいな発声

や発音、歌詞を生かす発音」などの言葉が見られ、中学校では「曲種に応じた発声、言葉の特

性」など、かなり専門的な文言が見受けられる。すなわち小中学校において、歌唱の基礎とな

る技能を学習することが必要とされていることが見て取れる。しかし、現実には学生はこれら

の学習が身についているとは限らず、ここに記されている内容についてもはっきりとその意味

を認識しているとはいいがたい。中には高等学校で音楽の授業を選択し、より深く学んできた

学生もいるが、全体としてみた場合、9年以上の音楽学習経験があるにも関わらず、具体的な

歌唱のテクニックを持たない学生が多い、と考えられる。

表 1　小学校学習指導要領解説（音楽編）における各学年の目標と内容のうち歌唱に関する部分（抜粋）

表 2　中学校学習指導要領解説（音楽編）における各学年の目標と内容のうち歌唱に関する部分（抜粋）
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5．歌唱指導

先述の「歌唱についての言い回しや言葉」を手がかりとして、以下のように指導をおこなった。

1）　指導の手続き
「音楽Ⅰ」の授業の中での歌唱指導 45 分のうち、1回約 15 分を用いて 2017 年 4 月 19 日か

ら 5月 17 日までの 4回にわたり指導した。

2）　受講者数
平成 29 年度入学保育専攻 1年生 19 名

3）　指導の内容
授業前におこなったアンケート（表 3・4）の結果に鑑み、学生の「歌唱についての言い回

しや言葉」に対する理解度を考慮し、下記のような指導をおこなった。

･ 1 回目　【呼吸法について】実施日：4月 19 日

身体の仕組み、肺と横隔膜の関係性と役割、発声との関係について、アンケートの項目「お

腹から声を出す」「腹式呼吸」「お腹に力をいれて」という言葉の意味を具体的に説明し、実際

に腹式呼吸を練習しながら確認させた。

･ 2 回目　【発声について】実施日：4月 26 日

身体の仕組み、発声の仕組み、声帯の役割とメカニズムについて簡単に図解し、アンケート

の項目「口を大きくあける」「のどをあける　ひらく」「顎を上げる　下げる」という言葉の意

味を具体的に説明し、それぞれの言葉に従い実際に動作をおこない検証、確認させた。

･ 3 回目　【発音について】実施日：5月 10 日

発声と発音の仕組みと両者の関係について様々な口の大きさ、開け方、動かし方の動作をお

こない、唇、歯、口蓋、舌の動きを、アンケートの項目「口をはっきり動かして」「はっきり

と発音する」「口を縦にあけて」という言葉の意味に従って具体的に説明した。また、早口言

葉を使って、自然で無理のない発音の学習をしながら検証、確認させた。

･ 4 回目　【姿勢について及びまとめ】実施日：5月 17 日

発声と呼吸と姿勢の関係と役割に加え、感情表現と姿勢、歌詞の表現と姿勢、対象者と姿勢、

の関係性について説明した。その後アンケートの項目「背筋を伸ばして」「胸を張って」「手を

後ろで組んで」という言葉を具体的に説明して実際に試し、声との関係を認識させた。

また、まとめとして、正しい音程、正しいリズムで歌うことを心掛けると共に「無理のない
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自然な美しい声と言葉」で歌唱するためには正しい知識を学び、実践することが大切であるこ

とを指導した。

6．アンケート調査と結果

指導前と指導後に、学生に対し質問紙によるアンケート調査を実施した（文末資料）。以下

に詳細と結果を示す。

1）　倫理的配慮
アンケートに回答した学生に対し研究の趣旨を説明し、アンケート上の記述等について、氏

名等を伏せて開示することへの同意を得た。

2）　授業前アンケート
1 回目の指導をおこなう前に学生の「①歌唱に対する意識調査」と、「②歌唱指導の際に使

われる言葉について学生自身の考える認知度と理解度」を調査した。（表 3・4）

表 3　歌唱に関する授業前のアンケート
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表 4　歌唱に関する授業前のアンケート

表 5　歌唱に関する授業後のアンケート　③歌唱に対する意識調査

3）　授業後アンケート
指導後に、「③歌唱に対する意識調査」と、指導前と同じ項目を用い、「④歌唱指導の際に使

われる言葉について学生自身の考える自分の理解度の変化」を調査した。「③歌唱に対する意

識調査」のうち、歌い方の具体的な変化について問うた設問 2．3．については、表 8にまと

めたため、のちに示す。（表 5･6）

6 保育の表現技術（音楽）の指導法についての研究



4）　アンケート結果のまとめ
アンケートにおける歌唱指導の際に用いられる言葉を呼吸、発声、発音、姿勢の 4項目に分

け、調査の結果を授業前の認識、授業後の認識に分けて比較した。「理解している」の項目は

肯定的な回答の合計割合とした。（表 7）

また、自由記述についても同様に分類し指導前後を比較した。なお、自由記述の分類は先の

4項目に「こどもに対して歌唱する際」の項目を加えた。（表 8）

 

表 6　歌唱に関する授業後のアンケート

表 7　歌唱指導の際に使われる言葉についての授業前授業後の比較
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表 8　項目ごとの記述についての授業前と授業後の比較
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7．考察

以下、分類した各項目についての学生の意識変化、理解値の変化、授業内での観察等につい

て述べたのち、総合的に考察する。

1）　呼吸について
授業前の歌唱指導の際に使われる言葉についてのアンケート（以下、言葉のアンケートと記

す）では、呼吸に関する 3つの項目ともほとんどの学生が【聞いたことがある】と回答した（表

4）。しかし【理解している】との回答は約半数であり、聞いたことはあるが理解はできていな

い、というあいまいさがみられた。【理解している】と回答した学生も、指導の際に腹式呼吸

とは何かと問いかけると “息を吸ったらお腹が膨らみ、吐く時お腹をへこませる ”と答えるが、

なぜお腹が膨らむのかを答えられる学生はおらず、中には “お腹に空気が入るから ”と答えた

学生もいた。「お腹から声を出す」という指導においては、その言葉通りに “お腹から声が出る ”

と真面目に信じていたり、「お腹に力を入れて」という指導では、排便時にいきむように力を

入れてしまったり、吸った息は肺に入ることを知らなかった、横隔膜とは何かを知らない、呼

吸と声の関係性についてわからない、といった、認識不足であったり誤った認識を持つ学生が

多くみられた。このような学生は息つぎがうまくいかない、や、息が続かない、等、歌唱する

際に呼吸面での悩みを持っていた。

授業後の記述アンケートからは、〔息が続くようになった〕、〔息の吸い方が変わった〕など

呼吸面での改善が見られるとともに、〔腹式呼吸の使い方がわかってしっかり意識してできる

ようになった〕などの呼吸に関する意識の向上が窺え、授業後の言葉のアンケートでは約 8割

の学生が【正しく理解できた】と回答していることからも、呼吸についての理解は深まったと

感じられる。

2）　発声について
授業前の言葉のアンケートでは「口を大きくあける」という言葉がけについてはすべての学

生が【聞いたことがある】と回答した。さらに 95％の学生が【理解している】と回答し、発

声に関する他の 2つの項目「のどをあける、ひらく」「あごを上げる、下げる」についても、

多くの学生が【聞いたことがある】という回答を寄せていた。一方【理解している】と回答し

た学生は、【聞いたことがある】回答に比べると少ないという結果であった。実際に授業の中

で「のど」はどこか、と質問をしたところ、口蓋垂の下の舌の奥あたりと答えた学生が半数ほ

どいた。これは、耳鼻咽喉科等でのどの診察を受けるとき、のどを見るから大きな口を開いて、

などと言われた経験等から、「のど」とは外から見ることができるもの、と認識しているもの

ではないかと思われる。「のど」とは声楽的には声帯を含む発声器官を言うが、指導内での学

生の言葉からは「のど」がどこかわからない、声はどこから出るのかわからない、声帯とは何

かを知らない、声の出る仕組みを知らない、あごについて考えたことはない、など、多くの認
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識不足が感じられた。それに伴い、声が出しにくい、高い声が出ない等、やはり歌唱時の悩み

がある学生がいることも見てとれた。そこで声帯の機能や役割、声帯を開けすぎると声が出に

くくなるメカニズム、高音、低音のあごの位置による変化などについて指導し、基本的には歌

唱の際、首、口、胸などは自然に脱力するべきであり、口も必要以上に開けすぎては無理が生

じるということを指導した。授業後の言葉のアンケートにおいては多くの学生が口やのどにつ

いて認識不足であったことを感じており、授業で学習した結果、多数の学生が【正しく理解で

きた】（表 7より 3項目平均 86 ）と答えていた。

3）　発音について
授業前の言葉のアンケートでは 3つの項目ともほとんどの学生が【聞いたことがある】と回

答、また、8割の学生がその意味を【理解している】と回答した。しかし指導の中で実践すると、

必要以上に「口を大きくあけすぎて」「口をはっきり動かしすぎて」「はっきりと発音」しよう

として、かえって不自然な日本語に聞こえる学生が多くみられ、中には「滑舌よく」という言

葉を「口をはっきり動かす」ことだと誤解するなど、発音の仕組みについて認識不足があるこ

とがわかった。そこで発音とは、声帯で作られた声が、唇、歯、口蓋、舌などの動作によって

言葉としての音になること、日本語は五十音中ア行を除くすべての音（おん）が子音と母音を

合わせて発語する言語であること、二回目の指導の内容である「口を大きくあける」とあわせ

て、口を開けすぎず、口を動かしすぎず、はっきり言おうとしすぎない、という視点も必要で

あることなどについて指導をおこない、自然な発音で歌唱することについての理解を促した。

授業後の言葉のアンケートからは、学生が授業前の自身の理解が間違っており、授業後には正

しい認識を持つことができた、と感じていることが読み取れる。また、授業後アンケートの記

述からも〔歌詞に合った歌いわけができるようになった〕、〔子音を立てることが必要〕、〔歌の

ストーリーを意識するようになった〕等、発音が歌唱にとって大切であることの認識が深まっ

た様子がうかがえる。

4）姿勢について
授業前の言葉のアンケートは、いずれの項目についても【聞いたことがある】学生は多いが、

【理解している】と思っている学生はやや少ないという結果となった。授業時にも、歌を歌う際、

正しい姿勢が重要であることは認識しているが、具体的に正しい姿勢とは何か、を答えられる

学生はいなかった。「高校音楽Ⅰ」の教科書にある、「あごは引き、背筋は伸ばし、足はやや開

き、目線はまっすぐ、腕は脱力」5）という歌唱時にとるべき姿勢について授業で試すと、過度

に背中が反りお腹が出て身体がこわばる姿勢をとる学生も見受けられた。また、声と姿勢との

関係、言葉と声との関係について無頓着であり、認識不足であることも感じられた。しかし、

授業後のアンケートからは、正しく理解できたと感じる学生がかなり増え、〔姿勢がよくなっ

た〕、〔力まず自然な姿勢で歌えるようになった〕などと自身の姿勢について肯定的に捉えてい
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る姿が見られ、〔高い声を出すとき少し上を向くことを意識するようになった〕等、具体的に

歌唱時の姿勢を改善した学生もみられた。

5）総合的な考察
アンケート全体の結果から、「歌唱指導についての言い回しや言葉」は学生には一定のなじ

みがあり、何となく知ってはいるが、具体的には明確に説明することはできない、という状況

が見て取れる。そこには多くの誤解があり、授業においても真面目な学生ほど言葉を額面通り

に受け取り、かえって声が出しにくく、不自然な発声、発音になる様子が見られた。そこには

入学までに受けた歌唱指導の中で体の仕組みや技法のメカニズムを学ぶ機会が多くなく、正確

に理解しないまま現在に至ったという問題が垣間見える。筆者らは、本実践によりそうした歌

唱指導についての言い回しや言葉に対する誤認を確認し、指導により是正したことが、学生が

正しい認識を持って歌唱するための一助になったのではないか、と考えている。しかしながら

今回示してきた言葉がけは、歌唱の技術をよりわかりやすく理解するための方策として決して

無意味なものではない。声楽の初心者には難解な発声指導よりも、短くわかりやすくシンプル

な指導が必要であり、そこに実践方法についての丁寧な指導を加えることで、歌唱部分での到

達目標である「子どもの歌を無理のない明るい声で歌唱表現できる」という技能を自然に身に

つけていく姿が理想といえるであろう。

また、本研究により、こうした言葉がけによることでしか理解を促しにくい、即ち「体」と

いう楽器の使い方を指導することの難しさが改めて浮き彫りになったことも研究の成果のひと

つと考える。発声器官である声帯は外から見ることができず、その動きに関する具体的な指導

は困難である。しかし本研究で用いた「歌唱指導についての言い回しや言葉」から始め、本来

の意味や実践の方法を指導する方策は、学生たちの理解を深め、意識喚起を促すことができる

という点において指導に関するひとつの方向性を見出すことができたのではないだろうか。

その効果は、アンケートのうち、言い回しの理解についての授業前と授業後の比較（表 7）

において見られる。項目すべてについて、授業前の「言葉がけに関して自身で考えている理解

度」に対して、授業後に「授業前から正しく理解していたか」を再度問うた設問では大きな差

異が生じている。授業後に授業前の自分を省みるとやはり理解できていなかった、と感じてい

るのである。その後「授業を受けてみて理解できたか」については、再度肯定割合が大きく増

え、指導を受けた後は言い回しの理解についてある程度自信を持っていることがうかがえる。

例えば、発声のカテゴリーのうち「口を大きくあける」についてみると、授業前には【正しく

理解している】の割合が 94 7％であったのに対し、授業後に【授業前から正しく理解していた】

は 15 8％に減り、【授業後に正しく理解できた】が再び 94 7 に戻る、というような具合である。

アンケート結果全体からも、聞き覚えのある言葉がけについて誤解を解きながら丁寧に指導す

ることで意識と認識が高まり、歌唱の際にもその技術を反映することができる、という学生の

姿を確認することができた。
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「こどもに対して歌うとき重要なこと」に関しても顕著な変化が見られた。まず、記述の数

が増え、内容に関してより具体的になり、文言からも正しい歌い方、や、歌詞の意味を理解、

表情など、授業前にイメージでのみ捉えていた歌唱について、技術的な裏付けが必要であるこ

とに気付く様子を見ることができる。

8．おわりに

本研究の目的は保育者養成校における限られた時間内での有効な歌唱指導の方法の模索であ

る。そのための試案として「歌唱についての言い回しや言葉」を手がかりに、その意味や実践

について誤解や思い込みを是正し、学生の理解を「聞いたことのある言葉」から、「その実践

方法を正しく知っている言葉」へと変化させるための指導をおこなった。

指導はその一部では専門家の養成に用いられる方法を取り入れ、発声や発音のしくみや方法、

声帯から声帯原音が発生する原理など、かなり専門的な側面があったといえる。にもかかわら

ず、学生は指導をうけることで自分の認識が間違っていたことに気付き、正しい理解と実践の

方法を身につけていったように感じた。このことは、養成校で学ぶ学生への歌唱の指導は、音

楽を専門として学ぶ学生への指導に準ずる方策をとることが可能であることを示唆しているの

ではないだろうか。歌唱に限らず、ピアノ演奏の指導においても保育者になるための指導を特

別なものと考える必要はなく、時間の制約はあるものの、正しい解釈、具体的方法、テクニッ

クを指導することが、将来子どもの前で演奏する学生を導いていくことにつながるのである。

指導の中では今まで歌唱に対して深く考えたことがなく、漠然と不安を感じたまま歌ってい

た学生が、自身の歌唱について具体的に認識することで意識が喚起され、保育者としてあるべ

き演奏についての考えを深める様子を見ることができた。技能は一夕一朝に向上するものでは

ないが、意識の変化が今後の歌唱技能の向上へと向かっていく可能性は少なくない。

しかしながら、短時間での有効性を重視したため指導の量的内容が過大になり、学生がすべ

て咀嚼できていたか、という課題も残った。「腹式呼吸」については授業後であっても 15 8％

の学生が【わからない】と回答しており、「のどをあける　ひらく」を授業後も【正しく理解

していない】と答えた学生は 1割を越える（10 5 ）。ここには本来マンツーマンでおこなわ

れるべき音楽実技の指導が、グループ指導という形態でおこなわれたことも理由のひとつと考

えられるが、とにかく多くのことを教えたい、という教員の考え方も省みる必要があるであろ

う。今後の課題と捉え、指導の方法についてさらに検討を重ねていきたい。
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