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　楽器指導における保育者と幼児とのかかわりを，佐伯胖の「ドーナツ論」の概念を手がかりに考
える。佐伯によると，保育者は共感的にかかわる他者として幼児にかかわると同時に，自らが文化
的実践に参加している者として，幼児を現実世界に誘っていく存在である。楽器指導において，し
ばしば保育者は一方的な伝え手として，幼児に楽器演奏を「練習」させるようなかかわり方に陥り
がちになる。そこで佐伯の提唱するような幼児と保育者の関係が実現する楽器指導の可能性を追究
するため，和太鼓のワークショップを通して太鼓と幼児のかかわり，幼児と大人のかかわりがどの
ように行われるのかを考察した。その結果，幼児が自身の興味にしたがって太鼓等に向き合い楽器
の音を試す様子，幼児の叩く動作やリズムが友達や大人とのかかわりによって徐々に変化する様子
などが観察できた。とりわけ保育者には，幼児の姿に寄り添いながら，自らの音楽観に応じてかか
わろうとする姿を見ることができた。
〔キーワード〕幼児の楽器指導　　和太鼓　　ドーナツ論　　保育者のかかわり　
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１　問題の所在
⑴　幼児の楽器指導に関する問題
　幼稚園教育要領には「幼稚園での指導は遊びを通し
て行うこと」と謳われており，保育者は幼児が自由に
遊べる環境を用意し，物や人とかかわることを通して
様々な体験をすることを重視している。幼稚園での「遊
び」は，小学校以上の学校種における業間の遊びとは
根本的に質が違う。幼稚園における遊びとは，遊びそ
のものが目的で，何かのための手段ではない。そのた
め保育者は，幼児が自発的に遊びに取り組み，そこで
自分のやりたいことを実現するために試行錯誤するプ
ロセスを大切にしながら援助することになる。
　しかし，幼児の自主性を大切にしながら遊びを育て
ることに長けている保育者でも，ひとたび楽器の指導
となると，持ち方や叩き方，リズム形といった，いわ
ゆる型から入る指導になることが多い。つまり，すで
に決まっていることがらを，いかに幼児に伝達するか
という指導に陥りがちである。このような指導におい
ては，往々にして，幼児の活動は「正しくできる」こ
とにむけて「練習する」ということになる。幼児にとっ
ては自発的な活動とは言い難く，また，遊びの本質で
ある試行錯誤のプロセスを重視されることなく，保育
者のめざす完成形に向けて一直線に進まざるを得ない
活動となる。そして，幼児は「できる・できない」と
いう評価の目にさらされることになる。
　本稿の目的は，このような保育者からの一方的な伝
達の形式によって，決められた箇所で，決められた楽
器を，決められたリズムで鳴らすことを習得するとい

う楽器指導ではなく，幼児の遊ぶ姿に準ずるような楽
器指導の可能性を追究することである。もちろん，実
際の保育現場では，保育者は，いかにして幼児に興味
を持たせるか，いかに楽しく取り組ませるかなど，さ
まざまな工夫をしながら保育を行っている。それでも
結局は，すでに決まっている「正しい」演奏に向けて
どこまで達成できるかということが，その活動の目的
であり，「自発的な遊び」という概念からはかけ離れ
た活動になっている。
　しかし一方で，音楽は一定のルールにしたがって演
奏することによって成り立つ表現形式であることは否
めない。様々な音楽構成要素が形作るルールを体得し
ていくことも，幼児期の音楽活動における重要な課題
である。当然のことながら幼児は，このようなルール
に対して無頓着である。自由に楽器を鳴らしてよいと
なれば，そこには騒然とした空間が生まれることは疑
いない。しかし，それは幼児なりの，楽器あるいは音
への向き合い方でもある。この騒然とした空間が，音
楽的な秩序をもった空間に変わるプロセスこそが，幼
児が自発的に楽器で表現しようとする過程であると言
えるのではないだろうか。そしてそれは，保育者のど
のような「指導」のもとに可能になるのだろうか。
　本稿は以上のような問題意識のもとに，幼児がはじ
めて和太鼓に接した時に出現する行動について考察し
たものである。幼児は和太鼓にどのようにかかわるの
か，幼児の叩くという行為が他者との関係でどのよう
に変化するのかを明らかにする。和太鼓を選んだのは，
日常的に幼児が触れている楽器ではなく，ほとんどの
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幼児が自分で実際にさわる経験を持っていないと予想
されるからである。いわば未知の楽器に相対した時，
幼児がどのようにそれに立ち向かっていくかについて
見えやすく，他の楽器よりも奏法についての既知の情
報が少ないだけに，幼児の気持ちがあらわに表出され
ると考えた。

⑵　遊びの延長としての楽器指導の可能性
　─「ドーナツ論」を手がかりに─
　和太鼓の保育実践はそれほど一般的ではないが，園
の方針によって和太鼓演奏を取り入れた保育をみるこ
とがある。たいていは，太鼓の専門家または熟練者が
作った完成した曲を発表会で演奏することを目的と
し，幼児は日々の保育の中で「練習」という形で和太
鼓に向きあう。つまり，幼児は撥の持ち方や構え方，
太鼓の叩き方やリズムを保育者から「指導される」と
いう活動を，発表会に向けて継続的に行うことになる。
このような保育者と幼児との関係を，佐伯胖の「ドー
ナツ論」を手がかりに考えてみたい。
　佐伯は，1989年に機械工学におけるヒューマン・イ
ンターフェイス研究の中で「ドーナツ論」という考え
方を提唱した。「ドーナツ論」とは，人間と機械との
間に２つの接面を置く考え方である。
　「第一接面」は，人間が機械を操作する時，その機
械自体が人間の動作特性や心理特性を考慮した使いや
すい設計になっているかどうかという側面である。例
えば複雑なコマンドで指令するのではなく，アイコン
をクリックすることによって，やりたいことが機械に
伝わることは，第一接面が優れていると言える。
　「第二接面」は，機械が機械としての機能を果たす
際の情報が，使い手に伝わるようになっているかが問
われる側面である。機械が現実世界に実際に作用して
いるところであり，その機械による作業がその作業現
場で，どのように「働いて」いるのかについての情報
が，どれだけわかりやすいかにかかわる側面である。
例えば，何らかのアプリケーションを使っている時，
思うように書式が整わなくて，何が原因かわからなく
ていらいらするなどは，この第二接面の情報処理が不
適当であるということになる。注１）

　佐伯は1990年にはこの「ドーナツ論」を，人が世界
とかかわりを深めていくときのI－YOU－THEY機構
として発展させ，図１のような図式を示し次のように
述べている。「人が世界とかかわりを作りだす時，ま
ずその人の自己（Ｉ）に共感的にかかわる他者（YOU）
とのかかわりをもつことが必要で，そのＩとYOUと
のかかわりの世界を「第一接面」と呼ぶ。さて，この
YOUはＩとかかわるだけではなく，文化的実践が行
われている現実世界（THEY）とかかわっているし，
Ｉ はYOUとともに，そのTHEYとかかわるようにな
る，……このTHEYとのかかわりの世界が第二接面で

ある。」注２）また，YOUはTHEYを背負いながらＩと
かかわるわけであるが，その背負い方は，「あなたは
何ができる，あなたは何ができないといけないという
THEYの価値観からの評価ではなくて，その子のやっ
ていること自体が，実はTHEYの世界にとっても意味
があるのだよということを気づかせていく」注３）のが
YOU的なかかわりであると指摘している。

　さらに佐伯は，Ｉ－YOU－THEY機構の「ドーナ
ツ論」を次のように保育に適用している。幼児は，共
感的にかかわってくれるYOU的他者である保育者の
媒介のもとに，次第にTHEY世界（文化的実践の世界）
とかかわるようになるのであり，保育とは，子どもが
文化的実践に参加していくこと（THEY世界に生きる
こと）をできるかぎり有効に援助することとしてい
る。注５）

　また佐伯は，THEY世界とかかわる中で必然的に生
じる道具との関係についても，２つの接面を用いて提
唱している。つまり，道具もまた子どもと対話をしな
がら子どもの中に取り込まれていくべきであると考え
る。子どもは道具を，最初からTHEY世界での使い方
を背負ったモノとして接するのではなく，THEY世界
での用途とはとりあえず関係なく，まずはその道具に
慣れ親しみその特性になじんだ上で，その道具を本来
の用途，または新たに何かを生み出す用途で使い始め
るということである。
　佐伯はこのことについて，幼児がテープカッターで
セロファンテープを切る例を挙げて次のように述べて
いる。子どもは普通「テープを切り離したい」という
自分の目的から，テープを単に引っ張れば切れると
思っている。だからどんどん引っ張って，長くなって
もテープが切れず，果てはテープがぐちゃぐちゃに
なってしまう。そうではなくて，「カッターでテープ
を切るってどういうこと？」ということを，丁寧にテー
プと対話し，カッターとテープとの出会いがうまくで
きるようによく見て，このように切れるものなのかと

図１　佐伯のドーナツ論注４）
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いうことをしっかりと見てとる。それはテープとの二
人称的（YOU的）対話なのである。注６）

　さて，佐伯の「ドーナツ論」を参考に前述の和太鼓
演奏の保育を考えてみる。保育者が幼児に伝えようと
しているのは，THEY世界にある「文化として存在し
ている和太鼓の叩き方や構え方等々」という文化的実
践である。しかしそれは幼児にとっては「することに
なっている」世界であり，必ずしも幼児が自らの興味
で「やりたい」世界ではない。あるいは最初から自ら
の興味とは距離のある世界かもしれない。また，道具
としての和太鼓との「対話」も保障されない。
　本稿の目的である，このような方法以外の和太鼓の
指導の可能性を追究するためには，和太鼓と対話する
ことが，実際には幼児のどのような姿として現れるの
かを明らかにしなくてはならない。THEY世界の価値
観，つまり和太鼓はこのように叩くことになっている
という価値観を「初めから正しく教える」という伝え
方ではなく，幼児が和太鼓に向かい合って，和太鼓と
対話をしながら楽器の特性を体得することを保障し，
徐々にTHEY世界へと誘っていくような方法とはどの
ようなものであるのか。また，和太鼓という文化的実
践を具現したモノに幼児がかかわろうとする時，保育
者はどのようなYOU的かかわりができるのであろう
か。このことについて，実際の幼児の姿を観察した。

２　方法
⑴　観察対象の内容
　観察の対象にしたのは，福島市の３園の公立幼稚園，
Ａ園，Ｂ園，Ｃ園の園児が参加して行った，15分程度
のワークショップ注７）である。各園，５歳児クラス
と４歳児クラスの２回ずつ，計６回行った。幼児の人
数は，Ａ園が年中児10人，年長児14人，Ｂ園が年中児
24人，年長児19人，Ｃ園が年中児29人，年長児29人で
ある。
　ワークショップの内容は次の通りである。まず４年
生の学生５人による和太鼓の演奏を２曲，幼児の前で
行う。使用した楽器は，長胴太鼓１台，締太鼓１台，
ボンゴ１台である。締太鼓を２台用意することができ
なかったため，１台はボンゴで代用した。１曲はボン
ゴ以外の太鼓を撥で叩いて演奏し（写真１），もう１
曲は撥を使用せず手で叩く奏法（写真２）で行った。
演奏時間は説明などを含んで全部で５分程度である。
　その後，幼児が好きな場で太鼓を叩く活動に移る。
用意した環境は，先の演奏で使用した太鼓の他に，段
ボール箱４個（大２個，小２個）と撥15組である。段 
ボール箱を用意したのは，次の２つの理由による。１
つは，本物の和太鼓は数が限られており，幼児のすべ
てがそれにかかわろうとすれば待ち時間が長くなり，
幼児にとっては面白くない活動になってしまうことが
予想されたことである。もう１つは，和太鼓のない幼

稚園にとっても，段ボール箱で代替できる可能性を追
究したいと考えたことによる。撥は本物の撥２組の他
に，段ボールや新聞紙で作った短めのものを用意した。
以上の環境は，このワークショップが「和太鼓を演奏
する」という楽器演奏技能の習得を目的とするのでは
なく，いわば「和太鼓ごっこ」の遊びとして幼児たち
が取り組めるようにという意図で構成した。
　撥で叩くものは段ボール箱に限定し，楽器の太鼓は
手で叩くこととした。幼児に自由に叩かせる活動は10
分程度で，その間，幼児は７か所の場を自由に行き来
できることとし，それぞれの場に学生が一人ついた。

　⑵　記録方法
　ワークショップの様子を２台のビデオカメラで記録
した。学生の演奏の時には，幼児の前方と右側の位置
から，カメラを固定して撮影した。その後の幼児が活
動する場面では，２台が適宜移動しながら幼児の様子
を記録した。記録者は実習や保育ボランティアの経験
を持つ学生である。
　その後，これらの映像をもとに，太鼓や段ボール箱
にかかわる幼児の事例について文字におこした。その
際，映像データには入らなかった幼児のつぶやきなど，
それぞれの場についていた学生からの補足も加えた。

写真１　1曲目：「まつり」齊藤通夫作曲

写真２　２曲目：無題　齊藤栄一作曲
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３　結果
　⑴　演奏への幼児のかかわり
　どのクラスでも，最初に行った演奏を，幼児は食い
入るように見つめていた。演奏時の幼児の反応は，以
下のようなものが見られた。
・太鼓の演奏を真剣にじっと見つめている。
・太鼓の音が鳴ると，ハッと目を大きくする。
・最初の音を聞いて耳をふさぐが，その後すぐに手を
　外して聴き始める。
・頭を少し揺らしながら聴いている。
・曲のリズムに合わせるように体を揺らしながら聴い
　ている。
　幼児たちは，目の前で行われているパーフォーマン
スと自分の体に響いてくる太鼓の音に対して，例外な
く興味を持って見入っていた。事例１は，その様子で
ある。

事例１　（Ｂ園　年長クラス）
　後ろの方にいる幼児は，ひざ立ちになったり首
を伸ばしながら覗き込んで演奏を見ている。多く
の幼児が真剣な表情で見つめている。Ｓ子は曲の
途中で，にやっと笑って隣の幼児と目を合わせる。
Ｓ子は，曲が終わるや否や「かっこいいー」と言う。
Ｋ男は，「太鼓の回すところ注８）がすごかった！」
と興奮して言う。
　保育者が，「お腹にドンドンってきたね」と言
うと，Ｓ子は「Ｓちゃん，のどに響いてきて，咳
でそうだった」と言う。周囲から笑いが起こる。

　今回はじめて，和太鼓の演奏を間近に聴いた幼児も
いたかもしれない。演奏の中心となって長胴太鼓を叩
いた学生は，大学１年生から地域の太鼓サークルに所
属して太鼓の力量を磨いている。そのため，演奏自体
のレベルが高く，音量にも迫力があり，リズムのキレ
もよかった。和太鼓は，熟練者が叩くとその場の空気
の振動を体で感じられるほどの音が出る。保育者が

「お腹にドンドンってきたね」と言ったのに対して，
Ｓ子の「のどに響いて」という感想は，文字通りにの
どに響く感覚をＳ子が味わったのだと思われる。それ
は，生の演奏を間近で経験することによってしか味わ
えない感覚である。演奏を間近で聴いたり見たりした
こと，さらに音を体で感じることができたことで，幼
児の興味がひきつけられたと思われる。
　また演奏後，幼児の発言に応答しながら学生が太鼓
を握り拳や手のひらなどで音量を変えながら打った。

「グーで叩くとどんな音がするかな」と学生が訊くの
に対して，「チョキでやって」とか，「今度はパー」な
どという幼児とのやりとりがあった。このような提示
を通して，幼児には自分もやりたいという気持ちが生
まれたようである。それは，「これからみんなにも叩

いてもらいます」と学生が言った途端に，幼児から歓
声があがったことから推察できる。

　⑵　楽器への幼児のかかわり
①　長胴太鼓
　長胴太鼓には，常に複数の幼児がかかわった。かか
わり方として，以下のような行動が見られた。
・手のひらで連打する。
・握り拳で打つ。
・指で叩く。
・耳を皮にあてて音を聞く。
・胴を手のひらで叩いてみる。
・肘で打つ（写真３）。

　事例２は，一人の幼児がいろいろな叩き方・音を試
している様子である。

事例２　（Ｃ園　年中クラス）
　Ａ子は太鼓の皮をこすったり，片手でゆっくり

「ドーンドーン」と叩いたり，肘で叩いたり，両
手で「ドコドコドコ……」と激しく叩いたりなど，
いろいろな叩き方を試している。人差し指で叩い
てみて，「ぜんぜん音でなーい」と言う。今度は，
人差し指と中指の２本で叩いてみるが「これも音
でなーい」と言って，手のひらで叩く。

　このように様々な叩き方を試す行動は，太鼓に自由
にかかわることを保障されているからこそ出現するこ
とは疑いない。肘など体のいろいろな部位で太鼓を叩
くことは，最初から撥を与えられ，それで叩くことを
出発点とする指導の中では考えられない行為である。
しかし，幼児が和太鼓に初めて出会った時，太鼓の特
性を試すように，佐伯の言い方を借りれば「モノと対
話しながら」，モノと自分との関係を体得していく様
子を観察することができた。
　太鼓を叩くと音が出ることは，幼児は当たり前のこ
ととしてわかっている。しかし，その響きを耳を当て

写真３
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て聞いてみるということは，他の楽器ではあまり見ら
れない。今回は太鼓を撥ではなく手で叩くことに限定
したので，大人の方から響きを聞く行動を誘ってみた。
次の事例はその様子である。

事例３　（Ｂ園　年長クラス）
　Ｓ子が「響いている」と言うので，学生が太鼓
に耳を当てるふりをする。Ｓ子はすぐにそれを真
似て，太鼓の皮に耳をつけて音を聞こうとする。
隣にいたH男が太鼓を叩くと，Ｓ子は「わー！」
と目を丸くして驚きの表情をする。Ｈ男はそれに
驚き，すぐに自分もやってみる。Ｈ男は，耳をし
ばらくあてて音を聞いてから「耳，悪くなりそう」
と顔をしかめてつぶやくが，もう一度耳を当てて
音を聞く。一人が耳を当てると，もう一人が太鼓
を叩くということを何度も繰り返す。Ｈ男は，近
くにいた別の学生にも「耳つけてみて」と言って，
音を聞かせる。近くに来た保育者にも同様に聞か
せる。

　この事例では，学生の誘いのふりをすぐに真似して，
Ｓ子もＨ男もとても面白がっている様子が窺える。そ
して，その面白さを人に伝えようとする姿も見られる。
また，誰かが耳を当てると，それに呼応して他の幼児
が太鼓を叩くという幼児同士のかかわりも見られる。
後述するが，幼児同士のかかわりは，このワークショッ
プでは数多くみられ，そのこと自体が幼児の活動を促
進していく様子が明らかになった。
　次の事例は，太鼓の音を試すことからさらに発展し
て，自分の表現として太鼓にかかわり始めた様子であ
るが，これも友達同士の関係によって生じている。

事例４　（Ｂ園　年長クラス）
　男児４人が，長胴太鼓を囲んで叩く。「ダダダ
ダ…」と叩いて，ジャンプして一回転するという
動きを繰り返す。保育者が「おー，ジャンプして
回りました」と幼児の動きを言葉で表す。
　その後，いったん長胴太鼓から離れるが，しば
らくして，また男児が集まりジャンプで回転しな
がら太鼓を叩くことを始める。

②　締太鼓
　総じて締太鼓やボンゴはあまり人気がなかった。こ
れらの太鼓は革の張りが強く，幼児が力いっぱい叩い
ても，思ったほど音は響かない。そのため幼児は何度
か叩いたら他の場所に移動する。長胴太鼓には常に複
数の幼児がかかわっていたのと対照的である。ここに
は幼児の叩く行為に応答してくれる太鼓，あるいは応
答してくれない太鼓に対しての幼児の思いを見ること

ができる。
　しかし，次の事例のように，学生に励まされること
によって，力いっぱい叩くことを見せようとする幼児
の姿も見られた。

事例５　（Ａ園　年中クラス）
　男児が締太鼓を力いっぱいに，頭を振りながら
叩いている。学生が，手を挙げて上から叩く動作
をすると，それを真似て力いっぱい上から手を振
り下ろす。そばにいた別の学生に「かっこいい」
とほめられ，さらにグーでも同じように力いっぱ
い叩く。叩いた手を押さえたので，学生が「痛く
ない？」と訊くが，「痛くない！」ときっぱりと
答える。

　手で叩けば，もちろん手は痛くなる。太鼓を力いっ
ぱい叩けば叩いた分だけ痛さも増していく。この男児
は痛さとともに，締太鼓の音を感じていると思われる。
音は，耳で感じるだけではない。この幼児は痛みとし
ても音を実感したといえるだろう。
　締太鼓は長胴太鼓に比べて小さい。園やクラスに
よって一人で叩くか，複数で周りを囲んで叩くかの違
いがあった。順番待ちの列を作って，一人ずつ叩こう
とした姿は，Ａ園にみられた。幼児の間には，この太
鼓は一人で叩くものという了解があったようにみえ
た。それに対して，Ｂ園やＣ園では，長胴太鼓と同様
に複数の幼児が取り囲んで叩こうとする姿が見られ
た。どちらの場合にも，そばについている学生は，こ
のことに対する指示は出さなかった。
　このような幼児の姿は，普段の園での生活の仕方に
影響されているのだと思われる。園生活の中で，順番
を守って使うという機会が多い幼児は，初めて出会う
モノに対しても，普段行っている判断を援用しながら
取り扱い方を決めていくようである。
　締太鼓への幼児のかかわり方としては，以下のよう
な行動が見られた。
・一人で叩く。手のひらで，叩く。拳で叩く。
・３～４人で囲んで手のひらで叩く。
・左右の手をクロスしながら叩く。
　
③　ボンゴ
　前述したように，ボンゴもあまり幼児に人気はな
かった。締太鼓と同様に一人で叩く行動，複数で取り
囲んで叩く行動を見ることができた。
　一人で叩く時，演奏した学生と同じように足にはさ
んで叩こうとする幼児もいた（写真４）。また，左右
の手をクロスしたり戻したりしながら叩いている姿も
見られた。学生の演奏時にそのような演奏の仕方はな
かったので，この幼児が考え出した奏法である。
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④　段ボール箱
　幼児の叩く活動が始まった時，幼児の場の選び方に
は，ある特徴がみられた。本物の太鼓を叩いてみたい，
音を試してみたいと思った幼児は，真っ先に長胴太鼓
の方へ集まった。その一方で，撥で太鼓を叩く姿をかっ
こいいと思い，自分でもやってみたいと思っていた幼
児は，撥で叩くことを選び，段ボール箱の方を選択し
ていた。
　男児の多くは，力いっぱい段ボール箱を叩いていた。
次の事例は，その中でも体全体を使って叩いていた男
児の様子である。

事例６　（Ａ園　年長クラス）
　Ｂ男は，「叩いていいよ」と学生が指示を出す
まで待ちきれなくて，撥に手を伸ばしていた。大
きな段ボール箱を，両手で同時に力いっぱい叩
く。膝の屈伸を使って上下に体をゆらし，腕を大
きく振って体全体で叩きつけるようにして叩いて
いる。ラップの芯の撥で，「トントコ，トントコ」
のリズムを，堂々と手を大きく振って叩く。同じ
箱に来たもう一人の男児も「ドコドコドコ……」
と力強く連打する。３人になりみんなで顔を見合
わせながら，ひたすら速い連打で叩く。たっぷり
と連打した後，手を大きく交互に挙げて，ゆった
りとしたテンポで「ドンドンドンドン」と叩く。

　和太鼓は全身を使って表現する楽器だと言われる
が，幼児にとって全力で叩くことは，夢中になれる楽
しい活動だということがわかる。また，全力で叩く時
の幼児たちは，とてもしなやかに体を使っている。保
育において和太鼓演奏を「練習」する場合，最初から
撥の持ち方・構え方・叩き方などを指導されて，その
通りに実践しようとする幼児の体には固さが見られる
ことが多い。これは，初めてのことに取り組む時の緊
張による固さである。このような固さと，事例６の幼
児の体のしなやかさとは対照的である。

　段ボール箱は撥を使って叩いたため，撥そのものへ
のかかわり方も観察することができた。ワークショッ
プを繰り返す過程で，幼児の様子から用意する撥の種
類も増やしていった。幼児の中には撥同士を打ち鳴ら
す姿が見られ，その際，新聞紙などで作った撥では打
ち鳴らした音が出ないので，幼児の思いに応えられな
いと判断したからである。打ち鳴らして音が出るもの
として，ラップの芯，簡易打楽器の拍子木，遊具のプ
ラスチックブロックの棒状のものなども撥として使用
した。次の事例は，拍子木を使って叩いていた幼児の
姿である。

事例７　（Ｃ園　年中クラス）
　数名で段ボール箱を囲んで叩いていた。一人の
女児は右手で，箱と左手にもった撥（拍子木）と
を交互に叩いている。段ボール箱のくぐもった「ド
ン」という音と，拍子木の冴えた「カン」という
音を交互に鳴らして楽しんでいるようにみえる。
一定のテンポで撥と箱を同じ回数叩いている。し
ばらく無心に続けているが，２回ずつ交互に撥と
箱を叩くリズムに定着していく。

　この他，次のような撥へのかかわり方が見られた。
・撥同士をクロスして打ち鳴らす。
・学生が演奏時に行ったように，くるっと撥を空中で
　回そうとする。最初はうまくいかないが，何度か練
　習してキャッチできるようになる。
・撥を繋いで長くする。
・繋いだ撥の真ん中を持ち，両端で叩こうとする。

　⑶　子ども同士のかかわり
　自由に叩いてよいと言われて，幼児は楽器に対して
自分なりのかかわり方をする。滅茶苦茶とも言える連
打を始める幼児もいる。しかし，それは10分も続けら
れない。次第に，大人や仲間とのかかわりの中で，幼
児なりに様々な工夫を始める。
　子ども同士のかかわり方は，次の４つに整理できた。

写真４

写真 5　段ボール箱（大）を叩く
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まず友達のやっていることを真似すること，２つ目は
面白いことを発見してその場にいる他児と遊ぶこと，
３つ目はリズムをそろえて叩こうとすること，最後に
相手の動きに対応して叩こうとすることである。
①　真似をする
　
事例８　（Ｃ園　年中クラス）
　長胴太鼓の場に来たＣ子は，不安そうにそっと
太鼓に触れるだけだった。隣にＤ男が来て，迷い
なく激しく「ドコドコドコ・・」と叩き始める。
それを見てＣ子はこわばった表情を緩ませ，同じ
ように叩き始める。Ｃ子とＤ男は，顔を見合わせ
ながら叩く。
　その後，２人の幼児がやって来て，さらに２人
増えて，６人で太鼓を囲んでさらに激しくトレモ
ロで打ち続ける。

　新しい環境に対して抵抗の大きい幼児を見ることは
珍しくない。Ｃ子は，他児のようにくったくなく太鼓
を叩き始めることができなかったようである。しかし，
同じクラスで普段から生活を共にしているＤ男の様子
を見て，緊張が溶けていった。６人で太鼓を叩き続け
るのも，友達が一緒に同じことをしているという安心
感によって，太鼓の面白さを感じられるようになった
からではないかと思われる。
　前述の事例３も，その場にいた幼児が真似をして皮
に耳を当てて響きを聞くようになる。さらに，それぞ
れが「叩く・聞く」という行為を役割分担しながら繰
り返している。
　このように，友達の真似をすることによって太鼓の
叩き方が変化する様子には，次のような例が見られた。
・叩き方のリズムを真似する。
・叩き方や叩く場所を真似する。
・ひじで長胴太鼓を打つ。
・叩く合間にジャンプして一回転する。
　
②　遊ぶ
　このワークショップは，太鼓を叩くという課題を遂
行するというのではなく，幼児にとって，太鼓や箱を
叩くこと自体が遊びであるように意図した。また，事
例４のようにジャンプして一回転したり，その場にい
る他児の叩き方の真似をして同じことをして面白がる
など，幼児はすべて遊びとして行っている。しかし時
には，叩いて音を出すということから逸脱したように
見える遊びが始まることもある。

事例９　Ｃ園　（年長クラス）
　段ボール箱を囲んで男児が４人，ラップの芯を
撥にして叩いている。そのうち，Ｅ男がラップの
芯を箱に立てて置き，箱をドンと叩くと芯が倒れ

ることを発見し，繰り返し行おうとする。しかし，
そばの男児が箱を叩いているので，芯はうまく立
たない。何度か芯を立てることをやっていると，
そばにいた２人の男児がそれに気づき，同じこと
をやり始める。３人の男児が芯を立て，「うりゃー，
うりゃうりゃうりゃー」とはやしたてるように言
いながら箱を叩くと芯が倒れる。何度か繰り返し
て遊んでいるが，箱を叩く目的で他の幼児がやっ
てくると，その遊びをやめる。

　「紙ずもう」のような遊びである。もしも太鼓を叩
くことを目的にして活動をしていたなら，これは逸脱
行為であり，指導者がやめさせようとする行為に含ま
れるだろう。しかし見方を変えれば，叩くことによっ
て箱の表面が振動してラップの芯が倒れることを幼児
が発見した，大切な瞬間と捉えることもできる。太鼓
の奏法を教えるのではなく，太鼓で遊ぶという考え方
で展開した時間だからこそ，このような姿を見ること
ができたと言える。

③　リズムをそろえる
　一つの太鼓や箱を囲んで複数の幼児が叩くと，最初
は各々の幼児が自分の好きなように叩く。しかしその
うち，そばにいる他児の叩き方を真似するようになり，
いつしか同じリズムで打っているという現象に何度も
出会った。とりわけ年長クラスは，友達と同じ叩き方
をしようとする傾向が強かった。
　そこに生まれるリズム形は，非常に素朴で簡単なも
のではある。しかし，自分だけで叩くのではなく，「人
と合わせて同じことをしよう」とする意志を観察する
ことができた。
　一方，次の事例は，おそらく和太鼓を叩く経験を持っ
ていると思われる幼児の例である。

事例10　（Ａ園　年中クラス）
　演奏を見せる前から，Ｆ子とＧ子とＨ子の３人
は顔を見合わせて「トントコトンコン」のリズム
を口ずさみながら手を動かしていた。太鼓を叩く
時間になると，Ｆ子が「せーいーのーで」と言っ
て，３人で顔を見合わせ「トントコトンコン」と
リズムを口ずさみながら締太鼓を叩く。学生が「そ
ろっててきれいだね」と言う。
　しばらく締太鼓を叩くと，３人とも今度は長胴
太鼓に移って，同じように掛け声をかけて同じリ
ズムを叩く。その後も長胴太鼓と締太鼓を往復し
ながら，同じリズムを３人で叩いている。

　おそらく，３人とも地域の祭りのお囃子の練習に参
加して覚えたリズムなのであろう。たった１フレーズ
のリズムでも，「ちゃんとした和太鼓のリズム」とし
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て叩けることが，この幼児たちにとっては誇らしいこ
とだったように見えた。そのリズムを友達と一緒にそ
ろえて叩くことで，飽きずにずっと叩いていられたの
であろう。

④　相手の動きに対応する
　一緒に叩いている相手が，普段から親しい友達であ
ると，前述した同じリズムを叩くことからさらに発展
して，相手に対応しながらそれぞれが自分の叩き方で
叩くということが起こる。

事例11　（Ｃ園　年長クラス）
　小さい段ボール箱に向かい合ってＩ男とＪ男が
叩いている。最初はそれぞれ好きに叩いていたが，
次第に二人の打ち方がそろってくる。両手で「ドー
ンドーン」と繰り返し叩く。Ｉ男は，上部を叩い
たり側面を叩いたりしていたが，Ｊ男に「ここやっ
て」と側面を叩くように言う。Ｉ男は上部を，Ｊ
男は側面を，それぞれ自分が叩きたいように叩い
ている様子である。相手が側面を叩き始めるとも
う一人は上部を叩く。顔を見合わせながら，お互
いに相手を意識して自分の叩き方を変えているよ
うに見える。

　この事例では，かなりまとまった時間持続して二人
が「セッション」する様子がみられた。しかし，時間
は短いが同様のかかわり方は，随所にみることができ
た。推測の域はでないが，こうしたかかわり方は，幼
稚園で友達関係をどのように育てているかということ
と，無関係ではないだろう。つまり，普段から友達と
一緒に遊ぶことが楽しいという経験をし，友達の考え
ていることがわかるようになっている幼児は，今回の
ような活動においても同様に，友達の意図を汲みなが
ら「遊ぼうとする」のだろう。日頃から友達とかかわっ
て遊ぶことを大切にした保育がされているからこそ，
出現する行動なのだと思われる。

　⑷　大人のかかわり
　大人からの働きかけも，幼児の活動をより充実させ
ていく。大人のかかわりは，次の４つに整理すること
ができた。まず幼児の姿に寄り添うようなかかわり方，
２つ目は刺激を与えるようなかかわり方，３つ目はそ
の場の雰囲気を作り出すようなかかわり方，４つ目は
禁止である。
①　寄り添う
　幼児の姿に寄り添うとは，幼児の行っていることを
認めることである。幼児と同じことをそばで一緒に
やってみたり，幼児を誉めたり，幼児の行動に応答す
るようにかかわった結果，さらに幼児の動きを誘い出
す事例を多数見ることができた。

事例12　（Ｃ園　年中クラス）
　担任保育者と幼児数名が，一緒に長胴太鼓を叩
いている。そこにＬ男がやってきて，担任保育者
の顔を見ながら両手で太鼓を叩くが，保育者はす
ぐに別の幼児にかかわりながらその場を離れてし
まう。保育者がいなくなるとＬ男は長胴太鼓から
離れて隣の締太鼓の所に行くが，少し叩いただけ
であまり乗り気ではないような様子を見せる。締
太鼓についていた学生は他の幼児にかかわってい
て気がつかない。そばにいた学生がL男の様子を
見て，すかさず締太鼓を「トンコトンコ」と叩い
て見せる。するとＬ男も一緒に叩き始め，今度は
体を上下させながら叩き続ける。一緒に叩いてい
た学生は，叩くのをやめてＬ男が出す音に合わせ
て，体でリズムをとっている。

　Ｌ男には，明らかに自分のやっていることを大人に
見ていてほしいという様子がみられる。つまらなそう
な様子を見せた時，すかさず対応してくれた学生につ
られるように締太鼓を叩き始めるのだが，叩き続ける
うちに徐々に調子にのっていく。その様子に呼応して
学生の方は，自分が叩くのをやめて男児の音に合わせ
て体でリズムをとるというかかわり方に変えていく。
この学生は，幼児の動きにそって咄嗟に判断し，きわ
めて自然にかかわっている。
　一般的に幼児は，大人が応答してくれるからこそ，
自分のやっていることを面白いと思い，さらに持続し
発展させる。太鼓とのかかわりにおいても，同様であ
ることが確認された。このようなかかわり方には，他
にも次のようなものが見られた。
・幼児のそばで，一緒に同じように叩く。
・事例４のように，幼児の動きをそのまま認める。
・「かっこいい」「上手ね」「大きい音，出たね」など，

幼児の音や動きに対して認める言葉を発する。
・幼児の叩いた音に応じて表情で反応する。例えば，

大きい音には「わあ，大きい音！びっくりした」と
いう表情をしたり，小さい音には微笑みながら耳を
寄せるなど。

・幼児が叩く音に呼応して，同じように叩いてみせる。
大きい音には大きい音で，小さい音には小さい音で
応答する。

　以上のような幼児を認めるかかわりは，大人のかか
わり方の大部分を占めている。

②　刺激を与える　

事例13　（Ｃ園　年長クラス）
　大きい段ボール箱をかこんで，幼児が数人叩い
ている所へ，主任保育者が撥を持ってやって来て，
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脚を開いた構えで叩く。少し叩いてから幼児に「そ
うじゃないのよ，お姉さんこうやってたよ。こう」
と言って，写真１で長胴太鼓を叩いている学生の
ような構えをやって見せる。保育者はしばらく，
幼児と一緒に叩くが，その間，「はっ！」「よっ！」
などと合いの手を入れる。
　保育者と一緒に叩いているうちに，幼児も脚を
開いてどっしりと構えて叩くようになる。腕も前
より高く挙がっている。

事例14　（Ａ園　年長クラス）
　長胴太鼓を叩いている女児に，保育者が「ここ
どんな音？じゃあここは？」と，太鼓の端と真ん
中の音の違いを気づかせようとする。ボンゴでも

「これ同じ音？」と２つの太鼓を叩き比べて，音
の違いがあること気づかせようと働きかける。

　保育者の幼児へのかかわり方は，園によって差が
あった。日常の保育の姿勢が，そのまま表れていると
思われる。総じてC園は，保育者も幼児と一緒に叩く
ことが多かった。事例13についても，「そうじゃない
のよ，こう」と言いながら保育者自らが箱を叩き始め
る。しかしそこには，「先生の通りにやってごらん」
というような押し付けがましさはない。保育者自身が
その構えで楽しそうに叩いている様子を，幼児なりに
感じ取ってほしいという意図はあったとしても，その
場にいる幼児に，模範を示して「構え方」を教えると
いう意図はなかったように思われる。または，意図は
あったにしても，教える行為として，あからさまに表
面に出してはいない。
　Ａ園，Ｂ園の保育者には，幼児と一緒に活動するよ
りも，事例４のように幼児の行動を言葉や表情を介し
て，認めたり励ましたりするかかわり方の方が多く見
られた。幼児は，「先生が見ていてくれる」ことがわかっ
ているからこそ，安心して太鼓にかかわることができ
ていた。事例14は，そのようなかかわり方の中で行わ
れている。ただし，この働きかけが幼児の行動のどの
タイミングで行われたかは，記録が不十分で判然とは
しない。初めて太鼓にさわろうとしている幼児にとっ
ては，少し性急なかかわり方のようにも思える。事例
13と比較すると，これは幼児に正答を求める働きかけ
である。これが，太鼓に様々な方法でかかわってその
子なりに満足をした時点での働きかけであれば，さら
に幼児の興味を深める契機になるだろう。
　その他の事例として，以下のようなかかわり方があ
げられる。
・大人の「せーの」という掛け声によって，その場の

幼児が間合いを合わせて一斉に「どん」と太鼓等を
叩く。音が揃った時，幼児の嬉しそうな，得意そう

な顔を見ることができた。
・ワークショップの最後で，学生の長胴太鼓の連打の

後，「やっ」という掛け声で幼児が自分なりのポー
ズをとる。

③　雰囲気を作り出す
　保育者はワークショップの間，幼児がリラックスし
て活動できるような雰囲気を作り出している。太鼓等
の場についた学生たちも同様である。幼児の様子に応
じて応答する行為も，幼児と一緒に同じことをやって
みることも，結果として幼児が楽しいと思えることを
めざして行われている。とりわけ，担任保育者が太鼓
等を幼児と一緒に楽しそうに叩くと，その場には幼児
が集まって同じように叩き始めるという状況を見るこ
とができた。
　また，事例13において，保育者が「はっ！」「よっ！」
などと合いの手を入れることによって，その場の雰囲
気がガラッと変わった。幼児の叩き方は，それまでは
単に箱を叩いているだけであったのが，合いの手に
よって「和太鼓らしく叩く」ことに変わっていった。
日常の保育において幼児の遊びを適切に援助してき
た，ベテラン保育者ならではのかかわり方であった。

④　禁止する
　きわめて事例は少ないが，当然ながら禁止するかか
わり方もある。今回，幼児同士のトラブルは皆無であっ
た。保育者が禁止したのは，ボンゴを男児が足で叩こ
うとした時であった。保育者はすばやく「だめ！」と
禁止し，その理由として「足で叩くと楽器が壊れちゃ
うよ」と付け加えた。幼児に自分のやりたいように楽
器にかかわらせようとするワークショップではあった
が，足で叩くことは不適当と保育者が判断した結果で
ある。それさえも許容するという考え方もあるかもし
れないが，幼児の人数やその他の都合で，どこかで線
を引くことは必要であろう。

４　考察
　以上の観察結果を，佐伯の「ドーナツ論」の観点か
ら考察する。
　幼児は力いっぱい太鼓に立ち向かおうとする。その
結果，太鼓や段ボール箱が，それに音として応えてく
れる手ごたえを感じている。佐伯は「モノとの対話」
に関して，最初からTHEY世界での使い方を知ってか
かわるのではなく，まずその道具に慣れ親しむことの
必要性を説いている。今回，幼児は和太鼓に関して，
まさにその特性を様々な方法で試していた。
　幼児の表現は音として現れるだけでなく，体全体に
現れる。段ボール箱を叩きながら回ったり跳んだり声
を出したりなど，体全体を使って和太鼓と対話してい
たと言ってよいだろう。それは，THEYの世界の文化
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的実践とは無関係であるかというと，そうではない。
力いっぱい叩く姿は，全身で打ち込むという和太鼓で
重要な技術に繋がる萌芽として見ることもできる。
　それに対して，事例10のように，すでに和太鼓の奏
法を知っている幼児は，教えられて知っている範囲の
ことを繰り返す。それは，「和太鼓との対話」はすで
に十分に行ってしまった結果というよりは，「対話」
をする前に，THEY世界の実践をそのまま伝達された
姿のように見えた。
　さらに幼児の叩く動作は，太鼓のまわりに集まった
友達や大人とのかかわりによって，徐々に変化する。
幼児同士のかかわりの中で，いつしか同じリズムを一
緒に打とうとしたり，幼児の打った音に反応してくれ
る大学生の存在が，打つことの面白さを誘う。締太鼓
やボンゴからすぐに離れたのも，長胴太鼓に比べて取
り囲む幼児の数が少ないため，友達とのかかわりが少
なかったことが原因になっているかもしれない。
　幼児に対して「今，どのようにかかわることが有効
であるか」ということは，「遊び」において保育者が
何を援助するかを見極めるのとまったく同じである。
そこで必要なのは，「幼児の様子をよく観る」ことで
ある。今回のワークショップと遊びとの差は，和太鼓
という文化的実践の世界を保育者がどのように背負う
ことができるかという点である。
　保育者のかかわり方でいちばん目立ったのは，幼児
に寄り添って幼児の行為を認めることである。幼児が
太鼓に自分なりにかかわっている姿をありのままに認
めること，幼児と一緒になって太鼓を叩くこと，幼児
の出した大きい音に一緒になって驚いた様子をしてみ
せることなどは，佐伯の言うYOU的かかわりである。
　保育者は，同時にTHEYの世界にもかかわっている。
そのために，事例13や14のようなかかわり方が生まれ
る。また，保育者が幼児と一緒に太鼓を叩く時には，
まったく出鱈目な叩き方ではなく，リズムが感じられ
る叩き方をする。それは，その保育者の音楽的な経験
に基づいている。幼児は，保育者がそばで叩いている
リズムの真似をしたり，事例13のように徐々に和太鼓
らしい叩き方になっていったりする。
　こうしたかかわり方は計画的に用意されるものでは
なく，その瞬間の幼児の姿に対応して生まれる。幼児
の自発的な行為を認め，さらにそこに適切な刺激を与
えて，少しずつ音楽の決まり事に気づかせていくやり
方と言ってもよいであろう。このような方向性の中で，
幼児自らの興味から発した，自らの楽器表現を引き出
す指導が考えられるのではないだろうか。それは，発
表会に向けた練習といった期間を限定して行う活動で
はなく，日々の保育の中で楽器というモノや音で遊ぶ
という経験から始まり，それを土台にして文化的実践
としての音楽表現に接近していくという形をとること
になるであろう。

５　まとめ
　ワークショップにおける幼児の観察から，以下のこ
とが明らかになった。
　幼児にとって，太鼓はとりあえず，力いっぱい叩い
てみたいものである。そして幼児は太鼓に対して自分
なりの工夫や発見をする。その工夫や発見は，他の幼
児や大人とのかかわりによって刺激を受けて変化す
る。また，幼児の活動は，とりわけ担任への信頼感に
よって充実する。
　さらに，幼児はそれまでの経験によって，他の幼児
と呼応して，掛け合いのようなリズムを作り出したり，
合わせて叩いたりする。また，合図とともにその場に
いる幼児の音がそろうことの心地よさを感じることが
できる。
　また保育者は，このような活動に対して，遊びにか
かわると同様にかかわることができる。保育者のかか
わり方で，音楽的な秩序，つまり一斉に音をそろえて
叩く，リズムをそろえて叩くなどの秩序が生まれる瞬
間がある。
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験型学習の手法を指して「ワークショップ」という言葉
を用いている。このワークショップの目的は，幼児なり
の和太鼓の表現を引き出すことである。内容の企画は，
筆者のアドバイスのもとに，福島大学人間発達文化学類
に学ぶ保育者志望の４年生５名が行った。また、この５
名が中心となってワークショップを実施した。実施は
2012年11月で，８日にＡ園，15日にＢ園，22日にＣ園が
参加した。それぞれの園の年長クラスと年中クラスの幼
児が別々に参加する形で行い，その場には各クラスの担
任保育者と主任保育者が居合わせた。

８．「太鼓の回すところ」というのは，演奏中に行った撥
を空中でくるっと回したことを指していると思われる。

付記
　写真の掲載に関しては，幼稚園及び保護者からの承
諾を得ている。


