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はじ め に
コ ロナ 禍に おける 2020 年度の 授 業は オンラ

(1)メロ ディ の 弾き 歌 い

インとなり、全くの手探り状態で開始された。

実は 、楽 譜に 示され た右 手メ ロデ ィの リズム

特に実技科目においては大変難しい状況が続

と歌詞の言葉のリズムが異なることがあると

いた。そのような状況でも発表者の担当する

いうことに気がつかない学生が多くいること

「保育 表現 技術 演習 」の授 業で は、例年 実施し

が現状 であ る。その 理由と して 、学 生は まず両

ていた 子ど もの 歌の「弾き 歌い 」の 演習 をなん

手でピアノが弾けるようになることを優先し

とかオンラインでも成り立たせることが可能

て学習 して いる から である と考 える 。

なので はな いか と考 えた。

楽譜 に示 され たリ ズムで 弾き 、そ のま ま歌う

歌のメロディを弾きながら歌う「弾き歌い」

と、日 本語 の発 音が不 自然 にな って しま うこと

は、保 育者 なら では の技術 であ ると 言え る。ピ

が多く ある 。保 育者は 子ど もた ちに とっ てモデ

アノの 技術 もま まな らない 学生 は、苦難 を強い

ル的な 存在 であ るか らこそ 、正 しい 言葉 のリズ

られる こと にな る。ま た今 まで 独奏 が中 心であ

ムで歌 うこ とが 重要 である 。こ の点 を保 育者養

ったピ アノ 経験 者に とって も 、
「 弾き 歌い 」は保

成校の学生たちにしっかり認識して欲しいと

育者養成校での新しい学びであると発表者は

考えて いる 。

考えて いる こと から 、2018 年よ り「 保育 表現技

言葉のリズムに合わせた右手メロディの弾

術演習」の集 団授 業の「 弾き 歌い」の指 導にお

き方に つい ては 、自然 に歌 いな がら 左手 和音が

いて、左手 コー ド＋ 歌、右 手メ ロデ ィ ＋ 歌によ

スムー ズに 弾け てい るか、言葉 のリ ズム に合わ

る簡単にできる片手弾き歌い練習方法を提示

せた右手のメロディの弾き方ができているか、

し、子 ども の歌 の中 でも最 もポ ピュ ラー な「ア

楽譜の どの 部分 なの か、ど の言 葉な のか を具体

イアイ 」、「 おも ちゃ のチャ チャ チャ 」の ２曲を

的に示 し、これ まで の対面 授業 では 、一 人ずつ

取りあ げ実 践し てい た。

確認テ スト を行 い評 価の一 部と して いた 。

対面 授業 では 、片手 弾き によ る全 員で のアン

(2)「弾 き歌 い 」の オ ンラ イ ン 授 業

サンブ ルも 行い 、現場 で他 者が いる イメ ージを

zoom での オン ライン 授業 では 、対 面授 業時と

体感す るこ とも でき た。ま た、音の 間違 いの指

同様の 内容 で実 施す ること は不 可能 であ る。ま

摘や指づかいのヴァリエーションなども一人

た、中 には 楽器 を所有 して いな い学 生も いたの

一人の 対応 がで きた 。

で、そ のよ うな 学生に も対 応で きる よう なオン
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ライン での 「弾 き歌 い」の 授業 を考 え、 T 大学

は♪＝80〜90） で止 まらず に演 奏す るこ と 。

短期大 学部 3 年 生 14 名に対 し実 施した 。

③

歌詞は１番〜３番（２番）まで歌うこと。

④

左 手（和 音）＋ 歌、右 手＋ 歌

「弾き 歌い」の課 題曲 とし て「ど んぐ りころ

がし っかり

ころ 」、
「 とん ぼの めがね 」、
「雪 」
（い ずれ もハ長

できて いる か確 認す る。１ 箇所 でも つま ずいた

調で演 奏す る）を取 りあ げ た。その 理由 として

ら たら 再 テ スト を行 う。

これら の曲 の特 徴は 、以下 ２点 挙げ られ る。

⑤

＊左手 がド ミソ 、シ レソ、ドフ ァラ の主 要３和

リズム に合 わせ て弾 くこと 。

音だけ で構 成さ れる 。

右 手＋ 歌の 際 、メ ロデ ィは 歌詞 のこ とばの

②の テン ポに つい ては、学生 全員 にメ トロノ

＊右手は手のポジションが、ドレミファソと、

ームのアプリをスマートフォンに入れるよう

ミソラ ドの ２パ ター ンであ る。

に指示 し、指定 された 速さ のメ トロ ノー ムのビ

わかりやすく色分けして、左手の和音は、赤、

ートを 聴き なが ら練 習する よう に指 導し た。加

青、緑で囲み、右手は、ドレミファソを水色、

えて、止ま らな いで最 後ま で弾 ける よう になっ

ミソラドはオレンジ色で旋律を線でなぞった。

た時、初め て習 得でき たと 実感 でき るの だと説
明した 。確 認テ ストで 再テ スト にな った 学生は 、

手の 型の パタ ーン が左手 は３ 種類 、右 手は２
種類だ けな ので 、オン ライ ン上 での 説明 だけで

合格す るま でテ スト を行い 、そ の結 果 、全員合

も学生 が理 解し 、習 得しや すい と考 えた 。また

格とな った 。

ピアノを所有していない紙鍵盤で参加してい

(4)授業 後の 学 生の 感 想か ら の考 察
授業後の学生からの自由記述による感想を

る学生の手の動きを教員が画面上で見て確認
もでき る。

集めた 結果 、こ の「 弾き 歌い 」授業 で 、
「 以前よ

授業 での 演習 では、歌う こと が優 先で あるか

り弾け るよ うに なっ た、早 く仕 上が るよ うにな

ら、歌 にピ アノ を付け てい くと いう 手順 にした 。

った、自信 につ なが った」と多 くの 学生 が回答

具体的 には 、歌 いな がら同 じ種 類の 手の 型（ポ

した。授業 を始 める 際には 、学 生た ちに 今まで

ジショ ン）のと ころだ けを 抜き 出し て弾 く方法

のピアノ演奏の経験について尋ねることはし

を示し 全員 で繰 り返 し演奏 した 。

なかっ たが その 中で、初級 者で ある と教 員が判

また 、対 面授 業のよ うな アン サン ブル はでき

断 し た 学 生 は 、「 ピ ア ノ へ 向 き 合 う 気 持 ち が 変

ないが 、学 生が 音声を off にし た状 態で 教員が

わった 。達 成感 、楽し さな ど味 わう こと ができ

弾くピ アノ との 重奏 により 、学 生側 には 教員と

た」と回 答し た。ま た、ピ アノ 上級 者で 行事で

アンサンブルをしているようなイメージがで

必 ず 演 奏 者 代 表 に な る 学 生 も 、「 今 ま で は 歌 う

き ると 考え た。さら に教 員は、zoom のブ レイク

ことに 苦手 意識 があ り、ピ アノ の音 でご まかし

ア ウト ルー ムの 機能 を使用 して 、学 生一 人一人

ていた が、簡易 化され た左 手と 一緒 に歌 うこと

に 片手 によ る「 弾き 歌い」確認 テス トを 実施す

で、自 分の 声に 集中す るこ とが でき 勉強 になっ

る こと がで きた 。

た」と回 答し た。片手 弾き 歌い に関 して は、
「歌

(3)片手 弾き 歌 いの 確 認テ ス ト

に集中 でき た。自然に 弾き なが ら歌 える ように

確認テストの学生への告知については以下

なった 」な どと 、歌う こと に関 して の数 名の記

の よう に学 生に 提示 した。

述があ った 。以 上の ことか ら、小さ な達 成感の

①

積み重ねが学生達の自信に繋がるのではない

課 題曲 は「 どん ぐり ころこ ろ 」
「 とん ぼのめ

が ね 」「 雪」の 3 曲 であ る。

かと考 えた 。ま た、オン ライ ンで の「 弾き 歌い」

②

の授業 は有 効で あっ たと考 える 。

テンポは

♩＝ 80〜 90（ ど ん ぐ り こ ろ こ ろ
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