JMSME

音楽教育メディア研究 第７巻 令和３年３月

音楽表現系演習科目における遠隔授業のあり方を考える

音楽表現系演習科目における遠隔授業のあり方を考える
Considering the ideal way of distance learning in music expression
practice classes
橘 和代 (有明教育芸術短期大学)
Kazuyo TACHIBANA (ARIAKE College of Education and the arts)
松田扶美子（有明教育芸術短期大学）
Fumiko MATSUDA (ARIAKE College of Education and the arts)
(要旨)
2020 年のコロナ禍に伴い、音楽表現系演習科目の遠隔授業の在り方を根底から見直す必要
性が出てきた。特に、声を出しアイスブレーキングをふんだんに取り入れながら、アタッチ
メントや情緒教育を学生自らが直接体感することをねらった「演習：音楽系表現授業（保育
教材研究・うたと手遊び）
」において、対面授業の中止は大きな痛手であった。そこで前年度
までのシラバスを土台に、遠隔授業の様々な手法を取り入れ、手探りながら授業の組み換え
を行った。この実践から、新しい発想の授業形態が生まれ、学生の学びに貢献しうる点がい
くつかあると考え、学生全員の自由記述をもとに検証を行った。結果、①反転授業の効果、
②zoom の活用、③対面授業とオンラインの融合にヒントがあることが明らかとなった。ま
た、今後の対面授業の見直しへの貢献につながった。
(キーワード)
音楽表現・遠隔授業・対面授業・反転授業

1.本研 究の背 景、経 緯

まで以上に 出来ない 状況でも あった。 しかし、

（ 1）本 学にお ける 音楽表 現系演 習の 取組

遠隔授業を それぞれ の科目で 進めてい くうちに、

本学では音 楽表現系 演習科目 に力を入 れてお

他の教師の オンライ ン授業を 可視化、 概観でき

り、
「音楽Ⅰ（理論と基 礎実技）」
「保育 教材研究

る環境にな ったこと が功を奏 してオン ライン授

（うたと手 遊び）」「 音楽Ⅱ（ うたと楽 器）」「ピ

業内容を共 有できた ことによ り、内容 の重複や

アノⅠ」
「ピアノⅡ 」
「総合表現」そ の他にも「子

補うべきと ころが明 確化する という思 いもよら

どもと表現 」などの 授業があ る。演習 が中心で

ない効果も 浮上した 。オンラ インの会 議では、

あり、今ま では学年 末に行わ れる授業 発表が目

ピアノの授 業で取り 扱う教材 の見直し を開学以

標となり、 授業内で 様々な取 り組みが なされて

来初めて行 った。効 果的・効 率的に、 どうした

きた。しか し、いず れの科目 とも教師 間の連携

らより質の 高い授業 ができる かを議論 しあった。

が薄く、そ れぞれの 科目が独 自の特徴 をもって

新しい発想 の音楽、 ピアノの 教育につ いて、さ

行われつつ も紋切り 型であっ たことは 否めない。

らには教育 ・保育現 場で求め られる音 楽教育の

そこに加 えてコロ ナの影響 でオンラ イン中心

在り方につ いて議論 し、それ ぞれの科 目の到達

の授業とな り、これ までの演 習形式の 対面授業

目標を理解した 。

はほとんど できない 状況であ った。ま た、入学

筆者らが担 当する保 育教材研 究（うた と手遊

年度生にと っては、 オリエン テーショ ンや履修

び）も演習中心で あり、90 分の授業の 中で講義

登録の説明 などは全 てオンラ インで行 われたた

に割く時間は 15 分から 20 分ほどであ った。し

め、学生の 交流も出 来ない状 況での授 業開始で

かしコロナ 禍におい て声を出 す、触れ 合うこと

あった。教 師側のデ メリット としては 、音楽表

ができない 状況とな り、必然 的に講義 を占める

現系担当者 間での報 告・連絡 ・相談な どがこれ

時間が多くなっ た。
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で、ほとん どの学生 が所有す る携帯電 話の機能

(2)コ ロナに よる全 国大学 およ び学生 の状況

新型 コロ ナウ イルス の感 染拡 大に 伴い 、全国

を有効活用 する方法 を大学全 体で模索 した。前

の大学、大学院 を令和 2 年 10 月末ま でに退学、

期は、YouTube 動画の URL をアップし 、事前の

休学した学生が 5,238 人い ることが、 文部科学

講義資料の 配布やパ ワーポイ ントによ る録音、

省の全国調査で あきらかと なった。

zoom などの活用でオ ンライン授 業を行った 。そ

調査(文科省 ,2020)は 、全国の 大学院、 大学、

れぞれの授 業担当者 が模索し ながら少 しでも質

短期大学、高等 専門学校を 対象に令和 2 年 10 月

の高い授業を目 ざした。

末現在で退 学、休学 した学生 数を聞き 取った。

中でも、演 習科目、 特に音楽 や表現系 の授業

それによると、 退学した学 生は 2 万 5,008 人、

においては 、直接的 なやりと りで習得 する内容

休学した学生は 6 万 3,463 人。この数 自体は前

が主である ため、上 記の手法 で相互に 満足のい

年同期の退学 3 万 1,841 人、休学 7 万 325 人を

く授業の展開に は限界があ った。そこ で、
「反転

下回ってい た。しか し、朝日 新聞社と 河合塾が

授業」の発 想を部分 的に取り 入れるこ とで、学

実施した合 同調査で は、全国 の大学が 年度末に

生らが次の 授業に期 待を持っ たり、他 の学生の

退学や休学 が増える と予想し ているこ とが明ら

意見を共有 出来たり すること をねらっ て授業を

かになっている 。

構築した。

(3)本 学にお ける遠 隔授業 の方 法につ いて

(4)反 転授業 の効果 につい て

本学（関 東地区） において は、前期 はほとん

重田(2014)は 、反転 授業の効 果につい て３つ

どオンライ ンで実施 、後期前 半は対面 授業を取

の利点を挙 げている 。学生に 授業に先 立ちビデ

り入れ、後 期後半は 一部オン ラインに 切り替え

オ教材の視 聴を課す ことは、 ①授業時 間外の学

実施した。 本学は、 3 年制の 短期大学 であるた

習を促し大 学単位の 認定に求 められる 授業外の

め、縦割り グループ による少 人数制の クラス形

学習時間を 確保する 効果があ ると述べ ている。

式を導入し ている。 さらに、 クラスコ ーディネ

第 2 の利点は， ②学んだ知 識を使う機 会を増や

ーターと呼 ばれる教 員による 学習ナビ ゲーショ

す効果、す なわち， これまで は主に知 識のイン

ンを行って いるため 、本学が 独自に取 り入れて

プットの場 であった 授業時間 をアウト プットの

いたユニバ ーサルパ スポート を利用し て各種情

活動に多く 割くこと ができる ようにな ると説明

報の共有を 図ること で初年次 の学生の 退学防止

している。 そして③ 学習の進 度を早め る効果も

に 貢 献 で き た と 推 察 す る (１ 年 生 の 退 学 者 は 0

あると述べてい る。

人）。

２ ．本 研究対 象の授 業内 容につ いて

このように 学生らが 安全な環 境で授業 を受け
ることが出 来るよう になるま での一時 的な対策

(1)授 業の概 要

法として導 入した遠 隔授業は 、初年次 生にとっ

授 業名： 保育教材研究「うた と手遊び」

ては皆無な ことばか りであっ た。大学 教務課が

授 業形態 ： 演習科目

郵送した「 遠隔授業 に関する 資料」を 熟読して

授 業の時 期： 令和２年４月～８月

オンライン 授業を受 講する体 制を各家 庭で準備

授 業のね らい： 子どもとの関わりを豊 かにする

する必要性 があった 。しかし 、パソコ ンの購入

ための手遊 びやわら べうたな どの演習 を通して

ができない 学生や単 身で上京 している 学生にと

現場実習におけ る技能を高 める。

ってかなり 負担にな ることが 予想され た。そこ
44
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い学生も、 課題レポ ートにお いては知 識の習得

到 達目標 と学 習成果 ：

①保育の内 容に即し た手遊び やわらべ うたの

と主体的な 学びの確 認ができ る質の高 い内容が

技能を身に付け ることが出 来る。

目立った。

②美しい声 の出し方 、発声の 基礎を学 び、手
遊び、わらべう たに反映さ せること ができる。

３ ．研究 の目 的およ び実施 方法

授 業の担 当者 及び内 容：

(1)研 究の目 的

橘：保育の 現場にお ける手遊 び・わら べうたの

この遠隔授 業の取り 組みから 、これま での対

実践について

面授業では 全く意識 していな かった盲 点なども

松田：発声 ・呼吸法 ・美しい 声の出し 方（清潔

発見し、遠 隔であろ うが対面 であろう が学生の

な声）・声楽の 専門的スキ ル

学習効果を 一番に考 えて授業 を組み立 てていく

(2)授 業の特 徴

必要性を感 じた。音 楽表現系 の遠隔授 業の構築

わらべうた などの指 導におい ては、声 楽的な

は初めてで あり、発 信者と受 信者相互 の手探り

レッスンの みではな く、将来 乳幼児と 向き合う

の中で進め ていくし かなかっ た。しか し顔も見

ことになる 学生らに 自ら表現 すること の楽しさ

えない初年 次学生と のメール のやりと りの際に、

を感じても らうこと を念頭に 置いてい る。学生

こちらの発 信を「待 っている 」という ことが十

ひとり一人 の五感が 刺激され るような 体験を繰

分に伝わっ てきた。 特に前期 は、先に 述べたク

り返し行っ ている。 ４月に入 学したば かりの学

ラスコーデ ィネータ ーが出す 定期的な 確認メー

生らの緊張 をほぐす ところか ら始まり 、保育現

ルへの学生 の返信内 容（もっ と知りた い・学び

場における わらべう たや手遊 びなどの 習得と実

たいなどの 意見や要 望など） から「学 びを欲す

践、グルー プワーク による活 動、振り 返りとい

る姿勢」が伺え た。

った流れですす めている。

そこで、音 楽表現系 演習科目 の学習効 果を高
めるうえで、①「教育 の質」と②「学生 の意欲」

(2)2020 年度 の遠隔 授業に つい て

令和２年度にお いては、急 な変更であ ったが、

③「知識の定着 」に着目し たいと考 えた。

様々な遠隔 の手法を 取り入れ ることで ライブに

よって、本 研究の目 的は「音 楽表現系 の遠隔

近い感覚で の演習形 式を目指 した。YouTube 動

授業」が、 学生らの 学びにど のような 影響を及

画によるオンデ マンド 、zoom を活用し た同時双

ぼしたかに ついて、 実践に基 づいた結 果から上

方型、ユニ バーサル パスポー トを活用 した課題

記３つの着眼点 を軸に整理 すること であった。

提示であっ た。ズー ムと対面 授業のハ イブリッ

(2)研 究の方 法

ド形式では 、わらべ うた・ふ れあいあ そびを重

＜対象者および 調査時期＞

視した。ま た、前半 に動画視 聴などで 課題提示

対 象科目 ： 保育教材研究「うたと手遊 び」

をしながらすす めていたた め、後半の zoom 授業

対 象者： 保育教材研究「うたと手遊 び」2020 年

や対面授業 において 反転授業 のような 形態に近

度受講者

づいた。自 宅では、 YouTube 動 画で学 び授業に

調 査時期 ： 2020 年 4 月～2020 年 8 月

先立って知 識の習得 を済ませ 、対面で は講義に

調 査方 法： 上記科目の振り返りシート 自由記述

加えて学ん だ知識の 確認や質 疑応答、 ディスカ

を全て回収し整 理、分析し た。

ッションな ども行っ た。学ん だ手遊び ・わらべ

分 析方法：自由記述の分析(出村,2007)において

うたを実際 に「使う ことで学 ぶ」場面 も見られ

は、１つの 内容を１ 記述とし 、カード 化、グル

た。初年次 学生なの で教室内 では意見 が言えな

ープ化し、読 み取り（ 解釈）と 総合化（出 村,2007）
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の作業を行った 。その意味 内容から 、

得た。

①「教育の質」 に関する内 容
②「学生の意欲 」に関する 内容

４ ．結果

③「知識の定着 」に関する 内容

３つの分類 による学 生の自由 記述の結 果は表

の３つの内 容に分類 し、カテ ゴリー、 サブテゴ

1.2.3 のとおりであ る。

リ―を抽出 した。読 み取り（ 解釈）お よび分類

主な記述内容に 、授業形態（動画：D, zoom：Z,

に際しては 共著者と で協議し 、信頼性 ・妥当性

パワポ：P,対面 ：T）を記 載した。

を確保した。

以下文中に おいて、 カテゴリ ーは【

倫 理的配 慮： 授業開始時に、学生らに 授業のア

カテゴリ― は＜

ンケートや 自由記述 ・写真・ 映像など を論文で

体で示す。

使用するこ とをあら かじめ伝 え、確認 と承認を

表 1

46
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表 2

表 3

授業方法＞にお いて「 理解した」
「 わか りやすい」

(1)「 教育の 質」に 関する 内容

「教育の質」に 関係する 内容として【 理解度】

「効果的で ある」と 記述評価 したこと などから

【学びの共有】
【 専門性】の ３つのカテ ゴリーと

命名した。

９つのサブカテ ゴリ―が抽 出された 。

2)【学びの共有】
：動画視聴から zoom・対面への

1)【理解度】
：学 生が＜授業 内容＞およ びその＜

反転授業で「共有で きた」
「共感し た」ことに加
47

JMSME

音楽教育メディア研究 第７巻 令和３年３月

音楽表現系演習科目における遠隔授業のあり方を考える

え＜★自宅 学習＞で の「家族 と一緒に 聴講」な

「知識の定 着」に関 する内容 として【 くりか

どから命名した 。

えしによる定着 】
【反転授業に よる定着】
【認知・

3)【専門性】
：授業 内容におけ る「専 門性」の「体

記憶による 定着】の ３つのカ テゴリー が抽出さ

得」「理解」「発声法 の重要性 」記述に よる＜領

れた。
「繰り返し の発声練 習」
「繰り返 し視聴 で

域：表現の理解 ＞、
「子ども のコミュニ ケーショ

きる」
「 わらべう たは耳に残 りやすいメ ロディ―」

ン能力」記述に よる＜子ど も理解＞、
「 現場の先

などから【繰り 返しによる 定着】
「先に 動画で知

生方の思い」「保育士 の立場」「子ども 目線」記

識を貰って いたので zoom でも 対面で も予測し

述による＜職業 理解＞、
「 子 どもの様子 をイメー

ながら動けた。
「 動画による 一方向での 知識の獲

ジ」による ＜想像力＞ などの記述 から【 専門性】

得が、対面 でその遊 びを活用 ・アレン ジした」

への意識の表れ と解釈し命 名した。

などの記述から【反転 授業による 定着】とした。
「パワポの画面 が見やすく 、記憶に残 りやすい」

(2)「 学生の 意欲」 に関す る内 容

「気になっ た言葉や 専門用語 をもう一 度確認で

「学生の意 欲」に関 する内容 として【 モチベー

きる」などから 【認知・記 憶】と命 名した。

ション】【主体 性】【気づき 】の 3 つの カテゴリ
ーと７つのサブ カテゴリ― が抽出さ れた。

５ ．考察

1)【モチベーシ ョン】

第１回目は YouTube 動画で テーブル童 話を筆

「声のストレッ チで自信」
「 自分自身が 楽しむこ

者らで演じ て見せた 。２回目 以降は、 パワポを

とでモチベ ーション アップ」 記述で＜ 自信＞、

使った講義 といくつ かの手遊 びやわら べうたの

「楽しみた い」「上達 したい」「うたと 手遊びへ

紹介をし、 毎回課題 を提示し た。対面 授業のよ

の関心がさらに 強くなった 」記述で＜ 関心/動機

うな楽しい 雰囲気で の実践的 なやりと りはなか

づけ＞、「毎 回のなぞ なぞへの 期待」「 早くみん

ったが、入 学しても 大学で学 ぶことが 出来ない

なと対面授 業で実践 したい」 による＜ 期待＞な

学生にとっ て、うた や手遊び を自宅で 一人また

どの記述から【 モチベーシ ョン】と 命名した。

は家族でやってみる★ことで得られる効果もあ

2)【主体性】

ったようである【学 びの共有】。ま た、動画の繰

「自分なりに調 べてみた」
「 顔のストレ ッチは毎

り返し視聴で何 回も学び、真似ること が出来て、

日やりたい」
「 実習な どで是非や ってみたい 」
「～

結果として 「知識の 定着」に 貢献して いたと推

な保育士に なりたい 」などの 記述から ＜主体的

察される【理解 度】。

な学び＞＜ 実行力・ 決意＞の サブカテ ゴリ―を

Zoom による双方向授 業ではチャ ット、グルー

総じて【主体性 】と命名し た。

プセッショ ンなどの 機能があ るためと ても便利

3)【気づき】

であった。 顔が見え るという 点では、 初めて教

「教育者と しての本 質的な学 びだと気 づかされ

員と学生ら がひとつ になるこ とが出来 、心理的

た」
「 わらべうた は心の豊か さの原点と 気づかさ

なプラス面もあ った。初回は zoom にう まく入れ

れた」といった ＜講義によ る気づき＞ 、
「声の振

ない学生も 居たが、 慣れてく るうちに チャット

動が節々にいき わたること を感じる」
「 動画でも

での質問や 、反転授 業として の効果も あったよ

臨場感があ る」とい った＜演 習による 気づき＞

うである。 特に学生 ポータル サイトを 利用して

などの記述から 【気づき】 と命名し た。

の「部分 指導案作成 」にお いては 、zoom および
動画での学 びをもと にすすめ ることが 出来た。
一つの手法 ではなく 教える側 の意図や ねらいに

(3)【 知識の 定着】 に関す る内 容
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よって手法を代 え、組 み合わせて いくこと で「学

して繰り返 し声を出 すことで 、一人一 人の個人

びの効果」 につなが ったと考 える。対 面授業で

の歌唱スキ ルアップ へとつな がってい たことが

は取り入れ られなか った「部 分指導案 作成」ま

明らかとな った。よ って、声 楽的観点 ではこれ

で実施でき たことは 、遠隔授 業であっ ても「教

までの対面 授業での 効果に近 づけるこ とは難し

育の質を下 げること はなかっ たといえ るのでは

かった。

ないだろうか【 認知・記憶 】。

Zoom の 授 業 で は 声 を 同 時 に 出 す こ と が で き

感染防止の ため、対 面授業で はうたを 歌えない

ないため、 範唱した 後にフレ ーズごと にきって

といった難 点もあっ たが、声 楽講師に よる「リ

歌う。もしくは 範唱したあ とに 1 曲歌 う時間を

ズムうちを 取り入れ る工夫」 や「エア ーで表現

作るという工夫 も行った。手遊びなどは zoom で

などの工夫 」により 、効果的 な表現方 法も取り

は少しずれ ても気に ならない というこ とが分か

入れることが出 来た。

った。ピア ノ伴奏に 合わせて 歌うこと はズレが

特に今回は 子守歌に 関する講 義と実践 を取り

気になるが 、うたと 手遊びの 授業では 、声のみ

入れたこと が学生に とってと ても新鮮 で懐かし

での授業で あるため 、音程や リズムを 自由に変

い体験にな ったよう である。 コロナ禍 において

えられると いう利点 がある。 歌ってい るときの

子守歌を歌 うことが どれだけ 情緒の安 定と結び

表情も画面越し だとはっき りとわか る。Zoom な

つくのか。 学生が身 をもって 感じたこ とが自由

らではの効 果である と感じた 。更に、 ミュート

記述からう かがえた 。うたの 導入部分 である体

機能をうまく利 用して 2 グ ループ半分 ずつミュ

のストレッ チ、呼吸 法などは コロナ禍 において

ートを外し て歌うこ とでハウ リングの 防止にも

授業の中で 継続的に 取り入れ ることで 、学生ら

なった。

の精神の安 定につな がること もわかっ た。また

YouTube 動画 に組み込 んだパ ワーポイ ントの

対面ではな く自宅で 声を出す 、発声練 習をおこ

講義では、 携帯を使 用して授 業を受け ている学

なうという ことは情 動の発散 へと結び つく大切

生が多いた め、画面 に向かっ て声を出 す、また

な要素であ ることが 自由記述 より明ら かとなっ

教員側も受 けている 立場にな ってどう したら対

た【自信】【気 づき】【繰り 返しによ る定着】。

面授業に近 くなるか 、どのよ うにライ ブ感を感

音楽表現系 演習科目 の保育教 材研究（ うたと

じてもらう かという ことを大 事にしな がら改良

手遊び）の 授業にお いて、今 までは体 を動かし

を重ねてい った。映 像として 残るとい うことも

たり、声を 出したり すること を流れの 中で多く

あり、何回 も重ねて いくうち に相手は こちらの

取り入れて いたが、 遠隔の授 業におい てはパワ

ほうが聞き やすいの ではない だろうか と簡潔に

ーポイントを使 い、1 つ 1 つの意味を 十分に説

したり、必 要なこと を伝えた りするた めの工夫

明できたこ とで理解 度が深ま ったよう に感じる

も生まれ、 総合的か つ客観的 な視点で 授業構成

【理解度】。

を行った。 これらは 複数担当 で行うメ リットと

その反面、 遠隔の授 業では大 人数の中 で声を

も考えられる。

出すという 機会がな く、自分 一人だけ で声を出
しているた め、再開 した対面 授業の際 は一人で

これらの結果（ 考察）から 、さらに 以下 3 点に

歌おうとし ても急に は声量ア ップでき ず、不十

ついて推察した 。

分な声であ ることも 判明した 。コロナ 前の対面

①動画配信 型の繰り 返し視聴 で理解度 が上がる。

授業では、 大きな筋 肉を動か しながら 他と協調

（図.1 参照）
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図.１ 2020 年度

音楽表現系演習科目における遠隔授業のあり方を考える

保 育教材研究 「うたと手 遊び 」授業内容（動 画再生数） 最終確認日 R.3.02.16

学生の感想 などから 繰り返し の視聴が あきら

ては声を同 時に出せ ないとい うデメリ ットもあ

かとなった 。初回授 業再生数 は、729 とかなり

った。しか し、回を 追うごと の工夫や アイデア

高い。75 名の学生一人 当たり９ ～10 回近く視聴

で、対面授 業とは異 なった効 果なども 確認でき

したことに なる（本 学のみで 配信：一 般公開な

た。よって zoom の活 用効果は あった と推察す

し）。本格的なデ ィベートは できなかっ たものの、

る。

必ず問題提 起をして いくこと で、レポ ートの内

③対面授業 とオンラ インの融 合で教育 の質が高

容は深まっ ていった と推察す る。また 、指導案

まる。

作成におい ても繰り 返し視聴 により、 書きかた

「反転授 業」とい う視点で は、対面 授業とオ

のポイント を何度も 見て覚え たという 記述が多

ンラインの 融合で教 育の質が 高まった と考えら

かった。【知識 の定着】。

れる。自宅では、YouTube 動画で学 び、授業に先

②zoom などの Web 会議シス テムの活用 の効果は

立って知識 の習得を 済ませ、 対面では 講義に加

高い。

えて学んだ 知識の確 認や質疑 応答、デ ィスカッ

ライブ感 覚で他者 との交流 が図れる ことで一

ションなど を行い、 学んだ手 遊び・わ らべうた

方向の動画 配信とは 違った効 果が学生 記述から

を実際に「 使うこと で学ぶ」 場面も見 られたこ

も明らかと なってい る。歌う というこ とに関し

とから効果はあ ったと推測 する。
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もあっただろう 。しかし、この授業を 通して「音

６ ．総括 およ び今後 の課題

本研究の目的は「音楽 表現系の遠 隔授業 」が、

を楽しむ心 」や「音 楽のもつ 力」に触 れ、スト

学生らの学 びにどの ような影 響を及ぼ したかに

レッチによ る心と体 ほぐしで 情動の発 散を行っ

ついて、実 践に基づ いた結果 から３つ の着眼点

たり、うた や手遊び を家族と 行ったり できたこ

を軸に整理 すること であった 。加えて 大学にお

とは、この 授業の本 質的な部 分が可視 化され、

ける遠隔授 業の在り 方を模索 すること でもあっ

音楽表現系 演習科目 の新しい エビデン スになり

た。

うるのではない だろうか。

学習効果を可視 化するうえ で、
「教育 の質」と

本研究では 、実践結 果と学生 の自由記 述のカ

「学生の意 欲」、「知 識の定着 」がキー ワードで

テゴリー化 をもとに 推察、検 討したが 、今後は

あると考え 、実践に 基づいた 結果をも とに、学

自由記述の 精査と統 計的な検 討も必要 である。

生の自由記 述および 実施者間 により検 討・考察

また、年度 によって 学生の人 数や特徴 も異なる

を行った 。結果 、①反転授 業の効果 、②zoom の

ので、対面 授業であ っても遠 隔授業で あっても

活用、③対 面授業と オンライ ンの融合 が効果的

「教育の質 」を追求 していく 姿勢であ りたいと

であること が推察さ れた。ま た、今後 の対面授

思う。

業の見直しへの 貢献につな がったと 考える。
今回の取り 組みを通 して、我 々は保育 者養成

利 益相反

校における 「音楽・ 表現教育 」のあり 方を改め

本研究による利 益相反は存 在しない

て考えるき っかけに なったと 実感して いる。保
育の現場で 必要なこ とは何か 、またな ぜ音楽を

著 者資格

学ぶ必要が あるのか 、など学 生の主体 性を育む

KT は、研究の着 想から原稿 作成の全プ ロセスに

ためにも一 方通行の 授業では なく、教 える側と

貢献した。FT は、声楽的観 点における 考察およ

学ぶ側との やり取り の中で相 互の学び が深まる

び論文全体 の完成度 について 貢献し、 最終原稿

ように工夫 した。現 場での理 論に加え 、子ども

を読み、了承し た。

の発達や異 年齢の子 どもを想 定し、知 識および
技術の習得 のみに捉 われず、「 今ここを 生きる」
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