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創刊にあたって 

 

リトミックは、エミール・ジャック＝ダルクローズ（1865-1950）によって創案された創造的

な音楽教育法です。昨今では、幼児教育をはじめ、多くの場面でこのリトミックの考え方や方

法が応用され、（リトミックは）広く知られるようになりました。これは、この教育に携わって

こられた多くの先人、識者の皆様のご尽力の賜物といえます。 

さて、私ども特定非営利活動法人リトミック研究センターは、1988 年、当時のリトミック教

育界の第一人者であった板野平先生（国立音楽大学教授、1928-2009）と岩崎光弘先生（国立音

楽大学卒業、本研究センター初代会長）によって設立されました。その設立当初から、ダルク

ローズ,E.J.の考え方を基礎に置き、一人でも多くの子どもたちにこの素晴らしい教育を体験し

てもらいたい、という願いで多くの実践者・指導者を養成してきました。本研究センターで学

んだ修了生は、40,000 名を超え、その多くが、日々、全国の子どもたちと一緒にリトミックの

素晴らしさ・奥深さを体験されています。 

この素晴らしい教育のうねりを拡げていくためには、私どもリトミックに携わる者が継続的

に研鑽と探求を重ねていく姿勢が重要です。 

このたび、ここにオンラインジャーナルを創刊するのは、リトミック実践者がみずからの実

践を広く公開し、その実践を振り返り、相互により良いリトミック実践のあり方について模索

していく空間として設けられました。リトミックの実践には、多くの人々の英知を重ねあわせ、

多角的な探求が求められます。多くの皆様の知恵を結集して、明日のリトミック教育のあるべ

き姿を一緒に探求していきましょう。 

 このリトミック・オンライン・ジャーナル『音楽と動き』が、広くリトミックの普及発展に

貢献し、一人ひとりの幸福に寄与することができますよう皆様方のご理解とご協力を切にお願

い申し上げます。 

 

 2021 年 11 月 

 編集代表  

リトミック研究センター会長 神原雅之 

（京都女子大学教授、元国立音楽大学副学長） 
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【論文】 

リトミック教育に含まれるもう一つの可能性 

神 原 雅 之 

 

 

A Study on Another Possibility Included in Eurhythmics Education 

 

Masayuki KAMBARA 

 

This paper has examined another possibility contained in eurhythmics. I have tried to reconsider 

the view of education that follows the acquisition of understanding and skills in the old education. 

The purpose of eurhythmics is to develop the learner's ability to say, "I don't know, I feel. 

Collaborative experience, empathy, imagination, and creativity through music and movement seem 

to be the keys to this. In eurhythmics, a variety of activities are performed, such as looking, predicting, 

calculating, arranging, and planning. A rhythmic performance with others is an ensemble in itself. 

Through collaborative activities, ensembles create bonds between people, enhance empathy, and 

bring the joy of musical participation. The ability to maintain better relationships should not be 

overlooked. In fact, the acquisition of this ability is connected to each individual's moment of 

happiness. In other words, it is important that eurhythmics is a space to live oneself, making full use 

of one's current abilities. 

 Key Word: リトミック、非認知能力、新教育観、共感性、人間関係 

 

はじめに 

リトミックは、エミール・ジャック＝ダルクローズ（1865-1950、スイス）によって創案され

た創造的な教育法である。従来の教育観による音楽教育の方法を見直し、音楽と動き（body 

movement）の融合による新たな教授方法の開発を行った。創案当初、彼は音楽学生の音楽性の

開発を目的として身体運動を導入した。学生の音楽聴取能力を高め、豊かな音楽表現力を獲得

するために、どのような能力を育成することが必要か試行錯誤した。彼は、音楽性の獲得のた

めの 22 のサブジェクトを示し、実践内容の枠組みを示している1。ジャック＝ダルクローズは

生涯にわたってリトミックについて思索を重ねた。折々の思索は、彼の著作に残されている。

板野（2008）は、ジャック＝ダルクローズが生涯に亘って著した論文を丹念に分析し、リトミ

ックは彼が当初目論んだ音楽性の育成から、次第に人間性の育成に資するという確信をもつよ

うに至った、と指摘している2。つまり、リトミック実践を重ねていく中で、ジャック＝ダルク

 

1 エミール･ジャック＝ダルクローズ（2003）リズムと音楽と教育、全音楽譜出版社、pp.73-98. 

2 板野和彦（2008）ジャック=ダルクローズの音楽教育観の変遷に関する研究、博士論文（明星大

（京都女子大学発達教育学部教授、リトミック研究センター会長） 



リトミック・オンライン・ジャーナル Vol.1（2021）     ISSN 2436-73466 

3 

ローズはリトミック教育の新たな可能性を抱くようになったのである。 

本稿では、昨今の様々な教育的知見を概観しながら、明日のリトミック教育が目指す方向性

について検討してみたい。 

 

１．教育観の変化：旧教育から新教育へ 

 ジャック＝ダルクローズがリトミックを創案・発表したのは丁度 1900 年初頭であった。当

時は、未だ「子ども」という概念が無かった。子どもは小さな大人と見做され、小さな大人に

は労働も課されていた。日本でも子どもには家族の一員として役割が与えられていた（多くの

場合、子守を担っていた）。この当時、学習は、指示命令による記憶や訓練を中心に行われる

のが通例であった。まさに大人中心による教育が行われていた。音楽学習、つまり読譜や演奏

技術の獲得は、教師によって強制的に進められたのである3。 

 この指示・命令・強制・記憶中心の教育観に対して異論を述べたのが、ジャン＝ジャック・

ルソー（1712₋1778）、ペスタロッチ（1746₋1827）、フレーベル（1782-1852）らであった。

彼らは、従来の書物を重んじる主知主義4による教育に対して、子どもの自主的、主体的な活

動を尊重すること、子どもの個性、発達段階、環境などを適切に考慮した体験を中心とした教

育、想像性や創造性を育むことの重要性を説いたのである。従来の教育観は「旧教育観」、ペ

スタロッチらの新たな考え方は「新教育観」と呼ばれる。 

この新しい教育観は日本にも伝播した。1920～1930 年頃に「大正デモクラシー」「大正自

由教育運動」が興ったのはその影響によるものであった。その代表の一つは、鈴木三重吉主宰

による児童雑誌『赤い鳥』の発行であった。この時期、唱歌に代わる新たな子ども向けの歌で

ある「童謡」が多く発表された。 

旧教育から新教育への変化は、教育のあり方を大きく変えていった。つまり、知性主義から

感性・感覚を重視した創造的教育へ、強制・詰め込み（訓練型）から自主的・主体的・能動的

な教育（体験型）へ、記憶中心から経験中心へ、大人中心から児童中心へ、と教育の主軸が大

きく動いていった。 

 ジャック＝ダルクローズは、ペスタロッチ主義（児童中心主義）の教育をうけてきた母に育

てられた。彼の幼少期の数々のエピソードがそれを物語っている5。ジャック＝ダルクローズ

自身が当時（1870 年頃）の教育について次のように述べている。 

「大多数の先生はその理由を説明することもなく我々にさまざまな宿題を課した。しかも先

生たちは―数少ない例外を除けば―いささかも我々を理解し、我々の興味をひき、我々の力に

 

学） 

3 このあたりの様子は、ルソー著『エミール（上巻）』（岩波文庫、1962）に紹介されている。 

4 主知主義は、知性・理性の働きを（意志や感情よりも）重視する考え方。 

5 フランク・マルタンほか（1977）『エミール・ジャック＝ダルクローズ』（板野平訳）、全音楽譜

出版社 
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なろうとはしなかった。我々に知識をつめこむことしか彼らの関心はなかったのである。」6 

ジャック＝ダルクローズがリトミックを発想した背景には、新教育運動という潮流の変化に

加えて、自身が受けてきた教育への不満があったと考えられるのである。 

 

２．「音楽を学ぶ」と「音楽で学ぶ」 

さて、私たちは、なぜ音楽を学ぶのだろうか。リトミック教師は、なぜリトミックを教える

のだろうか。「音楽を」「リトミックを」というとき、音楽を構成している基礎的事項や構造に

ついて理解する、という点に焦点が当てられるだろう。 

例えば、「ビートとは」「拍子とは」「フレーズとは」等々、音楽を特徴づけている諸概念を獲

得することが学習のゴールとなる。しかし、概念は見えにくい。そこで、（大人は）歌うこと、

弾くこと、動くこと、楽譜を読むこと等、学習成果の見え易さを指標として学習を展開するの

である。これは確かに子どものスキルを高めるだろう。 

同時に考えてみたいことは、子どもたちは学ぶことが楽しいと感じられているのかというこ

とである。ここで指導の工夫が求められる。学習の目標をどこに置くかが鍵となるのである。 

さて、もうひとつの「音楽で学ぶ」を考えてみよう。「音楽で学ぶ」は、知識や概念を獲得し

ようとして課題に取り組んでいるときに並行して育まれる見え難い能力（数値で測れない能力）

と考えられる。 

例えば、音楽を聴きながら歩いている、音楽が止まったらすぐにステップを止める。この活

動を通じて、周囲の変化を注意深く見たり聴いたりするようになった、俊敏に応答できるよう

になった、予感できるようになった、他者の気持ちに共感することができるようになった、な

ど。「音楽で」というとき、学習過程で獲得されるこのような見えない能力のことを指している。

こうした能力（前述の事例では、注意力、応答力、予感力、共感性などの能力）は、私たちの

普段の生活場面にも応用され、その人の長所や個性となっていく。一人ひとりの長所や短所は、

その人らしさを醸し出していくのである。 

 

３．学びのモード 

iX キャリアコンパス(パーソナルキャリア株式会社)は、３つに分類した学びのモードを掲げ

て、その特徴を述べている。表 1 にその要約を掲げた。 

 

 表 1：３つの学習モード（iX キャリアコンパス https://ix-careercompass.jp/article/133/） 

A：完全従属モード 「学習目的」も「学習プロセス」も、両者を他人に決めてもらって、それに沿って

学習するというモードである 

B：プロセス追及モー

ド 

学習プロセスを自分で試行錯誤する。具体的な How、プロセスについて熱く語る方

の多くは、このモードで学習している 

 

6 フランク・マルタンほか（1977）前掲書、p.27 

https://ix-careercompass.jp/article/133/


リトミック・オンライン・ジャーナル Vol.1（2021）     ISSN 2436-73466 

5 

C：学習娯楽モード 学習目的も学習プロセスも自分で設計する。「学習とは、楽しいものである」という

大前提が、このモードを発動する人たちの間では共通認識として存在するようだ。

目的やプロセスの設計も含む学習に関わるすべてのことを楽しむ。 

 

図 1：３つの学習モード（出典：https://ix-careercompass.jp/article/133/）転載許諾済 

 

Y 軸に目的設定を、X 軸にプロセス設定を描くと、３つのモードはそれぞれ図１のように配

置される。つまり、図の右側に近づくほど学習者の自由度が高く、図の左側に近づくほど、大

人の指示が強くなる傾向がある、という。 

さて、リトミックは、いずれのモードに属していると見做されるだろうか。プロセス追及モ

ードや娯楽モードだろうか。はたまた、完全従属モードが適しているのだろうか。一般的に、

リトミックは身体の動きを伴う。それは、あたかも遊んでいるような雰囲気の中で展開される。

これもこの教育の特徴である。リトミックが楽しいと実感されるのは、この遊びのような雰囲

気に因るものである。 

リトミック教師の目指す実践は、対象に応じて、あるいは課題の内容に応じて、教師がいず

れのモードを選択するか委ねられている。 

 

４．もう一つの教育観：IQ から EQ、MI へ 

4-1 EQ そして MI 

IQ（Intelligence Quotient）は知能指数のことである。一般的に、IQ は、数字で示すことが

できる能力のことを指している。この IQ は、20 世紀の教育において、学力測定や個人の能力

を測る目安として高い支持を得てきた。しかし、20 世紀後半、この IQ に対して異論を唱える

学者が現れてきた。つまり、人間の能力は、知能指数のように数字として測れるものだけでは

https://ix-careercompass.jp/article/133/
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ないとして多様な知能があることを指摘した。 

その一つが MI（Multiple Intelligences）である。1975 年、ハワード・ガードナー が『多重

知能（MI）理論』7を著し、多くの注目を集めた。ガードナーは、人間には 8 種類の知能がある

とし、言語的知能、論理数学的知能、音楽的知能、身体運動的知能、空間的知能（イメージや

映像を扱う）、対人的知能（他人とのコミュニケーション）、内省的知能（自己とその精神的リ

アリティーという内的側面）、博物学的知能を挙げている。 

EQ（Emotional Intelligence Quotient）は「心の知能指数」と呼ばれる。ダニエル・ゴールマ

ン（1996）が著した『EQ―こころの知能指数』（講談社）8でわが国でも多く知られるようにな

った。ゴールマンは、感情コントロール、情動性、共感性などの重要性を指摘している。 

MI や EQ の考え方は、人が多様な能力、特に感情や意欲などのような数値として表し難い

能力に注目した点で興味深い。 

4-2 非認知能力 

近年、非認知能力が注目されている。非認知能力の重要性は、ヘックマン（シカゴ大学教授）

の研究9が発端となった。彼はこの著作の中で、幼児期における非認知能力の重要性を指摘して

いる。彼の行った研究は次の通りである。認知的学習を受けた幼児グループ（A 群）と非認知

的な体験を受けた幼児グループ（B 群）を追跡調査した結果、当初は A 群の成績が伸びたが、

10 歳頃に成績が逆転したという。一般的に、認知能力が数値で測定することができるのに対し

て、非認知能力は数値で示すことが難しい能力、つまり自己認識、動機づけ、社会的スキル、

共感性、自己規制などの能力などを指している。易しい言葉に置き換えるなら、頑張る力、辛

抱強さ、協働性、他者との良い関係性を生み出す力、等である。 

非認知能力が人生の充実度を支えているといっても過言ではないのである。ヘックマンは興

味深いことを述べている。非認知能力の高い幼児は、その後の人生において優秀、成功者とな

る可能性が大であること、加えて非認知能力の高い幼児は、徐々に認知能力を獲得しているが、

非認知的能力はその後の人生で獲得することが容易ではない、ということである。 

学習過程で、成果ばかりを追うと非認知能力が育ちにくい。学習過程で他者と共に活動する

中で体験される喜び、成功体験などが殊更に重要であると考えられるのである。 

 4-3 リテラシーとコンピテンシー 

もう一つユニークな取り組みをみてみよう。河合塾は、社会で求められる汎用的な能力・態

度・志向をジェネリックスキルと呼び、このスキルを育成するプログラム（PROG）を開発し

ている。PROG によって「社会で求められているジェネリックスキルを意識化し、自身の現状

を客観的に把握することができ、（中略）大学での学びをより主体的なものにする原動力となる」

 

7 ハワード・ガードナー（2001）『MI:個性を生かす多重知能の理論』（松村暢隆訳）、新躍社 

8 ダニエル・ゴールマン（1996）『EQ～こころの知能指数』(土屋京子訳)、講談社 

9 ヘックマン,J.J.（2015）『幼児教育の経済学』（古草秀子訳）、東洋経済新報社 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
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としている10。 

PROG は、「リテラシーテスト」と「コンピテンシーテスト」の２つから構成されている。リ

テラシーは「知識を活用して問題解決する力」、そしてコンピテンシーは「経験を積むことで身

についた行動特性」とし、下位を構成する要素として、下図にあるような能力を指摘している。 

従来の学校教育は知識の獲得などリテラシースキルの育成に比重が偏っていると指摘されて

きた。学修の延長線には、社会で求められるスキル、つまりコンピテンシーの能力が欠かせな

いと指摘しているのである。言い換えるなら、この指摘は、前述した非認知能力の重要性を改

めて強調していると理解することができるのである。 

 

図２：コンピテンシーとリテラシーの概念図 

引用：PROG | 教育研究開発活動 | 河合塾グループ (kawaijuku.jp)（転載許諾済） 

 

５．リトミック実践過程の再考 

リトミックの体験によって、私たちは体内に潜む多様な能力をはぐくむことができると考え

られる。その一例として、クラパレード（ルソー研究所初代所長、感情心理学）の指摘をみて

みよう。クラパレードは、リトミックの体験から「抑制や神経支配に対する（学習者の）特別

な注意が生まれる。じっと我慢して持ちこたえさせ、どんな不意の命令にも身体を動かせるよ

うに仕向ける」（括弧内は筆者加筆）11と述べている。つまり、リトミックは（学習者の）自

制心や注意力を高める、と指摘している。ここでは、リトミックの体験において呼び覚まされ

 

10 PROG | 教育研究開発活動 | 河合塾グループ (kawaijuku.jp)（2021 年 9 月 14 日閲覧） 

11 フランク・マルタンほか共著『エミール・ジャック＝ダルクローズ』（板野平訳）、全音楽譜出

版社、p.73. 

https://www.kawaijuku.jp/jp/research/progtest/
https://www.kawaijuku.jp/jp/research/progtest/
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る能力について考えてみよう。 

5-1 体内感覚 

 ジャック＝ダルクローズは、音楽的感覚を獲得するために体内の感覚に訴えることを唱え

た。つまり、五感と運動感覚（kinesthetic）を融合することによって、学習者自身のさまざま

な気づきを促そうとした。つまり、運動によって体内の受容器（筋肉の収縮、緊張が関節、筋

肉組織、腱(けん)など）を刺激して感じ取られる体内感覚である。こうして、学習者が自らの

感覚を研ぎ澄ましていくことが重要だと、ジャック＝ダルクローズは主唱したのである。 

 ブラック,J.とムーア,S.（2004）は、この体内で生じていることについて次のように述べて

いる12。「動きによって感受された感覚情報は、関連した情報と合わせて知覚され、注意を焦

点化する。その反復によって、記憶にある類似した体験と比較し、記憶が強化される。こうし

て筋肉組織を介して動きとして顕わにされる」（筆者要約）のである。音楽的な違いや変化

は、こうして一人ひとりの体内感覚による気付きに基づいている。 

5-2 相互関係 

大抵の場合、子どものリトミックは、リトミック教師によってリードされる。レッスンの中

で子どもは、教師が奏でる音楽に追随して、歩いたり止まったりするという状況をイメージす

るとわかり易い。この様子を初めて見た人は、（リトミックは）教師の一方的な指示によって展

開されている、と見做してしまうようである。これは適切だろうか。リトミックの実践を見て

一方向的だと見做すときには、子どもが心に抱いている予感や期待感（ワクワクした気持ち）

が見逃されているように思われる。 

例えば、日本の伝承遊び《だるまさんがころんだ》がある13。この遊びに熱中した大人は少な

くない。この遊びの流れは次の通りである。 

リーダー（A）が言葉を唱える。他の子どもたち（B）は、A が唱えている瞬間だけ動くこと

ができる。B は、進む瞬間や止まる瞬間を予感しながら徐々に A に近づいていく。 

これは、まさに即時反応の連続である。このときの B の心は、A が唱える「だるまさんがこ

ろんだ」という唱え言葉を聴きながら、その唱え言葉の延長線上にやってくる止まる瞬間を予

感し、自らの動きを自律的に操って動いている。 

リトミックの様子はこの事例に似ている。教師(A)が奏でる音楽は、その音楽を聴いている子

どもたち（B）の心の中で予感されている。B は A の音楽に応答しながら主体的に動いている

のである。そして A は B の動きの様子をみながら音楽を奏でている。つまり、リトミックにお

ける教師と子どもの関係は、心でつながっている。大人と子どもたちは相互に影響しあって一

つの空間を生み出していると考えられるのである。 

 

12 ブラック.J.＆ムーア,S.（2004）『リズム・インサイドーリトミック、それは音楽による身体

と心と精神の融合を促す癒しのエクササイズ』（神原雅之他編訳）、ふくろう出版、pp.17-76 

13 神原雅之（2008）伝承遊びとリトミック：だるまさんがころんだを中心に、日本ダルクローズ

音楽教育学会創立 35 周年記念誌『リトミック実践の現在』、開成出版、pp.18-25. 
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5-3 応答性、共感性 

リトミックの活動でよく取り上げられる活動の一つに歩行（walking）や揺れ（swing）があ

る。速くなったり、遅くなったりなど、音楽に身を委ねて動くのである。音楽が動きの変化を

暗示している（あるいは動きが音楽を暗示することもある）。この単純な活動に含まれる意味を

考えてみよう。 

聴きながら動く、動きながら聴く―これは音楽の違いや変化を直感的に把握し、その変化を

動きに置き換える。動きの様子は、聴取している様子を映し出しているのである。動きが他者

と違うときは、音楽の聴き方に差異が生じているのである。ダルクローズは、このような練習

において、筋肉や関節などで感じ取られる筋肉運動感覚の違い、動きの空間的な違いに注目し

た。学習者は、音楽の差異を聴きとることと、体内の筋肉組織や神経組織を調整する練習とを

関連付けているのである。 

二人で手を合わせて揺れる、これは他者と一緒に揺れることによって二人の感覚を調整する

瞬間である。（一緒に揺れながら）手のひらの感触や空間などを通じて相手が感じている感覚を

感じ取り、同時に喜びを味わっているのである。こうして内的に感じ取られた感覚を拠り所と

して、協働性、応答性、共感性などのセンスを高めていると考えられるのである。 

  

おわりに 

本稿は、リトミックに含まれるもう一つの可能性について検討した。そのために、旧教育に

おける理解や技術の獲得を追随する教育観について再考を試みた。自分自身の反省でもある。 

リトミックの目的は、「知っているのではなく、私は感じた」14と学習者が言えるように展開

することが求められる。そこでは、音楽と動きによる協働体験、共感、想像や創造の体験が鍵

になるように思われる。リトミックでは、見立てたり、予想したり、計算したり、並べたり、

段取りを考えたりなど、多様な活動が行われている。他者とともに行うリトミックはアンサン

ブルそのものである。アンサンブルは、協働活動を通じて人の絆を作り出し、共感力を高め、

音楽参加の喜びをもたらしてくれるのである。より良い人間関係を維持する力も見逃せない。

実は、この能力獲得が一人ひとりの幸福の瞬間に繋がっていると考えられる。つまり、リトミ

ックは自分が今持てる能力を駆使し、自分を生きる体験であることが重要であると言える。 

 

付記：筆者は 2021 年５月 30 日（日）に特定非営利活動法人リトミック研究センター・ディプ

ロマコース大阪校において１年生を対象として講義をする機会を得た。本稿はその時の内容を

基礎に加筆修正を加えて纏め直したものである。 

 

 

14 クレル＝リズ・デュトワ＝カルリエ（1977）リトミックの創始者ジャック＝ダルクローズ、フ

ランク・マルタンほか共著『エミール・ジャック＝ダルクローズ』（板野平訳）、全音楽譜出版社、

p.320. 
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【論文】 

熟達した指導者の「ダルクローズ・リトミック」に対する認識の検討 

古 賀 弘 之 

 

（名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授、リトミック研究センター本部研究室員） 

 

Examination of Skilled Instructors Perceptions of Dalcroze Eurhythmics 

 

Hiroyuki KOGA 

 

This study examined the perception of “Dalcroze Eurhythmics” by skilled teachers using a 

text mining method. The interviews of 10 skilled Eurythmic teachers about the “Dalcroze 

Eurhythmics method” (already recorded on a DVD) were used as data. The transcript was made 

from the DVD, and descriptions were analysed by KH Coder software. First, the KH Corder 

extracted frequent words from the descriptions of the interviews.  

It was found that the words “Eurythmics” “Dalcroze” “'Music” appeared frequently in the 

interviews. Next, a cluster analysis was performed and 8 clusters were found. The 8 clusters were 

named : “Eurhythmics, Music and Movement” “Improvisation as Creative Performances” “The 

relationship between the piano and dance” “The experience through the body” “The feature of 

method” “Plastique Animée an eurythmic expression to communicate movement to others” 

“Getting qualified” “The impact of Eurythmics”. The results showed that the eurythmic teachers 

mainly talked about practicing Eurythmics as personal experiences through music, movement, 

and the mind, Eurythmics transformed their attitudes towards music, Eurythmics enhanced 

their personal abilities. 

 

キ―ワード：ダルクローズ・リトミック、熟達した指導者、テキストマイニング 

 

１．問題 

ジャック＝ダルクローズ音楽院 Collège（最高協議会）は、ジャック＝ダルクローズが確立し

たメソードのアイデンティティーを明確にするために『ダルクローズ・アイデンティティー』

を作成した（ジャック＝ダルクローズ音楽院 Collège，2016）15。『ダルクローズ・アイデンテ

ィティー』では、「リトミック」はダルクローズの教育法の核になるものと明確に位置付けられ

 

15 ジャック＝ダルクローズ音楽院 Collège（2016）『ダルクローズ・アイデンティティー ジ

ャックダルクローズリトミックの理論と実践』日本ジャック＝ダルクローズ協会免許委員会 
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ている。しかし、塩原（2009）16は「リトミック」という語の捉え方について、ジャック＝ダル

クローズが提唱した教育方法の「全体」として捉える場合と、学習内容を「リトミック」「ソル

フェージュ」「即興演奏」の 3 つに分類した中の最も基礎の部分として捉える場合があること

を指摘している。 

また、『ダルクローズ・アイデンティティー』では、リトミックの授業を通して行うエクササ

イズを「ダルクローズサブジェクト」として 54 項目が掲げられている。具体的な内容は、「音

楽/動き」（26 項目）、「指導者、学習者への課程とメソッド」（8 項目）、「訓練され発達する能

力、資質」（20 項目）に関する内容で詳細に設定されているが、本来ジャック＝ダルクローズ

（2003）17が提示したリトミックで学ぶ学習内容は 22 項目であった。 

『ダルクローズ・アイデンティティー』が製作された背景には、ICCEPT（国際リトミック

専門家養成組織委員会）が行った調査結果によると、世界にはダルクローズの名前を記載した

様々な講座があることや、逆に内容はダルクローズの教育法であるにも関わらず、ジャック＝

ダルクローズの名前が記載されていない講座があるという実態があった。このような実態が生

じた理由として、ダルクローズの教育法は全体像が捉えにくいにも関わらず、時代と地域を超

えて受容され続けているため、伝達の過程で様々な要素が混合され、誤解されたまま伝わって

しまっている可能性が考えられる。そこで、明確な定義が定められることになったのである。 

実際にダルクローズの教育法を学習する場合、対象や目的によってその学習内容や学習期間

は異なるため、短期間で全体像を捉えることは困難である。したがって、指導者としてダルク

ローズの教育法を学習する場合には、広範な学習内容を習得するために長期の学習期間が必要

となる。特に、初学者においては、ダルクローズの教育法の全体像を捉えることが難しいこと

から、短期的に学習した内容だけがダルクローズの教育法であると認識しされてしまう危険性

がある（Backmann,1991）18。つまり、初学者と熟達した指導者では、同じダルクローズの教育

法を学んでいても、それぞれが異なる認識をもって教育法を捉えている可能性が考えられる。

それでは、ダルクローズの教育法に精通している熟達した指導者は、ダルクローズの教育法を

どのように認識して指導を行っているのだろうか。 

ダルクローズの教育法に熟達した指導者の指標として、ジャック＝ダルクローズ自身が定め

た「ダルクローズ国際免許」の資格を取得していることがあげられる。特に最高位の資格であ

る「ディプロマ」19や「ライセンス」資格を取得し、長年指導に携わってきた指導者は、ダルク

ローズの教育法の理論と実践の内容を体験的に深く理解していると思われる。資格を有する熟

 

16 塩原麻里（2009）「ジャック＝ダルクローズのリトミック－「聴くからだ」と「演奏するか

らだ」をつくる音楽教育の基礎として 音楽教育実践ジャーナル 6（2）55-62. 

17 第 5 章「リトミック、ソルフェージュ、即興演奏（1914 年）」ダルクローズ（2002）『リト

ミック論文集 リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社 pp.73-98． 

18 Marie-Laure Backmann（1991）Dalcroze Today An Education through and into music. 

Translation edited Ruth Stewart Clarendon Press. p.69. 
19 「ディプロマ」は最も優秀な指標と見做される 
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達者した指導者が認識しているダルクローズの教育法の全体像を明らかにすることは、ダルク

ローズの教育法の初学者や、指導者を目指している学習者にとって有用だと思われる。 

DVD『世界各国 20 人のリトミシャンによるダルクローズ・リトミックを語る Vol.1』20には、

各巻で世界各国のダルクローズ国際免許の「ディプロマ」または「ライセンス」の資格を保持

する、10 人のリトミシャンによるダルクローズ・リトミックに関するインタビュー内容が収録

されている。インタビュー内容は、各対象者が独自の視点からダルクローズの教育法について

語っているというものである。 

そこで、収録されているインタビュー内容を分析することで、熟達した指導者のダルクロー

ズの教育法についての認識を明らかにすることができるのではないかと考えられる。 

 

２．目的 

 本研究では、あらかじめ収録された「ダルクローズ・リトミック（ダルクローズの教育法）」

についてのインタビュー内容を分析することによって、熟達した指導者がダルクローズの教育

法に対してどのような認識を抱いているのかを検討することを目的とする。 

 

３．方法 

本研究では、『世界各国 20 人のリトミシャンによるダルクローズ・リトミックを語る Vol.1

（日本語字幕付き）』（日本ジャック＝ダルクローズ協会，制昨年不明）の DVD に収録された

インタビュー内容の分析を行う。DVD に収録された内容は、10 名のダルクローズ・ライセン

スまたはダルクローズ・ディプロマ取得者に、ダルクローズ・リトミックに関するインタビュ

ーが行われたものである。インタビュー対象者は、アン・ファーバー（アメリカ）、馬淵明彦（日

本）、サンドラ・ナッシュ（オーストラリア）、スンジ・リュウ（韓国）、ミロスラワ・ダニエル

（スイス）、スティーブン・ムーア（アメリカ）、シルヴィア・デル・ビアンコ（ジュネーヴ）、

ジョアン・ポープ（オーストラリア）、ハーバート・ヘンケ（アメリカ）、マルタ・サンチェス

（アメリカ）である。 

インタビュー内容は、DVD の冒頭に表示される 9 つのインタビュー項目をもとに実施され

ている（表１参照）。しかし、全ての対象者が 9 つの項目の全てに回答しているものではない。

インタビューでは、問いが明確に示されずに指導者の語りから始まる場合や、9 つの項目のい

くつかの問いのみに回答している場合がみられる。なお、指導者の語りの中では、ダルクロー

ズの教育法について、塩原（2009）が指摘するように、「リトミック」という語がダルクローズ

の教育法全体を指す場合と、学習内容を 3 つに分類した場合の 1 つとして使われている場合と

が混在している可能性がある。しかし、「リトミック」という語の意味を区別して捉える際には

解釈が加わってしまう可能性があるため、区別して言い換えることはせずに使用する。 

 

20 DVD『世界各国 20 人のリトミシャンによるダルクローズ・リトミックを語る Vol.1（日本

語字幕付き）』（日本ジャック＝ダルクローズ協会，制作年不明） 
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表１ DVD「ダルクローズ・リトミックを語る」に使用されたインタビュー項目 

 インタビュー項目 

1 ダルクローズをよく知らない人に、どのようにアプローチを説明しますか 

2 どのような機会にダルクローズに興味を持ちましたか 

3 ダルクローズの経験は、教師として、演奏家、音楽家としてどんな影響がありましたか 

4 ダルクローズクラスにおいて身体運動を伴うことの目的は何だと思いますか 

5 ダルクローズクラスにおいて即興音楽を使う利点は何だと思いますか 

6 ソルフェージュにダルクローズのアプローチを導入する利点は何だと思いますか 

7 プラスティーク・アニメはダルクローズメソードにおいてどんな位置にあると思いますか 

8 ダルクローズの教育原理は音楽を超え他分野まで影響を及ぼすと思いますか 

9  どのようにしたらダルクローズ教育がもっと普及すると思いますか 

 

４．結果と考察 

DVD の字幕と音声（日本語の場合のみ）からインタビュー内容の逐語記録を作成し、テキス

トマイニング・ソフトウェアである KH Coder（樋口，2004）21を使用して分析を行った。「ジ

ュネーヴ」、「ジュネーブ」のように、意味が同じでも異なる表記の語は一つに統一した。前処

理を実行し、文章の単純集計を実施した結果、597 の文と 107 の段落が確認された。総抽出語

数（分析対象ファイルに含まれるすべての語の延べ数）は 12,854 で、異なり語数は 1,503 であ

った。また、助詞や助動詞等の語を除外した分析対象語は 4,487 で、異なり語数は 1,211 であ

った。一般的すぎる語である「思う」は分析対象から除外し、頻出語を抽出した（表 2 参照）。 

 

表 2 インタビュー内容の逐語記録における頻出語上位 30 語 

順位 語 頻度  順位 語 頻度  順位 語 頻度 

1 リトミック 130  11 見る 28  21 学習 21 

2 ダルクローズ  101  12 学ぶ 27  22 使う 21 

3 音楽 87  13 経験 27  23 勉強 21 

4 人 48  14 言う 25  24 感じる 20 

5 動き 48  15 教育 24  25 教える 20 

6 先生 47  16 身体 24  26 方法 19 

7 演奏 38  17 自分 23  27 ダンス 18 

8 ピアノ 34  18 即興 23  28 プラスティック・アニメ  18 

9 生徒 32  19 一つ 22  29 指導 18 

10 たくさん 29  20 表現 22  30 必要 18 

 

21樋口耕一（2014）『社会調査のための計量テキスト分析』ナカニシヤ出版 
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さらに、KH Coder を使用して階層的クラスター分析を行った。解釈のしやすさから、距離

の推定法は Jaccard 距離を用い、クラスター化は Ward 法を用いた。最小出現数 10 以上の 67

語を用いて分析した結果、インタビューの内容が 8 つに分類されることがわかった（図 1 参

照）。そこで、KWIC コンコーダンスを用いて各クラスターの内容を確認し、8 つのクラスター

を「1.リトミックと音楽と動き」「2.創造的演奏としての即興」「3.ピアノとダンスとの関係」「4.

身体を通した経験」「5．メソードの特徴」「6.学びの表出としてのプラスティック・アニメ」「7.

資格取得」「8.リトミックが与えた影響」と命名した。 

 

表 3 インタビュー内容の階層的クラスター分析結果：（）内は頻度 

 クラスター名 語 

1 リトミックと音楽と動き リトミック（130）、ダルクローズ（101）、音楽（87）、人（48）、

動き（48）、先生（47）、生徒（32）、たくさん（29）、学ぶ

（27）、言う（25）、教育（24）、教える（20）、指導（18）、

全て（16）、行く（12）、アメリカ（11） 

2 創造的演奏としての即興 演奏（38）、即興（23）、感じる（20）、今（16）、リズム（15）、

曲（15）、アイディア（13）、授業（13）大変（11）、自由（10） 

3 ピアノとダンスとの関係 ピアノ（34）、勉強（21）、ダンス（18）、子ども（16）、素晴

らしい（16）、クラス（15）、芸術（15）、大学（15）、知る

（15）、興味（14）、受ける（14）、考える（13）、弾く（13）、

学校（11） 

4 身体を通した経験 見る（28）、経験（27）、身体（24）、自分（23）、一つ

（22）、表現（22）、使う（21）、方法（19）、聴く（16）、

違う（14）、動く（14）、色々（13） 

5 メソードの特徴 必要（18）、メソード（17）、トレーニング（15）、教師（13）、

現在（13）、オーストラリア（10）、年（10）、 

6 学びの表出としてのプラ

スティック・アニメ 

学習（21）、プラスティック・アニメ（18） 

7 資格取得 ディプロマ（12）、ジュネーヴ（11）、取る（10） 

8 リトミックが与えた影響 与える（11）、影響（10） 

 

以下に、各クラスターのタイトル及び内容を代表すると思われるインタビュー箇所を示す。

なお、本稿では紙幅の都合により、第 3 クラスターまでのインタビュー内容を示している。第

4 クラスター以降のインタビュー内容に該当する部分は割愛しているが、第 3 クラスターまで

と同様に検討を行い、総合的考察において概略を記述した。 
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表４ 第 1 クラスター：リトミックと音楽と動き 

 

 

馬淵明彦 

・「リトミックというのは本質的には個人の経験なのである。リトミック学習というのは、個々の人には、

いわば、自分自身の満足のために音楽を身体で感じ取ったり表現させたりしてくれる、これがリトミックで

ある。」 

・ただ、基礎として学習したそのリトミックというのは本質的には個人の経験ですから、個人のそこで終わ

ってしまったら、個人の経験、満足のためだけで終わっちゃうわけです。 

・リズムによるリズムのための教育は、すなわちこれはリトミックの教育ですが、生徒に心に感じた音楽リ

ズムを、表現したいという欲求を呼び覚まし、自発的な能力を育むことである。 

サンドラ・ナッシュ 

・音楽の多くはピアノの即興演奏ですが、ときには作曲家の作品を使うこともあります。  

・一方で、音楽を学んでいると同時に自分を知り自分を高めることでもあります。 

・したがって、音楽だけでなくもっと幅広いものが学べるのです。 

・良い音楽家となるためにももちろん音楽も学ばなければいけないし動きについても、指導法についても授

業での様々なエクササイズに合わせて自由に弾ける即興演奏も学ばなければいけないのです。  

シルヴィア・デル・ビアンコ 

・「リトミックを知らない人にどのように説明しますか」についてですが、リトミックは、動きを通して音

楽を感じ取る教育だと思います。 

・動くことによって、私たち自身の身体で音楽の様々な局面を感じ取ることができます。  

・リトミックは、音楽家にもアマチュアの人にも向いている学習法です。 

・リトミックをすることによって、様々な感覚のイメージをたくさん記憶に留めておくことができます。  

・エクササイズや状況によっては、録音した音楽を使うこともできます。 

・本当に常にその状況に適応させるためには、その時に適した音楽をその都度創り出す必要があります。 

・リトミックは、アクティブなメソードで、人々の必要があって続いてきたものだと思います。  

・そのために、リトミックは進化し、新たな面をもち、生徒の進歩に関わる根底部分を変えることなく、社

会が必要としている新しい面を取り入れることができるし、また、そうしなければならないと思います。  

マルタ・サンチェス 

・大学で仕事をして興味深く感じられることは、私たちはリトミックを使って、音楽とその他の芸術をつな

げることを可能にしたことです。 

・そこで、私はリトミックを、音楽を教えるためだけの手段として捉えるだけでなく、もちろん、音楽を学

ぶための基礎にあるものですが、私自身は、リトミックを広く一般的な教育として捉えています。  

・つまり、リトミックの全ての基礎である、動き、リズム、創造性や聴く力を育てる即興演奏を通して、音

楽家の音楽的局面を助けるだけでなく、他の芸術や、学問を助けたり、アイディアを共有したり、理解する

ことができるからです。 
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「1.リトミックと音楽と動き」に関する記述内容を検討することで得られた知見を、以下の

６点に整理した。①リトミックの学習そのものは個人的な体験で、音楽を学ぶと同時に、自分

自身をより理解して高めていくことができる。②リトミックの学習では、自らの身体の動きを

通して音楽の様々な局面を感じ取り、表現したいという欲求をもつことで、音楽学習の基礎を

学ぶことができるが、音楽以外についても幅広く学ぶことができる。③指導者は音楽家である

ために音楽を学ぶ必要があり、併せて動き・指導法・即興演奏を学ぶ必要がある。④音楽は内

容に応じてピアノで即興することが適しているが、既成曲や録音された音楽を使うこともでき

る。⑤リトミックの学習をすることで音楽の聴き方が変わり、様々な感覚のイメージを記憶に

留めることができる。⑥リトミックは音楽のアマチュアや専門家に役立つだけでなく、時代と

共に進化し、他の芸術や学問とも結びつくことができる可能性に満ちた教育法である。 

以上の内容からは、リトミックの学習は音楽と身体の学びを通した「自己実現」のプロセス

であると捉えることができる。「自己実現」とはマズロー（1987）22によって提唱された概念で、

「真の自分自身になること」を意味する。「自己実現」のプロセスで「変容」が生じ、音楽の聴

き方に変化が生じると思われる。時代の変化に即して録音音楽も柔軟に取り入れられている。 

 

表５ 第 2 クラスター：創造的演奏としての即興 

 

 

22 A. H. マズロー（1987）『人間性の心理学 モチベーションとパーソナリティー』（改訂新

版）小口忠彦訳 産能大学出版部 p.144 

アン・ファーバー 

・即興演奏をしているとき、曲を演奏しているとき、又は、曲を聴いているときに、自分自身を音楽的経験

の中に委ねることは、人生の最高の喜びの一つです。 

ミロスラワ・ダニエル 

・私の心をつかんだ即興の定義は創造と演奏を同時に行う行為です。 

スティーブン・ムーア 

・私が若かったときには、ステージに立つと正確に演奏しなくてはいけないと怯えていたものでした。  

・今演奏するときは、私は、あなたとも、あなたとも違う何かを言いたいのです。 

・構成を計画して、計画して、練習して、練習しますが、演奏するその瞬間、頭の中がいっぱいで、何も計

画できない気持ちになってしまいますが、身体の中からとても自由に、思いがけない方法で出てきます。 

・完全に自由になっていない、十分に表現していない、しっかり取り組んでいない人の演奏を聴くと、心が

痛みます。 

シルヴィア・デル・ビアンコ 

・演奏するとき、そのすべてのイメージが自分の内面で自分のものとなっていて、それを外面的に実現する

ときに非常に役立ちます。 

・それは、演奏するときにその体験が身体によみがえるのです。 
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「2.創造的演奏としての即興」に関する記述内容を検討することで、得られた知見を以下の

３点に整理した。①即興演奏とは創造的行為と演奏を同時に行うものである。②身体を通して

得た様々なイメージが自分の内面に存在し、演奏するときに体験が身体に呼び起される。③演

奏は身体から自由に表出される。 

 以上の内容からは、リトミックを通して学ぶ即興演奏は、意識的に行われるものではなく、

自らの体験を通して得たイメージを無意識的に自由に表出することができ、既成曲の演奏にも

生かされるものであると捉えることができる。 

 

表 6 第 3 クラスター：ピアノとダンスとの関係 

 

「3.ピアノとダンスとの関係」に関する記述内容を検討することで、得られた知見を以下の

2 点に整理した。①リトミックを学ぶことで、リズムのコントロールが可能になり、舞台での

緊張をうまく扱うことで、身体全体で感情を込めて音楽的にピアノを弾くことができるように

なる。②ダンスとは異なるが、音楽そのものを自分のものに翻訳して動くことができる。 

 以上の内容からは、リトミックの学習は自らの身体が音楽的に動き、身体と音楽が一体にな

ることを可能にするものと捉えることができる。 

 

 

馬淵明彦 

・従来型の踊り手、ダンスをする人は、音楽を特定の技巧に一定の自動的な動きにおいて取り入れているの

に対して、リトミックをする人は、その音楽を生き、その音楽そのものを生きて、自分のものにして、その

動きは音楽を極めて自然に翻訳している。 

サンドラ・ナッシュ 

・ピアノの演奏をしているとき、リズムをもっとコントロールできるようになったし、舞台での緊張も、も

っと上手に処理することができるようになり、音楽的表現に関しても役に立ちました。  

・ピアノの生徒がたくさんいますが、ピアノの指導にも役立ちます。 

・ダンスですか？と聞かれますが、実際ダンスではありません。 

・私たちは人の前で演技をすることを目的としているわけではないのでダンスではありません。 

スンジ・リュウ 

・ダルクローズを学ぶ前は、考えることなく手だけでピアノを弾いていましたが、ダルクローズを学んだこ

とで、身体全身で、より感情をこめて音楽的にピアノを弾くことができるようになりました。  

ジョアン・ポープ 

・私は、ピアノを弾くときに楽譜が絶対必要だと思っていたので、これは素晴らしいと思いました。  

マルタ・サンチェス 

・絵画を見たとき、ダンスを見たとき、ドラマを見たとき、あるいは、建築を見たとき、あなたは、動きを

見ることができるでしょう。 
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５．総合的考察 

 本研究では、「ダルクローズ・リトミック（ダルクローズの教育法）」についてのインタビュ

ー内容を分析することによって、熟達した指導者がダルクローズの教育法に対してどのような

認識を抱いているのかを検討することを目的とした。そこで、DVD の字幕と音声からインタ

ビュー内容の逐語記録を作成し、テキストマイニング・ソフトウェアである KH Coder を使用

して分析を行った。その結果、インタビュー内容は 8 つのクラスターに分類されることが明ら

かになった。各クラスターの内容に関する記述内容を検討した結果、ダルクローズ・リトミッ

クは、熟達した指導者から、以下のように認識されていると捉えられた。 

 

「1.リトミックと音楽と動き」：リトミックの学習は、音楽と身体を通した「自己実現」のため

のプロセスであると捉えることができる。 

「2.創造的演奏としての即興」リトミックを通して学ぶ即興演奏は、意識的に行われるもので

はなく、自らの体験を通して得たイメージを無意識的に自由に表出することができ、既成曲の

演奏にも生かされるものであると捉えることができる。 

「3.ピアノとダンスとの関係」：リトミックの学習は自らの身体が音楽的に動き、身体と音楽が

一体になることを可能にするものと捉えることができる。 

「4.身体を通した経験」：リトミックの学習は自らの身体が音楽的に動き、身体と音楽が一体に

なることを可能にするだけでなく、身体と心をつなぐものでもあると捉えることができる。 

「5．メソードの特徴」:リトミックは指揮法のような特徴的なワークをもち、様々な能力を高

めるイヤートレーニングが考案されており、自由度の高い教育法であると捉えることができる。 

「6.学びの表出としてのプラスティック・アニメ」：プラスティック・アニメの学習はリトミッ

クの学習を通して得られた個人的体験を表出する過程であり、プラスティック・アニメとリト

ミックの学習は循環的な関係として捉えることができる。 

「7.資格取得」：資格取得の期間や時期は個人によって様々であり、短期間で資格を取得する場

合もあれば、生涯をかけて資格取得を目指す場合もあり、幅広い学習者に対して門戸が開かれ

た資格取得制度であると言える。 

「8.リトミックが与えた影響」：リトミックの学習は長く学び教えることで、音楽的にも人間的

にも個人に変容がもたらされると考えられる。 

 

 したがって、端的に言い換えると、「熟達した指導者には、ダルクローズ・リトミックが単に

音楽教育法の一つではなく、長い期間をかけて学び、教え続ける中で、主に即興の音楽を通し

て個人が変容していくプロセスとして認識されている」と捉えることができる。ダルクローズ・

リトミックの学習には、長期にわたる経験を通してしか到達することのできない効果が内包さ

れていると考えられる。ダルクローズ・リトミックの学習者は、個人の変容のプロセスを意識

して学び続けることで、学習の本質を体験的に理解することができるのではないかと思われる。 
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６．本研究の限界 

 本研究では、熟達した指導者がダルクローズ・リトミックをどう認識しているかを検討する

ことを目的とした。しかし、今回の分析対象は既成の DVD に収録されていた 10 人のインタビ

ュー内容であり、研究目的に合わせて実施されたインタビューとは異なるものであった。今後、

研究目的に沿ったインタビュー調査を行い、より詳細な検討を行う必要がある。 

 

７．今後の課題 

 今回は紙面の都合により詳細を述べることはできなかったが、第 8 クラスターの「リトミッ

クが与えた影響」からは、「リトミックの学習は長く学び教えることで、個人に変容がもたらさ

れると考えられる。」という認識を捉えることができた。この「個人に変容がもたらされる」こ

とは、音楽療法においても特に重要なプロセスとして扱われている。 

ダルクローズ・リトミックには、ジャック＝ダルクローズが教育法を開発した初期から、音

楽療法的な視点も含まれていた（ダルクローズ，1977）23。音楽療法視点を生かして対象者に

関わる取り組みは Dutoit（1971）24や Harbon ＆ Bachman（2016）25にも引き継がれており、

ブラック・ムーア（2020）26の著書にも関連する記述がみられる。 

 音楽療法の理論研究では、エイゲン（2013）27が「音楽中心音楽療法」の理論を展開してい

る。これは、音楽体験そのものが臨床目標となるという画期的な理論で、音楽体験を通して得

られた音楽的な変化が、音楽療法の対象者の変容に波及するという理論である。音楽中心音楽

療法の 1 つには「ノードフ＝ロビンズ音楽療法」28というものがあるが、即興演奏を中心とす

ることや、音楽を通して美的な体験を共有するという点でも、ダルクローズの教育法と多くの

共通点がみられる。 

今回の研究結果は、ダルクローズの教育法のもたらす効果について、音楽中心音楽療法によ

って説明することが可能であることを示すと捉えることもできる。しかし、ダルクローズ・リ

トミックと音楽中心音楽療法の関係については検討されていない。今後は「音楽中心音楽療法」

の理論を用いてダルクローズ・リトミックについて検討することで、ダルクローズの教育法の

もつ価値を、音楽療法的な観点から明らかにすることができると考えられる。 

 
23 フランク・マルタン他（1977）「リトミックと治療」『作曲家・リトミック創始者 エミー

ル・ジャック＝ダルクローズ』（板野平訳）全音楽譜出版社 pp. 377-402. 
24 Clair-Lise Dutoit（1971）Music Movement Therapy. A Dalcroze Book. 
25 John Harbon & Marie-Laure Bachmann（2016）Dalcroze Eurhythmics as a 

psychomotor education for children with special educational needs : An interview with 

Marie-Laure Bachmann. Approaches : An interdisciplinary Journal of Music Therapy. 

189-201. 
26 ブラック・ムーア（2002）『リズム・インサイド』（神原雅之訳）ふくろう出版 
27 ケネス・エイゲン（2013）『音楽中心音楽療法』（鈴木琴栄・鈴木大裕共訳）春秋社 
28 クライブ・ロビンズとポール・ノードフによって考案された即興演奏を中心とする音楽療

法で、創造的音楽療法とも呼ばれる。参考図書：クライブ・ロビンズ（2007）『音楽する人間 

ノードフ・ロビンズ創造的音楽療法への遥かな旅』（生野里花訳）春秋社 
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【論文】 

日本の子どもの音楽的素地とリトミック教育に関する一考察 

― 日本語と身体文化に注目して ― 

岡 林 典 子 

 

A Study on the Musical Background and Eurythmics Education of Japanese Children：

Focusing on the Japanese Language and Physical Culture 

Noriko OKABAYASHI 

 

 In this paper, I have tried to analyze children's expressive acts from the viewpoint of Japanese 

language and physical culture, and have discussed the ideal way to provide rhythmic education 

that values the sense of rhythm and musicality that is hidden within Japanese people as their 

nature. As a result, I proposed three ways to devise a rhythmic education that takes into account 

the musical background of Japanese children: (1) applying Warabeuta, (2) providing 

opportunities to listen to Japanese sounds and music, and (3) using picture book materials. 

In rhythm education for infants and toddlers who are in the process of language acquisition, 

instructors should be aware of the musical background of the children. I would like to deepen my 

research with a enough understanding of Jaques-Dalcroze's philosophy on ethnic culture and 

rhythm education, and with an awareness of the issues involved. 

キーワード：リトミック, 日本語, 身体文化, 音楽的素地 

 

はじめに 

 ジャック=ダルクローズは、個々の民族が独自な活動のリズムを持っていることを指摘し、

「リトミック教育は、それを適用する国の子どもたちの気質や性格に応じて変わらなければな

らない」と、子どもたちの育ちに応じたリズム教育のあり方を説いている29。 

 戦後、日本のリトミック教育の普及に尽力し、1975 年にジャック＝ダルクローズの論文集 Le 

rythme, la musique et l’education を全訳した板野平30は、改訂版の「監修者のことば」の中で、

「リトミック教育において今ひとつわれわれに課せられているのは、リトミックをいかにわが

国、各地の条件にあった教育にするかという問題である。日本のこどもの体型にあった動き、

そして日本に古くから伝わる遊び歌など生活の中に融合したリトミック教育の必要性である」

 

29  E.J=ダルクローズ著, 板野平監修, 山本昌男訳 (2003) 『リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社, pp.224-

247 

30 板野晴子(2015)『日本の音楽教育へのリトミック導入の経緯 ―小林宗作、天野蝶、板野平の関わりを中心

に―』風間書房, pp.109-168 

（京都女子大学発達教育学部教授、リトミック研究センター指導者会員） 
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31と述べ、日本の子どもにふさわしいリズム教育を探求していた。 

 日本に生まれ育つ子どもは、人との関わりの中で日本語を習得して成長していく。そうした

日本の子どものリトミック教育について、長尾は「“日本語を話す”と言うことは、日本語のリ

ズムや発声、及び様々な点で“日本的なリズム”に依って生活していることである。また、身体

的にも我が国の自然的リズムを日々体感している, と言えよう。 …略…  従って、我が国での

リトミック教育の教材には、その点も考慮しなくてはならない」32 と指摘している。 

日本の子どもたちの表現の素地となる日本語には、どのような音楽的特徴があるのだろうか。

また、日本人の身体の動きにはどのような特徴があるのだろう。そして、子どもたちは日本語

と身体の動きを調和させて、どのように表現しているのだろうか。 

本稿では、日本語と日本人の身体の動きに焦点を当て、子どもたちの実際の表現行為の分析

を通して、日本の子どもの音楽的素地を見据えたリトミック教育について考察してみたい。 

 

１．どのような観点で人間の音楽行動を捉えるか ―先行研究をもとに― 

主として西洋音楽を用いてなされてきた日本のリズム教育において、子どもの音楽的素地を

見据えた教育を目ざすためには、どのような観点で音楽行動を捉えることが必要だろうか。本

章では、先達たちの「人間の音楽性を捉える観点」より示唆を得たいと思う。 

ジャック＝ダルクローズはスウェーデンやドイツ、ロシアをはじめ多くの国の子どもたちを

観察し、その経験を踏まえて「個々の民族は独自な活動リズムを持ち、それらは気候、環境、

社会条件に従う様々な仕事をするその仕方によって、日々の生活の中に表現される」33「性格や

気質は、身振りの速さやポーズの形ばかりでなく、声色（こわね）のニュアンスや発音のリズ

ムででも容易に判別されるものである。… 略 … しかし、リズム的気質には顕著な差異が事

実あって、イントネーションや聴取の能力に関連してさまざまな音楽性の表れ方においても、

実際に無数のニュアンスが存在する」34などと述べている。ジャック＝ダルクローズのこれら

の言葉からは、彼が個々の民族独自の文化や言葉、音楽と関わって育まれる人々の音楽性を理

解しながら、新たな音楽教育を模索していたことが読み取れる。 

英国の民族音楽学者であるジョン=ブラッキングは、南アフリカのヴェンダ族とともに 2 年

間を過ごし、子どもたちがヴェンダ社会の中で音楽を学んでいく様子を捉え、人間の音楽性を

評価するには、表された声や音などの音響面のみではなく、その行為が生み出される背景にあ

る社会的、文化的、心理的な出来事をも分析の対象とすることの必要性を論じた35。 

 

31 前掲書 1)、「監修者のことば」, ⅳ-ⅴ 

32 長尾満理(2008) 「日本の音と身体の動き―ワークショップから学んだこと―」日本ダル  

クローズ音楽教育学会編『リトミック実践の現在』開成出版, pp.154-162 

33 E.J=ダルクローズ著, 板野平訳 (1986)『リトミック・芸術と教育』全音楽譜出版社, p.189 

34 前掲書 1), pp.236-237 

35 Ｊ．ブラッキング（1978)『人間の音楽性』岩波現代選書 
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一方、日本の民族音楽学者である小泉文夫は、日本音楽の特質を世界の民族音楽と比較して

調べ、その音階やリズム、音色やテンポなどの普遍性を明らかにし、それぞれの民族の音楽の

成り立ちには、言葉や風俗や習慣、社会的背景の違いがあることを示唆した36。さらに、彼はわ

らべうたがその民族の言葉に密着しており、生活環境が反映されていることや、文化の成長過

程が投影されていることを指摘し、かけ声や物売りの呼び声、唱えごとやわらべうた、仕事の

合図などの無意識的な表現を「音楽以前の歌」として位置づけた37。 

また、作曲家の小倉朗は日本人の音感覚について、「民族は、その耳にふさわしい音を選びな

がら、おのずから固有の音の世界を形づくっていく」と述べている。そして、日本の盆踊りや

夏祭りの神楽などの足の運びを例に挙げ、「音楽のリズムは、日常の手や足の運動と深く結ばれ

ている。手足の運動は、民族に応じて、その自然環境や生活によってさまざまに変化し、音楽

のリズムにそれぞれ固有の性格を与えている」と述べ、音楽と民族固有の言葉や動きの関わり

を説明している38。さらに、リトミック指導者であり、小笠原や八丈島の太鼓の経験を基に和太

鼓の研究を進め、日本人固有の動きやリズム感覚を活かしたリトミック教育を考えていた長尾

は、日本のリトミックの研究者や実践者が、日本の身体文化や音楽文化、歴史などを把握して

おくことの必要性を説いた39。 

上記の先達たちの言葉からは、人間の音楽行動や音楽性を捉えるには、それぞれの音楽表現

の背景にある言葉や身体の動きなどに意識を向けることが必要であると理解できる。そこで、

次章では日本の子どもたちの音楽的素地となる日本語と身体文化について検討する。 

 

２．日本語と身体文化の特徴 

２.1 日本語の音楽的特徴について 

われわれ日本人が母国語とする日本語には幾つかの音楽的特徴があると言われている40が、

ここではそれらの中から以下の 3 点について述べる。 

①高低アクセントを有する  

 日本語は、英語やドイツ語などの強弱アクセントを有する言語とは異なり、高低によるアク

セントを有している。例えば「メロン」は、英語では melon〔mélən〕と e に強いアクセント

をつけて発音するが、日本語では「メ
―

↘ ロン」のように「メ」を「ロン」よりも高く発音し、

アクセントは「高↘低低」となる。このような言葉の高低はわらべうたのような「唱えごと」の

 

36 小泉文夫(1977)『日本の音―世界のなかの日本音楽―』青土社 

37 小泉文夫（1977) 『音楽の根源にあるもの』青土社 

38 小倉 朗（1977)『日本の耳』岩波新書 

39 長尾満里（2003)「日本の音と身体の動き—日本民俗芸能の「リトミック教育」への教材化試論 —」、日本

ダルクローズ音楽教育学会編『リトミック研究の現在』開成出版 

40 小泉文夫は日本語の音楽的特徴として、ピッチ（高低）アクセント、平らなイントネーション、シラブルの

等拍性、強弱要素の希薄さなどを挙げている。前掲書 9)、pp.150-174  
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旋律と密接に関わっている。 

譜例 1～3 は伝承遊び《だるまさんがころんだ》の唱えことばを、東京と京都と広島の子ども

の表現について五線譜に表したものである。3 つを比較すると、それぞれの地方の言葉の高低

アクセントがそのまま旋律となって表されていることが読み取れる。ここには、高低アクセン

トを有する日本語が旋律的な音楽表現へと発展する過程を見て取ることができる。 

 

譜例 1    東京の子どもの《だるまさんがころんだ》41   (採譜：岡林) 

 

譜例 2    京都の子どもの《だるまさんがころんだ》   (採譜：岡林) 

    

  譜例 3    広島の子どもの《だるまさんがころんだ》42 

 

②1 音が等しい音価で発音される 

 日本語の 50 音図に示された基本単位の言語音は、「音（おん）」と呼ばれ 1 音という単位で数

えられる。この言語音は「音節（シラブル）」や「モーラ」などとも呼ばれる最も小さい音の単

位を示している。このように、日本語は「1 音が等しい音価で発音される」特徴を有している。 

小泉は日本語の特殊拍である促音（っ）、撥音（ん）、長音（ー）、拗音（きゃ・きゅ）なども

等しい音価で発音されること、つまり特殊拍も一つのシラブルと数えることに注意が必要だと

指摘している。じゃんけんをして「グリコ」「チヨコレイト」「パイナツプル」などと、拗音「チ

ョ」を「チヨ」と 2 音に数えたり、「パイナップル」に含まれる発音しない促音（ッ）を 1 音と

数えたりして、一歩でも多く前に進もうとする子どもたちの遊びには、1 音が等しい音価で発

音される日本語の特徴が活かされているといえる。 

③２字（2 音）ずつまとまる 

 言語学者の坂野は、日本語の音数律（特定の音数構成によって成立する特別なリズム）の基

 

41 東京と京都の子どもの表現は岡林が採譜した。（山野てるひ・岡林典子・水戸部修治編著(2018)『絵本か

ら広がる表現教育のアイデア』一藝社, p.21 より転載） 

42 神原雅之(2008)「伝承遊びをリトミック－『だるまさんがころんだ』を中心に－」『リトミック実践の現在』

開成出版, p.23 
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本は、「こう・つう・あん・ぜん」のように 2 音を 1 拍とする拍子進行によって成立すると明示

している43。また、作曲家の間宮芳生は「2 字ずつかためて唱えるリズムのとり方」を、さらに 

(1)等分の形、(2)前へよる形、(3)はずむ形の 3 種に分類し、「はずむ形」が遊びの場で支配的

であると述べている44。鬼ごっこで発せられる「おーに/さーん/こーち/ら●」と弾むように鬼

を囃す唱えには、子どもの遊び気分の高まりが表れているといえよう。 

 

２.2 日本の身体文化の特徴について 

 民族に応じた手足の運動が音楽のリズムに固有の性格を与えていることについては先述した

が、日本の身体文化にはどのような特徴があるのだろうか。ここでは日本人の足や手の動き、

腰の支えに注目して日本の身体文化を検討する。 

①足の運びにみられる特徴 

歩行に関してみると、日本人は腰に中心を置き、膝を使って足を動かすところが特徴的であ

ある。それは、西洋人が身体全体を使い、脚（足）を伸ばして着地する歩行とは様式が異なっ

ている。また、日本人の伝統的な歩き方には、「ナンバ」と呼ばれる右手と右足を同時に前に出

す動き（農耕生産の基本姿勢で、鍬（くわ）で耕すときに右足前で左足があと、鍬の柄を握る

両手は右手が前で左手があとという姿勢に共通している）があるが、現代では盆踊りなどの手

足の動きにはみられるものの、このような歩き方はほぼ衰退している。 

次に、踊りに関する足の動きでは、「どじょうすくい」や「阿波踊り」にみられる「すり足」

「さし足」「抜き足」の動きに象徴されるような、一足ごとに止めた後に次の動作に移るという

特徴を有している。一足ごとに止めることを「きめる」とも言うが、弾みのない「動」と「停

止」の交互運動は、日本の剣道の足の動きにも通じるものである。一方、西洋人の足の動きは

剣道とは対照的で、フェンシングやボクシングの足の動きに象徴されるように、膝がバネのよ

うに弾んで跳躍感のある動きである。 

これらの例からは、歩くことや踊ることにおいて日本と西洋では足（脚）の動きが異なる様

式に立っていることが理解できる。小倉は「日本音楽が、本質的に二拍子系のリズムに属して

いたことも、ほかでもなく前進、後退…などによる日本の足の運びや、上下、前後する手の運

動が、偶数系のリズムを作り出すことと無関係ではない」と述べている45。 

②手の動きみられる特徴 

手の動きの特徴として、ここでは拍手の仕方を挙げる。日本人は図 1 のように、すべての指

を伸ばして掌をピタッと合わせて打つ場合が多い。年始に神社の初詣に出かけて、柏手(かしわ

で)を打つような形である。この動きも足の運びと同様に、弾みのない「動」と「止め」の交互

運動である。日本人のこのような「止め」を含む拍手は、ソーラン節など日本の民謡との間に

 

43 坂野信彦(2002)「日本語の音数律」飛田良文/佐藤武義編『現代日本語講座 第 3 巻 発音』明治書院 

44 間宮芳生(1957)「日本民謡におけるリズム」『音楽芸術』7 月号, 音楽之友社, pp.15-26 

45 前掲書 10),「日本の手と足」 pp.22-43 
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様式の統一がみられる。一方、西洋人の拍手は図 2 のように掌を少し丸めて両掌の間に隙間を

作り、弾むように打たれる。手の形が異なる 2 つの打ち方では、拍手の音の響きが大きく異な

る。筆者は大学の授業でドイツのカール・オルフ作曲《リズムのロンド》の演奏を試みたが、

学生たちの手の打ち方が日本人的なものであったため、学生の発する拍手の音響と楽曲が要求

する拍手の音響とが異質感をもってぶつかり合うような、様式の不統一を感じた経験がある。 

 

③腰の支えにみられる特徴 

これまでに日本人に特徴的な足や手の動き

をみてきたが、それらの動きを繋ぐ身体の要と

なるのは「腰」である。斎藤は日本人の伝統的

な身体文化は、腰や肚(はら)の身体感覚に基づ

く「腰肚文化」に集約されると主張している46。日本では剣道や柔道などの武道や日本舞踊、歌

舞伎、狂言などの伝統芸能や和太鼓などの和楽器の演奏にも、重心を低く置く腰の支えが重視

されている。それを裏付けるように日本語には「腰を入れる」「腰を据える」「腰が強い」「腰が

引ける」「腰が砕ける(腰くだけ)」「腰が抜ける（腰ぬけ）」「腰が弱い（弱腰）」「逃げ腰」「およ

び腰」など、「腰」のつく言葉が多くみられることも、日本の身体文化の特徴といえる。 

 

３．日本の文化と関わる子どもたちの表現 

前章で日本語と身体の動きについて検討した結果、言葉にも動きにも日本文化の特徴がみら

れることが明らかになった。こうした文化の中で育つ子どもたちは、どのように言葉や動きを

調和して表現しているのだろうか。本章では、事例をもとに分析と考察を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この場面での A 児の表現は「これ誰の落とし物？」という発話を、「これ」「だれ」「の・」

「おと」「しも」「の・」と前章で述べた「2 字ずつかためて唱えるリズムのとり方」で、日本語

の高低アクセントに基づく３音の旋律にのせて、「こーれだーれのー、おーとしーものー」とは

 

46 斎藤孝(2000)『身体感覚を取り戻す』日本放送出版協会 

図１日本人の拍手   図 2 西洋人の拍手 

               （岡林作成） 

事例１ ＜「こーれ、だーれのー」と呼びかける＞ 

ハンカチの落とし物を見つけた 5 歳児クラスの A 児は、ハンカチを持つ手を左右に大き

く振りながら、「こーれだーれのー、おーとしーものー」と持ち主を捜して呼びかけている。     

 譜例 4  落とし物の呼びかけ 
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ずむ形で唱えている。ハンカチを揺らす手の動きは、うたの拍節に合わせて「動」「止め」を繰

り返しており、A 児の表現には日本的な言葉と動きの特徴が認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

餅つきは日本の伝統的な季節の行事である。餅をつく 2 歳

児とそれを見守る 5 歳児は気持ちを一つにして、「ソーレッ」

「ぺったんこ」とリズミカルにやり取りを繰り返している。

「（ぺっ）たん」で杵を振り上げ、「こ」で下ろす動きは、「動」

と「止め」の交互運動である。ここには、子どもたちが生活

の中で、呼吸やタイミングを合わせて、言葉と動きが調和す

る表現を身につけていることが見て取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場面では、皆が唱える「ドンドコ、ドンドコ」や「ドカシャバ、ドカシャバ」などのオ

ノマトペを、リズミカルに流れよく繋げていくために、男児 B がフレーズの切れ目にタイミン

グよく「ハイ！」「ぁソーレ！」と「かけ声」（合いの手）を入れているのが理解できる。 

事例 2 ＜「ソーレッ、ぺったんこ」と餅をつく＞ 

年が明けた 1 月の初めに、保育園で餅つき大会が行われた。年長クラスの子ども

たちが「ソーレッ」とかけ声をかけると、2 歳児クラスの子どもたちが保育者とと

もに杵を持ち、声を合わせて「ぺったんこ」と餅をつく（図 3）。 

譜例 5  餅つきのかけ声と動き 

 

 

図 3  餅をつく 2 歳児 

事例３ ＜「ぁソーレ」と合いの手を入れる＞ 

小学校 1 年生の音楽科で、絵本『ドオン！』（作：山下洋輔/絵：長 新太/福音館書店 

1995）を教材にして、リズミカルな言葉のかけ合いを楽しむ授業を考案し、実践した。 

子どもたちは、絵本に出てくるユニークなオノマトペ（表 1）を教師とかけ合いながら

唱えていた。すると、男児 B がお腹を打ちながら一連のオノマトペの合間にタイミング

よく「ハイ！」「ぁソーレ！」などの合いの手を入れ、盛り上げた。 
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 表１ 絵本に出てくるオノマトペと B 児の合いの手 

 

それは、息を吸うタイミングの一瞬を狙って見事に挿入され

ている。「ぁソーレ」はアウフタクト的な要素を含んでいるので、

「ハイ」より若干早めに声を出さなければならないが、B 児は言葉の拍節リズムを感じ取って

無理なく行っており、そこには B 児の音楽的素地としてのリズム感と身体感覚が認められる。 

 

４．日本の子どもの音楽的素地を見据えたリトミック教育について 

これまでに日本の文化を身につけながら育つ子どもたちの表現する姿を見てきたが、そうし

た子どもの音楽的素地を見据えて、乳幼児のリトミック教育ではどのような教材や指導法を工

夫することが出来るだろうか。以下の３点より考察する。 

(1) わらべうたを応用する 

ジャック＝ダルクローズは、1925 年に発表した「リズムと民謡」47という論文において、そ

れぞれの民族は自身の言語と身振りおよび自身の自発的でリズム的なアクセントで表現すべき

であることや、自身の国に生まれをもつ歌を歌い、耳を傾けることを説いている。 

例えば、伝承的なわらべうたは、日本語の抑揚とリズムが活かされた歌を有し、身体の動き

と自然に調和する日本に生まれた遊び歌である。リトミック指導の第一人者である神原氏は、

子どもが主体的に展開していく伝承遊び（わらべうた）と教師の関与を伴うリトミックとは一

線を画した活動であるとしながらも、伝承遊びの要素をリトミック実践に応用するための可能

性を、《だるまさんがころんだ》で遊ぶ子どもの姿の分析を通して示唆している48。 

他のわらべうたを例に挙げると、《らかんさん》（譜例 7）は円陣を作った子どもたちが「ヨ

イヤサノ ヨイヤサ」の囃しことばに合わせて一人ひとりが即興的に考えた面白い表情やしぐ

さを皆で次々に真似をして、回していく遊びである。だんだん速くして出来なかったら抜けて

いき、最後に残った子どもの勝ちである49。囃しことばのリズムにのって創造的な動作を考え

たり、考えた動作をしつつ隣の子どもの動作を見て真似をしたりして、次々に回していく体験

は、リトミックにおける動作のカノンに通じるものである。 

 

 

 

47 前掲書 5) pp.189-196 

48 前掲書 14) pp.18-25 

49 柳生弦一郎・近藤信子(2001)『にほんのわらべうた③』福音館書店、pp.26-27 

山下洋輔：文/長 新太：絵 

福音館書店 1995 



リトミック・オンライン・ジャーナル Vol.1（2021）     ISSN 2436-73466 

28 

譜例 7 《らかんさん》 

 

また、2 人組になって遊ぶ《十五夜さんのもちつき》は、餅の「つき手」と「こね手」に分か

れ、「十五夜さんの餅つきは、トーントーントッテッタ…」などと唱えて、「つき手」の上下す

る手の動きに挟まれないように、「こね手」がタイミングよく「つき手」の手の間に自分の手を

入れる手合わせ遊びである。さらに《ちょっとパーさん》50は、じゃんけん歌と足じゃんけんの

動きを同調させた音楽的なじゃんけん遊びで、グループ対抗ではエネルギーの高揚と解放がみ

られる。 

このようなわらべうたをリトミックに応用することは、音楽（唱え歌）を聴いて子どもたち

が音楽と動きによる協同や創造を体験し、音楽に参加することの喜びを通して他者とのコミュ

ニケーション力を身につけていくことに繋がる。 

(2) 日本の音・音楽を聴く機会をもつ         

紙面の都合上、前章で挙げた事例は一部にすぎないが、子どもたちが主として洋楽中心の音

楽教育を受けながらも、日本人として自分たちの内部にある、生まれながらの音楽性を保持し

て豊かに表現する一面が捉えられた。 

ところで、筆者は幼稚園で和楽器（締め太鼓、平太鼓、拍子木、鈴、鉦、チャッパなど）に

自由に触れることのできる機会を設けたことがある。初めて和楽器に触れた子どもたちは、「大

きい太鼓はドンドン、小さいのはコッコッコ、まわりはカッカッカ」「お祭りみたいな音がした」

「火の用心のがあった」「神社にお参りするところの鈴があった」など音に耳を傾け、普段の生

活環境と関連させた感想を述べていた。これは日本に暮らす子どもの経験の中に和楽器との接

点があり、日本の楽器やその音に触れることが子どもの生活環境とつながる音楽経験であると

捉えられる。それでは、そうした子どもたちを対象としたリトミック教育において、日本の音

や音楽に触れる工夫はどのようにできるだろうか。 

1 つは、口唱歌（くちしょうが：これ以降は唱歌とする）を知り、唱えることである。「ドン

ドン ドドンコ」（大太鼓）「テンツク テンツク 」（締め太鼓）など、楽器の音が擬音のような

音使いで歌われる唱歌には、音色や旋律、リズム、奏法等、和楽器の音楽に関わるすべての要

素が含まれている。例えば「ドンドン ドドンコ」を繰り返し唱えて太鼓を打つことをイメージ

すると、初めの「ドンドン」は強い打ち込みで、「ドドンコ」はいわゆるシンコペーションのリ

ズムとなり、「コ」は「ドン」よりも弱く短く軽いニュアンスに感じられ、これを繰り返すと唱

歌と身体の動きが密接に関わることが捉えられる。 

 

50 前掲書 21）pp.14-15 
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2 つ目は締め太鼓や笛、鉦など日本の楽器で構成されている音楽を聴く機会をもつことであ

る。楽器がなくとも、京都の祇園囃子や江戸の祭囃子など自分たちの地域にある祭囃子の音は

YouTube や CD、DVD などで視聴することができる。楽器の音色やテンポの変化などに注目

して意識的に音を知覚することにより、日本の音楽を聴く耳を養うことができるだろう。 

(３) 絵本教材を活用する   

近年の絵本には多様なオノマトペを用いて、音色やリズム、強弱やテンポ、

動きなど音楽的要素を感じることのできるものが様々に出版されている。 

例えば、絵本『ちゃっくりがきぃふ』（桂文我/話、梶山俊夫/絵, 福音館書

店 2002）は、落語を題材にしている。さきちという若者が「お茶と栗と柿

と麩」を売ろうとして、それらひとまとめにした「ちゃっくりがきぃふ」と

いう売り声を思いついて呼びかけると、子どもたちがその後に「パッピ、プッペ、ポ」と続き、

チンドン屋さんが「チャン、チキチィーン、ドドーン」と鉦や太鼓を鳴らすという話である。

子どもたちと声を出すと日本の楽器のリズミカルな音の世界を楽しむことが出来る51。他に『た

いこ』(2019)、『きょうはマラカスの日』(2013)（両書とも樋勝朋巳作, 福音館書店）や『ぱっ

ぴぷっぺぽん』(2014)（うしろよしあき作/もろかおり絵, ポプラ社）なども、楽器の音色、リ

ズム、強弱や動きのエネルギーなどがオノマトペで表現されており、子どもたちと息を合わせ

体の動きを伴って表現を楽しむことのできる絵本である。これらの絵本を幼児のリトミック教

育において上手く活用することにより、五感を通して子どもたちが日本の音を楽しむ素地を育

めるだろう。 

 

おわりに   

本稿では、日本語と日本の身体文化の特徴を観点として子どもたちの表現行為の分析を試み

た。そして、日本人の本性として内に秘めているリズム感や音楽性を大切にするリトミック教

育のあり方について検討した。その結果、日本の子どもの音楽的素地を見据えたリトミック教

育について、（１）わらべうたを応用する、(2) 日本の音・音楽を聴く機会をもつ、(3) 絵本教

材を活用する、の 3 点より考察した。 

言語習得過程にある乳幼児期の子どものリズム教育において、指導者は子どもの音楽的素地

に意識を向けるべきであろう。ジャック=ダルクローズの民族文化とリズム教育に対する理念

を十分に理解し、自文化に基づく音楽的素地とその先に広がる世界の多様な音楽に関わるリズ

ム教育についての課題意識をもって更に研究を深めたいと思う。  

 

付記：図３の写真は、掲載の許可を得ている。 

本研究は「リトミック・フォーラム 2017 in 神戸」分科会での発表内容に加筆・修正を加えたものであり、

JSPS 科研費課題番号 17K04889（代表者：岡林典子)の助成を受けている。   

 

51 徳丸吉彦監修、日本音楽の教育と研究をつなぐ会編著 (2019)『唱歌で学ぶ日本音楽』音楽之友社、p.14  
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【エッセイ】 

子どもの心を動かすリトミック 
向 井 育 子 

 

What I've noticed from practicing eurhythmics: Eurhythmics moves children's hearts.  
Ikuko MUKAI 

 

 In order to have a fun lesson in eurhythmics, it is necessary to understand how children's 

minds work. In this paper, in order to understand how the child's mind moves in eurhythmic, 

I will look back on my daily lessons and find out that rhythmic music leads to self -expression 

and self-expansion through the activities of immediate reaction and immediate creation, and 

find ways to increase the emotional energy necessary for the movement of the mind. By finding 

a way to increase the emotional energy necessary for the movement of the mind, I realized that 

eurhythmics has great power as an education to create the future of children. I hope that by 

practicing this method, more teachers will be able to give enjoyable lessons. 

 

キーワード：リトミック、心の動き、即時反応、自己表現、感情エネルギー 

 

１．はじめに 

 リトミックの講師として日々子どもと向き合う中で、子どもが大きく変化する瞬間を目の当

たりにすることが少なくない。泣いて教室に入ってきていた子が見違えるような笑顔で活動に

参加する。意欲が無いと保護者に心配されていた子が笑顔で自分を表現するようになる。我が

子の変化に保護者も驚き、私の教室に長く通い続けてくれる。そうした光景が頻繁に訪れる理

由はなぜなのか。それは、リトミックによって「子どもの心が動いた」からであると私は感じ

ている。つまり、心が動くと身体は動き、行動に表れる。リトミックは、感動をエネルギーと

して子どもの心と身体を動かす教育だと感じるようになった。 

 ここでは、私が子どもたちと一緒に行ってきた普段のリトミックレッスンを振り返りながら、

「子どもの心を動かすリトミックの仕組み」について、自分なりの気づきを整理し省察するこ

とで、新たな視点を探してみたい。 

 

２．子どもへのまなざし 

 子どもの成長は草木が芽吹き伸びる様子に似ている。心身に未来の種を持ちながら水や栄養

を与えられ、それぞれの速さやきっかけで自らを伸ばす。栄養にはいろいろなものがあるが、

もっとも欠かせないのが「愛」であると言える。指導者は子どもたちの芽の成長を見守るガー

デナーとして、常に「愛のまなざし」を持つ事が大切である。どんな指導も愛がなければ子ど

もの心に届かず、芽もしおれてしまう。確かな信念に裏打ちされたまなざしが、リトミックレ

（リトミック研究センター本部研究室員、教員養成校講師） 
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ッスンを「より楽しく」するための工夫へと繋がっていくと考えられる。 

 2-1 子どもの心の動き 

 リトミックではさまざまな「遊び」の手法を用いて、子どもの興味、関心、好奇心を刺激し、

「楽しい」という感情を原動力にしてレッスンを行うことが重要である。しかし、指導者がど

んなに楽しいレッスンを準備していても、子どもはいろいろな理由から感情が大きく揺れる。

子どもの心がネガティブの方向に向いた時に、指導者は何をしたらよいのだろうか。2 つの事

例を紹介する。 

［事例１］Step１（1，2 歳児クラス）の A ちゃん。お昼寝から目覚めたばかりで泣いてぐず

っていたが、スカーフが現れたら泣くのを忘れてじっとこちらを見つめた。その表情の変化

に台詞をつけると、このような事を言っているかのようであった。 

 「なんだろう…」「きれいだな」「おもしろそうだな」「さわってみたいな」 

 A ちゃんはママから離れて、スカーフを触りに来る。スカーフをもらうと嬉しそう。ママ

とはしゃいでスカーフを持ち、お花を咲かせたり、風をなびかせたりして活動に参加し始め

た。 

 

［事例２］Step５（年長児クラス）の B ちゃん。幼稚園から帰った疲れから泣きながらやっ

て来たので、ママも B ちゃんもくたくたである。「大丈夫？無理しなくていいよ。ひとまず

坐ってお茶を飲もうか」と声を掛け休息すると、落ち着きを取り戻し始めた。始まったレッ

スンを傍観しているうちに、徐々に表情が変化して行く。 

 「楽しそう…」「好きなことだ…」「やりたいな…」 

 いつしか坐ったまま上半身が動き始め、ついに自ら立って身体を動かし歩き始めた。徐々

に高度な課題にも取り組み、見事成功。最後は達成感に満ちた笑顔になった。 

 

 この二人の子どもには、年齢は違えども以下のような心の動きが生じていることに気づいた

（表１）。そして、この心の動きはリトミックを体験する子ども全般に共通することなのではな

いかと私は考えるようになった。 

表 1：子どもの心の動き（筆者作成） 

①「なんだろう」        （興味・関心・好奇心） 

②「楽しそう」        （動機付け） 

③「やってみたい」      （憧れ・意欲） 

④「動きたい」        （自発性・共感性） 

⑤「こう表現したい」      （自己表現の欲求・創造性） 

⑥「表現したら気持ちがいい」 （自己解放） 

⑦「わかった・できた」      （達成感） 

⑧「もっとやりたい!」        （成長拡大の欲求・可能性の追求） 
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 リトミックの活動を通して、子どもは興味・関心・好奇心を刺激され、「楽しい」という感情

を動機づけにして、意欲や自発性が芽生え、自己表現・自己拡大→成長拡大の欲求が生まれ、

新たな可能性を追求しようとする。子どもの心の動きは、自ら学びを進める「主体的学習」へ

と向かっているのである。 

 リトミックで子どもの心を動かすものの一つに、即時反応という指導方法がある。 

2-2 即時反応 

 即時反応はリトミックの項目の一つである。言葉や音楽による合図を聴きとって、予め決め

られた表現方法で反応する。その活動を通して注意力や集中力を高め、音楽に必要な諸要素を

身体にしみこませていくものである。 

STEP2（2，3 歳児クラス）の C ちゃんが、ロープの道をピアノの音と共に歩いている。途中

でピアノが止まったら止まる。いつ止まるかわからないのでワクワクしながら歩いている。初

めのうちはピアノが止まったことに気付かず、（からだは前に）進んでしまう。または、気づい

たとしても身体の制御がうまくいかない。それでも良いのである。うまく反応できなくても、

子ども自らの気づきを見守る。何回か経験すると、徐々に止まる瞬間を期待し、その瞬間を待

ち望むようになる。「待ち望む」とは自発的感情であり、強要や無理強いで辿り着ける境地では

ない。自発性を引き出すには、指導者が子どもを待ち見守ることが不可欠である。 

 先週のレッスンでは音楽が止まったことに気づかなかった C ちゃんが、次の週には自分で

「ピタ！」と言って止まり、「止まったね～。たのしいね～」と言った。こんなに幼い年齢であ

っても、心が動けば自分で自分を伸ばすことができるのである。 

2-3 即時創造 

 即時反応によって、（前述した表１の④にある）自発性が育つと、更に心の動きが活発化し、

⑤に示した自分なりの表現がしたいという自己表現の欲求が生まれ、即時反応の活動が更に発

展していく、と思われる。 

 STEP3（年少児クラス）の D ちゃん。拍に合わせて身体のいろいろな部位を打つ。時々先生

が「好きな所！」と言ったら、自分の好きな所を打つ。床や椅子、ママをトントンする時もあ

る。上手に拍を打ちながら自分だけの表現をして、最後は「ハイポーズ！」。自分の好きなポー

ズを取り、満足そうな笑顔である。 

 このように、即時反応の活動によって動作の自由度を徐々に上げて行くことにより、即座に

自分で感じ、考え、身体表現する「即時的な想像（創造）」をするようになる。楽しみながらい

つしかリアクター（反応者）からクリエイター（創造者）へと変化し、真にリズミカルでクリ

エイティブな心と身体が作られていくと考えられる。 

  

３．子どもの感情エネルギーを高める 

 前述した表１「子どもの心の動き①～⑧」のように、子どもの心が動く理由は「感情エネル

ギー」の高まりである。感情はエネルギーであり、心を動かす原動力である。感情のメーター

がある一定の所まで高まると、子どもは堰を切ったように表現を始めるのである。 
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 感情エネルギーの高まりは、端からは見えにくい場合がある。一見参加していないように見

える子どもも、心はそこに流れる音楽、人の声、雰囲気を楽しみ、感情エネルギーをため込ん

でいる。心の動きが行動に表れるには時間がかかることもあるが、前述の A ちゃん B ちゃんの

ように、刺激を与えながら感情エネルギーの高まりを待つことで、徐々に行動表現が始まる。

疲れて泣いていても楽しいことや遊びには敏感に反応する子どもの特性を活かして、感情エネ

ルギーを高めていくことが可能である。 

 レッスンを重ねる中で、子どもの感情エネルギーを高めるためには、次の３つが大切である

ことに私は気づかされた。 

（1）子どもの心を受容する 

 どんなに楽しい活動も前述の A ちゃん B ちゃんのように、子どもの心身状態によっては違っ

た反応になる。疲れた、眠い、いやいや等、いろいろな感情の起伏を指導者は全て受容し、受

け止めることが大切である。「眠かったんだね」「疲れたんだね」「いやなんだね」と声を掛ける

ことで、子どもの気持ちは案外満たされる場合が多い。未整理の感情を声掛けによって整理で

き、落ち着きを取り戻す。気持ちを受容した上で新たな活動を提示すると、受け入れてくれる

ことが多い。 

 （2）スモールステップ 

 子どもが課題を達成しやすいよう、（活動内容の）段階を細かく分けて、少しずつ習得できる

ようにする「スモールステップ」を設定することである。「楽しい」「わかった」「出来た」がす

ぐに味わえるようなやさしい課題（成功点）をこまめに設定することで、徐々に子どもの気持

ちを高めていくことができる。 

 (3)ワクワク言葉  

 指導者が明るく期待感を持たせる語り掛けを常にしていくことで、レッスンがスムーズに流

れていく。私はレッスンの中で、常に子ども全員が笑顔でいられるよう心がけている。例えば、

子どもが騒がしく、静かにしてほしい時、「静かにしなさい」と言うよりも「動物さんが眠そう

だから静かにしてあげようね」と伝える方がうまくいく。また、「お散歩に行きましょう」と伝

えるより「お花を摘みに行きましょう」のように具体的な言葉にする方が伝わり易い。 

 レッスン中に、転んで痛がって泣いている時、私はレッスンを一時中断し、「すぐに泣き止ま

せることができる言葉」を唱えることにしている。まず、痛がっているところを撫で、「痛いの

痛いの、先生に飛んでいけ」と言う。先生に痛みが乗り移ったふりをして、大げさなくらい痛

がる。次に「先生の痛いの痛いの、お空に飛んでけー」と言う。お空が痛みを取ってくれたの

で、「あ、直った」と言う。すると子どもは痛いことも忘れて笑う。そうしてまた楽しくレッス

ンに戻っていくのである。 

   

４．自己表現で「考える力」を伸ばす 

 即時反応は、即時的な想像（創造）を経て、自己表現に繋がっていく。「〇〇ちゃんはどうし

たい？」と問いかけ、表現の場をつくることで、初めて人は受け身から脱し、自分自身で考え



リトミック・オンライン・ジャーナル Vol.1（2021）     ISSN 2436-73466 

34 

始める。これは同時に、これからの時代に必要となる「０から１を生み出す力」を育くんでい

る。指導者は子どもの表現を認め、発露の芽を摘まず大切に育てることが必要である。 

  自己表現を行う活動を通して考える力が伸びてくると、物事の意味や本質を知りたくなる。

「なんでこうなるの？」等と質問が出てくるようになったら、次の段階に移るチャンスである。 

4-1 符号化・抽象化 

 STEP 3（年少児クラス）の E ちゃんは、動物カードの活動を行っている。動物カードは、リ

トミック研究センターの教具の一つで、表に動物、裏に音符が書いてある。一年間通してレッ

スンで使用することを通して、徐々に動物の速さ、大きさのイメージ、音楽と身体の動き、音

符を結び付けていくという目的がある。E ちゃんは動物カードを用いた活動に随分と慣れ、動

物のイメージが音符と結びつくようになった。そこで、動物の絵を見せず♪の音符だけを見せ、

こんな質問をしてみた。「♪の後ろに誰がいると思う？」E ちゃんは♪の後ろに描かれた動物を

すべて覚えていた。好きな動物が描かれた♪のカードを持って走る。最初は動物になりきって

いたが、「リズムの国」に着いたらリズム唱を唱えながらステップを行う活動に替える。想像か

ら符号化、抽象化へと導いていくのである。 

 子どもが感じたままに表現していたものが音楽学習につながっていたことを知ると、保護者

も子どもも感動に包まれる。経験が力となり、或る日突然それに名がつく様子は、子どもにと

って、ヘレンケラーが初めて水（water）という単語を覚えた時のような発見のようである。 

4-2 自己表現と調和 

 STEP4（年中児クラス）のレッスン。今日も綺麗なベルの音が響く。子どもたちが分担して

ド・レ・ミ・ファ・ソのハンドベルを持ち、先生の指示を見て音を鳴らす。流れてくる音の響

きを聴いて初めて、何の曲を演奏していたかに気づいた子どもたちの表情は、まるで世紀の発

見をした発明家のように輝いている。やがて子どもたちは先生の指示が無くとも自ら理解して

ベルを鳴らせるようになっていく。 

 子どもたちは、この活動を通じて自分の表現が、皆で「一つ」になる喜び、「自己表現と調和」

を経験しているのである。「自己表現」と「調和」は矛盾しているように見えて、同時に成立す

るのである。自己表現が自分勝手になってしまうと調和しない。しかし、「喜び・ワクワク」を

基に皆が自己表現すると、美しい形で調和し、大きな幸福感に満ちたエネルギーとなる。 

 新年号「令和」は、人々それぞれが大切にされ、自由に表現しながら、美しく心を寄せ合う

中で文化が生まれ育つ、という意味が込められているそうである。今こそ自己表現と調和を実

現する時であると思う。リトミックは新時代に必須となる「自己表現→調和」のプロセスを体

験できる教育なのである。 

4-3 自ら進んで学びを進める：守破離 

 自分で考え表現する力が付くと、子どもは更に自ら深い学びに入っていく。 

 STEP５（年長児クラス）の F ちゃん。ボールつきが好きである。先生の「さんはい」の合図

を聴き、タイミングよくボールをつく。上手になったので、今日は F ちゃんに合図を掛けても

らうことにした。とても上手に合図を掛ける F ちゃん。合図と合図の間隔も工夫されていて、
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先生顔負けの見事さである。合図の掛け方を教えたことは無いのに、しっかり吸収していたの

である。合図を経験した F ちゃんは自信に満ち溢れた表情であった。 

 その様子を見て、私は「守破離」という言葉を思い出した。「守破離」とは、剣道や茶道など

の修業における段階を示した言葉である。「守」は師や流派の教えを受ける段階。「破」は他の

教えについて考え、良いものを取り入れて心技を発展させる段階。「離」は独自の新しいものを

生み出し、確立させる段階である。リトミックの学習段階においても同じことが起こっていた。

F ちゃんのように、模倣から創造、自己拡大へと自ら向かっていくのである。小学生になった

F ちゃんの保護者は「リトミックのおかげで物事に取り組む姿勢が積極的になりました。勉強

も進んで自分からしています」と話していた。リトミックで得た心の動きは生活や学習に影響

を及ぼし、広く自らの学びを進めているのである。 

4-4 自立へ向かう:弓と矢 

 子どもには一人一人固有の魂（種）があり、その魂のスイッチを入れることができるのは、

結局のところ当の本人だけなのではないかと私は感じている。自分も含め、親は、自らが生ん

だということで、無意識に子どもへの所有欲を持っている。無意識下で起こる欲求のため、親

も気づかないうちに、子どもへ過度の欲求をしたり、立ち入ったりしてしまうことが多いので

はないだろうか。先生が子どもに話し掛けた時、子どもより先に保護者が話してしまう場合が

あるが、そこを待てるのか待てないのか、そんな小さな事が、子どもが持つ自立心、自らを伸

ばす力を育めるか否かにかかっていると思う。子どもの意思を尊重することは、自立心を養う

上で、親が思う以上に重要なのではないだろうか。 

 レバノン出身の詩人 Karlil Gibran という人の書いた散文詩に「あなたは弓です。その弓か

ら、子は生きた矢となって放たれていきます」という言葉がある（カリール・ジブラン 1923：

21）。ここでいう「あなた」は親のことである。親や指導者が弓で、子どもが放たれる矢である

ならば、弓の役割は矢を出来るだけ遠くまで飛ばすことであろう。私は目の前の子どもの心と

身体に準備が整ったら、いつでも「飛んでゆけ！」と弓を引き、信じて手放すことができる指

導者でありたいと思う。 

 

５．おわりに 

 リトミックは、楽しさを原動力に子どもの心と身体を大きく動かし、自己表現の歓びに目覚

めさせる。自ら考えることで自立心が芽生え、更に成長拡大しようとし、未来へ進む力を得る。

リトミックは子どもの、また社会の未来を創造する教育として、大きな力を持っていると感じ

る。その力はまだ多くの可能性を秘めている。「子どもの心を動かすリトミック」を新たな気づ

きの起点として、実践研究を重ねて行きたい。 
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