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【論文】 

「音楽の学習と聴音教育」（1898 年）に見られる 

ジャック=ダルクローズの教育観について 

板 野 和 彦 

 

 

A study of Jaques-Dalcroze's educational idea on "Les , études musicales et L′

éducation de l‘oreille,1898" 

 

Kazuhiko ITANO 

 

The purpose of this paper is to clarify that Dalcroze's research began with solfege studies that 

focused on internal listening for professional music students, and that he developed the concept of 

"rhythmic movement to control and develop temperament" based on his consideration of the 

relationship between temperament, including constitution, climate, and ethnicity, and that he 

examined both solfege and rhythmic movement from a physiological viewpoint.  

Jacques Dalcroze believed that it was important for those who were to become experts in the stud y 

of solfege to develop internal listening skills and thereby acquire a sense of tonality and harmony. At 

the same time, it should not be overlooked that he incorporated a physiological perspective into 

solfege learning. On the other hand, with regard to rhythmic exercises, he became clearly aware of 

the educational significance of rhythmic exercises by examining the relationship between climate, 

climate, and people's temperament, as well as the relationship between each musical characteristic 

and the nerves and muscles. 

 Key Word: ジャック＝ダルクローズ、ソルフェージュ、リズム運動、ルソー、テーヌ  

 

はじめに 

ジャック＝ダルクローズはジュネーヴ音楽院に着任した 1892 年、音楽を専門とする学生た

ちが和音を聴き取ることができないことに気づいてソルフェージュについての研究を開始し1、

1905 年には学校で子どもたちが学ぶべき内容について言及した2。1911 年にはリトミック教育

によって社会性や集中力、思考力など、音楽の技術だけでない人間の幅広い諸能力を養うこと

ができるという考えを示し3、同年、ドレスデン近郊の都市、ヘレラウの学校に着任して体操教

 

1 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳『リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社、2003 年、

p.viii 

2 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳、同上書、2003 年、pp.19-20 

3 Jaques-Dalcroze Der Rhythmus ein Jahrbuch Herausgeg., von der Bildungsanstalt Jaques-

Dalcroze Dresden-Hellerau 1.Band 1911, S.14 

（明星大学教育学部教授、リトミック研究センター顧問） 
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師やダンサーたちの指導にあたり4、さらにその後、音楽と身体運動を活用した特別支援教育の

あり方について原理と方法を示した5。以上のように、ジャック＝ダルクローズの教育観は様々

な方向へと広がり、発展していった。本稿では、ジャック＝ダルクローズの教育観の発展のう

ち、初期の考え方を明らかにするため「音楽の学習と聴音教育6」（1898 年）を取り上げ、彼の

教育が音楽を専門に学ぶ者のための内的聴取を重視したソルフェージュ研究から始まったこと、

体質も含む気質と気候風土等の環境と民族性等の関係について考えたことから「気質を制御す

るとともに発達させるためのリズム運動7」が創案されたこと、ソルフェージュとリズム運動の

双方について生理学的な視点から検討をしていたことを明らかにすることを目的とする。 

1989 年という年はジャック＝ダルクローズの生涯の中で特別に大きな動きのあった年であ

ったとは言えない。ジュネーヴ音楽院に着任してから７年、調性感を重視したソルフェージュ

教本『イントネーションの実際的な練習』を出版してから５年が経過している。音楽や音楽教

育に関わること以外では、ドルフュス事件についてのフランス政府の対応に抗議して『わたし

は弾劾する J’Accuse』というタイトルで知られるようになる公開状を新聞紙上で発表したエミ

ール・ゾラ（Zola, Émile François 1840-1902）に対して、この年の２月 24 日に、ジャック=ダ

ルクローズは共感と激励の手紙を送っている。ゾラは本稿において検討するフランスの文学史

家、テーヌ（Taine, Hippolyte Adolphe 1828-1893）を敬愛する人物として知られ8、ジャック=

ダルクローズの教育観について検討する際に、この３者の関係は重要である。この年に著され

た「音楽の学習と聴音教育」は彼の主著である『リズムと音楽と教育』の第一章であり、ジャ

ック=ダルクローズが自分自身の教育について述べる際に、その起点として据えたものである。

そこではリトミック創案の背景が述べられている。 

 本研究の先行研究としてはベルヒトルド（1977 年）の「エミール・ジャック＝ダルクローズ

とその時代9」そして坂田（1993 年）の「内的聴感の本質とその形成過程10」を挙げる。ベルヒ

トルド（1977 年）は、ジャック=ダルクローズの生涯を教育観の推移も含めて全体的に検討し

ているが、教育観の推移の理由や背景については言及しておらず、1898 年の状態を特に取り上

げて検討しているわけではないので、この点が本稿の目指すところと異なる。坂田（1993 年）

はジャック=ダルクローズが重要事項として検討している内的聴感の演奏における働きを明確

 

4 ベルヒトルド著、板野平訳「エミール・ジャック=ダルクローズとその時代」、『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』全音楽譜出版社、1977 年、p.82 

5 ジャック=ダルクローズ著、板野平訳『盲人教育とリトミック』全音楽譜出版、1986 年、

pp.122-147 

6 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳、前掲書、pp.1-6 

7 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳、同上書、p.1 

8 パジェス著、足立和彦訳『フランス自然文学史』白水社、2012 年、p.41 

9 ベルヒトルド著、板野平訳、前掲書、1977 年、pp.19-150 

10 坂田薫子「内的聴感の本質とその形成――演奏行為における心的作用の考察を通して―

―」、『音楽教育学 第 23-2 号』日本音楽教育学会、1993 年、pp.4-27 
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にしており11、1898 年にジャック=ダルクローズがもっていた音楽教育観を明確にするために

重要な資料である。 

 

１．「音楽の学習と聴音教育」とその前後の著作等について 

 本稿では「音楽の学習と聴音教育」を中心に、ジャック=ダルクローズが教科書としては初

めて出版した『イントネーションの実際的な練習（1894 年）』12、1905 年７月１日、スイス北

部の古都、ゾロトゥルンで開催された音楽教育者会議（Congrès de l’enseignement musical）に

おける講演をもとにまとめられた『学校音楽教育改革論（1905 年）』13、リトミックの健康法

（l'hygiene）としての側面について検討した『呼吸と筋肉の神経支配（1906 年）』等を参照し

ながら検討してゆく。 

 

２．「音楽の学習と聴音教育」について 

 ジャック=ダルクローズの主著である『リズムと音楽と教育』の初めに収められたこの章は、

前半部分においてソルフェージュについて、後半部分ではリズム運動について述べられており、

前後２つの部分から成っている。これはジャック＝ダルクローズが当時、自分自身の教育法を

ソルフェージュとリズム運動という２つの領域に分けて捉え、様々な試行をしていたことによ

るものである。２つの部分は、先ず各々の内容の概略が述べられ、次に生理学的な側面につい

て、そして最後に新しい教育が周囲から受け入れられないことについて述べられるという構成

については、ほぼ共通している。しかし、リズム運動についての部分では冒頭で、音楽教育に

おいて生徒の運動能力に目を向けるべきであること、つまりリズム運動の教育的意義が明確に

述べられているが、ソルフェージュについての部分においてはこの様な説明はなされていない。

ソルフェージュ学習の重要性については読者たちから理解が得られているが、音楽教育におけ

るリズム運動は新しい試みであり、説明を加える必要があるというジャック＝ダルクローズの

認識をここから読み取ることができる。また教育の対象であるが、始めの部分は音楽を専門的

に学ぶ学生のための教育について書かれているのに対して、後半はすべての子どもたちのため

の教育について書かれている。彼のこの時期のジャック=ダルクローズの実践のあり方を反映

したものであると思われる。 

 本稿では全体を次のように区分し、以下検討してゆく。 

 

 

 

11 坂田薫子、同上書、日本音楽教育学会、1993 年、p.6 

12 Jaques-Dalcroze Exercices Pratiques d'Intonation Jobin & Cie Editions Musicales, Paris, 

1894 

13 Jaques-Dalcroze La réforme de l’enseignement musical a l’école, Payot & Cie Editeurs, 

Lausanne, 1905 
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１）ソルフェージュについて 

  ①「内的」聴取能力の養成と和声学や作曲の学習について 

 ②ソルフェージュの生理学的な意義について 

 ③ジャック=ダルクローズの提案したソルフェージュ教育改革に対する周囲の反応 

２）リズム運動について 

 ①リズム運動を学習する意義について 

 ②リズム運動の生理学的な意義について 

 ③リズム運動の実施と周囲の反応について 

 

 １）ソルフェージュについて 

①「内的」聴取能力の養成と和声学や作曲の学習について 

 ジャック＝ダルクローズはこの章を次のような文章で始めている。「和声学の教授たちのお

好みの戒めのひとつに『和声進行の組成、記譜にピアノの助けを借りてはならない』・・・・と

いうのがある」14。ジャック＝ダルクローズは 1892 年にジュネーヴ音楽院に着任し、日々学生

たちに和声学の指導を行っていたので、このような場面は、彼にとって日常的なものであった

だろう。また彼はこの時期「音楽ジャーナル Le Journal musical」の編集・執筆に関わり、1898

年には作曲家としてジュネーヴの音楽事情に関する記事を寄せている15。このように、ジャッ

ク＝ダルクローズが学生たちに和声学を指導することもある作曲家であったと考えると、彼が

本章の冒頭で内的聴取力について検討したことの理由が明らかになる。旋律やリズムと異なり、

和音の連なりというものは、学習者がイメージすることによってのみ（ピアノを使わないなら

ば）内面化できる。ジャック＝ダルクローズのソルフェージュは和音を内的聴取することから、

つまり作曲家としての視点からスタートしているとも言える。 

 和音の組成、記譜の学習の際にピアノ等の楽器を使用について、パリ音楽院で教鞭をとった

こともある作曲家、ラヴィニャック（Lavignac, Alexandre Jean Albert 1846- 1916）は次のよう

に以下の様に記している。 

 

 和声法の勉強は、次に述べる対位法と同じく、すべて机の上で行われるようにし、ピ

アノとか他の楽器をかりなくても済むようにせねばならぬ。頭のなかでその音を絶対正

確に聴き取るようになれなければならぬ。16 

 

 

 

14 ジャック＝ダルクローズ著、山本昌男訳『リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社、2003

年、p.1 

15 Jaques-Dalcroze, Le Journal Musical, 11, Rue de la pêpiniêre, Paris, 1er Janvier 1898 

16 服部竜太郎『ラビニアックの音楽才能教育』音楽之友社、1953 年、p.149 
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 ラヴィニャックも、ジャック=ダルクローズが「教授たちのお気に入りの規則」としていた

通り楽器の使用は認めていない。ただ、楽器を使用しないために内的聴取力を養う方策を考え

ていたかといえばそのようなことはなかったことが次の記述から伺われる。「最初のうちは不

安であるが、訓練することによってじきに慣れるものである」17。どのような手段で「慣れて」

ゆけば良いのかは書かれていない。ジャック=ダルクローズが内的聴取力について検討したこ

とは、当時とすれば新奇性があり、重要なことであったと推測される。ラヴィニャックは和声

学やソルフェージュ、さらには音楽教育全般について等、数多くの著書を書いており、当時、

かなり著名な音楽教育家でもあった。ジャック=ダルクローズもフォーレの紹介で、指導を受

けており18、ジャック=ダルクローズの音楽教育観形成に一定程度の影響力をもっていたと考え

られる。 

ジ ャ ッ ク ＝ ダ ル ク ロ ー ズ は 「 イ ン ト ネ ー シ ョ ン の 実 際 的 な 練 習  Exercices pratiques 

d’intonation 1894」の前文で次のように述べている。「もし私が、既に世の中にあるソルフェー

ジュ指導法の本に欠点があること、特に調性という視点からみると問題があることを知らなけ

れば、この新しい本を出版しようとは思わなかっただろう」19。調性は複数の音の働きが作用す

ることによって生ずるものであり、これを正確に感受するためには内的聴取の能力を必要とす

るものである。ジャック＝ダルクローズのソルフェージュはこの時点では、内的聴取能力を獲

得するためのものであり、専門家となるためのものであった。子どもたちを学習対象とするソ

ルフェージュについては『学校音楽教育改革論（1905 年）』で述べられており、専門家となる

ための教育が先行し、後にすべての子どもたちのためのソルフェージュを考えたという流れを

読み取ることができる。 

坂田（1991 年）は内的聴感について次のように述べている。 

 

優れた演奏者は、頭あるいは心の中で、来るべき音響のニュアンスを生成し続け、そ

れを具体的な音響へと具現化していく。内的聴感が未来を準備し、身体がこれを実行に

移すことで、音楽に連続性が付与されるのである。20 

 

 演奏と和声を書くことと、場面は異なるものの、ジャック=ダルクローズも内的聴感が先行

することの重要性について述べている。「内なる耳で先行的にその響きを聴き取れなければ、正

しい和音進行を譜に書くことは不可能である」21。音を先行して内的聴取できることが、音楽の

演奏や創作において重要であることを明らかにしており、このような考えに基づいて「音楽の

 

17 服部竜太郎、1953 年、同上書、p.149 

18 ベルヒトルド著、板野平訳、前掲書、1977 年、p.31 

19 Ibid. Jaques-Dalcroze, 1894, p.1 

20 坂田薫子、前掲書、日本音楽教育学会、1993 年、p.6 

21 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳、前掲書、2003 年、p.2 
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学習と聴音教育」のソルフェージュに関する部分は展開されている。 

 ②ソルフェージュの生理学的な意義について 

ジャック＝ダルクローズは自身のソルフェージュの中で学ぶべきことを次のように述べてい

る。「そのために私は、音高を認識し、音程を正しくつかみ、和声の理解を深め、和音を構成す

るさまざまな音を弁別し、多声音楽の対位法構図についていき、調を区別し、聴覚と発声感覚

の相互関係を分析し、聴覚の受容力を伸ばし、さらに――神経組織訓練のための新しい体操を

利用して――全身の機能を使って脳、耳、喉の間に内なる耳とでも称すべきものをつくり上げ

るのに必要な回路を創り出すことを目的とした訓練の創案に没頭した」22（下線は筆者による）。

下線を付した部分から、ジャック＝ダルクローズがソルフェージュの生理学的側面に着目して

いたことが分かる。ソルフェージュとその生理学的側面については『イントネーションの実際

的な練習』の前文では触れられていないため、ジャック＝ダルクローズが生理学について学ん

だのは 1894 年以降であると考えることができる。 

③ジャック=ダルクローズの提案したソルフェージュ教育改革に対する周囲の反応 

ジャック＝ダルクローズはこの部分の冒頭で「聴覚を伸ばす私の方法を築きあげる際に直面

したさまざまな困難などは、いま私がこの方法を教育に導入しようとして直面している種々の

困難に比べれば、物の数ではなかった。」として彼の新しいソルフェージュ教育法が周囲からの

厳しい批判にさらされたことを明らかにしている。 

「学習で天賦の際を補うことなどできない。」「学習時間はすでに極めて限られているのだか

ら、生徒たちが指の技術を磨くことに専念するのに妨げになる新たな学習で彼らを困惑させる

などとはもってのほかである。」「すぐれた音楽家を育てあげるには、楽器を学ばせるだけで十

分である23」などが反対意見として挙げられている。これらを見る限り、反対意見の主はジュネ

ーヴ音楽院の教員を中心とした人々であるように思われる。ジャック＝ダルクローズは『学校

音楽教育改革論（1905 年）』の中で、ジュネーヴ音楽院とおぼしき「音楽院」の教育を批判し

ている。音楽院でピアノ演奏学ぶ娘エレオノーレの父親、「ムッシュ某」とジャック＝ダルクロ

ーズの対話形式で進められる検討の中で、家族で楽しみながら学習すべきであること、初見や

即興演奏を取り入れて主体的に、そして創造性を高める学習をすべきであること、記憶に留め

ているなつかしいメロディーを楽譜におこして伴奏付けをすること等により、バランスのとれ

た音楽学習を進めることができるとジャック＝ダルクローズは勧めている。しかし、対話の相

手である「ムッシュ某」は自分の娘エレオノーレが前回の学内オーディションで、リストの大

曲、ハンガリア狂詩曲を演奏し覇者となったこと、そのお陰で新聞でも大きく報道され誇らし

かったことなどを話す24。以上のストーリーはジャック=ダルクローズの創作なのであるが、当

 

22 ジャック＝ダルクローズ著、山本昌男訳『リズムと音楽と教育』全音楽譜出版社、2003

年、p.3 

23 ジャック＝ダルクローズ著、山本昌男訳、同上書、2003 年、p.3 

24 Jaques-Dalcroze La réforme de l’enseignement musical a l’école, Payot & Cie Editeurs, 
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時のジュネーヴの音楽や音楽教育の状況を反映したものであると思われ、この様な背景をもっ

て音楽院の教育が行われているのであれば、先ほど私たちが見た、ジャック＝ダルクローズの

新しいソルフェージュ教育に対する３つの反対意見、つまり、音楽の才能は生まれつきのもの

であり、指の技術の習得に全力を上げることが最善で、楽器の演奏を学ぶことが音楽学習のす

べてである、と考えることに相手を納得させることは難しかっただろう。ジャック＝ダルクロ

ーズの学院での立場が孤立したものであったことを思わせる事実である。 

また、以上のようにジャック=ダルクローズは自身のソルフェージュの方法を提示したが、

周囲の反発に会い、後にリズム運動を創り上げた時にも様々な批判を受けたとされる。自分自

身の創案した教育法の２つの重要な側面について両方とも否定されたことになり、その後にジ

ャック=ダルクローズがジュネーヴ音楽院を離れ、ヘレラウへと去って行ったことの大きな理

由であったと思われる。 

 ２）リズム運動について 

 ①リズム運動を学習する意義について25 

ジャック＝ダルクローズはリズム運動について述べている後半部分の冒頭で、次のようにリ

ズム運動を学ぶことの意義を明らかにしている。 

 

 音楽の様式は風土と気候しだいで異なるのだが、ということは生活環境や生活条件に

よって鍛えられ変化させられる気質（les tempéraments）しだいであるということもで

きる。異なる民族の音楽を特徴づける和声とリズムの相違は、有機体の神経と筋肉の状

態に由来するものであり、それは他ならぬ聴覚機能の多様性からは独立している。それ

ならば、今後は音楽の学習で、生徒の運動能力、つまり反応、跳躍、立ち止まること、

後退、そして気質を作りあげている自然に出てくる動きや反射的な動き、といったもの

全体にまず目を向けることを尊重すべきではないだろうか。26  

 

 ジャック＝ダルクローズはこの部分の初めの文章で、風土と気候が人間の生活環境や生活条

件に影響を及ぼし、そして人間の気質は生活環境や生活条件から影響を受けるものであり、こ

れらの一連のことが音楽の様式を決定づけるものであるとしている。この影響を→で表し、全

 

Lausanne, 1905, pp.60-65 

25 本項の引用部分やそれについての解説等は『ジャック＝ダルクローズの気質 tempérament

についての研究』音楽教育メソード・教育学研究会「音楽教育メソード・教育学研究創刊号」

（現在、査読中）の「２－１）気候・風土から気質が影響を受けることと音楽教育」と一部重

複している。ジャック＝ダルクローズの気質についての捉え方を重視したために、そのように

なったが、それぞれ文脈が異なるため問題ないと考えている。 

26 Jaques-Dalcroze Le rythme, la musique et l’education, Jobin & Cie, Editions musicales, 

Lausanne, p.11 
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体を図式化すると次の通りである。「風土と気候」→「生活環境や生活条件」→「気質」→「音

楽の様式」 

 なお、ここで用いられている気質（les tmperaments）という表現は、我が国で一般的に意味

するところの「きだて、かたぎ、気性27」という意味ではない。ラルース哲学事典には以下のよ

うに記されている。 

 

気質［仏：tempéraments 独：Temperament 英：temperament］個人の自然の性向。

われわれの器質的な性向（内分泌性器官）に起因する気質は、しばしばある一つの決断

や精神の形成過程の結果として現れてくる性格とは、区別される（中略）。このように

気質は遺伝的であり、「体質的」ないし器質的な観点から個人を特徴づけるが、これに

対して性格は個体的であり、心理学的な観点から個人を特徴づけるのである28。 

 

 遺伝的・体質的であり、器質的な観点から個人を特徴づける気質は、生活環境や生活条件か

ら影響を受けると考えられるため、生活環境としてのリズム運動を行うことによって気質を制

御し、芸術性を高めることができるのではないかとジャック=ダルクローズは考えた。 

続く文章では、諸民族の音楽は、独特な和声とリズムによって特徴づけられるが、それは神

経や筋肉等の状態によって決定づけられるという、音楽と身体の関係が明示されており、音楽

教育において身体運動を活用すべきであるというジャック=ダルクローズの考え方の根拠が明

らかにされている。そしてこの文章の最後に、それらの音楽と身体の関係は、聴覚機能の多様

性からは独立した、別の側面であるという考え方が示されている。これはひとつの民族におい

て人々の聴き取る能力は様々であるにも関わらず、その音楽はある一定の性質を持つというこ

とを指摘するものであるが、同時にジャック=ダルクローズがこの時点まで研究してきたソル

フェージュ学習とは別な側面として、新たに身体運動を学習する必要があるという考え方であ

る。以下、上記の文章のもとになった考え方が明示されている例として、a.テーヌ、b.ルソー、

c.モンテスキューらの記述を引用し検討してゆく。 

 

a.テーヌ（Taine, Hippolyte Adolphe 1828-1893）『英国文学史（1863）』 

 テーヌはフランスの批評家、歴史家そして哲学者である。テーヌの研究は「いふまでもなく

『種族』や『環境』といふ事實を深く凝視して、そこに獨特の意義を把へ、遂に文化推進の基

本法則にまで高めた29」ものであるとされており、ジャック=ダルクローズの種族や環境と身体

の関係についての見解を検証するために『英国文学史』を検討することは重要であると考えら

れる。また、ジャック=ダルクローズも『リズムと音楽と教育』他の中で引用しており『英国文

 

27 新村出編『広辞苑 第六版』岩波書店、2008 年、p.674 

28 D．ジュリア他編著、片山寿昭他監訳『ラルース哲学事典』弘文堂、1998 年、p.84 

29 テーヌ著、平岡昇譯『英国文学史 第一巻』創元社、1943 年、p.11、 
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学史』を読んでいたことは明らかである。 

 テーヌは環境と人間の関係について、次のように述べている。 

 

 気候と状況とが異なるならば、その欲望も異なったものが生まれ、したがってその活

動の形式も、さらにはその習慣の形式も、ついにはその能力と本能の形式も異なったも

のを生みだすのである。人間は、その四圍の諸情勢に平衡を保っていかなければならな

いからして、これらの情勢に順応した気質や性格を習得する。この気質や性格も、外的

印象が数かぎりなく反復されていくうちに、人間のうちに植えつけられたものであれば

あるほど、またはるかに昔から遺伝によって子孫に伝承されたものであればあるほど、

それだけに強固な後天的な習得的性質になるのである。30 

 

 気候と状況に応じて人間の欲求が異なることにより習慣や能力、本能等の形式が異なったも

のになり、人間は周囲の情勢・状況とバランスをとるという必然性から周囲に順応した気質や

性格を獲得するというテーヌの考えは、先に挙げたジャック=ダルクローズの風土・気候、生

活環境に影響される気質についての考え方と類似している。 

 

b.ルソー（Rousseau, Jean-Jacque 1712-1778）『エミール（1762 年）』『言語起源論（1781 年）』 

ジャック=ダルクローズの教育にルソーが及ぼした影響を考えるときに、両者がジュネーヴ

と深いかかわりを持った人物であることは看過されない。また、ジャック=ダルクローズは自

著において、ルソーの考えを引用もしている。ルソーは『エミール』の初めの部分で人間の教

育を３つに区分している。 

 

 この教育は、自然か人間か事物によってあたえられる。わたしたちの能力と器官の内

部的発展は自然の教育である。この発展をいかに利用すべきかを教えるのは人間の教育

である。わたしたちを刺激する事物についてわたしたち自身の経験が獲得するのは事物

の教育である31。 

 

 ルソーは自然の教育は私たちの力の及ばないものであり、事物の教育も半分は同様であると

しており、人間の教育だけが私たちの思い通りになるとしており、全体ではないが環境をコン

トロールすることにより子どもたちを教育することができるとしている。さらに子どもたちの

感覚器官については 「わたしたちは感官をもって生まれている。そして生まれたときから、

周囲にあるものによっていろんなふうに刺激される。32」と、重要な位置づけにあると考えてい

 

30 テエヌ著、瀬沼茂樹訳『文学史の方法』岩波文庫 

31 ルソー著、今野一雄訳『エミール（上）』岩波文庫、1962 年、p.24 

32 ルソー著、今野一雄訳、同上書、1962 年、p.26 
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た。 

 ルソーは『言語起源論』の「第８章 諸言語の起源における一般的および地域的差異」にお

いて「それらを区別する主要な原因は地域的なものであり、諸言語が生まれる風土や諸言語が

形成される仕方に由来し33（後略）」として言語の特徴と地域やその風土との関連性を指摘して

いる。 

 以上ルソーが述べたことは、先にリズム運動の意義としてジャック=ダルクローズが挙げた

事柄と類似するものである。 

 

c.モンテスキュー（Charles de Secondata, baron de La Brède et de Montesquieu: 1689-1755）

『法の精神（1748 年）』 

 増田真は「社会制度や文化の違いを気候に由来するものとする論法は十八世紀ではよく見ら

れるものであり、モンテスキューの『法の精神』がその好例である。34」と指摘している。『法

の精神』の中でモンテスキューは次の様に述べている。「もし、精神の性格と魂の情念が、様々

な風土によって、はなはだしく異なるのが事実なら、法はこれら情念の違い、これら性格の違

いに関係していなければならない」35。 精神と情念の性質が風土によって左右されるとしてお

り、より具体的に気候と身体と精神の関係についても述べている。 

 

 冷気はわれわれの肉体の外側の繊維の末端をひきしめる。そのことは、それらの繊維

の弾力性を増し、血液が末端から心臓へ還流するのを助長する。冷気はこの繊維自体の

長さを縮める。したがって、それによってさらにその力を強める。熱気は、逆に繊維の

末端を弛緩させ、そしてそれを長くする。したがって、その力と弾力性を弱める。 

 したがって、寒い風土のほうが人は活力がある。心臓の作動と繊維の末端の反作動が、

よりよく行われ、体液はよりよく均衡し、血液は心臓によりよく向かい、代わりに心臓

はより大きな力をもつ。このより大きな力は、多くの効果を生むはずである。たとえば、

より多くの自信、すなわち、より多くの勇気、より多くのおのれの優越の意識、したが

って、より少ない復讐欲、より多くの安全感、したがって、より多くの率直さ、より少

ない疑い、かけひき、策謀のように。要するに、それはきわめて異なった性格をつくる

にちがいない。36 

 

 ある土地の気候風土が身体を通して、その人間の性格を形成するとしている。先にジャック

=ダルクローズが述べたことと共通するところがあると思われる。参考までにジャック＝ダル

 

33 ルソー著、増田真訳『言語起源論 旋律と音楽的模倣について』岩波文庫、2016 年、p.56 

34 ルソー著、増田真訳、同上書、p.57 

35 モンテスキュー著、井上堯裕訳『法の精神』中央公論新社、2016 年、p.164 

36 モンテスキュー著、井上堯裕訳、同上書、pp.164-165 



 

11 

クローズは『リズムと音楽と教育』第２章においてモンテスキューを引用しており37思想や法

哲学などに及ぶ幅広い学びをしていたことが明らかになる。 

 

 以上、テーヌ、ルソー、モンテスキューらの記述を参照してきたが、いずれも環境が身体を

通して人間に影響を与えるとしており、このような考えが、人間を教育する際に身体運動を通

して身体に働きかけるべきだというジャック=ダルクローズの発想を支えていると考えること

ができる。 

②リズム運動の生理学的な意義について 

ジャック＝ダルクローズはリズム運動を行うことによって引き起こされる効果について次の

ように述べている。 

 

新たな反射作用を創り出すこと、神経中枢の教育を企図すること、強烈すぎる気質を

鎮静させること、筋肉同士の対立拮抗を制御し、調和のとれた共働を行わせること、五

感と精神の間の、知性に情報を送る感覚作用と、感覚中枢と結ばれた表現手段を改めて

創り出す感情との間の、いちだんと直接的な交流を確立すること――こういったことは

不可能なのだろうか。38（後略） 

 

ここで用いられている反射作用（réflexe）、神経中枢（des centres nerveux）、筋肉同士の対立

拮抗（les antagonismes）などの用語はフランスの生理学者、ラグランジェ（Lagrange, Fernand: 

1845-1909）が自身の著作において詳しく論じているものである39。ラグランジェはヴィシーの

対診医であり、生理学に関する多くの著書を書いている40。ジャック=ダルクローズは 1907 年

に出版した『生命と芸術の教育手段としてのリズム：６つの講演集』の中で以下の様に述べて

いる。 

 

ラグランジェ博士（Dr. Lagrange）は次のように述べている。より関係の無い筋肉活

動をすればするほど疲労の感情は強くなり、精神的才能と脳の共同が集中的に行われれ

ば行われるほど、練習が必要になる。41 

 

37 ジャック＝ダルクローズ著、山本昌男訳、前掲書、2003 年、p.10 

38 ジャック＝ダルクローズ著、山本昌男訳、前掲書、2003 年、p.５ 

39 Lagrange Physiologie des exercices du corps Ancienne Librairie Germer Bailliere et Cie, 

1890, Paris, p.366 

40 ラグランジェの詳細については拙著「リトミックの健康法としての側面に関する研究―

『呼吸と肉の神経支配・解剖図』を中心に―」を参照のこと。 

41 Jaques-Dalcroze Der Rhythmus als Erziehungsmittel fur das Leben und die Kunst: sechs 

Vortrage , Verlag von Helbing & Lichtenbahn, 1907, S.51 
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 筋肉の活動と疲労感、精神的才能と脳の働き等の関係が述べられており、ジャック=ダルク

ローズがラグランジェの研究に注目していた様子がうかがわれる。そして、同書の巻末の参考

文献にはラグランジェの『身体訓練の生理学42』が挙げられている。ただ、これは 1907 年に書

かれたことであるため、本稿で検討している「音楽の学習と聴音教育」（1898 年）の時点でジ

ャック=ダルクローズが『身体訓練の生理学』を読んでいたと確定することはできないが、少

なくとも、音楽あるいは音楽教育という範疇を越えた、生理学的関心を、この時点からジャッ

ク＝ダルクローズがもっていたという点は確かなことであり、注目すべきことである。 

 

③リズム運動の実施と周囲の反応について 

この部分でジャック＝ダルクローズが想定している「周囲」は「学校の先生方」である。ソ

ルフェージュ教育改革で、音楽院の教員たち相手に自分が体験した苦労を思うと、リズム運動

の教育的意義を「学校の先生方」に理解させることはかなり困難な事であろうと予想している。 

しかし、一方で「学校の先生方が、いたる所で、感受性のさまざまな様態（モード）を、適

応、多様化、置換といった手法によって強化できることを認め、音楽教育がもっぱら分析に頼

る度合いが減り、代わりに生き生きとした感覚の覚醒（めざめ）や感動状態の意識の上に築か

れる」ことを実現できたなら、「それでも（大地は）動く〈E pur si muove!〉」という言葉を自

分が口にし、大きな喜びを味わうことができるだろうとしている。これは自分自身を「真実を

受け入れようとしない頑迷な宗教人と闘った英雄的科学者 43」とされるガリレイ（Galilei, 

Galileo 1564-1642）になぞらえている。 

 

４．考察 

以上の検討を踏まえて 1898 年当時のジャック＝ダルクローズの教育観について考察を加え

てみたい。 

当時のジャック＝ダルクローズの音楽教育研究は、先行したソルフェージュ研究と後に始ま

ったリズム運動研究の２つが同時並行的に進められており、そのソルフェージュ学習の内容は

ジュネーヴ音楽院での指導を想定したものであった。これにより作曲家を含む、専門家となる

 

42 Lagrange Physiologie des Excercices du corps Felix Alkan, éditeur, Paris 

43 田中一郎『ガリレオ裁判』岩波新書、2015 年、p.i、田中（2015 年）によると、ジャック=

ダルクローズが記したガリレイのエピソードは、ガリレイ自身による文書や、弟子のヴィヴィ

アーニの書いた伝記の中には見当たらないとしている。そして、そしてその初出は 1757 年に

ジュゼッペ・バレティが出版した『イタリアン・ライブラリー』であり、Eppur si m[u]ove と

記されており、次いで 1761 年に匿名の人物が『文学論争』の中で E pur si m[u]ove と記し

たものが見られるとしている。ジャック=ダルクローズは「音楽の学習と聴音教育」の中で

「E pur si mouve」と記しており、綴りから判断すると 1761 年の文書から、あるいはこの文

章を参考にした文書から引用したものと考えられる。 
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べき者たちに内的聴取力を養い、それにより調性感や和声感を獲得することが重要なことであ

ると捉えていた。同時に、ソルフェージュ学習に生理学的な観点を取り入れていたことも看過

されない。このような様々な試みを積極的に行ったにもかかわらず、ジュネーヴ音楽院の教員

を中心とした人々から新しいソルフェージュの方法に対する理解が得られず、将来的に得られ

る見込みもない状態であった。 

一方、リズム運動については、気候と風土と人々の気質の関係、それぞれの音楽の特性と神

経や筋肉の関係を考察することにより、その教育的意義を明確に意識するようなるとともに、

リズム運動を生理学的な観点から検討し、内容を構成していた。特に環境が身体を通して人間

に働きかけるという事実を前提として、身体運動を活用した教育を行うという発想は、演奏な

どの技術獲得のために行うのではなく、人格の全体的な発達を視野に入れた考え方であり、後

にリトミックが音楽以外の表現分野へと広がり、心や身体に障害をもつ人々のための教育へと

広がってゆく基礎をなすものである。さらに、人間の成長がもともと神に定められていると考

えるのではなく、環境によって決定されるという考え方はこの時代においてはまだ新しいもの

であり、進化論の考え方の影響を受けたものと言える。 

そして、ソルフェージュの構想が周囲から受け入れられなかったため、リズム運動が学校教

育において受け入れられるかどうか不安に感じていたものの、改革は徐々に進められるべきで

あり、もしも完遂することができたなら、かつてガリレイが真実を追求する中で感じた大きな

喜びを感ずるだろうとしている。自らをガリレイになぞらえて、リズムを活用することによる

音楽教育改革を成し遂げる改革者たることを決意しているように思われる。ジャック=ダルク

ローズは音楽院の同僚他、周囲の人々からの批判等についても受け止めて、反論したりしてい

るが、これはガリレイの場合には教会を中心にした反対勢力の中で科学者としての自説を貫い

たとされており、状況としてはかなり類似しているものと見做していたのであろう。さらに、

ジャック=ダルクローズはガリレイの言葉を引用する直前に「聴覚と触覚を結びつけた開発に

基づく種々の方法が生まれ44」としていることから、それまで動かないとされていた大地が動

くとする地動説と、それまで音楽教育において試みられることのなかった身体運動の活用が「動

く muove」というキーワードによって結び付けられるという見方もあるように思われる。 

以上、「音楽の学習と聴音教育」を検討してきたが、1898 年以前から工夫を重ねてきたソル

フェージュについて、そしてこれから新たに検討してゆこうとするリズム運動について述べら

れている。しかし、そのウエイトは後者におかれており、であるならばタイトルは適合してお

らず、章の冒頭に示された見出し、「気質を制御し、発達させるのに適した特別な訓練について

の予備的考察45」の方がむしろ適切であるように思われる。 

 

 

44 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳、同上書、2003 年、p.6 

45 ジャック=ダルクローズ著、山本昌男訳、同上書、2003 年、p.1 
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おわりに 

 ジャック=ダルクローズの主著である『リズムと音楽と教育』は難解であるとされることが

あるが、その理由のひとつとして、彼の教育実践と教育観が時期によって大きく変化している

ことを挙げることができる。今後も彼の教育観の変遷について研究を重ねてゆきたいと思う。 
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【報告】 

コロナ禍におけるリトミックの授業実践とその考察 

－認定指定校（大阪音楽大学）での取り組みを中心に－ 

鹿 野 未 帆 

 

 

Report on Practice of Eurhythmics in COVID-19： 

Focus on initiatives at a designated accredited school(Osaka College of Music) 

 

Miho KANO 

 

I taught Eurhythmic classes for Osaka College of Music students as an accredited designated 

school from Spring 2020.This paper is a summary of mesures,class content,and students in the 

COVID-19 Disester.In particular,I outline and discuss the practices in the first and second semesters 

of 2020 and 2021. 

 Key Word: リトミック研究センター、認定指定校、大阪音楽大学、コロナ禍 

 

１.はじめに 

 周知のとおり、特定非営利活動法人リトミック研究センターは「いつでも、どこでも、だれ

でもこの素晴らしいリトミックを」という趣旨 146で、当研究センター教員養成校や、各地で開

催される[指導者養成コース（月例研修会）]で多くの方々がリトミックを学んでおられる。加

えて、全国各地の大学・短大において、リトミック研究センターが認定するリトミック教育プ

ログラムが開講されている。ここで報告する内容は、その認定指定校の一つである大阪音楽大

学で実施した実践報告である。本稿では、2020 年度・2021 年度に行った授業科目「リトミッ

クⅠ」「リトミックⅡ」の取り組みを報告し、若干の考察を加える。 

リトミック研究センターでは、全国各地 40 余校の大学において、幼児のためのリトミック

について教育プログラムを提供している（これらの大学を認定指定校としている）。大阪音楽大

学はその一つである。多くの認定指定校が保育者養成機関における開設であるが、本大学は音

楽大学として唯一の認定指定校として 2020 年度にリトミックの授業を開設した。コロナ禍で

緊急事態宣言が発出され、対面による授業が制限された中でのスタートとなった。ここでは、

コロナ禍における対応も含めた「音楽大学に在籍する学生がリトミックを学ぶことの実態」を、

授業レポートとしてまとめたものである。 

 本大学でのシラバスは、保育者養成機関におけるシラバスとは若干異なるシラバスで進めら

 

46 特定非営利活動法人リトミック研究センターホームページ「リトミックとは」 

https://www.eurhythmics.or.jp/whats/ （2022 年 3 月 29 日閲覧） 

（大阪音楽大学非常勤講師、リトミック研究センター本部研究室研究員） 
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れた。 

本大学では、前期授業（90 分×15 コマ）の受講と授業内で実施する認定試験を受験するこ

とにより、［こどものためのリトミック指導資格－初級－］が授与されることとなっている。ま

た、後期授業（前期と同時間）の受講と試験受験により、[こどものためのリトミック指導資格

－中級－]が授与される。そして更に学びを継続したい学生には、全国各地で開催されている[指

導者養成コース（月例研修会）]－上級コース－への編入が認められる。 

 以上のことから、この授業で実践する内容は、リトミック研究センターが全国で実施してい

る[指導者養成コース（月例研修会）]の初級コース・中級コースで学ぶべき内容を基礎にして

いる。その上で、“音楽を学びの中心に据えて日々の生活を送る学生たち”に対して何を提供で

きるか模索する必要があった。 

 

２.実践の内容 

2-1 2020 年度（初年度）の取り組み－前期― 

 本学では、本来「リズム」と「ティーチング」の授業を隔週で交互に行うシラバスとなって

いる。しかし、2020 年度は緊急事態宣言下のスタートということもあり、前期授業は大学から

の要請によって、前半「動画配信と課題提出によるティーチング授業」、後半「授業時間を短縮

した上での対面によるリズム授業」となった。以下、毎時の内容とそこで観られた学生の様子

などを記してみたい。 

[5 月 18 日]－リズム１－動画配信 

 コロナ感染拡大の影響から、当初の予定より一ヶ月半遅れての授業スタートとなった（初回

は筆者作成の動画を配信）。動画では、リトミックの成り立ちや現在までの変遷・今後の授業内

容について説明した。加えて（動画を見ながら）気軽に取り組めるリズムのレッスンを配信し

た。 

動画視聴後の課題として、学生の専攻・これまでのリトミック経験・授業において何を得た

いと考えているのか等についてアンケート形式で実施した。その結果から以下のような学生の

特徴が読み取られた。その１点目は、履修している学生の専攻が多様であることである。履修

生 29 名のうち、ピアノ専攻・管楽器専攻・声楽専攻・ミュージックコミュニケーション専攻な

どに在籍する学生が含まれていた。２点目は、「卒業後の生徒指導に役立てたい」と考える学生

よりも、むしろ「自分の楽器演奏に役立てたい」「イベント開催の時に役立つスキルが欲しい」

といった希望を持つ学生が多かったことである。 

[5 月 25 日]－ティーチング 1－動画配信 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 1～レッスン 3 

 提出課題として動画内で指定したピアノ伴奏譜を演奏し、動画を提出するように求めた。 

[6 月 1 日]－ティーチング 2－動画配信 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 4～10 

 提出課題はティーチング 1 と同様。 
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[6 月 8 日]－ティーチング 3－動画配信 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 11～16 

 提出課題はティーチング 1 に加えて、ピアノを弾きながらの合図掛けの様子を動画に撮り提

出するように求めた。 

[6 月 15 日]－リズム 2―対面レッスン（学生を半分に分けて、45 分で入れ替えて実施） 

 ティーチング 1～3 に関する質疑応答や補足説明を行ったあと、基礎的な動きに関する課題

に取り組む。４５分授業のため、授業内で紹介した「２拍子の基礎リズム」を宿題に出し、各

自で課題に取り組むよう伝えた。 

 また、軽度体調不良の学生や持病を持つ学生に関しては、大学の感染予防の規定により登校

が出来ないため、zoom を繋ぎ、対面受講の学生と同様にリアルタイムで受講するように促し

た（ハイブリッド形式で実施）。教室内の 3 方向から映像を映し、「対面参加の学生の動き」「講

師からの指示」「ホワイトボードに記載された内容」が確認できる状態で授業を行った。一方で

学生の方のカメラは、なるべく広角で全身が映る場所に設置するよう依頼し、板書を確認する

際に画面に近づいて確認するように指示した。 

 授業後、オンライン受講の学生に聞き取りを行った。その結果、授業内容の分かり易さ・音

質などに問題はなく、受講しやすいとの回答が得られた。また、授業時間内に対面参加の学生

と画面越しに笑顔で手を振り合う様子や積極的に質問する様子なども見られ、「仲間と共に学

ぶ」感覚が共有できたためか「楽しかった」などの感想が印象的であった。 

 筆者としては、（オンラインでは音楽と映像が）少し遅れて「半拍遅れカノン」のような状態

で流れてくる学生の動きを見ながらピアノを演奏する違和感はあるものの、リアルタイムで学

生と言葉を交わせることや、動いているときの表情や問題点を見ながら授業の方向性を修正で

きる利点があるように感じられた。 

[6 月 22 日]－リズム 3－45 分対面レッスン 

 「2 拍子の基礎リズム」の確認を行った後、前回に引き続き基礎的な動きに関する課題に取

り組んだ。音楽大学の学生だけあって、リズムパターンの聴取や音楽を感覚的に把握すること

はスムーズであるが、それをリズムステップや身体的表現に置き換えることには戸惑いを感じ

ている様子がみられた。授業では、多様な専攻の学生同士が早く馴染めるように、ペアやグル

ープで取り組む課題を多く取り入れて行うようにした。もちろん接触・接近の許されない中で

の取り組みではあるが、道具を間に挟むことにより距離を確保し、離れていても目線などの工

夫により交流できるように促した。 

[6 月 29 日]－リズム 4－45 分対面レッスン 

 「2 拍子の基礎リズム」に関する課題を行った後、「拍・拍子」に関する課題に取り組んだ。

拍子の感覚については問題なく捉えられており、エネルギーの抑揚も含めて余裕を持った表現

が出来ていた。その傍らで、基礎リズムでの「リズム唱」に関して苦労している学生が多く見

られたため、少人数でのグループワークの際に、勘違いして記憶している学生が居ないかを確

認しながら授業を進めた。 



 

18 

[7 月 6 日]－ティーチング 4－45 分対面レッスン 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 17～23 

ティーチングに関しては、初めての対面レッスンであった。3 歳児という存在について、そ

の特性などを確認した後、事前に宿題にしていたテキスト内の伴奏譜を演奏してもらった。専

攻によっては、ピアノ演奏に苦手意識を有している学生もいるようであったため、毎回の授業

後に少しずつテキスト内の譜例を練習するように促した。 

[7 月 13 日]－リズム 5－45 分対面レッスン 

 試験内容の公示後、「３拍子の基礎リズム」に関する課題に取り組んだ。本時は、対面レッス

ンの 5 回目であり、学生たちから笑顔や笑い声があふれる場面が少しずつ増えてきたように感

じられた。グループワークでは専攻ごとに固まる傾向がみられた。また、四年制大学（3・4 回

生）の学生と短期大学の学生（2 回生）が混在するクラスのためか（あるいは個人差なのか）、

音楽的な経験の差による理解度の違いがみられた。 

[7 月 20 日]－ティーチング 5－45 分対面レッスン 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 24～28 

 対面レッスンでのティーチング 2 回目である。筆者が模擬レッスンを提示した後、少しずつ

学生に指導実践に挑戦する機会を設けるようにした。総じて幼児と接する機会を持たない学生

が多く、リズムの授業の時の快活さとはうって変わり、しどろもどろで言葉が出ない様子が見

られた。3 歳児になりきることも、（3 歳児の姿について）イメージを持っていないため難しい

ようであり、毎回の授業で根気よく 3 歳児の実態を繰り返し伝える必要があると感じた。 

[7 月 27 日]－リズム 6－45 分対面レッスン 

 試験課題の練習に加えて、「基礎リズム」の３拍子・４拍子、「リズムフレーズ」「リズムカノ

ン」などの課題に取り組んだ。メロディーを聴いてリズムを把握することやカノンの課題など

において、音楽的な基礎を持つ学生ならではの理解力がみられたが、それを身体の動きに置き

換えるとなると別の問題のようで、依然ぎこちない様子が見られた。 

[7 月 27 日]－ティーチング 6－45 分対面レッスン 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 29～34 

コロナ禍で授業スタートが遅延したことによるコマ数の不足に伴い、通常の 2 講時授業に加

えて、5 講時にも補講授業を行った。ただし、5 講時にすでに授業や個人レッスンが入っている

学生に関しては公欠扱いとなるため、通常の 8 割程度の出席率であった。 

 前回に引き続き、3 歳児の立場でレッスンを受ける経験と、講師の立場で指導実践する機会

を設けたが、全体的に子ども役の時の楽しげな様子に比べると講師役は苦手意識があるようで、

目線を落として小さな声で指示を出す学生が多くみられた。中には人前でのパフォーマンスが

得意な学生もおり、ハキハキと講師役を務める様子が見られるものの、そのような学生におい

ても幼児のイメージを掴むことは難しいようで、言葉の選択や声かけのタイミングの面で学童

期の子供や、それ以上の年齢を対象にしているような指導となりがちであった。筆者が模擬レ

ッスンを行う様子を見て頭では理解していても、実践する段階では繰り返し経験を重ねる必要
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があるということであろう。 

[8 月 24 日]－リズム７－45 分対面レッスン 

 「リズムカノン」「リズムフレーズ」の総合的な課題に取り組んだ後、試験課題の練習を行っ

た。翌週に認定試験を控えているため、これまで以上に熱心に練習を重ねる学生の姿が目立っ

た。 

[8 月 24 日]－ティーチング７―45 分対面レッスン 

 3 歳児指導法：Sｔｅｐ3 のテキストよりレッスン 35～40 

 前期のまとめとして、テキストの内容に加えて 30 分～40 分のレッスンを行う際の内容の組

み立て方や実践方法についてのグループワークを行った。 

[8 月 31 日]－指導資格認定試験－初級 

 試験官２名により、全国で実施されている[指導者養成コース（月例研修会）]と同じ内容で、

初級コースの指導資格認定試験を実施した。この試験をもって前期の授業終了となり、受験し

た学生は、試験合格と同時に単位を取得することができる。数名の学生が体調不安により登校

ができず、試験を辞退した。受験した学生たちは、通常の半分ほどの授業時間の中でしっかり

と準備を行い、試験に望む事ができていた。 

 

2-2 2020 年度（初年度）の取り組み－後期－ 

 コロナ禍での学校閉鎖を経て通常より半月遅れでの授業開始となった。後期より 90 分対面

授業で実施された。なお後期のみの履修は認められていないため、前期で単位が認定された者

のうち、他の必須科目とスケジュールが重なっておらず、なおかつ履修を希望する１９名で授

業を実施した。体調に不安のある者は、授業後に動画配信を視聴して課題を提出することとし

た。 

[10 月 5 日]－リズム 1－ 

 後期からの新しい課題として「複リズム」に取り組んだ。「2 拍子の基礎リズム」で構成され

たオリジナル曲を題材に、身体の動きを用いて様々な角度から体験し、最後に「オスティナー

トリズム」と「歌のリズム」による「複リズム」を体験した。楽器経験や運動能力の差によっ

て動きのなめらかさに差はあるものの、全体的に曲の理解は早く、複リズムの表現に余裕が見

られた。 

 また、前期試験を共に乗り越えた連帯感からか、専攻の違う者同士が会話する様子が多く見

られるようになり、クラスにまとまりが出てきたように感じられた。 

[10 月 12 日]－ティーチング 1－ 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 1～4 

  テキストに入る前に、2 歳児について理解を深める時間を取った。学生の中には 1・2 歳児対

象の音楽イベントを企画中の者がいたが、2 歳児のイメージが想像していたよりも幼い事に驚

いているようであった。 

前期に引き続き、順に指導実践にチャレンジしてもらうが、言葉だけで長々と説明してレッ
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スンを進めようとする様子が目立つ一方で、前期に比べると講師役・幼児役共に、楽しんで前

向きに取り組んでいるようであった。その一因として、クラスの雰囲気が和んできたこと、8 月

～9 月にかけて多くの学生が教育実習を経験し、自信に満ち充実した表情で授業に戻ってきた

ことなどが推察された。 

[10 月 19 日]－リズム 2－ 

 「リズムカノン」や「複リズム」の課題に加えて、ピアノによる即興演奏の導入を行った。

動きや演奏の即興においては、楽器演奏を得意とする学生よりも、むしろ楽器に不慣れな学生

から自由でユニークな発想が多く生まれ、これまでティーチングのピアノ伴奏の課題を苦手と

していた学生が、楽しそうにいきいきとピアノに触れる様子が印象的であった。ピアノ専攻の

学生たちは、楽譜や和音の指定が無い中で自由に音を出すということに困難を感じているよう

であったが、即興を得意とする学生の様子を見ながら、少しずつ色々な可能性にチャレンジし

ようとする意欲が見られた。 

[10 月 26 日]－ティーチング 2－ 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 5～10 

  テキストの内容の他にハロウィンを題材としたリトミックを紹介し、各内容が、どのような

目的で行われているのかをテキストと照らし合わせて解説した。 

[11 月 2 日]－リズム 3－ 

 「リズムカノン」「複リズム」の復習に加えて、「クロノス」に関する課題にも取り組んだ。

コロナ禍の中、相変わらず「非接近・非接触」に努めながらの授業であったが、実にワーワー・

キャーキャーと賑やかである。この頃から、就職が学生にとって重要な話題となり初め、授業

後に学生からの相談を受ける機会も増える。音楽教室の講師を目指す者もあれば、小学校や中

学校の教員を目指す者・イベント会社への就職を目指す者・演奏家としての道を探る者など、

これまで以上に「卒業後にリトミックを活かす方法」について模索する空気が濃くなっている

ように感じられた。 

[11 月 9 日]－ティーチング 3－ 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 11～14 

  テキストの内容の他に秋を題材としたリトミックを紹介し、前回同様に実践内容を解説した。 

 [11 月 16 日]－リズム 4－ 

 「複リズム」の課題に取り組んだ後、「6/8 拍子の基礎リズム」を紹介した。また前期に時間

が不足して充分に経験ができなかった「フレーズ」の課題についても時間を取って取り組んだ。 

[11 月 30 日]－ティーチング 4－ 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 15～21 

  テキストの内容の他に前回とは違った秋のリトミックレッスンを紹介した。2 歳児・3 歳児

を対象としたレッスン以外にも、卒業後に更に学びを続けてもらえればとの思いから 4 歳児・

5 歳児ではどのようなレッスンに発展するのかも紹介を行った。 

[12 月 7 日]－リズム 5－ 
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 試験内容の公示後、前回に引き続き複リズムと 6/8 拍子の課題・ニュアンスに関する課題に

取り組んだ。これまで即興的に表現する事を苦手としていた学生から、少しずつ思い切りの良

い表現が飛び出すようになってきた。また、専攻楽器ごとにリズムステップに特徴が見てとれ

たことも興味深い。タイミングをきっちり合わせるが動きが硬めのピアノ専攻生に対して、低

音管楽器を専攻する学生達は、揃いも揃ってステップの入りのタイミングが緩やかで表現が柔

らかいのである。この点に関しては今後も観察を続けていきたいと思う。 

[12 月 14 日]－ティーチング 5－ 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 22～28 

 テキストの内容に加えてクリスマスを題材としたリトミックを紹介した。その後、グループ

ワークでレッスンの組み立て方について学んだ。 

[12 月 21 日]－リズム 6－ 

 初めて「補足リズム」の課題に取り組んだ。音楽大学の学生らしく、すぐに仕組みを理解し

た様子で危なげなく表現できていた。特にリズム譜を示した後は完全に理解したようであった。 

 年明けに試験を控え、一部の学生からは、より表情豊かに抑揚をつけて美しくリズムステッ

プしようと取り組む様子が見られた。 

[12 月 21 日]－ティーチング 6－（コロナ禍におけるコマ数不足のため、5 限目補講授業） 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 29～33 

  後期レポート課題として『リトミックってなあに（岩崎光弘著）』47を読んで感じた事・学び

取った事などをまとめ、次回授業で提出するよう指示した。 

[1 月 18 日]－リズム 8－ 

 試験課題の練習に加えて、引き続き「リズムカノン」「補足リズム」の課題に取り組んだ。 

後期レポートの回収。学生たちからは、『リトミックってなあに』から自分なりに多くのこと

を学び取っている様子が伺える力作のレポートが提出された。前期で学びを終了した者たちの

存在を考 

えると、この課題は次年度以降においては前期に取り組んでもらうべきだと反省した。 

 また、年末から年明けに関して卒業後の進路が決定した者が多く、就職活動においてリトミ

ックを学んでいることが大きなアピールポイントとなったなどという声も聞かれた。 

 [1 月 18 日]－ティーチング 7－（12 月 21 日と同様に 5 限目補講授業） 

 2 歳児指導法：Sｔｅｐ2 のテキストよりレッスン 34～40 

 グループワークによる指導実践をメインに行った。 

[1 月 25 日]－指導資格認定試験－中級 

 当日受験した学生たちは十分な内容で合格基準に達した。 

また、卒業後に上級コースへの編入希望を口にしていた学生も複数いたが、実際には編入に

至らなかったようである。社会人になって忙しさに忙殺されたのか、コロナ禍の中で書面のみ

 

47 岩崎光弘著（２０１２）『リトミックってなあに』ドレミ楽譜出版社 
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での案内となったことが原因したのか詳細は不明であるが、今後の人生のどこかのタイミング

でまたリトミックを思い出し活用してもらえたらと思う。 

 

2-3 2021 年度（２年目）の取り組み－前期― 

 2 年目となる 2021 年度はコロナ感染対策のため、大学側からの提案により定員 20 名で授業

を実施する予定であったが、最終的に卒業年次生のみは希望者全員を受け入れることとなり、

27 名の学生たちと授業を行うこととなった。2021 年度の特徴としては、初年度と比較して学

生の専攻内訳が偏っていたことがあげられる。履修生のうち、７割がピアノ専攻・オルガン専

攻の学生であり、３割が管楽器専攻の学生であった。昨年度多く受講していたミュージックコ

ミュニケーション専攻の学生や、声楽専攻の学生の受講は皆無であった。これらの学生が昨年

度の実技試験においてピアノ演奏に大変苦労していた様子を考えると、単位の取りやすさにお

いて、ピアノ演奏が苦手な学生にとってはリトミックの授業はハードルが高めの選択教科とい

うことになったのかもしれない。以下、毎時の内容について述べる。 

[4 月 12 日]－リズム 1－ 

 2 年目にして初めて対面レッスンで授業がスタートした訳であるが、昨年の動画配信による

スタートでは知り得なかった事態に直面することになった。大学の履修登録システム上、選択

科目 1 週目 

の授業は、「仮登録」として、受講を検討している学生たちが体験で授業を受講するとのこと。 

つまり、この日に集った学生達が２回目の授業に来るとは限らず、（登録者が確定していない状

況で）名簿もない。また 20 名定員の部屋に 40 名を超える学生がひしめき合っている中で「非

接近・非接触」の授業を行うことは困難を極めた。 

 

コロナ感染状況が悪化の一途をたどっている緊迫感あふれる時期でもあったため、人が密集

している状況では長時間扉を閉め切る事が難しい。従ってピアノを使用しての「音が室外に漏

れて他の授業に迷惑がかかる」可能性の高い課題は、90 分のうちわずかしか行えなかった。 

幸いなことに初回授業では「リトミックについて」の概要を説明する時間を予定していたこ

とや、準備していた内容がクラップや声を使用した課題が多かったため、タイミングを計って

頻繁に扉を開閉しながら、何とか 90 分の授業を無事に終えることができた。次年度からは、こ

の事実を肝に銘じておかねばならないと思う。 

[4 月 19 日]～[6 月 14 日]－ティーチング 1～7－ 

 緊急事態宣言の発令により、動画配信と課題提出による授業に切り替わった。オリジナルの

動画を作成し配信を行った。が、１ヶ月を過ぎた頃から課題を提出しない学生が目立ちはじめ

た。長引くコロナ禍で（学生は）学習への意欲を維持する事が難しいのかもしれないと思われ

た。 

また、授業担当者として「リトミックの素晴らしさを動画だけで伝えられるのか」というも

どかしさを抱えつつ、前期は全てのティーチングを動画配信で消化してしまう事態となった。 
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 6 月 14 日には（前年度の反省を生かし）課題として『リトミックってなあに』を読んでのレ

ポートを提出するように求めた。この課題は、ピアノ演奏による課題提出に比べて積極的に取

り組む学生が比較的多かった。 

[6 月 21 日]－リズム 2－ 

 2 ヶ月ぶりに対面授業を再開した。2021 年度の正式な履修生が顔を合わせる最初の授業回で

あった。授業開始時には教室内の空気がよそよそしさで溢れていたが、活動を進める中で、少

しずつ緊張した表情の中にも遠慮がちな笑顔が見え隠れするようになっていった。 

[6 月 28 日]～[7 月 19 日]－リズム 3～７－ 

 6 月 28 日には、リズムの授業 3 回目にして試験内容を公示しなければならない事態となっ

たが、楽器演奏を得意とする学生たちが集まっているだけあり、様々な音楽要素に関する分析・

理解が早く、特にカノンに関しては容易にリズムを追従できていた。試験内容に関しても大き

な動揺は見られなかった。ただし、「２拍子の基礎リズム」や「リズムステップ」に関しては試

験日ギリギリまで苦労している様子がみられた。 

 2021 年度の授業は、新たな取り組みとしてソルフェージュの課題を多く含むようにした。な

ぜなら、初回の授業でソルフェージュに関する課題を行った際に、意外と感じるほど多くの学

生が、必要な音を自分の声に変換して発することに戸惑いを見せたからである。おそらく学生

たちが幼少期・学童期を過ごす中で、充分にソルフェージュに関する課題に触れて来なかった

ことが推察された。また、コロナ禍において、声を発すること、特に歌唱が敬遠され、音楽大

学学生として本来経験するべき経験が足りていないことも一因となっているのかもしれない。 

 また、履修登録はしているものの、一度も授業に出席することがなく受験資格が得られなか

った学生も数名みられた。 

[7 月 26 日]－指導資格認定試験－初級 

 総じて（前年度よりも）ピアノ演奏の課題において練習不足の学生が多かったように感じら

れた。特にピアノ専攻の学生に、明らかに初見と思われるおぼつかない演奏が目立った。よほ

どリズム課題に手いっぱいだったのだろうか。そして、前年度と同様に、ピアノ専攻の学生の

動きは「タイミングぴったりで膝が硬い」のに対して、管楽器専攻の学生の動きは「動きが柔

らかくてステップの入りが緩やか」な傾向にあるように感じられた。 

 

2-4 2021 年度（２年目）の取り組み－後期― 

 後期は、初回こそ動画配信からのスタートとなったものの、2 回目以降は全て 90 分の対面授

業を行うことができた。前期で履修していた管楽器組の学生の多くが後期の履修を辞退し、17

名の履修者のうちピアノ専攻の学生が 9 割を占める状態での後期授業スタートとなった。 

[9 月 20 日]－ティーチング 1－動画配信 

 2 歳児指導法について動画配信で理解を求めた。視聴後の課題は、指定した譜例を演奏しな

がら適切なタイミングで声かけを行っている様子を動画に撮って提出するように求めた。 

[9 月 27 日]～[1 月 17 日] 
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 ティーチングに関しては、前期において学生自身が指導実践を体験する機会が無かった。そ

こで後期では沢山のロールプレイングを取り入れて幼児のレッスンをイメージ出来るように促

した。ピアノ専攻の学生は全体的に声量が控えめなことが多く、講師役では「笑顔で話す」「目

線を上げて生徒の顔を見る」「はっきりとした声で話す」などの点で苦労しているようだった。

また（前年度の学生と同じく）言葉で多くを説明しようとしてしまう傾向がみられた。そこで、

講師自身がお手本を動くことや、ピアノで合図を出すことを重点的に指導した。 

 リズムの授業では（前期に引き続き）ソルフェージュ課題を多く取り入れながら授業を進め

た。後半には聴取の精度は上がってきたものの、やはり声で音程を取ることは不得手なようで

ある。1 年間で「自信を持って歌う」ところまでは指導出来なかった。この点は、次年度の課

題としたい。 

 ピアノにおける即興演奏に関しては、教会旋法や５音音階による即興に興味を示し、意欲的

に挑戦する様子が見られた。 

[1 月 24 日] －指導資格認定試験－中級 

 前期に引き続き、ピアノの練習にはあまり時間をかけていない様子が感じられた。「リズムス

テップ」に関しては最終授業時よりも格段に上達しており、懸命に取り組んだことが推察され

た。 

 

３．まとめ 

 ここでは筆者が大阪音楽大学で担当した 2020 年度と 2021 年度の授業「リトミックⅠ」「リ

トミックⅡ」の実践内容について報告した。コロナ禍の中でリトミック授業を行うことに、戸

惑いを感じたことは少なからずあった。 

授業を振り返り、最も印象深かったことは、「同じ音楽大学の学生であっても、専攻によって

気質が違う」ということである。楽器専攻の中でもピアノ専攻・オルガン専攻・管楽器専攻で

それぞれカラーが異なっており、声楽専攻・ミュージックコミュニケーション専攻などは、更

に異なった独自の雰囲気をまとっているのである。これらは、学生が自分の気質にあった専攻

を選択したということなのか、それとも専攻とする楽器や表現手段を選んで過ごす中で育まれ

たものなのか、あるいは双方向で影響し合っているのか、大変興味深く感じられた。 

リトミックの課題に取り組む際にもまた、これらの専攻による違いが顕著に観られた。リズ

ムやメロディを捉えることは得意だが、身体表現や即興的な活動が苦手な学生。リズムで捉え

ることが苦手だが、人前でパフォーマンスすることは得意な学生など。「自由に」と言われたと

たんに活き活きとする学生もいれば、顔がひきつる学生もいる。伸びやかに表現するが正確さ

に欠ける者もいれば、正確だが硬くて抑揚に欠ける者もいる。これらの特質が、不思議と専攻

ごとに似かよる傾向があるように思われた。 

 音楽大学という環境に身を置く学生の多くは、音楽の基本的な素養を持ち合わせてはいるも

のの、一概に“音楽大学の学生だからこの課題が得意”“音楽大学の学生だからこの課題が苦手”

と一括りに出来ない多様性が実に面白いと感じられた。 
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 一方で、筆者が授業を通して気づいたことは、「幼児に対する明確なイメージを持たない」学

生が多いということである。ゆえに「ティーチングの内容が適切に実践できない」。この点につ

いては、今後の課題として継続的に取り組んでいきたい。 
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【書評】 

アリス・デクードル著（1916） 

『異常児の教育：心理的観察と実践の報告―ビネーシモン検査 

（11 の説明と図版）の概要―』,デラショー・ニースル社,スイス 

永 田 美奈子 

 

 

Alice Descoeudres（1916）L’éducation des enfants anormaux: observations 

psychologiques et indications pratiques: suivies d’un résumé des tests de Binet et 

Simon. 11 planches hors texte, Delachaux et niestlé S.A., Neuchatel.  

 

Minako NAGATA 

 

はじめに 

 ここでは、『異常児48の教育：―心理的観察と実践の報告―ビネーシモン検査（11 の説明と図

版）の概要―』49を取り上げる。本書の著者である Alice Descoeudres（アリス・デクードル、

1877–1963、以下、デクードルと表記）は、スイスにおける最初の実験教育学研究機関であっ

た L'Institut Jean-Jacques Rousseau（以下、ルソー研究所と表記）において障がい児を対象とし

た教育実践の研究に取り組んだ。本書はその報告書である。私は、知的な障がいをもつ子ども

の教育にリトミックが取り入れられていく過程を研究していく中で本書と出会った。本稿では、

20 世紀の早い段階に、障がい児の教育にリトミックを導入している点に注目したい。本書では、

障がい児の自立に不可欠な諸能力（注意力・集中力の育成、読み・書き・計算の能力）を獲得

する方法として、リトミックを実践している。私の知る限りで、本書は、スイスにおいて障が

い児教育へリトミックを応用実践した最初の報告例と見做される。ここでは、主に初版（1916

年）に記載された内容に基づいて、20 世紀初頭のルソー研究所でどのような障がい児教育が試

みられていたのか、特にリトミックの観点から読み解き、今日的な示唆を得たい。 

 

１．デクードルとルソー研究所 

 本書の著者であるデクードルは、スイスの教育者・心理学者である。彼女は、ルソー研究所

が開設された 1912 年から 1947 年まで、35 年間にわたって精神的な障がいをもつ子どもの教育

に関する研究に携わった。特に、ルソー研究所の創始者である Édouard Claparède（エドワード・

クラパレード、1873–1940）らとともに、主に特別教育を担う教師の訓練、障がい児への教育法・

 

48 原題中の「enfants anormaux」は、現在で言うところの「障がい児」を意味すると考えるが、原

文を尊重し、ここではこのように表記する。 

49 原著名は冒頭に記載した通り。『 』内の日本語書名は永田が翻訳した。 

（小田原短期大学専任講師、リトミック研究センター指導者会員） 
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検査法の開発を担当した。 

 デクードルは、1916 年に本書の初版をフランス語（全 435 ページ）で出版した。初版発行後、

約 10 年ごとに３回（1922、1931、1948 年）の改訂を重ねている。今日までに、本書は日本語50

を含む７カ国語に翻訳され、ルソー研究所の活動を世界が知ることとなった。障がい児の教育・

支援にリトミックを応用し、その効果を実証した本書は、障がい児教育の萌芽を代表する貴重

な書籍であると言える。 

 本書が出版された 1916 年頃のスイスは、19 世紀末から起こった「教師とプログラム」優先

の教育から「子ども主体」の教育への変換を目指した時代であった。1921 年には新教育国際

連盟が設立された。ルソー研究所は、教育の科学を確立し、児童心理学と実験教育学の教育者

を訓練し、子どもを中心とした新しい教育を促進することを目的として設立された。つまり、

本書をはじめとする、「子ども主体の活動」を尊重したルソー研究所の実験教育研究の報告

は、新教育国際連盟設立における礎石となった。なお、当時のルソー研究所は、L’Institut 

Jaques-Dalcroze（以下、J=ダルクローズ研究所と表記）と密接な協力関係にあった51。  

 

２．本書の概要 

本書は、障がい児を対象とした教育法や検査法を概観し、ルソー研究所でデクードルが開発・

実践した教育法について分野（教科）ごとに詳述されている。本書の構成は次のとおりである。 

 

I. 総説 

A) 異常児および通常児に有効な特殊教育 

B) 異常児教育の歴史 

C) 異常児の定義と分類 

D) 異常児の検査  

II. 組織 

A) 組織 

B) 学校制度 

C) 特殊教育教師の心構え 

D) 課外活動、卒業後の支援 

E) 社会的効果 

III. 原則とプログラム 

A) 特殊教育課程の原則 

 

50 日本では、1943 年に第 2 版を若井林一が日本語に翻訳し、出版した。『異常児の教育（上巻・

下巻）』、東京：博文館（1943 年） 

51 細川匡美（2021）「ジャック＝ダルクローズの教育観の変遷―新教育思潮におけるリトミック

―」、東京：風間書房 
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B) プログラム、時間割、授業計画 

IV. 感覚および注意力の教育 

A) 異常児の注意力 

B) 感覚の教育 

C) 感覚教育のための教育的遊び  

V. 体操 

A) 体操の重要性とその効果 

B) 様々な形式の身体的教育 

VI. 手仕事 

A) 手仕事の効果 

B) 手を使用する仕事、実生活の実践  

VII. 図画 

A) 図画教育の目的 

B) 異常児の図画における異常性 

C) 図画の教育方法とプロセス 

VIII. 実物教育 

A) 実物教育とその特徴 

B) 二つの練習方法 

IX. 話し方 

A) 社会的および教育的観点における言葉の重要性 

B) 異常児に見られる言葉の実際  

C) 言葉の様々な機能とそれに対応する障害 

D) 全ての教育課程において鍛練された言葉、言葉遊び 

X. 読み方 

A) 読み方の心理学的要因 

B) 読み方の教育方法 

C) 異常児の読み方教育の開始 

XI. 書き方 

A) 書き方教育における難しさ：実際的観察 

B) 教育方法 

XII. 計算 

A) 心理学的観察 

XIII. 計算（続き） 

B) 初歩的な計算の教育方法 

XIV. 道徳教育 

A) 教師の人格、訓育 
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付録：ビネーシモン検査 

 

 ⅠからⅢまでの導入部において、障がい児教育における歴史や原則が述べられている。ここ

では、障がい児だけで編成された特別な学級を設けることの有益性や必要性に触れ、加えて歴

史および「障がい児」の定義について言及している。デクードルによれば、「障がい児とは、通

常の教育や教育学的環境より与えられる刺激に正常に反応する知能あるいは心理的正常性を欠

く、または精神力が薄弱な児童」と定義付けている（原著 p. 15）。また、障がい児の種類とし

て「感覚中枢の発育に遅れを伴う児童」、「教育学上の遅れを伴う児童」、「心理学的発育に遅れ

を伴う児童」の 3 つに分類し（p. 17）、それぞれの検査法と診断法を示している。また、学級編

成は、通常学級（容易に学習できる児童）、補完学級（病気や事故により身体に障害をもつため

相応する日常生活や学習が困難な児童）、特殊学級（精神に障がいをもち学習に困難を抱える児

童）の３つに分類するべきであると述べている（pp. 31–32）。さらに、身体や精神的な困難を抱

える児童に対しては、発達に応じた手厚い教育環境を準備する必要性も強調した（p. 32）。障が

い児の一週間の時間割も例示されている52。この時間割を実行するにあたり、児童に対する学

習負荷と休憩、睡眠の与え方にも言及している。特に休憩に関しては、「時間の長さが重要なの

ではなく、短時間でも自由に過ごさせることが重要である。」（pp. 71–72）と述べている。 

 ⅣからⅩⅣでは、感覚の教育、体操、図画工作、読み、書き、計算、道徳教育など、各教科

における教育方法と実践事例をあげ、考察を加えている。特に私が注目したいのは、リトミッ

クを応用した実践を記しているⅤの「体操」、およびⅨからⅩⅢで取り上げている読み・書き・

計算の教育に関する章である。そこで紹介されているリトミックに関する事例を抽出してみた

（表１参照）。 

 

 

52 ルソー研究所における、「リズム体操」は週に 2 時間半で設けられていた。 
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表１．障がい児のためのリトミック実践事例（デクードル 1916：130–134 ） 

１ リズミカルな散歩：均一な速度または速度を変えながら歩く。 

２ リズムの変化に合わせた歩行：音楽に合わせて歩行速度を変化させる。 

３ いろいろな拍（4・３・６・８）で歩行と停止、いろいろな拍（４・３・６・８）で手

拍子と停止を交互に行う。 

４ 与えられた合図で音楽とともに歩行あるいは手拍子を停止。音楽開始により歩行・手

拍子を開始。音楽の停止で歩行、音楽の再始ですぐに停止。 

５ 前進と後進を交互に行う：前進 8 歩、後進 4 歩、前進 10 歩、後進 5 歩など。 

６ ダルクローズ法（指揮法）に従っていろいろな拍子（２・３・４・６・8）で歩く。 

７ 片腕または両腕をつかって 6 番の拍子を表現する。 

８ 「歩く」と「走る」を交互に行う。 

９ 4 拍子で歩行 4 歩、停止４拍を教師の手拍子の速さに合わせて交互に行う。 

10 拍子の変化に応じて動作を変化する：例えば、4 拍子から 2 拍子、あるいは 4 拍子か

ら 3 拍子に変化させ、歩行→停止→拍を打つ。（４・４・２・２、４・４・３・３など） 

11 十分に「注意力」が訓練された後に、いくつかの動作を組み合わせる：例えば、歩行 8

拍、手拍子 4 拍、歩行 8 拍、停止 4 拍など。次に、これを最初からやり直し繰り返す。 

12 拍子の強拍だけを歩く。例えば 2 拍子（３・４・５）では、１拍目だけ歩行、２拍目

は手拍子。 

13 楽器の音で示す 2 拍子、3 拍子、4 拍子などで、いくつかのフレーズに応じて別々に動

くことが出来るようになった子どもには、例えばピアノは 3 拍子で演奏し、子どもは

立ったまま静かにそれを聴き、「Hop！」の合図で今聴いた音楽と同じ拍子を打つ。2

拍子、3 拍子、4 拍子についてそれぞれ別々にフレーズが覚えられた後に、さらに２・

３・２・３あるいは ２・２・４・４などの拍子の組み合わせたものを聴いて、その拍

子を打つ練習をする。これらの練習を徐々に複雑にする。 

そ

の

他 

⚫ ピアノの演奏に合わせて、農夫の仕事である種まき・水やり・草刈りなど特定の動

作を模倣する。視覚的に観察した動物の動きを模倣する。さらに、日常の課業に関

連することなどをピアノで拍子をとりながら模倣する。 

⚫ ピアノの伴奏に合わせて、児童は森の中を速度に変化をつけて散歩する。ピアノ

の停止で、花を摘むために立ち止まる。ピアノのリズムに従い、花を摘む動作を行

う。ピアノが止まると花を摘むのを止める。 

⚫ 速度に変化をつけ、散歩で長い旅をする。 

註）本表は、デクードルが行ったリトミックの実践事例（デクードル 1916：130–134）を永田

が抽出・翻訳したものである。 

 

このようなリトミックの取り組みについてデクードルは、「読み・書きも計算も難しく、耳で
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拍子を聴き、数を数えて動くことが出来ないような最も重い障がいをもっていても、拍子の強

拍を聴き、その部分の拍子をとることができる児童がいることは興味深い。」（p. 132）と述べ

ている。また、計算学習におけるリトミックの効果については、次のように述べている。 

 

「J=ダルクローズ法の極めて易しい諸運動は、すべての（知能の程度の）障がい児に適し

ている。注意力や身体制御能力の助長だけでなく、特に数の感覚を発達させるために高い効

果がある。なぜなら、身体運動という児童が最も喜ぶ形で行われるからである。」（p. 338） 

 

この他にも、手指の独立を目指した「指体操」にピアノ演奏を用いた事例や言語の発音練習に

音楽を活用した事例をあげている。このように教科の枠組みを超えて音楽を用いた（障がい児

のための）さまざまな学習活動を紹介している。 

 

３．まとめ 

 本書はルソー研究所で実践された障がい児教育に関する報告である。本書は（当然であるが）、

ルソーの教育哲学である子どもの「活動と興味」・「自由と自律」・「自然的発達の尊重」・「個性

の尊重」という考え方を基礎に置いている。デクードルは、J=ダルクローズ研究所においてリ

トミックを学んでいる53。デクードルは、リトミックの知識と技能を身に付け、その手法を障が

い児の教育に応用した先駆者であった。そして、その方法と効果を世界中に発信することで、

障がい児教育に貴重な痕跡を残した。周知のとおり、障がい児教育における「子ども主体」の

考え方は現代にも継承されている。そして 1950 年以降のノーマライゼーションへ、現代のイ

ンクルーシブ教育へと発展している。本書はその萌芽として貴重な一冊に位置付けられる。 

 ここでは、ルソー研究所において実践されたリトミックを活用した障がい児の教育の事例に

ついて、その一部を紹介した。リトミックの活用だけにとどまらず、本書には、障がい児を対

象とした実践例が数多く紹介されている。私の筆力では、ここでこれらをすべて紹介すること

はできないが、ルソー研究所で行われていた障がい児教育の取り組みから、旧教育から新教育

へ転換しようとする大きなエネルギーを感じ取ることができる。創設から百余年を経過したリ

トミック教育は、時代や社会情勢、子どもを取り巻く環境などに合わせて発展しながら現在に

至っている。デクードルの勇気ある挑戦に学びながらリトミックの新たな可能性を模索してい

きたい。 

 
53 Rita Hofstetter et al. (2012), Cent Ans de Vie: 1912–2012, Georg editeur, Genéve, p. 34 
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