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1　研究の背景と目的
平成29年改訂学習指導要領においても，音楽科においては郷土の音楽が引き続き重要視されており，例

えば小学校音楽科ではその基本的な考え方として，「我が国や郷土の音楽に親しみ，良さを一層味わうこと
ができるよう，和楽器を含む我が国や郷土の音楽の学習の充実を図る」ことが明記されている。郷土の音楽
については，すでに昭和33年の音楽科学習指導要領でも記載があり，学校の音楽教育が継続的に抱えてい
る課題である。

ところで改訂学習指導要領では，「我が国や郷土の音楽」と一括りに表現されているが，両者は共通性を
有するもののその内容，性格は必ずしも一致しない。

郷土の音楽はそれぞれの地域に根ざしたもので，土地の文化と密接に結び付いて育まれてきた。またその
種類は，わらべうた，獅子舞の音楽，お囃子，盆踊り唄，民謡，舞楽や神楽の音楽等々，多種多様である。
それ故に例えば歌舞伎や能といった伝統的な音楽とは異なり，教材の一般化が困難な側面を持っている。そ
れぞれの地域や学校に適応できる教材開発が期待されるとともに，個々の特性に内包する教材性を明らかに
した授業実践が求められる。

本研究では，新潟県長岡地域における郷土の音楽を対象とした。長岡地域には地域性を色濃く残した伝統
芸能や民俗音楽が多数あり，学校教育において教材として取り上げたり体験活動をしたりする試みは ,永井

（2013），伊野・中村（2015）など，これまでいくつかなされている。しかしながらその実践数は多いとは言
えず，特に小学校低学年において教材開発が待たれる。

一方で，郷土の音楽の指導に関する研究は，峯岸（2002），伊野（2001,2003,2007），小島（2018），清水
（2018）など，研究の蓄積がある。

伊野（2003）は，「郷土」の用語を再吟味する中で，それを「自分が生まれ育った土地はもちろんのこと，
自分が（生まれ）育って〈いる〉土地をも含め，そうした共通の土地の中で暮らしている（暮らしてきた）人々
との過去から現在におけるかかわりと言った点」から捉え直すこと，その上で「他の人々の郷土を相対化し
ていく視点を持つこと」の大切さを主張する。そして，郷土の音楽の持つ特性を①音楽そのものの特性，②
パフォーマンス性，③文化的・社会的な関わり，④個別性（音楽そのものがもつ固有の性格，特性相互のか
かわりから生まれる固有の性格，郷土意識が生み出す固有の性格）から捉えている。

「郷土の音楽」は，日本の伝統音楽のうち「民俗音楽」に分類されるが，これらに共通する音楽の特性と
して伊野（2001）では「可変性」と「空間性」を取り上げ，音楽授業への導入を提案している。また「可変性・
即興性」「身体性・総合性」といった点から捉えることの重要性も指摘する（伊野2007）。

小島（2018）は，郷土を子供の「生活経験の時空間」と捉える。そして文化を「人類の経験」と見なし，
そこの子供に潜在する「織り込まれた知性」を発揮させ，「人間の知性の働きを子どもたちに再経験させる」
ことにより，文化の「伝達」と「再構成」を可能にすると説く。その上で「郷土性」として，「生活経験の
時空間」「基層的リズム」「即興性」の要素を三層に構造化し，これを基盤とした授業モデルを提案している。
ここでの「基層的リズム」とは，「そこに暮らす人々の生活の様式から生み出される律動感ともいうべき広
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義の意味の『リズム』」である。
本研究では，これらを踏まえ，二つの授業実践を通した事例研究を行う。というのも研究の出発点として，

第一に，多種多様にある郷土の音楽においては，個々の音楽の持つ教材性もまた多様であり，しかも，音楽
以外の要素が複雑に絡み合っているため教材化の過程もそれぞれ異なっていることから，これが教師の授業
実践への意欲を削ぎ，本地域における実践数が少ないのではないかと考えたからである。第二に，郷土の音
楽は，それ自体を体験することで終始してしまう傾向があり，そこからどのように発展させていけばよいの
かわからない，といった声が聞かれるからである。言い換えれば「郷土の音楽には，いろいろあるけれど，
実際〇〇を授業で扱いたいと思っても，どのように教材化していけばいいのかわからない。授業の発展性に
ついても良く分からない」といった教育現場の声に対する解答を得たいわけである。

そこで本研究では，異なるタイプの音楽を選択し，それらの教材化の過程，授業実践の様子を記述し，実
践事例として提案するとともに，分析を通して教材化の方法論を導きだすといったボトムアップの手順を採
ろうと思う。具体的には，二つの音楽，すなわち長岡地域に伝承されるわらべうたのまりつきうたと巫女爺
人形操りに着目し，教材化を試み，この地域では実践数の少ない小学校低学年（１，２学年）を対象とした
授業計画として立案，実践，提案する。

本研究の目的は，以下の三点にある。
　①　 長岡地域における郷土の音楽「まりつきうた」「巫女爺人形操り」それぞれの音楽の持つ特性を明

らかにしながら，そこに教材性を見出し，低学年を対象にした授業計画を立案，実践し，この地域
で実践可能なプランとして提案すること。

　②　 音楽自体の特性のみならず，音楽の持つ可変性・即興性，パフォーマンス性，身体性，総合性といっ
た多様な観点から教材化し，授業を構成するとともに，新たな創造（音楽・作品）として再構成さ
せること。

　③　 こうした事例を通して，個々の特性に焦点を当てた郷土の音楽の教材開発について，方法論を導き
出すこと。

　④　これらを通して，音楽科における郷土の音楽の授業に新たな意味を見出すこと。
 （伊野）

2　教材について
2.1　教材選択

新潟県教育委員会編の『新潟県の民謡－新潟県緊急民謡調査報告書』（1986），『新潟県の民俗芸能－新潟
県民俗芸能緊急調査報告書－』（1997），峰村辰典（1984）『日本わらべ歌全集９下　新潟のわらべ歌』，伊
野義博（2013）『新潟<うた>の文化誌』等の文献調査や，長岡市役所ホームページ『伝統行事・巫女爺
踊り』，長岡民話の会ホームページ，長岡市地域振興局企画振興部『巫女爺人形操り』紹介リーフレット
等，長岡市における郷土の音楽を調査し，低学年の音楽科授業での教材を選択した。選択にあたり，伊野

（2003,2007,2019）,高倉弘光（2018）を参考に，以下の視点を導き出した。
・子供たちが活動に親しみをもち，郷土に愛着をもつことができるか（親しみ，愛着）
・仲間との関わりが生まれるか（協働）
・音楽と身体とが一体となって楽しむことができるか（身体性，パフォーマンス性）
・子供たちの自由な発想を生かすことができるか（可変性・即興性，創造性）　
第１学年では，わらべうたを取り上げる。わらべうたは，うたと遊びがセットになっていて，活動自体に

魅力がある。うたの構成音も３音から４音と少ないものが多く，子供たちは自分の歌いやすい高さで状況に
合わせて自由に歌うことができる。遊びを伴うので何度も歌いたくなる。歌詞には地域性が表れており，子
供たちが親しみ愛着をもつことができる。うたは遊びに合わせて歌われるため，例えば拍が伸びたり縮んだ
りするなど，身体の動きと直結している。うたと遊びを通して，子供同士が自然と関わり，授業以外の場で
もわらべうたを楽しんだり，仲間と遊びを工夫したりする中で，音楽的なコミュニケーションが生まれると
ともに遊びを自分の生活に生かしていく姿を期待した。

長岡市のわらべうたは，「一つ火箸で」「いちざいもんが」「一つかんがり火」など多数あることが文献調
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査で明らかになった。そこで，地域の「長岡民話の会」顧問の髙橋実氏に連絡を取り，長岡のわらべうたを
子供たちに指導していただきたい旨を依頼した。髙橋氏によると，現在民話の語りができる方はいても，わ
らべうたをうたい継ぐ人は少ないとのことであった。そうした中でも，「長岡民話の会」の倉地祐子氏から，
民話や手遊びと組み合わせて，わらべうたを指導していただけることになった。

授業実践にあたり，事前に倉地氏に連絡を取り，題材計画と，一時間の活動計画，扱いたいわらべうた等
を伝えた。具体的な打ち合わせは，附属長岡小学校で行い，楽譜や歌詞，遊びの内容を基に教材曲を選択し
た。倉地氏からは，子供の頃は生活の中にうたがあり，学校の登下校中に草花を摘んでは歌い，会話の中で
も自然と歌うような話し方するなど，生活全てがうたで溢れていたという話を聞くことができた。この話に
感銘を受け，子供たちには，長岡のわらべうたを伝えるだけでなく，郷土の音楽を伝承する人の思いを知り，
子供たちの生活の中に音楽が根付いて欲しいと強く願いながらわらべうたの教材化を進めた。

第２学年では巫女爺人形操りを取り上げる。巫女爺人形操りは，新潟県中越地域に伝わる全国的にも珍し
い伝統芸能で新潟県の無形民俗文化財に指定されている。「メッコンジサ」「ミコジサ」などと呼ばれ親しま
れてきたこの芸能は「小千谷市横町屋台人形巫女爺保存会」「片貝伝統芸能保存会」「太郎丸巫女爺保存会」
など，現在12の指定団体がある。発祥は，江戸時代中期，小千谷市横町（現平成町）とされ，「爺」と「巫女」
一対の人形として，祭りでは重要な役割を果たしている。しかし，その保存，伝承，担い手の育成は大きな
課題となっている。文化財に指定されているとは言え，当校の低学年では，巫女爺人形操りを見聞きしたこ
とのある児童は一人もいなかった。伝統ある郷土の音楽の素晴らしさを実感し，郷土の音楽そして自分が住
む地域に愛着をもつと共に，郷土の伝統芸能を受け継ごうとする心情を育みたい。さらに，音や音楽と生活
と社会とのかかわりを考える力を育みたいと願い，巫女爺人形操りを教材化したいと願った。

長岡地区の巫女爺人形操りは，長岡市ホームページや，『新潟巫女爺人形操り』リーフレット等の調査に
より，保存会が複数存在することが分かった。中でも，太郎丸巫女爺人形操りは，写真で見てもひときわ華
やかな雰囲気を醸し出しており，他地区では屋台の上で一体ずつ演じられることが多いのに対して，太郎丸
では蚊帳を隔てて巫女と爺二体の人形を直接操るため臨場感があり，子供たちが親しみやすいことを直感し
た。そこで教材化が実現できるか，長岡市小国支所地域振興課に問い合わせたところ，太郎丸巫女爺保存会
代表の髙橋一巳氏をご紹介いただき，高橋氏に鑑賞・体験活動を依頼した。髙橋氏によると，今年度はコロ
ナ禍により，祭りが全て中止になり，一度も練習や公演ができていない現状であった。しかし，学校であれ
ば協力したいと，保存会の方とともに前向きに検討していただき，実現に至った。

授業実践にあたり，題材計画と一時間の体験の内容を電話でお伝えし，その後小国地区に出向いて髙橋氏
と打ち合わせをした。その際，太郎丸の巫女爺は地域の宝であること，近辺の巫女爺の中で最も美しい人形
であること，後継者不足で保存会の大半が70代と高齢化している現状を知った。さらに，髙橋氏から太郎丸
巫女爺人形操りのDVDをお借りして視聴し，音楽と人形の踊りが一体となる楽しさを実感し，身体性，パ
フォーマンス性の点からも豊な教材性を含んだ芸能であることを確信した。また，郷土の巫女爺人形操りを
誇りに思う方の気持ちや，伝統ある本物の巫女爺人形操り子供たちに体験させたいと願い，教材化に至った。

2.2　教材性
2.2.1　わらべうた「一つ火鉢で」

第１学年では，わらべうた「一つ火鉢で」を取り上げる。「一つ火鉢で」は，長岡市大島地区のわらべうた（数
えうた，まりつきうた）として，長岡市に伝わっている。長岡民話の会によると，『日本わらべ歌全集９下　
新潟のわらべ歌』（峰村1984 p.31）に掲載されている「一つ火箸で」という題名の「火箸」は，口伝えでう
たい継がれている間に「火鉢」が「火箸」に変わったと言うことであった。他地域にも同様のわらべうたが
あるが，地域により歌詞が異なったり，方言により歌詞が変わったりしている。この曲の教材性を次のよう
に捉えた。
・ 米どころで，大きな米菓の企業が地域に存在するなど，長岡の子供にとって，餅のうたは身近に感じ親し

みを持ちやすい。
・ 「殿さへあげる餅」「弥彦へあげる餅」，「ここらへ配る餅」などの歴史性，地域性，風土や習慣が歌詞に現

れ，子供たちにとって身近に感じることができる。
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・ ４音，４小節の反復で曲が構成されており，１年生の子供たちが歌い遊びながらまりをつくことで，容易
に体得できる。

・ まりつきに合わせて自然に拍が伸び縮みする楽しさを味わったり，まりつきの動きを工夫したり，遊びな
がら自然と歌詞を変えることを考えたりするなど，身体性，即興性，創造性を働かせてオリジナルのまり
つきうたをつくることができる。

・まりつきを介して，仲間と共にうたいながら関わる楽しさを味わうことができる。

<歌詞>
　　一つ火鉢で　焼いた餅
　　二つふくふく　ふくれ餅
　　三つ見事な　きなこ餅
　　四つよごれた　あずき餅
　　五つ因果（いんが）な　かぶれ餅
　　六つむくむく　こぬか餅
　　七つ七草　ぞうに餅
　　八つ弥彦へ　あげる餅
　　九つここらへ　くばる餅　　　　　
　　十は殿さへ　あげる餅

　　<遊び方>
　　　 　昔から村の年中行事である正月，盆，節句や春休みには，餅を搗いて食べ，ゆっくり休む習慣が

あった。この歌は，その年中行事にともなう餅づくしの手まり歌である。一節ごとに所作を加えて
まりをつき，つきそんじると，次の子と交代する（峰村 1984 p.31）。

本題材では，まりつきの経験が少ない１年生であるため，二人組になり，一節ごとにまりを交代でつく遊
びからスタートする。

2.2.2　太郎丸巫女爺人形操り「太郎丸おけさ」
第２学年では，長岡市小国地区の太郎丸巫女爺人形操りの「太郎丸おけさ」を取り上げる。太郎丸巫女爺

人形操りは，新潟県指定無形民俗文化財で，歌や囃子に乗せて巫女と爺の二体の人形を直接操る珍しい芸能
である。このため巫女のしなやかな動きと爺の滑稽な動きが対照的で見ていて楽しい。「伊勢音頭」など複
数ある演目の中から「太郎丸おけさ」を選択した。「おけさ」は新潟県内多くの箇所で歌われるが，「太郎丸
おけさ」はこの地に伝承されてきた「おけさ」として土地の人々に親しまれてきた。歌は「おけーさ～エー
ヤー」で始まる。この地域で良く歌われる「おけさ踊るなら板の間で踊れ　板の響きで三味いらぬ」と言っ
た一連の節が最初に歌われ，他の歌詞が繰り返される。篠笛は歌の時は節をなぞりヘテロフォニーの状態を
作る。「太郎丸おけさ」では，笛（六孔篠笛），一対の太鼓（長胴締め太鼓１，短胴締め太鼓１）で構成され
たリズミカルな囃子が特徴である（写真７）。太鼓は，付点リズムの反復が基本であるが，節の切れ目で伸
ばす箇所や合いの手になるとリズムが変化して即興性を感じ面白く，子供たちが親しみやすい。人形の操法
は，爺の両袖に直接手を差し込み，踊らせる直接遣いである。江戸時代の流行歌に合わせ，やや乱暴かと思
うくらいの巧みな踊らせ方は，ユーモラスで極めてユニークである。人形の姿形であるが，巫女の美しい表
情や艶やかな着物，爺の滑稽な表情や趣ある着物など，外見からも子供たちを引き付け，愛着を持ちやすい。
さらに，他地域の巫女爺人形操りは，巫女と爺が順番に踊るものが多いが，太郎丸巫女爺人形操りは，巫女
と爺を曲に合わせて同時に踊らせていることに特徴がある。そのため，子供たちにとって音楽と二人の踊り
との一体感を感じやすい。また，優雅に踊る巫女さんと，激しく踊る爺さんの動きが対照的で，人形の動き
とその操り方に興味を持ちながら学習することが期待される。人形を操る際，子供たちが曲目に合わせて即
興で動きを変えたり，お互いの動きを比較しながら操ったり，和太鼓のリズムをつくって合わせるなど，自
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然に関わりながら，協働して学ぶ姿が期待できる芸能である。

3　授業の実際
3.1　第1学年： 「はくに合わせて わらべうたであそぼう　―『一つ火鉢で』―」

　新潟大学附属長岡小学校　第１学年１組・第１学年２組
　ねらい： 「一つ火鉢で」のオリジナルのてまりうたを考える中で，伸びたり縮んだりする拍に合わせる

と歌とまりつきがぴったり合うことに気付き，自然な拍の変化に合わせて自分の手まりうたを
楽しむことができる。

3.1.1　授業構想
本題材は全４時間で，子供たちがまりつきの技や歌詞をつくって楽しむ。まず，「わらべうたをたのしもう」

と題し，長岡民話の会の倉地氏をお招きし，長岡市に伝わるわらべうたを教えていただく（第１時）。手遊
びを楽しみ，まりつきを教わると，子供たちは自分もやってみたいと意欲を高めてくる。そこで，二人組で
まりつきを楽しむ場を設定する。一節ごとに，まりを交代しながらつくことができるようになると，倉地さ
んのように足の下をくぐらせる技も試してみたいと意欲を高めてくる。足の下をくぐらせる技ができるよう
になると，さらに技を工夫して楽しみたい，歌詞も変えて自分たちのまりつきうたをつくりたいと意欲を高
めてくる（第２時）。そこで，二人組で自分たちのまりつきの技や歌詞をつくる活動を組織する。子供たち
が考えた技に，「右足くぐり」「左足くぐり」など子供たちから出た言葉で名前を付けると，さらに多様な技
をつくりたいと工夫を始める。歌詞も，「ひとつ　ひばしで　やいたもち」というように，うたの始まりの
数字と，次の節の言葉の頭文字が一致していることに気付くと，オリジナルの歌詞をつくって替えうた遊び
をしたいと意欲を高めてくる。そこで，「ひとつ　ひ〇〇〇で　やいたもち」というように，歌詞の仕組み
を可視化して掲示し，子供たちが容易に歌詞を工夫することができるようにする（第３時）。オリジナルの
まりつき遊びが完成すると，たくさんの人に紹介したいと意欲を高めてくる。そこで，同じ教室棟で生活を
共にしている２年生に遊びを紹介する場を設定する（第４時）。まりつきを一緒に楽しみ，まりを介して仲
間とかかわる楽しさを味わったり，音楽と身体とが一体となる心地よさを味わったりしながら，郷土の音楽
に愛着をもつ姿を期待する。

3.1.2　授業計画
表１　「はくに合わせて わらべうたであそぼう」授業計画

学習活動　 ・授業終末の子供の意識 留意点
１ 〇長岡市に伝わるわらべうたを教えてもらおう

・長岡のわらべうたはとても楽しいものばかり。「一つ火鉢
で」のまりつきをして楽しみたい。

・民話の会の方から，長岡市に伝わるわ
らべうたを教えてもらい，体験する場
の設定。

２ 〇まりつき遊びを楽しもう
・二人で交代にまりをつけるようになった。倉地さんのよう

に，足の下をくぐらせる技もやってみたい。

・二人で一つまりを持ち，交代でまりつ
きをする場の設定。

３ 〇自分のまりつきの動きや歌詞を考えよう
・いろいろな技を考えてまりつきができた。自分のまりつき

うたもつくったら，とても楽しくなった。お家の人や二年
生とも一緒に楽しみみたい。

・オリジナルのまりつきの動きや歌詞を
つくる活動の組織。

４ 〇２年生にまりつきうたを紹介しよう
・２年生と楽しくまりつきができたし，巫女爺人形や太鼓が

とても楽しかった。休み時間や家でもっと楽しみたい。

・２年生に巫女爺踊りを紹介した後，２
年生からまりつきを教わり，学びを交
流活動の組織。

3.1.3　授業実践（児童の実際と変容）
本題材において，抽出児A児を中心とした学級全体の学びの様子を分析する。
①長岡市に伝わるわらべうたを楽しみ，まりつきへの意欲を高めるA児（１時間目）
 　長岡民話の会の倉地氏をお招きし，長岡市に伝わるわらべうたを教わった。昔の子供は，生活の中に音
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楽が溢れ，「何個でしょう？」と言葉でいうのではなく，「♪なんこなんこいーくつ？」というように，普
段の会話も音楽を介していたことを，遊びを通して体験した。さらに，「そばだんご」「らかんさんが」な
どの遊び歌を教わり，学級全体は遊びを通して自然と仲間とのかかわりが生まれ，笑顔が溢れた。最後に，

「一つ火鉢で」のまりつきうたを教わると，A児をはじめ，多くの児童が「やってみたい。」と目を輝かせ，
まりつきへの意欲を高めてきた。実際にまりをついてみると，始めて体験する児童が多く，思うようにつ
くことができない。A児は「ちょっとだけできるようになった。もっともっとやりたい。」と声を挙げた。
まりつきの楽しさを実感し，さらに技能を高めたいと意欲を高めた姿である。

　写真１　わらべうたを楽しむ児童　　      写真２　まりつきうたを教わる児童　写真３　まりつきを体験するA児

②まりつき遊びに没頭し，歌と身体性との関係を楽しむA児（２時間目）
 　まりつきへの意欲を高めた子供たちに，二人組で一節ずつ交代でまりつきをする場を設定した。まりつ
きに慣れていないA児は，始めは腰を低くして細かくついており，まりをつく拍に合わせて歌も早口に
なったり，間が伸びたりしていた。高くつきすぎたり，足に当たって遠くへいったりして間が伸びた時に
は，ペアの子供と大声で笑い合う姿が見られた。そこで，歌と身体性との関係に気付かせるため，全体で
交流する活動を組織した。代表のペアがまりをつき，それに合わせてみんなでうたった。子供たちは，自
然と，まりをつく子供に合わせて首を前後に動かし，リズムをとりながら手拍子を打ち始めた。まりが高
く上がった時には「ひとーーーーつ」と拍を伸ばして歌い，笑いが生まれた。「みんな何で笑っているの？」
という教師の問いかけに，A児は「高すぎたから。」と答え，他の子供からは「のびのびの歌になったから。」

「餅が伸びたみたいにぼよーんとなった。」と答えた。拍の伸びを歌詞と関連させた子供の発言から，歌詞
に着目させ，旋律の動きを線で結び可視化した（図２）。すると，「やいたもちの所が盛り上がって，もち
が膨らんでるみたい。」と発言した子供の意見に，A児は旋律の動きをじっと見つめ，「本当だ。」とつぶ
やいた。まりつきに合わせて歌が伸び縮みしたり，餅が膨らんだような旋律になったりしているから楽し
いことを共有した。その後，A児は高くつきながら拍を伸ばして歌ったり，時折細かくついてみたりして，
一時も休むことなく，まりつきに没頭していった。まりのつき方によって拍が伸び縮みしたり，餅が膨ら
む様子を抑揚で感じたりしながらまりをつく楽しさを味わい，歌と身体性との関係を楽しみ始めた姿であ
る。さらに，「休み時間もまりつきをしたい。」と多くの子供たちが意欲を高めた為，ワークスペースにま
りを置き，いつでも遊ぶことができるようにした。

図１　旋律の動きと餅の様子とつなげる

③自分たちだけのまりつきうたをつくり願い具現するA児（３時間目）
 　３時間目の始めに，ペアでまりつきをすると，A児をはじめ，数人の子供が足をくぐらせて，「新しい
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技できたよ。」と嬉しそうに仲間に伝えていた。新しい技を考えた子供を全体の前で紹介し，一つ一つの
技に子供たちが名前を付けていった。
　　＜子供たちが考えた技＞
　　・左またぎ（左足をくぐらせる）（写真４）
　　・右またぎ（右足をくぐらせる）
　　・くるりんつき（まりをついた後，自分が一回転する）（写真５）
　　・指つき（親指から順に一本の指先だけでつく）
　　・両手つき（左右交代でつく）
 　全員で技を共有すると，右またぎばかりしていたA児は，左またぎに挑戦し始めた。左またぎができる
ようになると，くるりんつきに挑戦した。何度も挑戦し，できるようになると，指つきと右またぎを組み
合わせて新たなまりつきの技を考え始めた。組み合わせた技を得意気な表情で仲間に披露するなど（写真
６），歌に合わせて，自分だけの新たなまりつきの技を考えることを楽しんでいる姿である。

写真４　右またぎの技　　写真５　くるりんつきの技　　写真６　まりつきの新たな技を仲間に披露するA児

 　様々な技を試す中で，「ひとーつ　ひとりで　やいたもちー」「ふたーつ　ふぞくで　たべるもちー」など，
替えうたをつくって楽しむ子供が出てきた。そこで，歌詞のきまりを可視化（図３）して提示し，自分た
ちの歌詞を考える活動を組織した。子供たちからは，「ひい　ふう　みい　よ」の数字の順になっている
こと，始めの数字と次の言葉の最初が同じになっていること，最後が「もち」になっていることに気付いた。
さらに，登山遠足で登る予定の「弥彦」が歌詞にあることなど，身近な地域の言葉に親しみをもち始めた。
そこで，その地域によって言葉を変えながら歌い継がれてきたことを伝えた。すると，子供たちから「弥
彦だけじゃなくて，他の言葉も入れよう。」という意見が出された。A児は，「ななつ　ながおかで　たべ
るもち」と，自分が住む長岡を歌詞に入れたいと発言した。長岡市の様々な地区から通っている子供たちは，

「日越・美沢・与板・古正寺・栃尾」など，自分の住む地域の頭文字を挙げ，歌詞にあてはめていった（図４）。
最後の「〇〇〇もち」は，誰でも簡単に覚えられるように「たべるもち」にしようと発言した子供の意見に，

図２　歌詞のきまりを可視化 図３　子供たちがつくった歌詞
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A児をはじめ，学級全体も賛同した。A児は，まりをつきながら，「ながおかーで」「なーがおかで」など，
字余りな言葉の伸ばし方を毎回変えながら，自分だけの技と自分たちの歌詞でまりつきを楽しむ姿が見ら
れた。授業後，A児は「長岡の歌詞にしたら，もっと楽しくなった。お家でもやりたいし，２年生とか，
３年生とも一緒にやってみたい。」と話し，まりつきの楽しさをさらに広げていきたいと意欲を高めていっ
た。鼻歌を歌いながら教室に戻る姿から，生活の中に自然と音楽が溶け込んでいることも伺えた。
⑤２年生と交流し，まりつき歌が価値ある音楽になるA児（４時間目）
 　１年生と２年生の学びを少人数で交流する場を設定した。A児は，まりつきの技を紹介し，ペアでやっ
て見せた。慣れない２年生に，「くるりんは高くつくといいよ。」とコツを教えていた。さらに，２年生か
ら巫女爺人形操りを教えてもらい，巫女爺を操りながら「爺さん，すっごく激しいね。」と仲間に話し，
音楽に合わせて大きく左右に人形を動かしていた。加えて，始めて和太鼓を打ったA児は，満面の笑みで
活動していた。活動後，「まりつきのコツを２年生に教えて，２年生も喜んでくれたし，巫女爺と太鼓が
すごく楽しかったから，自分でも人形をつくりたい。」と話していた。自分が楽しむだけでなく，２年生
がまりつきを楽しんでくれたことにより，自分にとってまりつきうたが価値あるものになっていったこと
が伺える。さらに，巫女爺人形操りを体験したことで，より郷土の音楽に愛着をもち，学んだことを自分
の生活に生かそうと意欲を高めた姿である。

3.2　第２学年：「リズムに合わせておどろう わたしたちの巫女爺―『太郎丸おけさ』―」
　新潟大学附属長岡小学校　第２学年１組・第２学年２組
　ねらい： 「太郎丸おけさ」の踊りや和太鼓のリズムを考える中で，人形の動きの大きさや，動かす速さ

を変えることで，表したい雰囲気を出すことができることに気付き，和太鼓のリズムに合わせ
て，人形を操ることができる。

3.2.1　授業構想
本題材は全５時間で，巫女爺人形の動きと，和太鼓のリズムを考え，音楽に合わせて人形を操ったり，和

太鼓を演奏したりする。まず「おまつりの音楽をきこう」と題して，太郎丸巫女爺保存会の方から，長岡市
小国地域の祭りで演じられている「太郎丸巫女爺人形操り」を披露していただく。目の前で踊る艶やかな人
形や，張りのある歌声，和太鼓や笛の音色を体で感じると，自分たちも音楽に合わせて人形を操ってみたい
と意欲を高めてくる。そこで，人形操りの体験をする場を設定する。実際に人形を操ると，わくわくうきう
きした楽しい気持ちになる（第１時）。体験後，楽しい気持ちになるのはなぜだろうと，巫女爺人形操りの
魅力をさぐり，「うきうきのひみつ」にまとめる。さらに，保存会の方のようにうまく踊らせたい，太鼓の
演奏をもっとやってみたいと意欲を高めてくる。そして，本物の巫女爺人形がなくても，自分たちで巫女爺
人形をつくって音楽に合わせて踊らせたい，太鼓の演奏もしたいと意欲を高めてくる（第２時）。そこで，
自分たちの巫女爺人形をつくり，踊りや，和太鼓のリズムを考えながら巫女爺人形操りをつくる活動を組織
する（第３時，図画工作科関連）。音楽に合わせて即興で動きを考えたり，和太鼓のリズムを考えたりしな
がら，音楽と踊りとが一体となる楽しさを味わう（第４時）。さらに，つくった踊りを多くの人に紹介した
いと意欲を高めてくる。そこで，１年生と交流する場を設定する。１年生に巫女爺人形の操り方や，和太鼓
の打ち方を教え，一緒に楽しむ。さらに，１年生からも自分たちが学んだまりつきを教わり，互いの学習を
交流することで，より郷土の音楽に親しみ，愛着をもつ姿が期待できる（第５時）。

3.2.2　授業計画

学習活動　 ・授業終末の子供の意識 留意点
１ 〇太郎丸巫女爺人形操りを体験しよう。

・巫女さんと爺さんを動かして，とても楽しかった。巫女爺
の動きと，音楽を聴くとなぜかうきうきした楽しい気持ち
になる。

・太郎丸巫女爺保存会の方から，巫女爺
の歴史，演奏，人形操りを体験させて
もらう場の設定。

表２　「リズムに合わせておどろう わたしたちの巫女爺―『太郎丸おけさ』―」授業計画
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3.2.3　授業実践（児童の実際と変容）
本題材において，抽出児B児を中心とした，学級全体の学びの様子を分析する。
①巫女爺人形操りの魅力に浸り，自分の巫女爺人形をつくりたいと意欲を高めるB児（１時間目）
 　太郎丸巫女爺保存会の方をお招きし，巫女爺人形操りを見せていただいた。子供たちは音楽室に入ると，
艶やかな人形や，鮮やかな色の衣装を来た保存会の方を見て，歓声が挙がった。保存会の方から，巫女爺
の歴史，長岡市小国地区の祭りを盛り上げている地域の宝であること，後継者が不足していること，新潟
県無形民俗文化財に指定されている貴重な音楽であることを教わった。実際に「太郎丸おけさ」「伊勢音
頭」２曲の演奏（写真７）を聴くと，目の前で響く和太鼓や笛の音色や歌声，巫女さんの優雅な踊りや，
爺さんの勇ましい踊りを体で感じ，子供たちは食い入るように鑑賞していた。B児も音楽に合わせて体を
動かしながら聴き，演奏後は大きな拍手を贈った。そして，「自分でも人形を踊らせてみたい。」と声を挙
げ，学級全体も人形操りを体験したいと意欲を高めた。保存会の方に操り方を教わる中で（写真８），B
児は巫女さんと爺さんの顔を見比べ，「爺さんは目と口も動いている。」とつぶやき，二体の人形の操り方
や，体のつくりの違いに気付いていった。和太鼓を初めて演奏するB児は，始めは自信なさげに小さな音
で打っていたが，次第に大きな音で「ドンコ　ドンコ　ドン　ドン」と即興でリズムを反復させて打って
いた。B児をはじめ，多くの子供が「ドンコ　ドンコ　ドン　ドン」のリズムを反復させていた。これは，
長岡甚句で耳にする「ドン　ドコ　ドン　ドコ」といったリズムや，運動会の応援歌の「ドンコ　ドドン
　ドンコ　ドン」といった和太鼓による４拍のリズム反復や，何よりも当日聞いた「太郎丸おけさ」の一
対の太鼓（写真７）のリズムの「ドンコ　ドンコ」の反復や時折聞こえるアクセントの効いた付加的なリ
ズムに影響を受けたものと推察される。

２ 〇巫女爺人形操りの「うきうきのひみつ」をさぐろう。
・人形の動きと，歌と楽器が合わさっているから，うきうき

する。自分でも巫女爺をつくって，音楽に合わせて踊らせ
てたら，もっと楽しそう。

・「うきうきのひみつ」
　①人形の動き，楽器の音，歌が合わさっ

ていて楽しい。②巫女さんはおしとや
かな動き，爺さんは元気な動きで，違
いがおもしろい。③リズムがはずんで
いて，自分も踊りたくなる。

３ 〇自分の巫女爺人形をつくろう。（図工との関連）
・ペットボトルと割りばし，折り紙で巫女爺人形ができた。

音楽に合わせて踊らせたい。

・ペットボトルと割りばし等で巫女爺人
形をつくる場の設定。

４ 〇音楽に合う踊りや和太鼓のリズムを考えよう。
・太鼓は，「ドンコ　ドンコ　ドンコ　カッ」を繰り返した

ら，はずんだ感じで楽しくなった。巫女さんはおしとやか
に，爺さんは元気に見えるように，動かし方を工夫できた。
１年生にも教えてあげたい。

・グループで和太鼓のリズムと，巫女爺
の踊り方を考える活動の組織。

５ 〇１年生に巫女爺人形操りを紹介しよう
・巫女爺人形操りを１年生が喜んで遊んでくれて嬉しい。１

年生のまりつきも楽しかった。家の人とも一緒に巫女爺踊
りやまりつきを楽しみたい。

・ １年生に巫女爺踊りを紹介した後,
１年生からまりつきを教わり，学
びを交流する活動の組織。

写真７　太郎丸巫女爺保存会「太郎丸おけさ」の演奏 写真８　人形操りを体験するB児
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②巫女爺の「うきうきのひみつ」を探り，巫女さんの人形をつくるB児（２時間目）
 　太郎丸巫女爺人形操りを体験した子供たちに感想を聞くと，B児は，「わくわくうきうきして楽しい気
持ちになった。」と発言し，子供たちからも「巫女爺の踊りを見て，とても楽しかった。」「なぜかお祭り
にいるみたいな気分になる。」と話し，多くの子供が同意した。そこで，巫女爺がこんなにもうきうき，
わくわくするのはなぜか，巫女爺の「うきうきのひみつ」を探る活動を組織した。太郎丸巫女爺操り「太
郎丸おけさ」の映像を見ながら，巫女さんと，爺さんになりきて踊るってみると（写真９）子供たちから

「分かった。」と声が挙がった。B児は，挙手して「巫女さんはやさしくて，爺さんは元気な踊りだから，
違いが楽しい。」と発言した。実際に踊ったことで，二体の動きの違いに気付いていった。子供たちから
出た意見から，「①人形の動き，楽器の音，歌が合わさっていて楽しい（歌と踊りの一体感）」「②巫女さ
んはおしとやかな動き，爺さんは元気な動きで，違いがおもしろい（対照的な身体性とパフォーマンス性）」

「③リズムが弾んでいて，自分も踊りたくなる（リズム）」の３つにまとめた（図４）。子供たちは，「うき
うきのひみつ」を生かして，巫女爺をもっと楽しみたいと意欲を高めた。B児は，「巫女爺の踊りをまた
やりたい。自分でつくってみたい。」と発言し，人形操りへの意欲を高めた。他の子供からは，「和太鼓で
リズムをつくりたい。」「自分が人形になって踊りたい。」と意欲を高めていった。そこで，自分たちの巫
女爺人形をつくって，音楽に合わせて操ったり，和太鼓でリズムをつくったりする活動を組織した。

写真９　「太郎丸おけさ」に合わせて踊る子供　　　　　　　図４　みこじいうきうきのひみつ

②自分だけの巫女さん人形をつくるB児（３時間目）
 　自分たちの御子爺人形をつくるため，子供たちは，図工の経験を生かし，「ペットボトルや瓶でつくれ
る。手は割りばしとか，ストローとかでつくれる。」と，思い思いの材料を持参した。その際，全ての子
供に巫女爺人形の仕組みが分かるよう，「簡単！巫女爺人形のつくり方」（図５）として，見本を見せなが
ら手順を示し，全員が短時間でつくることができるようにした。その上で，個々の発想により，つくりや
飾り等を工夫できるようにした。B児は，巫女さん人形をつくるため，見本のつくりに加え，「腕の紐は

図５　巫女爺人形のつくり方 写真10　B児がつくった巫女人形
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もっと長い方が，巫女さんがきれいに踊れる。」とつぶやき，腕を長くした。さらに，腕に折り紙を貼り
付けて着物の袖をつくったり，頭に帽子をかぶせたりして華やかにしていった。「巫女さん人形，できたよ。
早く音楽と合わせたい。」と，教師や友達に笑顔で見せに来るなど，自分だけの巫女さん人形に愛着をもっ
ていった。
④音楽に合わせてオリジナルの踊りや，和太鼓のリズムをつくり，願いを具現するB児
 　自分たちの踊りやリズムをつくる活動では，B児のグループは和太鼓のリズムづくりからスタートした。
リズムを試す中で，『ドン　カッ　ドン　カッ』と打ち始めた仲間に，B児は，「『ドンコ　ドンコ　ドン
　カッ』の方が楽しいんじゃない。」と仲間に伝えた。ひみつ③を生かし，弾んだリズムを取り入れ，よ
り楽しいリズムをつくろうとしている姿である。実際に太鼓で演奏してみると，「こっちが楽しいね。」と
仲間も同意し，リズムを反復させていった。そして，B児は自分の巫女さんを操り始め，このリズム（『ド
ンコ　ドンコ　ドン　カッ』）の間に両手をゆっくり大きく回して自分の前に戻す，左右に手を動かす順で，
４拍ごとに動き変えて操っていった。爺さんを操る仲間は一拍ごとに左右に激しく動かしていた。ひみつ
②を生かし，１拍毎に左右に動かす爺に対して４拍単位のゆったりとした所作の巫女の動きといった対照
的な身体性を取り入れている姿である。学級内で互いの人形操りを披露すると（写真11），B児は，「もっ
と太鼓を増やしたり，新しい踊りを考えたりしたい。１年生にも教えてあげたい。」と意欲を高めていった。

　写真10　自分たちの巫女爺をつくるB児　　　　写真11　オリジナルの踊りを披露する子供

⑤１年生と交流し，郷土の音楽に愛着をもつB児
 　１年生との交流では，始めに１年生からまりつきうたを教えてもらった。まりつきの経験がないB児は，
連続してまりをつくことができず，真剣な表情でまりをついていたが，両手を交互に使ってつくことで，
連続してつくことができ，笑みを浮かべていた。さらに，１年生のくるりんの技を見て，大きな歓声を挙
げ拍手をしていた。
 　続いて，巫女爺人形操りを教える活動では，B児は「音楽に合わせて，巫女さんはゆっくり動かして，
爺さんは，元気にうごかすんだよ。」と，実際に操作しながら動きの対比を伝えた。１年生が操作してい
る様子を，音楽に合わせて手拍子を打ちながら見守り，「上手だね。」「爺さんはもっと激しく。」など，褒
めたりアドバイスしたりしながら交流していった。活動後，「１年生のまりつきがすごく楽しくて，家で
もやってみたい。巫女爺は，１年生に楽しんでもらえて嬉しい。こんなに楽しい音楽が長岡にあるから，
全校の人とか，他の県の人とか，たくさんの人に知ってほしい。」と話した。「You　tubeで流して，世界
中の人に広めたい。」と話す仲間の意見に，「それいいね。」と賛同した。学級全体でも，「巫女爺を操る人
になりたい。」「ポスターをつくって地域の人に知らせたい。」など，郷土の音楽に愛着をもち，多くの人
に太郎丸巫女爺人形操りを発信していきたいと意欲を高めた姿である。

４　郷土の音楽における教材開発のポイント
郷土の音楽は，長岡に多数あるが，子供たちの認知度は極めて低い。郷土の音楽を教材化したことにより，

第１学年の自分のまりつきうたをつくって願いを具現したA児（3.1.3　授業実践），第２学年のオリジナル
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の巫女爺人形をつくって自分の踊りやリズムをつくり願いを具現したB児（3.2.3　授業実践）の学びの姿，
さらに学級全体の様子から，郷土の音楽が子供たちにとって価値ある学びの対象となることがわかった。ま
た，学校生活において文化形成の要素となり得ること，郷土に対する親しみや愛着を醸成することも見えて
きた。これらのことから本実践における，わらべうた「一つ火鉢で」，太郎丸巫女爺人形操り「太郎丸おけさ」
は，長岡地域における郷土の音楽の教材として有効であることが示唆される。

郷土の音楽の教材開発にあたり，以下の点を考慮していくことで，有益な活動になった。
・ 子供の実態を踏まえ，教材化が実現可能な音楽を文献，ホームページ等から情報収集し，教材の候補を

選択（2.1　教材選択）する。
・ その際，教師が地域の方の思いをインタビューして共感したり，実際の音楽に触れ，その音楽の魅力を

実感したりすることを通して，教師自身が郷土の人や音楽に心を動かされる教材を選択，決定すること
が重要である。

・授業においては，子供たちが郷土の音楽を伝承する方の思いや，本物の音楽を体験する場を設定する。
・ 音楽自体の特性のみならず，音楽の持つ可変性・即興性，パフォーマンス性，身体性，総合性といった

多様な観点から教材化し，単なる体験で終わることなく，新たな創造（音楽・作品）として再構成し，
それを発信していく題材構成を計画する。

・ まりつきであれば，交代でつく，巫女爺であれば，互いの踊りと和太鼓のリズムを合わせる等，仲間と
かかわる必然を生む協働の手立てを講じる。 

今後，子供たちが住む郷土の実態と，そこに伝わる音楽とのかかわりに高いアンテナを張り，目の前の子
供たちに付けたい力を明確にし，子供の学びの姿を描きながら，郷土の音楽の教材開発を進めていくことが，
音楽を担当する教師の重要な役割である。

 （平出）

５　総括
本研究の目的に照らしつつ総括する。
まず，本研究の第一の目的である低学年（１，２年生）を対象にした郷土の音楽の実践プランの提案であ

るが，「まりつきうた」「巫女爺人形操り」といった二つの新たな素材による授業を創出できた。これにより
本地域における郷土の音楽の授業実践が一層推進されることを期待したい。

教材開発においては，以下の過程と方法を採用している
① 教材選択：先行研究から教材選択の視点を導出，文献調査等による教材候補抽出，伝承者への連絡，直

接インタビューによる教材決定，教師の体験
② 教材性の抽出：音楽の特性のみならず，可変性・即興性，パフォーマンス性，身体性，総合性，伝承者

の思いなどの視点から個々の教材の特性を把握
③ 授業の構想と実践：教材性を生かすとともに学習者の新たな創造として再構成する過程として構想，学

びの過程においては仲間との協働を重視，最終的に文化的実践者として学びの成果の交流を組織
二つのプランの特徴は，以上のような共通性を持つが，いくつか特筆すべきことがある。
第１に，音楽のみの抽出，実践ではないことである。先行研究でも指摘されているように，郷土の音楽は，

音楽単独では成立しないものが多く，遊びや人形操りといった行為や地域の生活と深く関係して成立してい
る。つまりこうした要素を抱き込むという視点を持って教材化することによりはじめて学習者にとっての意
味ある経験となっていく。

第２に，伝承者からの直接的な学びを組織することである。生活空間を同じにする伝承者から実際の音の
世界，演じられる世界を直接体験した子供たちはその感動を元に学びの道を導き出していった。

第３に，音楽的行為と再創造の重視である。今回の実践では，まりつきや人形操りとしてのパフォーマン
スが活動の中核になっている。授業は郷土の音楽の体験で終わることはなかった。また，決められた楽曲の
再現性や作品受容の重視といった従来の音楽教育の発想とは異なり，学習者が対象となる音楽を体験，内化
する過程において協働的に学び，自身の表出として再創造することが大切にされた。

第４に，音楽・芸能のもつ創造力，地域で培われてきた創造力に着目し，その力を学習者である児童の学
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びとして転化させたことにある。まりつきをする時のうたは，地域の日々の暮らしを反映させつつ，子供の
まりをつく能力や身体性，その時々の様々な状況によってその表現が多様に変化する。また，巫女爺操り人
形は12の指定団体が存在し，それぞれが固有性を持つが，これはすなわち同じ巫女爺でも個々の地域にお
いて特有な性格を持つものとして新たに創造されてきたことを意味し，音楽や芸能そしてそれを演ずる人間
の身体が本質的にもつ創造性が発揮された結果として捉えることができる。地域文化創造の源といっていい
だろう。しかしながら，従来の音楽教育とりわけ郷土の音楽の教材開発は，結果として維持されている音楽
や芸能の形を学ぶことに集中し，それらに内包する「新たに生み出す力」への着目が未熟であった。そして
この際重要な役割を果たすのが小島（2018）の言う「基層的リズム」だと思われる。実際のところ「一つ火
箸で」のうたに乗せてまりをつく中で，捉えられる節や言葉や行為にある基層的リズムを内化し，子供たち
は自分たちのうたを生み出していった。また，「太郎丸おけさ」で繰り返される太鼓のリズムとそれに乗っ
て踊る巫女と爺の人形の動きは子供の身体の記憶となり，「ドンコ　ドンコ　ドン　カッ」のリズムとそれ
に合わせた人形の動きを創り出していった。

第５に，交流と文化創造につなげる授業構成の工夫である。実践は，異学年二つの授業から生み出された
新たな創出を授業の最後において一体化，子供たちを実践者として相互交流させ，体験と学びを深めるとと
もに，文化的世界を創り出すように構成された。

図６　実践の授業構成

図６に，本実践の授業構成を整理した。本授業の特徴は，個々に分かれた授業を最終的には一本化したと
ころにある。授業は最初第１学年と第２学年を別々に実施される。子供たちは，それぞれまりつきうた，巫
女爺を直接体験しながら，音楽や芸能の特性を活かした活動を行い，それぞれのうたやパフォーマンスを新
たに生み出していった。そして最後にお互いに発表し合い教え合いながら双方向的に交流を深めていく。一
般的な音楽会や作品発表会とは異なった世界がそこに生まれてくる。授業者と子供たちは，小さいながらも
新たな文化的世界を創出することに成功しているのである。

以上，本研究を整理した。これらは，特に第３，４，５の点において，郷土の音楽授業に新たな意味を付与
するものと考える。

 （伊野）
本研究は，「長岡民話の会」顧問髙橋実氏，「長岡民話の会」倉地祐子氏，「太郎丸巫女爺保存会」代表髙
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