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音楽授業における〈掛け合い歌〉の実践的研究
A Practical Study on Teaching Dialogue Songs in School Music Lessons

伊野義博1・永井民子2・中村奏絵3・中村正之4
Ino Yoshihiro, Nagai Tamiko, Nakamura Kanae, Nakamura Masayuki
The focus of this research is the practice of“dialogue songs”, which can be widely found throughout Asia,
including in Japan. Its aim is to contribute to a growing body of research that seeks to re-evaluate musical
education in school from the perspective of conducting dialogue through song. To date, We have provided an
overview of the dialogue songs of Asia, including Japan, as actually practiced. We have considered the significance
of this technique for musical education when looked at from the viewpoint of mechanism of singing. Moreover, We
have also attempted to develop a way of using dialogue songs during elementary school music classes.
The contents of this paper comprises of the following two items:
1. A proposal for further issues that may be considered when actually making use of dialogue songs in music
lessons. Specifically, We give a report on trials in classes for lower elementary (1st year students), higher
elementary (5th and 6th year students), and middle school (2nd year students).
2. From the perspective of lesson methodology and the structure of the classes, We have organized the musical
education outcomes resulting from the use of dialogue songs.
Certain aspects have become clear when looking at these trials from the perspective of methodology. For
example, the children were encouraged to think of the songs in terms of“freedom”and there being“no right
answer”(singing the song“correctly”and without mistakes was not required, changing the song to meet one＇s
own style was acceptable, and indeed encouraged). The children＇s thoughts toward singing also underwent a
change (for example, that depending on the person there are many ways of singing, and that these ways can all be
recognized as having their own value.) As a result, it was seen that the children felt liberated, and were also able to
feel a sense of achievement.
Points such as the following have further been made as regards the structure of the classes:
(1) The physical expression of the original songs which students work from is important (listening, playing and
singing many times, in order to remember and make the song one＇s own). This forms the foundation for
subsequent activities.
(2) It is necessary to tie the classes to the necessities of the children in some manner.
(3) The flow of the process overall has become clear in its contours. It moves from mastery of the song (singing
together according to the format of a dialogue); to creation of dialogue verse (awareness of structure);
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to mastery of dialogue (changing and creating melodies); and the germination of the ability to improvise
(impromptu dialogue).

１

問題意識と先行研究

本稿における「掛け合い歌」とは，通常二人もしくは二組のものが一定の旋律に歌詞をのせて交互に掛け
合う形式を持つ歌のことを意味する。
「掛け合い歌」の姿は，すでに記紀歌謡にみることができる。日本では，古くから歌による掛け合いが行
われてきた。例えば，宮崎（1964）は，盆踊り歌《さんさ踊り》について次のような掛け合いの様子を紹介
している（pp.117-118）。
・踊りの最中に，即興の文句が出されたりしたものです。昔は，「歌掛け」などと唄だけ専門に唄う人
というのはなく，踊る人みんな唄って掛けたものですから，…(以下略)。
・だれでも作って唄い，踊り唄ったものでした。〈踊り見に来たか立ち見に来たか，ここは立ち見の場
所じゃない〉と唄えば，〈踊り踊らぬ私じゃないが，腹に大事な子がござる〉と唄い返したりして
ね。
歌の掛け合いに着目した日本での研究は，渡邊（1981）による歌垣の視点からの研究，酒井（1996）によ
る奄美の歌掛けの研究などがある。また，加藤（2007）や梶丸（2014）による秋田県の《掛歌》の報告にも
見られる。
広くアジアに目を転ずれば，照葉樹林文化圏の歌垣と歌掛けに言及した内田 (1984）
，中国ペー族の掛け合
い歌（工藤・岡部 2000），中国プイ族の掛け合い歌（梶丸 2013）
，内モンゴルのデーリンチャホラボー，アン
ダイ（娜布其 2014 2015），ブータンのツァンモ（伊野・黒田 2014）をはじめ，多くの研究が存在する。これ
らの研究からは，歌によるコミュニケーションといった掛け合いの共通性とともに，掛け合いの場の脈絡や
文化的背景等の相違から生まれるそれぞれの歌の多様性が浮かび上がってくる。
音楽学者の小島美子（1985）は，日本における「歌を交換しあう形」の有り様について，「この歌を交換
しあう形，…略…この形はその後の日本の音楽史と文学史にとって，ひじょうに大きい意味をもっていたの
ではないだろうか。…略…それは日本の歌のもっとも本質的な部分に，歌掛けがあるということを意味して
いる。実際に平安文学や謡曲などにしばしば記録されている和歌の交換や，後の今様合，連歌，俳諧などの
形に，それは連綿と続いているのである。」（p.62）と述べ，歌の掛け合いが日本文化の本質的な部分につな
がっていることを指摘している。
「歌を交換しあう」という時，歌い手に求められるのは，自身の思いを節にのせ，即座に伝える力である
が，近代日本の学校における音楽教育においては，既存の歌曲の表現力に重点が置かれ，こうした能力の育
成に着目されることはなかった。このことに対して，小島は，歌や音楽が「直接的に自分たちの感じること
をそのまま表現し，もっと率直に楽しむ身近なものだということを，決定的に忘れさせてしまった」
（小島
1981 p.230）と批判的である。ここに音楽教育研究としての課題が浮かび上がってくる。この際，例えば次
のような視点から歌うことを問い直す必要性が指摘される。
・ 自分の歌を歌う。
自分自身のその時の思いを節にのせて相手に歌い伝える力，それに対して即座に歌で返す力の回復。た
てまえの音楽ではなく，また，借り物の歌詞ではなく，自分の言葉を使って相手に直接的に投げかける
歌のおもしろさ。
・ 「会話の方法」1 としての歌の価値（歌の交換・交感によるコミュニケーション）を再認識する。
ごく普通の人々が，自分（達）の思いを自分（達）の言葉と節で，（即興も交え）それぞれに歌い合っ
たということ。そういった能力を普通に持っていたということ。
「歌」は「会話の方法」だった。
・ 「歌う」文化の本質を見つめ継承する。
「歌で掛け合う」という行為・能力・形が，日本人の歌の創造力，文化の創造力の根本的な部分と深く結
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びついている（即興性，変容，交換，型の模倣と創造 etc.）。
こうした問題意識のもとに，伊野他（2014,2015）は，共同研究を推進してきた。その目的は，次のよう
なものである。
日本を含むアジア地域において広く受け継がれている「掛け合い歌」に着目し，歌を掛け合うといった
視点から音楽科教育を再検討しようとするものである。アジア各地の歌の掛け合いの場に取材し，音楽
や掛け合いの場の構造，社会的文化的コンテクスト等を明らかにし，そこに音楽教育的な意義と可能性
を見出すとともに，今を生きる子どもの音楽活動に生かすプログラムとして提案したい。
（伊野他 2015
p.74）
この研究を通して，「掛け合い歌」の実際を紹介するとともに音楽教育的な意義について考察し（2014），
メカニズムの視点から「掛け合い歌」を捉え，民俗音楽と学校教育の接点を探りつつ，学校教育における実
践を試み，事例を紹介し，子供の反応，場の生成，実践上の工夫，成果，課題等について検討してきた（2015）。
また，小学校音楽授業における実践開発も試みてきた（権藤他 2016）。

２

研究の目的と方法

本稿はこうした一連の研究の路線上に位置づけられており，その目的は，次の２点にある。
音楽科授業における「掛け合い歌」の実践にはさらにどのようなものが考えられるか。
研究推進のために，さらに多くの「掛け合い歌」の授業実践を重ね検討する必要がある。そのため権藤
他（2016）の実践を手がかりとしつつ，掛け合いの発想を取り入れた教材を用い，小学校低学年－小学
校高学年－中学校までを含めた授業を展開する。
・ 実践から見える音楽教育上の成果について，方法論と授業構成の視点から提案する。
それぞれの実践から，どのような教材を用い，どのように授業を組み立て発展させていくか等々，授業
実践上の方法論と授業構成の視点から検討するとともに今後の課題について考察する。
本研究は，小学校低学年，高学年，中学校における実践的な研究を通して，上記の目的を達成する。具体
的に行った授業は，以下のものである。
・

表１

本実践の一覧

校種・学年

題

材

名

学校・授業者

小学校低学年 ・ともだちのよいところをうたいあおう～《ダンソン》（バン 新潟県小千谷市立片貝小学
（１年生） ビーノ）を使って～
校教諭 永井民子
小学校高学年 ・リズムの神になろう
新潟県小千谷市立片貝小学
︵5－6年生︶ ・オリジナル《花（フラワー）》をつくろう
校教諭 中村奏絵
・片貝祭りへの思いをのせてうたおう～木遣りマスターへの道～
中学校
（２年生）

３

・音楽の楽しさを味わおうⅠ～《長岡甚句》によるうたづくり～ 新潟大学教育学部附属長岡
中学校教諭 中村正之

授業の実際

3.1 小学校低学年の実践から（新潟県小千谷市立片貝小学校 永井民子）
実践者（永井）は，平成 27 年４月から３回，１年生を対象として掛合い歌の実践を重ねてきた。このう
ち一部は，すでに紹介している（伊野他 2015 及び権藤他 2016）
。今回紹介するのは３回目の実践である。以
下，３回目の概要を紹介し，実践の様子と考察を述べる。
１）題材名：ともだちの よいところを うたいあおう
～《ダンソン》（バンビーノ）を使って～
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２）目標
・友だちのよさを《ダンソン》のリズムに合わせて表現することを通して，言葉を拍の中に当てはめて歌う
ことができる。
・自分が考えた「うた」を友だちと歌い合う楽しさを味わう。
３）指導計画：１月 ３時間（道徳１時間 音楽２時間）
時

学習活動

内容（音楽科）

１ 友だちのよいところをみつける
（道徳 1 時間）
。

内容（道徳）
となりの席に座っている友だち
のよいことをたくさん見つけて
学習カードに書く。

２ 歌詞をリズムに合わせて歌って 道徳の時間に見つけた友だちの
みる（音楽１時間）
。
よさを歌詞カードに書き込み，
歌ってみる。
３ となりの席に座っている友だち 自分－全員－友だち－自分－全
と考えた「うた」を歌い合う（音 員…と歌い合う。聞き手は「そ
楽１時間）
。
うだそうだそのとおり」と合い
の手を入れる。
４）授業の実際と考察
今回の教材は，お笑い芸人バンビーノのねた《ダンソン》2 を使用した。その理由は子供たち全員が身体
化しているほど人気の動きとリズムだからである。掛け合いに使う音楽は身体化されたものがよいと考える。
まず道徳の時間に，おとなりの友達の良いところをたくさん見つけて学習カードに書きだした。子どもた
ちは，友だちのよさを 10 以上書いて気を良くしていた。それをもとに音楽の時間に，
①「ダンソン」②「キー
ザキ」③「トゥーザキーサーラ」④「ゴンサン」の４つに当てはまるように歌詞を作った。①には友だちの
名前，②には，
「すごい」「うまい」「はやい」などの形容詞を入れる方が歌いやすいことを伝えた。１つの
歌詞ができたら歌う練習をして担任あるいは支援員に聞かせ，リズムや動きにのって表現できたらシールを
もらえるようにした。シール作戦は大成功で，用意した学習カードにある３つ分の歌詞欄を全員が埋め，裏
面まで使い，一人の子どもが平均７～８の歌詞をつくって表現することができた。
自分の「うた」ができたので，次の音楽の時間に，となり同士で歌い合う掛け合いの形を提示して練習し
た。今回は，二人組みで自分の見つけたよさを交互に表現し，間に「そうだそうだそのとおり」という合い
の手を全員で入れることにした。しばらくグループごとに練習を行い，
自分が作った歌詞カードを見ないで，
歌い合う活動を行った。この時に「たくさん続けることができたグループの勝ち」ということし，掛け合え
た数を競い合わせた。適度な競争と協調を存在させると子どもが本気になる場合が多い。
授業のおわりに子どもたちに書いてもらった振り返りカードのプラス評価は「自分のよさを友だちから
言ってもらえたこと」や「そのとおり」と囃し立ててもらったこと，
「たくさん考えて自分の歌をつくるこ
とができたこと」などをうれしいと感じたというものだった。その反面「歌詞を覚えられなくてくやしかっ
た」というマイナス評価も多く見られた。歌詞を覚えて歌うことが精一杯で，相手の「うた」を聞いてつな
げるという意識になることができなかった子どもがいたわけである。こうした子どもの表情を観察すると，
これまで２回の実践に比べて楽しそうではなかった。その原因はいくつか考えられる。
まず「ダンソン」は子どもにとってテンポが速かったことが考えられる。彼等は､このテンポに合わせて，
作った歌詞を思い出して表現するのに精一杯で，相手の表現を聞いて答える余裕がなかった。速すぎるテン
ポと思い出して表現するという二つのハードルが，掛け合いの意識を薄れさせたのである。相手の表現を聞
いて答えるという要素が薄れると，楽しさが半減することがわかった。
それでは，どうやったら掛け合いの要素をもたせることができるかと考え，次のような修正授業を１時間
実施した。まず，以下のように予め歌詞を準備してそれをみんなで歌ってみた。
①〇〇さん， ②あさごはん， ③何なに，
④食べたの？
①今日は，
②納豆，
③味噌汁，
④ごはん
①私，
②パンと，
③スープと， ④りんご
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①〇〇さん，

②パンに

①マーガリン， ②はちみつ，

③何つけて，

④食べたの

③甘くて，

④最高

ここまでの歌詞を大きく黒板に掲示し，見ながら歌えるようにした。二人一組で順番にみんなの前で歌っ
てみた。すると即興で続きを考えた子どもが出てきた。それにつられ子どもの中から「続けられなかったら
ニーブラでやられるようにしよう」という声が上がり，代表の子どもが即座に対応したことで，自然とそれ
がルールとなった。
以上の実践は次のようにまとめることができる。
・ 互いのよさを歌い合う活動は，子どもにとって「うれしい」というプラスの感情を引き出すことができる。
合いの手で共感することもプラスの感情を強化する働きをもつ。
・ 「子どもたちの中で既に身体化されている」遊び（音楽やリズム）を使うことで，活動に対する意欲を
引き出しやすくなり，子どもの中からルールも生まれやすくなる。また，思いがけない楽しさを発見す
ることができる。
・ 歌詞を作ってカードに書くことで「覚えて歌う」という意識が生まれ，表現に掛け合いの要素が薄れて
しまうことがある。表現に掛け合いの要素が薄れると，楽しさが半減する。
１学期から３回「掛け合い歌」の実践を行ってきた。今回は３回目の実践であった。予め歌詞を作って歌
い合ったり，合いの手を入れて共感し合ったりすることは，子どもたちのコミュニケーション能力向上に貢
献するのではないかと考えている。今回は歌詞を考えて歌い合っているが，
即興で掛け合うことができれば，
もっと楽しい活動になるのではないかと思う。しかしそのための手だてがまだよく分からない。今後も実践
を積み重ねながら考えていきたい。
3.2 小学校高学年の実践から（新潟県小千谷市立片貝小学校 中村奏絵）
平成 26 年度から 27 年度に担任していた高学年２年間の実践を紹介する。２年間で，
《花いちもんめ》
，
《お
ぼろ月夜》，片貝町に伝わる伝統の歌《道中木遣》の３曲を扱った。
3.2.1 《花いちもんめ》を教材として：５年生２月
１）題材名：リズムの神になろう
主教材：
《花いちもんめ》，補助教材：
《ラッスンゴレライ》3（8.6 秒バズーカー）
２）目標
・ペアによる《花いちもんめ》の替え歌を作る活動を通して，同じ拍の中でも様々なリズムパターンがある
ことに気付き，リズム創作や掛け合いのおもしろさを感じたり，さらに創作したいという意欲を高めたり
する。
３）指導計画
時

学習活動

内

容

１ リズムの工夫に気付き、創作したいという意欲を リズム譜を見て、同じ言葉の中や身近なところに
高める。
リズムの工夫があることを知る。
２ 詞を創作する。

《花いちもんめ》の歌に合うように詞を作る。ペ
アで歌いながら確かめる。

３ 考えた歌を歌い合い、それぞれの工夫に気付く。

歌を聴いて、おもしろいところやすごいと思った
ところを出し合う。

４）授業の実際と考察
まず，５年生２月に行った《花いちもんめ》による実践である。担当する子どもたちでの，初めての創作
の学習である。お笑い大好きでお笑い芸人のネタを丸暗記している子どもたちの実態を生かし，
《ラッスン
ゴレライ》
（8.6 秒バズーカー）のリズムパターンを導入で提示して遊んだ。この作品は，
「ちょっと待って
ちょっと待ってお兄さん」などの言葉を拍にのせて掛け合うものであるが，
同じ言葉でも「八分音符の連続」
「四分音符を多く使う」「休符のタイミングを変える」など，拍にはめ込まれている多様なリズムパターンが
特徴的である。
この活動を十分に楽しんだのち，《花いちもんめ》で創作を行った。具体的な手だては，以下のようなも
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のである。
・

リズム譜の提示
芸人のネタにある「ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん」の部分を取り出し，この部分が異なる３

つのパターンのリズムで表現されることから，そのリズムの違いを「タタタタ～」と口で表現し繰り返さ
せた。この活動を通して，同じ言葉を伝えるにもリズムの工夫があることに気がつくことができるように
した。
・ ペア活動の実施（子ども同士でペアを決める）
問いと答えを生ませるためにペア活動を仕組んだ。また，初めての創作の学習なので，自信をもって思
いを伝えるために，自分たちでペアを作らせた。
・ 取り組みやすい題材（４拍または８拍，みんな知っている教材）
《花いちもんめ》はみんなが歌える曲であり，１フレーズが４拍または８拍である。ある程度決められ
た拍とリズムがあることで子どもが安心して取り組むことができた。また，対話している曲であるという
点においても，「掛け合い」を意識できると考え，扱った。
・ 授業者による規範の創作
出だしに戸惑いをもつことが想定された。そのため，最初のフレーズの例をいくつか提示し，困ってい
る子は選べるようにした。また，同じ言葉でも伸ばしたり休符を入れたりする様々なパターンを提示した。
この結果，次のような掛け合いの作品を創作することができた。一例を紹介する。なお，児童名の良太と
清司は仮名である。
a: バレンタインのチョコ誰にもらったの
a: 良太が先だ
a: 絶対教えん
a: 両方秘密

b: 君こそ誰からチョコをもらったの
b: 清司が先だ
b: 俺も同じだ
b: そうしよう

c: 当たってバラ色くじで一億
c: お城を建てる
c: いやいや建てる
c: 絶対当てるぞ

d: 夢の夢で何買うつもり
d: 無理です絶対
d: もうダメこの子
d: 強気だね

e: 下がってうれしい消費税
e: お金が欲しい
e: お金を貸して
e: ８パーセント

f: 上がって残念消費税
f: もっと働け
f: 絶対いやだ
f: 消費税

g: 関西と関東で言葉が違う
g: たとえばセブン
g: 関西じゃセブイレ
g: 関東じゃセブン

h: へぇーそうなの
h: セブンが何よ
h: はじめて知った
h: それだよね

i: お前のマステ 4 何本ですの
i: わたくし五十本
i: ディズニーのも持ってるよ
i: 交換しよう

j: えーっとえっと五十五本
j: あら多いのね
j: あたいはあまりない
j: そうしよう

k: あなたはどこにいきたいの
k: 東京のどこ

l: 今は東京に行きたいの
l: フジテレビ

どんなのよ
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k: そのほかどこ

l: ホテルに行きたい

k: どこのホテル

l: 秘密だよ

このように，問いと答え，ボケとツッコミなど様々なパターンで歌っていた。21 組中 19 組のペアが作品
を完成することができた。子どもたちの振り返りは，次のようなものであった。
・ 休むところと言うところの区別がついて，リズムの神様になった！
・ わたしたちにしかできない歌ができたと思います。
・ 会話は会話でも，リズムをとることで，楽しく弾む感じになるからおもしろいです。
・ 考えることはすごく難しかったです。伸ばす音を入れたら，意外とできました。
・ ちゃんと物語になっていて，自分でも笑っちゃうような「詞」ができました。
・ こういう授業もいいなあと思った。
本実践の成果としては，次の点があげられる。
・ 導入時，興味のある教材を取り上げたことで，意欲を高めることができた。子どもたちの日常生活に溶
け込んでいるお笑いコンビの作品であることやそれが日本語のリズムを生かしていて，日本語を母語と
している子どもたちの身体性とマッチしていることが，興味をひいたのだと考える。
・ 《花いちもんめ》のフレーズがとらえやすく，掛け合い形式の歌なので，互いを意識した創作ができ
た。歌の仕組みや性格が，ペア同時のコミュニケーションを活性化させたと思われる。
・ できあがると「聞いてほしい」という強い気持ちをもっていた。ストーリー性をもった相互の掛け合い
の作品として，他の人に聞かせたいという気持ちが生まれている。当事者のみならず外側の世界とのコ
ミュニケーション意欲が自然に形成されてきた。
一方で，次の課題もあげることができる。
・ ２つのペアが，うたを完成できなかった。「全員ができる」手だてが必要となる。
・ 紹介や鑑賞する時間をもっと確保すると気付きの深まりが見られる。学びの認知が必要である。
3.2.2 《おぼろ月夜》を教材として ６年生５月
１）題材名：オリジナル《花（フラワー）》をつくろう
２）目標
・
《おぼろ月夜》の歌詞の内容や曲想を生かし，表現を工夫して歌う。
・
「フラワー学年」の歌詞をつくり，《おぼろ月夜》の旋律にのせ，歌詞と旋律の関係を生かし，思いを込め
て歌う。
３）指導計画
時

学習活動

内容（音楽科）

内容（学級活動）

１ 《おぼろ月夜》の歌詞の内容や ・八六で続く言葉のリズムや旋律
曲想を生かして歌う。
のもつリズムや流れをとらえ，
曲想を感じ取って歌う。
２ 「フラワー学年」の歌詞をつく
る。

・学年の名前「フラワー」の意味
を考えながら，五感を生かして
公園のあじさいの観察をし，言
葉を出し合う。
・作詞部隊により詩にまとめる。

３ 「フラワー学年」の歌を工夫し 「フラワー学年」の歌を歌詞と
て歌い，発表する。
旋律との関係を生かし，思いを
込めて歌う。
４）授業の実際と考察
先の実践を生かして , ６年生５月，
《おぼろ月夜》の授業につなげた。
６年生は
「フラワー学年」
ということで，
「フラワー」の意味を学年の希望に重ね，校園に咲くアジサイの花の様子を五感を生かして観察し，言葉を
出し合った。そしてたくさん出た言葉の中から，作詞部隊約１０名が言葉を組み合わせ，作詞し，自分たち
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の歌として表現を工夫した。
子どもたちがつくりあげた詩を紹介する。
①ひかりさしこむ つゆの雨に むらさき 青 ピンク 色 あざやか
朝つゆ かがやく アジサイの葉よ やさしい そよ風に ふれては
②まぶしい光に さそわれて 若葉の上には かたつむりたち
雨つぶ しずくの したたる時に 花びら色づく 希望のフラワー

ゆれる

授業では，歌を歌詞と旋律との関係を生かし，思いを込めて歌う活動を行った。クラス内での発表や全校
児童の前での歌唱の機会も設定したが，その際は，詩の一行を一人ずつ担当して歌ったり，全員で歌ったり
して，表現形態を工夫させた。子どもたちは，自分たちの言葉が歌になったことで，この曲が大好きになっ
た。今でも歌詞を見ないで歌っている。ソロを希望する子も大変多く，ソロの部分と全員で斉唱する部分と
の相互のかかわりの中で，充実した表現が生まれた。
この活動は，いわゆる《おぼろ月夜》の替え歌であるが，一連の歌の掛け合いの実践といった視点から見
ると，単なる替え歌以上の位置づけをもっていた。すなわち，五感を働かせ日常的な世界を深く観察して，
それを歌詞にすること，ある定型の旋律をもとに，自分（たち）でつくった思いを込めた歌詞を当てはめて
歌うこと，一人が自信を持って歌い，それに他の友だちが唱和する形をとったこと，などである。このよう
にすることで，先の《花いちもんめ》の実践と関連づけるとともに，日常的な生活の中で生まれた自分の思
いを節にのせて歌うことのおもしろさや個の表現と他の表現とのやりとり，すなわち歌によるコミュニケー
ションの楽しさを実感していった。この実践は，次の片貝の伝統的な歌《道中木遣》
のうたづくりにつながっ
ていった。
3.2.3 《道中木遣り》を教材として ６年生 10 月
１）題材名 片貝祭りへの思いをのせてうたおう～木遣りマスターへの道～
教材 《片貝木遣り》のうち《道中木遣り》
２）題材の目標
・木遣りの音頭取りの歌い方を見たり聞いたりする活動を通して，自分の表現したい歌い方を考え，思いを
もって歌うことができる。
・自分で作った詞を節にのせて歌いながら，掛け合いを楽しみ，
《道中木遣り》の魅力を味わう。
３）題材について
（１）題材と子ども（第６学年２組 男子 11 名，女子 11 名，計 22 名）
片貝祭りでは，
《奉納木遣り》と《道中木遣り》という２つの木遣りが歌い継がれている。
《奉納木遣り》は，
玉送りの門付け，神社の境内やお立ち台などで歌われる。祭り以外でも同級会や地域の行事などにも歌われ，
片貝地域では一生歌い続けるものである。歌は 20 番まであり，歌詞は固定化されている。一方《道中木遣
り》は，片貝祭りの玉送りで歩きながら歌われる。かつではその町内でも歌われていたが，現在では，玉送
りの曳き手の動きがお囃子であるシャギリの速度に合わせて変容してきたため，ほとんど歌われなくなって
しまった。片貝祭りでは，伝統芸能保存会の玉送りのみで歌われている。この歌は音頭一同形式で，次々に
音頭取りが交代して歌っていく。現在では歌詞が固定化しているが，かつては即興的に歌われ，その歌詞は
音頭取りに任されていた。この歌の魅力を味わうことで，子どもたちは地域に伝わる伝統芸能により愛着を
持つのではないかと考えた。
子どもたちは，昨年度の小千谷市の親善音楽会で《奉納木遣り》を発表した。これまでの西洋音楽とは異
なる発声や歌い方に興味を持ち，たいへん意欲的に取り組んだ。特に音頭一同形式の音頭取りに憧れをもち，
学年 43 人中，
16 人が音頭取りに立候補した。その後の行事やイベントのたびに披露したいという思いをもち，
家族や地域の方などの前で何度も歌ってきた。自分たちの歌声に自信をもち《奉納木遣り》に愛着を感じる
ようになってきた。そこで全員に音頭取りの経験をさせてみたいと考え，
《道中木遣り》を教材として取り
上げてみることにした。自分の作った詞で音頭を取りながら掛け合うことで，より伝統芸能に愛着を感じる
ことができるものと考える。
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これまで《花いちもんめ》の作詞をして歌う学習を行った。ペアで「問いと答え」
「ボケとツッコミ」
「正
反対」など様々な役割構成を工夫して楽しみ，自分の詞が歌になると楽しいと感じることができた。また今
年度は，音楽の学習でラップの創作に取り組んだ。その際，節にのせるためにリズムを合わせたり当てはめ
たりする難しさを感じながらも，日常の思いをリズムにのせると簡単に歌えることや，友達のリズムの刻み
方が工夫されていることなどに気付いた。普段音楽の学習では苦手意識をもっている子どもも，取り組みや
すく活躍することができた。
これらの学習を通して，決められた歌い方や歌詞がないことは，表現する上で一見難しそうに見えるが，
子どもは自分なりの表現方法を明確にし，主体的に表現しようという思いをもつことが分かった。普段の歌
唱の学習においても，歌うことに抵抗がなく，生き生きと歌う子どもたちである。教師の指示に対し，的確
に表現でき，能力も高い。しかしその歌い方は受動的で，自ら「こう表現したい」という願いをもっている
子どもは少ない。題材や楽曲を十分に味わえておらず，
「指示通り実践する」ことにとどまっている。
《道中木遣り》は音頭取り一人一人によって歌い方が異なる。声の大きさや音の伸ばし方，テンポやこぶ
しの入れ方など，その違いは様々である。一人一人に違いがあり，それぞれによさや味があることを知るこ
とで，子どもたちは自分なりの表現の仕方を追及することができるであろう。互いに聴きあったり歌い方を
考えたりする中で，こんな風に歌いたいという思いをもち，自分なりの表現を明確にしていき，主体的に音
楽にかかわったり表現したりすることのできる契機としたい。
（２）手だて
① 学習意欲を高めるための作詞活動
《道中木遣り》は，一人の音頭取りが歌う旋律は非常に短く，詞を創作することが困難であることが
予想される。しかし，これまでの学習のように，自分の詞で歌うことにより，題材や片貝の伝統への親
しみの気持ちをもち，音楽のおもしろさを感じることができると期待される。
② 表現の工夫を高めるための場の設定
《道中木遣り》は非拍節的な音楽であり，最初は歌いづらさを感じることが予想される。しかし難し
い楽曲が形となったときや，歌えるようになったときに喜びを感じるであろう。そこで伝統芸能保存会
の方の歌を実際に聴き，自分たちとの違いに気付く場を設定する。子どもの「できた」という気持ちに
揺さぶりをかけ，一層表現の工夫を高めていくことができると考える。
③ 伝統への親しみをもたせるための横断的な学習構成
《道中木遣り》の鑑賞や歌い方を知るだけでなく，その背景や歴史，意味などを知ることで，親しみ
の気持ちをもつことができる。総合的な学習の時間で《道中木遣り》の意味や祭りとの関連を知ったり，
歌詞の創作に必要な言語活動を国語科で実施したりし，
各教科との関連を図った授業構成を行っていく。
４）評価規準
ア

音楽への関心・意欲・態度

イ

音楽表現の創意工夫

ウ

音楽表現の技能

エ

鑑賞の能力

複数の音頭取りの歌い
こぶし，声の強弱や伸ば
異なる歌い手それぞれ
《道中木遣り》の意味
や背景を知ることで，歌い の表現のよさを感じ取り， し方などの伝統音楽の特 方を聴いて，表現の特徴を
たい，聴いてもらいたいと どのような歌い方をしたい 徴を生かして，節にのせて 感じ取り，そのよさに気付
いている。
いう気持ちをもっている。 か，思いや意図をもって工 歌っている。
夫している。
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５）指導計画（本時５/ ６）
時間

音楽

総合

国語

第一 次 ︵ 音 １ 総 １ ︶

《道中木遣り》の背景や意味を知り，これからの学習課題を考える。
○《道中木遣り》の背景や
○《道中木遣り》を聴く。
詞の意味を知る。
・これまで学習した「木遣り」と違うこ
・かつてはどこの町内の玉
とに気付く。
送りでもうたわれていた
・歌ってみたいという気持ちをもつ。
ことを知る。
・音頭一同形式で，競うよ
うに歌われることを知
る。

第二次

《道中木遣り》を自分の詞でうたえるようになる。

︵音３
国２︶

○《道中木遣り》を歌う。
・CDを聴いて，旋律を知る。
・歌う練習をする。
○自分の作った歌詞で，《道中木遣り》
を歌う。

○作詞に必要なワードマッ
プを作成する。
○歌詞を考える。

第三次 ︵音２︶

《道中木遣り》の背景や意味を知り，これからの学習課題を考える。
○自分の歌い方と，保存会の方の歌い方
を聴き比べて，こんな風に歌いたいと
いう思いをもつ。（本時）
○自分の決めた歌い方で《道中木遣り》
を歌って楽しむ。

６）本時の指導
（１） 本時のねらい
・自分の歌い方と，保存会の方の歌い方を聴き比べる活動を通して，音頭取りの歌い方のよさや特
徴，自分との違いに気付くことができる。
・気付いたよさや特徴を自分の歌い方に生かす方法を考え，課題を決めて練習に取り組むことがで
きる。
（２） 展開
時間

◎ねらい
○学習内容
・学習活動
（ ）予想される子どもの反応

・指導上の留意点

【評価】

・音頭取りをやった感想や，思い通りにでき
５分 ○自分たちの歌い方を確かめる。
ているところを確認し，満足している気持
・前時に録音した，自分たちの歌声のCDを聴く｡
ちを引き出す。
・歌えるようになった喜びや，嬉しさを共有する。
・自分の感じた違いやよさ，特徴が分かるよ
30分 ○自分たちの歌い方の課題に気付く。
う板書する。
・伝統芸能保存会の方の歌を鑑賞する。
・違いを明確にすることで，もっとよいもの
（声がゆれている。）
にしたいという意欲を高めさせる。
（声がすごく大きくて，迫力がある。）
（出だしをはっきり歌ったら，もっとかっこよ
くなりそうだな。）
◎自分の学習課題を決める。
さらにかっこいい音頭取りになるための工夫を考えよう。
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・課題別のグループに分ける。
・目指す歌い方を，ワークシートに書く。
・保存会の方からもアドバイスをもらえるよ
○鑑賞で感じ取った歌い方の工夫をする。
うにする。
・課題別に分かれて，
《道中木遣り》の練習をす
る。
・目指す歌い方に近づくために必要なことを考
え，話し合う。
（歌いだしをはっきりするためには，息をしっ
かり吸わないといけないね。）
（のどの締め方を工夫したらできたぞ。）
○互いの歌い方を聴いて，よいところに気付く。
・全体の前で発表する。

【ア
【イ
【ウ

発言】
ホワイトボード】
演奏聴取】

・保存会の方から指導講評をいただき，今後
10分 ○本時を振り返り，次時への意欲を高める。
の意欲を高める。
・できるようになったことや工夫して取り組ん
【イ ワークシート】
だことをワークシートに書く。
・表現の工夫をさらに高めて，《道中木遣り》
を歌いたいという意欲をもつ。

７）結果と考察
以下に児童が作った詞の一部を示す。
・同級会 一生の仲間や
・四尺 思いのせてや
・祭り 待ちわびてや
・友と 花火上げてや
・お立ち台 注目や
・町に響く 掛け声や
・花火は 一生の思い出や
四尺玉花火で有名な片貝祭りに対するそれぞれの気持ちが表
れている。
本題材を振り返ると，音頭一同形式へ着目したことが効果的
だった。児童は，次々に音頭取りを交代して歌い，気がつくと
全員が音頭取りに挑戦するようになっていった。この音頭取り
を交代しながら次から次に歌をつなげることにより，自然な掛
け合いへの芽生えが生まれた。そして，結果として「今度は，
お題をもらって歌いたい」といった意識がめばえた。これは，
歌のもつ本来の即興性につながるものと考える。
また，歌詞の即興性への着目は，自分の歌という意識を醸成
させた。かつては即興的に歌われ，その歌詞は音頭取りに任さ
れていた《道中木遣り》の本来の形を生かしたことにより，児
童は，片貝祭りにちなんだ自分の思いを詞にのせてうたうこと
に意欲的に取り組むことができた。
以上，実践の全体を通して次の点を成果としてあげることが
できる。
・生活に密着したもの，子どもにとって憧れているものを取り
上げたことで，興味をもって取り組んだ。

写真１

歌い方の工夫を発表する

写真２

自分の歌として歌う

写真３ 次々と音頭取りになって歌う
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・自分で詞や歌い方を決めるという方法は，一人一人の思いや願い，工夫を生み出し意欲の向上につながっ
た。
・互いの歌い方を聴き，工夫を知ったり参考にしたりしたことで，技術面だけでなく，
「聴いてもらえた」
「認
めてもらえた」という安心感につながった。
・
「伝統を継承したい」という意欲をもち，下の学年に歌い方を教えたり，木遣の意味を伝えたりする子も
いた。
このように段階を踏んで取り組んだことで，まったく目立たない存在だった子が，
《花いちもんめ》で初
めてみんなの前で歌って自信をつけ，最後の木遣では，音頭取りに立候補し，一人で歌うことに抵抗を示さ
なくなるまで成長した。
3.3 中学校２年生の実践から（新潟大学教育学部附属長岡中学校 中村正之）
本実践は，「うたづくり」の実践に加え，掛け合いによる歌の形式を取り入れたものである。
「うたづくり」の実践は，2015 年 5 月に，新潟大学教育学部附属長岡中学校 2 年 1 組および 3 組にて行った。
新潟県長岡市の民謡である《長岡甚句》を元歌とし，歌詞の創作や表現（節回しや発声など）を工夫する活
動を行った。このことをとおして，相互に交流したりより良いものを追求したりする資質・能力を働かせな
がら，歌によるコミュニケーションの良さを感じ取り，郷土の伝統音楽の価値について，生徒が実感を伴っ
て理解している姿が表出した。現代の自分たちの生活実感から生み出される歌詞にはユニークなものが多く，
互いがつくった歌を発表しあうことで感嘆の声が聞かれたり，笑みが見られたりしていた。
そこで，この「うたづくり」を，掛け合いによる歌の形式で行えば，活動の中でさらにコミュニケーショ
ンが深まり，より実感を伴った理解に進むのではないかと考えた。よって，「うたづくり」の題材計画に，
ペア同士で掛け合って歌をつくる活動を取り入れ，2015 年 6 月～ 7 月に，新潟大学教育学部附属長岡中学校
2 年 2 組にて実践した。その結果，ペア同士の活発なやりとりが展開され，興味・関心をさらに高めたり，歌
を通して活発にコミュニケーションしたりする姿が見られ，また，相手の思いをとらえ，共感しながら自分
たちの思いを重ねて歌をつくったり，掛け合いによって民謡の価値の認識を深めたりする姿も表出した。さ
らに，自らの生き方や実社会とのかかわりについて，主体的な態度をもつ姿も見られた。
本稿では，先述した「うたづくり」の実践を 3.3.1 にて述べる。またこれにつながる「掛け合いの形式をとっ
たうたづくり」の実践を 3.3.2 にて述べる。
なお，本題材で対象とした生徒は，中学１年生の時に，地域の民謡の名手や演歌歌手が歌った録音を参考
にしながら，自分なりの工夫を加えて《長岡甚句》を歌う学習を５時間程度行っている。ここでは，民謡特
有の歌い方，こぶし，声の出し方などに注目して学習を進めた。本実践を始めるにあたって，生徒は一通り
節を歌えるという前提がある。
また，本校においては，新たな発想で他者と手を携えながら，様々な問題を解決していけるような人材育
成を目指し，
「協働型学習」による授業設計を行っている。ここでいう「協働」及び「協働型学習」とは次
のようなものである（新潟大学教育学部附属長岡校園 2016 p.7）。
「協働」：幼児，児童，生徒が，互いに問題の解決や願いの具現のために取り組む過程を共有する中で，資質・
能力を働かせながら互恵的にかかわっている様相（互恵的にかかわっているとは，自分が相手に
尋ねたり伝えたりしたことで，相手の役に立ったことを自覚したり，相手の考えややり方に納得
したりして，互いにプラスの影響を受け合っている様相を言う。
）
「協働型学習」：
「協働」している場面が位置付く学習
本稿で述べる授業実践においては，この「協働型学習」が核として位置づけられている。従って，
「協働」
している場面における生徒の様相を詳述しつつ，「うたづくり」や「掛け合い」の授業の実際と課題につい
て述べる。
3.3.1 題材名：音楽の楽しさを味わおうⅠ〜《長岡甚句》によるうたづくり〜
１） 問題の所在と題材の価値
我が国の伝統文化に関する学習の充実が求められて久しい。音楽科においては，唱歌や民謡，郷土に伝わ
る歌などについての指導の充実が求められている。大熊 (2010) も，「児童生徒が学習の対象となる伝統文化
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に親しみ，表現したり鑑賞したりする活動に自ら取り組むことの大切さ」を指摘する（p.25）。
しかし，学校現場では「郷土の伝統音楽をどのように教えたら良いか？」という戸惑いが多い。特に郷土
の民謡については，地域や時代，歌い手の違いなどから多様な歌い方や節回しが存在する。また，時代や生
活の背景など，音楽の背景にある様々なもの（コンテクスト）も見逃せない。伊野 (2007) は，
「
（民謡の）い
ろいろな側面が，教材としてこれを用いる側を時として困惑させる」(p.60) とも指摘する。
そこで本実践では，伊野（2007）が指摘する民謡の教材性のうち「可変性，即興性を生かす」
（p.64）こ
とに焦点を当て，郷土の民謡《長岡甚句》をもとにしたうたづくりの授業を構想した。《長岡甚句》のコン
テクストとしての歴史的な背景や人々の生活実感，平和への思いなどに心をめぐらせつつ，郷土の良さやそ
こに暮らす自分の思いを歌詞にのせる。そして，節回しや声の音色などの表現を工夫し，聴き手が「いい歌
だ」「おもしろい」
「そうだそうだ！」と共感する魅力的な歌をつくる。小島（2014）は，「うたうことは他
者を意識した感情のコミュニケーションの形式」であることを述べ，うたは人から借りた言葉ではいけない
こと，自分の言葉だからこそ感情や意図が働いてうたになっていくことを指摘する（p.14）
。授業ではこの
ことを生徒に実感させたい。
題材の終末では，生徒が，長い間受け継がれてきた郷土の伝統音楽の価値について以下のように実感を伴っ
て理解する姿を目指す。
・ 「自分の思いを表現できて楽しかった。歌には，人間の気持ちが織り込まれていて，昔から伝わる歌に
は，昔の人々の想いがたくさん詰まっているのだな。
」
・ 「歌を歌ったら聴き手も喜んで囃してくれて盛り上がって一体感があった。昔の人がつくった歌がずっ
と歌い継がれているなんて，すごい。世代を超えて通じる感覚があるのだな。
」
２）本題材における求める学びとはぐくみたい資質・能力
本実践では，郷土の民謡である《長岡甚句》をもとにしたうたづくりに取り組ませる。聴き手が共感する
ような魅力的な歌を目指して様々な工夫をすることで，
歌の内容や表現を高める姿を期待する。単なる「
《長
岡甚句》の替え歌にならぬよう，以下の点に留意する。
① 歌をつくるうえで，中心となるテーマや，それに対する自分たちの思いや気持ちを明らかにさせる。こ
のことで，自分の感情や意図が働き，思いがぐっと盛り込まれた歌になることを目指す。
② 聴き手が共感する歌を目指させることで，聴き手の囃し言葉（
「ヨシターヨシター」
）が盛り上がり，歌
による活発なコミュニケーションがなされるように意図する。
これらをとおして，郷土の伝統音楽の価値について実感を伴って理解する姿に到達することを目指す。
活動は，同じテーマでうたをつくりたいと考えている者同士のグループで行わせる。仲間と検討を重ねる
中で，互いの思いや願い，歌い方を受け止め，より良い歌や表現を創り上げるようにしたい。
３） 題材の構想
⑴ 目標
○ 自分の考えや思いに基づいたうたづくりの活動をとおして，声の音色や間などを工夫しながら自分な
りの表現をつくり，表現する。
○ 互いの歌を聴き合ったり表現を検討し合ったりする活動をとおして，身振りや言葉，表情や体の動き
などで良さやアドバイスを伝え合い，より良い歌をつくるための視点を得る。
○ より良い歌にするために検討し合う活動を通して，声の音色や間の歌い方に工夫を加えるなどして表
現を深め，歌によるコミュニケーションの良さを感じ取り，郷土の伝統音楽の価値について実感を伴っ
て理解する。
⑵ 本題材における「協働」場面の位置付けについて
本題材における「協働」場面は，つくった歌を互いに歌って交流し，感じ取った相手の良さや，もらった
アドバイスを参考に検討し，良い表現を生み出すところに位置付ける。
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【題材計画（全５時間）
】
１次 即興の良さを感じ取る，歌によるコミュニケーションを体験する（１時間）
〇「掛け合い歌」を知ろう，つなげてみよう。
２次 自分たちの思いや考えをうたで表現する，「歌によるコミュニケーション」の良さを味わい，郷土
の伝統音楽の価値について，実感を伴って理解する（４時間）
・《長岡甚句》をもとに，囃し手が共感し盛り上がるような歌のアイディアを考えよう。
・互いのグループの歌を聴いてみよう。
◎聴き手に共感を呼ぶより良い歌になるように，グループで歌を練り上げよう。
⑶ 本題材の問題解決のサイクルにおける「協働」場面の位置付けについて
本校園の音楽科では，問題解決のサイクルにおける「協働」場面を，「願いを具現する」過程に焦点を当
てて設定している。前段階の「願いを焦点化する」過程では，中間発表として歌詞や歌い方について互いの
歌を聴き合って交流する場を設ける。このことで生徒は，互いにアドバイスを送り合い，節回しや歌詞の内
容，表現の仕方などについて改善点を見出す。そして，もっと聴き手の共感を呼ぶように歌を工夫したい，
という共通した目的や願いでつながっていることを感じる状況がさらに生まれ，
「協働」場面に向かう。
「協
働」場面では，実際に演奏したり考えを深めたりしながら，新たな表現を生み出す活動を組織する。
「協働」場面では，歌の内容や表現方法について検討し，互いにアドバイスを伝え合いながら歌い方に工
夫を加えることで，表現を高めることをねらう。
【２次】
問題解決のサイクル

子どもの状況と教師の主な手だて

表出する主な資質・能力

・《長岡甚句》をもとに，囃し手が共感し盛り上 音楽を感じ取り表すこと
願いをもつ
がるような歌のアイディアを考えよう。
（楽曲との出会い）
・いろいろな《長岡甚句》を知ろう。
願いを
焦点化する

・グループで歌をつくってみよう。

音楽を感じ取り表すこと

・ちょっと歌詞がしっくりこない。もう少し
良い言い回しはないかな？

音楽の感じ方，表し方を
○互いの歌を聴いてみよう（中間発表として交流 認め合うこと
場面を設ける）。
・もっとこの言葉を強調して少しコブシを入
れてみたら？伝わらないよ。
もっと聴き手の共感を呼ぶように歌を工夫した
い，という共通した目的や願いでつながっている
ことを感じる状況がさらに生まれる。
・もう少し言葉を変えたり，方言を入れたり
して思いが入るようにしたい。
・もう少し節に工夫を加えたいけど，どうし
よう。
願いを
・グループでより良い歌をつくろう。
具現する
・コブシを上手く入れることができた。強調
※「協働」場面
したい言葉に味わいが出て嬉しいな。これ
なら共感を呼ぶ歌ができそうだ。
新たな
願いをもつ

○グループごとに発表しよう。

音楽の感じ方，表し方を
認め合うこと
新たな音楽の表し方で伝
えること

新たな音楽の表し方で伝
えること

１場面・目的意識にかかわる手だて
互いの表現や考え方の共通点やずれを明
らかし，表現の視野を広げるために，互
いの歌を聴き合う場を設け，アドバイス
を伝え合う（場の工夫）。

２交流相手，３交流させるものにかかわ
る手だて
同じようなテーマでうたをつくろうと考
えていて，追究の傾向が異なる者同士。
交流させるものは，歌をより良くするた
めの考え方（詞や節，表現技法のアイ
ディア）。
４交流方法・形態にかかわる手だて
４人程度のグループを，授業中の観察や
生徒の意思から，教師が意図的に編成
し，交流させる。
５記録方法にかかわる手だて
交流後に，自分の役に立った相手の考え
や表現を振り返りワークシートに記入さ
せる。
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４）授業の実際
（１）題材の構想（全５時間）
＊題材を貫く生徒の問題意識＝「なぜ，歌が歌われるのか」「人はなぜ歌うか」
（歌によるコミュニケーション）
次

学習内容

○学習課題と・子どもの学びの姿

○教師の手だてと評価

１次︵１時間︶

即興の良さを味わう 〇「掛け合い歌」を知ろう
こと
・昔，遊んだことがあったな。
＊即 興 の 良 さ＝ 歌 ・歌が続いていくと面白いな。
がつながっていく
ことで相手とつな
がる，その時の思
いや考えを自由に
伝えることができ
る。

〇例を提 示する（「はーなーこさん」「はあい」
「あそびましょ」「いいよ」「ままごとしましょ」
「イーヤーよ」…）。
〇自分の小さい頃を想起させることで，自分の奥
底にあり，実は自然にやっている行為であること
を自覚させる。

「歌によるコミュニ 〇「掛け合い歌」をつなげてみよう。
ケーションの良さ」 ・（Ａさん：独自の視点から，話合いではユニー
を味わうこと
クな意見を提案する傾向のある生徒）いろいろ
な歌詞をつなげることができて面白い。ただ，
言葉を節に当てはめるのが難しいな。
・（Ｂさん：合唱では楽譜をしっかりと読み込
み，正確に歌うことにこだわりがある生徒）拍
にきちんと収まらないから，どうやって歌って良
いか分からないな。
・歌詞がなかなか浮かばないな。
・歌詞は浮かんでも節が浮かばないな。
・掛け合いが続くと面白いな。楽しい。

〇例を提示する。
〇２～３人のペアを組ませ，
「歌いながら即興的
に歌詞や節をつくり，掛け合っていく。
〇即興的にどんどんと歌がつながることで盛り上
がり，気持ちも高まっていくことを理解させる。
評：「 歌によるコミュニケーション」の良さを味
わっているか（観察）。また，理解しているか
（ＷＳ）。

長岡の良さや特徴を ◎《長岡甚句》をもとに，囃し手が共感し盛り上 ○囃し手に共感を呼ぶような歌詞や節をつくり，
捉え，うたづくりの
がるような歌のアイディアを考えよう。
一体感が強まることを目指させる。
テーマを考えること ・長岡の特徴や良さを生かしながら表したい。
○ウェビングマップにより，長岡の特徴や良さを
・長岡で生活している私たちの思いを歌にしよ
学級全体で捉える。
う。
○「どんなテーマから，どんな思いや気持ちを表
す歌をつくりたいか」を問い，ワークシートに書
かせることで，個々の願いを表出させる。この
ワークシートをもとに，似たテーマ同士でグルー
プを組む。
２次︵４時間︶

民 謡 の可 変 性や即
興性を理解し，表現
の可 能 性 の 視 野を
広げること

○いろいろな《長岡甚句》を知ろう。
○時代や地域によって歌い方が異なる複数の《長
・節回しが少しずつ違う。
岡甚句》の音源を提示する。
・言葉の入れ方や間の取り方もずいぶん違う。
〇声の音色の違いや節回しや歌詞の入れ方，間の
・同じ《長岡甚句》でもいろいろな歌い方や節が
取り方などに着目させ，多様な歌い方が認めら
あるのだな。
れることを捉えさせる。
・《長岡甚句》と《小千谷甚句》は笛や太鼓は同 〇隣接している小千谷地区に伝わる《小千谷甚
じだ。
句》（《長岡甚句》と似た節の構造をもつ）を提
示し，可変性を捉えさせる。
○民謡の特徴を整理しよう。
〇民謡では，可変性や即興性が大きな特徴であ
・結構自由さが認められているのだな。
ることを理解させる。
・それぞれの歌に良さがあるのだな。
〇囃し言葉が大切な役割を果たしており，歌を通
・歌って少しずつ変化しながら伝わっていくのだ
したコミュニケーションが魅力であることを捉
な。
えさせる。
評：民謡の可変性や即興性を理解し，良さを捉え
ているか（ＷＳ）。
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・間
・音頭一同形式
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○グループで歌をつくってみよう。
・どうやって言葉を入れようかな。少し字が余って
しまうな。
・節回しも歌いやすいように変えよう。
・お互いにいろいろ話し合ったら，良い歌詞がで
きた。
・ちょっと歌詞がしっくりこない。もう少し良い言
い回しはないだろうか？
・節に工夫を加えたいが，どうすればよいだろう
か？他のグループを聴いてみたい。

第１号

○《長岡甚句》の歌詞が表している内容から，ど
んなテーマが歌い継がれているかを知らせ，コ
ンテクストを意識させる。
（例）歴史，名所，生活（の良さや辛さ）
○さらに思考を広げるために，必要に応じてブ
レーンストーミングを行わせる（ウェビングマッ
プやボックスチャートに類したものなど）。
○歌詞の文字数は長岡甚句の原型（４または５，
７，７，７）を用いる。
○歌詞の内容や自分の考えに合わせ，節を自由に
つくり変えても良いこととする。
○教師が積極的に交流へ介入し，共に歌うことで
雰囲気づくりに努める。
評：自分なりの思いや考えを歌詞で表したり，
歌ったりできたか（観察，ＷＳ）。

自分の思いや考えを ◎互いのグループの歌を聴いてみよう（中間発 〇２つのペアを合体させて，グループを編成す
のせた表現をするこ
表として，互いの歌い方の相違を聴き，表現の
る。
と（自分を高める）
視野を広げるための交流の場を設定する）。 評：歌によるコミュニケーションが活発になされ
たか（観察，ＷＳ）。
【「協働」場面への目的意識】
・ここの文字数が多くて歌いづらそう。こんな言
い回しの方がいいんじゃない？
・歌詞が良く分からないな。もう少し面白さとかを
表現したら？
◎聴き手に共感を呼ぶより良い歌になるように， ○歌詞の入れ方などをアドバイスする。
歌を練り上げよう。
○歌い方（声の出し方や節の装飾の仕方など）に
視点が向くよう，アドバイスする。
「協働」場面
評：新しい視点から表現に工夫を加えたり，これ
・アドバイスをもらったように文字数が合わない
までの表現をより一層磨いたりできたか（観
ね。こんな言い回しはどうだろう？
察，ＷＳ）。
・もっとユーモアを織り込んでみよう。こんな歌詞
はどうかな。
・もっと声に張りを出して歌わないといけないよ
ね、Ａさんのように歌ってみよう。
・もっと節を高くして歌ってみようか？
・ここでちょっと間をあけてみたら，次の言葉が強
調されるんじゃないかな。
「歌によるコミュニ
ケーション」の良さ
を味わい，郷土の伝
統 音 楽 の 価 値につ
いて，実感を伴って
理解すること
・歌詞の修正
・節回しや産字
・間
・発声
・コブシ
・音頭一同形式
など

○グループごとに発表しよう。
○工夫された点や良さを聴きとらせる。
・場が盛り上がってよかった。
○囃し手の立場から，いいなと思ったり共感した
・大きな囃し声が返ってきて，すごく良い歌になっ
りしたのはどんな歌であったかについて，意見
た。
を求める。
・聴いてくれる皆の表情が良くて共感してくれた
と思う。良かった。
○学習を振り返ろう。
○歌によるコミュニケーションの良さを問う。
・自分の思いを表現できて楽しかった。歌には， ○「掛け合い」「可変性，即興性」など，既習事項
人間の気持ちが織り込まれていて，昔から伝わ
を振り返らせることで，関連付けることができる
る歌には，人々の想いがたくさん詰まっている
ようにする。
のだな。
評：歌によるコミュニケーションの良さを味わ
・歌を歌ったら聴き手も喜んで囃してくれて盛り上
い，郷土の伝統音楽の価値について，実感を
がって一体感があった。ずっとこの歌が歌い継
伴って理解しているか（観察，ＷＳ）。
がれているなんて，すごい。世代を超えて通じる
感覚があるのだな。これからも《長岡甚句》を
自分なりに歌い継いでいきたいな。
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（２）「協働」場面までの様子
１次において生徒は，歌による掛け合いを楽しんだ。即興で応答しながら，面白い言葉や歌詞をつくって
相手に返すことで，互いに盛り上がることも実感した。ここで教師は，
このような歌によるコミュニケーショ
ンの良さを価値づけた。
２次では，教師が「１次の学びを生かし，《長岡甚句》をもとにした新しいうたをつくろう」という課題
を提示した。まずは，長岡を中心においたイメージマップづくりをとおして，
歌詞づくりの材料を可視化した。
次に，一人一人がイメージマップをもとにして，作りたい歌詞のテーマと，テーマに対する自分の思いを
ワークシートに書き出した。多くの生徒は，「花火」や「信濃川」
，
「米」などをテーマとして選択し，
「フェ
ニックス花火の美しさ，感動」「川が雄大ですごい。日本一だから誇れる」などと答えた。ここで教師は交
流場面を設け，同じようなテーマを選択し，かつテーマに対する思いが似ているもの同士でペアを組むよう
指示した。おおよそ２人組のペアができた段階で，教師は歌の技術や人間関係などを考慮し，意図的にペア
同士をグルーピングした。よって，４名程度のグループが編成された。
次時は，グループ毎に改めてテーマを中心においてイメージマップを作成し，テーマに対する思いをすり
合わさせた。このことで，具体的にどんな歌をつくりたいか，願いが共有され，歌詞づくりに入った。どの
グループも《長岡甚句》の七五調の歌詞に言葉を合わせようと，様々なアイディアを出しながら，１番の歌
詞をつくることができた。さらに続けて２番，３番，と新たな歌詞をつくるグループもでてきた。歌詞づく
りの過程では，当初のテーマから派生したり，方向が変わってきたグループもあったが，それも可とした。
女子のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄからなる４人グループは，当初，
「花火」をテーマとし，
「混雑でめんどくさくても
いろんな思いがこもったフェニックスを見たい」という思いから歌詞づくりをスタートさせた。その結果，
（１番）「ハアーエー イヤー長岡 きれいな大花火 復興を願って あげるフェニックス」
という歌詞ができた。そこで，より人々の暮らしに根差した思いを込めて歌詞づくりをするよう教師が助言
したところ，続けて
（２番）「ハアーエー イヤー長岡 たくさんの桜 賑わっているけれど 私は花より団子」
（３番）「ハアーエー

イヤー長岡

美松の３９祭り

安くておいしいよ

並ぶ時間長いけど」

という歌詞もできた。そこに暮らす人々が実感としてもっている気持ちを詠み，なおかつ最後の節で逆説的
な内容となっているため，聴き手をワクワクさせることができるものである。
授業の終末において，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄはそれぞれ次のように振り返った。

この振り返りから教師は，生徒はもっと節に工夫を加えたり，表現の仕方を考えたりすることに必要性を
感じていると見とった。そこで次の時間は，互いのグループの歌を聴き合う場を設けることで，良さやアド
バイスを伝え合い，自分たちの歌をより良いものにしたいという，共通した目的や願いでつながっている状
況をさらに生み出すことを考えた。
そこで，強調したいところの抑揚をより大きくすることで歌い方を工夫しているグループと相互交流させ
た。するとＡさんをはじめとするグループは，感情を抑揚にのせて歌うことの大切さを感じ取っている姿が
伺え，さらに歌い方に工夫を加えたいと願う発言が見られた。
（３）
「協働」場面の実際
グループ交流後，Ａさんたちは再度，自分たちの表現を練り直した。
以下は，本題材における「協働」場面において，生徒がどのように「協働」していたかを，
資質・能力の働きと，
互恵的なかかわりのあり方から分析した。
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発話記録
( 21:00より)
1A：「花より団子」を強調したいわけだからさぁ，ここをなんか真面目に言ってから，のさぁ（続きを
指して）ここで…
2D：「わたしはぁーはーなーよぉりだんごー」
（と引き伸ばして歌う）
3ABC：（笑う）
4D：これだとさぁ，なんかただ（前の部分が）声が小さくなっただけのように思われるし…
5A,B,C：うん，
うん（同意する）
6A：（前の部分は）普通にしておいて，ここは何か楽しそうに…
7C：ニカーッとね。
（と同意する）
8B,D：（明るい声で節をうたう「私は花よりだんごー」）
9A：その時はさぁ，歌詞カードを見ないで相手の方を見て。
10B：××なんだよ，みたいなさぁ。
11D：ちょっと××しちゃうみたいなさぁ。
12C：そうそう，いいね。
13B：相手を見て歌ってね。
14C：相手を見て楽しそうにね。
15D：相手を見て楽しそうに見てにやにやしながら…。
16A,B,C,D：（笑う）
17T：そうね，ここは真面目にしっかり出しておいて，でも最後に私の思いを，声の音色とかで変え
て，自分の切実な思いを出せるといいよね。だってそうだよね，僕も花より団子の方がいいもん
ね。
18ABCD：（笑う）
19D：あーだんご食いてぇー。

分析・考察
1：強調するためにどうすればよいか，問題を提
起している。
2：音を引き延ばして歌うという方法を提案して
いる。
4：声を伸ばしているだけでは不十分さを感じ
ている。
6：音色の変化という新たな歌い方を提案して
いる。
7：笑顔で歌うという歌い方の良さに同意してい
る。
8：声の音色を明るくする歌い方を試している。
12，13，14：明るい歌い方の良さを認めている。

Ａさんたちは，グループ同士の交流を経て，強調した歌い方
について追究を始めている (1)。他のグループと表現を聴き合
うという場を設けたことで，新たな視点が見出されたり，さら
に表現を深めたいと意欲が湧いたりしてきた。その結果，音を
引き伸ばしたり (2)，音色を変化させたりする (6)。これらは，
「新
たな音楽の表し方で伝えること」の資質・能力を働かせようと
努めている姿である。この場面において，アイディアの不十分
さを指摘したり (4)，良さを見出したり (7) と，互いの考えを伝
え合う姿が見られた。これは，「互いの感じ方，表し方を認め
合うこと」という資質・能力が働いている姿である。こうしたやりとりから，音色の変化から表現を深める
ことができそうだ，という新たな表し方の工夫を見出している (12,13,14)。
その後，次の３番の歌詞について「並ぶ時間が長い」というのを腕組みして，
動作をつけて歌ったらどうか，
という議論がグループ内でなされた。しかし，腕を組むには若干間に合わない，という問題点が生じ，４人
は困っていた。以下はその後の交流である。
発話記録

分析・考察

40B：ここでさぁ，タメをつくって？
41D：「にぎわっているけれどぉー」（と伸ばして歌い，その後間をあけて，
「私は花よりだんごー」
（と続ける）
42C：（笑って同意する）タメだよ，タメ。
43D：どんくらいためる？
44B：（歌ってみる）3秒くらい？
45C：（歌ってみる）
「けれぇどぉーーー （間）私は花よりだんごー」
46B：（笑う）タメたら腕組めるっしょ。
（注：腕を組むと言う動作をつけて，
「花より団子」であるこ
とを強調しようとしている）
47A：うん（同意する）

40：間をあけることで，次の節が強調されるこ
とを提案している。
41：間をあけ，さらに次の節は速度を速くして
歌っている。
42：新しい歌い方を見出し，伝えている。
43：間の長さについて問題提起している。
45：実際に歌って試し，新しい歌い方を見出し
ている。

身体表現をつけるというアイディアをもとに，新たに間をあけるという新たな表し方が提案された (40)。
実際に歌って試すことで，皆がその良さを実感し (42)，どのくらい間をとるのか，という具体的な議論につ
ながっていった (43,44)。この結果，間を生かした新しい歌い方を生み出すことができた (47)。これは，「新
たな音楽の表し方で伝えること」の資質・能力を働かせていたためである。
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＜グループで使用したワークシート＞グループでの話合いを経て，表現の工夫がマジックで加筆された。

（４） 「協働」場面後の様子
「協働」場面において新たな歌い方を見出したＡさんたちのグループは，その後，もう一度グループ同士
で交流した。その結果，工夫を加えてより良い歌い方になったとの賞賛を受け，自分たちの歌い方に自信を
もった様子が伺えた。
授業後，生徒は，ワークシートで学びを振り返った。｢協働｣ 場面での様相を自己評価したところ，次の
ような記述が見られた。
グループの話合いの中で，役立ったのは誰のどんなアドバイスや表現ですか？
Ａさん

Ｂさんが独特なアイディアをたくさん出してくれた。

Ｂさん

Ｄさんの，歌い方を変えるところ。そのことから，感情豊かに表現することができた。

Ｃさん

Ｂさんが，歌の中でためるというアドバイスを出し，ためたら，さらに分かりやすくなり，良くなったし，面白く
なった。変わり目も分かりやすくなった。

Ｄさん

Ｂさんの，間をあけたり伸ばしたりすること。
Ａさんの，楽しそうなところで体を横に揺らすこと。

Ｂさんの間をとるというアイディアから，歌がさらに良くなったことを実感している様子が伺える。一方，
Ｄさんの歌い方の変化を良かったと記述している様子も伺える。また，Ａさんの体の動きが有効であったと
の記述も見られる。これらのことから，グループ内で互恵的にかかわり，より良いうたづくりができていた
と言える。
また，教師が「節の付け方」や「効果的な表現の仕方」について良くできたか，という質問に対して，全
員が肯定的に回答していた。
良くできたこと
Ａさん

ためなどをつくって強調した。歌に表情をつけて，共感を呼べるようにした。

Ｂさん

次の詞を強調するために，間をつくって歌った。声の大きさや表情を工夫し，歌うことができた。

Ｃさん

間をつくって気をひかせた。表情や音色を変えて表現した（楽しさや辛さ）。

Ｄさん

間をとるのをとくに良くできた。明るく，や，だるそうに（など音色を工夫して）歌えた。

記述から，４人とも「間」を効果的に使って表現することができた様子が伺える。また，音色を変えるこ
とで表情をつけて歌うことができるようになったことも読みとれる。これらは，｢協働型学習｣ をとおして
生徒が習得した学習内容である。
（５）題材終末までの様子
グループ内でさらに歌い方を揃える練習をし，最後に学級内で発表会をもった。Ａさんを含むグループは，
間をさらに強調して歌うと共に，音色の明暗をより強調し，変化と対照に富んだ歌を歌うことができた。ま
た，他のグループも自分たちの思いをのせて，強弱や音色を変化させて歌を歌っていた。それぞれのグルー
プで歌い方に工夫が見られ，時に盛り上がりながら囃し言葉を掛け合い，歌い手に共感しながら聴いている

144

新潟大学教育学部研究紀要

第９巻

第１号

姿が見られた。
この題材の振り返りでは，Ａさんたちは以下のように記述した。
「うたづくり」の学習を振り返ろう。歌によるコミュニケーションの良さ，
《長岡甚句》や郷土に伝わる民謡の価値や良さとは何か？
Ａさん

…自分たちで作ったものは，歌詞の意味と合うような節やリズムをつけていったが，①元の《長岡甚句》も（人に
よるけど）私たちと同じ工夫をしたところがあったのか知りたい。無くても，そこに気を付けて歌ってみたい。

Ｂさん

さいしょは“ただ歌う”だけだったのが，「表情」「声の大きさ」に着目し，相手の共感を呼びやすくすること
ができた。相手の作ったものを聴き，類似点，相違点をみつけることができた。やはり，表情豊かな方が，きく側
としても楽しくきけることがわかった。このことは，音楽発表会で活かしたい。
「うたづくり」で替え歌をつくれたのは，《長岡甚句》だったからだと思う。②《長岡甚句》は節を変えたりす
ることができるので，文字数が少なくても多くても，うたえるから。それは，他の郷土民謡にも言えると思う。そ
こが民謡の良さ，価値だと思う。

Ｃさん

みんなの気をきかせるために，少しタメたり，楽しめるようにオチをつくった。しかし，こぶしをつけることが
できなかった。③変えて歌うことによって，自分たちの思っていることを伝えられて良いと思ったし，囃している
方も，同感だったら囃したりできるので良いと思った。
《長岡甚句》の良さをアピールすることができて良かった。④これからも《長岡甚句》を残していきたい。

Ｄさん

…《長岡甚句》は長岡の昔の普段の生活を歌っているところがあって，そこを知っていると，⑤あぁ～！となって
きいているのが楽しくなります。最近の歌は全国に広めなきゃいけないのでそういう部分がないのかなと思いまし
た。⑥身近に感じることができるのが民謡の良さだと思います。

Ａさんは歌い方について追究し，関心を高めている（①）
。これは，
教師が，
学習内容として「節回し」や「コ
ブシ」などの視点を生徒に与えて追究させたからと考えられる。
Ｂさんは民謡の可変性を理解し，良さを実感している様子が伺える（②）
。
Ｃさんは，歌い手と囃し手のコミュニケーションの良さに触れている（③）。これは，歌が音頭一同形式
であったこととの関連が考えられる。そして，後世まで歌い継いでいきたい，という主体的な態度を明らか
にしている（④）。
Ｄさんは，民謡が生活に根付いたものであることを理解し（⑥）
，コミュニケーションをとおして共感す
ることを「楽しくなる」ととらえている（⑤）。
また，他の生徒も，「自分が歌って囃したりすると，普通に話すより少し嬉しい気分になることができた」
「楽しい歌詞や聴く人が共感できるような歌詞をつけて歌うと，聴いている人が笑ってくれたり，リアクショ
ンをとってくれたりするため，コミュニケーションがとれる」などと記述した。これらは，本題材でねらっ
た「郷土の伝統音楽の価値について実感を伴って理解」している姿である。
５） 実践を振り返って
本実践ではユニークなアイディアに基づいた様々な歌が生まれた。特に聴き手の共感を呼ぶことができた
歌は，歌詞の面白さだけでなく，聴き手に訴える積極的な歌い方や，音色や間を工夫した情感豊かな歌われ
方によるものが多かった。このような良い歌が生まれた背景には，テーマだけでなく，テーマに対する思い
をグループで共有し，より人々の生活に根差した気持ちに寄り添ってうたづくりを進めたことが大きい。
また，教師が中間発表という場を位置付け，生徒に他者との共通点やずれを認識させることは，「もっと
良い表現を目指してがんばりたい」「あのグループのように演奏したい」
「私たちの表現の方向性は良さそう
だ」という追究意欲や憧れ，自信をもたせることに有効であり，｢協働｣ 場面に向かう原動力となった。
グループでうたづくりを進めたが，一人一人のあらわしたい思いやこだわりがうまく共有されず，折角の
考えが埋没してしまう場面も見られた。学習を進める形態としては個人やペア，小集団など様々あるが，題
材や課題との関係で適切に ｢協働｣ 場面の設定することが肝要である。
3.3.2 題材名：音楽の楽しさを味わおうⅡ〜《長岡甚句》による掛け合い形式のうたづくり〜
１）前実践における問題の所在と，本題材の価値
3.3.2 の「５）実践を振り返って」で述べたとおり，学習形態の工夫が課題として残った。そこで，掛け
合いによる形式でうたづくりをさせることで，さらに生徒同士のコミュニケーションの深まりが期待できる
のではないかと考えた。すなわち，互いにつくった歌を交換し，相手が返し歌をつくる活動を取り入れる。
このことにより，「相手の共感を呼びたい」「自分の気持ちを分かってもらえるかな？」という興味や関心が
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より一層高まることを期待する。そして，このような歌によるコミュニケーションによって，郷土の民謡は
大切に育まれてきたものであることを実感させたい。
２） 題材の目標
実践Ⅰから，網かけ下線部を変更した。
自分の考えや思いに基づいたうたづくりの活動をとおして，声の音色や間などを工夫しながら自分なり
の表現をつくり，表現する。
○ 互いの歌を聴き合ったり表現を検討し合ったりする活動をとおして，相手の思いを受けとめ，身振りや
○

言葉，表情や体の動きなどで良さやアドバイスを伝え合い，より良い歌をつくるための視点を得る。
より良い歌にするために検討し合う活動を通して，声の音色や間の歌い方に工夫を加えるなどして表現
を深め，歌によるコミュニケーションの良さを感じ取り，郷土の伝統音楽の価値について実感を伴って理
解する。
３）授業の実際
（１）題材の構想（全５時間）
3.3.1- ４）と基本的に同様である。ただし，全５時間のうち，４時間目（第２次３時間目）を次のように
変更した。網かけ下線部がその変更部分である。
○

４時間目

自分の思いや考えを ◎他のペアと組んでグループになり，歌で交流し ○２つのペアを合体させて，グループを編成する。
のせた表現をするこ
よう。（中間発表として，互いの歌い方の相違 ○掛け合いが活発になされることを意識させ，囃
と（自分を高める）
を聴き，表現の視野を広げるための交流の場を
し手を意識した魅力的な歌詞や表現になるよう
設定する）。
伝える。
【「協働」場面への目的意識】 評：歌によるコミュニケーションが活発になされ
たか（観察，ＷＳ）。
・ここの文字数が多くて歌いづらそう。こんな言
い回しの方がいいんじゃない？
・歌詞が良く分からないな。もう少し面白さとか
を表現したら？
・とても面白い歌だ。ぜひこの続きをつくりたい。
◎聴き手に共感を呼ぶより良い歌になるように， ○歌詞の入れ方などをアドバイスする。
返し歌を加えてグループで歌を練り上げよう。 ○歌い方（声の出し方や節の装飾の仕方など）に
視点が向くよう，アドバイスする。
「協働」場面
○歌詞の内容や歌い方の対比などを視点に加えさ
・アドバイスをもらったように文字数が合わない
せる。
ね。こんな言い回しはどうだろう？
評：新しい視点から表現に工夫を加えたり，これ
・もっとユーモアを織り込んでみよう。こんな歌
までの表現をより一層磨いたりできたか（観
詞はどうかな。
察，ＷＳ）。
・もっと声に張りを出して歌わないといけないよ
ね、Ａさんのように歌ってみよう。
・もっと節を高くして歌ってみようか？
・ここでちょっと間をあけてみたら，次の言葉が
強調されるんじゃないかな。
・一番と対比するような二番の歌詞ができた。つ
なげて歌うと面白いぞ。
・一番は真面目な感じがするから，二番はその逆
の立場で歌をつくったら，オチみたいになって
いいな。
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（２）掛け合いの歌詞の創作
基本的には，実践Ⅰと同じよ
うに授業を進めた。ただし，ペ
アで歌詞を一つの歌詞ができた
ら，他のペアと合体してグルー
プになり，互いがつくった歌詞
を歌って交流した。そして教師
は，「相手に返すために，相手
の歌に続きをつくってみよう」
と課題を投げかけた。右のワー
クシートでは，①「ハアーエー
長岡 雪が多い ときどき散歩
で雪に埋もれちゃう」の歌詞に
対して，②「ハアーエー長岡
積雪した道路 スリップ事故が
かなりひんぱん」と返している。
以下，ペア同士がグループを
組んでつくった歌を紹介する。
どの歌も，①が交流する前に各
ペアでつくった元の歌であり，
②は交流後に相手のペアがつ
くった歌である。
図1

掛け合いの歌詞の創作例

①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

少子化問題 子どもいないのぉ？ アリャさみしいねー
過疎化が進む ここでもあそこでも ジジババしかいないー

①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

ばあちゃんすごい 若い女子より デカい花柄着てく
じいちゃんもすごい 娯楽のゲートボール 熟練技連発

①ハアーエー長岡 しろう庵 5 まいうー 駅前のたいやき屋 よくハトもよって来る
→②ハアーエー長岡 そうだねおいしいね わたしのオススメは かぼちゃチーズ絶品
①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

夜空に光る いくつもの花火が 打ちあがり輝く
お祭りも楽しい 食べ物も両手に はしゃぎまくるー

（最後，「アナ雪になっちゃうんですけど…」と，世相を反映させた例）
①ハアーエー長岡 雪がいっぴぱいふるうー ゆきだるまつくろう ねぇドアを開けてぇー
→②ハアーエー長岡 外はとても寒い こたつに入ればぁ 少しもさむくないわー
①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

大きな花火
長岡大花火

きれいな花火が 毎年あがる
渋滞とぎれぬ アリャー通行止め

（方言で歌って長岡らしさを出した例）
①ハアーエー長岡 通る人ちっとすくねぇ みんなどこにいっちまった？ 人通るのは祭りだけ
→②ハアーエー長岡 少ねぇじゃすまねぇ 金使ってＰＲして 人呼ぶしかねぇ
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①ハアーエー長岡

大手通り

店がさびれてて

塾しかもうからない

→②ハアーエー長岡

大手通り

東京と比べると

比べるほど人いねぇ

①ハアーエー長岡

美松 6 のシュークリーム

大行列 ありゃー 39 まつり 7 ー
こんなのめずらしい アリャー 39 まつりー

→②ハアーエー長岡

駅前混んでるー

（対句にした例）
①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

ラーメン屋さん 人気がありすぎて 過密が進むー
他のラーメン屋さん 人気が来なさすぎて 過疎化が進むー

①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

歴史が長い
人がいねぇ

①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡

霊が出るというウオロク そこは日赤の跡地 あなたはそれでも行く気になれるー？
行く気になれますよ 少し怖いけれど 霊を見てみたい！

①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡
①ハアーエー長岡
→②ハアーエー長岡
６)
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縄文から今まで続く長い歴史
歴史が長い割に 人がいねぇんだー

長い長い信濃川
雪どけ水

367(km) 一番 8 だけど汚いよ
川にそそぐ その姿はしんぴ的 信濃川きれいに化粧

原信 9 イオン

豊富な品ぞろえ 割引いいよね～
原信こわいよねー 主婦の戦争 それはタイムセールー

授業の成果
題材の振り返りから，生徒にどのような学びがあったのかを分析する。

「うたづくり」の学習を振り返ろう。歌によるコミュニケーションの良さ，
《長岡甚句》や郷土に伝わる民謡の価値や良さとは何か？
分析

生徒の記述より（一部を抜粋）

a . 楽しくて
面白 い（ 興
味・関 心 の
高まり）

・最初は《長岡甚句》にはそんなに興味がなかったけど，最後には楽しく仲間と歌えたので良かった。(生徒3)
・自分たちだけで歌を作るのもたくさんアイディアが出てきて楽しかったけど，交流を通して返しをもらうのが一番面白
かった。対になっていたりして，１番だけでなく２番がつながっていると，とても深みが増して，良い歌になった。(生徒8)
・一番と二番でつなげることで親しみやすくなったり，話のようになったりして面白かった。(生徒10)
・考えたり他の人の考えたのを聴いたりするのは楽しかったです。(生徒17)
･ペアで工夫して長岡市民に伝わるような長岡あるあるを考えることができて，とても楽しかった。また，それを《長岡甚
句》に載せて歌うことで，コブシや節回しで一つのワードを強調してみたり，２番を作ってみたりして，どんどん工夫できる
のも面白かった。(生徒33)

b .技 能の習
得や表現の
工夫への視
点

・コブシや母音などの工夫を入れることができたが，声の音色などの表現はあまりよくできなかった。(生徒4)
・③実際に作ってみて，初めは文字数に気を付けて作っていたけれど，少しずつ慣れてきて，自分が伝えたいものが，文
→歌にすることができた。(生徒5)
・コブシなどの様々な表現を用いることでそれぞれの人で歌い方や音色、声の高低が違い，その歌声を聴いて楽しむこと
ができることが良い。(生徒12)
・改めて感じた《長岡甚句》の良さは，コブシや節，間の取り方，声の高低，声の出し方など。(生徒27)
・だんだん思っていることがすんなり歌詞にすることができた。節を意識することがあまりできなかった。(生徒37)

c . 歌 による
コミュ ニ
ケ ーション
の良さ

・普通には言えないことも歌で歌うことによって話せるようになったり，歌い方によって共感したり，違う意見を言ったりと
楽しみながらコミュニケーションをとれた。(生徒2)
・相手に歌で返すことで，普通に言葉で返すより感情をより強く伝えられる。また共感を得やすいし，面白い。(生徒21)
・自分が作った歌詞に感情をこめて歌ったら，相手が共感して「面白い」と言ってくれるのが，長岡あるあるを楽しんでい
るなと思った。相手が返してくれる歌詞にも「あっわかる～！」って思えて，自分も相手も共感しているんだなぁと思った。
(生徒35)
・歌うことだけではなく，友達の歌を聴くことによって楽しむことを共感できるので，またつくって歌ってみたい。(生徒36)

「いいな」と感じたり，様々なことを考えられた。(生徒6)
d . 相 互 理 ・いろいろな人のいろいろな歌を聴いて「なるほど」と思ったり，
解 ，相 手 を ・相手のことを聞き取れた。(生徒9)
・互いに考えを深めることにより，もっと深みもあり，面白いものを作ることができた。(生徒14)
聴く力
・返してくれた歌を聴くと，自分の歌をどのようにとらえてくれたかが分かる。(生徒18)
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・この歌を多世代で歌うことによって交流ができるし，自分たちが暮らしてきた証，文化，知恵を後の世代に伝えることが
出来るということだと思う。(生徒19)
・「長岡あるある」を歌詞にし，様々な歌い方をすることができる《長岡甚句》に驚きを感じた。郷土に伝わる民謡は，そ
の地域でこそその意味，良さをふるい，今昔をつないで共感を呼ぶ，数少ない手段の一つだと感じた。だから祭りなどの
イベントで歌い続けられるんだろうと思う。(生徒20)
・改めて「地元の人の思い」というものが表せるのが民謡だと思います。嬉しさだったりつらさだったり，そういうものこそ
に価値があります。だから民謡は今後どんどん色々な人に伝えていくべきだと思います。(生徒22)
・歌を通して《長岡甚句》の面白さや長岡あるあるなど，様々な発見ができた。今までは「じー」「ばー」
（おじいさん，お
ばあさん）が歌うただの昔くさい歌だと思っていたけど，面白いことが分かった。(生徒23)
・郷土を伝える民謡の価値，良さはこの《長岡甚句》を多世代で歌いあうことで交流を深められることだと思った。( 生
徒25)
・民謡は場を盛り上げることができるものであり，大切にされるべきだ。(生徒28)
・不思議な温かみがある。民謡は。(生徒29)
・民謡は，自分たちで独自に作れて，さらに楽しむことのできる，すごく良い価値の高いものだと感じました。(生徒30)
･Ｊ－ＰＯＰや日頃聴いている歌はリズムや音程に合わせて歌う型だと思うので表現の仕方が限られるけど，
《長岡甚句》
や民謡のリズムは独特で，リズムを変えるともっと面白いものだから，個性や思いを出せる。それがスゴイところ，いわゆる
価値だと感じました。(生徒32)
・《長岡甚句》や郷土に伝わる民謡の良さとは，地域の良さや悪さ，文化すべてをそのままの姿で伝えていけることなの
ではないかと思った。(生徒39)
・民謡は人とつながるコミュニケーションの一種？で，一緒にやると楽しいし，とても奥が深いものだと思った。(生徒40)
・その土地に対しての人々の愛情，感じたこと（中略）を共有することによって皆がまとまるという民謡の良さがある。( 生
徒41)

f . 郷 土 へ の ・甚句で今の長岡の様子を表現できた。本物の歌詞と比べると，今と昔の違いが分かると思った。(生徒11)
注目，興味， ・実際に自分で長岡あるあるの歌（歌詞）を作ってみると，以外とたくさんあったり，今まで不思議に思っていなかったこ
とが実はあるあるなんだなと知らされたり，楽しかったです。(生徒24)
再発見
・歌を作ってみて，今まで気付かなかった長岡の良さを見つけられた。(生徒31)
g .自分 の生
き方や社会
とのかかわ
り

・歌で自分の気持ちが伝えられると分かったし，伝わったと思う。
（生徒７）
・もう一度若い人たちなどが，長岡の郷土を感じ，
《長岡甚句》ももっと後世に伝わっていくとても楽しい活動だった。地
域の歴史を体感し，これを後世へとつなげていくことが出来るよう，この活動で作った歌を，さらに多くの人にも伝えて交
流していきたいと思った。(生徒13)
･この《長岡甚句》をこれからの未来や世代に伝えて，伝統を大切にしたいと考えた。(生徒34)

これらのうち，c. や d. は，掛け合いによってうたづくりを進めた結果，生まれた成果であると考えられる。
また，掛け合いによって，a. や e.，f. の成果は，コミュニケーションによりつながるという視点から，より
実感をもって生徒に得られたと考えられる。その結果，
「歌で自分の気持ちが伝えられると分かった」
「後世
へとつなげていくことが出来るよう，この活動で作った歌を，さらに多くの人にも伝えて交流していきたい
と思った」と，実社会の中で自分がどのように音楽とかかわっていくか，という視点から主体的な態度を示
す生徒の姿も表出した。
一方，課題として，郷土への愛着，愛好心をいかにはぐくむかが挙げられる。生徒がつくる歌詞の多くは，
人口減少や高齢化など，地域の課題を取り上げていた。生徒の振り返りにも，「あるある」っぽい歌になっ
てしまったので，もっと面白味のある歌をつくりたいなー！と思いました。
」
（26）という考えが見られた。

４

成果と課題

方法論と授業構成の視点から成果をまとめるとともに，今後の課題について考察する。
１）方法論の視点から
① 初期の段階で，歌詞をあらかじめ作って歌う活動は有効だが，
歌詞が長いとそれを「覚える」
「思い出す」
ことに注意がいってしまい，掛け合いの魅力が半減し，関心意欲の低下が見られた。なお，歌詞を見て歌
う場合においては，安心感が生まれ，掛け合いの面白さが生まれてくる。また，それを繰り返すうちに即
興的な表現をする児童も出てきた。この際，相手の掛けに答えることができなければ負けといったルール
の上で，掛け合いを楽しんでいた（低学年）。
② 元になる歌が拍節的なリズムを持つ場合，テンポが速過ぎると掛け合いに支障が起こる。適度なテンポ
による単純な繰り返しの曲を教材とすると良い。
③ 「自由性」「正解がない」（間違いなく正確に歌うことを求められない。自分の節になってもいいし，む
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しろそれが良しとされる。）といった歌の性格と歌に対する考え方の変容（例えば，いろんな《長岡甚句》
の歌い方があり，それが認められてきたということがわかる。
）が子どもを解放させ，
「できた」と感じさ
せる。相手の工夫に気付いていくとさらに良い形で回りはじめる。
④

言葉のリズムや歌詞の構造（７７７５音）など，知的理解を適度に入れ込むことで歌づくりや即興性に

はずみがつく。
⑤ クラス授業においては，クラスの仲間に掛け合いを発表，聞いてもらう参加型の活動が意欲を増す。そ
の際，聴衆の掛け合いへの参加（合いの手，囃子，受け手）により掛け合いの楽しさは深まる。この時，
音頭一同形式は，有効な手だてとなりうる。
⑥ 伝統的な節だけではなく，西洋音楽的な様式を持った歌（
《朧月夜》など）も元歌とすることができる。
⑦ 掛け合いだけではなく，歌をつなげていく方法 10 も見いだすことができた。その際，フレーズ毎に独唱
を連続させ，それらを全体唱（斉唱）につなげたり，音頭取りを交代して歌いそれに唱和したりする方法
は効果的であった（《木遣り》《希望のフラワー（朧月夜）
》
）
。
２）授業構成の視点から
① 元になる歌の身体化（何度も聞き，遊び，歌い，覚えて歌を自分のものとすること）が重要でその後の
活動の基盤となる。
② 導入においては，身体化される元の歌を，わらべ歌，あそび，コマーシャル，お笑い，身体化している
言葉のリズムなど，子どもの日常に求めることによりスムーズに学習に入り込むことができる（バンビー
ノの《ダンソン》や 8.6 秒バズーカーの《ラッスンゴレライ》など）
。子どもの興味関心をひき「できそうだ」
と思う事が重要で，そこから始めていく。
③ 何らかの形で子どもの必然性と結びつけることが必要である。（生活科で見つけた花の名前を伝える。
先生の好きなものを伝え合う。長岡の良いところをアピールする。自分の思いを伝え合う。）こうした取
組により，今まで古い歌，年寄りが歌う歌だと思っていたが，自分の思いを伝えることができるおもしろ
い歌だったんだという気付きとなる。
④ 国語科，道徳，総合など，他教科他領域の学習体験や生活体験と結びつけることにより，掛け合いの内
容の共有や広がりが生まれる。これらの活動は子どもの必然に結びつき，歌い伝え合うという意欲につな
がっていく。
⑤ 元歌の習熟・身体化～（掛け合いの形式による歌い合い）～掛け合いの歌詞の創作（構造の認識）～掛
け合い（節の変化，創作）の習熟～即興性の萌芽～（即興による掛け合い）といった流れの概要が見えて
きた。
その他，成果として特筆すべき点は，歌によるコミュニケーション能力の向上と意識化である。3.1-4) の
永井実践では「子どもたちのコミュニケーション能力向上に貢献するのでは」と指摘がある。また，中村奏
絵実践では，
「当事者のみならず外側の世界とのコミュニケーション意欲が自然に形成されて」きた（3.2.1）。
中村正之実践では，3.3.1-6) に「普通には言えないことも歌で歌うことによって話せるようになったり，歌
い方によって共感したり，違う意見を言ったりと楽しみながらコミュニケーションをとれた（生徒２）」な
どの発言を複数見ることができる。さらに「相手に返すことで，普通に言葉で返すより感情をより強く伝え
られる。また共感を得やすいし，面白い（生徒 21）」，
「歌で自分の気持ちが伝えられると分かったし，伝わっ
たと思う（生徒７）」などの発言を合わせるならば，生徒は授業を通して「歌うことの意味」までも学び取っ
ていると言うことができよう。
３）課題～掛け合いの即興的な能力は如何にして生みだされるか～
以上，
「掛け合い歌」の実践を通して，具体的な方法論や授業構成の視点が見えてきた。今後にむけて課
題は多いが，自分の思いを歌にのせて相互に掛け合うといった状況を想定した時，特に「即興性」，すなわ
ち「掛け合いの即興的な能力は如何にして生みだされるか」といった点が浮上する。中でも「歌詞の即興性」
は子どもが自由に歌で掛け合うために必要不可欠な能力である。自分の歌いたい内容を歌詞にして即興的に
つくり，節にのせて歌うことができて，はじめて本来の掛け合いが成立する。この点ついて，本稿以外の実
践や掛け合いの場の調査結果も含めて検討し，今後を展望したい。
①永井実践から
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永井実践（3.1）では，当初児童は自分たちの作った歌詞で掛け合いを発表していた。その発表の中で，
興に乗った児童が，即興で相手にかけた瞬間があった。ところがそれを受けた相手の児童が突然のことでと
まどい返すことができなく，掛け合い終了となっている。返すことのできなかった子は負けということで，
それはそれで大変盛り上がっていたが，何故そこで即興が生まれたのか，何故歌を返すことができなかった
のか，この先をどうすれば掛け合いが続くのか，実践を重ねる必要がある。
②中村奏絵実践から
中村奏絵実践（3.2.3）では，小千谷市片貝の《道中木遣》に習熟し，自分の歌詞を作って歌い合った児童
の中から「今度は，お題を募って即興でやりたい」という子が出てきている。まさに，
即興への意欲が高まっ
ている姿である。しかし，多数にはならず止まっている。まだ，即興に躊躇する児童がいる。
③中村正之実践から
中村正之実践（3.3）は，自分たちの思いを歌詞にして《長岡甚句》の節で歌う取り組みである。
《長岡甚句》
の場合，
「合いの手」に加え歌詞の後半を一同が唱和する部分（ここでは，相手が歌った歌を全員でくり返
す）がコミュニケーションとしての効果を生むことが見えている。こうした形式や雰囲気に，即興性を生み
出していく可能性があるのではないか。すなわち，音頭取りの主張に対して，それを聞いている一同が同意
し，歌い返してくる仕組みが相手との気持ちの通い合いを強化し，
「もっと伝えたい」という思いと意欲を
喚起するのではないか。
④明道実践から
明道実践（権藤他 2016）では，《うさぎ》（小学校２年生）と《ソーラン節》（小学校４年生）を活用した
取組が紹介されている（pp.22-25）。
《うさぎ》の場合，第１時では，お月見の話をしながら《うさぎ》の歌を聴き，歌った後，教師が「どう
してうさぎは十五夜お月様を見てはねたのかな？」と問いかける。子どもと対話をしながら，「先生はこん
なものを見て飛びはねたくなるよ」と語りかけ，まず，児童全員対授業者で掛け合い歌として歌う。
第２時になると，この取組は，児童全員対児童一人→ペアでの掛け合いに進む。ここでは，ワークシート
を書いたら歌い，歌えたら交代して，どんどん新たな「掛け合い歌」をつくっていく（表２）
。
表２

《うさぎ》の実践の概要（権藤他 2016 p.23）

第１時 ①《うさぎ》の範唱を聴く。
③教師に掛け合い歌を歌いかける。
第２時 ①教師に掛け合い歌を歌いかける。
③ペアで掛け合い歌をつくって歌う。

②《うさぎ》を全員で歌う。
④歌詞を考えて次時への見通しを持つ。
②全員対一人で掛け合い歌を歌う。
④つくった歌を発表する。

この実践では，「リズムにのって即興的に言葉を唱えながら掛け合いをする遊びを，発達段階をふまえて
１学期から継続的に行っていたため，スムーズに即興的に歌を掛け合うことができた。授業後には自閉症傾
向のある A 児や多動の B 児が，休み時間に太鼓をたたきながら友達に『〇〇ちゃん〇〇ちゃん，何見てはね
る？』とどんどん歌いかけていく姿も見られ，休み時間と授業の活動の往還がうまれていた。
」（p.23）と報
告する。
即興的な掛け合いにまで至った背景として，「リズムにのって即興的に言葉を唱えながら掛け合いをする
遊びを，発達段階をふまえて１学期から継続的」に行ったこと，その上で子どもの必然性と段階性を十分に
考慮した授業構造を仕組んだことが見えてくる。
この巧みなやり方は，次の《ソーラン節》でも十分に生かされている。
《ソーラン節》の場合，第１，２時において，歌を聴いて歌い，歌詞について考えた後，第３時では，掛
け合いする前段階として，教師のつくった《ソーラン節》の替え歌「自己しょうかいソーラン」を聴いて，
何の教科の先生か名前の当てっこをする。
りくじょう すいえい とびばこ ダンスに バスケ しながら カープも見る
見たり 書いたり 作って たのしい 色や形で 遊ぶんだよ → 図画工作

→

体育
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その後「七七七五」を記したワークシートの表に沿って
歌詞をつくり「自己しょうかいソーラン」として歌う活動
を行っている。この活動をもとに第４時では，「明道先生
に七で歌をかけてみよう！」をめあてとし，「七七」で教
師に質問し，「七五」で歌い返す形の「質問ソーラン」の
掛け合いに進んでいる。この活動を経た児童は，第５時に
なるとペア同士で掛け合いを行うようになった。ここで授
業者は，
「即興（そっきょう）の力」として，図１12 を児童
に示し，児童のメタ認知を促すとともに「思い切って歌う
図１ 即興の力
力」を明記し，掛ける意欲を後押ししている。また同時に，
「いきなり即興にチャレンジ！コース」と，ワークシートに書いてから歌う「すこしじゅんびして即興！コー
ス」の二つのコースを設定，提示した。この結果ほとんどの児童が「すこしじゅんびして即興！コース」を
選択し，その後，掛け合っていくうちに，即興的に歌う児童が増えていったという（p.24）
（表３）
。
表３《ソーラン節》の実践の概要（p.24）
第１時 《ソーラン節》を聴いて，歌われている場所や場面を考える。
第２時 《ソーラン節》を歌い，自分たちの歌声との違いや歌詞について考える。
第３時 ①《ソーラン節》の替え歌「自己しょうかいソーラン」を聴いて，何の教科の先生か当てっこをする。
②「自己しょうかいソーラン」を一人でつくって歌う。
第４時 《ソーラン節》にのって先生に「質問ソーラン」を歌いかけ，掛け合い歌を歌う。
第５時 ペアで《ソーラン節》の掛け合い歌をつくって歌う。
これらの実践を通して，「身体化されているリソースを活用し，なじみのある音楽を手掛かりにしながら，
その定型を活用して自在に歌い替える仕掛けを学習に埋め込むことによって，
『掛ける・働きかける・かかわ
る』という児童相互のかかわり合いが生み出された」（pp.25-26）ことが確認されている。
このようにしてみると，身体化されているリソースの活用，元となる歌の身体化，定型の活用，児童の必
然性，ワークシートの活用（視覚から身体性へ），メタ認知，相手に掛ける行動への焦点化，意欲の喚起，
指導の段階性，継続性，といった視点から授業を構造化することが，掛け合いを活性化させ，即興へと導く
ものと思われる。
⑤秋田県横手市の《掛唄》から
毎年９月 14 日の夜，秋田県横手市金澤八幡宮で開催される金澤八幡宮奉納伝統掛歌大会では，初心者が
即興的に歌い出す二つのケースが見られた。
一つは，大会に出場した初心者が，その場で思わず歌詞の即興を始めるケースである。2015 年の大会に
おいては，A 氏の初参加があった。彼は，横手出身静岡県静岡市在住で，荷方節は歌うことができたが，決
まりきった歌詞しか歌うことができなかった。しかし，「喉慣らし」「１回戦」「２回戦」と進む中で，思わ
ず即興で答えるようになっている。
喉慣らし：
（A 氏 1）梅の匂いを桜にこめて しだれ柳に咲かせたい
１回戦：
（A 氏 2）今日は吉日日柄も良いし 何かよろずの吉左右（きそ）祝い
（B 氏）生まれ育った郷土の祭り ともに楽しく歌いましょう
（A 氏 3）梅の匂いを桜に込めて しだれ柳に咲かせたい
（B 氏）生まれ金沢静岡住んで 来年この場で会いたいね
２回戦：
（A 氏 4）今日は吉日日柄もよいし 何かよろずの吉左右祝い
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歌の声が響いたよ
来年もっとうまくなって静岡からきます

世界中に広げたらどうですか

上記のように，
「喉慣らし」「１回戦」と「２回戦」における A 氏（１～４）の歌った「今日は吉日～」
「梅
の匂いを～」の歌詞は，すべて既成のもの，すなわち自身であらかじめ知っていた歌詞であったが，掛け合
いが進むうちについに，「荷方習ってまだ 1 年 来年もっとうまくなって静岡からきます」(A 氏 5) と即興的
に歌い出す。この時の即興の誕生は，歌の場に対する慣れに加え，何よりも N 氏から「今日は吉日静岡から
の 歌の声が響いたよ」と歌いかけられたその気持ちと歌詞の内容にどうしても答えたくなったからだと思
われる。
二つ目のケースは，掛け合い大会後の直会において，
学生が即興的に応える場合である。
掛歌大会の後には，
直会が行われる。ここでは，多少のお酒が振る舞われ宴となる。大会出席者が一同に会し，ベテランも初心
者も関係なく，次々と掛け合いが行われる。口火を切るのは優勝者で，続いてベテラン勢が歌い出す。この
ベテラン勢がさかんに初心者に掛けてくるため，初心者は，掛け合いに参加せざるを得ない状況に陥ってい
く。以下は，平成 25 年の直会で，初心者の学生がベテランの掛けに応えようとして即興的につくった歌詞
の一例である。
・後藤
・松田
・後藤
・松田
・後藤
・横山

弘（ベテラン）：歌の上手な 新潟の学生は 秋田美人より きれいでわしゃ好きだ
眸（学生）：私もイケメンの 秋田の男性 今日の歌も すてきだった
弘（ベテラン）：俺のせがれも 歌っこが好きで 来年出たなら あなたと掛けを
眸（学生）：それは嬉しいこと ぜひとも来年 私も来年 またここに来るよ
弘（ベテラン）：来年ここで 歌を済ませ わしのうちに 一晩泊まれ
瑞季（学生）：みなさんここにも 富山の美人 いるのを忘れて いませんか

なお，ここで即興が生まれることについては，聴衆の存在と役割について考慮しておく必要があろう。す
なわち掛け合いをする二人に対する聴衆の視線と期待である。
「人が期待して聞いている」といった状況が，
初心者の即興の意欲を後押しするものと思われる。先の明道実践で示された「思い切って歌う力」（図２）
が聴衆により後押しされる。特にこの直会においては，
聴衆の多くが掛歌をすることができる人たちであり，
掛け合いの当事者に対して，いつでも即座に歌の輪の中に入ろうと虎視眈々とねらっているため，この後押
しの力は強力になっていると思われる。集団で掛け合うその仲間が同時に聴衆であることは，
次に述べるブー
タンの《ツァンモ》においても同様の指摘ができる。
⑥先行研究から
ブータンのあそび歌《ツァンモ》でも掛け合いは頻繁に行われる。《ツァンモ》においては，掛け合いの
成立要件として，まず，膨大にある歌詞のストックをどれだけ持っているか，ということが重要な要件とな
る（伊野，黒田 2014 など）。掛け合いのベテランは，経験的に蓄積された膨大な歌詞を記憶しており，そこ
から，相手の掛ける内容にもっとも適した歌詞を瞬時に引き出して歌い返す。歌は拍節的な構造をもってお
り，歌詞の音数律を守りつつ当てはめ，時にそこに現実的な即興をわずかにいれていくことが，うまく掛け
合うことの要件となっている。
娜布其（2014）によると，内モンゴルの《ウルゲーホラボー》における「うまい」即興能力とは，次の①
から⑧のすべてに瞬時に反応し，歌詞を作って掛け合う能力であるという。
①押韻すること。②前句後句の関係が並列であること。③聴解力（相手の歌詞の意図を即座に理解できる
力）と作詞力が強いこと。④修辞法を適切に使うこと。⑤知識の質，量を競い合うこと。⑥ 6666 か 7777 の
基本語数の枠組みを持つこと。⑦前の歌詞を利用できること。⑧慣用句や既成の歌詞を適用すること
（p.34）。
《ツァンモ》も《ウルゲーホラボー》も拍節的な構造を持つのに対して，秋田県横手市の《掛歌》は非拍
節的であり，自由リズムの節に七七七五音をのせて歌う。また，膨大な歌詞の知識量や慣用句の使用は，特
に求められない。歌い手は，まさに歌詞を即興的につくり相手に投げかける。ただし，この場合「うまい」
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歌い手は，「相手の歌詞からキーワードとなる言葉をとって」
「歌詞の意味内容も捉え」
「その場や状況に合
わせて歌詞の変換をおこなっている」のである（新潟大学教育学部伊野研究室 2011 pp.9-11）。
ａ：俺の仕事は
ｂ：俺の仕事も

儲かる仕事
儲かる仕事

今度あなたも やってみねが
弟子にするから やってみてどうだ

このように，相手の歌詞を巧みに取り込んで切り返している。こうした事実や切り返しの様式化について
は，すでに記紀歌謡や初期万葉の問答・贈答歌にみられることが指摘されており（遠藤 1961 など），即興的
に応える重要な技法となっている。この「切り返し」を含めた即興性の質の向上についても今後の授業実践
上の課題となってこよう。「うまく返す」ことは，掛け合いのレベルと楽しみの質の向上につながっていく。
一方，先に述べた聴衆とその役割についても，先行研究を検討しておく必要があろう。手塚（1964）は，
壮族の「歌墟」といわれる歌掛け祭りにおける掛け合いを次のように述べる。
・うたを掛けようとする人は，そぞろ歩きしながらその相手を探す。もし頃合の相手が見つかればうた
の掛け合いが始まり，それを二十人前後の聴衆が取り囲む。
・うたい手は常に聴衆を必要としているようにみえる。聴き手が去ってしまうと，往往にしてうたい手
はうたうのを止めてしまうからである。このうたい手と聴衆の関係はいつでも置換できる。聴衆は眼
前のうたい手からうたを奪い，うたい出すことが出来るのである。うたい手にとって聴衆とは，判者
であるとともにライバルでもある。（p.74，下線筆者）
ここからは，掛け合いにおける聴衆の存在の重要性が見えてくる。歌い手は聴衆を意識して歌いその評価
を期待する。また，聴衆そのものが，いつでも歌い手となり，その立ち位置を奪い取ることができるライバ
ルなのである。掛け合いの相手は固定的ではなくむしろ流動的であり，掛け合いの質は，こうした緊張感の
中で高められていく。前述した横手の直会における初心者の即興は，こうした聴衆との緊張感の中に投げ込
まれ，必死にもがき浮かび上がろうとした行為の結果と見ることもできよう。
以上，即興を核に実践と先行研究を検討してきた。ここからは，掛け合いにおける即興が，様々な状況下
において，多様な要件が絡み合って成立していることが見えてくる。この他にも歌掛けにおける旋律の機能
（梶丸 2005）など，教室の実践につながる検討すべき貴重な研究が多く存在するが，本稿では一旦筆を置く。
どのような条件下でどのような要件をもって掛け合いと即興が成立するのか，そのメカニズムを整理し，実
践を重ね，授業の理論構築を目指したい。
本稿は，日本音楽教育学会第 31 回北陸地区例会（2016 年 2 月 14 日，於信州大学）における研究発表をも
とに再構成している。なお，本研究は JSPS 科研費 26301043 の助成を受けている。
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注
鈴木 (1987 pp.130-131) は，民謡を論ずるにあたって，
「歌は作業中に唯一公けに許された『会話』の方法な
のであった」とし，うたの文句が「個人の所感や要求の実現ではなしに，共感によって結び付けられた一種
の輿論としてのアピールを持っていた」からに他ならないと述べる。
1

お笑いコンビ「バンビーノ」のいわゆるリズムネタ。獲物を見つけるとダンスを踊って引きつけて狩りを
するというストーリーの中で，言葉を拍の中に当てはめ，歌いながら拍にのってダンスをする。獲物が近づ
いてくると「ニーブラ」といって捕まえる。
2

お笑いコンビ「8.6 秒バズーカ」のいわゆるリズムネタ。「ラッスンゴレライ」という意味不明な単語を中
心とした言葉を拍に当てはめ，掛け合う。

3

音楽授業における〈掛け合い歌〉の実践的研究
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4

マスキングテープのこと。

5

長岡駅前のたい焼き屋の店名。

6

長岡市内にある老舗の洋菓子店の店名。

7

期間限定でシュークリームが１個 39 円で売り出され，市民が行列をつくる風景が長岡市の風物詩となって

いる。
8

信濃川の長さが日本で一番（367km）であることを歌っている。

9

地元のスーパーの店名。

この「歌をつなげていく方法」は，手島（2006）の「歌のまわりっこ」と共通点をもっている。手島は，
新潟県聖籠町浜地区高齢者の人々が，「うたのまわりっこ」と称して，次々と歌をまわしてうたい合いをし
て楽しんでいる様子を紹介した。

10

日本音楽教育学会第 46 回大会の共同企画「掛け合い歌の教育学Ⅱ」
（2015 年 10 月 4 日：於宮崎）における
口頭発表資料より。

11

12

前掲注 11 に同じ。

