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１．は じ め に

　子どもの歌う活動は多様な場面で見られる。例えば、「かおちゃん、あそびましょ」のような

2 音（長 2 度音程）による日常生活での声がけの場面、あるいは 5 音階を使ったわらべうたに見

られる遊びうたの場面、また「おべんとう」のような毎日の園生活のうたや「ぞうさん」に見ら

れる母親が語りかけるような歌う活動の場面が挙げられる。これらの中で、歌う活動の場面では

ピアノなどの鍵盤楽器による伴奏が多く行われ、その方法は両手奏法が一般的となっている。

　多くの保育者養成校において弾きうたいのための実技指導、特にピアノ指導は学習者の習熟度

に沿って行われているようだ。本学において 2015 年、2016 年に新入生を対象とした自己申告に

よるピアノ技能調査をしたところ、ピアノ未経験者または Beyer 9 番程度の入門間もない初心者

は全体の約 3 割強であった。他校でも全体の半数近くが初心者という報告がよく見られる。その

ような状況から、初心者の技能習得に関する研究報告、中でも簡易伴奏譜の導入やコード奏の導

入に関する研究報告が多く見られる。奥田は伴奏付けの指導手順について、コードによる伴奏づ

けから導入する方が効果的であると指摘している（奥田 2009）。また、簡易伴奏譜の導入やコー

ド奏の導入に関する研究の傾向について、新海は原曲通りの演奏の困難さが背景にあることを指
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摘している（新海 2016）。弾きうたいの指導では、ピアノ初心者の多さも背景にあることから、

ピアノ伴奏技能の向上に関心が向きやすい。筆者も 2012 年の時点で、ピアノ指導と弾きうたい

伴奏指導における関係性について技能の視点から論じてきた（田中 2012）。しかし、筆者はその

後ピアノ弾きうたいの授業に加えて、2015 年から保育内容「表現」の授業である「保育内容研

究Ｅ（子どもの表現─音楽活動）」を担当するようになってから、ピアノ弾きうたい授業におい

ても、感性と表現に関する領域「表現」の観点を以前より強く意識するようになった。森村らは

ピアノの技術習得だけでなく子どもの心に寄り添った表現技術の必要性を指摘している（森村 

and others 2016）。これには筆者も同感である。

　幼保連携型認定こども園教育・保育要領（幼稚園教育要領、保育所保育指針）の領域「表現」

の記述に「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して，豊かな感性や表現する

力を養い，創造性を豊かにする。」があり、続いて 3 つのねらいと 8 つの内容が示されている。

その中で幼稚園教育要領解説において、5 つの「領域は，それぞれが独立した授業として展開さ

れる小学校の教科とは異なるので，領域別に教育課程を編成したり，特定の活動と結び付けて指

導したりするなどの取扱いをしないようにしなければならない。」と示されている（文部科学省 

2008）。すなわち、保育の各領域が相互に関連しながら進める必要性を指摘してきた。したがっ

て、弾きうたいの位置づけにおいても、保育の各領域が相互に関連して進められる領域「表現」

の方向性を尊重することは重要と考える。

　本研究では、弾きうたいに領域「表現」の視点を導入する弾きうたい伴奏の方法を検討した。

それは、教育・保育要領に示された領域「表現」の 8 つの内容から「（3）様々な出来事の中で、

感動したことを伝え合う楽しさを味わう」、「（8）自分のイメージを動きや言葉などで表現した

り、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう」の 2 点の内容を弾きうたいに含める方法の検討

である。

　このようなパフォーマンスを実際に行う場合、弾きうたい伴奏者に多くの表現技能を求めるこ

とになり、保育者が一人でできる範囲を超えることが想像できる。すなわち、弾きうたいにおい

て、歌の歌詞と音楽による聴覚的なパフォーマンスに、演じて遊ぶような視覚的なパフォーマン

スを加えることは表現技能の上でより困難となる。一方で、昭和中期以降のテレビの普及によ

り、うたの傾向は映像を伴った制作されたうたが多く見られるようになり、そのような視覚的な

パフォーマンスを伴ううたは子どもを音楽そのものよりもモニター画面の映像に引き込んでいく

威力を増していったように思われる。このような状況にあって、弾きうたいに求める方向性は、

歌の歌詞と音楽という聴覚的なパフォーマンスだけでなく、前段に示した 2 点の内容、すなわ

ち、子どもと対話しながら動きや言葉を伴う遊びの楽しさを含んだパフォーマンスを目指すべき

と考える。そのためには、このような表現を保育者が一人でできるようにパフォーマンスの方法

を工夫することが求められる。
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　その方法として、筆者はピアノ伴奏を一般的な両手伴奏から左手のみによる伴奏（以下、「左

手伴奏」とする）を検討した。具体的には、弾きうたいの中で伴奏しながら伴奏者が手を使った

り、子どもとの会話や遊びを取り入れたり、子どもと目を合わせてコミュニケーションを進める

弾きうたいである。左手伴奏の工夫によって得られた身体的な余裕を生かすならば、子どもとの

コミュニケーションを取り入れた弾きうたいの可能性は考えられる。ここで言う伴奏の工夫は演

奏技能不足を解消するための簡易伴奏ではなく、子どもと向き合うための伴奏の工夫である。す

なわち、鍵盤を見ずに弾き続けることが可能な音の配置による伴奏アレンジである。このような

取り組みは伴奏の音楽的魅力を損なうという指摘を予想するが、伴奏譜の多くは右手側がうたの

メロディーパートを奏し、左手側が和声とベースを奏する。そのため、メロディーパートは弾か

ずに声で歌うことが可能となり、すべてとは言えないが、右手を使わずメロディーパートを楽器

なしで歌うパフォーマンスがより音楽的魅力を高めることも考えられる。この実演に対して保育

者がどのような感想を持つか分析する価値はあると思われる。このような実践に関する先行研究

は見あたらない。

　実践の場は、本学幼児教育研究所主催「第 14 回 保育者のためのステップアップ講座」（2016

年 8 月開催）において筆者が講師を担当した「ピアノ片手伴奏を考える 」講座とし、そこで片

手伴奏の事例を実演した。講座後に実施した保育者からのアンケートでは、左手伴奏の意義が概

ね受け入れられたことから、弾きうたい活動において、子どもと向き合ってコミュニケーション

したり言葉を使った表現や遊びを導入する方法の一つとして、左手伴奏の今後の導入可能性が示

されたといえる。

２．方　　　法

　次に、実践の場とした講座全体の概要、筆者が担当した講座の内容、片手伴奏譜の作り方、以

上の順で述べる。

１　講座全体の概要

　立教女学院短期大学幼児教育研究所主催「第 14 回 保育者のためのステップアップ講座」を

2016 年 8 月 20 日土曜日に本学内で開催した。第 14 回のテーマ「遊びの中にいかに豊かな学び

があるか」のもとに本学非常勤講師北島尚志先生による基調講演「遊びの中にある豊かな学び 

─それを支える響関者としてのかかわり」が行われ、続いて実践的な学びとなる 3 つの講座が開

催された。その講座の一つ「ピアノ片手伴奏を考える」を筆者が担当した。講座の概要を次に示

す。
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講座の目的：領域「保育内容表現」から捉えた弾き歌いを考える。

講座の方法：子どもとの会話や遊びの要素を加える際の弾きうたいの方法を知る。

成果物：左手伴奏譜を完成する。

　子どもを観ながら、子どもとの対話をリズミカルに進める柔軟な間奏により、楽しい弾き

うたいを目指します。ピアノ伴奏するとき鍵盤と楽譜が気になって下を向くと、子どもたち

の表情が見えなくなりますね。いつも子どもと向き合うために、片手のみの伴奏を考えてみ

ます。片手伴奏とは、初めて歌う曲ならば右手のみでメロディーを弾いて一緒に歌い、歌を

覚えてしまうと左手だけで伴奏するという方法です。このような音を省略した簡易な伴奏は

物足りない気もしますが実際はどうでしょうか。皆様の感想をいただきながら片手伴奏の効

果を考えたいと思います。今回は現場でよく使う 4 つの調（♯・♭が 1 ～ 2 つ）そして 3 つ

のコード（C メージャーの場合、C・F・G7）の弾き歌い曲を中心にとりあげ、私が解説す

る形で進めたいと思います。

　参加者は 10 名、内訳は幼稚園教諭 4 名、保育士 6 名。講座 140 分（休憩なし）実施後、アン

ケート記入を 10 分間実施した。設問「参加したコースについて、ご感想・ご意見をお聞かせく

ださい。」について無記名による質問紙への記述回答とした。

⑵　講座の内容

１）左手伴奏が可能な根拠を説明

和音の基本に触れ、弾きうたいでは３種類のコードがよく使われる事例を説明

鍵盤を見ずに弾き続けることを可能にする音の配置について説明

２）左手伴奏の必要性の提示：湯浅とんぼ作詞・中川ひろたか作曲「ふうせん」の実践

風船を右手に持つ、その風船を左右に振る、風船を置くという右手の動作を行う。

子どもの方（この講座では受講者）を向いて鍵盤を見ないで会話する。

会話の長さに応じて、伴奏の間奏部分の長さをその場で調節する。

弾き歌い一曲の構成を「遊びによる導入⇒弾きうたいによる展開⇒まとめ」とする。

３）領域「保育内容表現」のねらいから本講座の意義を再確認

「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を

養い、創造性を豊かにする。」（「領域『保育内容表現』ねらい」より）

４）伴奏にメロディーがない曲を例に取りあげ、メロディーを歌い左手伴奏する例の提示と実践

東龍男作詞・若松正司作曲「イルカはザンブラコ」

まど ･ みちお作詞・くらかけ昭二作曲「きのこ」

吉岡 治作詞・小林亜星作曲「あわてんぼうのサンタクロース」
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中村雨紅作詞・草川 信作曲「夕焼小焼」

関根榮一作詞・團 伊玖磨作曲「おつかいありさん」

５）歌詞とメロディー音の対応関係への配慮について説明

片岡 輝作詞・櫻井 順作曲による「とんでったバナナ」にみる音声とメロディーの対応

文部省歌「鯉のぼり」にみる歌詞とメロディーのリズムの対応

百田宗治作詞・草川 信作曲「どこかで春が」にみる歌詞と音高の対応

高野辰之作詞・岡野貞一作曲「朧月夜」にみる拍節と歌詞との対応

６）左手伴奏を集約して代表的パターンを提示

コードパターンを C、F、G、D の 4 つの調で示し同じ運指番号で弾く

同じ運指番号で弾くため、移調した状況でも簡易に弾けることを確認

７）自由討議

受講者が向き合うようにテーブルを動かして実施

⑶　片手伴奏譜の作り方

　譜例 1「きのこ」は上段のメロディー譜を歌い、ピアノ伴奏譜を両手で弾く指示である。譜例

2 は「きのこ」の基本となる 3 種類のコードであり、左手 5 指が鍵盤を大きく移動せずに配置し、

それを可能にする運指番号を記した。譜例 3 は歌のメロディー譜と左手伴奏譜からなり、原譜

（譜例 1）から譜例 2 の和音固有音を参照して作成する。その際、運指がなめらかに行われるよ

うに、そして伴奏時に鍵盤を見ずに弾けるように配慮した。譜例 3 の 2 ～ 4 小節の空欄箇所は、

講座の中で筆者の解説のもとに参加者が記譜した。このような方法で、⑵ 4）に示した「イルカ

はザンブラコ」「きのこ」「あわてんぼうのサンタクロース」「夕焼小焼」の 4 曲について講座参

加者が楽譜を完成させた。

譜例 1　「きのこ」より
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譜例 2　「きのこ」左手コードと運指番号

譜例 3　「きのこ」左手伴奏譜より

３．講座における片手伴奏の実践

　左手伴奏を可能にする根拠を示すため、3 和音の基本に触れ、Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度という 3 種類の

コードがよく使われる「園生活のうた」として代表的な「おべんとうのうた」を例に説明した。

次に、前節「きのこ」の方法で示したように、特定の運指による奏法により鍵盤を見ずに弾き続

けることが可能になることを説明した。以下は、具体的な童謡について、前章の⑵節に示した講

座の進行順に実践の様子を記述する。

１　左手伴奏の必要性　「ふうせん」の展開例から 

　保育内容「表現」に示された内容をわかりやすく示す例としてこのうたを取り上げた。筆者が

間奏①・②を作り、間奏と前奏において子どもと向き合うパフォーマンスを導入した。

１）弾きうたい演奏中に行う保育者の動きを次に示す

左手伴奏中に、右手で風船を持つ、風船を振る、風船をピアノの上に置く動作

左手伴奏中に、子どもの方を向いて（鍵盤を見ないで）会話

左手伴奏または両手伴奏中に、会話に応じて、間奏部分の長さを調節

弾き歌い全体を「導入⇒展開⇒まとめ」の構成で思考 

２）実演の展開を次に示す（間奏と前奏は左手のみの伴奏、歌はこの曲では両手で伴奏を実施）

右手で風船を持つ。

間奏 1： 「これ、何かな？（風船を見る。子どもたちを見る。）そう、風船だね」（譜例 4）

間奏 2： 「何色かな。（風船をピアノの上に置く。）そう、黄色。黄色い風船。」（譜例 5）
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前奏 1： 「風船が飛んで行きます。そして何かになりました。 歌いましょう。黄色い風船。

サンハイ。」（譜例 6）

歌 1 番の歌唱を開始（両手伴奏で弾きうたい）「黄色い風船、るるる～」

前奏 2： 「黄色い風船、今度は何になるのかなぁ」

歌 1 番の終わりの２小節で、「黄色い、、、、、卵！。黄色い卵。サンハイ」

（以上を 3 回繰り返した。2 番歌詞で風船の色を赤色、次に緑色、最後に青色とした。）

譜例 4　「ふうせん」間奏①

譜例 5　「ふうせん」間奏②

譜例 6　「ふうせん」前奏

　譜例 4 に示したように保育者の語りかけが終わるまでこの 4 小節を繰り返す。したがって語

りかけを自由な長さで行うことができる。その際の左手伴奏は指の手のポジションが大きく変わ

らないため、鍵盤を見ずに弾くことができ、子どもと向き合った語りかけが可能となる。

⑵　ピアノ伴奏にメロディーがない「イルカはザンブラコ」の展開例から

　この曲の原譜は伴奏譜にメロディーラインがない。したがって、伴奏譜は右手が内声部、左手

が低声部を受け持つ。譜例 7 は左手のみで低声部と内声部と拍を奏するアレンジであり、なめ
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らかな運指により鍵盤を見ずに演奏できる。

譜例 7　「イルカはザンブラコ」左手伴奏譜より

⑶　ピアノ伴奏にメロディーがある「きのこ」の展開例から 

　この曲の原譜は譜例 1 に示したように伴奏譜にメロディーラインがある。したがって、メロ

ディーラインを保育者が歌うならば、低声部譜表はそのまま左手伴奏になるが、さらに譜例 8

のようにコードを補足するならば伴奏の和声感はさらに豊かになる。

譜例 8　「きのこ」左手伴奏譜より

４　リズミカルな伴奏が求められる「あわてんぼうのサンタクロース」の展開例から 

　この曲の原譜は「イルカはザンブラコ」のように伴奏譜にメロディーラインがなく、伴奏は 8

分音符のリズミカルな動きが特徴である。このような動きのある場合でも譜例 9 のようなアレ

ンジにより躍動感ある左手伴奏が可能となる。

譜例 9　「あわてんぼうのサンタクロース」左手伴奏譜より
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５　なめらかな旋律に合わせて伴奏のベースラインを考えた「夕焼小焼」の展開例から 

　なめらかな旋律を特徴とする「夕焼小焼」のような場合は、譜 10 のようにベースラインも滑

かな動きにすることにより音楽的効果が期待できる。

譜例 10　「夕焼小焼」左手伴奏譜より最後の 8 小節

６　歌詞とメロディー音の対応における配慮について 

　メロディーラインを右手で弾きながら歌うと伴奏が難しく感じる曲もある。「とんでったバナ

ナ」では歌詞の音声 2 つにメロディー音 1 つが対応する。この場合、メロディーパートは弾かず

に歌った方が進めやすい。また、逆の関係となるが、歌詞「いらかのなみと、くものなみ、」で

始まる文部省歌「鯉のぼり」では、音声 1 つにメロディー音 2 つが付点 8 分音符と 16 分音符で

対応する。この場合、前例の「とんでったバナナ」よりも難しく感じる。さらに、歌詞の文末に

向かってメロディーラインの音高と音量がが大きく変化する例として「どこかで春が」、また、

歌詞と拍節に独特の対応関係がみられる例として「朧月夜」を挙げる。これらのうたでは筆者は

メロディーを弾きながら歌うことに難しさを感じる。

４．保育者のアンケート結果の分析と考察

１　アンケート結果

　講座後にアンケート（無記名による質問紙への記述）を実施し、次の回答を得た。

設問「参加したコースについて、ご感想・ご意見をお聞かせください。」への回答

受講者Ａ：ピアノが苦手。片手伴奏でも歌えることができることを知り役立てたいと思う。

受講者Ｂ：片手伴奏という方法に初めて出会った。この方法であれば自分も楽しんで歌うこ

とができると思った。

受講者Ｃ：コードは少し難しかったが子どもと向き合いながら伴奏するというヒントを多く

教えてもらった。

受講者Ｄ：コードを使った片手伴奏について理論を交えて説明してもらい、他の楽曲にも用

いることができそうだと思った。
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受講者Ｅ：片手伴奏について今まで考えたことがなかったので参考になった。伴奏も使い分

けすることで、子どもたちも自分自身も幅が広がっていくように感じたので実践していき

たい。

受講者Ｆ：コードの話は専門的で難しいこともあったがコードを知ると工夫して自分なりの

アレンジができたり弾き語りが楽しくなったりすると感じた。

受講者Ｇ：コードの使い方がわかり良かった。でもやっぱり練習なんだと思った。

受講者Ｈ：苦手意識から放たれたく参加した。もっと楽しみながら音楽活動をしたい。次回

は先生主導の音楽だけでなく子どもが楽しめる音楽の活動を教えてもらいたい。

受講者Ｉ：フォークソング世代でギターコードを覚えている。ピアノのコードも丸暗記して

いるが理論的なところは新たな学びになった。

受講者Ｊ：楽しい取り組みで興味をもつことができた。

⑵　分析と考察

　前節に示した 10 名の回答から次の 3 つの傾向が伺える。（括弧は受講者の略を示す）

１）左手伴奏について概ね肯定的に捉えている。（全員）

２）左手伴奏に初めて出会った方が 2 名（B, E）、それに近い方が 1 名（A）いた。

３）コードは少し難しいと捉えていた方が 2 名（C, F）いた。

　次に回答を個々に検討する。A 氏は左手伴奏で歌えることを知ったと言っていることから、ピ

アノに苦手意識を持ちながら今まで両手伴奏により苦労してきた背景が想像でき、そのような状

況で左手伴奏が役に立つと期待しているように理解できる。B 氏は左手伴奏の導入により保育者

が楽しんで歌えると言っていることから、これまでの両手伴奏では保育者が十分に楽しめなかっ

たとも理解できる。C 氏はコードを使用した左手伴奏には子どもと向き合う弾きうたいのヒント

があると言っていることから、伴奏部を左手へ集約することにより、子どもと向き合った表現の

可能性が広がる期待が読み取れる。Ｄ氏は左手伴奏が今回取り上げなかった他のうたにも応用可

能性があると言っていることから、左手伴奏の弾きうたいの範囲の広がりへの期待が感じられ

る。E 氏は伴奏の方法について、曲によって使い分けることで表現の幅が広がると言っているこ

とから、左手伴奏と両手伴奏の使い分けの重要性を指摘していることが伺える。F 氏はコードの

知識を得ることで今回のような伴奏の工夫ができると言っていることから、まずコードの理解が

必要なことを指摘している。G 氏はコードを理解してもそれを生かすには練習が重要であること

を指摘している。H 氏は保育者が主導するのではなく子どもが主体的に歌うことの重要性を指摘

しているようにも理解できる。I 氏は楽しい取り組みであったと感想を述べている。

　以上の回答を総合すると、左手伴奏には表現の幅を広げる可能性、応用発展の可能性、及び両

手伴奏と併用あるいは使い分けの可能性があると捉えていることがわかる。さらに、Ｅ氏が伴奏
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法の使い分けにより表現の幅が広がると指摘した点について検討したい。

　うたの導入時は正確な音程を得るためにメロディーラインをピアノで弾きながら保育者が子ど

もと歌う場面がよく見られる。その場合、メロディーラインは右手で弾くことが多いと思われ

る。うたの音程が正確に得られるようになれば、メロディーをピアノで弾くことを離れて保育者

の歌うメロディーで進めることにより、うたの表現は一層豊かになると考える。うたの表現が豊

かになればピアノ伴奏はより音楽的な伴奏を付けることが可能になると考える。左手伴奏の役割

はこの途中に位置する「メロディーをピアノで弾くことを離れて保育者の歌うメロディーで進め

る」段階で効果が期待できると考える。

　左手伴奏の独特なパフォーマンスとして、3. ⑴「ふうせん」において、左手伴奏中に右手で風

船を持ち風船のイメージを手の動きで表現し、子どもと会話しながら遊ぶ実践を示した。この表

現は従来の美しい両手伴奏による歌の歌詞と音楽という聴覚的なパフォーマンスと比較すると音

楽的には劣る。弾きうたい曲の中には歌詞とピアノ伴奏による豊かな表現を有するものが多い。

一方で左手伴奏は、保育内容表現に示された「（3）様々な出来事の中で、感動したことを伝え合

う楽しさを味わう」、及び「（8）自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだ

りするなどの楽しさを味わう」の 2 つを目指す方法であるといえる。したがって、Ｅ氏の伴奏法

の使い分けがより表現の幅を広げるという観点から捉えると、左手伴奏と両手伴奏を目的によっ

て使い分けること、すなわち、左手伴奏で遊びながら会話を楽しむ弾きうたいと両手伴奏により

音楽的に豊かな表現を目指す弾きうたいという 2 つの弾きうたいの使い分けにより、表現はより

一層広がると考える。

　問題点はＣ氏とＦ氏が指摘したコードは少し難しいと捉えた点である。左手伴奏の作り方は

2. ⑶で述べたようにコードの基本形を分解して音の配置を進めるが、その際に鍵盤を見ずに弾く

ために左手 5 指が鍵盤を大きく移動せず、ベースラインの動きを意識する連続したコード奏を目

指す。そのためにはコードの知識が必要になる。ここで言うコード奏の目的は演奏技能不足を解

消するための簡易伴奏ではなく、子どもと向き合うための伴奏の簡易化であることをこれまで述

べてきた。コードの知識がなく左手伴奏の導入が困難な段階では、わらべうたに見られる手遊び

うたや顔遊びうたなどの遊びうたを左手または右手による片手伴奏により弾きうたいすることも

可能と考える。片手でメロディーを奏する弾きうたいから徐々にコードに慣れる方法も考えられ

る。

５．ま　と　め

　本研究では、弾きうたいにおいてピアノを弾く技能や弾きながら歌う技能に関心が向きやすい

点を指摘し、弾きうたいに領域「表現」の視点を導入する伴奏の方法を検討した。その方法は、
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領域「表現」から 2 つの内容を弾きうたいに含めることを目指し、子どもと対話しながら動きや

言葉を伴う遊びの楽しさを含んだ表現を保育者が一人で行う方法、すなわち、左手のみによる伴

奏方法の検討であった。その実演の講座に参加した保育者 10 名から感想を得た結果、保育現場

において左手伴奏による弾きうたい、すなわち、楽しく遊びながら進める弾きうたいの方法の導

入可能性が示された。

　一方で課題も示された。左手伴奏を作るにあたり簡単なコードの知識が必要になるため、左手

伴奏は難しいと捉えた点であった。養成校においてコードの知識習得は進めていると思われる

が、演奏技能不足の解消のための簡易伴奏ではなく、「楽しく遊びながら進める弾きうたい」を

実践するための左手伴奏作りを可能にするコードの習得とするならば、楽しく遊びながら進める

左手伴奏による弾きうたいの導入可能性は高まると考える。

［参考文献］

奥田 昌代，保育者養成におけるピアノ伴奏技能向上の試み（2）　指導法変更に伴う効果についての量的分析，大

阪信愛女学院短期大学紀要 43，29-36，2009．

厚生労働省，文部科学省 & 内閣府（2014）　幼保連携型認定こども園教育・保育要領：平成 26 年 4 月．幼稚園教

育要領：平成 20 年 3 月．保育所保育指針：平成 20 年 3 月，チャイルド本社．

新海 節，小学校教員及び保育者養成課程におけるピアノ伴奏法．藤女子大学人間生活学部紀要 53，81-88，2016．

森村 祐子，菊田 知子，保育者・教員養成におけるピアノ授業科目での試み：ピアノ伴奏に対する感性の高まりに

着目して，東京家政大学研究紀要 56，31-39，2016．

田中 功一，ピアノ実技及び童謡弾き歌い技能の関係について，国際学院埼玉短期大学研究紀要，41-55，2012．

文部科学省，幼稚園教育要領　解説：平成 20 年 3 月，2008．




