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乳幼児の表現行動：歌を歌い始める寸前の動き 

-言語獲得期 A 児の自発的な歌に着目して  - 

渕田 陽子 

Expression behavior of infants：Action just before starting to sing 

spontaneous songs 

-Focusing on the behavior of language acquisition of child A- 

                              Fuchida Yoko 

1.はじめに  

 本研究は、保育所で過ごす A 児の行動観察

の中から、歌を歌う行為に関わる A 児の動き

を抽出、分析を通して、歌い始め寸前の動き

が、歌を歌う行為に関連があるのかを探るこ

とを目的にしたものである。  

言語獲得期の乳幼児が、歌を歌う際の動き

に関する調査は、細田 (2002)が、保育所で 0-2

歳児たちの観察を行い、乳幼児が歌い始める

までには、歌を歌う保育者や声を発する友達

を注視や模倣をしたり、身体全体を動かした

りしていること、 乳幼児期には音楽が流れる

と旋律よりもリズムに反応がみられることを

明らかにしている。岡林 (2010)は、 旋律感覚

よりも拍節感覚の方が先に身につくことを明

らかにしている。  

日本人の歌やリズムの発達傾向は、岡林や

細田のような、長期にかけて日本で生活する

子どもの歌とリズムに関わる研究を数多く行

い、それらの研究の積み重ねから明らかにな

るといわれている。そこで、本研究でも、日

本で生活する一人の乳幼児を長期にかけて、  

観察、  記述、を行う手法で調査を行った。  

2.研究方法と手続き  

言語獲得期 A 児が自発的な歌を歌い出した 

1 歳 6 ヵ月から 3 歳までと 3 歳 6 ヵ月から 4

歳までの期間、 音楽活動のみに限定せず全て

の行動調査を行った。  

対象：A 児  

長期に渡る 1 乳幼児を調査するので、保育

所での出席率が良好、  早退や遅刻が少ない、 

転居予定がない、音楽関係の課外活動を行っ

ていない、以上 4 点に該当した A 児を選択し

た。  

環境概要と観察期間：  

私立保育所（兵庫県）  

クラス人数：2 歳児クラス 24 名、3 歳児クラ

ス 28 名  

観察期間： 2007 年 5 月～8 月、10 月～2008

年 3 月、5 月～7 月、10 月～12 月、2009 年

7 月～12 月の毎火曜日、9 時 30 分から 11 時、   

2010 年 7 月～12 月間の 15 回、9 時 30 分か

ら 11 時 50 分  
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観察方法：保育所登園後から昼食開始迄の A 

児の行動を参与観察によって、目で追い続け

たままの手書きメモと  ボーイスレコーダー

で記録をした。保育時間のおおよその流れは、

表 1 に示した。  

観察後にフィールドノートを作成し、 A 児

が声を出した時の行動及び、 歌唱に関わる前

後の行動を抽出、  分析、  検討を行った。  

 本論での歌をみなす行為は、 ①一定の拍節

がある  ②旋律的に言葉を唱える  ③既存歌に

声をあわせる  以上  ①②③のいずれかにあて

はまれば、 歌とみなす行為とした。岩井が「子

どもの遊びに付随した歌は、 本人が歌と自覚

しないまでも、 歌である」という岩井 (2008)

の主張を基に、 歌っている子どもの意識は考

慮していない。  

曲名を≪≫、歌詞を<>、強調したい部分と

話し言葉を「」又は下線、本の書名を『』、説

明の付け加えと歌わなかった歌詞の部分を（）

A 児が歌った歌詞で聞き取れなかった部分は

××を用いて表した。   

1 歳 6 ヵ月から 3 歳までのＡ児の様子  

1 歳 6 ヵ月だった A 児は、室内をよちよち

と歩きまわったり、走ったりしながら「わぁ、 

わぁ」と声を出す姿を時々、  確認しても、

言葉や声を出すことは稀だった。  

保育者の問いかけには笑顔で返すことが

ほとんどで、 たまに「うぅ」と声を出した。  

 1 歳 6 ヵ月から 2 歳までは、1 回の観察に A

児の声を確認できたのは  8 回位であった。

歌を歌っているのを確認できたのは 1 歳 7 ヵ

月からで、保育者が歌う歌の語尾を歌うよう

になった。2 歳 1 ヵ月以後から保育者が歌う

歌にあわせて 1 単語を歌うようになった。

（例えば、 <なまえをきいてもわからない >

の<わからない>を歌う）そして、2 歳 7 ヵ月

に、一人で、自由遊びの時間に歌を歌う姿を

確認した。  

3.結果と考察  

観察期間中に声を出した回数は 883 回、 そ

の内、歌を歌ったのは 89 回。89 回の内、保

育者が歌う歌にあわせて 58 回、  １人で 31 

回だった。31

回のうち 11

回は  筆者が

聞いたことの

ある歌（≪か

えるの合唱≫  

岡本敏明詞・

ドイツ民謡曲

≪アイアイ≫

相田裕美歌詞・宇野誠一郎曲≪どんぐりころ

ころ≫青木存義歌詞  簗田貞曲  ≪さんぽ≫

中川季枝子歌詞・久石譲曲≪なまえ≫作者不

明≪五つのメロンパン≫中川ひろたか歌詞・

イギリス曲  ≪あがりめさがりめ≫わらべう

た）   

残り 20 回は筆者が聞いたことがないＡ児

の自発的な歌と思われる歌だった。本研究で

は最初に、A 児の自発的な歌 20 曲に着目を

した。分析は、歌った月齢順に並べ、 歌う前

の A 児の動きが、 立っているのか、 座って

いるのか、 歩いているのかに分け、歌った歌  

詞が有意味語か無意味語かに分け、 さらに歌

った歌を、人に伝えようとしている呼びかけ、

人に伝えようする意識がみられない独り言、

自分が聞いた音を真似するに分け、その結果

を表 2 に示した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.観察時間内の時間経過  
 

9:30（観察開始）自由遊び  

10:10 おもちゃかたづけ       

10:15 歌遊び・外にいく準備  

10:20 歌遊び、身体活動  

10:25 外遊び  

11:00 外遊び終了、室内へ、手洗い、

昼食用意  

11:20 歌遊び  

11:30 昼食（観察終了）  
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表 2.A 児が自発的な歌を歌う寸前の動き   

 

3-1 歌い出す前の動きが「歩いている」時  

3-1(1)結果  

採取した A 児の自発的な歌 20 曲について

歌いだす前の動きを分類すると、「歩いてい

る」10 曲、「立っている」5 曲、「  座ってい

る」4 曲、  「その他」1 曲で、  歌っていた

曲の半数が「歩いている」であった。なお、 20

曲のうち 11 曲が 2 歳 11 ヵ月に歌っていたの

であった。  

歌いだす前の動きが「歩いている」時の事

例を示す。（歌う直前の動きに下線を引いた） 

歌い出す前の動きが「歩いている」時の状況  

事例 1:2 歳 0 ヵ月  
室内で保育者が、  クラスの子どもたちに

向かって≪しゃぼんだまとばせ≫曲・詩不明  
ペープサート歌遊びをしている。A 児は、 ペ
ープサートを見たまま手をたたく、  両腕を
上下に繰り返して動かす、  「あぁぁ」と声
を出す、  絵をみて笑う、  手をたたく、  保
育者が提示した動物の名前を言う、  歌詞 < 
××きぃ××きぃ >を歌う、  立ってペープサ
ートを注視する。保育者が「お昼ごはんにす
るから、  テーブルに行こう」と子どもたち
全員に言う。A 児、 自分の食事のテーブルに
向かって歩きながら <ばいきんまん、 ばいき
んまん、 ばいきんまん、 ばいきんまん、 >
と歌う  

 

事例 2: 2歳9ヵ月   

運動場で地面に落ちている赤いフラフープ
を拾い  自分の首にかけると、  後ろ歩きで 0
歳児と 1 歳児クラスの子どもが遊ぶ運動場の
方向へ 10 歩後進する。（運動場は 0 歳児クラ
ス及び 1 歳児クラスの子どもが遊ぶ運動場と
2 歳児クラス以上が遊ぶ運動場はフェンスで
仕切られている）フェンスに背中がぶつかっ
たので、 回れ右をしてフェンスの向こうで遊
ぶ 0 歳児クラスの子どもたちの様子をみてい
る。  
フェンスのすぐ向こうにいる 0 歳児クラス
の子ども T が片手に包める大きさの石を握っ
てもち、 A 児に向かって投げる。A 児は、石
のゆくえをみている。石は、 T の足元に落ち
る。①T がその石を拾い、 ②投げる。③A 児
は、  石のゆくえをみている。④石は、  T の
足元に落ちる。もう一度、 ①から④そして①
を繰り返したあとに、  T は、  フェンスの穴
に石を握ったまま手を入れて、 A 児のおなか
の前に石を差し出す。A 児は差し出された石
を、 右手で受け取る。T は A 児の顔をしばら
く見てから、  フェンスの前から去る。  

A 児は受け取った石をじっとみてから近く
にいる保育者の所に歩いていき「せんせい、  
あかちゃんにもらった。」と話す。保育者が「赤
ちゃんにもらったの？」と問い返しすと  「う
ん」と言う。次に、もう１人近くにいた保育
者の所にいき「もらった」と石をみせる。そ
の保育者が「良かったね」と笑顔でこたえる。
少し離れた保育者の所に行き「せんせい、 あ
かちゃんにもらった」と言うとその先生は石
をじっとみてから A 児の顔をみて微笑む。さ

番号 歌った月齢
Ａ児が歌いだす

前の動き

無意味

語か有

意味語

か

呼びかけか独り言か模倣

か

1 1歳11ヵ月立っている 無 独り言

2 2歳0ヵ月 歩いている 有 独り言

3 2歳5ヵ月 座っている
聞こえてきたサイレンの音

を模倣

4 2歳9か月 歩いている 有
独り言か大勢の不特定の

人への呼びかけか判断で

きない

5 座っている　 有 友だちへの呼びかけ

6 座っている 有 友だちへの呼びかけ

7 歩いている 無 独り言

8
片足を前後に振

りながら座ってい

る
有 独り言

9 歩いている 有 独り言

10
座っている保育

者に抱きついてい

る
無

独り言かＡ児と抱きついて

いる保育者への呼びかけ

か判断できない

11 歩いている 無 独り言

12 立っている 有 独り言

13 立っている
聞こえてきた横断歩道を

渡ってよい印の音を模倣

14 立っている 有 独り言

15 歩いている 無 独り言

16 歩いている 有
独り言かＡ児と手をつない

でいる保育者への呼びか

けか判断できない

17 歩いている 有
独り言かＡ児と手をつない

でいる保育者への呼びか

けか判断できない

18
歩いている（階

段） 無 独り言

19 立っている 有 独り言

20
歩いている（階

段） 有 独り言

2歳10ヵ月

2歳11ヵ月
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らに、 もう１人の保育者の所にいき「もらっ
た」というと、 保育者は笑顔で「良かったね」
と言う。A 児、  再び、  歩きはじめる。石を
高くあげ「もらったもらった」と言いながら
運動場を歩いているうちに  <もらった、 もら
った、 もらった、 もらった>と歌になってい
く。  
石を握ったまま、 地面をみている「これも

ある、ここにおちとったで。ここにもある」
と横にいた先生に言ってから、 T からもらっ
たのと同じ大きさの石を二つ拾う。そして、  
行進をしている様な歩き方をして運動場を歩
く。そしてフェンスの所にもどってくると、  
すでに室内に入り無人の 0 歳児運動場をみて
「いない。赤ちゃんいない。あっ、 あかちゃ
ん、 ほいくえんにかえったやん」と言い、 石
をもったままフェンスを両手で握りフェンス
を４回前後にゆらす。そして「××××。はい」
と横にいた保育者に石を一つ渡す。保育者は
「ありがとう」と言って受け取る。残り２つ
の石を地面に置き<もーらった、もーらった、
もーらった、もーらった、もーらった >と歌
い歩いている。  

 

事例 3: 2 歳 1 0 ヵ月  

登園してすぐ、靴下を  両手で引っ張りあげ
て脱ぎ、  保育者に脱いだ靴下を笑顔でみせ
る。さらに、 笑顔のまま靴下を自分の鼻にあ
てて笑い、  右手で脱いだ靴下を 5、6 回ふり
まわし「ははははは｜と一人で笑っている。
そのあと、 絵本を読んでいる保育者とともだ
ちの所に行き、 一緒に絵本をみて声をだして
笑う。読み終わると、 笑顔で「もっかいよん
で」と言う。保育者がもう一度絵本を読むと、 
絵本に描いてある絵をみて「わんちゃんや」
と答える。そこに男児Ｂが、生きたバッタを
ビニール袋にいれて、 ビニール袋の口の所を
握ってやってくる。先生が絵本を読むのをや
めてバッタを見ると、  A 児もバッタを見る。
男児Ｂはバッタのはいったビニール袋をも
ち、 10 歩ほど歩き、 女児が集団でままごと
をしている所にいく。Ｂの後ろを A 児もつい
ていく。女児たちが「きゃー」「きゃー」と声
を出す。（おどけた表情の女児と怖がっている
表情の女児とがいる）すると、 女児たちを 3
秒ほど見て、   A 児は、絵本『何かしら』を
読んでいる先生の所にもどり「こわかった」
「こわかったなぁ」と少し笑いながら言い、  
保育者のひざに座る。保育者が、 絵本にかい
てある文章「大きなバナナ」と読むと「大き
なバナナ？」と復唱し、「バナナかぁ ××」と
言う。保育者が絵本を読み終わると立ち、 歩
きはじめる。<うんうんうん (間 )うんうんうん
うん（間）うんうんうんうんうん >と、  歌い
ながら歩いている。  

 

 

事例 4: 2 歳 1 0 ヵ月   

散歩の帰り道、  陸橋で、  A 児は男児 S と
手をつないで歩いている。S は<ジャンプ、
ジャンプ、ジャンプ、  ジャンプ、  うぅぅ、
うぅぅ、うぅぅ、うぅぅ >と自然発生の歌を
歌いながら陸橋から道路に目をやり、「パト
カァー」と言うと、  A 児とつないでいる手
をはなす。A 児が続いて「パトカァー」とつ
ぶやき、S に「おててぇ」と手をさしだすと
S「はやくむすんで」と言い、 手をつないで
歩く。10 歩ほど歩くと手が離れる。A 児が「ま
た、ほどけた」と言う。 S「ぶっぶぅ。歩き
まぁす。うううううぅ」と言って走っていく。
A 児が S を追いかけて走り、 S に追いつく。
笑いながら S が「ははぁははぁ (笑いながら )、
みてぇ」と指をさす。A 児は走るのをやめて
歩きだす。そこは、坂道になっていた。A 児
<さかみちとんねる>≪散歩≫を歌う。歩いて
いる。<おまえ、 おまえ、 ってー、 おまえ、 
おまえ、  おまえ、  おまえの、  さかみちを
を、 ×んでるよ>と歩きながら歌う。さらに、
<みてぇ、  ××、  いなくてぇいまから、  ××、 
いなかったぁ>と歌っている。  

 

 

事例 5: 2 歳 11 ヵ月 1 週  

保育室にある、  ままごとコーナーに行
く。ままごとコーナーにいた A 保育者が A
児に「カーテンして。ねんねするから」と言
うと、  A 児はままごとコーナーに設置して
いる窓のカーテンを閉め、 その保育者に「ば
いばい」と言う。ままごとコーナーと対角線
上になる入口から、B 保育者が「A 児ちゃん、 
おしっこいくよぉ」と声をかけると、  近く
の保育者も「H 君も行くから一緒にいってら
っしゃい」と言う。すると、  A 児は「ばい
ばい」と言い、  入口に向かって、大股で歩
きはじめる。その時、  保育者が子どもたち
全員に聞こえるように「今から、  お散歩に
行くからお片づけしましょう」と声をかけ
た。そうすると、  歩きながら<わぁっ、  わ
ぁっ、  うっ、  わぁ×７回>、  と歌う。  

 

事例 6:2 歳 11 ヵ月 1 週  

公園：公園で集合している。ベンチの所に
リスの銅像がある。保育者が「りすが見え
るよ」と言うと、  子どもたちがリスの銅像
に群がり押しあって見ている。りすの銅像
を見た子どもたちは、 「わぁっ」「みえた」
「リスさん」と言っている。A 児は、  群れ
の後ろから背伸びをしたあと、群れの隙間
から中にはいっていく。A 児は「A 児ちゃん
みえたぁ」と保育者に言う。「とってもみ
えたぁ。なぁなぁ、 みえた」と笑顔で言う。
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そして保育所に向かって歩きはじめてか
ら、まもなくうぅ、うぅ、うぅ、うぅ>と歌
う。  

 

事例 7:2 歳 11 ヵ月 3 週   

散歩に行った公園で、A 児は地面に落ちて
いる  片手でようやく持てる大きさの石を拾
う。保育者の所に行き石を見せながら「いし
ぃ」と言う。保育者「大きい石だねぇ」と答
えると A 児が  笑う。そして歩きだすともう
一人の保育者が子どもたち全員に、  「●●組
さん、カレーを食べにかえるよぉ」と声をか
ける。A 児「カレーライス？」と近くにいる
保育者に聞く。保育者の返事を待たずに背を
向け、 歩き出し<よかったぁ  カレーライス
>と歌いながら歩いている。  

 

事例 8:2 歳 11 ヵ月 3 週  

散歩に行った公園から帰る時、保育者「（保
育所に）お昼を食べに帰ろうか。A 児ちゃん
石（A 児が持っている石）置いて帰ろう」と
公園に石を置いてから帰るように言う。A 児
は  石を持ちうろうろしている。保育者が A
児の所に来て「その石どこに隠そう？」と聞
く。「こっちぃ」と、皆がいる場所とは正反
対の場所に向かって歩きはじめる。保育者は
「りすさんの所に石おいていこう？」と皆が
集まっている場所の近くにある、りすの銅像
があるところはどうかと提案をする。A 児「り
すさん？」と言うと A 保育者の手をつなぎ、 
りすの銅像がある方向に歩く。<××××、 う×、 
りすさん、  さささん、  こっちよぉ。りすさ
ん、 こっち、 りすさん、 こっちぃ>と歌い
ながら歩いている。リスの銅像に到着する
と、リスの銅像をみて、銅像の近くに石を隠
す。  

 

事例 9:2 歳 11 ヵ月 4 週  

外に遊びに行くため、 クラス全員が保育
室を出て、順番に階段を降りている。A 児
は、  てすりに背中をつけながら横歩きで、 
１階に向かって階段を降りてながら  「いぃ
ち、にぃぃ、さぁぁぁん」から<ううううぅ、 
うううぅ、ううぅ、うぅ >と歌っている。  

 

事例 10:2 歳 11 ヵ月 4 週  

11 月末、外遊びが終わり玄関に入り靴を
脱ぎ 2 階にある保育室に戻るのに、階段を
のぼり踊り場から<つめたぁぁい、  つめた
い>と歌いながら歩き、階段を上っている。 

 

事例番号 1 から 10 を、「歩いている」と「 2

歳 10 ヵ月、11 ヵ月」に分けて考察を行う。  

3-1(2)歌い始める前に「歩いている」について考察  

動物と人間の違いは、人間は二足歩行でき

ることである。二足歩行ができるということ

は、右足、左足、右足、左足と交互に足を出

して歩き、 「一定の拍がとれる」ことである。

この「一定の拍」自分でとることが歌を歌う

ことへつながっていたと思われる。  

梅本 (1999)が「4 歳以上の子どもに簡単な

言葉を渡して曲を作るように指示し、 どのよ

うに子どもが曲を作るのかを調査してみたと

ころ、初めに、 歌うべきリズムを整えており、 

そのリズムのほとんどが 2 拍子だった」と述

べている。この、梅本の調査は、意図的に歌

を作る調査なので、自然に発生する歌を作る

時の子どもの意識と少しは異なってはいるか

もしれないが、リズムを整えてから歌を作っ

ているという点では共通である。  

二足歩行する人間が、右、左、右、左と交

互に足を出して  一定の拍をとる「右、左の 2

拍子」が根本に存在しており、すなわち「歩

いている」最中に、リズムを整えることを随

意にＡ児が行っていたと考えられる。また、 

階段を歩いている時に歌っていることが多い

事例から、階段の上がり、下がりは、歩幅の

統一ができ、 リズムが整えやすいことが予想

できる。だから、階段で歌が発生していたと

推測ができる。 

次に、Ａ児の「歩いている」動きから発生

する拍と音、言い換えれば、リズムと声の関

係についての考察を述べる。  

本調査で、A 児の歌が出る前の動きでは「歩

いている」ことが多くあったが、正高 (2001)

は、乳児の足の動きの動きと笑いについて「声

をたてて笑う行動は、それだけで単独では行

われず、足を何度も繰り返し蹴りながら笑う。

そして、笑っている時には、リズミカルに足
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の屈曲・伸展を繰り返し、空をけり、やがて、

足から手のバンキングに変化していく。しか

も、笑いが、出はじめの頃は声をだす時間が

短いのに、足の動きは声を出す時間より長い。

しかし、月齢を重ねるにつれ、同じになり、

なお、子音が発せられるようになると、発生

と手の運動の同期や、笑いと手の同期が消え

る」ことを明らかにしている。  

乳児が笑うには下肢と声が同期している

から笑えるのであり、声だけで笑えるもので

はないということである。この正高が述べて

いる足と声を出す関係が、A 児の一人で歌を

歌うようになりはじめの時期にも表れている

ようである。  

くわえて、A 児の場合、「歩いている」動き

によって、一定のリズムが発生し、そのリズ

ムに声がのり、自然発生する歌が生成されて

いるようだ。表 2 に示したように、A 児が歌

った歌 2 0 曲中、6 曲が<うん、うん、うん、

うん> <うぅ、うぅ、うぅ>といった無意味語

で歌を歌っていた。この無意味語で歌を歌う

寸前の A 児の動きは、全て「歩いている」で

あった。このことからも、A 児が自分自身で

リズムを刻みリズムの上に声をのせることで、

自然発生する歌が生成されていたことを示唆

できる。  

本研究での調査で、自然発生した有意味語

の歌で、同じ言葉を繰り返しても歌にならな

かったこともあったので、その時の事例を示

す。  

事例 11:2 歳 1 ヵ月  

A 児は、フェンスに近づき地面に落ちた蔦
の枯れ葉を注視している。やがて、しゃがみ
こみ枯れ葉の１枚を手に取ったり、近くにい
る保育者に「みて」と言ったり、手から枯れ
葉をはなし枯れ葉が地面におちていく様子
や地面に着地した枯れ葉をみたりしたあと、
①「はっぱ」と言い続け、発音が曖昧で、か
つ長い文章を発する。②「はっぱ」と言う。
発音がはっきりしない長い文章を発する。③
「はっぱ。」と言う。①から③を 8 回繰り返
す。  

この時の A 児は、同じ言葉を反復していた

にも関わらず歌にはならなかった。それは、

おそらく、A 児がしゃがんでいただけで、リ

ズムを刻んでいなかったからではないかと思

われ、この事例から、リズムがなければ言葉

から歌への変換は困難であることが伺える。 

よって、歌を歌う寸前に自身でリズムが生

じれば歌になりやすい、つまり、歌を歌う前

に「歩いている」動きは、自然発生する歌を

生成するための助走の役目があると考えられ

る。  

3-1(3).  2 歳 10 ヵ月・ 11 ヵ月の時期の考察  

3 番目の考察として、2 歳 1 0 ヵ月・11 ヵ

月の時期に、A 児は、沢山、自発的な歌を歌

っていた表現行動について考察を行う。 

2 歳 1 0 ヵ月・11 ヵ月に多く発生している

のは、身体発達との関わりが関係していると

考えられる。何故なら、一般的に 2 歳位の時

期は、足の筋力がついてくるため、歩行も安

定し、歩く他に・走る・跳ぶなどの機能が整

い始め、早い・遅い、強い・弱いなどの動き

や、障害物をまたぐこともできるようになっ

ているといわれているからである。  

A 児も、2 歳 4 ヵ月以降から遊具の乗り物

を足で蹴りながら前進させたり、後進させた

り、高さ 5 0 センチほどの雲梯に上り前進、

後進、後進したまま雲梯を下りる、階段を一

定のリズムで歩行する、片足をあげたまま静

止、室内をリズミカルに歩く、両足跳びを繰

り返すなど、足の筋力がついていた。歩幅も

整のい、歩行が安定することで、一定の拍を

保ちながら歩行をするようになった。 

声も、それまでの口先だけの小さい声での

発声から、胸や腹からの大きい声の発声にな

り、例えば「かいじゅうきたぁ」を大声や小

声を使い分けて発声したり、喉をならしたり、

舌をれろれろしたり、唇をぶるぶる震わせた

り、飲み終えて空っぽになったコップを口に

あてて声を出したり、保育者の膝に座って自

分の背中をのけぞらしたまま声を出したり、
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腹筋を使って声をだすこともできるようにな

ったり、声にバリエーションが出るようにな

ったりしていた。 

これらの様子からわかるように、身体から

出るリズムや声を自分で調整することが 2 歳

10 ヵ月・2 歳 11 ヵ月は、たやすくできるよ

うになってきた時期でこの身体発達の影響が、

「歩いて」リズムをつくりリズムの上に声を

のせるメロディーが発生していたと考えるの

である。  

3-2. 自発的な歌を歌う寸前に「歩いていな

い」のに歌が発生した場合の結果と考察   

Ａ児が歌を歌う前に「歩いている」「座っ

ている」「立っている」時に、どのような違い

があるのかを探るために「座っている」「立っ

ている」時の状況を記す。  

「座っている」  

事例 12: 2歳10ヵ月  
昼食前：食前の曲が流れる。（食前の曲は、

目を閉じて曲を聴く時間になっている）A 児
の向かいに座る女児が、テーブルの上に顔を
置き「ねんねしよか、ねんねしよか」と言う。
女児が目を開けているの、A 児「ねろ、（間）
ねろ」 <ねろ、ねろ、ねろ、ねろ、ねろ、ね
ろ、ねろ >と言っているうちに、歌になって
いる。  

 

事例 13:2 歳 10 ヵ月  
食事前：B が食事用エプロンを頭からかぶ
っているのを A 児が見ている。B は顔の途中、
目のすぐ下、鼻の位置までエプロンを引っ張
りずらしたところで手をとめたので、A 児か
らは、B の目玉から上の部分だけが見えてい
る。A 児は、しばらく B を見てから、声は出
さないまま笑顔になり「だれ？だれ？」 <だ
れぇ、だれ、だれだれ>と歌になっている。  

事例 12 と 13 は、相手に何度も同じ言葉を

呼びかけているうちに歌になっていた。  

「立っている」（身体を上下に動かす）  

事例 14:1 歳 11 ヵ月  

A 児の背後から少し離れた場所にいた保育
者が 10 人の子どもに絵本を提示しながら CD
にあわせて≪いないいないばあ≫（まつたに
みよこ詩・小笠原寛曲）を歌い始めた。する
と、A 児は立ちあがり、その集団の所へ行き

最後部に座り歌っている保育者を眺めてい
る。次の歌≪おつむてんてん≫（まつたにみ
よこ詩・やまがたすみこ）の 2 番が始まると、
曲にあわせて頭を数回ふり、立ち上がりジャ
ンプを 3 回する。その次の≪うさぎうさぎ≫
（まつたにみよこ詩・小笠原寛曲）では、し
ばらく歌っている保育者をながめてから、 2
メートルほど向こうにある、レゴが置き場に
行き、レゴの土台を片手にもち身体を上下に
繰り返し動かしながら <おっ・・ちゃ、らか
っ・・・って・・、ちゃ、らかっ・・って、
おっ、ちゃ、らか、・・おっちゃ、・・らか>、
と切れ切れの短い旋律で歌う。  

事例 14 の A 児は二足歩行取得中の時期で

「歩いている」動きができなかったようであ

る。しかし、身体を上下に動かしリズムが発

生していたと推察する。  

事例 15:2 歳 11 ヵ月  
保育室にある、殻つきギンナン 50 個ほど

をかき混ぜているうちに <ぎんなん、ぎんな
ん、ぎんなん、ぎんなん>と歌う。  

 

事例 16:2 歳 11 ヵ月  
公園：保育者二人が立って話している横に

立っている。目の前に車が来る。 <くるま、
きてる>と歌う。  

 

事例 1 7: 2歳11 ヵ月  
外遊びが終わり、玄関で靴を脱ぎ下駄箱に

入れ、下駄箱横に貼ってあるポスターを注視
している。（数種類の野菜で車の形が象って
ある写真のポスター）< ××、××、×× き
いなぁ> 

事例 15、事例 16、事例 17 での場面は、A

児思ったこと、考えたことが歌となってすぐ

に表れているようである。  

最後に、表 2 番号 8 について記す。 

事例 18:2 歳 11 ヵ月 3 週   

自由遊び：椅子に座り木製のパズルをはめ
ている。「せんせい、ここない」と自分が遊
んでいるパズルの欠けている部分を指さし
て言う。保育者がテーブルの下を探してい
る。A 児は椅子から立ち、パズルのピースを
探している保育者の近くに来て「せんせいこ
こない」保育者「ないねぇ」と答える。A 児
は、再び、椅子に座り、自分が遊んでいたパ
ズルのピースを一つずつはずしながら、片足
の膝から下を繰り返して前後にふっている。 
全てのピースを台からはずすと、その台を

裏返し裏返した面をみている。「これ、なん
てかいてあるとおもう？」パズルの裏面中央
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に、黒い楕円模様が描いてある。保育者「な
んて書いてあるのかなぁ」A 児「チョコレー
トパンって書いてあると思う」と言いなが
ら、再び同じパズルをはめはじめる。保育者
「そうなの」と笑いながらと返事をしたが、
A 児は保育者の返答には応答しないまま、パ
ズルをどんどんはめていっている。片足の膝
から下を繰り返して前後にふるのを続けな
がら、 <おにくがない、おにくがない、おに
くがない、おにくがない >と歌っている。歌
をやめると「A ちゃん×××××」と言う。  

事例 18 で、A 児は、椅子に座り足を前後

に振りリズムを取っていたので、「立ってい

る」「歩いている」ことがなくても一定のリズ

ムを身体で取っていることがわかった。 

A 児は、歌を歌い出す前に「歩いている」

動きを起こすことが多くあり、それは、一定

のリズムを自分で発生させ、そのリズムの上

に声をのせていた。くわえて座っている場合

には、足を前後に動かし、一定のリズムを自

分で発生させる場合もあり、A 児は、自分で

歌を歌う際に、自分の身体でリズムを発生さ

せていた。  

自分の思いや感じたことを、言葉に、変換

できない時や声の遊びの時には、「歩いてい

る」動きに声をのせていくようであった。梅

本が、先にリズムを整えると述べている通り、

2 歳児の A 児も、自発歌を歌う際にリズムを

整えていた。それは、リズムを意図的に整え

るわけではなく、「歩いている」或いは「座っ

て足を前後にふっている」動きによって、リ

ズムを整えられていると思われる。  

A 児が自発歌を歌う際、その歌を歌う前に

起こす A 児の動き「歩いている」や「足を一

定のリズムで前後に動かしている」は、歌を

歌うための助走の役割をはたしていると考え

られる。  

3-3.既に存在している歌を A 児が歌う寸前の

動きについての結果と考察  

既に存在している歌を A 児が歌う寸前の動

きと自発歌を歌う寸前の動きとに違いがある

かどうかを明らかにするため、A 児が一人で

既存歌を歌った時の、月齢、歌う前の動き、

歌った曲名を表 3 にまとめた。  

表 3・既に存在している歌を歌う前の動き  

既に存在している歌を A 児が歌う前の動き

は、採取した 11 曲のうち「歩いている」2 曲、

「立っている」4 曲、「座っている」が 5 曲で、

自然発生する歌と歌う前の「動き」とは異な

る傾向が現れた。そこで、歌った状況を簡単

に説明する。  

歩いている時  

○平らな道を散歩中に<あるこう、あるこう、
わたしはげんき >と歌う。  

○緩やかな坂を散歩中に <さかみち、トンネ
ル >と歌う。 

立っている時  

○鏡の前で、指で両目をあげさげしながら <
あがりめ、さがりめ >と歌う。  

○ともだちの名前を聞く時に <あなたのなま
えは >と歌う。 

○自由遊びの時に女児たちが <アイアイ、ア
イアイ >を歌っているのを見て、その様子
を保育者に伝えるさいに <アイアイ、アイ
アイ >と歌っていたと歌う。  

座っている時  

○かえるが登場する絵本を保育者に読んで
もらっている時 <かえるのうたが >と歌う。 

○保育者にパンの話した直後に <メロンパン
ひとつかっていった >と歌う。  

これらの状況から推測できることは、A 児

がその時に感じたこと思ったことを、すぐに

A 児が既に知っている歌に結びつけて歌って

いることである。  

番号 歌った月齢
Ａ児が歌いだす

前の動き

1 立っている
2 座っている
3 立っている　
4 座っている
5 座っている
6 歩いている
7 座っている
8 立っている
9 立っている
10 座っている
11 歩いている

2歳10ヵ月

2歳11ヵ月
あがりめさがりめ
にらめっこ
散歩

どんぐりころころ
かえるのうた
散歩
メロンパンのうた
なまえ

かえるのうた
アイアイ
アイアイ

歌った曲名

2歳7ヵ月

2歳9か月
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リズムを整えるよりも、先に、A 児が考え

たことや感じたことが口から出ていっている

と推測できる。この、口から出ていっている

ことを説明するのに、自発的な歌を歌った際

の説明に使った事例 2 の事例を挙げる。事例

2 では、1 回目の<もぉらった>の歌での歌う

前の動きは、「歩いている」であったのに、再

度、同じ旋律、同じ歌詞で歌った時には、歩

くのと同時に歌い始めている。このことから、

思っていたことが、すぐに口から出る時には、

歌う前にリズムが発生しなくても歌ったと推

測する。  

 

3-4.3 歳 6 カ月時との違いの結果と考察  

A 児 3 歳 6 ヵ月から 4 歳までの行動を 1 回

につき 2 時間 30 分かけ、15 回観察調査を行

った。  

A 児が声を出した回数 396 回、既に知って

いる歌を歌った回数 12 回、自然発生する歌

を歌った回数 14 回だった。2 歳児での調査の

時よりも、声を出したと回数に対して歌を歌

った回数の割合が減少していた。しかも、 2

歳時では「うぅ」や「わぁ」の言語がほとん

どなくなり、「なになにしたらどうなる」のよ

うな三語文以上の会話をし、他者との会話も

8 回程続き、伝えたいことは言葉で伝え、自

分の思ったことや感じたことは、独り言では

なく、他者に話すような変化もしていた。身

体の動かし方も、歩き方が早くなっていた。

自然発生する歌を歌う場合には、歌う前に「歩

いている」ことが減り、「立っている」「座っ

ている」ことが多かった。先ほど述べた、正

高の、子音が発せられるようになると、発生

と手の運動の同期や、笑いと手の同期が消え

るという説と同じように、自然発生の歌を歌

い始めのころは、歩く時間が長く、歌う時間

が歩く時間ほど長くないのではないかと思わ

れる。  

3 歳 6 カ月からの調査を含めて考えると、

歌う前に「歩いている」のは、 2 歳から 3 歳

にみられる動きであるとも考えられる。  

4.最終考察  

既に存在している歌を歌う場合、考えたこ

とや感じたことが口から、即、出る時には「歩

いている」動きがなかった。自発的な歌を歌

った事例 14、15、16、17 の歌う寸前が「立

っている」は、考えたことが口から、即、出

たと考えられる。  

乳幼児期に表れる自然発生の歌に関する

研究で、南（1999）が、ことばの反復や、独

り言にみられる韻律的局面が強調された特殊

な発話が歌を生み出す土壌になっていること

を、そして、岡林 (2010)が、子どもが発した

言葉を養育者が受け止めるなどの、子どもと

養育者のやりとりから、子どもが自分の声や

動きを音楽的にまとめるためのルールを獲得

していることを明らかにしているが、その他

に、今回の調査から、A 児が自分の身体でリ

ズムを整え、歌を歌うことがあることもわか

った。これらから、歌う寸前に身体でリズム

を作らなくても歌える場合と、身体でリズム

を作って歌う場合があることを示唆する。  

自発的な歌を歌う際、歌う前の動きが「座

っている」、「立っている」時には、無意味語

の歌がなかったので、無意味語の歌は、「歩い

ている」から発生している傾向があり、記し

た事例の状況から、歩きながら声を出すこと

楽しんでいる「声だし遊び」や自分の気持ち

を表したりする気持ちがともなった中で生成

していたようである。これらの考察を表 4 に

示した。  

5.今後の展望  

本研究は、A 児だけを観察して作成している

うえ、採取できた歌の数も少ないので、明快

な結論を出せなかった。よって、今後、たく

さんの子どもたちの、観察調査を行っていく

必要がある。  
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表 4.歌うまえの表現行動と歌との関係  

 

自分のその時の気持ち

や考えがある

言葉にする

知っている歌に変換して歌う

何度も言葉を重ねる
自然発生の歌

声を出す

自然発生の歌

自分のその時の気持ち

や考えがある

歩く

言葉にする

自分のその時の気持ち

や考えがあるのか不明

声を出す

自然発生の歌

歌う前に、立っている・

座っている

歌う前に、歩いている

知っている歌に変換して歌う

 

 


