
保育士の先生とペア
で幼児教育

鈴木　美子先生（指導者会員）

　お母さんのための音楽企画Happy Mother Musicを
立ち上げて、「０歳からのおやこコンサート」など、地域
に根ざして幅広く活動する鈴木美子先生。子供に「自
然に音楽を楽しませる」ことをモットーに、0歳児から
の音楽教育に力を入れている。ご自宅のレッスン室は
アップライトピアノ（グロトリアン）に変えて子供が自
由に動けるスペースを作り、また5年前からは、保育士
の資格を持つ先生とタイアップも。この二人三脚のレッ
スンは、今着実に効果を上げてきている。今回は鈴木先
生と保育士の大河内恵津子先生にお話をお伺いした。

―幼児教育に力を入れ始めたきっかけは？

鈴木先生：若い頃は、入園前の小さいお子さんはうま
く教えられませんでした。でも自宅で毎月開催した

「音伽の会」という音楽とお話のサロンで、多くの0～
3歳児を見ることで、感覚的に「○歳児は、このくらい
のことが分かる」ということが次第に把握できるよう
になりました。そこで、音楽的な要素、例えば「リズム
感」「フレーズ感」などについて、その年齢の子どもが
できて興味を持ちそうなワークのアイデアを私が考
えてから、二人で相談します。それを具体的にアレン
ジして絵を描いたり、グッズにして下さるのが大河
内先生です。毎回その子に合うオリジナルグッズを
作って、レッスン後は家に持ち帰って頂き、お母さん

と一緒に遊んでもらうんです。

―なぜ大河内先生とご一緒にレッスンをするように

なったのでしょうか。

鈴木先生：小さい子どもには、声の大きさや言い方、タイミ
ングなど声かけのコツがあって、大河内先生は子どもに
すっと伝わる話し方ができるんです。それに誉め上手。

大河内先生：私は8年間の保育園勤務の後、ナレーター
スクールで朗読を勉強しました。子どもへの声かけの
コツは保育士時代に、読み聞かせでのイントネーショ
ンや間の取り方はスクールで、コンサート等での大勢
の前での声の出し方、声の大きさや調子などは、鈴木
先生とご一緒に、Happy Mother Musicのコンサート
で実地に体験を重ねて磨くことができました。

―音楽と保育、両方の専門家が力を合わせることに
よって、素晴らしい教育効果を発揮していますね。世
間では最近、早期教育がやや加熱気味ですが。

鈴木先生：親の都合で子供に教育を押しつける傾向が、
最近気になっています。そうでなく、「親子とも楽しむ」
が出発点。いえ、まずは
お母さん（笑）！７歳ま
では子どもは親の心を
映していると言われて
います。お母さんが楽
しんでいれば、子供も
楽しんで取り組むよう
になりますね。

▲保育士の資格を持つ大河内恵津子先生。
手作りした教材は、全て家に持ち帰ってレッ
スンを思い出しながら遊んでもらう。

【巻末特集】未来の聴衆を創造する＜レッスン室編＞

作ってあげよう！子どもの音楽環境
子どもは無意識のうちに、周囲の環境から多くの刺激を受ける。そしてその日常的な環境の中で、感性や音楽性が養われ

ていく。では、子どもに理想的な音楽環境とは？現在多くのピアノ指導者が、個人や学校、地方自治体等と協力して、良い音
楽環境作りに努めている。その原点であるピアノ教室では、初めて音楽に触れる子にどうアプローチしているだろうか。
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・・・鈴木美子先生レッスン室にて・・・
生徒さんがくると、まず鈴木先生のピアノと大河内先生の

歌でお出迎え。今日は前回の復習も兼ねて、絵本のページを
めくって動物と楽器を当てさせる。「バイオリンを弾いてるの
は誰～かな？」「ゾウ！」「あたり、よく出来たね！」

気分が乗ってきたところで、次に大河内先生がカエルの絵
本を読み聞かせる。「カエルがぴょーーん！ほら、色んなカエ
ルが出てきたね。じゃあ、彩華ちゃんもカエルの歌を歌ってみ
ようか？」ここで、大河内先生特製カエルのグッズ（カエル棒）
が登場。ピアノにあわせて歌を歌いながら、カエル棒を片手
に持たせて、ぴょんぴょんとリズムカルに動かす。カエルのよ
うに、跳ねるようなリズムを体感させるのが狙いだ。そして曲
が終わったら、ぴょんとパネルシアター（写真）に止まらせる。

続いて、ハンドベルが登場。片手に1本ずつ持って、みんな
でカエルの歌「ドレミファミレド♪」をリンリンと奏でる。ピア
ノではない別の音を聴くことによって、音の世界が広がって
いく。こうして「カエルの絵本」をもとに、遊び感覚で様々 なリ
ズムや音色を体験させ、さらに家に帰ってからも遊べるとい
う、よく練られたプログラムだった。

▲ 大 河 内 先 生 お
手製のパネルシア
ター。季節ごとに登
場する動物や木・花
を変えてレイアウトに
変 化をつける。（ 春
は桜とちょうちょ）

未来の聴衆を創造する  教室

小さい頃は家でモーツァルト

―伊賀さんの初期の音楽的体験は？

近所の方から頂いたオルガンを、おもちゃのよう
に一日中弾いていました。３歳の頃、たまたま近く
にヤマハの教室があったので、本当は４歳にならな
いと入れないところを、入門させて頂きました。そ
の後引越しをしたのですが、紹介して下さった（新
しい）教室まで週に２回、自宅から片道１時間半か
けて幼稚園児なのに一人で通っていました。

人に教えるのは好きだったら
しく、近所の２～３歳の子供た
ちを集めてピアノを教えたり、
即興で曲を作ったり、友達の弾
いていた曲をまねして弾いたり
したことを覚えています。

―音楽鑑賞での思い出はありますか？

もともと家族に音楽の専門家がいるわけではな
かったのですが、母がモーツァルトなどの音楽を聴
かせてくれた影響は大きいと思います。ただ、最初

は人の演奏を聴くよりは自分で演奏する
方が好きで、コンサートに行くのが楽し
くなったのは最近ですね。今では一番の
レッスンだと思って最前列でかぶり付い
ていますが（笑）。きっと、学校クラスコンサートで
生演奏の感動を体験できていたら、もっと早い時期
に聴衆としての音楽の楽しみ方を身につけること
ができたのではないかと思います。

―現在ユニット「ピアノ・トリニテ」での活動を続

けていらっしゃいますね。

作曲家・聴衆・演奏者がトリニテ（三位一体）と
なる、という趣旨でコンサートを開いています。ク
ラシック音楽を身近に感じていただけるよう、トー
クやクイズを交えて大作曲家の生涯を紹介しなが
らの、聴衆参加型の演奏会です。私自身、子供の頃
に聴いた曲は楽しい思い出とともに心に残ってい
るので、子供たちの柔らかい感性を刺激できれば
と思います。これからも、たくさんの子供たちに心
のこもった音を届けることができればいいな、と
思っています。
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私と音楽の出会い①・・伊賀あゆみさん



子供が語り、大人が音
楽を～無限の想像力
かきたてる

多喜　靖美先生（当協会評議員、指導法

研究委員会アンサンブルグループ・チーフ）

4月29日、多喜靖美先生による『音楽の宝箱』と題した演
奏会が開かれた。前半はバイオリンとピアノのデュオ、後半
は音楽＆朗読という魅力的なプログラム。「ずんずんまっす
ぐ歩いていくと」というサイエンス童話（越智典子作）に合
わせて、多喜先生が音楽を選んだそうだ。

この童話は、ある少年が地球のあちらこちらを巡り、色々
な人に会い、そして大人になって元の村に戻ってくるとい
うおとぎ話だ（朗読担当は愛息・宇野蘭之介君/10歳）。

初めに、多喜先生によるパデレフスキのメヌエット（6つ
の演奏会用ユモレスクより）が軽やかに演奏された。そして
蘭之介君による語りが続く「ずんずんまっすぐ歩いていく
と、そこには村があり・・・」。

少年が遭遇する風景のイメージが、音楽によってどんど
ん膨らんでいく。

―雪降り積もる土地や氷の大地を通り（カヴァレリア・ル
スティカーナ間奏曲、他）、沈まぬ太陽を見ながら歩き続け、
やがて目の前に開けてくる海（グリーグ「ペール・ギュント」
他）、砂と岩の砂漠や（グラナドス「アンダルーサ」他）、雨が
降り小川が流れる草原（ショパン前奏曲「雨だれ」）を通り、
草の家に住み、木の上から動物をつかまえている人種に出
会い（ピアノの蓋を叩く「アフリカンリズム」）、そして元の
自分の村に戻り、子どもは成長して旅は終わる（再びパデ
レフスキのメヌエット） ―。

柔らかく温かい多喜先生のピアノに合わせて、ストーリー
テラーである蘭之介君自身が、世界中を旅しているような
感覚を覚える。とても素敵な親子共演であった。

多喜先生はこれまでにも、「ヘンゼルとグレーテル」の朗
読と演奏も行い、各地で反響を呼んでいる。子どもがもつ
無限の想像力を豊かに膨らませるために、これからも精力
的に活動を続けて頂きたいと思う。

こうした多喜先生のピアノとの関わり方は、門下生にも
良い影響を与えているようだ。次頁でご紹介する西川潤子
さん（1998年度特級金賞）、松本あすかさん（2005年度グ
ランミューズ部門A1カテゴリー第1位）は、いずれも多喜
先生の元で学んだ愛弟子で、「音楽を通して聴衆とコミュニ
ケーションを取る」ことを常に意識している点は、3人とも
共通している。曲をただ美しく弾くだけではなく、どのよう
にしたら一般の方にもっと音楽に興味を持ってもらえるか、
アプローチの仕方を工夫している点も、注目したい。

【巻末特集】未来の聴衆を創造する＜レッスン室編＞

ストーリーで音楽を魅せよう！
子どもには音楽が本来持つ美しさや楽しさを感受する、高い能力が備わっている。「クラシック音楽は敷居が高

い」訳ではないことを、実は子どもは感覚的に知っているのではないだろうか。でも興味を持続させるには、水先案
内人役である先生の工夫が必要。ではどのようにアプローチすれば、最も効果的なのだろうか？
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1. パデレフスキー  : メヌエット
2. ギロック : 月の光 
3. ガムラン 
4. 中田喜直 : 冬のコラール 
5. マスカーニ : カヴァレリア・　
　ルスティカーナ「間奏曲」
6. グリーグ : ペール・ギュント　
　「山の魔王の宮殿にて」 
7. ノヴォコフ : 道 

8. グラナドス :  アンダルーザ 
9. モンポウ : 歌と踊り 
10. ショパン : 前奏曲「雨だれ」 
11. アフリカンリズム
12. イスラエル国民歌 :
　　マ・アヴァレイカ
13. パデレフスキー : メヌエット 
14. アイルランド民謡 : 
　ロンドンデリーの歌 

～お話に合わせて演奏された曲～

特別リポート
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子守歌は母の歌うシューベルト

―初めての音楽体験を覚えていらっしゃいますか？

両親がクラシック音楽が好きで、食事の時にはい
つもBGMとして音楽が流れていました。ピアノは
アシュケナージ、リヒテル、グールド、アルゲリッチ、
アラウ等、またアンサンブルや交響曲、シャンソンだ
とピアフなども聴いていましたね。

でも音楽との出会いは、実はもっと前でした。生
まれた時から、母がシューベルト、ブラームス、モー
ツァルト等の子守唄を毎晩歌って聞かせてくれてい
たのです。原語、というか原語風の発音ですが（笑）。
今もシューベルトが好きなのは、その時の影響かも
しれません。

―小学生の頃に興味があった本やものは何ですか。

小学校低学年の時は、
ガリバー、レ・ミゼラブ
ル、母を訪ねて三千里な
ど、冒険文学や異国の話
などが好きでした。また

抽象画や無題の絵に関心があり、ミロ、
ダリ、ピカソ、クレー、カンディンスキー
等が好きでした。普通ではありえないも
の、「何を表現したいの？」と考えずにい
られないもの、に想像力を掻き立てられるのです。

―現在海外ともご縁が深く、よく外国で演奏されて

いますね。小学生を対象にした演奏会は？

2001年に南米ウルグアイの大統領夫人のご招待
で、演奏ツアーをしました。ある小さな町で弾いた翌
日、地元の小学校を訪問したのですが、ピアノはなく、
小さな持ち運び用の鍵盤があるだけでした。子供達
が「昨日の曲を弾いて」と集まってきたので演奏する
と、今度はウルグアイの民謡らしき楽譜を持ってきて

「弾いて！弾いて！」と次々 にリクエストされました。帰
り際、子供達が「まだ帰らないで！」と泣きながら駆け
寄ってきたので、こちらまで泣きそうになりました。音
楽を通して出会いや感動をもらった貴重な体験です。

その他、米国やオーストリア、香港、イタリア、ロシ
ア、ルーマニアでも演奏しました。その時の経験を踏
まえて、例えば小中学生を相手にモーツァルトを弾く
時は、ザルツブルグのミラベル宮殿の様子を語りな
がら、演奏できたらいいなと思います。

未来の聴衆を創造する  教室

・・・松本あすかさんによる「お話とピアノ」・・・
7月10日（月）府中第八小学校で行われた学校クラスコン

サートに、グランミューズでお馴染みの松本あすかさんが出
演した（ピアノ＆鍵盤ハーモニカ）。そのプログラムはとても個
性的。"お話とピアノ"コーナーでは、4年生がちょうど教科
書で勉強している『白いぼうし』の教材を使って、松本さんが
お話や登場人物からイメージした音楽を作り、生徒さんの朗
読にあわせてピアノ演奏した。

次は逆に音楽からお話を作ってみる。『運命』の動機を何度
か聴いて、みんながそれぞれ想像するお話を"いつ・どこで・
だれが・何をした"というフレーズで作ってもらう。「冬の日、
駅のホームで、おばさんが、お財布を落とした！」と生徒。す

ると松本さんは「それは大変だ！ジャジャジャジャーン！落と
しちゃった！どうしよう、電車が来ちゃう…ジャーン！」と、そ
の場で音楽に。松本さんは「同じものを聴いてもみんなが同
じ様子をイメージするわけじゃないよね。それに音楽の中で
だったら、どんなあり得ないことでも自由に想像して作ること
ができる。だから自分のイメージを大
切にしてね。」と話した。

リポート！教科書の物語に音楽を。生徒＆ピアニストが感性の競演！

▲小学校 3 年生の時、オーディションで日本代表に選ばれてフィリピンへの
演奏ツアーに参加。首都マニラで「国際児童年コンサート」に出演した。
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私と音楽の出会い②・・西川潤子さん

▲アイディアや意見が沢山出
て、楽しいコンサートに。

▲生徒さんによる朗読と、松本
あすかさんのピアノが一体に！


