
ぽこ あ ぽこ
まき音楽教室 250号

末永文化センターの美術館裏のお庭は立ち入り禁止です。危ないので絶対に入らないでください！！

≪末永文化センター駐車場状況≫

赤い字は九響リハーサルがある日 （要注意です。駐車スペースが限られていますのでHPにてご確認下さい）

青い字はイベントありで少し注意が必要な日 （九響リハのような事はないと思われますが気を付けてく下さい）

※6月の駐車場予定はまだ確認が取れていません。次回のお便りでご確認ください



◆ソルフェージュってなに？

簡単にまとめると「楽譜から音楽を正確に読み取るための訓練」ということになるでしょうか。

音符やリズムが読めたり記号の意味が分かるようになったりするため、ということも含まれますが、

もっと大きく、「楽譜から音楽が聴こえるように」という事だと解釈しています。

ソルフェージュはだいたい3つにわけられます。

聴音 聴いたメロディーや和音をその場で楽譜に書く事。

初見 楽譜をみてすぐその場で演奏したり歌ったりする事。

理論 音楽理論の勉強 楽典はこちらにはいります。

◆聴音ってなに？

聴音とは、ソルフェージュの1つで、聴いたメロディーや和音を楽譜に書き起こす訓練の事です。

音楽記号やコード進行など、楽譜に対する知識や理解が深まります。聴音をすることで育つ力を

ピックアップしてみました。

◆聴音に期待する効果

それは、やっぱり「楽譜を見たら音楽が頭の中を流れる」という事です。

将来自分だけの力でも楽譜を選んで音楽演奏を楽しむ事が出来るように…という事です。

ピアノを弾くというレッスンとソルフェージュレッスンのレッスンは本来どちらも同時進行するべき

だと思いますが、多くのピアノ教室が通常のレッスン時間内では補えないという問題を抱えている

のが現状だと思います。高額なお月謝を払って何年も通ったのに先生に習わないとピアノが弾けない

では残念すぎますよね。

◆今の聴音レッスンの様子

最初から楽譜を書き上げる事はできませんので、まずは①拍を聴きとって鉛筆で書き込む事。それから②リズムを

聴きとって書き込む。それができてから③1音を聴きとって書く。ここまできてやっと④メロディを聴きとって5線に

書き込む。という手順で進めています。使用テキストでは五線も導入期用に小節線が記入されていますが、本当は

まっさらな5線にすべてを自分自身で書き込みます。私は、聴音がおもしろくてとても好きでした。

聴音にはちょっとしたコツがあります。今はそのコツを習得している段階です。音も独特の方法で記入し仕上げます。

今使用しているテキストでしっかりとコツを学び 本来の聴音のやり方まで持っていきます。

聴音には、同時に処理する能力が必須です。また、まごまごしているとあっという間にわからなくなりますので

かなりの要領の良さが必要です。「あわてないこと」といつも子ども達に伝えていますが、最初はかなりの子どもが

パニックになります。音楽的な力はもちろん「慌てずに落ち着いて物事に対処できる力」も育つと感じています。

…いいくら ピアノコース…

【申し込み方法】

・ 申し込み用封筒を教室に置いています。

・ 封筒にご希望レッスンと時間枠をご記入の上受講料を入れてお申込み下さい。

・ 教室に課外レッスンの申し込み表にもご記入をお願いします。

・ 申し込み状況は、教室の申し込み表でご確認下さい。

6月の課外レッスン開催日程のお知らせ

① 楽譜を書く力を養える

② 音を聴き分ける力が発達する

③ 読譜力が向上する

④ 耳コピができるようになる

⑤ 音楽を表現する力が伸びる

リトミックが
なぜピアノに有効なの？
楽典ってなに？

についても少しずつ
お伝えしたいと思います

6月11日

9:30

10:30

11:30



…すえながの森 リトミックコース…

◆聴くということ

リトミックは、音楽メソッドですので聴くという事は当然の事ですが、聴くという事について少し書いてみます！

① 何を聴くのか？

なんと言っても「ピアノの音を聴く」という事。

リトミックでまず最初に子ども達が聴くのは、歩く（四分

音符）走る（八分音符：いわゆる走るではなくつま先で

小走りのような感じ）またゆっくりと歩く（2分音符）の

音価の聴き分けです。指導する側はしっかりとそれぞれの

ビートを正確に弾き分ける事が基本となります。

③ 聴いて感じる

○○音符だからこう歩くというよりは、歩きたくなる音

走りたくなる音 ゆっくり歩きたくなる音という感じ方で

とらえるほうがいいかもしれません。音楽メソッドですの

で指導する私達はどんな活動にもしっかりとした目的を

持ってレッスンをしています。レッスン中にもポイントを

その都度お伝えするようにしています。飛びたくなる音

ぐるぐる回りたくなる音。いつも決められた音楽（いわゆ

るテーマのような旋律）ではなく、どんな音を聴いても感

じ取れる力を育てるのが目標です。

④ たくさんの音の中から選んで聴きとる力

例えば、学校の授業中に外から工事の音がし、廊下で誰か

がしゃべる声がする。もしかしたら犬や猫が鳴いているか

もしれない… 日常にはたくさんの音が氾濫しています。

その中から先生の声をチョイスして聴かなければなりませ

んね。私達おとなは、成⾧とともに自然に身につく力だと

思いがちですが、そうではないかもしれません。みんな

それぞれの経験値が違いますので、自然に身につく場合も

あるかもしれませんが、小学生に上がるまでにはしっかり

と確実に身に着けてあげたい力ですね。聴覚の発達の

ピークは以外に早く、3歳前後と言われています。

⑤ 音楽の道に進む場合

この「音をチョイスできる力」は絶対に不可欠です。特に

ピアノは一台でオーケストラの楽器の音域をカバーする

楽器だと言われています。いろんな旋律を聴き分ける力は、

音楽の表現力を大きく育ててくれます。

ピアノの演奏では様々な音を聴きわけなければなりません。

② 目的を持って聴く

ピアノの演奏には、常に子の力をフル活用していく必要が

あります。自分の弾いた音は、「ピッチがあってる？」

「リズムはあってる？」「拍子感のある音が出せてる？」

「フレーズ感は？」「ダイナミクスは？」瞬時に聴き分け

ながら演奏します。ただ弾いているだけでは上達はしません。

耳を育ててあげなければいけないのは、おとなが思っている

以上です。

「聴く」という事たくさんの力を育みます。音楽という分野だけでなくいろんな場面で必要になる力のひとつですね。

参観日以外のレッスンは…

子ども達がしっかりとレッスンに
集中する為に教室内から見える場
所にお立ちになっての見学はご遠
慮くださいね。特に年少クラス。
大丈夫かなぁと気になるところで
すが、ママやパパから離れてドキ
ドキしながらも一生懸命頑張って
います。そんな時はちょっと姿が
見えただけでもフッと緊張の糸が
溶けてしまいそうです。ご協力よ
ろしくお願いします！

リトミック仲間募集！

水曜午前のクラスは今年開講クラ
スの為まだまだ募集枠があります。
ぜひ！お友達にご紹介ください。
教室の案内カード作成しています。
ご自由にお持ち帰り下さい！
土曜クラスは、ほぼ満席
となりました。
各クラスの残席情報は
HPに随時更新しています。

駐車場のご利用について

九響のリハーサルがある日は赤で
提⽰しています。絶対にスロープ
より上には停めないで下さい。
リハが終わるまで出せなくなりま
す。今までに、出せなくなった方
がいらっしゃいます。空いていて
もＮＧですよ！
駐車可能スペースにつきましては
HPに写真付きで載せていますの
でそちらからご確認ください。



どのクラスも元気にスタートしました。4月より母子分離になる年少クラスもとても順調です。母子分離が早いと1年間の

レッスンがとてもスムーズに進みますよ。どのクラスも1年後がとても楽しみです。4月より3名の講師がクラスを担当して

おりますが、レッスン前後ともとても念入りに打ち合わせをしていますので今まで以上により良いレッスンができるのでは

ないかと感じています。私も自分自身がアシストに入ることで一緒に子ども達と動けますし、距離も近くなり今まで以上に

子ども達に目が行き届くようになりました。

…すえながの森リトミックコース…

「てくてく歩いてきて」は、保育園や幼稚園でもよく歌われるお歌です。
いろんな歩き方でご挨拶をしました。⾧いビートを感じるエクササイズ中
心にレッスンをしました。しっかりと 身体を支えながらママやパパと一
緒に大きく揺れる！片足でしっかりと立てるようになると活動の幅が広が
ります。フープを使う事で楽しさがアップ！子ども達はマネっこの達人で
すので、ここは保護者の方が大きく揺れて見せてあげる事が大切です。
ビートからの発展として「飛ぶ」という活動を入れています。アナクルー
シス・クルーシスの活動につなげていきます。 佐々木

今月のメインサブジェクトは

すべての活動の基となる大切な土台です。

一年のスタート、まずはビートから！！

繰り返しの活動が定着につながります。

「今日のお昼（パン）は何にしようかな？」とおうちで口ずさむお子さま

いらっしゃいませんか？4月は年少以上のクラスでリズムの課題として取り

入れています。実はこの歌子ども達に大人気！！すえながの森リトミックの

定番にする事になりました。「できた！」のお歌や「大きなったら…小さく

なったら…」「お友達がやってきた∼」ななど…いろんな定番の仲間入りです。

新しいお友達や先生とのレッスンは大人にとっても少し緊張しますね。
そんな中でも親子で楽しみながら存分にビートを感じられるような活動を
中心にレッスンを展開しました。「おにぎりコロコロ」の絵本から、テニス
ボールをおにぎりに見立てて、握ったり転がって行くおにぎりを追いかけて
捕まえたり。全て、一定の刻みで言葉と動作を結びつけていきます。保護者
の方も一緒に動いて下さることで、小さな子たちも目で見て耳で聴いてそし
て身体で感じることができます。ステップ台の橋を渡る、こちらもビートを
感じて渡ります。今の活動が、今後成⾧と共に身体を上手に使えるように
なった時にピタッ！と合わさり、ビートに合わせて気持ちよく動けるように
繋がっていきます。みんな積極的に楽しく渡れました。最後にディスクベル
の「チ∼ン！」で沢山の笑顔が弾けていました。 森

主な活動内容 バランスボール、ステップ台(登って降りて、橋を渡ろう）
様々なビート(絵本「おにぎりコロコロ」)

主な活動内容 「てくてく歩いてきて」・バランスボール・⾧いビート
平均台（アナクルーシス・クルーシス）・拡大と縮小

絵本「おにぎりころころ」を使った絵本リトミック。おにぎりを「ぎゅぎゅ」
たまごは「ぴょこぴょこ」、イメージの世界で音楽のゆらぎのままに身体を
動かしている微笑ましい光景があります。そんななかでもパパやママが言葉と
動きをしっかり伝えることで、子どもたちはビートの違いを感じることができ
ていますよ。スカーフを使った活動では、あおむしさんになったりちょうちょ
さんになったり、フレーズを感じる体験をしています。 中村

主な活動内容 バランスボール・ビート・高低
絵本リトミック「おにぎりころころ」スカーフ(フレーズ)



…すえながの森リトミックコース…

♪あんたがたどこさを題材とした活動では、「さ」のタイミングで手をた
たいたりボールをついたりしました。この「さ」のタイミングは不規則で
いわゆる「変拍子」です。ビートを感じながら「変拍子」の不思議な感覚
を体験しています。おやつのピクチャーカードを使ったかるたゲームでは、
カードを取った子をリーダーにリズム打ちをしています。リーダーに立候
補したり、お友達の様子を見ながら手助けをしてみたり。最近のレッスン
ではチームのような一体感を感じます。リトミックを通して心も大きく成
⾧している様子がみられること、とても嬉しく思います。 中村

主な活動内容 即時反応(⾧調・短調)  おやつカードでかるた ♪あんたがたどこさ

ホップさんにとって最大の難関！母子分離をスムーズにクリアしとても順調
なスタートが切れました。子ども達は全ての活動に積極的且つ素晴らしい
集中力で取組んでいます。４月はビートを中心に様々な要素を織り交ぜて展
開しています。フープを使って、お引越しゲームはビートに合わせて動くこ
とに加えて同じフレーズ感で動く、更に「次はどこへ行こうかな？何歩で着
くかな？」等、空間を認識する力が育っていきます。子どもたちが大好きな
ぬいぐるみのお手玉を使った活動は1∼5までを歌いながら高低を感じます。
ぬいぐるみが小さなフープに入れば１つクラップ、寝てしまったら、おやす
みなさいのポーズで「グー」（休符）です。休符もしっかり感じられると
ビートが安定してきますね。
ゴールデンウィーク明け、また元気な子ども達に会えますように…！ 森

主な活動内容 お引っ越しゲーム(ビート、空間認識、フレーズ)、
お友達がやってきた(ソルフェージュ、ビート)

メトロ―ノームを使ってエクササイズ。「絶対に走ってはいけないゲーム」は
子ども達が大好きなエクササイズです。メトロノームを使う事で速さが視覚化
され、また走らずに歩く事で違いを感じられます。テンポが速くなると動き方
の歩幅も変わりますね。時間・空間・エネルギーにつながります。おとなが思っ
ている以上に、子ども達は自分の身体を上手に使う事が難しいです。リトミック
のエクササイズでは、身体を上手に使う事も学びます。
チョコパンのリズムは無限に展開できます！チョコパンは2拍子で感じる事が多
いのですが、3拍子や8分の6拍子でのチョコパンにも挑戦してみました。強拍の
位置が拍子によって変化するのでちょっと変なかんじです。まずは体験から！

佐々木

主な活動内容 「絶対に走ってはいけない」・「チョコパン」で拍子・ビートセッション
ボディパーカッション

小学生になるとアルプス一万尺も知っているようですね！まずはしっかり動作
確認をして来月は拍子を変えて発展させます。3拍子のアルプス一万尺楽しい
ですよ。レッスンは、子ども達の意見を尊重しながら進めていきます。
思わぬ方向へと変化する場合もあり、それもまた楽しいです。
セッションでは、ビートのセッションからリズムセッションへ進めました。
自分で考えたリズムの譜を起こし、楽器や身体（ボディーパーカッション）を
楽しみます。相手の音が聴けるようになると、仕掛けたり、仕掛け返されたり
する様子が見られるようになりセッションの醍醐味味わう事ができます。

佐々木

主な活動内容 ビート・ビートセッション・ボディパーカッション・リズムセッション・拍子
「チョコパン」 アルプス一万尺

アルプス一万尺は、まずは動作を覚える事から始めています。拍子を変えて
発展させる予定です。年⾧もメトロ―ノームを使って「絶対に走ってはいけ
ないゲーム」を楽しみました。走らずに歩く事で早歩きの時の 身体の使い
方の違いも経験しています。「時間・空間・エネルギー」スポーツはもちろ
ん日常の生活の中でも持っているとかなり有効な力発揮する能力です。同じ
く年⾧もチョコパン リズムを楽しんでいます。また、しっかりとビートを
体感した後は、簡単なビートセッションを楽しみました。決められたリズム
ではなく、ビートをたたくだけでも偶然できるリズムのおもしろさを感じま
した。 佐々木

主な活動内容 「絶対に走ってはいけない」・ビート・拍子・ビートセッション
ボディパーカッション 「チョコパン」で拍子 アルプス一万尺



ぽ あ こ

編集後記

思いがけず「編集後記いつも楽しみにしています」というお言葉をたくさんいただきとても嬉かった

です。ありがとうございました！編集後記には、裏話やプライベートな事、私のつたない考え・想いな

どを書かせてもらっています。思いつくままに…ですがお読み頂けると嬉しいです。

さて、今月もPDFでのお便りの見せ方に試行錯誤しましたが、印刷ではできなかった部分について

「とても見やすくなりました」とご感想を頂いています。一番多く頂いたのが「カレンダー」。

見やすいとわかっていてもこのような贅沢なレイアウトは印刷の場合できませんでした。あと写真の

掲載や、背景にしっかりと色づいたイラストや図形などもインクの消耗が激しくできなかった事です。

今後はレッスンの雰囲気なども、写真なども交えわかりやすくお伝えできたらいいなと思っています。

今月は、聴くという事をテーマに取り上げています。「聞く」ではなく「聴く」です。

リトミックの場合、聴いて感じて自分の考えで動くという事が大切です。そのエクササイズを繰り

替えす中で音楽的に感じられるように導いていきます。（ここが指導力の必要な部分です）

音楽の感じ方は自由ですがハチャメチャでも困るわけですから、教え込むのではなく経験しながら

気づけるようになります。講師の言葉がけ次第で、レッスンの質が変わる部分です。

私達講師も、真摯に向き合い、学び、研磨を重ねています。

ピアノの課外レッスンでの聴音。しっかりとピアノが弾けるのに、楽譜が書けない？という事に直面

しています。想定していた以上に多いです。聴音で楽譜を書き取るという事にはたくさんの要素が絡ま

ります。ピッチを聴きとれる、拍感が聴きとれる、聴きとった音を覚えながら次に進める（つまり耳と

手が違う作業をする）などなど…う∼ん。なかなかですね。学習にも役立つのは言うまでもありません。

「聴く」と言う事を語り出したら、止まらないんだという事に気づいた今日この頃です。

興味のある方はいつでもお尋ねください。熱く語ります（笑） 佐々木まき


