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１．はじめに

　近年、日本では「音楽アウトリーチ」という名

のもと、特に公共ホールや小学校などの教育機関
を中心に、音楽家がさまざまな場所に出向き、体
験活動などを盛り込んだプログラムで行う音楽普

公民館で行う音楽アウトリーチの可能性
―府中南公民館でのアウトリーチ活動の事例から―

髙　橋　千　絵＊、末　永　雅　子＊＊

Potential for Musical Outreach at Community Centers
―Outreach activities at Fuchu Minami Community Center―

Chie TAKAHASHI, Masako SUENAGA

　In recent years in Japan, music popularization activities under the name of “musical 
outreach” have been carried out enthusiastically as part of programs that incorporate 
experiential activities, with musicians traveling to various locations, particularly public halls and 
elementary schools and other educational institutions. However, comparatively little musical 
outreach has been carried out by community centers, which are regional social education 
centers. In the present study, from the results of questionnaire surveys carried out at actual 
outreach events at community centers, it was found that musical outreach at community 
centers differs from outreach at elementary schools and other educational institutions. Obtaining 
the cooperation of parents, guardians and community residents 1) leads to the creation of an 
environment in which parents and children can enjoy music; 2) results in an increased amount 
of time devoted to music in daily life; and 3) results in increased opportunities for parents and 
children to talk about music. Change was observed among parents and guardians themselves 
when they participated with the children. This change led to concrete actions on the part 
of parents and guardians, including “attending concerts” and “starting musical instrument 
lessons,” and it appears that outreach at the community center was effective as an “activity 
that widens the circle of music,” which is the expected role of musical outreach. In the future, 
we would like to gather more evidence demonstrating that musical outreach at community 
centers is not only a music popularization activity for children and their parents and guardians, 
but is also a part of music-centered community building with local residents.
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（料理、囲碁、将棋、そろばん）、小中学生を対象
にした「子ども体験教室」、学生を対象とした「学
習室の開放」を主催している。
　平成23年から平成24年に府中南公民館が開催し
た「子ども体験教室」での音楽アウトリーチは、
平成23年２月５日「ピアノとオーボエの不思議～
音の出る仕組みや音楽の楽しさを、体験しながら
学んでいこう～」、平成23年７月29日「パイプオ
ルガンを演奏してみよう！」、平成24年２月４日
と３月10日の２回シリーズで開催した「リコー
ダーの不思議、音楽の楽しさを体験しよう～チェ
ンバロとともに楽しむアンサンブル～」の４回で
ある。
　それぞれの概要と参加者の人数は以下の表１の
とおりである。
　筆者は４回の実践のうち第２回を除く、平成23
年２月５日、平成24年２月４日、３月10日の３回
についての音楽アウトリーチで実践を行った。

及活動が盛んに行われている。
　公共ホールにおいて音楽アウトリーチ活動に関
心が向けられるようになった背景はいくつかある
が、日ごろ音楽に触れる機会のない市民に対して
音楽アウトリーチによって働きかけることで、新
しい観客の増加や将来の観客育成を図ろうという
目的のために行われることが多い。また、小学校
などの教育機関での音楽アウトリーチは、「総合
的学習の時間」の導入に伴い増加していったもの
と考えられ、現在さまざまな小学校などで音楽ア
ウトリーチが取り入れられている。
　しかし、地域の社会教育施設である公民館を主
体とした音楽アウトリーチはあまりおこなわれて
いないという現状がある。もともと公民館は子ど
もから高齢者まで幅広い年齢層の人々が使用する
ことができる地域の生涯学習推進の中核的な役割
を担っている施設である。
　本研究では、平成23年から平成24年に府中南公
民館主催で行われた、４回の音楽アウトリーチの
実践事例を通して、公民館の要望をどのように取
り入れ音楽アウトリーチのプログラムを組んだの
か。公民館を主体とした音楽アウトリーチが子ど
もたちにどのような効果をもたらしたのか、公民
館にとってどのような効果があったのか、を明ら
かにすることで、公民館での音楽アウトリーチが、
公共ホールや小学校などの教育機関での音楽アウ
トリーチとは違い、どのような効果や可能性があ
るのかを検証し、公民館を主体とした音楽アウト
リーチが積極的に取り入れられるきっかけとした
い。

２．府中南公民館の事例から

2-1　実践の概要と調査方法
　府中町立府中南公民館がある府中町は、周囲を
広島市に囲まれ、安芸郡の飛び地という全国的に
みても特徴のある形態をしている地区である。
JR向洋駅の開通により集落が形成され、マツダ
の発展とともに急速に市街化が進み、近年は特に
マンション等の立地により人口が徐々に増加して
いる。府中南公民館は昭和37年に開館し、平成24
年に50周年を迎えた歴史ある公民館である。
　府中南公民館では、現在、青少年の健全育成活
動として小学生を対象とした「放課後子ども教室」

表１　府中南公民館　子ども体験教室　概要
月日・場所 テーマ・実践者 参加者

第
１
回

平成23年
２月５日

広島文化
学園大学
広島 長束
キャンパス
音楽講義室

「ピアノとオーボエの不
思議」～音の出る仕組
みや、音楽の楽しさを、
体験しながら学んでい
こう～

ピアノ／末永雅子
オーボエ／髙橋千絵

（ 広島文化学園大学学芸
学部学生８名）

［小学生］
男子３人
女子13人

［大人］
男性０人
女性７人

第
２
回

平成23年
７月29日
広島女学
院大学

ゲーンス
チャペル

「パイプオルガンを演奏
してみよう」

オルガン／玉理照子

［小学生］
男子３人
女子19人

［大人］
男性０人
女性11人

第
３
回

平成24年
２月４日
府中南
公民館
ホール

「リコーダーの不思議、
音楽の楽しさを体験し
よう」
～チェンバロとともに
楽しむアンサンブル～

チェンバロ／末永雅子
リコーダー／髙橋千絵

（ 広島文化学園大学学芸
学部学生６名）

［小学生］
男子３人
女子19人

［大人］
男性０人
女性７人

第
４
回

平成24年
３月10日
府中南
公民館
ホール

［小学生］
男子３人
女子19人

［大人］
男性０人
女性４人

（府中南公民館事業報告書より筆者が作成）
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オ
ー
ボ
エ
の
紹
介
と
体
験
活
動

内容 演奏曲目

導
入

・ オーボエを身近な楽器
として受け入れる。

・ オーボエの音色を知る。

「白鳥の湖」より
“情景”
（チャイコフスキー）

楽
器
紹
介

・ 楽器に触れる体験（キィ
を押す）を通して楽器
の仕組みを知る。

「風笛」
（大島ミチル）

楽
器
体
験

・リード材の配布。
・ ストローリード＆オー

ボエリード試奏体験。
・リード制作の実演。

「チャルメラ」
（ストローリード実
験）

演
奏

・ オーボエは色々な表情
を表現できる楽器であ
ることを知る。

「オヴィデウスによ
る６つの変容」より

“バッカス”
（ブリテン）

ピ
ア
ノ
の
紹
介
と
体
験
活
動

導
入

・ 聴いたことのある楽曲
の演奏により意識をピ
アノへ移動させる。

「ノクターン」
（ショパン）

楽
器
紹
介

・ ピアノの豊かな響き
は、木と大きな鉄骨フ
レームから作り出され
ていることを知る。

「ムーンライト」
（オルゴール実験）

楽
器
体
験

・ 弦、ハンマー、ヘッド・
ウイッペン・ダンパー
ヘッドなどのパーツを
手に取って見る。

・ ピアノの下にもぐって
音を聴く。

「ロミオとジュリ
エット」より

（プロコフィエフ）

演
奏

・ ３本のペダルのそれぞ
れの役割について説
明・ピアノが作り出す
さまざまな音色の違い
を感じる。

「星の鏡」（西村朗）

オ
ー
ボ
エ
と
ピ
ア
ノ

演
奏

・ オーボエとピアノ、そ
れぞれ１つの楽器だけ
の演奏も楽しいけれど
一緒に演奏するともっ
と楽しい。

「オーボエソナタ」
より第１・３楽章

（サン＝サーンス）

ま
と
め

・ 楽器のさまざまな秘密
を知ることで、音楽を
聴くときの楽しみ方が
変わる。

たちが楽器に触ったり、一緒に体験しながら、音
楽に触れる」という目的を達成し、「子どもたちに、
学校では見る機会のない楽器に触れさせたい」と
いう要望に応えるために設定したプログラムで、
50分の内容を３部に分け、それぞれの楽器紹介と
体験活動の後に、アンサンブルの楽しさを知る活

　本研究では、これら４回の「子ども体験教室」
での音楽アウトリーチに関する事業報告書と、子
ども、保護者、府中南公民館職員を対象に行った
アンケート調査を元に、公民館で行う音楽アウト
リーチの効果や問題点についての分析と考察を
行った。

2-2　事例研究
　表１に示された４回の音楽アウトリーチの実践
について、府中南公民館の事業報告書および、起
案などをもとに、それぞれの回の目的がどのよう
に設定され、実際にどのような内容で実施された
のかを分析するとともに、アンケート調査による
結果をもとに公民館での音楽アウトリーチの効果
と問題点について考察していく。

①第１回体験教室
　第１回目の体験教室の目的は「音楽の演奏会を
一方的に受け身で聞くのではなくて、子どもたち
が楽器に触ったり、一緒に体験しながら、音楽に
触れていく。館外へ出ることで団体行動すること
のルールを身につける。」と設定され、対象を小
学１年生から６年生（小学１年生から３年生は保
護者同伴）。募集の定員は20名とした。
　会場は、館外へ出るという目的を達成するため
に広島文化学園大学　広島　長束キャンパスの音
楽講義室に設定し、参加者は府中南公民館よりマ
イクロバスで移動することにより、団体行動を伴
う講座となった。
　内容は、オーボエとピアノの音の出る仕組みや
特徴を、部品に触れる、楽器に触れる、試奏する
などの体験を通して楽しみながら学ぶ音楽アウト
リーチ（50分）と、広島文化学園大学学芸学部の
学生らの演奏による２台のピアノ（12手）、２台
の電子オルガン、クラリネット、ナレーション、
映像による「動物の謝肉祭」（30分）の鑑賞体験
という２部形式で実施した。これは事前の打ち合
わせにより「子どもたちに、学校では見る機会の
ない楽器に触れさせたい」「大きな楽器編成によ
る演奏を聴かせたい」「90分のプログラムを組ん
でほしい」という公民館の要望を考慮し決定した
内容である。
　表２は、第１回の音楽アウトリーチの実践内容
を示したものである。公民館が設定した「子ども

表２　第１回体験講座の実践内容

（アウトリーチ進行シートより筆者が作成）
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め事業報告書をもとに内容について少し触れてい
きたい。
　第２回目の体験教室の目的は「夏休みを利用し
て小学生が学年の違う子ども達と一緒に、または
親子で音楽などのいろいろな体験をすることに
よって有意義な時間を過ごし、心が豊かになるこ
とを目指す。」と設定し、対象を小学１年生から
６年生（小学１年生から３年生は保護者同伴）。
募集の定員は20名としている。また、会場は広島
女学院大学のゲーンスホールで第１回と同様マイ
クロバスでの移動とした。
　内容は、講師によるパイプオルガン演奏「小フー
ガ　ト短調」（J. S. バッハ）、「トッカータとフー
ガ」（J. S. バッハ）、パイプオルガンの歴史や構造
についての話、パイプオルガンの中の仕組みを見
る、参加者によるパイプオルガンの演奏体験、チャ
ペル外側に出て壁にあるカリオンの音を聴くとい
うプログラムで実施された。
　参加者によるパイプオルガン体験では、講師が
左手の伴奏をつけることで、ピアノ経験のない子
どもも右手だけの演奏体験でパイプオルガニスト
のような気分を味わうことができた。また、子ど
も達の演奏体験後につきそいの保護者の演奏体験
も実施した。

③第３回体験教室
　第３回目の体験教室の目的は、１回目の目的と
同じく「音楽の演奏会を一方的に受け身で聞くの
ではなくて、参加者が楽器の仕組みについて説明
を聞き、触ったり演奏体験をしながら音楽に親し
んでいく。」としている。また、「平成23年３月に
開催した館外学習「ピアノとオーボエの不思議」
の参加者より、また音楽に関することを学びたい
という声があがったため、その参加者（希望者）
を中心として２回シリーズで体験教室を実施す
る。」とし、対象を「ピアノとオーボエの不思議」
の参加者（希望者）と小学３年生～中学２年生若
干名で合計30人と設定された。
　内容は、チェンバロとリコーダーの楽器紹介と
演奏をそれぞれピアノ、オーボエと比較しながら
紹介するコーナーと、木製のソプラニーノリコー
ダーからコントラバスリコーダーまでを使用した
リコーダーアンサンブルの演奏を交えた体験コー
ナーに大きく分けた。また、ソプラノリコーダー

動としてオーボエとピアノのアンサンブル演奏の
コーナーをもうけた。

写真２　ピアノのしくみを紹介している様子

写真３　大編成のアンサンブルによる演奏会の様子

写真１　オーボエを紹介している様子

①第２回体験教室
　第２回の体験教室は、筆者は参加していないた
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最初にオーボエとピアノによる演奏を聴くこと
で、前回の講座とシリーズであることを印象付け
るとともに、音楽の授業などで身近であるリコー
ダーがオーボエと同じ木管楽器である事。ピアノ
がチェンバロと仲間である事を興味を持たせなが
ら伝える工夫をした。
　また、同じ楽曲をオーボエとピアノ、リコーダー
とチェンバロでそれぞれ演奏し、楽器の違いによ
る響きや音色の違いを聴き分ける体験と木製のリ
コーダーを使用することにより、本物のリコー
ダーの音を聴く体験を実施した。

（小学生）・アルトリコーダー（中学生、保護者）
の演奏指導を行い、第４回の体験講座に向けて課
題を出す事で、参加者が次の講座の発表に向けて
練習するように促した。
　表３は第３回体験講座の実践内容を示したもの
である。参加者が第１回体験講座の参加者のため、

表３　第３回体験講座の実践内容

リ
コ
ー
ダ
ー
・
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
紹
介
と
「
聴
く
」
体
験
活
動

内容 演奏曲目

導
入

・ オーボエについて思い
出し、身近な楽器リ
コーダーとの接点をし
る。

「ソナタ２楽章」
（ルイエ）
※ オーボエ・ピアノ

演奏

楽
器
紹
介

・ リコーダーは「木管楽
器」の仲間であること
を知る。

楽
器
紹
介

・ ピアノとの違いを知る
ことにより、チェンバ
ロについて知る

　 （大きさ・材質・機能・
音量・音色）

「メヌエット」
「プレリュード」
（バッハ）

演
奏

・ リコーダーとチェンバ
ロの演奏を聴き、オー
ボエとピアノの演奏と
の違いを聴く。

「ソナタ２楽章」
（ルイエ）
※ リコーダー・チェ

ンバロ演奏

リ
コ
ー
ダ
ー
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
「
演
奏
」
体
験
活
動

導
入

・ リコーダーアンサンブ
ルの演奏を聴く。

「ピタゴラスイッチ
のテーマ」（リコー
ダー４重奏版）

楽
器
紹
介

・ リコーダーには様々な
種類があり、大きさに
よりそれぞれの音域を
担当していることを知
る。

楽
器
体
験

・ 様々な種類のリコー
ダーに触れる、試奏す
る体験をする。

演
奏
体
験

・ 管楽器の基礎技術を習
得する。

　 （ブレス・ロングトー
ン・タンギングについ
て）

・ チューニングの役割に
ついて知る。

「ふるさと」
「カノン」（パッへル
ベル）

ま
と
め

演
奏

・ 見本演奏を聴き、イ
メージを膨らませる。

「ふるさと」
「カノン」（パッヘル
ベル）

ま
と
め

・ 次回体験講座にむけて
の練習課題を知る。

（アウトリーチ進行シートより筆者が作成）

写真４　オーボエとリコーダーの比較

写真５　リコーダーアンサンブルの演奏を聴く体験

　さらに、第４回の体験講座で行う演奏発表会に
つなげ、リコーダーアンサンブルの楽しさを伝え
るために、学生によるリコーダーアンサンブルの
演奏を聴く活動や、管楽器のブレス・ロングトー
ン・タンギングなどの基礎技術を習得し、チュー
ニングの役割について知る活動を加え、課題を出
して終了した。
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　表４は第４回体験講座の実践内容を示したもの
である。第４回は第３回の続きの回として、導入
に第３回体験講座で出した課題の復習を実施し、
新たにアンサンブルに必要な指揮の見かた、ブレ
スの揃え方などを伝えた。
　さらにより音楽を深く味わう体験活動として、
簡単な楽曲分析を行いアンサンブルの楽しさを知
る「掛け合い」についてのアウトリーチを実践す
るとともに、音楽発表会で「演奏者としてステー
ジに立つ」体験としてステージマナーを伝えた。

④第４回体験教室
　第４回体験教室は、第３回体験教室とつながる
活動である。最終目的を「地域住民を招いての音
楽発表会の開催」とし、対象者は第３回体験講座
の参加者とした。
　内容は、第３回で課題とした宿題の確認、発表
会に向けてのステージマナー講座、アンサンブル
の楽しさをより理解するための「ソナタ２楽章」

（ルイエ作曲）の簡単な楽曲分析コーナー、最後
に休憩を挟んで「音楽発表会」とした。

表４　第４回体験講座の実践内容

発
表
会
に
む
け
て
の
復
習
と
練
習

内容 演奏曲目

練
習

・復習と課題の確認。 「ふるさと」
「カノン」
（パッへルベル）

体
験

・ 演奏のお約束。（指揮
の見かた、ブレスをそ
ろえる、良い姿勢、良
い呼吸、チューニング、
タンギング）

楽
曲
分
析

・ 掛け合いの魅力を知
る。

「ソナタ２楽章」
（ルイエ）

体
験

・ ステージマナーを知
る。（お辞儀の仕方、
姿勢、目線、表情、拍
手など）

ま
と
め

演
奏
発
表

・ 演奏者としてステージ
で演奏する体験を味わ
う。

・ 演奏を聴く態度を学
ぶ。

「ふるさと」
「カノン」
（パッへルベル）

（アウトリーチ進行シートより筆者が作成）

写真６　チェンバロを間近で見て触れる子どもたち

写真７　お辞儀の仕方を練習する子どもたち

　最後に地域住民を招いて30分の音楽発表会を開
催し、子どもたちの演奏の他に、広島文化学園大
学学芸学部音楽学科学生らによるリコーダーアン
サンブルの演奏と筆者ら講師によるオーボエとピ
アノの演奏を行い、講座を終了した。

写真８　音楽発表会の様子
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「ほかの楽器のふしぎについても、知りたいと思
いました。」「もっと楽器について知れたらいいな
と思った」「オーボエとピアノのことに興味をも
ちました」とあり、保護者の気づきとして、「テ
レビ等でオーボエの音を聞き取れるようになっ
た」「オーボエの音を意識するようになった」「楽
器店などでピアノの内部にとても興味を示したり
するようになりました」「リコーダーを買わされ
ました」と書かれていた。

100％

0％

（図２）楽器に関する興味

③音楽の授業への関心
　１人を除いた全員が「小学校の授業が楽しみに
なったと答えた。「学校で鍵盤ハーモニカを習っ
ているので、それにはまっています」「卒業演奏
に自ら立候補して、合奏に参加しています」「リ
コーダー吹きの宿題をする時間が増えました」と
いうコメントを書いていた。

90％

10％

（図３）音楽の授業への関心

④音楽活動への参加
　５年生女子２名がクラブ活動、合唱団などの音
楽活動を始めたと回答した。

３　アンケート調査の結果と考察

　筆者が実践を行った第１回、第３回、第４回の
体験講座終了後に参加した子どもとその保護者を
対象にアンケート調査を行い、計４回のアウト
リーチ実践を通して、子どもたちや保護者にどの
ような変化が見られたかを①音楽に対する興味、
②楽器に関する興味、③音楽授業への関心、④音
楽活動への参加、⑤積極的な音楽鑑賞、⑥習い事
の開始、⑦家庭内での変化、⑧保護者自身の変化
の項目に分け分析した。
　また、連続して２回シリーズとして実施した第
３回と第４回のアウトリーチ実践に関しては、１
か月間における子どもや保護者の変化を①アウト
リーチ活動直後の様子、②親子の会話、③日常生
活での音楽に対する子どもの変化、④積極的な演
奏鑑賞、⑤保護者自身の変化の５つの項目に分け
分析した。
　さらに、主催した府中南公民館の職員へのアン
ケート調査も行い、公民館でのアウトリーチによ
る効果や問題点、今後の展望などを検証した。

3-1　 ４回の音楽アウトリーチ実践を通しての変
化

①音楽に対する興味
　全員が「音楽が好きになった」と答えた。保護
者からのコメントには、「それまで興味のなさそ
うだったクラシック音楽についてもじっときいた
りするようになりました」「色々なジャンルの音
楽を聴くようになりました」「音楽が好きなので
さらに興味を持ったようです」と書かれていた。

100％

0％

（図１）音楽に対する興味

②楽器に関する興味
　全員が第１回のアウトリーチ後に「興味を持つ
ようになった」と答えた。子どもたちの感想には
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言っていました」「講座に行かなかった家族にも
教えていました」「元々、音楽の話をする機会は
多いのですが、さらに楽器の話をするようになり
ました」と書いていた。

50％ 50％

（図７）家庭内での変化

⑧保護者自身の変化
　９名中３名の保護者が、アウトリーチ後に保護
者自身の変化があったと答えていた。「クラシッ
クのCDを買ってみたりしました」「オーボエの音
を意識するようになった」と子どもだけでなく保
護者自身も音楽に対しての意識が変わったと書い
ていた。また「子どもは音楽を授業以外では興味
がないものだと思っていましたが、案外そうでも
ないのだなということが分かりました」など、普
段見ることができない、子どもの音楽と関わる様
子について考え方の変化があったことも書かれて
いた。

25％

75％

（図８）保護者自身の変化

　公民館での音楽アウトリーチは、小学校などで
のアウトリーチとは違い、事前に申し込みが必要
である事と、低学年は保護者同伴ということもあ
り、もともと音楽に興味を持っている子どもや、
子どもに音楽の楽しさなどを伝えたいという保護
者が参加していると考えられる。しかしながら①
から⑧のアンケート調査の結果から、公民館での
音楽アウトリーチを通して、より音楽への関心が

80％

20％

（図４）音楽活動への参加

⑤積極的な音楽鑑賞
　参加者のうち40％が、「知り合いにすすめられ
たバイオリン演奏会に行きました」「コンサート
の申し込みをしました」というように、第1回目
のアウトリーチ後に「演奏会に行くようになった」
と回答した。

60％

40％

（図５）積極的な音楽鑑賞

⑥習い事の開始
　５年生女子１名が１年間のうちに楽器を習い始
めていたが、具体的な楽器名については記入がな
かった。

90％

10％

（図６）習い事の開始

⑦家庭内での変化
　半数の子どもが、「親子で音楽について話すよ
うになった」と回答した。保護者も「テレビで楽
器演奏をみると、よく思い出して、楽器の名前を
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奏してみたいです」「オーボエとチェンバロがい
つかひいてみたいです」「次はピアノを体験して
みたいです」「もっとくわしい話もきいてみたい
です」と活動を通して体験した楽器をさらに体験
したいと書いた子どものほかに「きんかん楽器
や、てっきんもっきん（を体験したい）」「ほかの
がっきの事について体験してみたいです」「ハー
プ（を体験したい）」「ハーモニカ（を体験したい）」

「バイオリン（を体験したい）」と、体験していな
い他の楽器も体験してみたいと具体的に書いてお
り、３回目の講座の後の要望はより具体的にいろ
んな楽器の名前が挙がり、子どもたちの要望や期
待がより積極的になっている様子が伺える。

②日常の親子の会話で音楽の話をするか
　67％が「日常の親子の会話の中で、音楽につい
て話す機会が増えた」と感じており、「音楽は楽
しいとよく話をしています」「長女は（音楽的セ
ンスが）まったくダメで、次女と比べられるのが
イヤみたいで何も音楽を習わせていませんでした
が、リコーダーにすごく興味をもち、明るくなっ
てきました」と書いていた。

33％

67％

（図10）日常での音楽の会話

③日常生活での音楽に対する子どもの変化
　87％の保護者が日常生活の中で子どもの音楽へ
の興味が増していると回答した。特に「ピアノや
リコーダーの練習をよくするようになった」「リ
コーダーの練習をしています」「とても楽しそう
に毎日リコーダーの練習をしました」「リコーダー
の音色を感じながら練習をしていました」「リコー
ダー吹きの宿題をする時間が増えました」「引っ
込み思案で、発表を嫌がっていましたが１回目と
ても楽しかったと言って帰ってきた。家でも何度
か練習して楽しそうでした」など家庭でのピアノ
やリコーダーの練習に費やす時間が増えたと答え

強まり、音楽活動の参加や音楽鑑賞の機会増加、
音楽系の習い事の開始など、より積極的な音楽と
の関わり合いを持った子どもが居たことがわかっ
た。保護者も一緒に参加することで保護者自身の
変化もみられ、それが「演奏会に行く」「楽器を
習い始める」などの具体的な行動につながったも
のであると考えられる。

3-2　１か月間（平成24年２月から３月）の変化
　連続した２回シリーズとして実施した第３回目
と第４回目アウトリーチ活動の１か月間の家庭内
での子どもと保護者の変化について調査した。

①第３回のアウトリーチ活動直後の様子
　参加のうち93％の親子が、アウトリーチ活動の
後で活動の内容について話し合ったと回答した。

7％

93％

（図９）活動内容についての会話の有無

　特にチェンバロやリコーダーについての会話が
多く「チェンバロとピアノの違いについて話した」

「チェンバロという楽器について教えてくれまし
た」「いろいろなリコーダーがあったことにびっ
くりしていた」「家族に大きなリコーダーがある
事を嬉しそうに話していました」「今回来られな
かった姉（５年生）にくわしく体験教室の事を語っ
ていました」「呼吸法や、リコーダーの種類につ
いて楽しそうに話してくれました」「どんな種類
のリコーダーがあるか、アルトリコーダーは吹く
所が違うという話を聞きました」という記述がみ
られた。また「みんなで合奏する楽しさを話して
くれました」という記述もあり、自らが演奏する
楽しさについても家族と話していることが分かっ
た。
　また、参加した子ども全員が「また体験講座に
参加したい。」と答えていた。感想文には「今度
はバスリコーダーみたいな大きいリコーダーで演
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者が２名あった。家庭で子どもと一緒にリコー
ダーを吹くことで、日常的に音楽を楽しんでいる
様子が分かった。

　第３回と第４回のアウトリーチを２回シリーズ
にし「地域住民を招いての音楽発表会の開催」を
目標に、リコーダーの練習課題を出した事で家庭
で音楽に触れる機会や会話が増えたことが分かっ
た。また、子どもたちの身近な楽器であるリコー
ダーの本物の音（木製リコーダー）に触れ、さま
ざまな種類のリコーダによるアンサンブル演奏を
聴く事により、リコーダーに対する関心が強くな
り、それが練習意欲につながったものと考えられ
る。さらに演奏発表会には保護者も参加可とし、
保護者には小学生では演奏が難しいアルトリコー
ダーの演奏を任せたことにより、親子で一緒に練
習するなどの機会が増え、体験教室に参加できな
かった兄弟にまで音楽に関心を持たせるなど、音
楽に対する興味や関心が体験教室に参加した子ど
もだけでなく、保護者や兄弟にまで広がりを見せ
たことが分かる。
　このように公民館での音楽アウトリーチは、小
学校などでのアウトリーチと違い、保護者や地域
住民の協力を得る事で、親子で音楽を楽しむ環境
づくりにつながり、日常生活で音楽と関わる時間
が増加したり、親子で音楽の会話をする機会が増
えるなどの効果があったと考えられる。

3-3　府中南公民館職員へのアンケート調査結果
　本研究にあたり府中南公民館職員へのアンケー
トを行い①音楽アウトリーチを取り入れた理由、
②音楽アウトリーチを取り入れる際の問題点な
ど、③音楽アウトリーチがどのような効果があっ
たか、④今後の公民館での音楽アウトリーチに期
待することの４点を調査した。

①音楽アウトリーチを公民館で取り入れた理由
・ 子ども達が普段あまり見たり聴いたりしたこと

のない楽器に触れることで、音楽に対してより
関心を高め、いろいろなことに挑戦し、体験後
に喜びを感じ、自信を持ってもらえたらと思っ
た。

②音楽アウトリーチを行う際の問題点など

た保護者が10名おり、音楽活動に対して積極的な
姿勢になった子どもが増えたことが分かった。ま
た「最近、音楽に触れる回が増え、そのことで友
人や、学校の担任の先生とも話をすることもある
ようです」「いろいろなジャンルの音楽を聴くよ
うになりました」という生活面での変化に対する
記述や、「フルートを習いたいと言いだした」「妹
がピアノをやりたいと言い出した」「中学に入っ
たら吹奏楽部に入りたいという気持ちが強くなっ
たようです」など、さらに音楽を学びたい、もっ
と楽器をやってみたい、という意欲につながった
子どもが居ることが分かった。

13％

87％

（図11）日常生活での音楽に対する子どもの変化

④積極的な演奏鑑賞
　１か月という短い期間であったにもかかわら
ず、「知人がマンドリンをしているので…」「学校
の演奏会に行きました」と演奏会へ足を運んだと
いう家族があった。また「今年はまだ行っていま
せん」と今後、演奏会に行く含みを持った回答も
あった。

87％

13％

（図12）積極的な音楽鑑賞

⑤保護者自身の変化
　保護者自身の音楽に対する変化について「台所
で料理をしながらあいまにリコーダーを吹いて楽
しみました」「安いリコーダーを買ったので一緒
に演奏するようになりました」と書いている保護



― 31 ―

研　究　論　文　　

持って継続していき、達成された成果を発表で
きるようになり、またさらにその輪が広がって
いくことを期待する。

　公民館での音楽アウトリーチは、参加者人数の
調整の難しさや、低学年の場合は保護者の同伴が
必要であるなど小学校でのアウトリーチにはない
問題点がある。しかし、子どもたちが楽しそうに
参加している様子を見たり、一緒に演奏に参加す
るなどの活動により、親子で音楽を楽しむきっか
けを作ることができたと考える。
　さらに、親子で音楽の楽しみ方を知ると、演奏
会に行ったり、音楽系の習い事を始めたりといっ
た機会につながり、公民館が音楽アウトリーチに
期待している「音楽の輪が広がる活動」としてア
ウトリーチが有効であるという事が分かった。

４．おわりに

　今回のアンケート調査により、公民館での音楽
アウトリーチが、子どもだけでなく参加した保護
者の意識変化をもたらし、家庭での音楽の会話や、
音楽を通しての親子交流につながったことがわ
かった。これは小学校での音楽アウトリーチとち
がい、保護者が参加可能であったことが大きい。
また、公民館の場合は小学校での音楽アウトリー
チとは違い、もともと音楽に興味を持っている子
どもや、音楽に対して何かしらの知識や興味など
を子どもに得てほしいと思う保護者の参加が多い
ため、小学校とは違い音楽に対して積極的な親子
が多かったとも考えられる。しかし、親子が一緒
に音楽アウトリーチを受けることで、家庭で音楽
アウトリーチの内容についての会話や音楽につい
ての話題を共有することができ、子どもが音楽に
抱いた興味を保護者が受け入れやすい環境ができ
た事で、音楽の習い事を始めたり演奏会に行った
り、保護者自身も演奏をするなど、より発展した
行動にでた家庭も多くあった。
　このように、公民館での音楽アウトリーチは、
保護者が一緒に参加できる環境を生かした活動を
することで、家庭での音楽に対する意識変化をも
たらし、小学校における音楽の自宅学習の時間の
増加や、演奏会に行ってみるなどより豊かな音楽
生活を送るきっかけとなっていることが分かる。

・ 参加者が参加しやすい日と行事を組みやすい日
の調整。

・ マイクロバスでの館外学習の場合、バスの定員
と行事の定員が同じであるか、また低学年の参
加の場合に保護者同伴にしてもらうことで、参
加者の学年、人数が偏らないかということ。

・ 貴重な楽器を借りる際の搬入搬出や、公民館で
の保管の仕方が難しい。

③音楽アウトリーチはどのような効果があった
か。
・公民館にとって
　今後も同じような行事があればぜひ参加したい
という感想や、保護者からも子どもをまた参加さ
せたいという感想があったので、とても有意義な
体験の機会を提供する場となることができてよ
かった。
・子どもにとって
　普通に過ごしていたら出会えなかったであろう
楽器を体験することで視野が広がり自分に自信が
持てた。
　特別な人のみが楽器に出会えるのではなく誰で
もが気軽に触れることができる機会があったおか
げで音楽により積極的になれた。
　特別な楽器は演奏が難しいから自分には絶対演
奏できないだろうとか、触ってはいけないだろう
という固定観念が植えつけられる前に体験ができ
てよかった。
・保護者や地域の方にとって
　参加費がかからずに、個人ではなかなかできな
い特別な体験の機会を自分の子どもに与えること
ができてよかった。
　ある程度の人数（多すぎない人数）でみんなで
一緒に体験をすることができてよかった。
　体験をきっかけに子どもが喜びを感じ、特に音
楽に対して、技術の向上とまではいかなくても、
取り組む態度がとても積極的になってよかった。
　学校の先生からも何か変わったねと言われ、う
れしく感じた。

④公民館での音楽アウトリーチに期待すること
・ 企画の主旨に沿うことはもちろんのこと、音楽

アウトリーチをきっかけとし、そこから参加者
が自主的に音楽にまつわる活動を始め、目標を
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・ 小山文加（2009）「学校音楽教育とアウトリー
チ活動の関係を考える―学習指導要領を中心に
―」『音楽芸術マネジメント』第１号

・ 梶田美香（2010）「地域全体を対象にしたアウ
トリーチを目指して―小学校へのアウトリーチ
を参観した保護者の変容から―」『音楽芸術マ
ネジメント』第２号

・ 梶田美香（2010）「音楽科におけるアウトリー
チの効果―小学校からの実践報告―」『学校音
楽教育研究』第14巻

・ 梶田美香（2011）「創作のアウトリーチにおけ
る子どもたちの変容―創造力の刺激を期待して
―」『音楽芸術マネジメント』第２号

・ 河添達也・小川彩由子（2010）「鑑賞授業にお
ける音楽アウトリーチ活動の実践研究」『教育
臨床総合研究９』

・ 久保田葉子（2009）「子供のための学校訪問コ
ンサート―音楽を届けること、音楽を通して伝
えること―」『尚美学園大学芸術情報研究』第
16号

・ 佐野美奈（2010）「音楽経験プログラムによる
活動実践の導入過程における学生の意識の変容
－授業実践「保育指導法表現Ⅰ・音楽とリズム」
の意識調査から」日本音楽教育学会vol.7 no.3

・ 末永雅子・髙橋千絵（2011）「音楽によるアウ
トリーチ活動におけるプログラムに関する一考
察　―ビーチングの３つの目標を基に―」広島
文化学園子ども・子育て支援研究センター年報、
第１号

・ 砂田和道（2006）「クラシック音楽におけるア
ウトリーチ活動とそれに関わる音楽家養成の課
題」『文化経済学』第５巻　第３号

・ TANアウトリーチハンドブック制作委員会
（2007）『NPOトリトン・アーツ・ネットワー
ク　アウトリーチハンドブック』

・ 林（近藤）睦（2003）『音楽のアウトリーチ活
動に関する研究－音楽家と学校の連携を中心に
－』大阪大学大学院文学研究科博士論文

・ 林　睦（2003）「音楽家と学校の連携－その課
題と方法－」『関西楽理研究（20）』

・府中南公民館（2011）「事業報告書」
・府中南公民館（2012）「事業報告書」
・府中南公民館パンフレット
・ 的場康子（2003）「アウトリーチ活動の意義・

　また、音楽アウトリーチで得た知識などを子ど
もたちが「音楽発表会」で発表することにより、
地域住民と子どもたちとのつながりも育むことが
できた。
　しかし、公民館で音楽アウトリーチを行うには、
学校行事との日程調整や、アウトリーチを行う音
楽家の確保や謝礼の問題、楽器の取り扱い、会場
の環境（音響や設備）などの問題も多くある。ま
た、音楽家にとっては、小学校でのアウトリーチ
と違い事前にどのような子どもたちが参加するの
かの情報を入れにくいことと、幅広い学年に対応
したプログラム作りをしなければならないなどの
問題点もある。
　公民館での音楽アウトリーチは、地域住民や保
護者の交流や、学年や学区をまたいでの子どもた
ちの交流など、音楽を通した縦と横のつながりを
深めることができるという利点と、対象者が絞れ
ないという難点が混在しており、音楽家はプログ
ラムを組む際にさまざまな配慮が必要であり、公
民館の求めている内容との照らし合わせや、子ど
もから大人までが一緒に楽しめる内容にする工夫
が必要である。
　本研究での４回の音楽アウトリーチ実践では公
民館での音楽アウトリーチが、子どもたちの学校
での音楽学習に対する姿勢の変化や、家庭でどの
ように音楽に触れているかの変化など、音楽に対
する積極的な姿勢への変化がみられたことや、地
域住民や他学区の子どもたちとの交流など、さま
ざまな効果があったことがわかった。
　今後は、公民館での音楽アウトリーチが、子ど
もたちやその保護者への音楽の普及活動だけに留
まらず、音楽を中心とした地域住民とのコミュニ
ティーづくりにどのように貢献できるのか、研究
を行いたい。
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