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ミュージックチャイルドにおける音楽療法の実際
― 2つの事例より―

大川　千尋1、小坂　靖代2、和田　玲子3

A practical study of music therapy at "Music Child"
－focusing on two cases－

Chihiro OKAWA, Yasuyo KOSAKA, reiko WADA

This study is about two cases of private person music therapies which were conducted 
at child-rearing support center, "Music Child". Results showed that children could express 
more various body expressions and became to be able to move much more actively by 
expanding their ranges of motions over eight months private person music therapies.  
These results implied that music therapy is effective on children on disabilities.

キーワード：音楽療法 Music Therapy、障がい児 children on disability、子育て支援 
child-rearing Support

Ⅰ．はじめに

　広島文化学園大学・短期大学　子ども・子育て
支援センターでは、平成22年度より特別な支援を
要する幼児・小学生を対象とした音楽療法「ミュー
ジックチャイルド」を、非常勤講師とともに行っ
てきた。23年度から「音楽療法実習Ⅰ」の実習先
として、音楽学科の 2年の（音楽療法士資格取得
希望者）履修学生が、非常勤講師の行う音楽療法
セッションを見学し学んでいる。また、28年度か
らは、卒業生が音楽療法を学ぶ場として、提供し、
児童領域を専門とする音楽療法士の育成に力を入
れている。
　「ミュージックチャイルド」の目的は、音楽を
ツールとし、意図的計画的に子どもの発達を支援
することである。これまでも、対象児の行動の変
容や発達を促進するとともに、対象児の表現力の

向上により、保護者が子どもの変化を喜び、より
望ましい親子の愛着形成が得られたなどの成果が
見られてきた。今回はミュージックチャイルドで
実施した 2事例に関して報告する。

Ⅱ．事例 1：肢体不自由児に対する音楽療法

　このセッションは、四肢麻痺、未熟児網膜症で
ほぼ視力のない男児一人、母親一人と、セラピス
ト（以下Thと表記）二名で行う。彼が、今ある
機能を活かしてできることを増やすため、また新
しいコミュニケーションの手段を引き出すため、
音楽を用いて関わっていく。

Ⅲ．事例 1の概要

①　  対象児について：A男児。当時七歳。特別支
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援学校に通う。
　　  超低出生体重児。未熟児網膜症。精神運動発
達遅延。

②　家族構成：父・母・本人の三人家族。
③　性格：明るい、おどける時もよくある。
④　  コミュニケーション能力：はっきりとした言
葉はないが、よく声を発する。言葉は理解し
ており、楽しい時には声を出して笑う。

Ⅳ．セッションの目標と方法

　目標①　  発声がよく見られ、右手の動きが活発
なので、そのことを活かし他者とのコ
ミュニケーション能力を上げる。

　方法①　  Aの発声や手の動きを感じて、Thが
音を出す活動を行う。

　目標②　  動かしづらい部位（左手、脚等）の運
動機能を高める。

　方法②　  腕や脚、手のひらや足裏など、様々な
部位に楽器を当て、感触や音の振動を
味わってもらう。その際、ThはAの
指の反り、硬直など微細な反応も良く
感じ取り、言葉もしくは音で反応する。

Ⅴ．音楽療法の実施内容

　全セッション 8回のうち、1、2回目をⅰ期（ラ
ポール形成の時期）、 3～ 5回目をⅱ期（気持ち
を表出することが増えた時期）、 6～ 8回目ⅲ期
（より能動的な意思表示がみられた時期）とした。

セッションの内容
〈基本のプログラム〉
　 1、  こんにちはの歌：歌いかけながらタッチン

グを行う。
　 2、  楽器活動：目標に合わせた楽器を用い、音

楽で動きを誘発する。
　 3、 お話音楽：お話に歌と音楽をつけ、聴かせる。
　 4、  おしまいの歌：歌いかけながらタッチング

を行う。

ⅰ期（ラポール形成の時期）
セッション 1―歌いかけるたび、ニコッと微笑
み、緊張していない様子。発声も多くみられる。

カバサをたたいて鳴らす活動では右手がよく動い
た。左手の動きを促すも、左はあまり動かせず右
手で反応していた。歌いながら足裏でカバサをゴ
シゴシ鳴らし、途中で歌とカバサの動きを止めて
みると、しばらくして足の指が反ったため、それ
を音楽再開の合図とし、数回STOP＆GOをくり
かえした。タンバーの上に足を乗せ、歌いながら
叩いて振動を味わってもらう活動中、STOPする
とタンバーをぐーっと押す反応があったため、そ
れを合図にタンバーを鳴らしたり、止めたりして
音を楽しんだ。
セッション 2―チャスチャス（木の実がいっぱ
いついた楽器）の音を聴いてもらうと、右手が動
き、口が開いた。自ら楽器に触れようとするサイ
ンとみられる。左手に楽器を当てると笑顔がみら
れた。声かけに対して、右手をあげる反応が見ら
れた。お話音楽のカスタネットの音を聴くと右手
が活発に動いた。

ⅱ期（気持ちを表出することが増えた時期）
セッション 3―積極的に、カバサを右手で叩い
てならす。左手に持っていくと、手をぎゅっと握
り込んでしまう。目線は左手の方に向いており、
右手があがっていたことから、左手も動かそうと
していることが読み取れた。楽器を片づける際、
「またねー」と言うと、右手をあげた。次の楽器
を片づける時も、同様の反応を示した。お話音楽
でカスタネットの音が鳴り出すと、右手を動かし
アピールしていた。また、初回から継続している
お話なので見通しができており、次は自分の番と
いう時に先に反応して手をあげていた。お話音楽
の最後と、おしまいの歌の最後に、「うぅー」と
両手足をもごもご動かす動きが見られ、終了をし
ぶっているように見受けられた。このことから活
動の終わりを理解していることがわかった。
セッション 4―マラカスを叩いてならす活動中、
「終わるときお腹の真ん中に手をやってね」と言
うと、曲の終わり頃に叩くのをやめ、手をお腹の
方に自ら動かした。このことから曲の終わりを理
解していることがわかった。この回から、新しい
お話音楽に変えてみると、緊張気味だったが、す
ぐに慣れ、パターンを自ら理解し、お話の最後の
方には、歌に合わせて大きく手を上げ、楽しんで
いた。
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Ⅵ．結果と考察

　Aは初めから明るく、好奇心旺盛であり、優等
生のような児童であった。しかし、最後の方には
あえて言うことをきかずにThを困らせて笑うな
ど、いたずらっ子の一面も見せている。このこと
は、AとThの間に信頼関係ができ、より複雑で、
人間的なやりとりができるようになったことの表
れではないかと思われる。
　また、気持ちを声や表情に乗せて的確に表現で
きるようになったことは、お話音楽で見せた音楽
をよく感じ取り、自ら表出する表現を変化させて
いたことに示されていた。また、カスタネットの
音を聴くと、それまでよりももっと右手がうごく、
笑うなどの反応を示しており、彼がカスタネット
の音を好んでいることがうかがえた。これらの事
はAの積極的にアピールによって、Thにも十分
理解できた。
　Aが、手を動かすだけでなく、意図的に動きを
止めることで、「終わりたくない」「大きな音を鳴
らしたくない」など、強いメッセージを送れるよ
うになったことは、着目すべき点のひとつであ
る。目標②にあげているのは、動かしづらい部位
の運動機能を高めることだったが、セッションを
受けることで、Aはその動かしにくい左腕の動き
を自らの意思で止めることが出来るようになり、
「音を鳴らさない」ことに成功している。

Ⅶ．事例 2：自閉症児に対する音楽療法

　このセッションは、自閉症の男児一名、母親一
名、Th二名で行う。自分の世界に閉じこもりが
ちな自閉症児に対し、他者とコミュニケーション
が取れるようになってもらう。また音楽遊びを通
してルールを理解できるようになることを目標と
する。

Ⅷ．事例 2の概要

①　対象児について　B男児。当時 6歳。自閉症。
②　家族構成　父、母、本人、弟の四人家族。
③　性格　　几帳面。マイペース。慎重。
④　  コミュニケーション能力　「イィー」「わー」
など発声がみられる。

セッション 5―カスタネットを右手で鳴らして
もらっている際、ピアノが高音でアピールを繰り
返すと目をキョロキョロする反応がみられ、周り
の音をよく聴いていることがわかった。その活動
の最後で、急にカスタネットを叩かなくなった。
終わりたくないサインととらえ、「最後を叩いた
ら次の楽器が出るよ」と声かけすると、その意味
を理解したようで、ようやく手が動いた。

ⅲ期（より能動的な意思表示がみられた時期）
セッション 6―ファイバーカバサ（適度に大き
く、カラフルな色のカバサ）を使用。左手はやは
り握り込んでしまう。オーシャンドラムは、Th
がAの左腕を持ち上げて、手を離すと落ちてきた
左手に楽器が当たって音が鳴るように補助して使
用。高いところで手を離すと、大きな音が鳴り驚
いていた。その後、高いところで手を離されると、
楽器に当たる前に手をとめた。この回から、三つ
目のお話音楽に変更。ネコが登場するときはカス
タネットを使用したが、この時、Aは声を出して
笑っていた。
セッション 7―前回オーシャンドラムでやった
活動を、タンバリンを使用して行う。腕の高さ
を、低い位置から 1段階・ 2段階・ 3段階とだん
だん高い位置へと変化させて手を離すと、一番高
い位置の時には音が大きく鳴ったため、自らが発
した音に驚いていた。そのあと、一番高い位置か
ら手を離した時には、大きな音は嫌だったのか、
楽器の前で手を止めた。カスタネットを鳴らす活
動では「ひひー」と声を出して笑い、終始楽しそ
うにしていた。「次はお話音楽」というと「フフ
フ」と笑って全身を動かし、反応していた。お話
音楽の間は基本的にずっと笑っているが、「痛い
よ」という絵本の内容に合わせて曲が短調になる
ときには、下を向き無表情になっていた。
セッション 8―どの楽器活動の時も、曲が終わ
りに向かうと手を止めた。Thが何度も活動を終
わりに持っていこうとするが、鳴らさずに声を出
して笑い、意図的に「終わらせないこと」を楽し
んでいた。お話音楽の時は、よく笑い、短調の時
には悲しい表情を見せ、音楽をよく感じ取り、自
の表現を他者に理解されやすいものへと変化させ
ていった。
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カスの時と同じポーズをとっていた。この回では
初めての楽器が出てくるたびに泣き叫んでいた。
セッション 2―泣かずに、笑顔で入室し、着席。
どの活動も、曲に合わせて鳴らすことができるが、
3回もすると飽きてしまい、自由に鳴らしはじめ
た。鳴らしてもらう時だけThが楽器を差出すよ
うにすると、自由に鳴らせないことに苛立ち、イ
スを叩いたり、地団駄を踏む動きが見られた。曲
に合わせて歩く、走る、ジャンプするなどの粗大
運動の際には、音楽を止めてSTOPすることを指
示すると、一応止まったが、叫んで苛立ちをみせ
ていた。しかし、セッションが進むうちに、演奏
されている曲やThの指示を無視して自由に動き
出すようになった。

ⅱ期（セッションを楽しめるようになった時期）
セッション 3―タマゴマラカスのSTOPの際、
Thが胸の前だけでなく、色んな場所で止めてみ
る。模倣をしようしていたが、顔に近いところま
でしか手を伸ばすことが出来ず、大きな動きはで
きなかった。お話音楽は、慣れてきたためか、曲
に合わせて体を揺らしたり、声をあげたりと楽し
んでいる様子だった。しかし、後半に行くにつれ
反応はなくなり、集中が長く続かないことが理解
できた。
セッション 4―タマゴマラカスのSTOPは、頭上
の高い位置で鳴らす模倣はできなかったが、左右
に大きく開くことはできた。ThがBの模倣をして
みせたが、それには気づいていなかった。粗大
運動の時には、基本的にすり足歩行で、音楽の
STOPには必ず従った。ゆっくり大きく歩く動き
の時には、蹴るようにして歩き、彼なりに大きく
歩くことを模倣しようとしていた。ジャンベを鳴
らす活動の時、Thが音を止めるとBが声を発し、
その声を合図にまたThが鳴らす、というやりと
りが数回続いた。この回のお話音楽は、最後まで
集中している様子だった。

ⅲ期（コミュニケーションが活発になった時期）
セッション 5―曲に合わせて体を大きく揺らし
たり、手を叩いたり、おじぎをしたりと、積極
的に活動を楽しんでいた。Thが拍手すると、そ
れを真似て手を叩いた。タマゴマラカスの活動
時、ThがBの動きを真似ると、嬉しそうに声をあ

Ⅸ．目標と方法

　目標①　  他者とコミュニケーションがとれるよ
うになる。

　方法①　  楽器を用いてノンバーバルなコミュ　
ニケーションを図る。

　目標②　ルールが理解できるようになる。
　方法②　  音楽の終止と共に音を鳴らすのをやめ

る、音楽がSTOPしたら、音を鳴らす
のをやめるなど。

　目標③　可動域を拡げ、運動能力を向上させる。
　方法③　  音楽で動きを助けながら、楽器を提示

する位置を工夫する。

Ⅹ．音楽療法の実施内容

　全セッション 8回のうち、1、2回目をⅰ期（ラ
ポール形成の時期）、3、4回目をⅱ期（セッショ
ンを楽しめるようになった時期）、 5～ 8回目を
ⅲ期（コミュニケーションが活発になった時期）
とする。

〈基本のプログラム〉
　 1、  こんにちはの歌：歌いかけながらタッチン

グを行う。
　 2、  楽器活動：目標に合わせた楽器を用い、音

楽で動きを誘発する。
　 3、  お話音楽：お話に歌と音楽をつけ、聴かせる。
　 4、  おしまいの歌：歌いかけながらタッチング

を行う。

ⅰ期（ラポール形成の時期）
セッション 1―部屋の入り口で泣き出す。（母親：
初めての場所では必ず泣くとのこと。）
Thがピアノを弾きはじめると、泣きながらも曲
に合わせて手を叩いた。タマゴマラカスを見せる
と、「ギャー」と叫ぶも、楽器を手にし、叫びな
がら入室。着席後も泣き叫んでいた。タマゴマラ
カスを振って鳴らし、「ピッ」と言ったらとめる
STOP & GOの活動を行う。（この活動は最後の
回まで継続する）曲に合わせて振り鳴らすことは
難しいが、STOPの時には手を胸に持って行き静
止した。他の楽器の時も、静止の時はタマゴマラ
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も、少しづつ受け入れるようになったり、嫌だと
いう意思を行動で示すようになった。最初の頃は
飽きるとイライラしていたが、だんだん集中が長
く続くようになったことに加え、飽きてきたら自
分で終わりにしてしまうという対処の仕方を身に
付けた。可動域に関しては、初めは必ず脇をしめ、
小さい動きしかしなかったが、次第に腕を広げた
り、高くあげたり、大きな動きができるようになっ
ていた。順番を守ることは、彼にとっては最後ま
で難しい課題であったが、順番に楽器を鳴らす活
動を続けるうちに徐々にルールを理解し、順番を
待つ間、自分の楽器を鳴らすことを我慢できるよ
うになった。コミュニケーションに関しては、他
者の動きを真似る、他者の目を見てうなずきなが
ら話を聴く、ということができるようになった。

Ⅻ．総合考察

　この 2つの事例から、コミュニケーションの難
しい子どもたちが、しだいにセラピストに心を許
し、コミュニケーションが成立していくさまが見
て取れる。事例 1では、Aの発声や手の動きを合
図として、Thが音を出す活動を通して、他者と
簡単なコミュニケーションがとれるようになった
り、腕や脚、手のひらや足裏など、様々な部位に
楽器を当て、そのものの感触や音の振動を味わっ
てもらうことができるようになった。Aはセッ
ションが進むにつれて、感情面では自己の気持ち
を的確に表現できるようになり、運動面では動か
しづらい部位（左手、脚等）の運動機能を高める
ことができるようになったと思われる。
　事例 2では、楽器を用いてノンバーバルなコ
ミュニケーションを図りながら、他者とコミュニ
ケーションがとれるようになったり、音楽の終止
と共に音を鳴らすのをやめ、STOP & GOにより、
音楽上の規則に従うことができるようになった。
また、楽器を提示する位置を工夫することで、可
動域を拡げ、運動能力を向上させることができた
と考えられる。Bもセッションを通して、感情面
では自己を表現できるようになり、運動面では自
己の思うように身体を動かすことができるように
なったと思われる。このように、音楽療法を通し
て、楽しみながら身体を動かすトレーニングを
行ったり、自然にルールを守ることを学んだりす

げた。曲が終わると、片づけるために楽器をTh
に手渡した。ザイロフォンの活動では、Thと交
互に鳴らすことに成功した。しばらく続けた後、
Bの番で少し鳴らすとThにバチを渡し、「うわー
おぅ」と言った。「もう終わろう」と言ったのだ
と感じられた。この後の楽器活動の際にも、自分
で楽器を片づけに行き、楽器活動を終わりにする
行動が見られた。
セッション 6―音楽に合わせてタマゴマラカス
のSTOP＆GOを、上下左右幅広く行う。全て正
確に模倣し、腕はしっかり伸びていた。曲に合わ
せて動く粗大運動の時には、Thをよく見て、Bは
集中して模倣していた。
セッション 7―前回同様、模倣する意思がよく
見られた。ジャンベを鳴らす活動では、足でジャ
ンベを鳴らそうとしていたため「手でやろう」と
促したら、すぐに従い、その後は両手を使い夢中
で鳴らしていた。ジングルを出すと、珍しそうに
しばらくじーっと眺めていたが、鳴らすことを促
すと「いやー」と言って片づけに行った。おしま
いの歌の時には、音楽に合わせてダイナミックな
動きや、楽器に高いところでタッチすることもす
べて楽しそうに行った。
セッション 8―こんにちはの歌の時に、目の前
のThでなくピアニスト（もう一人のTh）の方を
よく見ていたため、タマゴマラカスの活動の際、
あえてBとピアニストだけでSTOP&GOを行う。
初めは曲が止まるとどうしたらいいかわからない
ような不安な様子だったが、ピアニストがSTOP
と同時にポーズをとっていることに気づくとそれ
を模倣し出した。ジャンベを順番に叩く活動では、
順番を無視して叩くこともあったが、続けるうち
に他の人の番の時にはなんとか待てるようになっ
た。

Ⅺ．結果と考察

　Bの初めの頃の特徴は、何かを始めることに臆
病で、一つ一つの楽器に対しての集中力が短か
かった。また、手足の可動域も狭く、Thの模倣
も困難であった。セッションの中で順番を守るこ
とが難しく、他者とのコミュニケーションは難し
い状況であった。しかし、セッション回数を重ね
るにつれ、初めての楽器や少し怖いと感じるもの
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ダウン症知的障がい児とのセッションを通じて、
即興合奏の経験や、心を動かされた音楽活動発生
や楽器による非言語的な「やりとり」が培われた
と述べている。本事例でも、繊細でかつ丁寧な即
興的な音や音楽によって、「やりとり」が、培われ、
結果、コミュニケーション能力が向上したと考え
られる。音楽療法のセッション中の各場面では、
音楽療法士と対象児が、音や音楽を通して、親と
乳児が情動調律（D．Nスターン）していくように、
感情共鳴の体験を自動的に音や音楽の表現型で表
す。対象児とは別のパターンや行動の背後にある
対象児の内的感情を反映するような行動の側面を
まねることが繰り返されている。この音のやり取
りによって、対象児の内面がうまく表出され、今
まで意識していなかった自己感を対象児が感じる
ことができるのだと考えられる。
　土野（2006）は、障がい児にとって、音楽の果
たす役割は、自己と外界を区別する→音楽を通し
てセラピストに気づく→セラピストを受け止めな
がら→コミュニケーションを広げて→社会性を身
に付ける、というプロセスをたどる。すなわち、
音や楽器を通して対話行動を経験し、自己の世界
を広げていくと述べている。本事例でもまさにこ
のような経過をたどり、子どもたちが他を意識し、
対話を通して自己の世界を広げ、社会性を身に付
けていったと思われる。
　対象児たちにとって、音楽を媒介としてコミュ
ニケーションが豊かになることや運動能力が向上
すること、また、社会性が身に付くことによって、
音楽療法の場面だけでなく、学校教育や日常生活
全般に般化され、日常生活を楽しく・豊かなもの
にすることができたのではないかと思われる。ま
た、将来的には、音楽が、彼らの社会生活の余暇
の楽しみに繋がっていくことも可能であると考え
られた。

まとめ

　ミュージックチャイルドでは、これまで障がい
をもった子どもたちにセッションを行ってきた
が、対象児たちは、徐々に自己を表出し、変化を
見せてくれてきた。セッションを通して、障がい
をもった子どもたちにとって、音楽療法が有用な
関わりであることが示された。本学のミュージッ

ることが出来ている。
　音楽が障がい児にとって、受容しやすい理由を、
五十嵐・緒方（2001）は、
　 1．  音楽は見ようという意志を持ってまなざし

を向けなければならない「見る」ことと違
い、意志の有無に関らず受動的に聞くこと
ができるため、初期の発達段階の子供に
とっても受容しやすい。

　 2．  音楽は、心理的、生理的に、情動面に働き
かけやすく、快の表情や感情を引き出しや
すい。

　 3．  音楽そのものが構造的になっているため、
枠組みがしっかりしており、人と向かい合
いやすい。

　 4．  音楽は繰り返しが多く、そのため慣れた音
楽は予測しやすくわかりやすい。

　 5．  打楽器を中心とした楽器顆は初期の手先操
作（叩く、引っ掻く、振る）で音を出すこ
とが可能なものが多い。

　 6．  楽器類は手の動きと音が出ることの因果関
係がはっきりしていてわかりやすい。

　とまとめることができるとしている。本事例で
も、対象児たちが音楽療法を受容しやすかった理
由として同様な理由が考えられる。
　音楽療法で使用される楽器は、障害を持った子
どもにも簡単に音が出せるものやきれいな響き
を感じさせるものなどが使用されることが多い
が、本事例で使用された楽器もまた、Thが、手
に麻痺があっても音が出しやすい楽器や、振動が
伝わりやすい楽器を、注意深く選んで提供した。
土野（2006）は音楽療法で使用される楽器につい
て、楽器演奏で行われる感覚間の統合については、
楽器の提示→楽器に触れる→楽器の音を出す→楽
器・音楽と交わる→音楽との一体感を経験すると
いうプロセスを経る。それらの楽器の使用法は、
①タイミング②音の強さ③距離④自由に触れさせ
音を出させる⑤余韻⑥賞賛と規制の順で行われる
ことが多いと述べている。本事例でもThたちが、
常に対象児たちを観察しながら、今、この時にど
の楽器が適しているか、どのような提供の仕方が
妥当か、また、対象児と体験する楽器に対して、
Thはどのように即興で寄り添った音付けをすれ
ばいいのか、細心の注意を払って子どもたちと関
わっている。生野（2017）は、自閉的傾向のある
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