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Ⅰ．はじめに

東京女子体育大学の｢ダンス Ⅰ｣の授業では、長き
にわたり、基本運動の指導を行ってきた。この基本
運動は、伊澤ヱイが提唱する動きとして、受け継が
れてきたものである。
伊澤は、基本の重要性を感じ、腕・下肢・体の各々

の主運動を練習するとともに「上肢と体の連繋、下肢
と体の動きのつながり、全身の釣り合いというように細
から微に亘って指導すること」（1）を大切にしていた。
その考えは今現在でも受け継がれ、実践している。
それを受け基本運動集が「伊澤ヱイの研究Ⅱ」に
おいて作成された。基本運動の動きをつなぎ、音楽
をつけた運動集である。動きの本質を感じ取りなが
ら、音からでる情感、音のイメージを重ねあわせて
いくことにより、既成作品への移行がスムーズになる
のではなかと意図されている。

伊澤ヱイに関する先行研究には、伊澤ヱイに関す
る研究紀要16編と書籍2冊がある。これを先行研究
として、高橋ほか（2000）「伊澤ヱイに関する研究」
がある。この研究では、伊澤の基本運動や作品にお
ける動きの実際を明らかにすることを主眼とし、伊澤

のダンス理念やダンス教育に果たした役割を明らか
にしている。そして、平田ほか（2012）「伊澤ヱイに
関する研究Ⅱ」では、伊澤の基本運動を連続させた
「基本運動集」を作成し、そこから動きと音楽の関係
を探りながら、その有効性について検証を行っている。
しかし、「基本運動集」の有効性は検証されたが、
指導方法や音楽について、さらに深く追究する必要
がある。

Ⅱ．研究目的

本研究においては以下の2つを研究目的とする。
1つ目は、動きの面での指導法の変化により、基
本運動実践者がどのように意識するかを明らかにする
ことである。具体的に、「脚」の指導法を強化および
「足首・膝」への配慮をさせる指導を促すこと。また、
基本運動を連続させる「つなぎ」の部分を意識させ、
既成作品へのスムーズな移行を図る。

2つ目は、「基本運動集」の音楽を編曲すること。そ
れにより、原曲のピアノ音楽との基本運動実践者の
動きやすさの違いを明らかにする。また、動きと音楽
の関連性を基本運動実践者の動きと音楽の嗜好に
よって検証する。
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Ⅲ．研究方法

1．「基本運動集」の指導
「伊澤ヱイに関する研究Ⅱ」で作成した、伊澤が
提唱する「基本運動の動き」“単発”の6項目（表1）
を“連続”させた動きを指導および実践した。指導面
においては前回の課題の「足首・膝」を強化する言
葉がけを行った。基本運動集は、「ダンスⅠ」の前期
と後期の授業で実施し、後期には動きの踊り込みを
行った。
基本運動集では、各基本運動を連続して行うため、
実施者には、特に動きの「つなぎ」の部分で、「足首・
膝」を柔軟に使い重心を引き上げることを意識させた。
また、各動きで「意識させた内容」と「言葉掛け」（表
2）は、表に示す。動きの指導にあたって、2つの点
（表3）に配慮した。1つ目は、動きが滑らかに次に
つながっていくよう腕・脚、上体を意識させた。2つ
目においては、加重している脚、腕の位置はどこか
等配慮させた。

2． 研究対象と実施期間
対  象  者： 平成25年度東京女子体育大学
 ダンスⅠ履修者  358名
実施期間：「基本運動集」平成25年6月～12月　

計：12回
　　　　   「小鳥と青空」平成25年7月～11月
 計：7回

既成作品「小鳥と青空」は、伊澤が創った280余
の作品の中の一つで、昭和29年3月に創作された
作品である。音楽は、6/8拍子から3/4拍子、また
6/8拍子へと変化しており、動きはリズミカルな動きと
柔らかく流れるような動きで構成されている。本研究
における「基本運動集」は、「小鳥と青空」などの既
成作品を踊るための教材として作成したものである。

3． 分析方法
紙面調査と参与観察によって行なう。

基本運動（単発） 基本運動集（連続）
・緊張と解緊 ①ウォーキング
・重心の移動 ②緊張解緊 1　 

・振動 ③緊張解緊 2

・弾性 ④腕の振動 

・蛇動 （含 動揺） ⑤脚の振動 

・各種ステップ （含 跳躍） ⑥腕の動揺　 

　　 ⑦体の蛇動 

⑧ランニング　　　　 

⑨スキップ &ジャンプ 

⑩全身解緊

表1　「基本運動集」の作成課程

連続

動きのポイント

1．つなぎの動きを重視：腕・脚・上体の組み合わせ
2．重心の配慮　　　　：加重している脚、腕の位置を配
　　　　　　　　　　　  慮し組み合わせた

表3　「基本運動集」のキーワード

基本運動（連続） 指導内容（言葉掛け）
 （オープニング） 背筋を伸ばしてまっすぐ立つ
①ウォーキング 足首、膝を柔軟にし、弾ませながら歩く

②緊張解緊 1 
緊張では全身に力を入れ、解緊では腕の
重さを使って振りおろし、足首、膝を柔軟
に弾ませる

③緊張解緊 2 重心の移動と部分解緊を同時に行う

④腕の振動
腕の重さを使って大きく振り、下肢は足首、
膝を使って山型重心移動を行う。足首、膝
を柔軟に使うことで大きな腕の振りを促す

⑤脚の振動 
振り脚は前後に振り、支持脚は足首、膝
を柔軟に使って弾ませる。支持脚の弾みは、
振り脚のスムーズな動きを促す

　（つなぎ） 小走り 

⑥腕の動揺 なめらかに動かす
上体を対応させる

⑦体の蛇動
背骨を意識させ、足首、膝を柔軟に使うこ
とにより、上体の滑らかな∞の字蛇動の動
きを促す

⑧ランニング 足首、膝を柔軟に使い、体を引き上げなが
らランニングする

⑨スキップ＆
ジャンプ 

足首、膝を柔軟に使い、リズミカルに行う
特にスキップでは付点のリズムを意識させる

⑩全身解緊 腕・上体・脚の順に徐々に全身解緊させる

表2　「基本運動集」の指導内容
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（1）予備調査
対　　象： 平成24年度東京女子体育大学
 ｢ダンスⅠ｣履修者  333名
実施時期： 平成24年12月中旬（数度に分けて実施）

（2）本調査
対　　象： 平成25年度東京女子体育大学
 ｢ダンスⅠ｣履修者  358名
実施時期：平成25年11月下旬（数度に分けて実施）
分析方法：単純集計およびSPSSでのクロス集計

4．「基本運動集」（編曲）の作成
作成時期： 平成25年8月から10月
使用機材： windows vista (OS), internet singer 

songwriter9 (music sequencer), 
roland sc-88stpro (sound source), 
roland pc-180 (midi keyboard), 
tascam us-144mkll (audio interface)

作成方法：「基本運動集」の動きに合わせて録音
されたオーディオデータの「基本運動
集」（ピアノ）を核に音を付加する形で
編曲を行う。

各動きの編曲意図と楽器編成は以下の通りであ
る。提示している楽器の順番は規格の番号順となっ
ている。（表4）
前奏は、華やかに開幕する意図を持って編曲した。
楽器編成は、「基本運動集」のピアノ音楽（wav）、
glockenspiel、fletlessbass、strings1、timpani、
trombone、brass sectionを使用している。
ウォーキングは、上体を進む方向に対応させ、足首
や膝を柔軟に弾ませる運動の意図に沿い、楽器編成
は、「基本運動集」のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、
strings1、pizzicatostrings、trombone、clarinet、open 
triangle（drumsection）を使用している。
緊張解緊1と2では、ピアノ作曲の時の低音の強

表4　編曲の意図と楽器編成
基本運動集 編曲の意図 楽器編成 

（オープニング） 華やかに開幕する 
基本運動集のピアノ音楽（wav）、glockenspiel、fletlessbass、
strings1、timpani、trombone、brass section 

①ウォーキング 
上体を進む方向に対応させ、足首や膝を柔軟に
弾ませる運動の意図に沿い、ステップのイメージ
を大切にした 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、strings1、
pizzicatostrings、trombone、clarinet、open triangle
（drumsection） 

②緊張解禁 1 
ピアノ作曲の時の低音の強化を意識し編曲 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、strings1、
pizzicatostrings、orchestra hit、timpani、trombone、
clarinet、open triangle、bass drum（drumsection） ③緊張解禁 2 

④腕の振動 
原曲が山型重心移動と振り子のような腕の振り
に合わせたワルツになっているので、より脱力を
誘因しやすいような音型と音色を取り入れて編曲 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、violin、
str ings1、orchestral harp、marcas、windchimes
（drumsection） 

⑤脚の振動 
軸となる脚の重さにしっかりしたアタックとステッ
プ移動に準じたアクセントをもたせた。 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、glockenspiel、fletlessbass、
strings1、orchestra hit、timpani、brass section、bass 
drum（drumsection） 

（つなぎ） 細かく走る脚の動きと流れるような上肢の動きに
対応 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、strings1、orchestral harp 

⑥腕の動揺 伊澤ヱイに関する研究Ⅱでもっともイメージしや
すいと調査結果が出た部分なので、｢なめらかに
動く｣ という理念に従い編曲 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、violin、
strings1、orchestral harp、marcas、windchimes
（drumsection） ⑦体の蛇動 

⑧ランニング 飛び出す低音の強化とリズムに合わせて跳躍す
るために金管楽器をメロディにもってきた。 

基本運動集のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、strings1、
orchestra hit、timpani、trumpet、trombone、horn ⑨スキップ＆ジャンプ 

⑩全身解禁 全身の脱力のためシンプルに編曲 基本運動集のピアノ音楽（wav）と strings1 

※提示している楽器の順番は規格の番号順となっている 
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化を意識し編曲している。楽器編成は、「基本運
動集」のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、strings1、
pizzicatostrings、orchestra hit、timpani、trombone、
clarinet、open triangle、bass drum（drumsection）を
使用している。
腕の振動では、原曲が山型重心移動と振り子

のような腕の振りに合わせたワルツになっているの
で、より脱力を誘因しやすいような音型と音色を取り
入れて編曲した。楽器編成は、ピアノ音楽（wav）、
fletlessbass、violin、strings1、orchestral harp、
marcas、windchimes（drumsection）を使用している。
脚の振動では、軸となる脚の重さにしっかりしたア

タックとステップ移動に準じたアクセントをもたせた。
楽器編成は、「基本運動集」のピアノ音楽（wav）、
glockenspiel、fletlessbass、strings1、orchestra hit、
timpani、brass section、bass drum（drumsection）を
使用している。
つなぎでは細かく走る脚の動きと流れるような上
肢の動きに対応している。楽器編成は、ピアノ音楽
（wav）、strings1、orchestral harpを使用している。
腕の動揺と体の蛇動は、伊澤ヱイに関する研究Ⅱ

でもっともイメージしやすいと調査結果が出た部分な
ので、｢なめらかに動く｣という理念に従い編曲した。楽
器編成は、ピアノ音楽（wav）、fletlessbass、violin、
strings1、orchestral harp、marcas、windchimes
（drumsection）を使用している。
ランニングとスキップ&ジャンプでの編曲の意図
は、飛び出す低音の強化とリズムに合わせて跳躍す
るために金管楽器をメロディにもってきた。楽器編成
は、「基本運動集」のピアノ音楽（wav）、fletlessbass、
strings1、orchestra hit、timpani、trumpet、
trombone、hornである。
全身解緊は全身を脱力するため、「基本運動集」

のピアノ音楽（wav）とstrings1だけで構成されている。

5． その他　
「基本運動集」及び伊澤が残した既成作品18作
品を作品集として映像保存を行う。
また、語彙定義として、以下の語を規定する。伊
澤は、『学校ダンス』の中で「腕・下肢・体」と述べ

ている。本研究における分類の項目では、「下肢」は
「脚・足」、「体」は「上体（体幹）」と呼ぶことにする。

Ⅳ．結果と考察 

1．「基本運動集」を習得できたか
「基本運動集を習得できたか」に対する回答（図

1）は、「強くそう思う」62人、「ややそう思う」185人と
247人（91.1%）が、習得できたと回答していた。習
得できた理由は、「練習を積み重ねてできるようになっ
た」・「意識して（考えて）運動ができた」という記述が
多くみられた。「強くそう思う」62人の理由は、「毎授
業、真剣に取り組み、ポイントをおさえることが出来
た」「1つ1つの動きを真剣に取り組めた」と動きに真
剣に取り組んだからという記述が多く得られた。「や
やそう思う」185人の大半の理由は、「大体動きは、
覚えられたから」「覚えられたが、ポイントはおさえき
れていなかったから」など、習得は出来たがポイント
が押えきれなかったという記述が多く得られた。今回、
「全くできなかった」という回答は1人であった。

2．「基本運動集」の最も好きな動き・最も苦労した 動き
 （1）最も好きな動き
最も好きな動き（図2）は、「ウォーキング」71人、
次いで、「緊張解緊1」61人、「腕の動揺」45人、
「スキップ&ジャンプ」37人、「腕の振動」34人と
ウォーキングを除けば『腕』を主体とする動きで140人
（39.8%）となった。各理由（図3）は、「ウォーキン
グ」「緊張解緊1」などは、「動きの楽しさ」が上位に

図1　「基本運動集」が習得できたか
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あがり、次いで、「動きのリズムがとりやすい」「動き
やすい」であった。また、「腕の動揺」は、「音楽と合
う」「動きの質が好き」「気持ちが込められる」と他の
動きと異なる理由が多くあげられた。「最も好きな動き
と理由」は、前回の結果と同様であった。

（2）最も苦労した動き
最も苦労した動き（図4）は、「スキップ&ジャン

プ」99人、「脚の振動」98人、「体の蛇動」56人、
「腕の振動」23人と、『脚』を主体とする動きで197
人（49.7%）と過半数を占めた。また、今回「腕の振
動」が4番目にあがり「振動」の動きで苦労したもの

が170人いたことが分かった。各理由（図5）は、「ス
キップ&ジャンプ」は「動きが難しい」「体のバラン
スがとれない」「動きのリズムがとりにくい」、「脚の振
動」は「体のバランスがとれない」「動きが難しい」「動
きのリズムがとりにくい」であった。他の動きも、「動
きの難しさ」「体のバランスがとれない」「動きのリズ
ムがとりにくい」が上位を占めていた。「苦労した動き
と理由」は、前回の結果とほぼ同様の結果となった。
前回4番目の「ウォーキング」は、「足首」「膝」の習
得を目指すため毎時間行ったので、前回に比べ苦労
した数値が低かったのではないかと推察できる。

その他
気持ちが込められる
音楽と合う
動きに自信がある
動きの質が好き
動きのリズムがとりやすい
動きやすい
動きが楽しい

その他
気持ちが
入らない
音楽と
合わない
覚えられない
感覚が
わからない
動きのリズム
がとりにくい
体のバランス
がとれない
動きが難しい

図2　「基本運動集」の最も好きな動き 図4　「基本運動集」の最も苦労した動き

図3　「基本運動集」の最も好きな動きとその理由 図5　「基本運動集」の最も苦労した動きとその理由
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（3）最も好きな動きと最も苦労した動きの比較
実施者の最も好きな動きは『腕』を主体とした動き、
最も苦労した動きは『脚』を主体とした動きであること
が明らかになった。また、最も好きな動きの「ウォーキ
ング」や「緊張解緊1」は、最も苦労した動きでは少な
く、最も苦労した動きの「脚の振動」は、最も好きな動
きでは少なかった。しかし、苦労した「スキップ＆ジャ
ンプ」においては、好きな動きでも多くみられた。この
ことから好きな動きであるほど、苦労をしないと考えら
れる。前回と本研究の比較では、ほぼ同様であった。

3. 「基本運動集」を実施するにあたって“気をつけ
ていたこと”

「基本運動集」を実施するにあたって、どんなこと
（各動作など）に気をつけていたかを4段階（表5）で
設問した。「基本運動集」で気をつけていた各平均
値は、「リズム」3.58、次いで、「音楽との関係」3.47、
「腕」3.41、「余分な力を抜く（メリハリ）」3.32と身体
の部位を意識するより、「リズム」や「音楽との関係」
に気をつけていたことが明らかになった。そして、「基
本運動集」において大事な「つなぎ」3.07、「引き上
げ」3.04や授業中に何度も注意をはらうよう言い続けた
「足首」2.88と前回と同様低い値だったが、意識せ
ずに身につけていたとも考えられる。
また、前回と今回の「基本運動集」の習得度の各

平均値別（図6）に“気をつけていたこと”をみると、各
ラインは、同じ曲線を描き、気をつけている点や気を
つけ方が足りない点が同じ傾向であることが分かっ
た。

4．「基本運動集」を実施するにあたって、特に「足
首・膝」に気をつけた動き

「足首・膝」に気をつけた動き（図7）は、「ウォーキ
ング」144人、「脚の振動」70人、「スキップ＆ジャ
ンプ」39人、「体の蛇動」26人、「緊張解緊1」21

回答選択肢 A.つなぎ B.重心 C.力を抜く
（メリハリ）D.引き上げ E.足首 F.膝 G.腕 H.音楽と

の関係 I.リズム J.カウント

平均値 3.290 3.51 3.46 3.37 3.15 3.23 3.52 3.67 3.76 3.43

4.0 度数 62 61 61 62 62 62 61 61 62 58

標準 偏差 .6625 .649 .647 .579 .786 .638 .673 .539 .468 .678

平均値 3.038 3.20 3.35 2.97 2.81 2.87 3.41 3.45 3.56 3.31

3.0 度数 185 184 184 184 182 183 185 182 185 180

標準 偏差 .6022 .643 .686 .626 .714 .655 .584 .599 .549 .669

平均値 2.773 3.00 2.74 2.70 2.71 2.87 3.05 3.09 3.26 2.91

2.0 度数 22 23 23 23 21 23 22 23 23 22

標準 偏差 .6119 .674 .752 .559 .784 .815 .785 .848 .689 .811

平均値 3.074 3.25 3.32 3.04 2.88 2.96 3.41 3.47 3.58 3.30

合計 度数 269 268 268 269 265 268 268 266 270 260

標準 偏差 .6304 .661 .705 .640 .749 .680 .632 .627 .558 .694

表5　「基本運動集」を実施するにあたって“気をつけていたこと”の平均値・標準偏差

図6　「基本運動集」を実施するにあたって“気をつけていたこと”
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人、「ランニング」15人と、『脚』を主体とする動きが
上位に上がったが、次いで、「体の蛇動」「緊張解
緊1」であることが分かった。また、「足首」と「膝」の
習得関係（表6）は、比例していることが明らかになっ
た。

5．「基本運動集」のピアノと編曲の動きやすさの
違いとその理由

（1）「基本運動集」のピアノと編曲の動きやすさとその
理由

基本運動集を行う際、ピアノと編曲どちらが動きや
すかったですか（図8）という設問に対して、ピアノが

234人（70.1%）、編曲が100人（29.9%）となった。
その理由としては、ピアノでは｢動きのリズムが取り
やすい」が140人（59.8%）でもっとも多く、編曲では、
「動きが楽しくなるから」が49人（49.0%）と最も多く
なっている。

（2）「基本運動集」のピアノと編曲の波形と動きやす
さの理由に関する分析
図9は、「基本運動集」（ピアノ）の波形である。各
音の頭が強調され、一つ一つの音の出だしがはっき
りしている。図10は「基本運動集」（編曲）の波形で
ある。各音の頭がわかりにくくなっている。ピアノの
音の各音がはっきりしていることから、ピアノでは「動
きのリズムが取りやすい」という理由が最も多く、動き
やすさで編曲を上回ったと考える。
「基本運動集」（編曲）においては、「動きが楽しく
なるから」49人（49.0%）がもっとも多く、次点は「気持
ちが入りこめる」36人（36.0%）であった。編曲にお
いては楽しい、気持ちが入りこめるなどの情動的な面
での作用により、動きやすいと考えていることがわかっ
た。ピアノの一種類の楽器の音色に対し、編曲は多
数の楽器の音色を使用している。このことから、音色
が情動に影響しているかもしれないと推測できる。

図7　「基本運動集」を実施するにあたって特に“足首・膝”
　　　に気をつけた動き

図9　「基本運動集」（ピアノ）の波形

図10　「基本運動集」（編曲）の波形

図8　「基本運動集」のピアノと編曲の動きやすさ

表6　足首と膝の習得関係
　 足首 1 足首 2 足首 3 足首 4

膝 1 0 1 0 0

膝 2 3 49 21 8

膝 3 4 56 107 32

膝 4 0 5 21 42



36

6． 動きのイメージを最も感じられた音楽
動きのイメージを最も感じられた音楽（図11）は、

ウォーキング（ピアノ）43人（12.0%）と、腕の動揺（編
曲）43人（12.0%）である。
ウォーキング（ピアノ）では、足首・膝を柔軟に弾ま
せる動きがあっていて、腕の動揺（編曲）は、｢伊澤
ヱイに関する研究Ⅱ｣においても24人中16人が「気
持ちが入りこめる」としていた曲であるが、今回は編
曲でさらにそのイメージを強めた意図をもったので、
その結果が表れたと考えられる。腕の動揺（ピアノ）
30人（8.4%）が次点として続いているのも、その表れ
である。

7． 好きな動きと好きな音楽（複数回答）
緊張解緊1とランニング以外では、好きな動きと好

きな音楽に似た傾向が見られた。（図12）

8．「基本運動集」と「小鳥と青空」双方に関係を感
じ、生かされるものはあったか
設問10（図13）は、「強くそう思う」110人、「ややそ

う思う」217人と双方に関係を感じ、生かされるものが
あったと回答している者が、327人（94.8%）と大半を
占めた。理由（図14）は、「動きが似ていて応用でき
た」244人（69.9%）と過半数を占め、具体的には「緊
張解緊が似ていた」「基本運動集と同じ動きがあっ
た」「基本運動集の発展が小鳥と青空だった」「リズ
ム感、柔らかい動き、緊張解緊など基本の動きを覚
えておけば、応用した動きも簡単に出来た」と、「基
本運動集」が既成作品「小鳥と青空」に生かされて
いたと「気づき」を得ている記述であった。「動きの理
解・習得」35人は、「体の力の入れ方や緊張解緊の
メリハリを学ぶことがどちらもできた」「体の振動を使

図11　動きのイメージを最も感じられた音楽

図12　「基本運動集」の好きな動きと好きな音楽（複数回答）
図14　「基本運動集」と「小鳥と青空」双方に関係を感じ
　　　 た理由

図13　「基本運動集」と「小鳥と青空」双方に関係を感じ、
　　　 生かされるものはあったか
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い、腕を伸ばしたりするところも学べた」「自分がやっ
ているダンスと違い、今まで知らなかった体の使い方
を身に付けられた」「たくさんの動きにそれぞれ特徴
があり、その特徴を一つ一つとらえながら、自分の動
きにしていくことに生かされたと思う」などであった。

9．「基本運動集」と「小鳥と青空」を学んだ感想
「基本運動集」と「小鳥と青空」を通して学んで感じ
たこと（図15）は、「体を意識できた」104人、「楽し
かった」62人、「踊れるようになってよかった」32人な
どであった。
前回は「楽しかった」「体を意識できた」「音楽（リ

ズム）との関係」の順番であったが、今回は「体を意
識できた」「楽しかった」「踊れるようになってよかった」
と動きに関する感想が多かった。
具体的に、「体を意識できた（広がった）」は、「優

しく踊るところ、勢いよく踊るところを使い分けられるよ
うに頑張った」「同じ動作でもつま先、指先、体の使
い方で全然違って見えた」「メリハリをつけて動くこと
で、かっこよくなったり、優雅になったりすることが分
かった」「緊張解緊を通して、普段、姿勢が猫背だっ
たが、背筋を伸ばすように心掛けるようになった」とい
う記述があげられていた。
「楽しかった」は、「踊ること・学ぶこと・動くことが
楽しい」と動きの楽しさの記述が多くみられた。

Ⅴ．まとめ

1． 既成作品の補助的な教材としての「基本運動
集」の有効性

アンケート結果から、前回と同様「基本運動集」は、
ほぼすべての実践者が習得することができ、「基本
運動集」と「小鳥と青空」の関連性も実践者の多くが
気づくことができていることが明らかになった。また、
前回より「体を意識できた」感想が多く得られた。足
首・膝への指導の強化にも関わらず、実施者の調査
には前回と同じ結果が表れた。しかし、指導者の参
与観察では、足首・膝はおおむね良好であったこと
から、その原因を実施者は他の苦手とすることに注意
を向けていたためと推測できた。

2． 基本運動集の編曲とその検討について
「基本運動集」のピアノと編曲では、ピアノの方が
動きやすいと考えられる。しかし、楽しさや気持ちの
こめやすさなど情動面においては編曲が有効であっ
た。編曲においては、動きに寄り添うことでさらなる
改良の余地が残されている。

3． 動きと音楽の関係について
「基本運動集」の実践における調査結果では、好
きな動きと好きな音楽では、同じ傾向が表れていた。
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図15　「基本運動集」と「小鳥と青空」を学んだ感想
　　　 （自由記述）


