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Hello, Everybody!

今季では専門家が考案した多彩な音楽あそびと２０曲以上の新しい音楽の冒険が待っています。
みなさまご家族の音楽のレパートリーはぐっと広がっていくでしょう。これからの数ヶ月間、サークルダンスや手
遊び、愉快な歌などあらゆる音楽あそびを親子で楽しんでいくうちに音楽はお子さんの一生の友だちとなること
でしょう。是非この本を歌の絵本として活用しご家庭でも音楽づくりを豊かに取り入れください。

子どもは心から慕っている大人（あなた）をお手本として最適な学びへと導いていきます。 従ってご家族の日常
の生活に音楽を楽しむ習慣を持つことでお子さんは自信を持って音楽づくりを行うようになります。音楽があま
り得意でないお母さま、お父さまもご心配いりません。これから親子で作るたくさんの音楽の思い出は生涯を通
して大切に心に残され、お子さんは音楽を愛する心をしっかりと受け継いていくでしょう。

こちらのサイトで楽譜をダウンロードして楽器演奏もお楽しみいただけます。追加のCDが必要な場合はこちら
からお求めください。　musictogether.com/account
 
ページ38

私たちについて
Music Together®とは？

１９８７年に誕生した当時から私たちの思いには「人間が誰もが歩いたり話したりできるようになるのと同様に
子どもはみんな音楽性があり自然に歌を歌い踊るようになる」というシンプル且つ画期的な考えが根底にありま
す。現在世界に広がるMusic Togetherのクラスは０歳から８歳までの子どもとその家族や養育者を対象にして
います。世界中のMusic Togetherのファミリーはみんな同じ楽曲を使い、世界共通の自由で温かいクラス環境
での音楽づくりを楽しんでいます。

Music Togetherの歌 

各コレクションの楽曲は音調、リズム、スタイルなどにおいてバラエティー豊かに選曲され幼児でも歌いやすい
音域に収まるように特別な配慮がされています。子どもはもちろん大人もつい口ずさんでしまう曲ばかり。　　
子どもがいない時でも知らずとMusic Togetherの歌をひとりで楽しんでいるママやパパも多いのも事実です！

是非Hello Everybody アプリを利用して（この本にあるコードの入力が必要）いつでもどこでもMusic Together
の音楽を楽しみましょう。お子さんがぐずっても大好きなMusic Togetherの歌があれば安心です！

音楽の楽しみはいつまでも

ご家族のMusic Togetherの音楽ライブラリーは毎期ごとに増えていき３年間で２００曲以上の歌のレパート
リーが広がります。すべてのコレクションを終え最初のコレクションが巡ってきた時は、今度は親しんだ楽曲でさ
らに新鮮な体験ができることでしょう。

Music Togetherのフィロソフィーについて  musictogether.com/about
Hello Everybodyのアプリのダウンロード  musictogether.com/app
世界のMusic Togetherの教室の検索  musictogether.com/class-locator
ご家庭用の安全な楽器をご購入　  musictogether.com/store
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ページ39

リサーチに専念

私たちが唱える 「子どもは皆豊かな音楽性を持っている」というフィロソフィーはMusic Together独自の
リサーチから得た観点です。創立者であるケネス K. ギルマーティンとリリー M. リヴィノウィッツ博士は、
カリキュラムの開発過程で従来の音楽教育観にとどまらず幼児発達、神経科学や心理学の分野まで視野を広
げたリサーチの重要性を理解していました。彼らは先立って乳幼児の音楽学習にふさわしい成長段階にあった
実践法（Developmentally Appropriate Approach）を取り入れ、Music Togetherは現在も早期音楽教育の 
最前線で革新的発展をしながらリサーチに専念しています。

常に進行形の音楽の学び

ケン（ケネス K. ギルマーティン）とリリーはカリキュラムの開発中、幼児は自発的に試行錯誤を重ね自然に音楽
を学んでいくことに気づきました。赤ちゃんが言葉を覚える時のように音楽の学びにも実体験が不可欠です。 
音楽を聴くだけではなく自ら音楽づくりをすることが必要です。

音楽づくりをするためにはまず音楽に十分にふれる体験が欠かせません。子どもは耳、目、体などを使い音楽を
吸収し、思いのままに音楽表現をするようになります。（この過程は言語能力発達に置き換えれば赤ちゃん言葉
を話す段階と同じです）このような音楽あそびの体験が多ければ多いほどより豊かに「音楽」を話せるようにな
るのです。

また音楽の学びはクラスの場だけに限りません。毎期ご提供する教材を活用し音楽遊びをご家庭でも取り入れ
ることにより、音楽性のみならずお子さんの総合的な発達と学びを常に支えていくことができます。

Music Togetherに関連するリサーチについて  www.musictogether.com/research
子どもの音楽性発達について    www.musictogether.com/blog
音楽の大切さについて     www.musictogether.com/parents/ 
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ソングブックのコメントの訳

Apple and Cherries
ページ７

食事の時間にも音楽を！
好きな食べもの名前で替え歌にしてみましょう。

A Ram Sam Sam
ページ９

豆知識
歌の最後の音が主音（音調の最初の音）以外に音になっています。そのため歌い終えてもまた歌いたくなりますね。

Los Fandangos 
ページ11

豆知識
ファンダンゴは男女が一緒に踊る（求愛ダンスとしても知られる）スペインのダンスまたはその音楽です。 

通常三拍子でカスタネットやタンバリンを使って踊ります。

Goin’ to Boston
ページ13

音楽のある育児へのヒント
お子さんと離れる時や夜寝る前にこの歌を歌ってあげるとお子さんの（大人も）心が落ち着くかもしれません。

Bela Boya
ページ1５

豆知識
この曲はブルガリアの民族音楽で八分の七拍子の変拍子のリズムになっています。

変拍子はトルコ語でAksak、足をひきずる、という意味があります。まさにこの曲の感じですね。

Sweet Potato
ページ１６

音楽の背景
スウィートポテト（日本のさつまいもに似ているイモ）について歌うこのシンプルな歌には興味深い背景があります。この歌詞は
クリオール（もともとは西インド諸島・モーリシャス (Mauritius) 島・南米などに移住した白人の子孫を意味していましたが
現在はや混血，アフリカ系の人々を含むようになっています）のことわざ、Quand patate tchuite, faut mange li 、（スウィート
ポテトはできたらすぐ食べろ、つまり何かチャンスが来たらためらわず、すぐさま行動しろ）が元となっています。
この歌の全体で感じられる「Soon as we all」の部分の独特なリズムはハバネラリズムと呼ばれアフリカとラテンアメリカ
音楽両方の影響を受けています。このリズムは１８世紀後期のニューオリンズのダンス音楽の特徴ともなっています。  
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当時のアフリカ系の人々はフランス政府の黒人法（Code Noir）によって日曜日以外自分の文化の音楽を楽しむこと禁じら
れていましたがフレンチクォーター近辺（米国ルイジアナ州ニューオーリンズ市の最も歴史の古い地域）のコンゴスクウェ
ア（ニューオーリンズ市内のトレメ地域に存在する広場の名称）では日曜日になると音楽やダンスを楽しむ人であふれて
いました。これらの歴史的背景はのちに誕生したジャズ、セカンドライン（ニューオーリンズのブラスバンドを伴った伝統
的なパレードの名称）のリズム、ラグタイムをはじめ、クラシック音楽のジャンルにおいてもアメリカの音楽文化に大きな影
響をもたらしました。 ルイス・モロー・ゴットシャルクの有名なBambouga, Op2は彼が子どもの時によく聞いたクレオール
歌、Quan Patate la Cuite（のちにSweet Potatoの歌となる)のシンプルなメロディーをもとに作曲されています。

Shady Grove
ページ１８

音楽と記憶
音楽はさまざまな記憶を残し、音楽がその記憶を蘇らせます。お母さまやお父さまが優しく歌ってあげる子守歌が

お子さんの心にいつまでも深く残ることは言うまでもありません。

Hinei Ma Tov
ページ２４

歌詞の意味
このヘブライ語の歌詞は 「兄弟、姉妹たちみんなで一つになるのは、なんて素晴らしいんだ！」という意味です。

Butterfly
ページ26

歌詞のない歌
子どもにとっては歌詞がある歌より歌詞のない歌の方が歌いやすく、より早く正確に歌えるようになります。 

このような歌詞のない歌もいっぱい楽しみお子さんの歌う力を育んでいきましょう。

Shenandoah
ページ31

歌の起源
アイルランドで生まれたこの美しいアメリカのバラードは１８００年代から親しまれています。 

このMusic Togetherのバージョンを子守歌として歌えばお子さんをスムーズに夢の中へと導けるでしょう。

 
７ページから２９ページは2018年秋の以前のSongbookに

掲載されていた各曲の楽しみ方のヒントの翻訳です。

是非ご家庭での楽しみ方としてご参考にしてください。
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Hello Song 
ページ ２

誰でもすぐに覚えてしまうこの歌はみんなのお気に入り！
子ども達はいろいろな名前を取り入れる音楽遊びが大好きだからです。

「みなさん、こんにちは！お会いできてよかった！」と歌います。クラスでは一人ひとりのお子さんの名
前を歌います。ご家庭でも同じように歌ってあげればお子さんはきっと喜ぶでしょう。

お子さんの名前の他にお友だち、ご親戚、お子さんの人形の名前なども入れて歌ってみましょう。
リズムに合わせて優しく体を揺らしお子さんが体感的にも視覚的にも拍子を感じ取れるようにしまし
ょう。朝の「おはよう」や帰宅時の「おかえりなさい」の挨拶のようにこの歌を歌う習慣をつけてもいい
ですね。

♦ バリエーション
スカーフや新聞紙で顔を隠して歌い各フレーズの終わりでバっと顔を出して「いないいない
ばあ遊び」の要素を取り入れましょう。またお客さまをこの歌でお迎えしたりパーティーやご家族の
食事の時に歌ってみましょう。

♦  大きい子どもと
大きい子どもはユーモアがあふれる遊びが大好きです。いろいろな物を指しながら、「靴にHello、
スプーンにHello、鼻にHello so glad to see you」と歌いましょう。次にお子さんに他のアイディアを出
してもらいます。わざと名前を間違えて歌いその間違いに気付くお子さんに正しく歌ってもらいましょ
う。きっと喜んで歌ってくれるはずです。 この年齢の子ども達はそんな遊びが大好きです！

♦ 赤ちゃん・幼児期の子ども
赤ちゃんは本能的に自分の視界の中で顔、特に口に焦点を合わせようとします。歌う時はお子さんが
お母さまやお父さまのエネルギーやリズム、表情、感情、息使いをしっかりと感じ取れるように寄り添い
顔を近づけるように意識しましょう。またひざの上で抱っこして上半身をやさしく左右に揺らしながら
歌っても良いでしょう。｢ただいま｣や「おかえり」の後にはひざの上で数回繰り返して歌ってあげてくだ
さい。このような特別な音楽の習慣はとても貴重な体験となり音楽表現が生活の一部となっていくと
同時にお子さんの音楽性発達を促していきます。

Glad to see you は日常のあいさつとして頻繁に使われる表現で「お目にかかれてよかった」 
という意味合いです。

CDで使われている楽器：ギター、コントラバス、シェーカー、ヴァイオリン
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Crawdad
ページ 4

ご家族での魚釣りやお買い物にも・・・いつも音楽をお出かけのお供に。

釣り糸と釣竿を持ってザリガニ釣りへ行こうと歌います。２番、３番ではくねくね回る、ギターを弾く、
ドライブ、忍び足で動きまわる、ジャンプするなどの動作について歌います。

歌詞の通りに動きながら歌い、替え歌も作ってみましょう！

♦ 赤ちゃん/幼児と
日常の生活の中で着替えの時などさまざまな場面で歌って「Honey, oh baby, mine.」 のところで 
キスやハグをしてあげましょう。着替えが済んだらお子さんを抱き上げて踊りまわりましょう。

♦ 掃除の時間
普段の仕事も音楽があるだけで一段と楽しく感じることがあります。掃除の時にもこの歌をお子さん
と一緒に歌い替え歌にも挑戦しましょう。「You get the toys. I’ll get the blocks, honey…(3x), Let’s 
go put ’em in the old toy box, Honey, oh baby, mine.」「お父さん/お母さんは
おもちゃを持って来るから、・・・・・ちゃんは積み木を持って来てね・・・（3回）、さあ一緒におもちゃ箱
にしまいましょう、いい子ね。」)

♦ 挿絵
お子さんと一緒にソングブックのイラストを見てみましょう。お子さんは絵の中の色々なものを指差す
でしょう。ゆっくりとくつろぎながら絵の中にあるものについてお話をしてもらいましょう。お父さまや
お母さまが見つけたものを歌にしてみてもいいですね。

CDで使われている楽器： ギター、コントラバス、バイオリン、ハモニカ、ブラシのついたスネアドラム、
スプーン
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The Sounds of Fall . . .
ページ 6 

鳥さんたちのさえずりが聞こえるよ。落ち葉の音も聞こえるね。　
子ども達はあっと言わせるような自然界の音づくりが大好きです。

このチャンツでは落ち葉をくま手でかき集める音や鳥の鳴き声など秋の音について歌います。

落ち葉の山に次々に落ち葉が落ちていく音を真似て静かにリズミカルに始めます。「Ts…ts…ts…ts
…」 「Ts」 「ツ」）の音のところでは手や指を使って葉っぱが落ちていく動きを表現し、「whish」 「ウィー
シュ」）のところでは両腕を使って空中に葉っぱを投げる動作をします。「Chirp」（「チャープ」）ではどこ
かむこうの方にある木にとまっている鳥をイメージして指を差します。「woo!」（「ウー！」）の部分では両
腕を翼のように動かして”fly”では 飛ぶ真似をしましょう。

♦ ボーカル遊び
このチャンツでメロディーのない音楽の楽しみ方をいろいろと考えてみましょう。できるだけ高い声を
出して色々な鳥の鳴き声をしてみましょう。「Woo!」 （「ウー」）のところではに声を低い音程から高い
音程へと変化させます。

♦ 赤ちゃんと
リズミカルに優しくポンポンしながら４種類の効果音をだしてみましょう。

「Woo!」 （「ウー！」）のところではお子さんを天井の方へ高く抱き上げて、鳥になって飛んでいるよう
にします。歌の終わりでは少しの間何も音を出さないようにしてお子さんがゆっくりと音の余韻を楽し
めるようにしましょう。

♦ 音楽用語
楽譜（Family Music Zoneからダウンロード可）の最後の小節にある「rit.」 は「ritardando」（「リタ
ルダンド」）の略で「だんだんゆっくりと」という意味です。一拍ごとに少しずつ長くなりゆっくりになっ
ていきます。最後はできるだけゆっくりにして最初のテンポではじめから歌います。
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Apples and Cherries
ページ 7 

今日のデザートは何かな？　これから出てくるデザートについて輪唱で歌いましょう。

さまざまな果物やアイスクリームの種類を歌って楽しむ歌です。

まずはCDの子どもの歌声に合わせて歌い歌詞を覚えましょう。その後「ペパロニピザ、コーンチップ
スとサルサ、ブロッコリーとキャロット！」 や「ストロベリーショートケーキ、チョコレート、デカフェカ
プチーノ」のようなバリエーションとそれに合う（後述のような）振り付けを考えて楽しみましょう。

♦ 手遊び　
拍子に合わせてフルーツを摘んだり食べたりする動きを考えてみましょう。歌いながらリズムに合わ
せ色々な味のアイスクリームをすくう真似をします。

「Yum, yum, … 」（「おいしい、おいしい・・・」） と歌いながら、片手でスプーンを持ってアイスクリー 
ムを食べる仕草をしたりもう一方の手でビートに合わせておなかをさすったりするのもいいですね。

♦ 赤ちゃんと
お子さんを床に寝かせ拍子に合わせて体を軽くトントンしながら歌いましょう。「Yum」（「ヤム」）の歌
詞ではお子さんをくすぐり時々おなかにキスしてあげるとよいでしょう。

♦ 輪唱 　
歌を覚えたらご家族を２つのグループに分けて輪唱に挑戦しましょう。まず大人や大きなお子さんを
各パートのリーダーにします。（小さなお子さんはたいてい他のパートにつられてしまいますが何度も
繰り返して行うことによって次第に上手に歌えるようになります。）まずはじめはみんなで一緒に歌っ
てみましょう。（「dee」「ディー」）と「yum」 「ヤム」の２番と４番は2回繰り返します）CDに収録 
されているように最初のグループが 「dee」の回の2番目のフレーズに来たところで次のグループが歌
うと良いでしょう。

♦ 歴史について 　
この歌は昔のイギリスの街中でよく聞こえた砂売り商人の掛け声が元となっています。  

「White sand and gray sand, who’ll buy my gray sand? Who’ll buy my white sand?」(「白い砂と 
グレーの砂、グレーの砂がほしい人はいないかね？　白い砂がほしい人はいないかね？」)
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Walking Song
ページ 8 

ビートにつられて足が自然に動いちゃう！

CDをかけて拍子（基本的なビート：マクロビート）に合わせて元気よく歩きながら歌いましょう。
最初は一ヶ所に止まって足踏みを始めます。次に時々方向を変えながら（まっすぐ、後ろ向き、横向き、
円を描くように回るなど）歩きます。ジングルベルやシェーカーなどを利用しても良いでしょう。 
小さなお子さんは抱っこして歩きお父さまやお母さまの体の動きからリズムを感じれるようにします。
大きな子どもの中にはすぐに一緒にやろうとする子どももいれば、最初はじっくりと観察して後から
自己流に楽しむ子どももいるでしょう。

♦ 色々なビートで
さまざまなビートの長さを体験しましょう。歌が2数回繰り返されるところまで基本となる拍子に合わ
せて歩きます。次にもっと大きいステップ（1/2の速さ―2拍ずつ）に変えます。
基本のビートに戻ってしばらくしてから、今度は2倍の速さ（マイクロビート）にしてみましょう。
そうすると「Walking Song」ではなく、「Running Song」になりますね！

♦  CDで使われている楽器： ギター、コントラバス、ジェンベ、シェーカー、チャイム、トライアングル
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A Ram Sam Sam
ページ 9 

ゆっくり、または速く歌ったり、手をたたいたり体をくねくねさせたりして楽しみましょう！

次の楽しみ方を試してみましょう。― 大きな声、つぶやき、いばった声、ひそひそ声などさまざまな声
などで。　「Guli, guli」（「グリグリ」）のところでお子さんをくすぐります。子どもは何度も繰り返すう
ちにくすぐられるのを待ちわびるようになるでしょう。

♦ 大きな動きで
大きく活発な動作も取り入れてみましょう。「A ram sam sam」 （「ア ラム サム サム」）のところで 
足を踏みならしたり、「guli, guli」 （「グリ グリ」）のところで走り、「a rafi」 （「ア ラフィ」のところで 
頭の上に両手を上げてジャンプをします。

♦  テンポの遊び
最初はCDの録音のように極めてゆっくりなテンポで初め、5、6回繰り返す中で徐々にテンポをあげま
す。終いには速すぎて歌えない位のテンポにしてみましょう。

♦ 役になりきって
「 I’m going to catch you!」（「つかまえちゃうぞ！」 と鬼ごっこを楽しみましょう。最初はゆっくり 
静かにしのび足で寄っていき近づくにつれてだんだん速く、大きな声で歌います。歌の最後でお子さん
をつかまえます。きっとお子さんは何度もやりたがることでしょう。また交代してお子さんが鬼になっ
ても楽しいですね。

♦  大きなお子さんと
オーディエイト(歌わずに頭の中でメロディーを聴くこと)する力をつけるために歌の一部分だけ声を
出さない遊びをしてみましょう。歌わないの間も動作（振り付け）は続けてください。例えば、「ram」 
(「ラム」）や「sam」（「サム」）の部分だけ声に出さないで頭の中だけで歌います。（ビートを保つように
します。）次は「guli 「グリ」） の部分を無音にします。さらにチャレンジしたい場合は同じように１つず
つ声を出さない部分を増やしていき最後には歌全体を音がない状態で動作だけ行うようにします。　

CDで使われている楽器:  ギター、コントラバス、アルトサクソフォーン、ドラムセット
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Old King Cole
ページ 10 

このマザーグースの歌のジャズ風アレンジはご家族での「ごっこ遊び」にぴったりです。 
特にオーケストラの楽器演奏を真似して遊ぶと楽しいでしょう。 

この歌では年取ったコール王と彼の家族について歌います。ディナーを注文するだけではなくさまざ
まなミュージシャンも呼んでみます。

最初は声や動きを変えながらそれぞれの役柄になりきって歌いましょう。その次にそれぞれの楽器の
音を真似て歌い演奏しているふりをします。（バイオリンは「ニャー」、歌手は「ラ」、トランペットは

「トゥートッ」、ドラムは「ブルルーン」、など）最後に家族全員が歌うところではお好きな楽器を選びま
しょう。

♦ 家族で役を決めて
家族のみなさんをそれぞれ、王様、女王、王女、王子、赤ちゃんの役を振り当てます。各自スプーンやお
わんを手にとって歌詞の通りバイオリン弾き、歌手、トランペット奏者、ドラマーなど他の演奏者を呼
びます。最後にご家族のみなさんでバンドやオーケストラになりきって演奏しましょう。

♦  フィドルかバイオリンか？
フィドルもバイオリンも同じ楽器です。一般的にカントリーミュージックやフォークミュージックやブ
ルーグラスのスタイルの場合は「フィドル」と呼ばれます。一方、ポピュラーミュージックやジャズやク
ラシックのスタイルの時は「バイオリン」と呼ばれます。名前はどちらにせよバイオリンをお持ちの方は
是非取り出してこの本から何曲か弾いてみてください！

♦ 歴史
この歌は「Good King Cole」 として知られていた18世紀のイギリスの古い童謡がオリジナルと
なっています。一番古く知られていたものは、1708年に存在しました。

CDで使われている楽器:  ギター、コントラバス、バイオリン、トランペット、ドラム、タンバリン、フィン
ガーシンバル
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Los Fandangos
ページ 11 

フラメンコダンサーになりきって踊りましょう。誇らし気に立ち、床を踏み鳴らし、
両手を高くあげて手をたたき踊ります。

♦ スカーフ
スカーフや布切れを「体の延長」とイメージして動かしましょう。リズムに合わせてビートを強調させ
律動的に踊ります。アクセントのついた 「Los Fandangos」 のところではさらに強く動きましょう。

♦ 手をたたくパターン
フラメンコスタイルの手のたたき方はメロディーのリズムとダンスとの魅力的な組み合わせが特徴で
す。手をたたくパターンはCDを真似したり楽譜を参考にしましょう。

CDで使われている楽器:  ギター、コントラバス、カスタネット、ハンドクラップス

Goin’ to Boston
ページ 12 

「Goodbye」 は新しい冒険の始まりです！

このアメリカのフォークソングでは、僕はボストンに行くよ、ママ、パパ、お友達たちよ、さよなら。
２番目のフレーズでは手を叩こう、足をならそう、踊りまわって手を振ろうと歌います。

この楽しい歌の歌詞には１番から４番まで各回違った動きが含まれます。まず最初はCDの演奏のよ
うに歌い、次に替え歌を作ってみましょう。フレズノに行ったり、シカゴに行ったり、自分の町に帰った
り、場所や動きも変えるのもいいですね。時には大人同士で歌い合っても楽しいでしょう。
例えば、「バイバイ、会社に行ってきます。車の鍵を探すのを手伝って、朝早く。」など。

♦ 大きな動きで
マクロビートで足を踏み鳴らしたりオフビート（弱拍）で手をたたいたりしてダンスをしましょう。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、ジェムベ、ドラムセット、カウベル、ペニーウィッスル
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Can You Do This?
ページ 14

楽しくチャレンジし合うこの歌をご家族に歌いかけましょう。

このコールアンドリスポンス（呼びかけに応える形）の歌では大人が｢これできる?｣と歌い、子どもが｢で
きるよ、きっとできる！｣と応えます。繰り返しながら手を叩いたり、足をならしたり、高くジャンプ、ぐるぐ
る回ったり、床を触ったり、手を上に高く伸ばすことなどさまざまな動作をしようと歌います。

この歌は「Follow the leader」（「リーダーにつづけ」）のように遊ぶと簡単です。最初は歌詞のとおり 
に真似をしてその後にリーダーのアイディアをみんなで真似します。リーダーは（片足で立って眉毛をヒ
クくヒク動かすというような）対照的な動きを２つ考え、「Can you do this?」（「これ、できる？」）と 
歌いながら一つずつやります。真似する人は「Yes, I can. 」（「もちろん、できるよ。」）と歌いながらその
動作を真似します。その後は「 I can wiggle my eyebrows」（「眉毛をヒクヒク動かせるよ」）「You can 
wiggle your eyebrows」（「眉毛をヒクヒク動かせるね」）とお互い歌いながら同じ動作を繰り返します。

♦ 大きなお子さんと小物遊び　
ペットボトル、フライパン、フラフープ、リボンなどを使って身の回りにあるもので音楽を楽しんでお手本
を見せてあげましょう。常にリズムをしっかりと感じて歌うように心がけてください。

♦  大きな動きで
CDのバイオリン、チェロ、コントラバスのピッツカート（弦を指で弾く奏法）は魅力的ですね。
このワクワクする音楽に合わせて踊ったり、走ったり、歩いたり、くるくる回ったり、跳んだり、足踏みし
たりしてみましょう。

♦ 調性について　
この歌の調性はリディアンと呼ばれるモードです。西洋文化の中で育った人達には聞き慣れない感じ
がするかもしれませんが子どもにはとても刺激的に聞こえるはずです。風変わりに感じる理由は普通の
音調のフレーズの途中に（「do」, 「stomp」, 「spin」, 「reach」 のところ）音楽的に通常予想しない音

（ファのシャープ)があるからです。この音を強調して歌いお子さんがリディアンの特徴をしっかりと体
験できるようにしましょう。

CDで使われている楽器: バイオリン、チェロ、コントラバス
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Bela Boya
ページ 15

はるか遠い国で、家族みんなが楽しく踊っている光景を想像してみましょう。
エキゾチックな木々や花 ・々・・　変わったリズム・・・　魅力的なメロディー・・・

「Bela Boya」 ― （美しいBoyaという意味）のリズムは動きを感じながら体で覚えるようにすると良い
でしょう。CDに合わせて歌いご自分の体が音楽に合わせてどのように自然と動くか観察してみてくださ
い。リズムの構成について理解を深めたい方は下の「リズムについて」をご参考にしてください。

♦ ムーブメント
最初、long–short–short (長-短-短)のステップで “1-2-3, 1-2, 1-2” と数えながら歩いてみましょ
う。それから、最初のグループにスキップを加えてみましょう。このようになります:

Skip— step, step; skip—, step, step; etc.
1 - 2 - 3, 1 - 2, 1 - 2; 1 - 2 - 3, 1 - 2, 1 - 2;     etc.

（ヒント: ３グループごとにスキップが来るので、交互に右に行ったり左に行ったりしてみましょう。） 
腕やベビースリングで抱っこして赤ちゃんと一緒に動きましょう。大きなお子さんは、お父さまやお母さ
まのステップを真似するかもしれません。

♦  リズムについて
西洋の音楽の多くは２拍または３拍のグループに分けられます。いわゆる（マーチのような）duple me-
ter（2拍などの偶数拍）または（ワルツのような）triple meterの２つになります。しかしこの歌は
一つのフレーズの中に２拍と３拍のグループが両方含まれ独特な素敵な雰囲気があります。CDを聞き
ながら軽やかに “1-2-3, 1-2, 1-2; 1-2-3, 1-2, 1-2” と歌ってみましょう。体でリズムを感じるために 
は長い拍子(triple)で膝をたたき、短い拍子(duple)で手をたたきます。（膝―手ー手、膝―手ー手 と 
いうように）世界の音楽全体ではこのようなリズムは珍しくはありませんが西洋文化の中で育ち不規則
なリズムを体験する機会がなかった大人にとっては、風変わりで難しく感じられるかもしれません。
しかし小さいころからこのようなリズムを体験することによって子どもはごく自然に受け入れ色々な種
類のリズムに慣れていくことでしょう。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、バイオリン、チェロ、フルート、ドラム、
リク（中近東のタンバリン）
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Sweet Potato
ページ 16

子どもはキッチンのお手伝いが大好き。いっしょにお料理しながら歌いましょう 。
いつでもどこでもこのメロディーを思い出したら歌いましょう。

Sweet Potato（さつまいに似た芋）を料理しよう、食べ終わるとお母さんが ｢すぐ寝なさい｣と大き
な声でいっているよ、と歌います。

お料理をしながら歌ってみましょう。 ― この歌のゆっくりしたリズムは混ぜたり、切ったり、刻んだ
り、つぶしたりするのにぴったりですね。大人が料理をしながら歌っているのを見てお子さんも台所遊
びをしながら歌いはじめるでしょう。寝る前には「Go straight to bed」 （「まっすぐベッドに行きま 
しょう」）の部分を歌いましょう。

♦ パート遊び
Refrain（繰り返し）の部分はverse（1,2番の歌詞）と一緒に歌うことができます。
２つのグループに分けて１つのグループがrefrainの部分を歌って、もう１つのグループがverseを歌い
ます; その後はパートを交替してみましょう。

♦  音楽の「寝る前のお話」
ソングブックをおやすみ前の「音楽の歌い聞かせの本」として歌やイラストをあれこれ見ながら歌いま
しょう。楽譜が読めなくてもCDを聴いていれば覚えられるので心配要りません。毎晩繰り返すうちに
挿絵を見ただけでどの歌なのかすぐわかるようになるでしょう。早い時期から楽譜に親しむ楽しむ体
験は将来音符を学習する上で役立ちます。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、シンバル、ブラシのついたスネアドラム
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Shady Grove
ページ 18

このアパラチア地方のバイオリンの優しいメロディーはララバイ（子守唄）にぴったりです。

林の中の日陰と木々のまわりで鳴く鳥たちについて歌います。3番と４番では眠りにつき夢の中へ、と
歌います。

お子さんが寝る心の準備ができるように静かに歌ってあげましょう。最初はCDに合わせて歌い安ら
かな気持ちに包んでくれるリコーダーのなめらかな音色を楽しみましょう。数週間したらCDなしでそ
の日の出来事などを替歌に取り入れてお子さんに歌ってあげましょう。

♦ ララバイの時間　
ララバイの時間は寄り添って歌うことで身体、感情、また音楽的にもお子さんとの距離を近づける機
会となります。ぜひこの歌だけではなく他のララバイもたくさん歌ってあげましょう。子どもはいつまで
もお父さまやお母さまに歌ってもらった時の心の安らぎを忘れずにいることでしょう。研究からも幼
少時の感情豊かでポジティブな音楽体験は子どもの大切な記憶となり将来、学習への前向きな姿勢
を導く可能性があると言われています。

♦ 楽器遊び　
この歌は、ダルシマー、バイオリン、ビオラ、チェロ、その他open “D” string（オープンd線）のある 
楽器がよく合います。これらの楽器が弾ける方はお子さんが眠りにつく前やお昼寝から目覚める時に
この曲を弾いてあげてください。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、リコーダー、シェーカー、クレベス
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Lauren’s Waltz
ページ　19

Music Togetherクラスのクライマックスはなんといっても 「Play Along」と呼ばれるジャムセッ 
ション（即興演奏）の時間！ 

「Play Along」の時間では赤ちゃんからおばあ様、おじい様まで皆さまでそれぞれ楽器を選んでCD
の演奏や生演奏に合わせてみんなで合奏します。まず楽器を使う前に曲を聴きながらお子さんと一
緒にリズムに合わせて数回動きまわったり踊ったりして楽しみましょう。

好きな楽器を集めた箱を用意していつでも「Play Along」を楽しめるようしておくといいでしょう。
楽器がなくてもおなべやフライパンだっていいのです！家族のみなさんが必ず１つ楽器を持つように
してください。学校を卒業して以来ほこりをかぶっているクラリネットがあれば是非ひっぱりだして吹
いてみましょう。お父さまやお母さまが心から音楽を楽しむ姿はどんな素晴らしい演奏よりもお子さ
んに大きな印象を与えます。　

 この「Lauren’s Waltz」の曲に慣れてきたら曲の流れにあわせて、演奏を止めたり、はじめたり、
アクセントをつけてみるのもいいですね。大げさに表現するとお子さんも楽しさを感じ真似しはじめ
ますので、是非繰り返しお手本を見せてあげましょう。

「Lauren’s Waltz」 は自由に動くフリーダンスにぴったりです。踊りながら楽器を演奏したくなるか 
もしれません。もしお子さんが踊りながら演奏をしたがるようでしたら安全には十分気をつけた上で
思いのままにやらせてあげましょう。

大人が常に心に留めておくべきことは、子どもの成長や性格は千差万別であるということです。大き
な子どもの中にもまだ楽器をきちんと演奏するのには早いお子さんがいたり、楽器を「正しく」使うよ
りは自分のやり方でクリエーティブに使うのを好むお子さんもいます。
また、ただ楽器を抱えながら踊りまわったり他の人たちをずっと観察するお子さんもいるかもしれま
せん。たとえ、回りを見ているだけであってもどんな形の参加であれお子さんが心から自由に楽しめる
ことが大切です。

♦ 歴史について
Music Togetherの創始者でディレクターのKen Guilmartinが娘のLaurenのために作った曲です。Lauren
は子どものころ、踊ったり、創作ダンスをしたりピアノやバイオリンの演奏が大好きだったそうです。

CDで使われている楽器： ギター、コントラバス、バイオリン、オクターブバイオリン、ピアノ、カリンバ、
フレームドラム、リク　タンバリン、シェーカー、シンバル、MIDI楽器（チェレスタ、ハープ、アコーディオン
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Here Is the Beehive
ページ 20
ハチはどこかな？何をしているのかな？
自然とハチの不思議な世界へ引き込まれてしまうチャンツです。

ハチの巣に隠れているハチが一匹ずつ飛び出していく様子を歌います。

この短いハチのお話を(お子さんが怖がらないように） 愉快な声で語ってみましょう。最後に巣から出
てくる「ハチ」を一匹ずつ数えます。　数えながら「Bzzz」（「ブズズズ」） のところまでエネルギーをだ
んだん高めていきます。子どもが何度もこのチャンツをリクエストするのは最後のところでくすぐられ
るのを楽しみにするようになるからでしょう。

♦ 手遊び
こぶしをハチの巣にして手遊びをしましょう。一方の手でこぶしを隠し拍子に合わせて前後に動かし
ます。１本ずつ指を立てて５匹の「ハチ」を数えましょう。それからお子さんの周りで手をあちこち動か
しハチが飛び回わっているかのようにします。最後はくすぐりながら着地させます。もしお子さんがハ
チを怖がるようであれば、「shoo!」（「シューッ！」）という音を立てて空中に吹き飛ばしてしまいましょ
う。

♦ ごっこ遊び
大きなお子さんには（ワクワクさせるようにヒソヒソ声で）、「さあ、ハチになろう！」と誘います。ハチが
出て来たらみんなにはテーブルの下、ソファーの後ろ、植木の後ろなどに一緒に寄り集まって隠れて
もらいます。「See them」 を「see us」 に変えて一緒にチャンツを歌います。ハチは「bzzz!」（「ブズズ
ズ」）の瞬間までささやき声でソフトにつぶやきます。その後突然、大きな声で「bzzz!」 「ブズズズ」）と
言うと、みんな出てきて走り回ります。３０秒ぐらいしたら、また「back to the hive, back to the hive!」

「（巣に戻ろう、巣に戻るよ！）」 とささやき繰り返します。

♦ リズムについて
このチャンツはtriple meter（三拍子）で、強拍に弱拍が２拍続きます： 

HERE is the BEE-hive, but WHERE are the BEES? 
（ここにハチの巣があるよ、だけどハチはどこにいるの？）

とチャンツを歌いながら、強いmacrobeatに合わせて体を自然に揺らし、軽いビートのところでは軽く足踏
みします。「Bzzz」 （「ブズズズ」）のところに来たら、動きを止めてできるだけ長く引き伸ばして「bzzz」 

（「ブズズズ」）を言ってみましょう。 



21

© 2015 Music Together LLC. All rights reserved. 

Marching and Drumming
ページ 21

南北戦争時代からよく親しまれている歌です。
この有名なメロディーを歌いながらマーチや太鼓を楽しみましょう。

足を高くあげて部屋中をマーチしながら歌いましょう。腕を動かし、声を出してパレードのドラマーに
なりきります。また行進する人とドラムをたたくする人を分けてもいいでしょう。

♦ボーカル遊び
まずCDに収録されているトランペットの召集合図を聞いてみましょう。次に握りこぶしで「マウスピー
ス」を作って「doo」（「ドゥー」） で歌いトランペットに近い音を出すように試してみましょう。
召集合図でお子さん達に集合させトランペットの音を真似してもらいましょう。

♦ 楽器遊び
楽器のバスケットを取り出して、ドラム、タンバリン、スティックを選びましょう。または、ポットやよく響く
プラスティック容器、木製のスプーンをたたきながら歌いましょう。

♦  歌の歴史
現在でも広く親しまれているこの歌は1863年にLouis Lambertによって作曲されたと言われていま
す。南北戦争の間は「When Johnny Comes Marching Home」 という名称で広まりましたがして
今日では「The Ants Go Marching One by One」 として現代の子どもにも親しまれています。 
是非ご自分で替え歌も作ってみましょう。

CDで使われている楽器： ギター、コントラバス、トランペット、スネアドラム、ベースドラム
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I’ve Got the Rhythm in My Head
ページ 22

ディン、ドン、ホットドッグ！リズムをゲット！

頭、手、足の指、足、鼻など体のいろいろな部分を使ってリズムを表現しよう、と歌います。

まずリズムに合わせて動きながら歌いましょう。歌詞を覚えて歌に慣れたら次のアイディアを試してみ
ましょう: 

「ホットドッグ」のところで手をたたきそれ以外のところでは、足、つま先、手など歌にでてくる体の部
分のどこかをリズミカルに動かしてみましょう。

♦ 手をたたくパターン
向かい合わせに座ってpatty-cake のスタイル（日本ではアルプス一万尺のような遊び）でたたくパタ
ーンを作ってみましょう。例えば、自分の膝、自分の手、パートナーの手、自分の手といった順に手をた
たいたり膝をたたいたりして拍子をとってみましょう。

♦ 大きなお子さんと
この歌は早口言葉や頭のトレーニングの遊びにもなります。子どもは「こんなに早く歌えないでしょ？」
とおもしろそうに思いっきり速く歌って楽しみます。体のいろいろな部分を使ってさまざまな替え歌を
作ってみましょう。

♦ 身の回りのもので打楽器
身の回りにある「打楽器」 を探しましょう。― 床、ドア、テーブル、いす ―歌いながら1つずつリズミカ
ルにたたきます。楽器演奏の部分では部屋中を動き次に叩くものをさがします。「Doo」（「ドゥー」） と
歌ったり、言葉を自分の「楽器」の名前に変えて歌ったりしてみましょう。例えば、「Ding, dong, I’ve 
got the rhythm on the door」 （「ディン　ドン　ドアにもリズムを見つけたよ」） や「Ding, dong, 
I’ve got the rhythm in the sink」 （「ディン　ドン　流しにもリズムを見つけたよ」）のように。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、シェーカー、カウベル
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Hinei Matov
ページ 24

「みんな一緒に輪になって、最高だね！」と歌い踊ります！

このイスラエルの民謡の魂を感じて身も声も音楽にゆだねてみましょう。自然と一人でも、誰かと一緒
に踊りはじめてしまうでしょう。見ているお子さんも一緒に踊りたがるはずです。是非お好きな振り付
けを考えて踊りながら歌いましょう。

♦ 大きなお子さんと
ご家族みなさんでゆったりと輪を作り大きなお子さんや大人の方々は伝統的なフォークダンスのステ
ップに挑戦してみましょう。例えば:

最初のフレーズ（「Hine ma tov … gam yachad」）: 
右に向って歩き、「yachad」 の後のビートで手を
1回たたきます。次のフレーズで左に向きます。
2番目のフレーズ: 左に向って歩き、「yachad」の後のビートで手をたたきます。
3番目のフレーズ: 部屋の中央に向って歩きます。
4番目のフレーズ: 部屋の端まで歩いて戻ります。

他にも家族で楽しめそうなフォークダンスのステップを取り入れましょう: ランニング、ステップ-ホッ
プ、グレープバイン、ジャンピングなど。（ヒント: 子どもたちは手を握られているより、自由な方が参加
しやすいでしょう。）

♦ 翻訳について
「How good it is when brothers and sisters join together as one.」 （「男たちも女たちもみんな
が１つの輪に。なんて素晴らしいんだ！」） のフレーズはダンスでも歌でも色々な音楽の場で使われま
す。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、バイオリン、ドラムセット
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No More Pie
ページ 25

あーあ！　誰かがパイの最後の一切れをたべちゃった！　さあ、このブルースを歌わなくちゃ！

このブルース風な歌ではパイが甘すぎる、パンが焦げちゃったなどの不満を楽しく歌います。町へ買い
物に行こうとしますが、車のエンジンがかからない、おまけに転んで足の親指をけがしたと歌います。　
最後はみんなでくすぐりあって終わります。

どなたか一人が１つフレーズを歌ってその後に家族の人が歌って応えます。順番にリーダーになって楽
しみましょう。お子さんはお父さまやお母さまなど大人がいつも楽しんでいる姿を真似ておもちゃを相
手に、または子ども同士で歌いだすかもしれません。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、ハーモニカ、ドラムセット
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Butterfly
ページ 26

子どもたちはヒラヒラ飛んだり、舞い上がったり舞い降りたり、見えたり見えなくなったりする
蝶々の様子が大好きです。

手のちょうちょうを空中に飛ばしましょう。手のひらを平らにし指をぴったりつけて、まず初めは片手
で、次に反対の手でちょうちょの動きをします。歌に合わせてリズミカルにやさしく動かしましょう。
マクロビートではゆっくりした動きを、そしてマイクロビートではヒラヒラした動きを表します。両手を
使って二匹の「ちょうちょ」が空中を一緒にダンスしているように表現しましょう。

♦  大きな動きで
「Butterfly」 のリズムのワルツのtriple meter（三拍子）です。小さいお子さんは抱き上げて部屋中で
ワルツを踊りましょう ― 大きなお子さんは一緒に踊るように誘ってみましょう。ビートに合わせて体
重を左右に移動させ最初は右に、次に左にステップを踏みながらゆっくりと部屋中を回りながら踊り
ましょう。

♦ お風呂の時間
両手で「ちょうちょう」を作ってやさしくお湯の上でパシャパシャさせたり、空中に舞い上がらせたりし
ながら歌います。お風呂から出てお子さんの体を拭くときは音楽の流れに合わせてタオルを動かして
ゆったりとした調子で歌いましょう。

CDで使われている楽器: ギター、フルート、チャイム
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Mississippi Cats
ページ 27

このジャズ風のチャンツはリズムがすべて。早くてリズミカルな変わった音に子ども達は聞き入
ることでしょう。

ミシシッピーからやってきた猫とその綴りについて歌います。

手や膝をたたいたりマーチをしながら歌います。まず歌詞の通りに歌い次にバーッ、ディーッ、ミャオ
ー、ツッッッなどの音も試しましょう。また別の日にはジャズならではの即興のボーカル「スキャット」
にも挑戦しましょう。まずCDの録音を真似して次にリズムに合う音をいろいろ試してみましょう。

♦ 楽器遊び
子どもは対照的なものが大好きです。ドラムやフライパンやお鍋を大きな音を出した後は興奮を冷ま
すように静かにささやいて対照的な違いを楽しみましょう。

♦ 声を変えて
小さな子ねこ、大きな雄猫、ライオン ― のように色々なねこになり、声をそれぞれのふさわしい声に
変えましょう。ねこの色々な声: シュッシュッ、ニャーオ、ニャー、クンクン、ゴロゴロなどもよいですね。
子どもたちは子ねこになりきってかわいがってもらうのが大好きです。

CDで使われている楽器: ドラムセット

Singin’ Every Day
ページ 28

この’コールアンドレスポンス’のリズムに歌って、踊り、楽器を楽しみましょう。シェーカー、ドラ
ム、タンバリンを取り出してご家族のみなさんとご一緒に！

歌って踊る毎日を祝う歌です。

最初はCDをかけてこの優しいメロディーに声を合わせてみます。リズムにのって体を優しく揺らしお
子さんとダンスしながら歌いましょう。歌を覚えたら間奏の部分を歌うかハーモニーを加えます。大人
も子どもと同じようにまずは体験を重さねスキルアップしていけば誰でも自然とハーモニーを歌える
ようになります。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、シェーカー、カウベル、ジェンベ（アフリカのドラム）
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This Little Light of Mine
ページ 30

広く親しまれているゴスペル歌。私たちの音楽魂を鼓舞し、歌と踊りへと誘います。 

頭から足先まで輝こうと歌います。

体でリズムを感じてオフビート（弱拍）で指を鳴らて歌いましょう。また歌詞に合わせて動きを変えた
り、お子さんと一緒に替え歌や他の動きを作ってみましょう。

♦ 手遊び
1番では人差し指を立てて輝いているキャンドルや光のようにビートに合わせてまわします。
2番ではいないいないばーをしてみましょう： 手を顔の前において、それから「 let it shine」 （

「輝かせよう」）の言葉で手をのけます。3番と4番では、音楽に合わせて鼻を軽くたたいたり、耳たぶ
を軽く引っ張ったりします。5番では、オフビートで手をたたきます。6番では、「these dancing feet」 
のダウンビート（強拍）で足を踏み鳴らします。

♦ お風呂で
お風呂の時に洗っている体の部分をについて（「This little knee of mine…」 「私の小さなお膝・・・」）
音楽に合わせてタオルを動かしながら歌いましょう。「 la」（（「ラ」）や「doo」（「ドゥー」）や「boom」 

（「ブーム」）のような音を使って歌いながらおもちゃをリズミカルに動かして遊んでも良いでしょう。

♦ 歴史についてこの古いゴスペル歌は1960年代の人権運動時代のリバイバル版も含め色々なバー
ジョンがあります。ゴスペルスタイルは深く感じられるリズムの鼓動と心に響く自由な歌声とオフビー
トの手拍子が特徴です。オフビートを感じるには弱拍で手をたたいたり指を鳴らしたりして、ダウン
ビートで足踏みをしたり、上体を揺らしたり、頭を動かしたりして体の別の部分を動かすと良いでしょ
う。
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Shenandoah
ページ 31

このアイルランド生まれの美しいアメリカンバラードは1800年代からずっと愛されてきまし
た。このMusic Together版の子守唄を大切なお子さんに歌ってあげてましょう。　

まずゆっくりと深呼吸をしてからお子さんを静かな川の流れのような穏やかな眠りにつかせる光景を
想像して心をこめて歌いましょう。 お子さんが大きくなってからララバイを歌ってと言うかもしれませ
ん。その時には音楽のふれあいを大切にされている今を後悔なく喜ばしく思い出されることでしょう。

♦ バリーション
歌詞や簡単な音（ラララ、ルルルなど）で歌ってから、家族やお子さんに合わせて替え歌を作ってみま
しょう。例えば、「Oh, Natalie, is very sleepy」 （「あー、ナタリーはとても眠いのね」）などどいう 
ように。

♦ 歴史について
多くの人に親しまれているこの歌は一部の記録では1820年に作曲されたと記されています。しかし
もう少し前に誕生していた可能性もあるようです。ミズーリ川の荷を積む人夫や船頭がうたった歌が
原曲となっています。ミズーリ川に住んでいたインディアンの酋長、Shenandoah の娘がオリジナ 
ルの歌詞の主人公となっています。

CDで使われている楽器: ギター、コントラバス、ハモニカ
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Goodbye, So Long, Farewell
ページ 32

お別れの時のこの歌は、「またすぐに会えるよ」という合図です。

大好きな大人にはハグ、お友達には握手、自分にもハグをして別れる歌です。

お子さんの名前を入れて歌い、抱っこをしながらワルツのリズムに体を合わせて揺らしましょう。
「ラララ」や「ドゥドゥ」などの音だけで歌ったり、ハミングをするだけでもこの歌の雰囲気が作れます。また、
お子さんにバイバイをする時にぴったりな歌です。バイバイしながら歌い、「ただいま」の時にはHello Song
を歌ってみましょう。保育園や幼稚園への道で一緒に歌ってみてもいいですね。また、リズムやテンポにバリ
エーションをつけて楽しみましょう。早めに歌い、軽い調子のリズムにすると、お散歩がスキップやダンスに早
代わり！　　　

CDで使われている楽器： ピアノ、コントラバス、シェーカー、トライアングル



音楽あふれる世界
より良い世界へ

一緒に歌を歌ったり、踊ったりする音楽のふれあいはお互いの心を通わせます。

音楽は親子から家族、コミュニティーそしてさらに国境を超えて人々の絆を深めていきます。

その音楽の原点を心にMusic Togetherでは最高レベルの音楽とムーブメント体験を

世界中のファミリーに提供することを使命としています。

私たちはお父さまやお母さま、先生方そして養育者の方がたと手を取り合いながら

小さな子ども達が自信に満ちて音楽づくりを楽しみ、

世界中のファミリーにとって音楽が生活の一部となるように励んでいます。

 


