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Our Tambourine Family Music Code

Hello Everybodyアプリをダウンロードして
（またはmusictogether.com/accountにて）

上記のコードを入力してください。
楽曲のダウンロードやストリーミング、

サイトでは各曲の楽譜のダウンロードなど
メンバー専用の内容をお楽しみいただけます。

アプリやサイトに関するテクニカルなご質問はこちらにお問い合わせください。
support@musictogether.com

About Our Music Together Class

お子さまのお名前___________________________最初のクラス_________________________

先生の名前  ___________________________________________________________________________

クラスのお友達 _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Tambourine
イラスト　ジェイミー・キム

 ジェラルド・ケリー

Hello, Everybody!  
Music Togetherの新学期へようこそ

これからの１学期間、ご家族ご一緒に２０曲以上の新しい楽曲と、専門家が考案した多彩な
音楽アクティビティーを体験していきます。皆さまの音楽の世界は瞬く間に広がっていくでし
ょう。親子でサークルダンス、手遊び、愉快な歌など、さまざまな音楽づくりを楽しんでいくう
ちに自然と音楽はお子さまの一生の友達となっていくでしょう。ご家庭でもこのソングブック
を手にとって、日常の生活に音楽づくりを取り入れてください。

小さいお子さまはお母さまやお父さまを第一のロールモデルとして多くの事を学んでいきま
す。 お子さまの発達に大切なこの時期に、音楽を育児に生かしましょう。普段の生活に音楽
づくりを取り入れるだけでお子さまは自然と自信をもって音楽を楽しむ心と力を育くんでいき
ます。音楽が苦手なお父さまやお母さまもご心配はいりません。一番大切なのは一生の宝と
なる音楽のある親子の思い出づくりと、音楽を愛する心を伝えていくことです。

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。 追加でCDが
必要な方はこちらからお求めください。　musictogether.com/account 

ファミリー ソングブック
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Hello Song

みなさん、こんにちは！会えてよかった！」と歌います。
クラスで一人ひとりのお子さんの名前を歌うように、

ご家庭でも同じように歌ってあげればきっと喜ぶでしょう。

アプリをダウンロードしよう！　

本に印刷されているダウンロードコードを
Hello Everybodyアプリに入力して 
いつでもどこでも音楽を楽しめるようにしま

しょう。サイトからは楽譜もダウンロードでき
ます。

2–3

Old Brass Wagon 

まずは、左に、次に右にぐるり。 鼻をポンポン、足先トントン、ジャンプ、 
最後は手をたたこうと振り付けを順番に歌いながら楽しむ歌です。

プレイパーティーゲーム　

この歌は１９世紀のアメリカの田舎町で、プレイパーティーゲームの歌として
広まりました。プレイ−パーティーは、当時ダンスや楽器演奏が禁止されてい
た人々の間で広まった音楽の楽しみ方です。唯一ゲームを楽しむことを許さ
れていた賢い若者たちは、歌の歌詞に振り付けを取り入れ、ささやかなダン
ス楽しんだのです。このようなプレイパーティの音楽は現在は主に子どもの
遊びの歌として楽しまれています。

4–5
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Ride-O

ドライブやくすぐりっこなど、楽しいアクティビティーについて歌います。

6

いろいろな音で遊ぶ

「buzz（バズ）」、「ding（ディング）」、「zoom（ズーム）」など
のさまざまな音に替えて歌ってみましょう。または、低い深
い声で「ho, ho, ho」、高くキーキーとした声で「hee, hee, 
hee」など、色々な音や声で面白おかしく歌いましょう。
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Round Robin

さまざまな鳥とその鳴き声について歌います。

7

Tingalayo

この伝統的な歌ではペットのドンキーついて、 
そして彼がしでかす愉快なことについて歌います。

8–9

Betty Martin 

つまさき立ちで歩き回るベティ・マーティンについて歌います。
２番では、ビリー・マーティンに歌いかけます。

10



7

One Little Owl

古いオークの木にふくろう、リス、カラスやネコがいます。 
次第に木が重たすぎて、倒れちゃう、と嘆きます。

替え歌に挑戦！

他に何を木の中にのせれるかな？ 
アイディアを替え歌にして歌いましょう。

11

Mm-Hmm13

Little Birch Tree

野原の中で風にゆれる
小さい樺の木について歌うロシア民謡です。

12
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See the Pony Galloping

田舎の小道をぽっかぽっかと走り抜けていく子馬について歌います。 
帰り道、子馬は疲れ果ててしまいます。

14–15

音楽的な学び　

この歌には対照的な音楽要素が、たくさん含まれています。
リタルダンド（だんだんゆっくりとなる）、ディミュニエンド 

（だんだん小さくなる）、スフォルツァンド（急に大きく） 
などに気を留めて、それらの表現を楽しみながら歌いましょ
う。ざまざまな音楽要素の体験は音楽性発達に重要です。

Wedding Dance

クレズマースタイル＊にアレンジされたユダヤ教のメロディーにのって、 
踊りながら歌いましょう。 

*東欧系ユダヤ、アシュケナジムの民謡がルーツの音楽ジャンルの１つ

16

独特な音調 　

この曲はフリジアン・ドミナント・スケールと呼ばれる音調で
作られています。少し風変りに感じられる方もいらっしゃる
と思いますが、中近東や東ヨーロッパ、東インド、フラメンコ
音楽など、さまざまな文化の音楽によく聞かれる音調です。 
少し専門的になりますが、この音調はフリジアンスケールに
似ていて、特徴となる違いは長３度の部分です。
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Sarapondaって？

この歌の歌詞は意味のない音で、車輪
がぐるぐる回る音を表現している言葉
だと考えてられています。

Sarasponda17

Duermete, nino bonito

お子さんと寄り添ってこの美しいスペインの歌を歌いましょう。

18

ララバイのパワーの秘密

赤ちゃんをあやす時、自然と歌ってあげたくなる気持ちは
万国共通です。どの文化にも子守唄の習慣が見られ、この
歌のように三拍子のリズムで繰り返されるバターンは子
守唄の共通点としてみられます。この歌の歌詞は、「美し
い子どもよ、眠りなさい、かわいい子どもよ、眠りなさい、
そばにいるから眠りなさい」という気持ちが表現されてい
ます。
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Tambourine Jam19

Sneaking’ ‘Round the Room

リビングルームで忍び足や気どった足取りでワルツやブギーを踊りましょう。

わくわく、どきどき！

1つ目と２つ目のフレーズの終わりと歌の最後の部分のコードは、「何が起き
るのかな？」とわくわくさせるような音色ですね。このコードは増六の和音と
呼ばれ、古典派またはロマン派の音楽では特色的な作曲技法として多く使
われています。CDのトーナルパタンの３つ目のパターンでこの和音の特徴が
確認できます。注意深く聴いて、後に続けて歌ってみましょう。

20–21

さあ、楽器を持って 
ジャムセッションをはじめよう！
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Inanay 

歌の歴史

オーストラリア先住民族ヨータヨータ族の長老、ジェラ
ルディーン・ブリッグスから現代の先住民族音楽家、ル
ー・ベネットに伝授された歌です。もともとこの歌は遠い
昔に、トレス海峡諸島サーズデー島からマレー島からオ
ーストラリアの東側の海岸線、そして内陸地から川の流
れる地域まで広い範囲のソングライン*を旅してきた音楽
です。従ってオーストラリアのさまざまの先住民達やその
文化と深いつながりが秘めています。歌詞の意味は解明
されていませんが、ヨータヨータ語でゴアナと呼ばれる
オーストラリアのオオトカゲについての歌だと言われてい
ます。

*道標として歌い移動しながら変化を伴ってきた先住民
達の移動の軌跡となっている「歌の地図』を指します。

23

Animals, Animals 

陸や海、空にいる動物たちの名前と 
それらの音について歌います。

22
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Whispers

ひそひそと、内緒話をするように歌います。

25

リズムへの意識

チャンツやポエム、またはリズミカルな童謡や替え歌を親子でシンプルに歌
って楽しむだけで、お子さまのリズム感の発達を支えるための重要なアクテ
ィビティーとなります。チャンツなどメロディーがないものは、旋律を覚える
必要がなく、リズム的要素に意識を集中して体験できるからです。

Merry-Go-Round 

上下に動きながらぐるぐると回る、メリーゴーランドについて歌います。 
２番では目がぐるぐると回ってしまいます。

24
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Ding Dong, Ding Dong

ベルになって動いてみよう

子どものリズム感発達には、ただ歌を歌うだけではなく、ムー
ブメントを通して体でリズムを体験することが大切です。 
体を左右や前後にゆったり動かしたり、体全体を上下にバウ
ンスしながらリズムを感じましょう。

26

V’la l’bon vent27

Voilà!

ケベック地方などカナダのフランス語圏では「Voilà le bon 
vent」 (いい風だ) というフレーズは、短縮されて「V‘là 
l‘bon vent」と聞こえます。歌詞の他の部分は、「大切な人が
呼んでいる」 「大切な人が待っている」と訳されます。



14

探してみよう

このページに隠れているハミングバード見つけましょう。 
実はこのソングブックの中にもう３羽いるので、是非探してみ
ましょう！

Little Blue Car

僕の小さな青い車、それがなきゃ、どこも行けない、家にも帰れない、
２番、３番では私の赤い自転車、または緑の飛行機がなきゃ・・と歌います。

30

Scarborough Fair

この歌では、スカーポローのお祭で売られているさまざまなスパイス、
そして昔の恋人について歌います。

28–29
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Raisins and Almonds

ゆりかごで眠る赤ちゃんと、 
レーズンとアーモンドを市場へ買いに行くヤギについて歌う 

イディッシュの伝統的な歌です。

26

歌の背景

この歌はイディッシュの伝統歌として世界で一番親しま
れている歌でしょう。このバージョンは1880年にイディ
ッシュの演劇の父と知られるエーブラハム・ゴールドファ
デンが有名なイディッシュの子守唄 「Unter dem Kinds 
bigle」（赤ちゃんのベッドの下に）を元にしてアレンジした 

「Rozhinkes mit mandlen」の歌詞の英語訳です。
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Goodbye, So Long, Farewell 

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。

移り変わり

生活の流れの中での変化や人生での節目において、儀式など
の習慣は移り変わりへの心の準備に役立ちます。音楽が伴え
ばよりパワフルな効果をもたらします。（結婚式の音楽が良い
例です）お子さまが寝る前や、お父さまやお母さまと離れる
時などの生活の流れの中での移り変わりの場でこの歌を歌
う習慣をつけましょう。

32
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Music Together Song Collections

Fiddle

Drum

Tambourine

Banjo

Flute

Sticks

Maracas

Kazoo

Bongos

Bells

Triangle

Harmonica
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Musical Memories

お子さんのお気に入りの歌 

子育てに役立った歌 

お気に入りの替え歌の歌詞 

クラスでの特別な思い出 

家での音楽づくりの内容



19

The Songs

“Animals, Animals”
Page 22
作詞：ケネス・K・ギルマーティン
カホン、クレベス、シェーカー、カンジーラ、スティ
ールパン、ジェンベ、ドゥンドゥン（トーキングドラ
ム）、マラカス

“Betty Martin”
Page 10
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、コントラバス、シェーカー、コンガドラム、
トラインアングル

“Ding Dong, Ding Dong”
Page 26
民謡、編曲： ケネス・K・ギルマーティン、リリー・リ
ヴィノウィッツ 
チェレスタ

“Duérmete, niño bonito”
Page 18
スペイン民謡
編曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、コントラバス、スティールパン 

“Goodbye, So Long, Farewell”
Page 32
作詞作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ピアノ、コントラバス、シェーカー、トライアングル

“Hello Song”
Page 2
作詞作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、コントラバス、シェーカー、タンバリーン

“Inanay”
Page 23
トレス海峡諸島の民謡、先住民族ヨータヨータ
の長老ジェラルディーン・ブリッグスによって音楽
グループ、ティダスへ伝授されたものをティダス
がアレンジ　
編曲：メリー・エレン・スー

“Little Birch Tree”
Page 12
ロシア民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン 
ロシア語指導：カティァ・エモラァエーヴァ
ギター、チャイム、ティンシャ

“Little Blue Car”
Page 30
作詞作曲： ケネス・K・ギルマーティン 
共同プロデューサー：ジョン・ミックベイ
ピアノ、コントラバス、バンジョー、リゾネーターギ
ター、マンドリン、小太鼓

“Merry-Go-Round”
Page 24
作詞作曲：リン・ロバン
ギター、コントラバス、MIDIによる蒸気オルガンの
音、ウッドブロック、ベルツリー

“Mm-Hmm”
Page 13
作詞作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、コントラバス、ドラムセット

“Old Brass Wagon ”
Page 4
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン、リリー・リ
ヴィノウィッツ、補足歌詞： ケネス・K・ギルマー
ティン
ピアノ、ギター、コントラバス、ヴァイオリン、タンバ
リン、トーンブロック、カウベル

“One Little Owl”
Page 11
民謡、編曲： ケネス・K・ギルマーティン、リリー・
リヴィノウィッツ、補足作詞： ケネス・K・ギルマー
ティン
ギター、コントラバス、ベースリコーダー、木製フ
ルート、オカリナ、ギロ、フィンガーシンバル
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“Raisins and Almonds”
Page 31
イディッシュ民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーテ
ィン
ギター、コントラバス

“Ride-O”
Page 6
民謡、編曲（作詞）ケネス・K・ギルマーティン、リリ
ー・リヴィノウィッツ
ギター、コントラバス、フルート、シェーカー、ウッ
ドブロック、トラインアングル

“Round Robin”
Page 7
作詞作曲：レベッカ・フレッザ

“Sarasponda”
Page 17
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン、ディエナ・
ディキャンポス
ギター、コンロラバス、ドラムセット、アコーディオ
ン、カホン、シェーカー

“Scarborough Fair”
Page 28
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、コントラバス、ティンホイッスル

“See the Pony Galloping”
Page 14
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、コントラバス、ハーモニカ、ウッドブロック

“Sneaking’ ’Round the Room”
Page 20
作曲： ケネス・K・ギルマーティン 
ピアノ、コントラバス、ティンホイッソル、
ドラム

“Tambourine Jam”
Page 19
作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ピアノ、ギター、コントラバス、ハーモニカ、ドラム、
シェーカー、バウロン、リック

“Tingalayo”
Page 8
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン、スペイン
語詞：ジェリー・ディグナン
ギター、コントラバス、シェーカー、ボンゴ、ギロ

“V’là l’bon vent”
Page 27
フランス系カナダ民謡
編曲：ケネス・K・ギルマーティン、ディエナ・ディキ
ャンポス、フランス語コーチ：ジュリー・ディグラ
ンドプレ
ギター、コントラバス、ヴァイオリン、カホン、シェ
ーカー、タンバリン

“Wedding Dance”
Page 16
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン、スペイン
語歌詞：ジェリー・ディグナン
ギター、コントラバス、ソプラノ・サックス、タンバ
リーン、ドラム

“Whispers”
Page 25
作詞作曲：リンダ・ベレジェスキー、ケネス・K・ギ
ルマーティン、リリー・リヴィノウィッツ
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すべての歌の著作権はMusic Together LLCが保有しています。

ボーカル：メリー・エレン・アスー、アンジェラ・カバレロ、ディエナ・ディキャンポス、 
ジェリー・ディグナン、イベット・グローバー、ギルバート・ゴメズ、K・ギルマーティン、メーガ
ン・ヘインズ、カーリー・イルベント、マヤ・ジャクソン、アン・エリース・リギャル、リン・ロバ
ン、マギー・ミックウェイド、ジョン・ミックベイ、サラ・オルフ、リン・ランサム、マリサ・スティリ
アノウ、ラッセル・ヴァルデズ、ルチアーナ・ヴェレズ

ギター：アダム・アイジャラ、ジョン・ミックベイ、マイケル・ニコリダキス、ジョー・ペリー、ダニ
エル・トレント

コントラバス：ブラッドリー・モーズ、マシュー・ペリシュ

ヴァイオリン：サラ・カズウェル、ジュリー・リヨン・リバーマン

ピアノ・キーボード:デービッド・デービス、K・ギルマーティン

パーカッション：K．ギルマーティン、カーティケーヤ、J・ミックベイ、エド・ナルディ、ヴィンセ
ント・ピアース・スミス、グレン・ヴェレズ

ラテンパーカッション：レズリー・チャギー・カーター

ステールパン：カーティケーヤ

バンジョー・ドブロ・マンドリン：ニック・フォースター

ソプラノサックス：ケン・ウランジー 

フルート、ベースリコーダー、オカリナ: ジル・クロウフォード  

アコーディオン：スティーブ・ライス

ティンホイッスル：J・クロウフォード、K．ウランジー

ハーモニカ：ガイ・ディローザ、J．ペリー

口笛：J・ミックベイ

ボーカルコーチ・音楽コンサルタント：リン・ランサム 
シニアエンジニア：カーティケーヤ、他のエンジニア：グレッグ・フレイ、マーク、ミックナット、
チャーリー・ピルツァー、カーティケ−ヤ 
アソシエイトプロデューサー：D・ディキャンポス、G・ディグナン、トム・フット

プロデュース、編集：K・ギルマーティン

ボーカリストについての詳しい情報:  
musictogether.com/singers
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About Us

Music Together®とは？

1987年に初めてクラスが提供された当時からMusic Togetherの思いには「誰もが歩い
たり話したりできるように、豊かな音楽性を持って生まれる子ども達は誰もが歌を歌い踊
れるようになる」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のファミリーが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
ています。さらに幼児でも歌いやすい音域に収まるように特別な配慮がなされています。
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が多いのも事実です！

お出かけ先でもMusic Togetherの歌を楽しめるように、この本に印刷されているコード
を入力してMusic TogetherのHello Everybodyアプリを利用しましょう。楽譜のダウンロー
ド可能です。

選曲のプロセス

楽曲集の選曲は慎重に行われています。今までの歴史や現在の情勢にしっかりと目を向け
て、特定民族や文化等の疎外行為となる音楽を避けるよう、敬意のある音楽を提供するこ
とをお約束します。それを目的に私たちは独自のソングアドバイザリーボード（選曲顧問チ
ーム）から情報を得て的確な助言を受けるシステムが構築されています。チームのメンバー
は世界の特定地域の音楽の専門家、及びそれらの地域の文化関連の専門家（民族音楽学
者、音楽史学者、音楽教育学者など）がローテーションされ構成されています。それぞれが
各歌の歴史や起源、グローバルで多様なコミュニティへの家族のための音楽としての適切
性などについての情報、アドバイスを提供します。ソングアドバイザリーボードとそのメンバ
ーの詳細については、musictogether.comをご覧ください。
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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曲以上のレパートリーに広がります。３年後に最初のコレクションに戻った時は親し
みのある楽曲で新たな体験ができるでしょう。 

リサーチに専念

私たちのフィロソフィー、「子どもは皆豊かな音楽性を持っている」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。

音楽の学びの過程

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過程で、幼児はたくさんの
音楽づくりの実体験を重ねることで自ら音楽を学んでいくことに気づきました。言葉を覚え
る過程と同じように音楽の学びにも実体験が不可欠です。つまり、音楽を聴くだけではなく
音楽づくりの体験が必要です。

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、赤ちゃんが喃語を発する段階と同じです）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。

Musictogether.com

Music Togetherのリサーチ、フィロソフィー、音楽の効果について、及びにHello Everybodyア
プリ、オンラインストア、ブログ等是非こちらのサイトにてお楽しみください。
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Music Togetherプログラム著者
ケネス・K・ギルマーティン

リリー・ M・ リヴィノビッツ博士

ライター
デビー・ブリッカ−、ディエナ・ディキャンポス、アン・セーラー

フリーランスライター
ジャッキー・フレモア 

開発チーム
デビーブリッカ−、リサ・シュートー、マーセル・シュートー、スーザン・ダロー、

ディエナ・ディキャンポス、ローレン・ギルマーティン、ジェニー・ランツァー・ゴーイングス、 
リリー・M・リヴィノビッツ博士、アン・セイラー、ジュリー・サンソーン

デザイン・レイアウト
クランセントラルグラフィックス, ニュージャージー州ランバートビル  

ディナルドデザイン　マサチューセッツ州コンコード  
ジェニファー・リーチ・サンボーン

追加アート 
マックス・クランドル

プロダクション
マーセル・シュートー、エミリー・ヘインズ

Music Together Tambourine Family Songbook

© 2022 Music Together LLC. 当社の文面による許可なしにいかなる形式の内容一部 
又はすべての写真複製、記録、転送、配布を禁じます。 

このコレクションの公有化された楽曲（民謡、フォークソング等）は記載の作詞作曲家により 
編曲、作成され著作権法によって保護されています。 

各曲の著作権に関して適切な調査を事前に行っていますが 
万が一問題がある場合には弊社までご連絡ください。 

Music Togetherは商標登録されています。 

Music Together Worldwide
225 Hopewell Pennington Road

Hopewell NJ 08525
musictogether.com



あふれる音楽で 
より良い世界へ

一緒に歌を歌ったり、踊ったりする音楽を通したふれあいは
人と人の心を通わせます。

音楽は親子から家族、コミュニティー
さらに国境を超えて人々の絆を深めます。

こ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の体験を

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。
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。


