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ソングブックに印刷されているコードを

Music TogetherのアプリHello Everybody、
または musictogether.com/accountに
入力してログインしてください。

楽曲のダウンロードやストリーミング、
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サイトでは各曲の楽譜のダウンロードや

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

Hello, Everybody!
Music Togetherの新学期へようこそ
これからの１学期、
ご家族一緒に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是非音楽を育児に生かしてください。普段の生活に

About Our Music Together Class
お子さまのお名前___________________________クラス開始日_________________________
先生の名前 ___________________________________________________________________________
クラスのお友達

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

いくでしょう。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
の宝となる音楽を通した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CDが必
要な方はこちらからお求めください。 musictogether.com/account

2–3

Hello Song

5

「こんにちは、皆さん！会えてよかった！」
と歌います。

The Train Song
汽車の音を真似しながら楽しむ歌です。

クラスで一人ひとりのお子さんの名前を歌うように、
ご家庭でも皆さんの名前を歌いましょう。

アプリをダウンロードしよう！
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ソングブックの表紙の裏に印刷されているコードを
アプリにダウンロードしていつでもどこでもMusic
Togetherの音楽を楽しめるようにしましょう。

いくらながめても飽きない手。
さまざまな動きを操る魔法のような指について歌うチャンツです。

サイトからは楽譜もダウンロードできます。
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Ten Fingers

Dance with Me
みんなを誘って一緒にダンス、ジャンプ、かけっこ、
歌も楽しもう！と歌います。
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音楽のブルースとブルーな気持ち
（憂鬱）
という言葉にかけて

お子さまの真似
子どもは親が自分のアイディアや行動を受け入れ
真似するととても喜びます。是非、お子さまがする
ダンスやムーブメントを真似して歌いましょう。
１番はお母さまがリーダーになって、
２番はお子さ
まがリーダーになるなど交代して行うのも良いでし
ょう。また、
「 Dance with me」の部分をWiggle
（くねくねする）、スキップに変えたり、色々な動作
を楽しみましょう。

Nothin’ Blues
ブルースについて歌います。
両方とも寂しさや悲しみの意味合いを含みますが
この歌では、大丈夫！何も心配することはないよ、
と歌います。
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Ladybug
指の上を静かに動いていると思ったら、
次の瞬間には羽を広げ瞬く間に空へと
飛んでいってしまうてんとう虫について歌います。
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Rain Song
雨に降られ、あ～ぬれちゃった！と嘆きます。
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Two Little Blackbirds
丘にとまっているブラックバード*のジャックとジルが
一羽ずつ飛んでいってしまいます。

歌って伝えよう
この曲は雨が降ってきた時や、お風呂の中で楽しむの
にぴったりなシンプルな歌です。是非、日常の事柄を
替え歌にして伝えてみましょう。例えば、夏の暑い日に、
「Hot, hot, hot, hot, hot… oh, how the sun
shinesbright in the sky, oh…（暑い、暑い・・・あ〜
、お空の太陽が眩しいよ〜）」
と歌で伝えたり、お店などで
列で待っている時に、
「 Tic-toc,tic-tic-toc… oh me,
oh my, the time is passing by, oh…”（ チクタク、
チクタク・・・時間がどんどん過ぎて行っちゃう」などと歌
ってみましょう。

でもすぐまた戻ってくるよと歌います。
*ブラックバードは英国ではよく見かけるクロウタドリと言われる鳥
です。

ラインミング*遊び
*ライミングとは韻を踏むことで文節の終わりに同じ言葉や音が繰り返されます。
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Can You Do What I Do?
リーダーが「これできる？」
と問いかけながら
リズミカルな音や動きをします。
そして、みんなで「出来るよ」
といって真似します。

ライミング遊びのための替え歌のアイディアは数え切れないほどあるでしょう。こ
の歌のイラストには数個の例が描かれています。
（ 次の太字の部分がライミングで
す）
「 Hill (丘）」と「Jill（女の子の名前）に、
「 Gate」に座っている２匹の黒い鳥、

１匹は「Early（早く）」来て、
１匹は「Late (遅刻）」。次はTree」
（ 木）の上に座っ

ている一匹はyou（あなた）
と一匹はme(私）」、
「 Cloud（雲）」の上に座っている、
一匹は「Soft（ 静か）」で１匹は「Loud（うるさい）」。同じようにお子さまと替え歌
を作ってみましょう。作った替え歌はソングブックの後ろのMusical Memories
のページに書き留めておくといいでしょう。
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Rolling a Round Ball
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Maria Isabel

ママやパパ、おばあちゃんやおじいちゃんにも
ボールを転がそうと歌います。
目で見るリズム
ボールを使う音楽アクティビティーはリズム、空間、時間について学
ぶのに役立ちます。ボールを音楽的に利用することで、長さの異なる
リズム、フレーズ、またはスタッカートやレガートのような特定な音楽
要素を遊び感覚で表すことができます。ボールをリズムに合わせて転
がしたり、バウンスしたり、
リズミカルに優しくポンポンと叩いたり、

歌詞の意味

ぎゅっと抱きしめるなど、
リズムを視覚的に表現し感じる方法も考え

この歌では「さあ帽子をかぶって灼熱の太陽がふりそそぐビーチへ

てみましょう。

行こうよ！そうしよう！」
とスペイン語で歌います。

16-17

14

Ala Dal’ona
別れも告げずに去ってしまった愛する人たち、
鳥たちが彼らの上の空を飛んでいる、

Hey, Ho, Nobody Home
ご家族のみなさんで即興を楽しむ歌として、
この輪唱の歌をジャズ風にアレンジしました！
ダンスをしても楽しいですね。

僕らの仲間によろしく伝えてくれ、
と歌います。
ぐるぐる回るメロディー

豆知識
レバノンで何世代にもわたり慕われている歌です。レヴァントの伝統
的なダンス、ダブケの曲として最も知られている曲の１つです。
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この歌は永遠に続く感じがしますね。歌いながらイラストの動物たちの歩道

を指でぐるぐるとなぞっていきましょう。視覚的、
または指の感触からも音楽

の構成を体験できます。
メロディーの音程の高さが歩道の位置に反映されて
いることに、注意してみてくださいね。
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Ally Bally
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Meow!

Ally Ballyという名の女の子がママやパパのお膝にのって
お菓子を買うお金をおねだりするよと歌う伝統的な子守歌です。

ごっご遊びの大切さ
劇遊び（ごっこ遊び）は子どもの発達において重要な役目を
果たします。この歌「Meow!」のようにキャラクターを演じる
演劇要素を含む音楽アクティビティーは、子どもの自己制御
性、問題解決力、認知的柔軟性、協力性、言語の表現力、語彙
力など発達上の多面に役立ちます。ごっこ遊びは通常年齢の
高い子どもに向いていますが、幼稚園に上がる前から家庭環
境の中で想像力を高める遊びを体験し、成長の開花を促すこ
とが大切です。遊びながら楽しく学べる環境づくりは、将来へ
のより積極的な参加と自信を導くでしょう。
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Baa Baa Little Star
モーツアルト作曲？
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I’m Hiding
かくれたり、のぞいてみたり、驚かしたり、わくわくしますね。
ご家族みなさんで楽しみましょう！

いいえ、違います。この曲のメロディーでもあるキラキラ星の歌は
１８世紀に広く知られていたフランスの童謡が基となっています。

いないいないばあ！

モーツァルトが２５歳の時に作曲した「Ah! vous dirai-je,
maman２４の変奏曲（きらきら星変奏曲）」がこのメロディーをさ
らに有名にしたのです。

スカーフを使って、
リズムカ
ルにいないいないばあをし
ながら歌いましょう。
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Old Blue

24

Skip to My Lou

ブルーと呼ばれる犬について歌う伝統的な歌です。

この伝統的な歌では牧場の牛、青く塗り替えられた赤いワゴン、

ポッサムを木の上までおっかけたり、大きな声で吼えたり、

ぬいぐるみのくまさんをなくしてしまったことについて歌います。

あたり一面を揺らすかのように大きな鳴き声が響きます。
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太鼓をたたきながらマーチをする小さなドラマーたち。

Bird Song

丘を登ったり下りていく様子を歌います。

木にとまり、きれいな歌を歌う鳥について歌います。

26-27

フリジアンモード*を楽しもう

Drummers Marching

Stick Dance
リズムスティックやダンスを楽しみましょう！

豊かな音楽性発達には色々な音調の音楽を体験することが重要です。
お子さまのために、栄養価の高いバラエティー豊かな食事を用意するの
と同じように、
しっかりとした音調性の基盤を築くには多様な音調（この
曲のフリジアン調のように）
を体験することが大切です。
*フリジアンは教会旋式と呼ばれる音調（モード）
でエオリアン短調と似て
いますが、
２音目が半音さがっています。
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５つあるものを探そう！
この歌の拍子は５拍ごとのフレーズで構成されています。
イラストの中の５つあるものを探してみましょう。
拍子に合わせて鳥や岩を１つずつ指しながら歌い、
お子さまのリズム感発達をサポートしましょう。
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Allee Galloo

28-29

30-31

Dreamland Time
何も心配しないでゆっくりと眠りの世界へ、
と歌うララバイです。

家族でラインダンス！
この魅力的なアレンジはラインダンスにぴったりです。まず、ご家族の皆さん
に２列に向かい合って立ってもらい（向かいの人がパートナーとします）創
作ラインダンスに挑戦しましょう！以下のスッテプを参考にしてください。
横にステップ：パートナーの方を見ながら横向きに１歩ステップ、足を揃え
てとまります。左右交互に動き、ゆっくりにしたり、
２倍の速さにしたりステ
ップのテンポに変化をつけます。
ハイタッチ：前に４歩ステップしてパートナーと頭の上でタッチをして、後ろ
に４歩ステップ下がってで戻ります。
場所の交換：パートナーの位置に移ります。途中すれ違う時にハイタッチを
します。
プロムナード：パートナーと一緒に２つの列の間の「花道」をダンスしなが
ら通り、元の列に戻ります。
フリームーブメント：部屋いっぱい使って思うままに踊りましょう。最後の
「Galloo, galloo, galloo…galloo—WHEEE!」のところでは手を高く
あげもいいですね。
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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、儀式を
行ったり、何かを習慣づけたりすることは、移り変わりへの心
の準備の助けとなります。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習慣として歌いましょう。

14

15

Music Together Song Collections

Musical Memories
お子さまのお気に入りの歌

Triangle
Bells

Harmonica

Bongos

Fiddle
子育てに特に役立った歌

Kazoo

Drum

Maracas

Tambourine

お気に入りの替え歌

Banjo

Sticks
Flute

クラスでの特別な思い出

家での音楽づくりの内容
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The Songs
Ala Dal’ona
Page 14
レバノン民謡、編曲：K・ギルマーティン、
ディエナ・デ
ィキャンポス、

ギター、
コントラバス、
シェーカー、
ハンドベル
Goodby, So Long, Farewell
Page 32
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、

ウード、
ダラブッカ、
リック

Allee Galloo
Page 28
民謡、編曲、作詞：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、
ドラム

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、
トライアングル

Ally Bally
Page 18
民謡、
ギター、
ダルシマー、
リコーダー

Hey, Ho, Nobody Home
Page 16
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、
コンラバス、
コンガ、
ボンゴ、
シンバル、
トライ
アングル、
キーチャイム

Baa, Baa, Little Star
Page 19
作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、
コントラバス、
ピアノ、
リコーダー、
レゾーネ
ーターベル、
ドラム、
トライアングル、
フィンガーシン
バル

I’m Hiding
Page 21
作詞 ケネス・K・ギルマーティン

Bird Song
Page 23
作詞作曲ダッグ・モリス
ギター、
リコーダー、
レゾネーターベル

Ladybug
Page 8
作詞作曲：リン・ロバン

ギター、
コントラバス、
オートハープ、
トライアングル、
フ
ルート

Can You Do What I do?
Page 11
民謡、編曲
（歌詞追加）
：ケネス・K・ギルマーティン、
リ
リー・リヴィノウィッツ
ドラム

Maria Isabel
Page 15
スペイン民謡を元に編曲： ケネス・K・ギルマーティ
ン、
ジェリー・ディグナン
ギター、
コントラバス、
シェーカー、
マラカス、
トライア
ングル、
カウベル、
コンガ

Dance with Me
Page 4
民謡、編曲
（歌詞追加）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、
ダルシマー、
ドラムセット、
ブ
ラシ

Meow!
Page 20
作詞作曲：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、
ドラム、
ボンゴ

Dreamland Time
Page 30
作詞作曲：リン・ランサム、編曲ケネス・K・ギルマー
ティン
ギター、
コントラバス

Nothin’ Blues
Page 7
作詞作曲：ケネス・K・ギルマーティン、J.C.・ルイス
ギター、
コントラバス、
ピアノ、
ドラムセット、
ブラシ

Drummers Marching
Page 25
作詞作曲：リンダ・ジェソップ、
オジリナルを元に作
詞：サリー・ウィーバー

Old Blue
Page 22
民謡、編曲：ケネス・K・ギルマーティン、
オリジナルを
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著作権（全曲）
：Music Together LLC

元に作詞：サリー・ウィーバー
ギター、
コントラバス、拍手、
シェーカー

ボーカリスト：メリー・エレン・アスー、
ヘイリー・カー
ステンセン、
ディエナ・ディ・キャンポス、
ジェリー・ディ
グナン、
イヴェッテ・グローバー、
ケネス・K.ギルマー
ティン、
メーガン・ヘインズ、
マヤ・ジャクソン、
アン・エ
リース・レギャル、
リン・ロバン、
マギー・マックエード、
ジョン・ミックベイ
ギター：J.ミックベイ、
マイケル・ニコリダケス、
ジョエ
ル・ペリー
コントラバス：ロン・ナスポ、
マシュー・パリシュ
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、
ブラッド・ヒル
パーカッション：カーティケーヤ、
エド・ナルディ、
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
ウード：ロジャー・ムガルディチアン
ダラブッカ・リッグ：ジョー・タイロン
リコーダー・フルート：ジル・クロフォード
クラリネット：ポール・バトラー
ハーモニカ：J. ペリー
オートハープ：J・ミックべイ
ダルシマー：ボニー・レイ
カズー：K・ギルマーティン

Rain Song
Page 10
作詞作曲：ケネス・K・ギルマーティン
レゾネーターベル
Rolling a Round Ball
Page 13
作詞作曲：サリー・ウィーバー
ギター、
コントラバス、
パンデイロ
Skip to My Lou
Page 24
民謡、編曲、詞の追加：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、
ダルシマー、
ドラムセット、
ブラシ、
ウッドブロック、
トライアングル
Stick Dance
Page 26
作詞作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、
コントラバス、
コンガ、
クラヴィス、
マラカ
ス、
ギロ、
リズムスティック

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−ヤ、他エンジニア：グ
レッグ・フレイ、
マーク・マックナット
マスタリング：チャーリー・ピルツァー、
カーティケ
ーヤ

Ten Fingers
Page 6
民謡、手遊び、詞の追加：ケネス・K・ギルマーテ
ィン

プロデューサー・編集：K・ギルマーティン

The Train Song
Page 5
作詞作曲：アート・リヴィノウィッツ
ギター、
スライド・ギター、
コントラバス、
ドラムセッ
トとブラシ、
クランク

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

Two LIttle Blackbirds
Page 12
伝統的な詩、作曲：ケネス・K・ギルマーティン
ギター、
ハーモニカ、
シェーカー
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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、子どもはみんな豊かな音楽性を持って生まれ、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事柄にしっかりと目を向けを特定
民族や文化等の疎外行為となる音楽を避けるよう、
敬意をもった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。

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
プロダクション
マーセル・シュートー、
エミリー・ヘインズ

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。

Music Together Bongos Family Songbook
© 2021 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
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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。

