学校教育関係者、保育・幼児教育関係者の皆さま
お世話になっております。毎年行っております、先生むけ講習会のご案内になります。
ご覧いただき、ぜひ多数の先生方のご参加をお待ちしております。
子どものやる気を引きだすセミナー事務局 和太鼓教育研究所一同

保存版

“子どものやる気を引きだす”セミナ－ 実技講習会
保育・幼児教育関係者、小・中・高・特別支援学校教育関係者むけ

特定非営利活動法人 和太鼓教育研究所
TEL.０７８４１２２０６０ ／ FAX.０７８４１２２０７０

主催：

〒６５８－００２１ 神戸市東灘区深江本町３丁目１-３０‐１０２ （平日１０～１８時 土日祝休）

https://wadaiko-edu.org/

✉ school@wadaiko-edu.org

◆後援：兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、京都府教育委員会、京都市教育委員会、
三重県教育委員会、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、奈良県教育委員会、
和歌山県教育委員会、株式会社太鼓正、株式会社浅野太鼓楽器店、有限会社太鼓屋六右衛門
◆協力：株式会社ＥＭアップ

和太鼓 ・ 創作エイサー
主体的に生きていく力を育む

「和太鼓教育・保育メソッド」！

▼先生方からよくお聞きする“気になる子どもたち”
ト・やってみよう！と前向きに行動できない子ども達
・すぐに諦めてしまう子ども達
・からだを動かして遊ぶことの苦手な子ども達
・ぐにゃっとした体ですぐ疲れてしまう子ども達
・体力がなく集中が続かない子ども達
・言葉が少なくすぐに喧嘩になる子ども達
・友達とうまくやることの苦手な子ども達
・自尊感情の低い子ども達

★和太鼓に取り組んだ後 先生方からいただくコメン
「和太鼓の日はいつもより早く登園していた」「和太鼓を打った後は違う場
面でも集中できた」「体力がついて集中できる時間も延びた」「運動会で
発表した後から友達関係が良くなった」「和太鼓以外の他の場面で意欲
的になった」「気になる子の頑張る面を見て子どもを観る目が変わった」
「クラスが落ち着いてきた」「保護者がとても喜んでくれて担任として嬉し
かった」「最後までやり切って達成感がもてた」「予想以上に子どもたちが
頑張る姿があった」

☆ 子どもの“生きるための力”を育む「和太鼓教育・保育メソッド」とは
私達がこれまで行ってきた和太鼓指導は、近年、集団保育・教育の場以外で大勢の友達と 自由に活発に遊ぶ
環境の少ない子どもたちに、本来なら子ども同士の遊びの中で培われる べき「五感・好奇心・身体能力・社会性・
コミュニケーション能力」が培われる要素を和太鼓や 踊りの「演目」の中にふんだんに取り入れ、環境から刺激し
つつ子どもたちの主体的に生きる姿を願って行ってきたプログラムです。
ひとりひとりが成長して１０年後２０年後に豊かな人生を送ってもらうために、子ども時代の「今」、何を育んでおか
ないといけないのか・・・を１番に考えながら和太鼓の指導プログラム（メソッド）を構築してきました。
和太鼓をどういう風に使ったら子どもたちに「健康な心とからだ・自立心・協同性・社会性・
自尊感情・豊かな感性と表現」を育むことができるのか、また子どもたちを導く立場として
の先生には、どういうスキルを身に付けて頂いたらいいのか・・・
・・・単に課題曲「演目」の演奏方法を覚えるだけではない＝先生方自身も太鼓の取り組
みの中で試行錯誤しながら子どもたちと相互に育ちあう・・・
そんなねらいがひとつひとつのプログラム（演奏構成）にたくさん散りばめられています。
この夏、多くの先生方に講習にご参加頂き、子どもたちの「主体的に生きる力」を育む和
太鼓 教育・保育メソッドを習得頂ければと思います。

子どもの和太鼓・創作エイサー ２０２２ 今年のイチ押し！演目
子どもたちに“自分そのまま”をのびのびと表現してほしい。そんな思いで保育・教育現場の指導に伺っています。子どもの目線に立つと、なんでもないことがとっても
楽しいことに変化します。子どもたちの“遊び心”そのままに、それぞれ個性を持つ子どもたち全員が一緒に楽しみながら、思い切り太鼓を打つことができるようにとたく
さんの演目を作ってきました。今回の講習会も、新曲も含めて、今年のイチ押し演目を皆様に熱く楽しく講習致します。先生も子どもも見ている人も笑顔になる、そんな演
奏を創りあげましょう。エイサー編では和太鼓教育研究所の講習用に、難しくなく先生方も指導しやすい、楽しく元気の出る振り付けを講習いたします。今年も新曲のあ
ふれるパワーに存分に乗って、心も身体もしなやかに舞い踊る子どもたちの姿を思い浮かべております。沖縄の素晴らしい文化＝エイサー太鼓パーランクの音と響き
で、子どもたちの運動会を盛り上げていきたいものです。初めての和太鼓指導、エイサー指導に取り組む先生も無理なく取り組んでいただけます。
※ 新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行い、実技講習を開催させて頂きます。

『幼児のための和太鼓導入法』 と 『まつりだわっしょい』
和太鼓

７／１７

（日）

１０：００～１２：３０

会場：大阪市立生野区民センター・大ホール （JR 環状線桃谷駅改札口南東 800m 徒歩１５分）
受講料６，８００円 定員４０名 講師：野口 操
☘ 『和太鼓導入法』では、子どもたちがワクワク太鼓に向かっていくためのバチの持ち方・基本動作・最初に
選ぶ リズムや打ち方など“現場の先生目線”と“野口メソッド「幼児のための和太鼓シリーズ」に沿ってわかりや
すく講習します。先生ご自身の和太鼓の打ち方講習も行います。
そして、明日からすぐ使えます！『まつりだわっしょい』は、和太鼓指導が初めての先生が指導しやすく、子ど
もたちにもわかりやすいシンプルなリズムと楽しい動きが入った演目です。太鼓を打ってスキップしたり太鼓を
回ったり、移動したりで元気一杯の演奏になります。

『幼児のための和太鼓導入法』
和太鼓

７／１７

（日）

と

『ぶち合わせ太鼓』

１３：１５～１５：４５

会場：大阪市立生野区民センター・大ホール （JR 環状線桃谷駅改札口南東 800m 徒歩１５分）
受講料６，８００円 定員４０名 講師：野口 操
☘ 『和太鼓導入法』では、子どもたちがワクワク太鼓に向かっていくためのバチの持ち方・基本動作・最初に選
ぶリズムや打ち方など“現場の先生目線”と“野口メソッド「幼児のための和太鼓シリーズ」に沿ってわかりやすく
講習します。先生方への和太鼓の打ち方講習も行います。
そして、伝統演目の一つでもある『ぶち合わせ太鼓』を使って、初めて指導する先生も指導しやすい内容で「打
ち込み」の楽しさがたくさん入った構成を講習いたします。１台の太鼓に複数でも演奏可能。一人１台の演奏でも
可能。現場の実情に沿ってアレンジしやすい演目です。

野口 操 Noguchi Misao
特定非営利活動法人 和太鼓教育
研究所 和太鼓指導者。幼児から成
人まで幅広い年齢層への和太鼓指
導を行う。和太鼓教室“楽座”をはじ
め、関西・中国・九州などの保育・教
育現場指導、年間２００日以上に及
ぶ。特に幼児への和太鼓の指導に
ついて、青年期を見通した上での
「幼児期にふさわしい表現活動とし
ての独自のプログラム」を提案、実践
を続けている。
０９年１０月日本オルフ音楽教育研
究会神戸例会にて自身のプログラム
での実技講習を行う。０９年３月兵庫
教育大学大学院学校教育研究科
幼年教育コース修了。学校教育学
修士。著「幼児の和太鼓における表
現活動に関する研究」―５歳児の和
太鼓をめぐる行動に着目して―。
一部２００９年兵教大紀要。

『花城』
創作エイサー

（はなぐすく） ２０２２ヴァージョン

７／２３

（土）

９：５０～１２：５０

会場：大阪市立旭区民センター・小ホール （大阪メトロ谷町線千林大宮駅南西徒歩１０分 京阪森小路駅
徒歩１１分） 音楽：イクマあきら ２０１２年 受講料６，８００円 定員３５名 講師：吉田 拓也
☘ 沖縄エイサーで引っ張りだこのシンガーソングライター・イクマあきら氏による、エイサーとよさこいの音
源として作られた本曲。イクマ氏らしい沖縄ロックでありながら、琉球の伝統音楽でもある「鳥刺し舞」や「新宮
古節」なども現代風に取り入れられた、いわばリミックス的な彩り豊かな音源になっています。いろんな場面
の音楽の良さを楽しみつつさまざまな表現をつくり、時には激しく、時には勇壮に踊りましょう。踊る人も、見
ている人も、多くの人々の心に花を咲かせられるような踊りを創り上げましょう！

『幼児のための和太鼓導入法』 と 『みのり祝い太鼓』
和太鼓
７／２３ （土） １３：１５～１５：４５
会場：大阪市立旭区民センター・小ホール （大阪メトロ谷町線千林大宮駅南西徒歩１０分 京阪森小路駅
徒歩１１分） 受講料６，８００円 定員４０名 講師：野口 操
☘ 『和太鼓導入法』では、子どもたちがワクワク太鼓に向かっていくためのバチの持ち方・基本動作・最初に
選ぶリズムや打ち方など“現場の先生目線”と“野口メソッド「幼児のための和太鼓シリーズ」に沿ってわかりや
すく講習します。先生方への和太鼓の打ち方講習も行います。そして、伝田追う演目の一つでもある『ほうねん
太鼓』を教育用にアレンジした『みのり祝い太鼓』使って、初めて指導する先生も指導しやすい内容で「かけ声」
や「振り」の楽しさがたくさん入った構成を講習いたします。１台の太鼓に複数でも演奏可能。一人１台の演奏
でも可能。現場の実情に沿ってアレンジしやすい演目です。地打ちリズムが二通りで演奏できますので、その
経験もしていただきます。

吉田 拓也 Yoshida Takuya
特定非営利活動法人 和太鼓教育研
究所代表。幼児から青少年・一般成人
まで幅広い年齢層への和太鼓・民舞指
導を行う。関西さまざまな地域の和太鼓
教室の企画運営、作曲・指導までを幅
広く担当。０８年文部科学省小学校音
楽科・学校用教育ＤＶＤ“和太鼓”の章
に出演。 ０９年３月兵庫教育大学大学
院学校教育研究科 教育内容方法開発
コース修了。学校教育学修士。研究テ
ーマは「和太鼓の体験学習とその影響
に関する実証的研究」。学校オリジナル
の和太鼓曲や、多数の現場で作曲活
動を行っており、メンバーやチームの
形態に合わせた曲作り・指導には定評
がある。
日本学校音楽教育実践学会、和文化
教育学会会員。

幼児からできる和太鼓３演目おいしいところどり講習

『おみこし太鼓』 『たいこでソーラン』 『わんぱく太鼓』
和太鼓
７／２４ （日） １０：００～１２：３０
会場：大阪市立旭区民センター・小ホール （大阪メトロ谷町線千林大宮駅南西徒歩１０分 京阪森小路駅
徒歩１１分） 受講料６，８００円 定員４０名 講師：池田 純
☘ 幼児からできる和太鼓演目３曲の、おいしいところだけをチョイス！一気に講習いたします。それぞれ１
曲ずつでも演奏ができるように、構成しなおした内容です。「おみこし太鼓」・・・おみこしをかつぐ様子をモチ
ーフにしたお祭りの太鼓。腰を落としておみこしをかつぐフリも入れながら、はねるリズムにのって太鼓を打
ちます。「たいこでソーラン」・・・北海道のソーラン節をモチーフに、漁師さんになりきって、みんなで海にこぎ
出し、魚をたくさんとりにいこう！という曲です。「わんぱく太鼓」・・・しんどいことや、苦しいと思うことも、わ
んぱくな強い気持ちを持って、乗り越えていってほしいという願いをそのまま表現した太鼓です。最後に出て
くる踊りのようなフリもアクティブに楽しく、どんなことも、へっちゃらホイ！と元気に打ちましょう。・・・初め
て和太鼓指導される先生も安心して取り組める、３演目のおいしいところどり！

創作エイサー

『はしりがき』・ 『サチアレ』

池田 純 Ikeda Jun
特定非営利活動法人 和太鼓教育研究
所指導者。５歳で京都市内保育園の和
太鼓カリキュラムの中で、和太鼓と野口
操氏に出会う。小中学生時代は地元和
太鼓サークルに所属、高校は和太鼓部
のある京都橘高校で和太鼓漬けの３年
間を送る。高校卒業後、和太鼓プロ集
団の研修所での２年間を経て、地元に
戻り地元の太鼓チームで活動。様々な
人と出会って和太鼓のすばらしさを伝
えたいと思い和太鼓教育研究所の門を
たたき、現在は若手指導者として元気
一杯に活動中。

202２エイサー振付作成

音楽：『はしりがき』 マカロニえんぴつ ・ 『サチアレ』 なにわ男子

７／２４

創作エイサー

（日）

１３：１５～１６：１５

会場：大阪市立旭区民センター・小ホール （大阪メトロ谷町線千林大宮駅南西徒歩１０分 京阪森小路駅徒歩１１分）
員３５名 講師：吉田 拓也 音楽：「はしりがき」 マカロニえんぴつ２０２１年・ 「サチアレ」 なにわ男子２０２２年

受講料６，８００円

定

☘ 「映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園」の主題歌でもあるマカロニえんぴつさんの「はしりがき」は、自分を全て肯定しながら、夢を追
うことの大切さを実感する、勇気づけられる言葉にあふれた素敵な楽曲です。なにわ男子さんの「サチアレ」はゆずの北川悠仁氏が作曲の、フジテレビ
「めざましテレビ」のテーマソングでもあり、とびきり明るく元気で、困難な状況でも前に進もうという気持ちを全面に出した曲です。この２曲の両方で
踊ることができる振付の創作エイサーを講習いたします。音源パワーに背中を押してもらいつつ、踊りを通して、子どもたち自身がポジティブになれ
る、前へ一歩踏み出す力が湧いてくるような、そんな実践ができていくことを目指して力一杯に踊りましょう！

和太鼓演目
和太鼓

『“秋冬春夏”より“夏”』
７／２７

（水）

（小学生以上推奨）

９：３０～１２：１５

会場：神戸市文化ホール練習室５ （ＪＲ神戸駅徒歩７分・神戸高速鉄道「高速神戸駅」徒歩３分 ※阪神阪急直結路線）
受講料６，８００円 定員２５名
講師：吉田 拓也

☘ 四季を題材に作曲した演目の、『夏の章』を今回は講習いたします。秋、冬、春、夏の４章で組み立てられた中の、起
承転結の「結」の部分、エンディング部分になり、日本のお祭りが主題の章です。はねるリズムにのって、 花火や盆踊
りの表現もあり、太鼓を打つだけでなく、動きもたくさんあり、表現としての太鼓演奏を楽しく創り上げましょう。大人
用に作曲したものを、小学生以上の子どもたちができる演目として再構成いたしました。時に激しく、時に表現豊か
に、燃える夏を太鼓で創りだしましょう。

和 太 鼓 ・ 創 作 エイサー
創作エイサー３演目
創作エイサー

２０２２“子どものやる気をひきだす”セミナー 実技講習

『海の声』 『みんながみんな英雄』 『ＭＯＲＥ ＡＣＩＤ ＢＥＡＴ！（もうあしび）』

７／２７

（水）

１２：４５～１５：３０

会場：神戸市文化ホール練習室５ （ＪＲ神戸駅徒歩７分・神戸高速鉄道「高速神戸駅」徒歩３分※阪神阪急直結路線）
講師：吉田 拓也 受講料６，８００円 定員２０名 音楽：『海の声』 桐谷健太２０１５年、『みんながみんな英雄』 Ａ
Ｉ ２０１５年、『もうあしび』 イクマあきら 20１０年
☘ 創作エイサー３演目をひとまとめに講習します。全てをき
っちり覚えるというよりも、広く浅く、色々な踊りのいいところ取りをしていただければと企画しました。時間を目一杯
使って踊り倒しましょう！「海の声」…au 三太郎シリーズで浦島太郎が乙姫への思いを歌った大ヒット CM 楽曲。 「もう
あしび」…オリオンビール２０１０お中元 CM の曲で、イクマ氏テイストの、まさに沖縄のカチャーシーサウンド。「みんなが
みんな英雄」…フォークダンス曲「オクラホマミキサー」をアレンジした、テレビＣＭとしても大ヒットの曲・・・それぞれ、本
番によって踊り分けるもよし、３曲続けて！？発表をつくるもよし。すべてをきっちり踊ることができるようになるかは
あなたのチャレンジ次第！楽しく力強いエイサーを踊りましょう。

和太鼓

音源ありの和太鼓 『ツバメ』 ＆ 『サチアレ』
７／２９ （金） １０：００～１２：３０

音楽：『ツバメ』YOASOBI ２０２１年、『サチアレ』 なにわ男子 ２０２２年 ※202２和太鼓リズム作成 定員３５名 講師：吉田 拓也
会場：京都市右京ふれあい文化会館・創造活動室（ＪＲ花園駅徒歩５分・市営地下鉄「太秦天神川駅」徒歩１２分） 受講料６，８００円
☘
NHK 子ども向け SDGs 番組「ひろがれ！いろとりどり」のテーマソング、『みんなのうた』オンエア楽曲にもなった YOASOBI さんの「ツバ
メ」に合わせて、音源を鳴らしながら行う和太鼓演奏の講習をいたします。優しくて透明感のあるメロディーと、「ともに生きる」というテーマがメッセ
ージとして伝わってくる、心に響く楽曲です。なにわ男子さんの「サチアレ」は、ゆずの北川悠仁氏が作曲の、フジテレビ「めざましテレビ」のテーマソン
グでもあり、とびきり明るく、困難な状況でも前に進もうという気持ちを全面に出した曲です。この２曲を使って、音源の良さを活かしつつも、和太鼓
らしい響きや動きを大切に、太鼓の音と音の間にパフォーマンスも加えて、楽しく、そして格好いい演奏を創り上げていきます。

創作エイサー
創作エイサー

『Universe』 ＆ 『アイノカタチ』

７／２９

（金）

１３：１５～１６：００

音楽：『Ｕｎｉｖｅｒｓｅ』 Official 髭男 dism ２０２１年、『アイノカタチ』 MISIA ２０１８年 定員３５名 講師：吉田 拓也
会場：京都市右京ふれあい文化会館・創造活動室（ＪＲ花園駅徒歩５分・市営地下鉄「太秦天神川駅」徒歩１２分） 受講料６，８００円

☘ 映画 『ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』の主題歌である、Official 髭男 dism さんの素敵な音楽「Universe」にのって、元気に創作エ
イサーを踊りましょう。心の隙間に流れ込んでくるような歌詞と歌声、そして明るく元気になれる彩り豊かなサウンドで、踊る方も見る方も、楽しさ満
点の表現が出来上がります。ほぼ同じ振付を使って、こちらも大ヒットした有名な MISIA さんの楽曲「アイノカタチ」も同時に講習いたします。しっと
りとした美しいメロディーラインに癒されながら、心が持ち上げられる踊りが出来上がります。シチュエーションによって踊り分けるもよし、２曲続けて
発表本番をつくるもよし。音源のパワーを感じながら、力強いエイサーを創りましょう。

和太鼓

『幼児のための和太鼓導入法』 と 『なかよし太鼓』
７／３０ （土） １０：００～１２：３０

会場：大阪市立旭区民センター・小ホール （大阪メトロ谷町線千林大宮駅南西徒歩 10 分京阪森小路駅徒歩１１
分）
受講料６，８００円 定員４０名 講師：野口 操

☘ 『和太鼓導入法』では、子どもたちがワクワク太鼓に向かっていくためのバチの持ち方・基本動作・最初に選ぶリ
ズムや打ち方など“現場の先生目線”と“野口メソッド「幼児のための和太鼓シリーズ」に沿ってわかりやすく講習しま
す。『なかよし太鼓』は、一人１台の平太鼓を使って行った保育園での演奏をもとに講習いたします。少しゆっくりテン
ポでバチの上げ下ろしを「振り」として揃えられるように練習しました。音が揃って落ち着いた演奏になり、また太鼓
のフチ音が気持ちよく冬場の室内での発表会に映えました。支援の必要な子たちにも無理なく楽しめる演目でもあ
ったようです。指導が初めての先生にも負担なく指導いただけると思います。

和太鼓
創作
エイサー

音源ありの和太鼓＋創作エイサー 『やってみよう』
最後に和太鼓とエイサーで大合奏をつくりだそう！

７／３０

（土）

１３：１５～１６：４５

音楽：ＷＡＮＩＭＡ ２０１７年 会場：大阪市立旭区民センター・小ホール （大阪メトロ谷町線千林大宮駅南西徒歩１０分
京阪森小路駅徒歩１１分） 受講料６，８００円 定員４０名 講師：野口 操、吉田 拓也

☘ 童謡「ピクニック」をアレンジしたＷＡＮＩＭＡの大ヒット曲「やってみよう」（テレビＣＭ曲）に合わせて、和太鼓演奏をした
後、創作エイサーも講習いたします。さらに最後に、音源を鳴らしながらの和太鼓演奏と、創作エイサーを一緒に行う、大合奏
を創りましょう！前向きに踏み出していこう！とポジティブでチャレンジ精神旺盛な曲にのせて、太鼓を打つ・踊る自分たち
も、見る人たちにも「応援歌」として心に響く、そんな表現をつくります。様々な演奏発表の場で使ってみてください。今年の
夏の講習締めくくりになるような、楽しい講習を精一杯させて頂きます。

ボディパーカッション
すぐできる“みんな楽しい”ボディパーカッション教育

『“紅蓮華”に合わせてできるボディパーカッション（音楽 LiSA）
音程のない楽しい合唱“ボイスアンサンブル”・
音楽鑑賞に合わせたボディパーカッション など 』
「インクルーシブ教育」合理的配慮にも適した実践法

７／２８

（木）

１３：３０～１６：３０

「紅蓮華」音楽：LiSA ２０１９年

講師：山田 俊之 （ボディパーカッション教育考案者）

会場：明石市「ウィズ明石」８階８０１（複合型交流拠点ウィズあかし・アスピア８階・ＪＲ・山陽明石駅徒歩５分）
受講料：６，０００円 定員５０名

☘ “ボディパーカッション”は、１９８６年（昭和６１年）に山田氏が当時小学４年生の子ども達を担任したとき、あるキレる男の子への関わりを
きっかけにして、学級経営の一環としてクラス全体で身体を叩いてリズムアンサンブルを行うことから始まりました。「ボディパーカッション
（body percussion)」という名称は、手拍子、お腹を叩く、膝を打つ、足踏み、ジャンプ、お尻を叩くなど身体の様々な所を叩いて音を出し、
リズムアンサンブルを作り上げる事から名付けられています。講習会ではボディパーカッションの楽しい実技、指導法を、最近の山田氏の実践
エピソードなどを織り交ぜながら進めていきます。
ボディパーカッション教育実践紹介動画
今回は、基礎的な実技講習をした後、大ヒットアニメ「鬼滅の刃」のテーマ曲、LiSA さ
こちらのＱＲコードを読み取りご覧ください
んの「紅蓮華」に合わせてできるボディパーカッションを行います。パワフルな歌とサウ
ンド、ビートが効いたリズムに後押しをしてもらいながら、楽しいボディパーカッション
を創りましょう。今回参加された方への 特典として、山田氏より“紅蓮華”のためのボ
ディパーカッションの楽譜をプレゼント！いたします。
（「世界は教科書でできている」（NHK 総合２０２１年１１月３日放送）で取り上げられました！）

また、音程が取れなくても大丈夫な合唱“ボイスアンサ
ンブル”も実際に演習していただきます。
さらには、音楽鑑賞する際に楽しめる「鑑賞曲に合わせ
たボディパーカッション」なども、最近の実践事例も交え
て講習いたします。「インクルーシブ教育」においてもボデ
ィパーカッション教育は非常に適しており、多くの教育・保
育関係者の皆さまにおすすめする講習の一つです。

ボイスアンサンブル
「楽しい学校生活」
愛知教育大学生
の演奏例

アイネクライネナハ
トムジーク NHK
交響楽団と共演

山田 俊之 Yamada Toshiyuki
九州大谷短期大学教授。福岡女学院大学非常勤講師(教職課程)。九州大学大学院人間環境学府後期博士課程修了（教育システム専攻）。ボディパーカッシ
ョン教育振興会代表。1986 年小学校教師の時、気になるＡ男（キレるタイプ）をきっかけに“仲間づくり”として「手拍子、ひざ打ち、おなかを叩く、足踏みなど
のリズム身体活動」を考案し、「ボディパーカッション教育」と名付ける。2001、04、06 年、NHK 交響楽団コンサートマスター篠崎史紀氏と共同企画で、「NHK
交響楽団とボディパーカッション演奏会」を開催、その指揮を務める。第 44 回 NHK 障害福祉賞最優秀賞、第 60 回読売教育賞最優秀賞（特別支援教育部
門）。2014 年より JHP「学校を作る会」、JICA、カンボジア教育省カリキュラム編成局との共同プロジェクトで、ボディパーカッション教育を取り入れた教材開発
を行う。2017 年 8 月オーストリア・ウイーン国立歌劇場・ウイーン国立高齢者福祉施設で、2019 年米国ニューヨーク・カーネギーホールで、障害があっても楽
しめる子供のインクルーシブ音楽教育教材の作品発表し好評を得る。NHK 2020 応援ソング「パプリカ」で、フーリン楽団でボディパーカッション指導を担当
し、様々な障害の子供とフーリンのメンバーにボディパーカッション指導を行う。
「花火」が平成 17 年小学校 3 年音楽科教科書、「手拍子の花束」が平成 24 年度文部科学省編集特別支援教育音楽科教科書に採用。著作多数。
第 44 回 NHK 障害福祉賞最優秀、第 60 回読売教育賞（特別支援教育部門）最優秀。

『参加したいけれど日時が合わない・・・そんな先生の講習会』
講習会に参加したいけれど、日時が合わないために参加できない、でも何とか参加したい・・・そんな方のために、「この日時なら参加できる！」複数の候補
日時と、内容、会場の希望を聞かせいただければ、新たに講習を生み出すこともできます。まずは事務局まで電話・FAX・メールにて、「候補日時（複数
の）」「会場」「内容」の３点について、ご要望をお聞かせください。他の方のお声と合わせて、検討をさせていただき、ご要望をいただいた先生方へご提案
差し上げます。（うまく調整ができない場合、ご要望にお応えできないことがありますので予めご了承ください）

和太鼓教育研究所の指導プログラムを教育・保育に積極活用しませんか
状況やご予算に合わせてご提案いたします
まずはお気軽にお電話を！お待ちしております

特定非営利活動法人 和太鼓教育研究所
子どもへの直接指導、先生の研修会、課外教室 クラブ活動指導、
心と身体を育てる太鼓の運動プログラム…など活用方法多数あります

TEL078-412-2060
FAX078-412-2070
✉ info@wadaiko-edu.org

篠
篠笛

笛

『 篠笛初級講座 〜心の童謡編〜 』
７／２７ （水） １３：３０～１５：３０

会場：神戸市文化ホール練習室２ （ＪＲ神戸駅徒歩 7 分・神戸高速鉄道
「高速神戸駅」 徒歩３分 ※阪神阪急直結路線）
受講料４，0００円

定員１２名

草 洋介 Kusa Yosuke

講師：草 洋介

☘ 素朴で温かな音色、古くからお祭りや芸能で演奏されてきた日本
の笛を体験してみませんか。
教室指導の傍ら、舞台での演奏活動も行う講師がお一人ずつ丁寧に、
楽しく指導いたします。
音が鳴るまでが大変な楽器ですが、大切なのは息の出し方と笛の角
度。鳴るポイントをじっくりとお伝えしていきます。
最後は篠笛の音がよく合う、童謡「うみ」の演奏にも挑戦してみましょ
う！
持ち物：篠笛（唄もの八本調子）、卓上鏡
※ 笛の購入も可能です（税込 2,100 円）

ちょっとインフォメーション

１９８３年神戸市生まれ。
高校時代から絵画を専門に学び、その
後、 京都造形芸術大学（ 現京都芸術
大学）で陶芸を専攻する。
大学卒業後に 新潟県佐渡島に 渡り 、
太鼓芸能集団「鼓童」に入座。
太鼓、笛、踊りを中心に１１年間舞台に
立ち、２０２０年退団。
現在は和太鼓教育研究所の職員として、
和太鼓、篠笛の指導や普及に取り組む。

☆以下のお知らせは教育委員会後援事業ではありません

和太鼓・打楽器を使った、子どもの発達を支援する療育的プログラム 和の音で育つ 豊かな感性と心
☆ ２０２１年度ドコモ市民活動団体助成事業にも採択されて行っております

明石市・京都市・柏原市・四條畷市で
開校 生徒募集 指導者養成コースもあります
どんど鼓学舎では、和太鼓を打ちながら動きながら、身体をたくさん使い、全身で音や響きを味わいます。
そして体力がつき、できるようになることが少しずつ増えていくことで、お子さまの成長を保護者の方と一緒に喜び
あえる・・・そんなプログラムを行う学舎です。
指導にあたるスタッフは、和太鼓の演奏技術をもち、子どもの発達について学んだ保育教育の経験者です。
また、どんど鼓学舎の「子どもの発達を支援する療育的プログラム」の研修を終えた者が担当します。
子どもたちは、指導者と様々なプログラムを経験し、和太鼓で楽しみながら、子どもたちの「育ちの過程そのもの」に
フォーカスしたプログラムで、一人ひとりの「育ちの芽」を伸ばしていきます。
どんど鼓学舎ページＱＲコード ↑
明石校 ふれあい会館ホール （明石市東仲町４－２５）
京都校 右京ふれあい文化会館創造活動室 （京都市右京区太秦安井西裏町１１－６）
柏原校 リビエールホール地下練習室 （柏原市安堂町１－６０）
四條畷校 なわてすみれ園 園舎 （四條畷市雁屋北町６－１８）

出張

月１回を基本。幼児、 小
学生、保護者で参加でき
るプログラムなど。詳しく
はＨＰをご覧ください。

和太鼓演奏

とびきり楽しい鑑賞＆体験をしませんか！
５０周年式典で演奏

密を避けた野外
での演奏風景

学校・幼稚園・保育園にお伺いして、和太鼓・和楽器の演奏・鑑賞会をさ
太鼓２０台を使って
せていただきます。
の和太鼓体験
イベントや行事と合わせて、または和太鼓活動を始める導入として、和
太鼓教育研究所ならではのとびきり楽しい演奏と、ワークショップ（体
験）はいかがでしょうか。さまざまな種類の太鼓と楽器をお持ちして皆
さまの現場で実施させて頂きます。内容や時間は目的に合わせて、最適
なプログラムさせていただきます。
ぜひ一度、ご検討いただき、お気軽にお問い合わせください。
篠笛の音色が心に響きます
子どもたちの心に残る素敵な時間を創り出します。

下記「お申込みについて」をお読みいただき、裏面用紙でメール・FAX にてお申込みください
子どものやる気をひきだすセミナー

お申込みについて

２０２２年実技講習会

◆ 講習のお申込み方法
① 裏面「お申込み書」で、下記のメールアドレス・FAX 番号に送信してください。

メール school@wadaiko-edu.org

ＦＡＸ ０７８‐４１２‐２０７０

② 申し込み書は全ての欄をご記入ください。メールの場合は申込書を手書きで記入後、写真添付するか、記載内容
のすべての内容をテキスト上に記入して送信してください。
③ 「住所」は書類を郵送するために、必ず受け取れる先をご記入ください。
④ 「電話番号」は職場の電話番号のみは不可です。事務局が、緊急に連絡をする場合に必要な、受講ご本人に届く
電話番号・メールアドレスを必ずご記入ください。（緊急の場合、土日祝日などにご連絡しなければならないことも
あります。メールアドレスは「＠wadaiko-edu.org」からのメールを受信できるように設定をお願いします）
⑤ 申込書到着後、事務局より「受講のご案内一式」を郵送いたしますので、しばらくお待ちください。受け取り後は速
やかにお手続きください。
⑥ 「受講のご案内一式」とは、受講料振込用紙・講習会場地図・持ち物・特記事項が入った書類一式です。封筒表に
は、「子どものやる気を引き出すセミナー関係書類在中」の文字が入っています。
⑦ 同一職場から複数お申込みの場合、お申込み時の代表者のお名前でまとめた形で発送します。

◆ 受講キャンセル規定
お申込み頂いた方のご都合でやむを得ず、キャンセルする場合は、以下の規定に基づいてキャンセル料を申し受けます。
お申込み時にご了解いただいた上でお申込み書の送信をいただきますようお願いいたします。
１． 事務局に FAX が着信した日、メールを受信した日を含む８日間は、キャンセル料不要
２． 講習当日を含まない１４日前までのキャンセル料は、１講習ごとに受講料の３分の１の額
３． 講習当日を含まない２日前までのキャンセル料は、１講習ごとに受講料の半額
４． 講習前日と当日キャンセル料は、受講料の全額
● お申込み日が、お申込み講習当日から７日以内に申し込まれてキャンセルされる場合は、上記「１．」は適用せずに、
講習当日までの残り日数のキャンセル料を申し受けます（講習当日までの残り日数で「３．」または「４．」が適用されます）。

◆ 注意事項

・・・ 以下の全てについてもお申込み時にご了解を頂いたものとして受付をさせて頂きます

① 当講習会は事前申し込み制です。講習料も事前ご入金をお願いしております。ご入金手続きが遅れ、当日に受付
でのお支払となった場合、遅延金として２００円ご負担いただきます。また。当日に申込みの場合は前もって受講可
能かの確認連絡をお願いするとともに受講料が２００円増しになりますことをご了承ください。
② 領収証の発行につきましては、お申し込み後の「受講のご案内」に明記致します。
③ 講習会場等の都合により、急遽会場が変更になる場合があります。また和太鼓講習では、担当講師の急な病気などで
急遽講師が代わる場合があります。
④ すべての講習の動画撮影・写真撮影は一切できません（講師の許可がある場合は講習中にお伝えします）。ＳＮＳ等、
ＷＥＢ上へのアップロードも一切できません。
⑤ 主催者が、資料のため動画撮影・写真を撮る場合があります。動画は資料用で外部に出ることはありません。講習風景
写真は研究所資料・パンフレット用などに使用しますので、写ることができない方はスタッフまでお申し出ください。
⑥ 新型コロナ感染症不安に対しては、対策を講じながら講習いたします。ただし、受講は自己責任でお願いいたします。
⑦ 主催者が地震・台風・その他開講が危険と判断した場合は、中止または日程振替・延期する場合があります。振替日程
に 参加が難しい方は受講料の返金をいたします。（返金は銀行振り込みのみで行いますので銀行口座番号の情報を
いただきます。また、振込手数料のご負担をいただきますことをご了承ください。現金書留等でのご返金はできません）
＜個人情報の取り扱いについて＞
（特）和太鼓教育研究所では、講習会のお申込み時などにお客様の情報をご登録いただいております。ご登録いただいた個人情報は講習会運営等のた
めに 使用します。また今後のサービスのご案内のために利用する場合があります。 お預かりした情報は、これら目的以外には、法律による場合以外は第三者に委託、提供いたしません。

“子どものやる気を引きだすセミナー” 趣旨
「やる気」は、子どもに日々接する指導者にとって、とても大切にしていきたい、育てていきたい“気持ち”です。この「やる気」をうまく「引きだす」ことによっ
て、子ども自身が主体性をもって“生きる力”を育てることにもつながっていくのではないかと考えます。
この講習会では、それぞれの領域のエキスパートが自らの実践・研究活動をもとに、子どもに対しての熱い想いと、指導ノウハウをご提案致します。子どもの
やる気を引きだし、伸ばしていくことに重点をおきながら、現場で即実践できる、先生方が自信を持って指導できる内容を、わかりやすく丁寧に講習致しま
す。子どもに接することの自信と責任と誇りを再確認していただける内容です。忙しい毎日をお過ごしのことと存じますが、これまで出会ったことのない新し
い世界への扉を開くような、そんな手ごたえのある実技講習会を、スタッフ一同、精一杯つくり上げて参りたいと考えております。ぜひ多くの先生方のご参加
をお待ちしております。
特定非営利活動法人 和太鼓教育研究所

“子どものやる気をひきだす”セミナー２０２２年夏期実技講習会

お申込書
裏面の「お申込みについて」をよくご覧の上、以下の用紙でお申し込みください。複数枚ご利用の場合は、この用紙をコピーしてお使いください。

① 下記枠内すべてにご記入をお願いします。

「キャンセル規定」と「注意事項」を確認・承諾して下記申し込みます
お名前

職場名
男

自宅住所

・

女

〒

職場住所

〒

携帯電話（必ずご記入ください）
◎ 昼間に必ずつながる連絡先
（受講生ご本人のもの）
※台風や緊急時、延期・中止する場合がありま
す。事務局からの連絡が受けられる連絡先を
メールアドレス（必ずご記入ください）
必ず記入してください。
メールは「 @wadaiko-edu.org 」からのメール
を必ず受信可能に設定しておいてください。
自宅お電話

職場お電話

自宅ＦＡＸ

職場ＦＡＸ

② 次に、講習会用のご記入欄になります。お申込み講習についての必要事項をご記入お願いします。
「１名様で１回のみ受講」、「１名様で数回受講」、「職場から複数の方で受講」、いずれの場合も１名様 1 講習分を 1 行に書き込んでください

日程

講習名称

参加者お名前

受講料

1

月

日

時

分～

円

2

月

日

時

分～

円

3

月

日

時

分～

円

4

月

日

時

分～

円

5

月

日

時

分～

円

講習受講料 全合計額

円

合計額を計算してご記入下さい →

③ エイサー講習の方は、パーランクのレンタルの有無をご記入下さい→ 〔 レンタルする（１個７００円）

・

しない 〕

（篠笛、太鼓バチのレンタルはありません）

④ ご参加される講習会の講師に、事前にご要望やメッセージ等ございましたら、下記欄にご記入下さい。
また『参加したいけれど日時が合わない・・・先生の講習会』をご希望の方は、以下の欄に必要事項をご記入下さい。
☆ご要望・メッセージ

✉ school@wadaiko-edu.org

FAX.078-412-2070

※ 「 @wadaiko-edu.org 」からのメールを、必ず受信可能に設定しておいてください

講習で必要な持ち物 講習会場でも販売します♪
お持ちのものはご持参ください。お持ちでない場合は、講習当日にご利用ください↓

・和太鼓講習 持ち物

・創作エイサー講習 持ち物

『和太鼓バチ』 長胴太鼓用・締太鼓用

『エイサー太鼓 パーランクー１８㎝・２１㎝』

☆ 長胴太鼓用バチ
太さ 25 ㎜ 長さ 42 ㎝

2,100 円

2,800 円

（税込）

☆ 締太鼓用バチ
先 17 ㎜‐手元 24 ㎜ 長さ 41 ㎝

2,200 円

☆パーランクー１８㎝

（税込）

☆パーランクー２１㎝

3,000 円

（両方ともに税込価格です）
パーランクーはレンタルもしております（１個７００円）。レンタルする場合は、講習
申込時にレンタル申込みをしてください。和太鼓バチのレンタルはありませんの
で、ご持参いただくか講習当日にお買い求めください。

講習する演目のＤＶＤ・資料集を販売します
創作エイサー指導補助教材ＤＶＤ

『和太鼓教則ＤＶＤ』シリーズ

創作エイサー振付ＤＶＤ

教育保育現場で使いやすい、先生が自信をも
って取り組める演目を収録した教則 DVD です。
フレーズごとの演奏方法と、通し演奏までを収
録。楽譜付きで初めての方でも取り組みやすい
内容にです。
一巻 ２，５００円 （税込）
１．
『
２．
『
３．
『
４．
『
５．
『
６．
『
７．
『
８．
『
９．
『

おみこし太鼓 』幼児～
たいこでソーラン 』幼児～
わんぱく太鼓 』幼児～
かみなりさんの雷祭り 』幼児～
ちからのかぎりどどんこどん！ 』幼児～
熱烈一打 』小学生～
宵祭（よいまつり） 』小学生～
ＰＯＰＣＯＲＮ！ 』小学生～
走馬（そうま） 』小学生～

『幼児のための和太鼓シリーズ
楽譜・資料集』 野口操著

このＤＶＤは指導補助教材のため音源は流れず解
説もありませんが、それぞれの音源に合わせて踊るこ
とが出来る振付を、曲の構成順に収録しています。通
しの踊りも最後にあり、踊りの全てがお分かり頂けま
す。構成・踊り説明書付き。パーランクー振付のみ。
一巻

３，１００円

（税込）

１．
『 グスージサビラ～いのちのまつり 』踊り２種類（イクマあきら）
２．
『 ＭＯＲＥ ＡＣＩＤ ＢＥＡＴ！（もうあしび） 』
（イクマあきら）
３．
『 花城 （はなぐすく） 』 （イクマあきら）
４．
『 三線の花 』 （ＢＥＧＩＮ）
５．
『 みんながみんな英雄 』
『 ｓｏｇｏｏｄ 』
（ＡＩ）
６．
『 ダイナミック琉球 』 （イクマあきら）
７．
『 やってみよう 』
『 Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ！！ 』
（ＷＡＮＩＭＡ）
８．
『 海の声 』
（桐谷健太・歌）
９．
『Universe』＆『アイノカタチ』
（Official 髭男 dism、MISIA）
10．
『はしりがき』＆『サチアレ』
（マカロニえんぴつ、なにわ男子）
※２０２２年７月講習会当日販売開始予定

… 楽譜もあれば

… 資料もあり♪

一冊 ９００円（税込）
№１
№２
№３
№４
№５
特番

まつりだ！わっしょい！
みのり祝い太鼓
春鼓馬 ～はるこま～
元気っ鼓！ばやし！ ～幼児編～
元気っ鼓！ばやし！ ～小学生編～
和太鼓！リズム表現あそび

☆ 通販もやっております！
こちらのページからお求めください→

一冊 ２，２００円（税込）
第一巻『けんけんぱ太鼓』
『たいこ あわせてドン』
『打ちだめし』
『一陣』
『童心』
『走馬』
『疾風迅雷』
『十六夜ばやし』全８曲

第二巻『太鼓で元気』
『てんぐさんの太鼓』
『土魂』
『おみこし太鼓』
『飛燕』
『合わせ打ち』
『ＰＯＰＣＯＲＮ！』
『風にのって』全８曲

特定非営利活動法人 和太鼓教育研究所
TEL.078-412-2060 FAX.078-412-2070
https://wadaiko-edu.org/ ✉ info@wadaiko-edu.org

安くて質よし！の信頼できる安心良品を販売。まとめてのご注文で割引あり☆お見積無料♪レンタルもあり！

新発売！新技術！特許出願中！ どんどこ太鼓屋本舗だけの商品

消音太鼓

『 しょー太 』

太鼓の胴に穴を開けた新技術。打つ感覚は変えずに、胴に吸音材等を入れて
頂き、中から音を抑制します。もちろん通常の和太鼓として使用できます。
（音量などを抑制する消音効果のある和太鼓です。音量音質調整可能です）

使い方は超カンタン

３ステップ
「しょー太」の使い方などを
紹介した YouTube 動画
こちらからご覧ください ↓

①ふたを開ける
（特許出願技術）

②胴の中にお好みの消音材を入れる

・・・こんな方におすすめです・・・

☆ 消音長胴太鼓「しょー太」１尺４寸（鼓面直径 42 ㎝）
定価

③ふたを閉める
…これだけ！

◆音量の問題で太鼓の練習を諦めていた方
◆教育・保育現場で和太鼓の音量対策が必要な方

（税込）

☆ 消音長胴太鼓「しょー太」１尺５寸（鼓面直径 45 ㎝）
定価

※受注生産の商品となります。通常ご注文から
納品まで２ヶ月～３ヶ月をいただきます。

（税込）

☆ 消音長胴太鼓「しょー太」１尺６寸（鼓面直径 48 ㎝）
定価

（税込）

ご注文をお待ちしております！！

どんどこ太鼓屋本舗の太鼓や台類は美しい、
軽い、音色が良い、だから教育・保育現場向き。
長胴太鼓、締太鼓、平胴太鼓、桶胴太鼓、
各種台類、バチなど好評販売中。レンタルもあり。
どんどこ太鼓屋本舗
のページはこちらから
ご覧ください ↑

“どんどこ太鼓屋本舗”特定非営利活動法人 和太鼓教育研究所
TEL.078-412-2060

FAX.078-412-2070

〒658-0021 神戸市東灘区深江本町３丁目 1-30-102

https://wadaiko-edu.org/

平日 10～18 時（土日祝休）

✉ info@wadaiko-edu.org

関西の色々な街で和太鼓と篠笛の教室やっています
心とカラダの元気を引きだす新教室…自分新発見。

和太鼓教室“楽座”
体験・見学やっています。お気軽にお立ち寄りください！
主催：和太鼓教室「楽座」事務局 和太鼓教育研究所

