
 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1311 

GECM1121 

JNGC1101  ２．授業担当教員 田村 エレナ 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること 

2. 1)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 主体的に学修を行う上での基礎となるので、各自十分に事前学習・事後学習をしておくこと。事前学習・

事後学習の仕方は授業中説明する。 
2. 長期休暇における課題として映画「ローマの休日」を用いたリスニング養成課題を課すので計画立てて実

施すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
ジョージ トラスコット 他『Eye on America and Japan そのまま日米比較』南雲堂。 
【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4 技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.)を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 
メッセージ 

学生の皆さんがこの授業を通じて、楽しく積極的に学習経験を積むことができるよう願っている。この機
会を活用してアメリカの文化についてできるだけたくさん学ぶことができるよう頑張ってもらいたい。それ

と同時に英語力も向上させていこう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Physical education 
事前学習 体育の日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (pp.8-9) の練習問題を実施する。 

第２回 Sports Clubs 
事前学習 スポーツクラブの日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (p.10) の文章を 2回リライトする。 

第３回 Cultural Differences  
事前学習 異文化についてどのくらい興味があるかについて考える。 
事後学習 テキスト (p.14) の練習問題を実施する。 

第４回 
Continue with the topic on  Culture 
Differences  

事前学習 テキスト (p.15) の練習問題を実施する。 
事後学習 異文化についての意見を短い文章にして表現する。 

第５回 Haircuts  
事前学習 ヘアカットの日米比較について何を学習するのか考える。  
事後学習 テキスト (pp.17-18) の練習問題の答をもう一度確認する。 

第６回 Music 
事前学習 音楽の日米比較について説明できるようにする。  
事後学習 テキスト (p.20) の練習問題を実施する。 

第７回 Music 
事前学習 好きな音楽について短い文章にして表現する。 
事後学習 テキスト (pp.20-21) の練習問題を全て繰り返す。 

第８回 Money 
事前学習 お金の日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (pp.23-24) の練習問題を確認する。 

第９回 Safety 
事前学習 安全を確保できる手段について考える。 
事後学習 テキスト (p.26) の練習問題を全て繰り返す。  

第１０回 Safety 
事前学習 安全についての意見を短い文章にして表現する。 
事後学習 テキスト (p.27) の練習問題を実施する。 

第１１回 Life Expectancy 
事前学習 寿命の日米比較について考える。 
事後学習 テキスト (pp.29-30) の練習問題を実施する。 

第１２回 The metric system 
事前学習 メートル法について知っていることを整理する。 
事後学習 テキスト (pp.32-33) を読んで練習問題を実施する。 

第１３回 Police 
事前学習 警察の日米比較について何を学習するのか考える。 
事後学習 テキスト (pp.35-36) の練習問題をもう一度実施する。 

第１４回 Seasons 
事前学習 

季節の日米比較について知っていることを、短い文章にし
て表現する。 

事後学習 テキスト (pp.38-39) の練習問題を実施する。 

第１５回 
総括（学期中に扱った内容を全て復習す
る） 

事前学習 既習の全ての文章を読んでおく。 
事後学習 既習の全ての練習問題をもう一度実施する。 

期末試験(Final exam) 



 

 

 

 



 

 

 

１．科目名（単位

数） 
アメリカの文化と言語Ⅱ（外国語活動） （2単位） 

３．科目番号 

GECM1312 

GECM1322 

GECM1112 

JNGC1302 
２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

アメリカの文化と言語 I のクラスで学んだアメリカの文化と言語に関する知識の幅を広げ、アク

ティブラーニングを取り入れ、楽しく外国語活動を行い使える力へと高める。まず、活動型の授

業形態をとり、活動に伴う会話力の技能を、様々な日常生活の場面に応じて基本的なレベルから、

より高いレベルへと向上させる。また、コミュニケーション力や人間関係能力を高めるための基

本的な表現力を身につける。アメリカの文化を学びながら自国の文化と比較することで、様々な

文化を尊重できる素地を養う。 

８．学習目標 

1) 様々な日常生活に必要な活動に応じた教材を適宜使用しながら、英語(表現力)の技能を高め、

実生活で外国語を使える力を育成する。 

2) 1）を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解する。 

3) アメリカの文化事情について多角的に考察を深める。 

4) アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

英語の基本的な文法事項を総点検するために、高校英語の入門的な練習問題を毎週課す。学習方法や課題の

提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

Alison Baxter, The USA. Oxford University Press (Oxford Bookworms Factfiles: Stage 3). 

【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準（学習目標） 

1. 様々な教材を適宜使用しながら、英語の 4 技能をバランスよく育成することができたか。 

2. 1.)を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解することができたか。 

3. アメリカの文化事情について多角的に考察を深めることができたか。 

4. アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成することができたか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：25％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前・事後に必ず読んで、予習・復習すること。その際、不明な点、疑問に思った点を書き

出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Introduction: 本科目のねらいと取り組みの解説 

事前学習 
速やかに教科書を入手し、必ず 90分以上かけ

て通読する。 

事後学習 
授業中に指摘された参考文献について検索

し、必要ならば入手しておく。 

第２回 ch. 1: In the Beginning 読解練習と歴史事項の解説 

事前学習 

事前に配付される英単語を調べておく。また、

ch.1のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.1のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第３回 
ch. 2: The Pilgrim Fathers 読解練習と歴史事項の解

説 

事前学習 
ch.2のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.2のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第４回 
ch. 3: The War of Independence 読解練習と歴史事項

の解説 

事前学習 
ch.3のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.3のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第５回 ch. 4: The Civil War 読解練習と歴史事項の解説 

事前学習 
ch.4のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 
ch.4のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶



 

 

を定着させる。 

第６回 ch. 5: The Wild West 読解練習と歴史事項の解説 

事前学習 
ch.5のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.5のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第７回 ch. 6: Native Americans 読解練習と歴史事項の解説 

事前学習 
ch.6のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.6のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第８回 ch. 7: New Americans 読解練習と歴史事項の解説 

事前学習 
ch.7のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.7のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第９回 ch. 8: Black Americans 読解練習と歴史事項の解説 

事前学習 
ch.8のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.8のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第１０回 
ch. 9: The government of the USA 読解練習と文化事

項の解説 

事前学習 
ch.9のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.9のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

第１１回 
ch. 10: Living in the USA 読解練習と文化事項の解

説 

事前学習 
ch.10のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.10 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

第１２回 
ch. 11: Eating and drinking the American way 読解

練習と文化事項の解説 

事前学習 
ch.11のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.11 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

第１３回 
ch. 12: Music from America 読解練習と文化事項の解

説 

事前学習 
ch.12のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.12 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

第１４回 
ch. 13: Some great American cities 読解練習と文化

事項の解説 

事前学習 
ch.13のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.13 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

第１５回 ch. 14: California 読解練習と文化事項の解説 

事前学習 
ch.14のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.14 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽基礎Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 JNNT2111 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育および幼児教育に携わる者にとって必要とされる音楽の基礎的知識および演奏技術について、音楽基

礎Ⅰで学んだこと、身に付けた技術を更に深化させていきます。特に、ピアノ演奏と弾き歌いの技術は、常

に継続して練習を行うことが重要です。少しでも高い技術を身に付けるとともに、演奏可能なレパートリー

を増やしていきます。演奏技術の面では教育実習や採用試験に対応できるレベルまで上達することを最終目

標とします。 

８．学習目標 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.音楽理論：練習問題を次週までに仕上げてくること。分からないことや質問があればそのままにせず次週

必ず聞きに来ること 

2.ピアノ実技：課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

3.子どもの歌：レパートリーを増やすこと。 

4.ピアノ演奏および弾き歌いの発表を実施する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・音楽基礎Ⅰで使用した教科書を継続して使用する。 

【参考書】 

・中・四国地区学会編著『歌う、弾く、表現する保育者になろう――保育士・幼稚園教諭養成テキスト』全 

国大学音楽教育学会、音楽之友社、2006。 

・小林美実監修『こどものうた 200』チャイルド本社、1998。 

・小林美実監修『続こどものうた 200』チャイルド本社、1996。 

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍステレオジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

●評定の方法 

実技 50％、 楽典 30％、 授業への取り組み姿勢 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノや歌唱など、子ども達の豊かな音楽表現を援助するために必要な基礎技術を磨きましょう。ピアノ

の上達のためには、時間を見つけて少しずつでも毎日必ず練習する習慣をつけることが大切です。様々な子

どもの歌に触れ、レパートリーを増やしていきましょう。子ども達の前で自信をもって演奏できるよう、鍛

錬を重ねていってください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知させる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.66 

弾き歌いレッスン：初級者：朝の歌 

中・上級者：世界中のこどもたちが 

楽典（音名：日本） 

事前学習 教科書 p.52を読んで理解しておく。 

事後学習 
課題曲の練習。日本の音名について理解し暗記

すること。 

第２回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.66 

弾き歌い発表：初級者：朝の歌 

中・上級者：世界中のこどもたちが 

楽典（音名：英語） 

事前学習 課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。 

事後学習 英語の音名について理解し暗記すること。 

第３回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.73 

弾き歌いレッスン：初級者：やまのおんがくか 

中・上級者：ふしぎなポケット 

楽典（音名：幹音と派生音） 

事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 
音名について復習するとともに派生音の音名

について暗記すること。 

第４回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.73 

弾き歌い発表：初級者：やまのおんがくか 

中・上級者：ふしぎなポケット 

楽典（長音階） 

事前学習 
課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。教科

書 p.59を読んでおく。 

事後学習 長音階について復習しておくこと。 

第５回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.78 

弾き歌いレッスン：初級者：おはようのうた 

中・上級者：あわてんぼうのサンタクロース 

楽典（短音階：自然短音階） 

事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 自然短音階について復習しておくこと。 

第６回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.78 

弾き歌いレッスン：初級者：おはようのうた 

中・上級者：あわてんぼうのサンタクロース 

事前学習 課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。 

事後学習 
和声および旋律短音階について復習しておく

こと。 



 

 

楽典（短音階：自然短音階） 

第７回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.88 

弾き歌いレッスン：初級者及び中・上級者：ジングルベ

ル 

楽典（調性：長調） 

事前学習 
課題曲の練習をしておく。教科書 pp.60-62 を

読んでおく。 

事後学習 調性について復習しておくこと。 

第８回 
讃美歌およびクリスマスソングの合唱および合奏練習 

楽典（調性：短調） 

事前学習 
クリスマス会の発表曲の楽譜を事前に読んで

おく。 

事後学習 調性について復習しておくこと。 

第９回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.88 

弾き歌い発表：初級者及び中・上級者：ジングルベル 

楽典（調性：調号） 

事前学習 
課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。教科

書 pp.63-65を読んでおく。 

事後学習 調号について復習しておくこと。 

第１０回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.91 

弾き歌いレッスン：初級者及び中・上級者：お正月 

楽典（調性の復習） 

事前学習 課題曲の練習をしておく 

事後学習 調性および調号についてまとめておくこと。 

第１１回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.91 

弾き歌いレッスン：初級者及び中・上級者：お正月 

楽典（移調と転調） 

事前学習 
課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。教科

書 p.67（下）を読んでおく。 

事後学習 移調と転調について復習しておくこと。 

第１２回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.104 

弾き歌いレッスン：中・上級者：思い出のアルバム 

楽典（近親調） 

事前学習 
課題曲の練習をしておくこと。教科書 p.67（上）

を読んでおく。 

事後学習 近親調について復習しておくこと。 

第１３回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.104 

弾き歌いレッスン：中・上級者：思い出のアルバム 

楽典（これまでの総復習） 

事前学習 課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。 

事後学習 
これまで楽典で学んだ範囲を復習しておくこ

と。 

第１４回 ピアノ演奏発表：任意のバイエル 2曲 
事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 課題曲の発表に向けた練習を重ねておく。 

第１５回 
弾き歌いの発表：初級者：さよならのうた 

中・上級者：一年生になったら 

事前学習 課題曲の発表に向けた練習を重ねておく。 

事後学習 
2年次必修科目「こどもの音楽Ⅰ」の受講に向

けて演奏技術の向上を図ること。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽基礎Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 JNNT2111 

２．授業担当教員 松本 岳志 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
音楽基礎Ⅰを終えていること。 

７．講義概要 

 保育および幼児教育に携わる者にとって必要とされる音楽の基礎的知識および演奏技術について、音楽基

礎Ⅰで学んだこと、身に付けた技術を更に深化させていきます。特に、ピアノ演奏と弾き歌いの技術は、常

に継続して練習を行うことが重要です。少しでも高い技術を身に付けるとともに、演奏可能なレパートリー

を増やしていきます。演奏技術の面では教育実習や採用試験に対応できるレベルまで上達することを最終目

標とします。 

８．学習目標 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.毎回楽典の練習問題とピアノの練習課題等を出します。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの発表を実施します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

・音楽基礎Ⅰで使用した教科書を継続して使用する。 

 

【参考書】 

・中・四国地区学会編著『歌う、弾く、表現する保育者になろう』保育士・幼稚園教諭養成テキスト 

全国大学音楽教育学会、音楽之友社。 

・小林美実監修『こどものうた 200』 チャイルド本社。 

・小林美実監修『続こどものうた 200』 チャイルド本社。 

【教材】※各自で必ず購入しておくこと。 

・ヘッドフォン 

・6.3ｍｍジャック（先端が 3.5ｍｍジャックの場合、ステレオ変換ジャックが必要） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準 

1.音楽の基礎理論（楽典）を理解し、楽譜の読み書きが自由にできるようにする。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの基礎的技術を習得する。 

3.歌唱法の基礎的技術を習得する。 

●評定の方法 

実技 50％、 楽典 30％、 授業への取り組み姿勢 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 ピアノ演奏や歌唱のような実技は、一夜漬けで習得できるようなものではなく毎日地道に練習を積み重ね

ていくことが重要です。必ず、短時間でも構わないので毎日ピアノに触れるよう心がけて下さい。将来、教

育・保育実習や採用試験などでピアノ演奏や弾き歌いの技術が必ず必要になりますが、人前でその実力が発

揮できなければ意味がありません。どんなに緊張しても心を平静に保って普段通りの演奏できるようにする

のは、演奏技術を身に付ける以上に困難なことです。地道な練習と経験以外に、近道はないと思って下さい。 

13．オフィスアワー 初回授業のオリエンテーションにおいて通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.66 

弾き歌いレッスン：初級者：朝の歌 

中・上級者：世界中のこどもたちが 

楽典（音名：日本） 

事前学習 教科書 p.52を読んで理解しておく。 

事後学習 
課題曲の練習。日本の音名について理解し暗

記すること。 

第２回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.66 

弾き歌い発表：初級者：朝の歌 

中・上級者：世界中のこどもたちが 

楽典（音名：英語） 

事前学習 課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。 

事後学習 英語の音名について理解し暗記すること。 

第３回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.73 

弾き歌いレッスン：初級者：やまのおんがくか 

中・上級者：ふしぎなポケット 

楽典（音名：幹音と派生音） 

事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 
音名について復習するとともに派生音の音

名について暗記すること。 

第４回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.73 

弾き歌い発表：初級者：やまのおんがくか 

中・上級者：ふしぎなポケット 

楽典（長音階） 

事前学習 
課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。教

科書 p.59を読んでおく。 

事後学習 長音階について復習しておくこと。 

第５回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.78 

弾き歌いレッスン：初級者：おはようのうた 

中・上級者：あわてんぼうのサンタクロース 

楽典（短音階：自然短音階） 

事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 自然短音階について復習しておくこと。 

第６回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.78 

弾き歌い発表：初級者：おはようのうた 

中・上級者：あわてんぼうのサンタクロース 

楽典（短音階：和声および旋律短音階） 

事前学習 課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。 

事後学習 
和声および旋律短音階について復習してお

くこと。 



 

 

第７回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.88 

弾き歌いレッスン：初級者及び中・上級者：ジングルベル 

楽典（調性：長調） 

事前学習 
課題曲の練習をしておく。教科書 pp.60-62を

読んでおく。 

事後学習 調性について復習しておくこと。 

第８回 
讃美歌およびクリスマスソングの合唱および合奏練習 

楽典（調性：短調） 

事前学習 
クリスマス会の発表曲の楽譜を事前に読ん

でおく。 

事後学習 調性について復習しておくこと。 

第９回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.88 

弾き歌い発表：初級者及び中・上級者：ジングルベル 

楽典（調性：調号） 

事前学習 
課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。教

科書 pp.63-65を読んでおく。 

事後学習 調号について復習しておくこと。 

第１０回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.91 

弾き歌いレッスン：初級者及び中・上級者：お正月 

楽典（調性の復習） 

事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 調性および調号についてまとめておくこと。 

第１１回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.91 

弾き歌い発表：初級者及び中・上級者：お正月 

楽典（移調と転調） 

事前学習 
課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。教

科書 p.67（下）を読んでおく。 

事後学習 移調と転調について復習しておくこと。 

第１２回 

ピアノ演奏レッスン：初級者：バイエル No.104 

弾き歌いレッスン：中・上級者：思い出のアルバム 

楽典（近親調） 

事前学習 
課題曲の練習をしておくこと。教科書 p.67

（上）を読んでおく。 

事後学習 近親調について復習しておくこと。 

第１３回 

ピアノ演奏発表：初級者：バイエル No.104 

弾き歌い発表：中・上級者：思い出のアルバム 

楽典（これまでの総復習） 

事前学習 課題曲の発表に向けて練習を重ねておく。 

事後学習 
これまで楽典で学んだ範囲を復習しておく

こと。 

第１４回 
弾き歌いレッスン：初級者：さよならのうた 

中・上級者：一年生になったら 

事前学習 課題曲の練習をしておく。 

事後学習 課題曲の発表に向けた練習を重ねておく。 

第１５回 
弾き歌いの発表：初級者：さよならのうた 

中・上級者：一年生になったら 

事前学習 課題曲の発表に向けた練習を重ねておく。 

事後学習 将来に向けて演奏技術の向上を図ること。 

 


