
 

１．科目名（単位数） アジア文化論 （2単位） 

３．科目番号 GELA1337 

２．授業担当教員 越野 香子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
全学部・全学年対象科目 

７．講義概要 

21世紀はアジアの時代ともいわれ、アジア諸国とその文化に注目が集まっている。アジア文化圏は、アセ

アンに代表される東南アジア諸国から、中央アジアや西アジアまでを含む広大な範囲を含んでいる。本講義

では、まず世界におけるアジア文化圏の位置づけを考える。次に、現在注目を集めている東南アジア諸国連

合(ASEAN)を中心に様々なアジア文化の特色を考察していく。また興味のあるアジア文化について調べ、個

人ごとまたはグループごとで調査内容を発表することとする。 

８．学習目標 

1. 世界の様々な文化圏の中のアジア文化圏の位置づけと特色について理解し説明できる。 

2. アジア文化圏の中の東南アジア文化圏の位置づけと特色を理解し説明できる。 

3. 東南アジア文化圏以外の多様なアジア文化について理解し説明できる。 

4. 興味のあるアジア文化の特色について調査を実施し異文化理解と自文化理解を深めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．事前学習と事後学習課題については、初回の講義で説明する。 

2．全てのグループが発表を割り当てられ、その準備に向けて出される課題も評価の対象とする。 

3．その他の課題については、講義中に適宜説明する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】池上彰著『池上彰の世界の見方：東南アジア』小学館、2019。 

【参考書】随時、授業で言及する。 

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. 世界の様々な文化圏の中のアジア文化圏の位置づけと特色について理解し説明できる。 

2. アジア文化圏の中の東南アジア文化圏の位置づけと特色を理解し説明できる。 

3. 東南アジア文化圏以外の多様なアジア文化について理解し説明できる。 

4．興味のあるアジア文化の特色について調査を実施し異文化理解と自文化理解を深めることができる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1. シラバスを熟読し、講義の学習目標、成績評価等についてよく把握しておくこと。 

2. iphone, smartphone, 携帯電話,その他通信機能のあるノートパソコンやタブレットの電源は切り、かば

んの中にしまうこと。 

3. 本学規定により、3/4（4回）以上欠席すると単位の修得が認められないので留意しておくこと（遅延につ

いては、遅延証明書を当日又は次回講義までに担当教員に提出すること。遅延の累計回数が多い場合、遅

延を認めない場合もあるため、注意すること）。 

4. 成績総合評価の内、授業での積極的参加は比重が大きいので、分からないことは積極的に質問し、ディス

カッションにも意欲を持って臨むことを勧める。 

5. 不正行為への対応等について、本学は、「東京福祉大学・短期大学部 研究活動における不正行為への対

応等に関する規程」を平成 26年 12月 4日に制定しています。詳しくは、本学ホームページの大学紹介・

研究活動のところを参照してください。文部科学省のガイドラインでは、「学生に対する研究倫理教育」

を行うことが要請されているので、皆さんは、大学で自分の学習成果をレポートにしたり発表したりして

いくうえでの倫理、つまり、守らなければならない事があります。不正行為としては、１．捏造(ねつぞ

う)、２．改ざん、３．盗用があります。不正行為については、適宜、処置がなされるので、これらについ

て十分に注意をして、勉学に臨んでください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知します。 

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 

アジア文化圏の国々の世界での位置づ

け。多様な「アジア」の国々・文化につ

いて 

事前学習 アジア文化圏を構成する国々について各自調べておく。 

事後学習 

講義で説明されたグループ発表について重要事項を確認しな

がら、形成されたグループで、担当する国について調査を始め

る。 

第２回 日本と ASEANの歴史的関係 

事前学習 
テキスト pp. 14~47を読み、よく分からない単語や概念をリス

ト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第３回 
戦後の日本の経済成長と ASEAN との

関係 

事前学習 
テキスト pp. 47~61を読み、よく分からない単語や概念をリス

ト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

  



 

第４回 ベトナム南北分断の歴史的背景 
事前学習 

テキスト pp. 64~77を読み、よく分からない単語や概念をリス

ト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う 

第５回 ASEAN は共産主義への防波堤？ 

事前学習 
テキスト pp. 77~102を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第６回 シンガポールとマレーシアの関係 
事前学習 

テキスト pp. 104~120を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第７回 マレーシアと Look East政策 

事前学習 
テキスト pp. 120~125を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第８回 インドネシアと東インド会社 

事前学習 
テキスト pp. 128~146を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第９回 スカルノ大統領とスハルト大統領 
事前学習 

テキスト pp. 146~162を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１０回 タイの歴史と社会性 
事前学習 

テキスト pp. 164~179を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１１回 フィリピンの魅力 
事前学習 

テキスト pp. 179~192を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１２回 ドゥエルテ大統領とフィリピン 
事前学習 

テキスト pp. 179~192を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 まとめプリントで授業の振り返りを行う。 

第１３回 カンボジアの歴史 

事前学習 
テキスト pp. 194~210を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第１４回 ミャンマーの歴史と社会 

事前学習 
テキスト pp. 210~221を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく。 

事後学習 

発表担当グループから配布資料を基に、授業の振り返る傍ら、

発表を控えている各担当グループは、今回発表したグループの

参考になる点と改善すべき点をまとめ、自身の発表に備える。 

第１５回 ロヒンギャと国際社会 

事前学習 
テキスト pp. 221~225を読み、よく分からない単語や概念をリ

スト化し、授業で共有する準備をしておく 

事後学習 
アジア圏内の国家間の交流について分析し、今後の傾向と動向

について考える。 

 



 

 

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 

２．授業担当教員 黒岩 好子 

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 

1. 主体的に学習する上で基礎となる事前学習・事後学習を各自十分に行うこと。 
2.  期末レポートのテーマは、「授業を通して発見したコミュニケーションの相違と異文化理解について」 

とする。A4用紙に1000字程度で記載し、第15回目の授業時に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】Paul Stapleton 『How Culture Affects Communication  英米人の考え方、日本人の考え方』 

金星堂、2006。 

別途プリント教材も使用する。 

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 

1. 英語力やコミュニケーション力を高めるうえで重要なことは、勇気を持ってチャレンジしていく強い精神 

です。受身的姿勢はリセットし、積極的かつ意欲的に授業に参加することを望みます。 

2. 各授業の予習・復習は必ずやること。その際、疑問に思ったことはそのままにせず解決に努めること。 

3. 小テストは全て受けること。また長期休暇課題や期末のレポート提出日は厳守すること。 

4. 実践に即した英語表現力向上を目指したプリント教材も併用するが、音読を重ね記憶に定着するよう 

努めること。 

5.「授業中の私語・居眠り・携帯/スマホの使用、頻繁な遅刻、教科書を忘れる」を禁ずる。それに反した 

場合は上記「11．成績評価規準の受講態度等」評価点の減点対象とする。 

6. クラス状況に応じ、内容や順番を調整・変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する。 

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 
オリエンテーション： 
シラバスの確認、授業概要、及び 
自己紹介 

事前学習 
教科書を購入し、「はじめに」「目次」及び「授業で取り上げる

Unit」に目を通し内容を確認しておく。 

事後学習 
本授業を受講するにあたっての留意点を振り返り、英語学習の
目標設定と自分に適した学習方法を確認しておく。 

第２回 Unit 1: Age, Status, and Family  

事前学習 
１．Unit 1 (pp.1～4)のわからない英単語を調べ問題もすべて
解答する。２. Unit 1 本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 1本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第３回 Unit 2: Politeness 

事前学習 
１．Unit 2 (pp.5～8)のわからない英単語を調べ問題もすべて
解答する。２. Unit 2 本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 2本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第４回 Unit 3: Feedback  

事前学習 
１．Unit 3 (pp.9～12)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 3本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 3本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

  



 

 

第５回 
Unit 4: Rituals 

小テスト#１ 

事前学習 

１．Unit 4 (pp.13～16)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。 ２．Unit 4 本文の概要及びそれに対する自分の
意見・疑問点をノートにまとめておく。 ３．小テスト#１（Unit 

1、2 ＆3及びプリント教材）の準備をする。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 4本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第６回 Unit 5: Titles  

事前学習 
１．Unit 5 (pp.17～20)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 5本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 5本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第７回 Unit 6: Modesty  

事前学習 
１．Unit 6 (pp.21～24)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 6本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 6本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第８回 
Unit 7: Heart-to-Heart Communication 
小テスト#２ 

事前学習 

１．Unit 7 (pp.25～28)のわからない英単語を調べ問題もすべ
て解答する。２. Unit 7本文の概要及びそれに対する自分の意

見・疑問点をノートにまとめておく。 ３．小テスト#２（Unit 
4、5 ＆6及びプリント教材）の準備をする。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 

２. Unit 7本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第９回 Unit 8: Face-to-Face communication  

事前学習 

１．Unit 8 (pp.29～32)のわからない英単語を調べ問題もすべ

て解答する。２. Unit 8本文の概要及びそれに対する自分の意
見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 

２. Unit 8本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第１０回 
Unit 12: Comparing 
長期休暇課題について 

事前学習 

１．Unit 12 (pp.45～48)のわからない英単語を調べ問題もす

べて解答する。２. Unit 12 本文の概要及びそれに対する自分
の意見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 

２. Unit 12本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 
３．長期休暇課題レポートの準備に着手する。 

第１１回 
長期休暇課題の提出及び発表 
小テスト#３ 

事前学習 
１．長期休暇課題レポートを完了する。２．発表するための練
習をする。３．小テスト#３（Unit 7、8 ＆12 及びプリント教
材）の準備をする。 

事後学習 
自身の発表を振り返り、表現力を更に高めるための改善点を考
えてみる。 

第１２回 
Unit 13: Politically Correct Language  
外国語活動の発表及び 

期末レポートについて 

事前学習 
１．Unit 13 (pp.49～52)のわからない英単語を調べ問題もす
べて解答する。２. Unit 13 本文の概要及びそれに対する自分
の意見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 13本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第１３回 
Unit: 16 Reflections of Language and 
Culture 

事前学習 
１．Unit 16 (pp.61～64)のわからない英単語を調べ問題もす
べて解答する。２. Unit 16 本文の概要及びそれに対する自分
の意見・疑問点をノートにまとめておく。 

事後学習 
１．授業で取り扱った内容を再確認し、要点をまとめ直す。 
２. Unit 16本文の意味をよく理解しながら音読を繰り返す。 

第１４回 外国語活動の発表 

事前学習 
英語の原稿を見ずに発表ができるようになるまで練習を重ね
ておく。 

事後学習 
自身の発表を振り返り、英語表現力を更に高めるための改善点

を考えてみる。 

第１５回 
本授業のまとめ、ディスカッション 

期末レポート提出 

事前学習 
１．期末レポート（9.-2参照）を完了する。２. 初回授業時に

設定した自分の学習目標に対する達成度を査定してみる。 

事後学習 

本授業で使用した教科書、プリント教材及びノートなどに再度
目を通し、自己分析をしながら英語力の更なる向上を目指し自

律的学習の習慣化計画を立てる。 

 



 

 

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 ２．授業担当教員 別府 結起 

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 

課題研究：第２回から第６回の講義内容を踏まえ

て自身の興味を引いたチャプターについて調べ学

習を行い「新たに学んだこと」についてレポートに

まとめましょう。 

レポート形式：A4１枚を英語で書く。 

（夏期休講明けに添削し返却：発表あり） 

事前学習 レポートの題材を推考し、調べ学習を行う。 

事後学習 
調べたことに関して発表を行う。その後質疑応答あ

り。 

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 

課題研究：第 8回から第 13回の講義内容を踏まえ

て自身の興味を引いたチャプターについて調べ学

習を行い「新たに学んだこと」についてレポートに

まとめましょう。 

レポート形式：A4１枚を英語で書く。 

（次週までに添削し返却：次週発表） 

事前学習 レポートの題材を推考し、調べ学習を行う。 

事後学習 
調べたことに関して発表を行う。その後質疑応答あ

り。 

第１５回 第２回〜１４回 総まとめ＆発表 
事前学習 既習の内容に関して学んだことをまとめておく。 

事後学習 授業で学習した内容について復習する。 

 



 

 

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 
GECM1112 

GECM1312 
２．授業担当教員 箕輪 理美 

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 

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 

２．長期休暇における課題を課すので計画立てて実施すること。また、学期末に期末レポートを課す。 

それぞれ詳細については授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Gary Dendo, Masako Dendo, 『America in Motion アメリカの過去・現在・未来を読む』成美
堂、2010 年。 

【参考書】各自、英和辞書を必ず持参すること。 

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 

語学力の習得のためには習慣的な学習が必須です。この授業の履修を選択する学生には、予習と復習を必ず

行うことを前提として求めます。 

 

異なる時代や文化を生きる人々について学ぶことは、自らが持つ「常識」を相対化し、また、他者を理解し

共感しようとする態度を育んでくれます。アメリカ社会や英語についての基礎的な理解力を深めるだけでは

なく、ディスカッションやプレゼンテーションを通して、英語を使ってコミュニケーションを取ることの楽

しさも学んでいってほしいと考えています。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

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 
Introduction: 授業概要、学習目標、学習方法、自己

紹介 

事前学習 
教科書を購入し、目次及び授業で取り上げる章の

内容に目を通しておく。 

事後学習 授業内容をもとに、今学期の学習計画を立てる。 

第２回 Chapter 6: The Japanese American Internment (1) 

事前学習 
Chapter 6 の前半部分（p.32～p.33 の 23 段落目）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第３回 Chapter 6: The Japanese American Internment (2) 

事前学習 
Chapter 6 の後半部分（p.33 の 24 段落目～p.35）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第４回 Chapter 7: The Illegal Immigration Problem (1) 

事前学習 
Chapter 7 の前半部分（p.38～p.39 の 20 段落目）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第５回  Chapter 7: The Illegal Immigration Problem (2) 

事前学習 
Chapter 7 の後半部分（p.39 の 21 段落目～p.41）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 



 

 

第６回 
Chapter 8: The American “Gun Society” (1) 

小テスト① 

事前学習 

１．Chapter 8 の前半部分（p.43～p.44 の 18 段

落目）を音読し、わからない単語をすべて調べて

おく。  

２．小テスト①（Chapter 6-7）の準備をする。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第７回 
Chapter 8: The American “Gun Society” (2) 

プレゼンテーション準備 

事前学習 
Chapter 8 の後半部分（p.44 の 19 段落目～p.46）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 

１．授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しな

がら本文を音読する。 

２．プレゼンテーションの文章を完成させ、すら

すら読めるように練習する。 

第８回 プレゼンテーション 

事前学習 
英語の原稿を見ずにプレゼンテーションができ

るようになるまで練習を重ねる。 

事後学習 

１．自分のプレゼンテーションを振り返り、良か

った点と改善点をノートに記録する。 

２．上手いと思ったプレゼンテーションの共通点

を考えてみる。 

第９回 
Chapter 9: Barack Obama: Breaking Through the 

Glass Ceiling (1) 

事前学習 
Chapter 9 の前半部分（p.48～p.49 の 28 段落目）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１０回 
Chapter 9: Barack Obama: Breaking Through the 

Glass Ceiling (2) 

事前学習 
Chapter 9 の後半部分（p.49 の 28 段落目～p.51）

を通読し、わからない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１１回 

Chapter 13: Interracial Marriage – Then and Now 

(1) 

小テスト② 

事前学習 

１．Chapter 13 の前半部分（p.68-69）を通読し、

わからない単語をすべて調べておく。 

２．小テスト②（Chapter 8-9）の準備をする。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１２回 
Chapter 13: Interracial Marriage – Then and Now 

(2) 

事前学習 
Chapter 13 の後半部分（p.70-71）を通読し、わ

からない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１３回 Chapter 17: The Same-Sex Marriage Battle (1) 

事前学習 

Chapter 17 の前半部分（p.88～ 

p.89 の 28 段落目）を通読し、わからない単語を

すべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１４回 Chapter 17: The Same-Sex Marriage Battle (2) 

事前学習 

Chapter 17 の後半部分（p.89 の 29 段落目～

p.91）を通読し、わからない単語をすべて調べて

おく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら

本文を音読する。 

第１５回 まとめ、小テスト③ 
事前学習 小テスト③（Chapter 13, 17）の準備をする。 

事後学習 授業で学んだ内容を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化コミュニケーション教育 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2171 

２．授業担当教員 坂井 二郎 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部国際教育専攻対象科目 

７．講義概要 

 異文化コミュニケーションは、異文化環境下でのコミュニケーションや文化背景が異なる者同士によるコ

ミュニケーション事象などを対象としている。グローバル化の進む国際社会では、越境する人々によって教

育環境も多様化し、異文化コミュニケーションの機会は増加している。 

 本講義では、教育場面での異文化の対人関係を取り上げながら、教育の現状や文化とコミュニケーション

の関係、またその影響や対応などについて考えていく。 

８．学習目標 

１． 文化とコミュニケーションの関係について理解することができる。 

２． 多様な教育環境について理解することができる。 

３． 教育場面における文化の影響について理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習と事後学習を参照し行っておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜教室内で配布する。 

【参考書】 

特になし。 

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.文化とコミュニケーションの関係について理解することができたか。 

2.多様な教育環境について理解することができたか。 

3.教育場面における文化の影響について理解することができたか。 

○評定方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.授業態度     総合点の 30%：積極的な参加、課題の提出状況などにより評価。 

2.グループ・ワーク 総合点の 30%：共同作業での発言、役割貢献などにより評価。 

3.試験・レポート  総合点の 40%：基礎知識の理解、自身の意見の表出の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．わからないことはそのままにせず、どのような些細なことでも気軽に聞くようにしてください。 

２．事前学習は授業時のペアやグループでの演習の題材となるため、必ず行なってください。 

３．辞書は適宜持参してください。 

４．意見は積極的に発信してください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に通知する。 

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 
授業概要の説明：「異文化コミュニケーション教育」に

関するシラバス内容の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容につい

て確認しておく。 

事後学習 
シラバス内容を見返し、授業の重要点をノー

トにまとめる。 

第２回 異文化コミュニケーションと教育：文化の役割 

事前学習 
異文化コミュニケーションと教育の関係と

文化の役割について考える。 

事後学習 
異文化コミュニケーションと教育の関係と

文化の役割について学んだことをまとめる。 

第３回 コミュニケーション教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 
コミュニケーション教育に関する配布資料

を読んでおく。 

事後学習 

コミュニケーション教育と異文化コミュニ

ケーションの関係について学んだことをま

とめる。 

第４回 言語教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 言語教育に関する配布資料を読んでおく。 

事後学習 
言語教育と異文化コミュニケーションの関

係ついて学んだことをまとめる。 

第５回 
小学校・中学校における英語教育と異文化コミュニケー

ション 

事前学習 
文部科学省の小・中の英語教育に関する学習

指導要領を読んでおく。 

事後学習 
小学校・中学校における英語教育の特徴につ

いて学んだことをまとめておく。 

第６回 日本語教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 
日本語教育に関する文化庁の配布資料を読

んでおく。 

事後学習 
日本語教育と異文化コミュニケーションの

関係について学んだことをまとめる。 



 

 

第７回 異文化理解教育と異文化コミュニケーション 

事前学習 
異文化理解教育に関する配布資料を読んで

おく。 

事後学習 
異文化理解教育と異文化コミュニケーショ

ンの関連性について学んだことをまとめる。 

第８回 
第２回から第７回までのまとめ：異文化コミュニケーシ

ョン教育の基礎事項の確認 

事前学習 
第２回から第７回までの重要点を振り返り、

重要点をまとめておく。 

事後学習 
第２回から第７回までの内容で再発見した

ことをまとめておく。 

第９回 高校における異文化理解教育 

事前学習 
高校の「異文化理解」に関する学習指導要領

を読んでおく。 

事後学習 
高校における異文化理解教育の特徴につい

て学んだことをまとめる。 

第１０回 大学における異文化理解教育 

事前学習 

大学における異文化理解教育に関する授業

のシラバスを調べ構成と内容について考え

ておく。 

事後学習 
大学における異文化理解教育について学ん

だことをまとめる。 

第１１回 
異文化コミュニケーション教育と多文化共生の取り組

み 

事前学習 

異文化コミュニケーション教育に関連する

多文化共生の取り組みに関する事例を読ん

でおく。 

事後学習 

異文化コミュニケーションに関連する多文

化共生の取り組みについて学んだことをま

とめる。 

第１２回 
異文化コミュニケーション教育とコミュニケーション

スキル 1:DIE メソッドと観察の意義 

事前学習 
DIE メソッドに関する配布資料を読んでお

く。 

事後学習 
DIE メソッドと観察することについて学ん

だことをまとめる。 

第１３回 
異文化コミュニケーション教育とコミュニケーション

スキル 1:エポケーと判断保留の意義 

事前学習 エポケーに関する配布資料を読んでおく。 

事後学習 
異文化理解を促進する聴き方について学ん

だことをまとめる。 

第１４回 
第９回から第１３回のまとめ：異文化コミュニケーショ

ン教育の応用事項の確認 

事前学習 
第９回から第１３回までの重要点を振り返

りまとめる。 

事後学習 
第９回から第１３回までの内容で再発見し

たことをまとめておく。 

第１５回 異文化コミュニケーション教育に関する発表 

事前学習 
異文化コミュニケーション教育に関するレ

ポート作成を完了し発表準備をする。 

事後学習 
異文化コミュニケーション教育の授業を振

り返り、重要点をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 医療経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2130 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）

を伴ったものにする。 

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 

医療機関の運営に関する問題について、経営学の観点から学習を進める。医療機関は、その公共性から、

利潤を追求することが第一義的な目的ではないため、ややもすると経営状態が悪化することが指摘されて
いる。このため、医療機関の経営について、どのように公共性と利潤追求とのバランスをとりながら行っ
ていくべきかについて学習することが重要である。昨今では、高齢化などから医療・福祉機関が増加して

いることも考えれば、その重要性は増している。 

８．学習目標 

１．医療機関の存立を支えうる立場としての経営学や経済学の重要性を認識する。 

２．現代の医療機関の運営に必要な公共性と利潤追求とのバランス感覚を養う。 

３．一般の企業、公共機関と医療機関の運営の相違点と類似点を把握する。 

４．現在、医療機関を運営を持続的に行っていく上で、問題となる点を認識する。 

５．高齢化などの社会の変化の中で、医療・福祉機関がどのように行われるべきかの考えを持てるように

する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

アサインメントは特に課さない。15回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題を出題する。また、

第12回の講義の際にレポートを課す。 

レポート課題：別途、授業のなかで指示する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】授業内で配布するプリント教材を使用する。 

【参考書】今村知明・康永秀生・井出博生共著 
『医療経営学（第２版）－病院倒産時代を生き抜く知恵と戦略』医学書院。 
木村憲洋・的場匡亮・川上智子編著『１からの病院経営』碩学舎。 

野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社。 
榊原清則著『経営学入門 上 下』日経文庫、日本経済新聞社。  

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療経営に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別に

リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠り
の多い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 

２．第１２回目の講義の際にレポート課題を出題しますが、提出期限はその際に知らせる。また提出され

たレポートは後日発表してもらう。  
３．将来、医療・福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンス

を磨く、という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 

４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、
自分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニ
ングの場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー 第 1回目の授業の際にお知らせいたします。 
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 
イントロダクション 
日本医療の現状と課題① 

-我が国の医療費を巡って- 

事前学習 日頃、病院経営で見聞することをまとめる。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理する。 

第２回 
日本医療の現状と課題② 
        -医療提供体制- 

事前学習 前回の講義内容を確認する。 

事後学習 医療システムが直面する課題を整理、まとめる。 

第３回 医療と経営学 
事前学習 自分が病院経営にあたった場合何を考えるか、まとめる。 

事後学習 経営学が医療問題の解決にどう役立つか考える。 

第４回 病院の組織 
事前学習 経営学や組織論で学んだ組織の要素、形態を整理する。 

事後学習 医療サービスに相応しい組織は何かまとめる。 

第５回 
病院の医事管理 
演習（グループワーク） 

事前学習 
医療経営者、リーダーがなすべき業務管理は何か考える。 
これまで本講義で学んだ事項を確認する。 

事後学習 
これまで本講義で学んだ医療経営に関する知識を整理す
る。 

第６回 
病院の人的資源管理① 

-病院スタッフの動機づけ、 
雇用の現状と課題- 

事前学習 
経営学など他授業で学んだ人的資源管理の知識を整理す
る。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 



 

 

第７回 
病院の人的資源管理② 
-人事考課、賃金制度、キャリア開発- 

事前学習 病院における人的資源の確保・定着に必要なことを考える。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第８回 
病院の人的資源管理③ 
-職場環境の改善と意義 
（メンタルヘルスとワーライフバランス）- 

事前学習 病院における人的資源の確保・定着に必要なことを考える。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の意義を整理する。 

第９回 演習（グループワーク） 
事前学習 これまで病院の人的資源管理で学んだ知識を整理する。 

事後学習 医療経営における人的資源管理の知識、意義をまとめる。 

第１０回 病院の財務・会計と経営分析 
事前学習 これまで学んだ財務・管理会計に関する知識をまとめる。 

事後学習 病院経営における経営分析の意義を整理する。 

第１１回 医療保険制度と DPC 
事前学習 自分にとって身近な医療保険を考える。 

事後学習 
医療保険制度や DPC が病院運営に与える影響は何かまと
める。 

第１２回 
医療の評価 
レポート課題の出題 

事前学習 患者としてどういう病院を選択するかを考える。 

事後学習 医療の評価の特徴についてまとめる。 

第１３回 医療の情報化と ICT システム 
事前学習 

身近に利用した病院の情報システムとしてどのようなもの
があったか思い出す。 

事後学習 医療の情報化のメリット・デメリットは何かまとめる。 

第１４回 医療安全管理そのほか 
事前学習 

医療事故とはどのようなものか調べる。 
第１２回講義で出題されたレポートの提出準備 

事後学習 医療安全管理の重要性など整理する。 

第１５回 
最後のまとめ 
演習（レポート課題発表と討議） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 
第１２回講義で出題されたレポートの発表準備 

事後学習 医療経営に関し自分なりの知見がもてたか振り返る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学Ⅲ（英語の談話） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3308 

２．授業担当教員 坂井 二郎 

４．授業形態 グループディスカッション、グループプレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部３，４年次学生対象 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ
る。そのため英語学の1つの分野である語用論（pragmatics）の中の談話分析に焦点を当てて学習する。談話

（ディスコース）とは、「文（または節）よりも大きな言語単位」を意味し、談話分析では話し言葉と書き
言葉の双方によるやり取りを研究対象とする。この科目の学習目的は、自然な話し言葉と書き言葉の談話の
性質を深く理解するとともに、話し言葉と書き言葉の談話分析について考察することである。授業では談話

分析と文法、語彙、会話の役割、話し言葉と書き言葉の談話を中心に学修し英語学の知見を養い英語教員と
しての教養を高める。 

８．学習目標 

1.話し言葉と書き言葉の談話の性質について理解する。 

2.話し言葉と書き言葉の談話分析について理解する。 

3.談話分析の英語教育における意義と役割について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

宿題は別途配布されたプリントのディスカッション・クエスチョンに自分なりの答えを記入しておくことを

意味する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

橋内武『ディスコース―談話の織りなす世界』くろしお出版。 

【参考書】 

マイケル・マッカーシー、安藤貞雄、他『語学教師のための談話分析』大修館書店。 

林宅男、他『談話分析のアプローチ：理論と実践』研究社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 話し言葉と書き言葉の談話の性質について理解できたか。 

2. 話し言葉と書き言葉の談話分析について理解できたか。 

3. 談話分析の英語教育における意義と役割について理解できたか。 

○評定の方法 

グループ学習への参加度・貢献度  30％ 

課題・提出物           30％ 

試験(小テスト・口頭発表等)     40% 

12．受講生への 

メッセージ 

1．例を出しながら授業を進めますが、疑問やわからないことはそのままにせず、些細なことでも気軽に質問

してください。 

2．宿題は授業時のペアやグループでの演習の題材となるため、必ず行なってください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に指示する。 

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 
「英語の談話」とはなにかをシラバス、教科書の「はし
がき」と「目次」を読んで、科目全体の学習内容と到達
目標の確認を行う。 

事前学習 
教科書の「はしがき」と「目次」を読み授業
の内容について確認する。 

事後学習 
シラバスと授業ノートを基に、科目の概要と
到達目標を再確認する。 

第２回 
談話分析の考察を通して「談話」の本質について理解す
る（第 1章）。 

事前学習 
第 1章（pp.3～10）を読み概要、自分の意見、
疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第３回 
文法構造としての「ことばの構造」とコミュニケーショ
ンの働きとしての「ことばの機能」を理解する（第 2章）。 

事前学習 
第 2 章（pp.11～20）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第４回 
談話をテキストとコンテクストの総体として理解する
（第 3章）。 

事前学習 
第 3 章（pp.21～28）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第５回 談話とコミュニケーションの関係を理解する（第 4章）。 
事前学習 

第 4 章（pp.29～36）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第６回 
談話文法に注目しながら書き言葉の談話分析を理解す
る（第 7章）。 

事前学習 
第 7 章（pp.55～64）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第７回 
第２回から第６回の学修内容について確認・整理しての
まとめを行い英語教育への活用について考える。 

事前学習 
第 1章から第 4章と第 7章までの内容を教科
書とノートで再確認し、英語教育への活用に
ついて考えておく。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第８回 
発話行為論と話し言葉の談話分析の関係を理解する（第
8章）。 

事前学習 
第 8 章（pp.65～72）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第９回 
話し言葉の談話における会話の含意と協調の原則の役
割について理解する（第 9章）。 

事前学習 
第 9 章（pp.73～80）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１０回 
話し言葉としての談話分析である会話分析を考える 1：
電話での会話の始め方と終わり方について理解する（第
11章）。 

事前学習 
第 11章（pp88～98）を読み概要、自分の意
見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 



 

 

第１１回 
話し言葉としての談話分析である会話分析を考える 2：
話者交代・挿入連続・選好される応答形式・修復などの
キーワードで会話の諸相を理解する（第 12章）。 

事前学習 
第 12 章（pp99～108）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１２回 
談話の理解における背景知識の役割について理解する
（第 16章）。 

事前学習 
第 16章（pp130～140）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１３回 
談話分析の研究課題である辞書の中の談話辞（談話標
識）の役割を理解する（第 22章）。 

事前学習 
第 22章（pp.189～196）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する 

第１４回 
英語の教科書作成における談話分析の役割について理
解する（第 23章）。 

事前学習 
第 23章（pp.197～206）を読み概要、自分の
意見、疑問点などをノートにまとめる。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

第１５回 
第 2回から第 14回までの内容を振り返り英語教育にお
ける談話分析の知見の意義を考える。 

事前学習 
英語学 III（英語の談話）の授業内容を振り
返り、英語の談話に関する知見の英語教育に
おける意義について考える。 

事後学習 授業内容を再確認しノートを整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語学演習Ⅱ（意味論） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3305 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ
る。そのため英語学の1つの分野である意味論（Semantics）に焦点を当てて学習する。まず、意味論は言語

（日常言語）の意味を研究対象とするが、本講座では、「意味の分析」「意味関係」「テクストと意味」「意味
変化」などの分野を取り上げる。このような分野を通して、言葉の意味、日常語の曖昧性と類似性、いくつ
かの文からなる「テクスト」（「談話」ともいう）の構造、意味の変化の原因や分類などの考察を試みる。そ

して意味論の学習を通して、英語の音声の仕組み・英文法・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の
実態を知り、理解を深めていく。 

８．学習目標 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解している。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解している。 

3．意味関係について学習し、意味の曖昧さの原因を知り、同義性と反意性の理解を深め、英語の語彙指導を 

行う際の留意点について考察できる。 
4．意味変化の原因と分類の枠組みを学習し、英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の実態を理解する

ことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

プレゼンテーションとレポート課題 

１．「意味関係」に関連するプレゼンテーション 

２．意味論の英語教育への応用に関するレポート 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

池上嘉彦『テイクオフ英語学シリーズ３ 英語の意味』大修館書店。 

【参考書】 

松本曜『認知意味論』大修館書店。 

山内信幸・北林利治 共編著 『現代英語学へのアプローチ』英宝社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解しているか。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解しているか。 

3．意味関係について学習し、意味の曖昧さの原因を知り、同義性と反意性の理解を深め、英語の語彙指導を 
行う際の留意点について考察できるか。 

4．意味変化の原因と分類の枠組みを学習し、英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の実態を理解する

ことができるか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 30％ 

２ 復習テスト・レポート 総合点の 30％ 

３ 期末テスト 総合点の 40% 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．意味論は大変興味深い分野であり、語学教育への応用が可能です。授業研究や教材開発にも、意味論学
んだことを積極的に活用してみてください。 

２．本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は、単位の修得は基本的に認められない。 

３．遅延の場合は、遅延証明書を授業の終わりまでに担当教員に提出すること。なお、遅延の累積回数が多 

い場合には、遅延を認めない場合もあるため、注意すること。  

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

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 
Introduction 講義概要・学習目標・学習方法 
１．日常の言語生活の中の「意味論」 

事前学習 第 1 章(pp.3～)を読み、重要語句に印をつける。 

事後学習 学んだことを良く復習し、意味論の全体像を把握する。 

第２回 
２．意味の本質  
①概念的意味 ②感情的意味 ③文法的意味 
④意味の分析としての成分分析 

事前学習 意味の本質について、配付プリントに目を通す。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第３回 
３．意味関係 
 ①意味のあいまいさ：同音性と多義性 

事前学習 
教科書の pp.4~5, p.9 を読み、「同音性」と「多義性」に
ついて理解する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第４回 

３．意味関係 
②意味の類似性（同義性）： 
〇意味のずれ（上下関係、非両立性） 
〇文体的価値のずれ 

事前学習 
教科書の第 4 章の「意味の類似性」を読み、配付プリン
トの説明に目を通す。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第５回 

３．意味関係 
③反意性 

  １．相補的な関係に基づくもの 
  ２．連続した尺度に基づくもの 
  ３．反対関係に基づくもの 

事前学習 

教科書の第 4 章及び配付プリントの「反意性」に目を通
し、以下の 3 つの枠組みに注意を払うこと。 
１．相補的な関係に基づくもの 
２．連続した尺度に基づくもの 
３．反対関係に基づくもの 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 



 

 

第６回 

４．意味とコンテクスト 
話し手と聞き手が特定の場面で発する表

現、すなわち、発話の意味を理解するための 4
つの仕組みの理解。 
①指示機能 ②発話行為  
③背景となる知識 ④会話の原則 

事前学習 

第６章を読み、「意味とコンテクスト」について理解する。 
話し手と聞き手が特定の場面で発する表現、すなわち、
発話の意味を理解するため、4 つの仕組みについて事前
に教科書の説明をよく読んでおくこと。 ①指示機能  
②発話行為 ③背景となる知識 ④会話の原則 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第７回 

5．テクストと意味  
①テクストの定義 
②テクスト構造（ミクロ構造、マクロ構造）。

テクストとは、「いくつかの文からなるもの」
の事を言い、文と文のつながりや段落間の関
連性（cohesion & coherence）について学習
する。 

事前学習 
「テクストと意味」に関する印刷教材を読み、提示され
た英文の内容を理解する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第８回 
５．テクストと意味  
③印刷教材を使用し、実際に英文でテクス

ト構造を確認する。 

事前学習 
配付されたプリントの英文の内容を理解し、テクスト構
造について考えてみる。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第９回 

6．意味変化 (第 7 章)  
①語の意味変化：意味は時と共に変化する。

Key Words は、意味の特殊化、意味の一般化、
意味の向上、意味の下落。 

事前学習 
第 7 章を読み、語の意味変化として、以下の 4 点につい
て理解する。 ①意味の特殊化 ②意味の一般化  
③意味の向上 ④意味の下落。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１０回 

6．意味変化（第 7 章)  
②意味変化の原因：語の意味はなぜ変化す

るのか考察する。例、社会における語の移動、
語の意味と指示物とのずれ、語彙体系の変化
など。 

事前学習 
第 7 章の意味変化の原因をよく読み、①社会における語
の移動 ②語の意味と指示物とのずれ ③語彙体系の変
化について理解する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１１回 

6．意味変化 （第 7 章） 
③意味変化の仕組み：元の意味と新しい意

味との関係を考察する。Key Words は意味の
類似性、近接性、語形の類似性、語形の近接
性など 

事前学習 
第 7 章の意味変化の仕組みをよく読み、意味の類似性、
近接性、語形の類似性、語形の近接性などについて理解
する。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１２回 
7．意味論の初等教育への応用：これまで学ん
できたことが小学校の英語教育にどのように
活用できるか、考察する。 

事前学習 
意味論の分野で、小学校の英語教育への応用が可能な分
野や内容を事前に選択し、英文は音読練習をしておくこ
と。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１３回 
8．意味論の中等教育への応用：これまで学ん
できたことが、中学校や高等学校の英語教育
にどのように活用できるか、考察する。 

事前学習 
意味論の分野で、中学校や高校の英語教育への応用が可
能な分野や内容を事前に選択し、英文は音読練習をして
おくこと。 

事後学習 学んだことを良く復習し、英語教育への応用を考察する。 

第１４回 

9．意味論の英語教育への応用：これまで学ん
できたことが、小学校・中学校・高校学校で
の英語教育にどのように活用できるか、発表
する。 

事前学習 
グループ発表の準備をする。実際に声を出して練習し、
間の取り方を確認し、質疑応答が英語で出来るよう準備
をする。 

事後学習 
グループ発表を通して学んだこと、気づいたことを振り

返りシートに書き留めておく。 

第１５回 
10. 総まとめ 
15 回の授業のポイントの確認と質疑応答 

事前学習 
これまでに学習したことをよく復習し、質問内容を考え
る。 

事後学習 期末テストに備え、知識の整理を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語科指導法Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 EDEN3342 

２．授業担当教員 井草 玲子 

４．授業形態 
講義、演習（ペア・グループ活動、ディスカッション、プ

レゼンテーション） 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

英語科指導法 I で学んだことを踏まえ、教育実習に必要な実践的な知識を身につけることを目標とする。授

業の構成は以下のようになる。まず、学習者及び、言語活動のポイントに応じて、授業が展開できるよう、
基本的な知識や指導技術を学び、次に、学んだことや自分で行なった教材研究の成果を生かして、指導案を
作成する。この指導案に基づいて、模擬授業を展開し、自己及び相互評価、ディスカッションを通して、授

業の改善の可能性を探る。最後に、より良い授業を目指して、教授法と教授技術の学びを深める。 

８．学習目標 

1. 教育実習の目的を理解し、授業準備の手順に沿って実習校で準備できる素地を確立できる。 

2. 教材研究（教科用図書等）を深めることで模擬授業の指導案作成に必要な情報を入手し、指導案全体の構

成を把握することができる。 

3. 学習指導要領の「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の３
つの資質・能力を踏まえた形で、領域別の学習到達目標、指導計画、そして評価規準を設定し、実際に指

導案を作成できる。 

4. 模擬授業の体験を通じて、英語でのインタラクションを指導に生かすことができる。 

5. ICTを含む視聴覚教材の活用と教室管理により、より効果的な授業展開ができるよう、それらの知識を深

めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：事前学習と事後学習の欄を見て、丁寧に授業の予習と復習を行うこと。 

課題：①文法の指導力向上のため、学期中に文法解説演習を数回課す。 

②模擬授業評価レポート (毎回) 

③実施した模擬授業から得た知見を主に活かして５０分間授業の学習指導案を最後に作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

 【教科書】 

米山朝二・杉山敏・多田茂 共著『英語科教育実習ハンドブック 改訂版』大修館書店。 

文部科学省『小学校学習指導要領外国語活動・外国語編』開隆堂。 

文部科学省『中学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

文部科学省『高等学校学習指導要領外国語編』開隆堂。 

【参考書】 

教育実習を考える会『教育実習生のための学習指導案作成教本 英語科[改訂版』蒼岡書店。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育実習の目的を理解し、授業準備の手順に沿って実習校で準備できる素地を確立できるようになった
か。 

2. 教材研究（教科用図書等）を深めることで模擬授業の指導案作成に必要な情報を入手し、指導案全体の構

成を把握することができるようになったか。 

3. 学習指導要領の「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の３
つの資質・能力を踏まえた形で、領域別の学習到達目標、指導計画、そして評価規準を設定し、実際に指

導案を作成できるようになったか。 

4. 模擬授業の体験を通じて、英語でのインタラクションを指導に生かすことができるようになったか。 

5. ICT を含む視聴覚教材の活用と教室管理により、より効果的な授業展開ができるよう、それらの知識を深

めることができるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

1. コースワーク（授業中の態度・積極的参加度、ペア、グループワーク等） 総合点の 20％ 

2. 指導案作成 総合点の 30％ 

3. 模擬授業 総合点の 25％ 

4. 期末テスト 総合点の 25% 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．教育実習が始まると忙しくなります。時間のある今、教材研究を深めると共に、英語力の向上に努めてく

ださい。 

2．英語の教科書や教材は、教授理論の裏づけがあると、教材作成意図が分かり易くなり、応用もききます。 

  又、折にふれて、春学期学習した指導方法の復習をしておきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。                          メール：reigusa@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

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 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 

これまで英語科指導法Ⅰで扱った英語教育に関する基礎知

識をまとめて整理しておく。 

事後学習 授業の流れをつかみ、学習の準備を始める。 

第２回 
第１章 教育実習に臨んで 

第２章 観察参加 

事前学習 
教育実習に臨む上での重要点を英語科指導法Ⅰで学んだこ

とを基に考えてみる。 

事後学習 教育実習において留意すべき事項を押さえ、整理しておく。 

第３回 第３章 授業準備 

事前学習 
テキスト第 3 章を読んで授業準備についての概要を理解す

る。 

事後学習 
教材研究の方法について、実際に検定教科書を使って実践

してみる。 



 

 

第４回 

第４章 指導案の作成（評価計画も含む） 

第５章 指導案（１）―中学校編 

第６章 指導案（２）―高等学校編 

事前学習 指導案の例を数多く観察することで様々な形式に慣れる。 

事後学習 
学習指導要領の理念を踏まえた上で、指導案の作成方法に

ついて様々な指導案例を参考にして理解を深める。 

第５回 
第７章 授業の工夫（１）―Warm-up と

Review 

事前学習 
第 7、8 章を読んで、授業の導入についての概要を理解す

る。 

事後学習 
教える立場で、どのように授業を導入するか考えを発展さ

せる。 

第６回 
第８章 授業の工夫（２）―文法・文型の

導入 

事前学習 
文法の導入について、中・高等学校での学習経験と比較し

てみる。 

事後学習 
文法事項の種類によって効果的な導入方法があることを押

さえる。 

第７回 
第９章 授業の工夫（３）―文法・文型の

練習と発展活動 

事前学習 
第 9、10 章を読んで、文法の練習活動と語彙の導入・指導

についての概要を理解する。 

事後学習 
模擬授業で自分が教える予定の文法をどのように導入し、

練習していくべきかについて考えを発展させていく。 

第８回 
第 10 章 授業の工夫（４）―語彙の導入

と指導 

事前学習 
語彙の導入について、中・高等学校での学習経験と比較し

てみる。 

事後学習 
語彙指導の重要性を再度認識して、模擬授業での指導方法

について考えを発展させていく。 

第９回 
第 11 章 授業の工夫（５）―本文の読解

指導（1） 

事前学習 第 11 章を読んで、読解指導についての概要を理解する。 

事後学習 
読解指導における段階指導を理解し、模擬授業への活用に

努める。 

第１０回 
第 11 章 授業の工夫（５）―本文の読解

指導（2） 

事前学習 
読解指導について、中・高等学校での自らの学習経験と比

較してみる。 

事後学習 
模擬授業で読解指導をどのように展開していくかについて

考えを発展させていく。 

第１１回 
第 12 章 教材・ICT の活用 

第 13 章 教室管理 

事前学習 
第 12 章を読んで、教材・ICT の活用と教室管理の概要を

理解する。 

事後学習 
教育機器を自分の模擬授業でどのように活かすかについて

考えを発展させていく。 

第１２回 第 14 章 発展 

事前学習 
ティームティーチングについて中・高等学校での自らの学

習経験と比較してみる。 

事後学習 
実習先で ALT と協働する際の留意点を整理し、実践できる

よう準備をしておく。 

第１３回 
模擬授業第１回目(1) Warming-up & 

Review （授業展開方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１４回 
模擬授業第１回目(2) Warming-up & 

Review （授業内活動実践） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１５回 
模擬授業第１回目(3) Warming-up & 

Review （授業観察眼養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１６回 
模擬授業第１回目(4) Warming-up & 

Review （各要素の目標理解） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１７回 
模擬授業第２回目(1) Grammar  

（授業観察） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１８回 
模擬授業第２回目(2) Grammar  

（授業観察眼養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第１９回 
模擬授業第２回目(3) Grammar  

（文法の導入方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２０回 
模擬授業第２回目(4) Grammar  

（文法の練習方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 



 

 

第２１回 
模擬授業第２回目(5) Grammar （文法

の発展練習方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２２回 
模擬授業第２回目(6) Grammar  

（文法指導から４技能の養成方法） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２３回 
模擬授業第２回目(7) Reading  

（授業観察） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２４回 
模擬授業第２回目(8) Reading  

（授業観察眼養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２５回 
模擬授業第２回目(9) Reading  

（読解指導の Pre-reading） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２６回 
模擬授業第２回目(10) Reading  

（読解指導の In-reading） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２７回 
模擬授業第２回目(11)  Reading  

（読解指導の Post-reading） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２８回 
模擬授業第２回目(12)  Reading  

（読む技能から他の技能への発展養成） 

事前学習 
模擬授業者は授業準備、観察者は見るべきポイントを絞り

込んで授業に臨むようにする。 

事後学習 
模擬授業者は授業の振り返りをし、観察者は授業から学ん

だことを整理して自分の授業に活かす。 

第２９回 模擬授業総括 

事前学習 これまでの模擬授業を振り返る。 

事後学習 
模擬授業を通じて学んだことを、実習準備に活かせるよう

にしていく。 

第３０回 
全体総括（英語教育の現状と今後の展望を

踏まえて） 

事前学習 教育実習に向けての必要事項を改めて考える。 

事後学習 
実習に向けてすべきことを着実にこなせるよう計画立てた

準備ができるようにする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 EDEN1312 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義、グループ学習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、基本的な文法事項と読解力の基礎を応用して、精確に英文を読む力を身につけて、中学校

または高等学校で教育実習を確実にこなし、中学・高校教諭一種免許を取得できるようにすることをめざ

す。さらに英語圏文学と文化の基礎的な知識を習得して、英語圏文学独自の世界の魅力を味わい、文学お

よび文化に対する関心を高めることも目的とする。この授業を履修することによって得られた文学に関す

る知識は、将来教育現場で児童・生徒に読書指導を行う際、実践的に役立つ。また異文化への理解は、21

世紀の現代的問題を多角的に考察する上でも役に立つ。 

８．学習目標 

１．中学・高校教諭一種免許が取得できるように、英語の学力を身につける。 

２．英文法を応用して構文を確認しながら、英文を読んで意味内容を把握する力を身につける。 

３．英語圏文学の基礎的な知識が習得できる。 

４．英語圏文化について理解し考察することができる。 

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】 

S. ゲイツ著『総合・英米児童文学への招待』英宝社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．中学・高校教諭一種免許が取得できるようになるための英語の学力が身についたか。 

２．英文法を応用して構文を確認しながら、英文を読んで意味内容を把握する力が身についたか。 

○評定の方法 

  期末試験（50％）、小テスト（25％）、レポート課題（15％）、授業中の態度（10％）の結果を総合して

判定する。 

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 
はじめに  

実力診断テスト 

事前学習 
Chapter 1について、英文法を応用しながら予習
をして英文の構文と意味内容を把握する。 

事後学習 
実力診断テストで理解が不十分だった箇所につ
いて再検討し、理解を深める。 

第２回 
Chapter 1  Huckleberry Finn, pp. 7-9. 読解練習 
＊作品の舞台「ミシシッピ川流域（アメリカ）」の
文化 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第３回 Chapter 1  Exercises, pp. 10-12. 問題練習  
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第４回 

Chapter 3  Anne of Green Gables, pp.19-21.  

読解練習 

＊作品の舞台「プリンス・エドワード島（カナダ）」

の文化 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第５回 Chapter 3  Exercises, pp. 22-25. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第６回 小テスト DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。鑑賞した映像作品について自分の考
えをまとめておく。 

第７回 Chapter 4  Treasure Island, pp. 27-29. 読解練習 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第８回 Chapter 4  Exercises, pp. 30-32. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第９回 Chapter 6  Peter pan, pp. 39-41. 読解練習 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

  



 

 

第１０回 Chapter 6  Exercises, pp. 42-44. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第１１回 小テスト DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。鑑賞した映像作品について自分の考
えをまとめておく。 

第１２回 Chapter 10  Paddington, pp. 63-65. 読解練習 
事前学習 

英文法を応用しながら予習をして英文の構文と
意味内容を把握する 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して
理解を深める。 

第１３回 Chapter 10  Exercises, pp.66-68. 問題練習 
事前学習 

本文の意味内容をよく把握して、問題に解答す
る。 

事後学習 
理解の不十分だった点について、復習し、知識の
定着を図る。 

第１４回 
ディスカッション：英国及び米国の児童文学とその
教育的効果について 

事前学習 前回まで読解練習した全体の内容を把握する。 

事後学習 
ディスカッションをとおして学んだことを整理
し、発表できるようにしておく。 

第１５回 
ブックトーク等発表  まとめ：英国及び米国の児
童文学の英語とその文化的背景について 

事前学習 
発表の準備を十分に行う。期末試験に備え、前回
まで読解練習した英文の内容把握ならびに練習
問題の復習を行う 

事後学習 
この授業で得た読書体験を、教育現場での読書指
導に、どのように活かしたらよいか考えてみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1303 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義、グループ学習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることにあ

る。そのため David Crystal の英語の歴史に関する本を講読し、古英語から現代英語までの英語の歴史を概
観しつつ、英語の特徴を把握していく。この講読作業の中で、英語の文章構造を速やかに把握する方法を身
につけ、英語学とりわけ、英語の音声の仕組み・英文法・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語の役

割を考察する。 

８．学習目標 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解している。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解している。 

3. 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を学習し理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：授業の予習と復習 (事前学習と事後学習の欄を参照してください。) 

レポート：（A４用紙1枚） 

１．Old Englishについて要点をまとめなさい. 

２．Middle Englishについての特徴をまとめなさい。 

３  Modern Englishについて特徴をまとめなさい 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

David Crystal 著 西出公之 註 『A History of The English Language』成美堂。  

【参考書】 

中尾俊夫・寺島廸子『An Illustrated History of English 図説英語史入門』大修館書店。 

山内信幸・北林利治 共編著 『現代英語学へのアプローチ』英宝社。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解しているか。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について理解しているか。 

3. 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を理解しているか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１．コースワーク（２０％）：授業中の態度・活動参加度。 

２．小テスト・レポート課題（４０％） 

３．期末テスト（４０％） 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．英語は積み重ねの教科です。日々の努力が、近い将来実を結びます。コツコツ努力を続けてください。 

２．英文は、一文一文ではなく段落単位でまず読み、その後分からない単語の意味や慣用句を調べ、内容の

理解に努め、学んだ単語や表現は、教育実習で英語を教える時すぐ役立つようにしっかり覚えましょう。 

３．受講の心構えとしては、常に他の受講生の事を思いやり、落ち着いて授業を受け、与えられている学習 

の機会を最大限に活用し、積極的に学んでください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

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 

Introduction：講義概要・学習目標・学習方法・

英文講読法 
1. The Origins of English (p.1~) 

事前学習 
はしがきと目次を読み、これから学ぶ「英語の歴史」
の全体像を把握する。次に１章（pp.1~3）を読み、
英語の起源に関する理解を深める。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第２回 
2. Old English (pp. 6~44) 
2.1  The Early Period (pp.6~8) 
2.2  Old English Letters (pp.17~20) 

事前学習 
2 章 2.1~ 2.2 を読み、古英語の文字と発音の特徴を
把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第３回 

2.3  Old English Sounds (pp.20~24) 
2.4 Some Features of Old English Grammar 

(pp.24~31) 
2.5  Old English Vocabulary (pp.31~32) 
2.6  Lexical Invasion (pp. 35~39) 

事前学習 
2 章 2.3~2.6 を読み、古英語の音声・文法・語彙の特
徴を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第４回 

復習テスト（１） 
3. Middle English (pp.45~82) 
     Historical Background (pp.45~48) 
3.1  The Transition from Old English 

(pp.48~51) 
3.2  Middle English Spelling (pp. 61~64) 

事前学習 
3 章の中英語の歴史的背景、古英語と中英語の主要な
相違、及び中英語のつづりについて把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第５回 
3.3  Middle English Sounds (pp.66~69) 
3.4  Middle English Grammar (pp.70~71) 
3.5  Middle English Vocabulary (pp.71~74) 

事前学習 
3 章の 3.3～3.5 を読み、中英語の音声・文法・語彙
の特徴を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第６回 

復習テスト（２） 
3.6 The Origin of Standard English 

(pp.78~82)    
グループ発表・まとめ 

事前学習 
3.6 標準英語の起源を読み、要点を把握する。 
グループ発表の準備 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 



 

 

第７回 

4. Early Modern English (pp. 83~110)  
4.1  The Age of Bibles (p. 85) 
4.2 English During the Renaissance 

(pp.85~87) 
4.3  The Influence of Shakespeare (p.87~88) 

事前学習 
4 章の序文から 4.3 までを読み、近代英語の特徴・当
時の聖書・ルネッサンス期の英語、及び Shakespeare
の影響を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第８回 

4.4  The King James Bible (pp.88~92) 
4.5  The Emerging Orthographic System 

(pp.93~95) 
4.6  Renaissance Punctuation (pp.96~97) 

事前学習 
4.4 から 4.6 を読み、近代英語の時代における欽定訳
聖書、正字法、句読法の要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第９回 
4.7  Sound Changes (pp.97~100) 
4.8  Early Modern English Grammar  

(pp.100~105) 

事前学習 
4.7 から 4.8 を読み、近代英語の時代における発音の
変化（大母音推移）と文法の特徴を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１０回 
復習テスト（３） 
5. Modern English (pp.111~127) 
    Introduction, Grammatical Trends 

事前学習 
５章(pp.111~113)を読み、近代英語と現代英語の文法
上の相違を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１１回 
5.1  New Nation, New Themes (pp.117~120) 
5.2  American Identities (pp.120~121) 

事前学習 5.1 から 5.2 を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１２回 
5.3  Variety Awareness (pp.122~123) 
5.4  In Living Memory (pp.124~127) 

事前学習 5.3 から 5.4 を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１３回 

6. World English (pp.128~153) 
6.1  The New World (pp.128~130) 
6.2  Dialect Differences (pp.130~135) 
     (1) Introduction. (pp.130~132) 

事前学習 6 章の 6.1 から 6.2 を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１４回 
6.2   (2) Linguistic Diversity, Canada 

(pp.132~135) 

事前学習 6.2 の（2）（pp.132～135）を読み、要点を把握する。 

事後学習 
授業中学んだことをよく復習し、要点を英語と日本
語を併用し、図式化してまとめておく。 

第１５回 

6.3  A World Language (pp.149~152) 

6.4  Standard English (pp.152~153) 

まとめ 

事前学習 6.3 から 6.4 を読み、要点をまとめておく、 

事後学習 
15 回の授業で学んだことをよく復習し、期末試験に
備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅴ （2単位） 

３．科目番号 EDEN2312 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 演習、グループ学習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

英語圏の小説や英語のリーディングテキストを教材として使用し、習得した基本的な文法事項と読解力の

基礎を応用して、複雑な構文の英文を読む力を身につける。ストーリーの面白さを味わいながら、英語で

物語を読む楽しさを体験すること、歴史上の人物のライフストーリーを追体験しながら、他者への想像力

を鍛えることを目的とする。この授業を履修することによって得る読書体験は、将来教育現場で児童・生

徒に読書指導を行う際に必ず役立つ。また、言語の背景に潜在する歴史や文化を理解することにより、異

文化圏の人々とコミュニケーションする際にも役に立つ。 

８．学習目標 

１．英文法の基本事項を確認し、英語の読解力を身に付ける。 

２．英語圏の小説や歴史、文化に関する理解を深めることができる。 

３．多様な英語表現に親しみ、異文化コミュニケーションに活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

英語長文の基本的な構文を総点検するために、初歩的な練習問題を毎週課す。また、長文を読解するため

に習熟しなければならない特殊構文（倒置、強調構文、省略等）の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】 

田中康裕注解『シャーロック・ホームズの冒険』英光社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．英文法の基本事項を確認し、英語の読解力を身に付けることができたか。 

２．英語圏の小説や歴史、文化に関する理解を深めることができたか。 

○評定の方法 

期末試験（50％）、小テスト（25％）、レポート課題（15％）、授業中の態度（10％）の結果を総合して判
定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事後に必ず読んで、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 
はじめに 

実力診断テスト 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
実力診断テストで不正解だった問題について再検

討し、理解を深める。 

第２回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.1～3.  
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第３回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.4～6.  
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第４回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.7～9  
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第５回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.10～12. 
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第６回 小テスト    DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをまとめて

おく。 

第７回 
The Adventure of the Speckled Band, pp.13～16. 
読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第８回 The Red-Headed League, pp.47～49.  読解練習     

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第９回 The Red-Headed League, pp.50～52. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 



 

 

第１０回 The Red-Headed League, pp.53～55. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１１回 小テスト    DVD鑑賞 

事前学習 小テストの準備を十分に行う。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをまとめて

おく。 

第１２回 The Red-Headed League, pp.56～58. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１３回 The Red-Headed League, pp.59～61. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１４回 The Red-Headed League, pp.62～63. 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文と意
味内容を把握する。 

事後学習 
読解練習した英文の構文と意味内容を復習して理

解を深める。 

第１５回 
ディスカッション及びまとめ：「シャーロック・ホー
ムズ」の英語とその歴史的文化的背景について 

事前学習 前回まで読解練習した物語全体の内容を把握する。 

事後学習 
この授業で得た読書体験を、教育現場での読書指導

に、どのように活かしたらよいか考えてみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語講読Ⅵ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2303 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 講義、演習、ペア・グループ活動     ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講座の目標は、中学校及び高等学校における外国語科の授業に資する英語学的知見を身につけることに

ある。そのため英語の地域性の相違、言語使用域、母語習得、言語接触及び借用といった英語学に関する
小論文を講読し英語の特徴を把握していく。この講読作業の中で、英語の文章構造を速やかに把握する方
法を身につけ、英語学とりわけ英語の音声の仕組み・英文法・英語の歴史的変遷と国際共通語としての英

語の実態を学習し理解を深める。 

８．学習目標 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解している。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について学習し理解している。 

3. 英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を学習し理解している。 

4. 英文の要点をまとめ、他文化や他言語と比較し、類似点や相違点を発見し、自分の考えを表現すること

ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

宿題：予習と復習（事前学習及び事後学習の欄を参照してください。） 

レポート課題 

１．レポート１(テクスト１＆２に関するもの) 

２．レポート２(テクスト３＆４に関するもの) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Naoyuki Akaso 他『Twenty –six Short Essays on English (英語についての 26章)』英宝社、2013。 

【参考書】 

David Crystal 著 西出 公之 註 『A History of The English Language』成美堂。  

中尾俊夫・寺島廸子『An Illustrated History of English 図説英語史入門』大修館書店。 

山内信幸・北林利治 共編著 『現代英語学へのアプローチ』英宝社。  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 英語の音声の仕組みについて学習し、理解しているか。 

2. 英語の文章構造を含めた英語の文法について理解しているか。 

3．英語の歴史的変遷及び国際共通語としての英語の実態を理解しているか。 

4．英文の要点をまとめ、他文化や他言語と比較し、類似点や相違点を発見し、自分の考えを表現すること

ができるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業中の態度・積極的参加度 総合点の 25％ 

２ 復習テスト 総合点の 25％ 

３ 課題（ライティング、レポート等） 総合点の 20％ 

４ 期末テスト 総合点の 30% 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

英語を使って仕事をする職場では、限られた時間で英文を理解し、与えられた仕事を遂行することがよく

あります。特に、英語科の教員は、必要に応じて英文の速読と精読を迅速に行う読解力が要求されます。

ですから、時間がないとあきらめないで、１５分の空き時間があれば、とにかく英文を読み、ポイントを

英語でメモしておきましょう。このように折にふれて、英語学習を行い英語力の向上に努めましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

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 

講義概要・学習目標・学習方法の説明 

1. British English and American 

English（アメリカ英語とイギリス英

語） 
Introduction（背景知識を得る） 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.11～12)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第２回 

1. British English and American 

English :Listening, Word Study, 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第３回 
1. British English and American 

English: Exercises, Group Discussion. 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第４回 

復習テスト① 

2. Register （言語使用域）： 
Introduction, Listening, Word Study 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.23～24)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

  



 

 

第５回 2. Register : Reading Comprehension 
事前学習 

英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第６回 
2. Register :  

Exercises, Group Discussion. 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第７回 

復習テスト② 

3. First Language Acquisition 

（母語習得） 

Introduction, Listening, Word Study  

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.31～32)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第８回 
3. First Language Acquisition : 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第９回 
3. First Language Acquisition : 

Exercises, Group Discussion 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第１０回 

復習テスト③ 

4. Names in English : 

Introduction, Listening, Word Study 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.39～40)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１１回 
4. Names in English : 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１２回 

 
4. Names in English :  

Exercises, Discussion 
 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多
かった項目は、文法書でよく復習しておく。 

第１３回 

復習テスト④ 

5. Language Contact and Borrowing 

(言語接触と借用) : 
Introduction, Listening, Word Study 

事前学習 

まず、テクスト１ (pp.43～44)を黙読しながら、全体構成を
確認し、重要単語や新出単語に印をつける。次に、文の前後
関係を確認しながら、上記の単語の意味を調べテクスト全体
の内容を理解する。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１４回 
5. Language Contact and Borrowing : 

Reading Comprehension 

事前学習 
英文を音読し、その後精読し本文の内容の理解を深め
る。 

事後学習 本文の要点をまとめる。できるだけ英語で記述する。 

第１５回 

5. Language Contact and Borrowing : 
Exercises, Group Discussion 

 
テキスト１～5 の要点・重要表現・文化背
景の復習 

事前学習 
英問英答・完成英作文の問題にあたる。Group 
Discussionのために、英語で原稿を書く。 

事後学習 
学習の振り返りを行う。特に、英文を書いて、ミスの多か
った項目は、文法書でよく復習しておく。期末試験の準
備を丁寧に行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1322 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第２の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション

活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背
景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す

ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の
教材を適宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラ
クションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students can choose homework that will be given before the break. It will be announced in detail in 
class. 

*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review  *Skit  *Singing an English Song 
*Diary  *Dialogue Writing 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Cubic Listening: Breaking News   

Authors: Kiggell, Bellars, Chandler, et al.     

           Publisher: Macmillan Languagehouse 

【参考書】 

Key Reading for the TOEIC Test 

           Authors: Chizuko Tumator, Tomoyasu Miyano, and Miguel E. Corti 

           Publisher: Macmillan Language House  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class II. We will have a fantastic time together while studying 

in English. You will find you know a lot in English, and it is time to use those skills you mastered. 

13．オフィスアワー To be announced on the first day in class. 

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 of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 

Unit 8 Fire: Baby Saved from the Burning House 

Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 8. 

第２回 

Warm Up Activity: TOEIC 問題の英語を読んで目的に
応じて情報や考えを理解する 

Unit 8 Fire: Baby Saved from the Burning House 

Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

and practice Unit 8. 

第３回 

Warm Up Activity 

Unit 9 Products: Toyota Launches New 4 x 4 Part 1 

英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 9. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 9. 

第４回 
Warm Up Activity 

Unit 9 Products: Toyota Launches New 4 x 4 Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 9. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 8 to 9.   

  



 

 

第５回 
Warm Up Activity 

Unit 10 Transport: Traffic Report Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 10. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 10. Prepare for the Quiz 1. 

第６回 

Warm Up Activity 

Unit 10 Transport: Traffic Report Part 2 

Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8,9, 

and 10. 

Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 
Review all the answers of the Quiz 1.  

Read aloud through Unit 8,9, and 10. 

第７回 
Warm Up Activity 

Unit 11 Storm: Cyclone Hits Australia Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 11. 

第８回 
Warm Up Activity 

Unit 11 Storm: Cyclone Hits Australia Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

Unit 11. 

第９回 
Warm Up Activity 

Unit 12 Awards: And the Winner Is… Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 12. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 12. Prepare for the Quiz 2. 

第１０回 

Warm Up Activity 

Unit 12 Awards: And the Winner Is….Part 2  

Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11 

and 12. 

Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 
Review all the answers of the Quiz 2.  

Read aloud through Unit 11 and 12. 

第１１回 
Warm Up Activity 

Unit 13 Deals: Red Sox Sign A New Pitcher Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 13.  

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 13. Practice the presentation. 

第１２回 

1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す 

Unit 13 Deals: Red Sox Sign a New Pitcher Part 2 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 13. 

Practice the presentation. 

事後学習 

Review all the answers, and read aloud 
through Unit 13. 

Practice the presentation. 

第１３回 

1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す 

Unit 14 Health: Cure Found for Malaria Part 1 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 14. 

Practice the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

through Unit 14. Practice the presentation. 

第１４回 

1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す 

Unit 14 Health: Cure Found for Malaria Part 2 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 14. 

Practice the presentation. 

事後学習 

Review all the answers, and read aloud 

through Unit 13 and 14. Prepare for Quiz 

3. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う 

Over all review of the classes 

Quiz 3 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through all the 

Units. 

Review the grammatical points of warm up 

activities. 

Prepare for the Quiz 3 

事後学習 

Review all the answers of the Quiz 3.  

Read aloud through all the Units. 

Re-study the grammarical points you 

studied in classes. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1322 

２．授業担当教員 カテリーナ・ステブリュク 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
英語コミュニケーション I 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第２の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション

活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背
景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す

ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の
教材を適宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラ
クションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students are expected to participate in class. Participation includes being attentive and contributing 

during class discussions. 

All assignments are due on the day posted on the board. Late work will be docked points unless student 

has made prior arrangements. 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Interchange Fifth Edition Student’s Book 1 

Authors: Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor 

           Publisher: Cambridge University Press 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class. This course focuses on a range of skillsets, including 

conversational strategies, asking and answering questions, and improving through self-evaluation of 

speech.  

Specifically, this course seeks to:  

Explore strategies for communicating effectively in a variety of social situations.  

Establish the most common conversational rules and expectations for maintaining a conversation in 

English. 

13．オフィスアワー 

To be announced on the first day in class. 

Remember that I am here to help your learning in any way I can. Please contact me as soon as possible 

when you have questions. E-mail: stkatery@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

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 of the class. 
Unit 7: We went dancing! 
Describe past daily and free-time activities. 

事前学習 
Talking about past events; giving opinion 
about past experiences. Word power. 

事後学習 
Simple past; regular and irregular verbs. 
Listening “Did you have a good holiday?’. 

第２回 
Unit 7: We went dancing! 
Describe past vacations. 

事前学習 
Talking about vacations. Writing a blog 
post. 

事後学習 
Interchange 7: “Memories”. Reading about 
different kinds of vacations. 

第３回 
Unit 8: How’s the neighborhood? 

Ask about and describe places. 

事前学習 
Asking about and describing locations of 
places. Word power. 

事後学習 
There is/ there are; prepositions of places. 
Listening “We need some directions”.  

  



 

 

第４回 
Unit 8: How’s the neighborhood? 

Describe a neighborhood. 

事前学習 
Asking about and describing eighborhoods. 
Writing about neighborhoods. 

事後学習 
Interchange 8: “Where are we?”. Reading 
about popular neighborhoods. 

第５回 Units 7-8 Progress check 
事前学習 Progress check pages 56-57. 

事後学習 Written quiz. 

第６回 
Unit 9: What does she look like? 

Describe people’s physical appearance. 

事前学習 

Asking about and describing people’s 

appearance; identifying people. Word 

power. 

事後学習 
Questions for describing people; modifiers 
with participles and prepositions. 

第７回 

Unit 9: What does she look like? 

Identify people by describing how they look and what 

they’re doing. 

事前学習 
Listening: “Which one is Justin?”. Writing 
an email describing a person. 

事後学習 
Interchange 9: “Find the differences”. 
Reading about the history of selfies. 

第８回 
Unit 10: Have you ever been there?  

Describe recent activities. 

事前学習 

Describing past experiences; exchanging 

information about past experiences and 

events. Word power. 

事後学習 
Present perfect; regular and irregular past 

participles; present perfect vs. simple past. 

第９回 
Unit 10: Have you ever been there?  
Describe experiences from the recent and distant 
past. 

事前学習 
Listening: “Great to see you!”. Writing an 
email to an old friend. 

事後学習 
Interchange 10: “Fun survey”. Reading 
about 4 peoples’ unusual experiences. 

第１０回 Units 9-10 Progress check 
事前学習 Progress check pages 70-71. 

事後学習 Written quiz. 

第１１回 
Unit 11: It’s a really nice city. 

Describe hometowns, cities, and countries. 

事前学習 
Asking about and describing cities; talking 
about travel. Word power. 

事後学習 
Adverbs before adjectives; conjunctions; 
modal verbs can and should. 

第１２回 
Unit 11: It’s a really nice city. 
Make recommendations about places to visit. 

事前学習 
Listening; “Where should you go?”. Writing 
about hometowns. 

事後学習 
Interchange 11: “Welcome to our city!”. 
Reading about interesting cities. 

第１３回 
Unit 12: It’s important to get rest. 
State health problems and give advice. 

事前学習 
Talking about health problems; asking for 
and giving advice. Word bank. 

事後学習 
Modal verbs for requests; modal verbs for 
suggestions. Listening: “What’s wrong?’. 

第１４回 
Unit 12: It’s important to get rest. 
Ask for advice and give suggestions about health 
products. 

事前学習 
Asking for and giving suggestions. Writing 
a blog post. 

事後学習 
Interchange 12: “What should I do?”. 
Reading about a plant used as medicine. 

第１５回 Units 11-12 Progress check 
事前学習 Progress check pages 84-85 

事後学習 Written quiz. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅣ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2322 

２．授業担当教員 別府 結起 

４．授業形態 
Listening and reading practice, Building vocabulary, 

Presentation and Discussion. 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第４の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠ、Ⅱ及びⅢで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養
う。基本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケー

ション活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔と
はならない。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている
文化的背景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始

めて成立することから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語に
よる言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力
を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

Students can choose homework that will be given during the break. It will be announced in detail 
in class. 
*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review   *Skit   *Singing an English 
Song 
*Dialogue Writing  *Diary 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Impact Listening 1: Second Edition 

     Ellen Kisslinger  Todd Beuckens Series Editor: Michael Rost、 

     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class Ⅳ. We will enjoy learning and communicating together. 
You will find you have learned a lot in English in spring term, and it is time to further develop 
your skills. 

13．オフィスアワー To be announced on the first day in class. 

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 of the Class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 
Warm Up Interaction 
Unit 9 Schedules: I’m really busy these days. Part 1 

事前学習 Read Through Unit 9. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Read aloud 

along with CD. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する 
Unit 9 Schedules: I’m really busy these days. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9. Read aloud 

along with CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 

Unit 10 Travel: It was a fantastic trip! Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考
えを理解する 

事前学習 Read Through Unit 10. Check new words.  

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10. Read aloud 

along with CD. 

第４回 
Warm Up Interaction 
Unit 10 Travel: It was a fantastic trip! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 10. Read aloud 

along with CD. 

  



 

 

第５回 

Warm Up Interaction 

Unit 11 Money: Where does it all go? Part 1  
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9, 10 and 11. 
Check all the answers of Unit 9, 10, and 
11.Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 
Check all the answers in Quiz 1. Read aloud 

along with CD. 

第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Money: Where does it all go? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11. Read aloud 

along with CD. 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Free Time: What do you want to do? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 12. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12. Read aloud 

along with CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Free Time: What do you want to do? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 12. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12. Read aloud 

along with CD. 

第９回 
Warm Up Interaction 
Unit 13 Food: She makes the best pasta! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 13. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13. Read aloud 

along with CD. 

第１０回 

Warm Up Interaction 

Unit 13 Food: She makes the best pasta! Part 2 
Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、
場所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD 12 and 13. Prepare 
for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 2. 

第１１回 
Warm Up Interaction 
Unit 14 Health: How are you feeling? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 14. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 14. Prepare for 

the presentation. 

第１２回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 14 Health: How are you feeling? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 14. Check new 
words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 14. Prepare for 

the presentation. 

第１３回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 15 City Life: I love it here. Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 15. Check new 
words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 15. Prepare for 

the presentation. 

第１４回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 15 City Life: I love it here. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 15. Check new 
words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 and 15. 

Prepare for the Quiz 3. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う 

Over All Review of the classes 
Quiz 3 

事前学習 Read through Unit 9 to 15. Study for Quiz 3. 

事後学習 Review all the answers of Quiz 3. 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅥ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3322 

２．授業担当教員 阿部 裕子 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの最後の授業である。英語コミュニケ

ーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤで学習した内容を習得した上に成り立つ講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活

動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。
補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、ど
のようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立すること

から、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語インプットを
多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 

2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 
4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

9. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

10.自己評価において上記の到達目標に届いていることが確認できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students can choose homework that will be given during the break. It will be announced in detail in class. 
*Research Project  *Book Review  *Article Review   *Movie Review  *Skit   *Singing an English Song 
*Diary   *Dialogue Writing 

10．教科書・参考書・

教材 

 【教科書】 
Impact Listening 2: Second Edition 

Authors: Jill Robbins,Andrew MacNeill   
     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができた。 

９. 社会言語学の知識を活かした英語交流ができた。 

10.自己評価において上記の到達目標に届いていることが確認できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to the English Communication Class Ⅴ. We will learn to be able to speak in English. You will 
find you have learned a lot in past years, and it is time to further develop your communication skills 
in English. 

13．オフィスアワー To be announced on the first day in class. 

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 of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する 
Unit 8 Directions: Are you lost? Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8. 
Check new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 8 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する 
Unit 8 Directions: Are you lost?” Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 8 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 

Unit 9 Jobs: The benefits are great!” Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 9. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第４回 

Warm Up Interaction 

Discussion: Issues Around Us. : 様々な話題について

目的、場所、状況を踏まえ英語で話す 

Unit 9 Jobs: The benefits are great!  
Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Check new 
words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 9 as you 

listen to the Self-Study CD. Prepare for the 

Quiz 1. 



 

 

第５回 

Warm Up Interaction 

Unit 10 Style “It means a lot to me.” Part 1 
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8 and 9. 
Prepare for Quiz 1. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 1. 

第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 10 Style: It means a lot to me. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 10. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 10 as you 

listen to the Self- Study CD. 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Travel: They lost my luggage! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Travel: They lost my luggage! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第９回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Food: What’s for dinner? Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 12. Check 
new words. 

事後学習 

Check all the answers in Unit 12 as you 

listen to the Self-Study CD. Prepare for the 

Quiz 2. 

第１０回 

Warm Up Interaction 

Unit 12 Food: What’s for dinner? Part 2 
Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10, 11 and 12. 
Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 2. 

第１１回 
Warm Up Interaction 
Unit 13 Schedule: I’ll pencil it in. Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１２回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 13 Schedule: I’ll pencil it in. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１３回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 14 Weather: It’s raining cats and dogs. Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１４回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す 
Unit 14 Weather: It’s raining cats and dogs. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 as you 

listen to the Self-Study CD. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活
動を行う 

Over All Review of the Classes 
Quiz 3 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8 to 14. 
Prepare for the Quiz 3. 

事後学習 Review all the classes. 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英米児童文学（作品論） （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2317 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義、演習、プレゼンテーション、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、英米児童文学の歴史を概観し、英米児童文学の主要作家と作品を考察するとともに、その時
代的・文化的背景をも明らかにする。知識の習得に加え、作品に描かれた子ども像の変遷を辿る作業が、「子

ども」という概念に対するこれまでの認識を改める契機をもたらし、新たな視点の獲得へとつながるように
なることを目的としている。また、作品の名場面を原文で鑑賞することも、貴重な読書体験となるにちがい
ない。この授業を履修することによって得られた英米児童文学に関する様々な知識は、将来教育現場で児童・

生徒に読書指導を行う際にも必ず役立つ。 

８．学習目標 

1. 英米の児童文学の古典と新しい児童文学の主要作家とその主要作品について、使用されている英語表現も

含め、理解している。 

２．英米以外の英語圏の児童文学の主要作家とその主要作品について、使用されている英語表現も含め、理

解している。 

３．英米の絵本の主要作家とその主要作品について、使用されている英語表現も含め、理解している。 

４．英語圏の児童文学の時代的・文化的な背景を学習し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

児童文学作品への理解を深めるために、また、論理的な文章表現力を涵養するために、授業で考察した問題

についてレポートを作成する課題を定期的に課す。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】 

プリントを使用する。 

【参考書】 

本多英明・桂宥子・小峰和子編著『たのしく読める 英米児童文学』ミネルヴァ書房。 

定松正編『イギリス・アメリカ児童文学ガイド』荒地出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．英米の児童文学の主要作家とその主要作品について理解し、説明できるか。 

２．英米の児童文学の時代的・文化的な背景を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

レポート課題・プレゼンテーション（50％）、小テスト（25％）、受講態度・参加姿勢（25％）の結果を総合
して判定する。 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前に必ず読んでくること。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。積極的にディスカッションに参加すること。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 

イントロダクション 

英米児童文学の概観 

プレゼンテーションの方法と準備 

「ブックトーク」の手法と準備 

事前学習 
英米児童文学に関して知っていることを発表できる
ようにまとめておく。 

事後学習 
プレゼンテーションやブックトークの方法や準備等

を確認し、計画を立てる。 

第２回 

第１章 英米児童文学の誕生  

『ロビンソン・クルーソー』 

『ガリバー旅行記』 

事前学習 
『ロビンソン』、『ガリバー』についてのプリントを
熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第３回 

第１章 英米児童文学の誕生 

『クリスマス・キャロル』 

『オックスフォード版ナーサリー・ライム集』 

事前学習 
『クリスマス』、『ナーサリー・ライム』についての
プリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第４回 
第２章 イギリス児童文学の古典 

『不思議の国のアリス』、 『宝島』 

事前学習 
『不思議の国のアリス』、『宝島』についてのプリン
トを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第５回 

第２章 イギリス児童文学の古典 

『ピーター・パン』 

『クマのプーさん』 

事前学習 
『ピーター・パン』、『クマのプーさん』についての
プリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第６回 

第３章 アメリカ児童文学の古典 

『若草物語』 

『小公子』 

事前学習 
『若草物語』、『小公子』についてのプリントを熟読
し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第７回 

第３章 アメリカ児童文学の古典 

『トム・ソーヤーの冒険』 

『ハックルベリー・フィンの冒険』 

事前学習 
『トム・ソーヤー』、『ハックルベリー・フィン』につ
いてのプリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第８回 

第４章 イギリス児童文学の発展 

『ナルニア国ものがたり』 

『ムギと王さま』 

事前学習 
『ナルニア国ものがたり』、『ムギと王さま』につい
てのプリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

  



 

 

第９回 

第４章 イギリス児童文学の発展 

『くまのパディントン』 

『チョコレート工場の秘密』 

事前学習 
『パディントン』、『チョコレート工場』についての
プリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１０回 

第５章 アメリカ児童文学の発展 

『大草原の小さな家』 

『エルマーとりゅう』 

事前学習 
『大草原の小さな家』、『エルマーとりゅう』につい
てのプリントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１１回 

第５章 アメリカ児童文学の発展 

『からすが池の魔女』 

『はるかなるわがラスカル』 

事前学習 
『からすが池の魔女』、『ラスカル』についてのプリ
ントを熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１２回 

第６章 英米以外の英語圏の児童文学 

『赤毛のアン』 

第７章 新しい児童文学 『ゲド戦記』 

事前学習 
『赤毛のアン』、『ゲド戦記』についてのプリントを
熟読し、原作の意味を調べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１３回 

第８章 英米絵本の収穫 

『ピーターラビットのおはなし』 

『ちいさいおうち』 

『あおくんときいろちゃん』 

事前学習 
『ピーターラビット』、『ちいさいおうち』、『あおく
ん』についてのプリントを熟読し、原作の意味を調
べておく。 

事後学習 プリントを読み返し、原作の読み違いを確認する。 

第１４回 小テスト  DVD鑑賞  ディスカッション 

事前学習 
小テストの準備を十分に行う。鑑賞する映像作品に
ついての章を復習し、内容を把握する。 

事後学習 
鑑賞した映像作品について自分の考えをまとめてお

く。 

第１５回 ブックトークのデモンストレーション 

事前学習 ブックトークの練習を行う。 

事後学習 
この授業で得た知識を、教育現場での読書指導に、

どのように活かしたらよいか考えてみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英米文学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3313 

２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義・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 

本講義では、基本的な文法事項と読解力の基礎を応用して、複雑な構文からなる英文を読む力を身につける

ため、文学的英語テキストを精確に読む。英語テキストを正しい語彙と正しい文法で読むことはもちろんの
こと、小説であるがゆえに生じる「行間」の意味作用をも、正しく追及する。また、文学作品が何らかの形
で言及するところの西洋的な価値基準について検討し、日本と対照的な英米の諸相を概観すると同時に、両

文化に共通する生命への価値観を考察する。 

８．学習目標 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができる。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができる。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

英語長文の基本的な構文と特殊構文（倒置、強調構文、省略等）を総点検するための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】 

安永義夫編『Bitter & Sweet Love Stories 《英米珠玉短篇選》』金星堂、2014 年。 

【参考書】 

適宜授業で指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1：英米文学作品における英語表現を精読することができたか。 

2：英文法・構文の知識を確実に修得し、長文を読み通すことができたか。 

3：英米文学作品の歴史的・文化的な背景を知悉し、説明することができたか。 

○評定の方法 

期末テスト：50% 

小テスト・課題等：25% 

受講態度・その他：25% 

12．受講生への 

メッセージ 

指定した範囲を事前に必ず読んで来ること。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。事前に読んでこなかった学生の入室は許可しない。積極的にディスカッションに参加すること。

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、
英米文学史概論 

事前学習 
本科目用学習ノートブックを準備し、講義に臨むこ
と。また、英語基礎演習Ⅰの総復習をしておく。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第２回 
William Saroyan, “The First Day of School” 
pp.1-3 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第３回 
William Saroyan, “The First Day of School” 
pp.4-6 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第４回 
William Saroyan, “The First Day of School” 
pp.7-9 読解練習＆小テスト、 
W・サローヤンと子どもの心 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第５回 
Erskine Caldwell, “The Strawberry Season” 
pp.10-11 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第６回 
Erskine Caldwell, “The Strawberry Season” 
pp.12-14 読解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第７回 
Erskine Caldwell, “The Strawberry Season” 
pp.15-17 読解練習＆小テスト、 
E・コールドウェルと農業労働者 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第８回 
Ernest Hemingway, “Indian Camp” pp.17-19 読
解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 



 

 

第９回 
Ernest Hemingway, “Indian Camp” pp.20-22 読
解練習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１０回 
Ernest Hemingway, “Indian Camp” pp.23-24 読
解練習＆小テスト、 
E・ヘミングウェイと北米先住民 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１１回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.25-28 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１２回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.29-33 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１３回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.34-37 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１４回 
Sherwood Anderson, “Brothers” pp.38-39 読解練

習 

事前学習 
英文法を応用しながら、英文を何度も読み返して、
構文と意味内容を把握すること。 

事後学習 
誤解、理解不足、疑問があった点を確認しながら、

英文の構文と意味内容の理解を深めること。 

第１５回 

Sherwood Anderson, “Brothers” pp.40-41 読解練

習＆小テスト、 

S・アンダーソンと牧歌的田舎と孤独 

事前学習 
前回まで読解練習した物語全体の内容を把握する
こと。 

事後学習 
各自物語の人物像から自己の生き方を考えてみる

こと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1325 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） 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 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① ピアノ実技：受講者それぞれの課題曲を次週までに弾けるように練習してくること。 

② 音楽理論：提示した練習問題を次週までに完成させておくこと。疑問点や質問事項がある場合は次週に

必ず聞くこと。 

② 歌唱教材：積極的に歌唱へ取り組み、多くのレパートリーを作れるよう心がけること。 

④ 中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

有本真紀・坂井恵・津田正之 編著『新版 教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社、2019。   

全音楽譜出版部編『標準バイエルピアノ教則本』   全音楽譜出版社   2018。                                      

【参考書】 

川辺真著『わかりやすい楽典』音楽之友社、2002。  

【その他】 

第 9 回からソプラノリコーダーを使用する。持っていない学生は必ず第 9 回までに用意しておくこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノや歌唱等の演奏技術は、授業や試験の直前に練習するだけでは上達しません。演奏には日々の取り組

みが如実に表れます。時間を見つけ、少しずつでも毎日必ず練習する習慣をつけましょう。反復練習は時に

退屈に感じるかもしれませんが、地道な努力の積み重ねが上達に繋がっていきます。様々なレパートリーを

作り、音楽の楽しさを感じられるようになりましょう。 

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 

授業ガイダンス（シラバス説明・授業

概要）、アンケート、演奏レベルチェッ

ク、 

課題曲提示 

事前学習 鍵盤で“ド”の位置を理解しておくこと。 

事後学習 

各自の目標（初級：音符と鍵盤の一体化、中級：楽譜に忠実に、

上級：表現力のある演奏を目指して）を設定し、各自の演奏レ

ベルに応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論①（音部記号・楽譜について） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて提示された課題曲

を練習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音部記号・楽譜について）に取り組む。 

第３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論②（音名・変位記号） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音名・変位記号）に取り組む。 

第４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論③（音符と休符） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組む。 

第５回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論④（拍子とリズム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組む。 



 

 

第６回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑤（強弱記号、簡単な楽語） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
「止まらずに弾く」ことを目標に課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（音符と休符）に取り組む。 

第７回 

ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑧（反復記号、装飾音符） 

グループアンサンブル①（グループ決

め、曲決め） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習する。 

中間のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ弾き歌い実技発

表・音楽理論に関する筆記試験） 

事前学習 中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、それに応じて決めた

各自の課題曲を練習する。 

第９回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル②（合奏練習） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第１０回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル③（合奏練習） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

グループアンサンブルの個人練習をする。 

第１１回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

グループアンサンブル④（合奏発表） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

第１２回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑨（長音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（長音階）に取り組む。 

第１３回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑩（短音階） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（短音階）に取り組む。 

第１４回 
ピアノ弾き歌いレッスン 

音楽理論⑪（簡単なコードネーム） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示された課題曲を練

習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら各自の課題

曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

第１５回 
期末のまとめ（（ピアノ弾き歌い実技発

表・音楽理論に関する筆記試験） 

事前学習 
期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論について復習をす

る。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1324 

GELA1325 
２．授業担当教員 田口 雅夫 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

① ピアノ奏法は、個人差があるので苦手な学生は出題された課題をよく練習しておくこと。 

② 弾き歌いは自分の演奏レベルを確認できるので、必ず歌うようにすること。 

③ 高度な理論は必要ありませんが、指導技術として基礎的な内容はよく理解しておくこと。 

④ まとめとして、場慣れの意味で全員の前での演奏に取り組む。 

⑤ 既にピアノの技術を身に着けている学生には、その程度に合わせた課題を提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

①「教員養成課程 小学校音楽科教育法」 

② 五線ノートは様々な種類があるので、必要な時期に指示します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 演奏技術向上のためには、一度に長い時間の練習ではなく、毎日少しの時間でも取り組む方が効果的で

す。 

2. 焦らず、こつこつと練習を積み上げることが大切です。出来るか否かではなく、努力することが必要です。 

3. 少しピアノを弾ける学生は、その能力を上手く使う方法を習得しましょう。 

4. 音楽の技術的なことで(ピアノ・歌)不安や心配のある学生は遠慮なく申し出ること。心配は要りません。 

5. 授業中に関して以下の事については厳しく注意します。 

   （Ⅰ）音楽室使用規則を守ること(飲食・楽器の扱い方等) 

      （Ⅱ）スマートフォン等を使用しない。 

   （Ⅲ）授業中の私語は、真面目に受講している者にとって迷惑です。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間を活用して下さい。 

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 

オリエンテーション、自己紹介、音楽学習歴調査、音楽

理論に対する知識調査、音楽理論で使用するプリント配

布。教則本のチェックシートについての説明。 

事前学習 
バイエルを各自の能力に沿って予習をして

おく。 

事後学習 
音楽に対する自分の経験の有無・能力を確認

しておく。 

第２回 

1．音楽理論 

譜表・音符・休符・音名階名について。 

2．ピアノ奏法実習① 

バイエル教則本より選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピア

ノ楽曲の予習 

事後学習 

弾いているピアノ曲を階名唱してみる。学習

したピアノ曲を練習しておく。指番号等基本

的な楽譜の読み方も実践してみる。 

第３回 

1．音楽理論 

リズムと拍子・リズム唱について。 

2．ピアノ奏法実習② 

バイエル教則本より選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容を復習しておく。生活の中に感

じられるリズムに意識をもとう。 

事後学習 
現在練習しているピアノ曲、その前後の曲を

弾いてみる。 

第４回 

1．音楽理論 

変化記号(臨時記号・調号)について。 

2．ピアノ奏法実習③ 

バイエル教則本より選曲・演奏 

事前学習 
練習してきたピアノ曲のリズムをリズム唱

したり手で叩いてみる。 

事後学習 
ピアノ曲の苦手な箇所を確認し、部分練習を

行う。 

第５回 

1．音楽理論 

簡単な楽語の理解。 

2．ピアノ奏法実習④(歌唱も含む) 

バイエル教則本より選曲・演奏 

事前学習 
理論についての疑問があればメモしておく

ように。 

事後学習 
次の練習曲に取り組む。楽譜上にある全ての

中に不明なものは無いか探してみる。 



 

 

第６回 

1．音楽理論 

音程・和音について 

2．ピアノ奏法実習⑤(歌唱も含む) 

バイエル教則本より選曲・中間演奏発表 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、記号

の確認もしておく。 

事後学習 
自分の演奏技術の確認及び復習。大きな声で

歌唱に慣れてみよう。 

第７回 

1．音楽理論 

コードネーム 

2．ピアノ奏法実習⑥ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
出来る限り弾き歌いに取り組む。声の大きさ

も確認しておく。 

事後学習 
コードネームの付いている楽譜を見て弾い

てみよう。 

第８回 

1．音楽理論 

和音の効果について。 

2．ピアノ奏法実習⑦ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
小学校で取り上げられている歌で、知ってい

る曲を思い出しておきましょう。 

事後学習 
和音については理解しにくいので、理論の復

習が不可欠です。 

第９回 

1．音楽理論 

いろいろな伴奏形について。 

2．ピアノ奏法実習⑧ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
バイエル教則本より、いろいろな伴奏形を見

つけておく。 

事後学習 同じ曲をいろいろな伴奏形で弾いてみる。 

第１０回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル①使用楽器について。 

3．ピアノ奏法実習⑨ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
小学生で経験したアンサンブルを思い出し

てみる。 

事後学習 楽器の奏法について確認をしておく。 

第１１回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル②アンサンブルの編曲法。 

3．ピアノ奏法実習⑩ 

共通教材を弾いてみる。 

事前学習 
編曲する曲を決めておく。(曲の感じは自由で

良い) 

事後学習 
各自、頭の中で編曲した音をイメージしてみ

よう。 

第１２回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル③グループで編曲をしてみる。 

3．ピアノ奏法実習⑪ 

ひきうたい発表曲の選曲と準備 

事前学習 
初歩的な質問でも構いません。質問を探して

みてください。 

事後学習 
次回の発表に向けてグループで協力をし、練

習をしておく。 

第１３回 

1．音楽理論 

2．アンサンブル④グループ発表・ディスカッション 

3．ピアノ奏法実習⑬ 

発表の準備 

事前学習 
発表の前に必要な確認をしておく。発表まで

の自己反省の確認をしておく。 

事後学習 
アンサンブルについての学習成果確認。ピア

ノ発表は暗譜を意識して練習する 

第１４回 1．ピアノ奏法実習発表 
事前学習 

歌うテンポが適切であるか確認する。教室で

自分の歌声がどこまで届いているかを確認

する。 

事後学習 自己評価をする。 

第１５回 音楽理論・ピアノ奏法についての総括(質問) 
事前学習 質問事項をまとめておく。 

事後学習 授業で学習したことを確認する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 

 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ピアノ曲、弾き歌いの課題曲を出します。その際の練習方法と楽曲へのアプローチの仕方をお伝えしますの

で、その方法で練習に取り組んでください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】有本真紀・坂井恵・山下薫子 編著『教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社。2018。 

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

何度も繰り返して歌う、聴く、弾く、そうする事で技術ばかりでなく、音楽を身体全体で感じるということ

がわかってきます。弾き歌いの練習方法を詳しく提示します。たとえ上級者であっても、その通りにやって

みてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間を活用して下さい。 

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 オリエンテーション。授業概要 
事前学習 歌うことに慣れておく。歌うための身体の準備。 

事後学習 オリエンテーションで行ったリズム演習の復習。 

第２回 

1．音楽理論 

譜表・音符・休符・音名階名について。 

2．ピアノ課題曲① 

バイエル教則本などから選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピアノ楽曲

の練習 

事後学習 
課題曲のピアノ曲を歌いながら弾く。指番号等基本

的な楽譜の読み方の復習。 

第３回 

1．音楽理論 

リズムと拍子・リズム唱について。 

2．ピアノ課題曲② 

バイエル教則本などから選曲・演奏。 

事前学習 
音楽理論内容の確認。各自に指示されたピアノ楽曲

の練習 

事後学習 
現在練習しているピアノ曲、その前後の曲を弾いて

みる。 

第４回 

1．音楽理論 

変化記号(臨時記号・調号)について。 

2．ピアノ課題曲③ 

バイエル教則本などから選曲・演奏 

事前学習 
練習してきたピアノ曲のリズムについて、リズム唱

したり手で叩いてみる。 

事後学習 ピアノ曲の苦手な箇所を確認し、部分練習を行う。 

第５回 

1．音楽理論 

簡単な楽語の理解。 

2．ピアノ課題曲④ 

バイエル教則本などから選曲・演奏 

事前学習 理論についての疑問があればメモしておく。 

事後学習 これまで弾いた課題曲の復習をする。 

第６回 

1．音楽理論 

音程・和音について 

2．ピアノ課題曲⑤ 

バイエル教則本などから選曲・演奏発表 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、反復練習を

行う。 

事後学習 これまで弾いた課題曲の復習をする。 

第７回 

1．音楽理論 

コードネーム 

2．ピアノ課題曲⑥ 

バイエル教則本などから選曲・演奏 

事前学習 
発表する曲をスムーズに弾けるように、反復練習を

しておく。 

事後学習 コードネームを見ながら弾いてみよう。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ課題曲発表・音楽理論に関す

る筆記試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けて、各自の課題を練習し、音楽

理論を確認する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら

各自の課題曲を練習する。 



 

 

第９回 

1．音楽理論 

反復記号、装飾音符 

2．弾き歌い① 

共通教材を弾く（片手➕歌） 

事前学習 
授業で説明された弾き歌いの練習方法の通りに練習

する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意しながら

各自の課題曲を練習する。歌詞の確認。 

第１０回 

1．音楽理論 

 音階について 

2. 弾き歌い② 

共通教材を弾く。（片手➕歌の確認） 

事前学習 授業で学んだ弾き歌いの練習方法で復習する。 

事後学習 歌詞を確認しながら弾き歌いの反復練習を行う。 

第１１回 

1．音楽理論 

  音階について 

2．弾き歌い③ 

共通教材の両手弾き歌い 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 歌詞を確認しながら弾き歌いの反復練習を行う。 

第１２回 

1．音楽づくり リズムで音遊び 

2．弾き歌い④ 

弾き歌い発表曲の選曲と準備 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 歌詞を確認しながら弾き歌いの反復練習を行う。 

第１３回 

1．楽器アンサンブル 

2．弾き歌い⑤ 

弾き歌い発表曲の選曲と準備 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 
音楽づくりについての学習成果確認。自身の読譜力

向上に留意しながら各自の課題曲を練習する。 

第１４回 
１．ヴォーカルアンサンブル 

２．弾き歌い発表の準備 

事前学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を読む。 

事後学習 各自に提示された課題曲を練習する。歌詞を覚える。 

第１５回 期末のまとめ（ピアノ弾き歌い実技発表・音楽理論） 

事前学習 
期末のまとめに向けた課題曲を練習する。 

期末のまとめに向けた音楽理論の学習を復習する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論について

復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育における音楽活動の指導で求められる知識，技術を身につけ，理解を深める。保育現場では歌唱指導

はもちろん合奏指導、リズム活動など様々な音楽活動やその指導において鍵盤楽器が使用されるため，それ

なりの演奏技術を身につけなければならない。具体的には「音楽」では子どもの歌を歌うのに必要な発声法，

ピアノ演奏技術とピアノ伴奏によって歌唱指導する能力を習得する。また、これらの技術・能力の習得のた

めに必要な読譜や音楽のしくみに関する基礎的な知識や理論についても実践を通して学ぶ。 

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

➀ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、次週ま

での課題曲もよく練習する 

➁音楽理論…楽典や和声法の練習問題を課します 

➂第5回目ではリズム、13回目では手遊び歌、14回目ではピアノ実技、15回目では弾き歌いをみんなの前で

発表演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…以下 2冊を用意してください。その他に必要な資料はその都度配布します。 

全音楽譜出版社出版部『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 

    岡村弘ほか『これだけは歌って弾こう 子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社、2017。 

参考書…ドレミ編集部編『バイエル併用 こどものクラシック・ピアノ 100曲集』ドレミ楽譜出版社、2017。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

    二宮紀子『歌って、弾いて、書いてわかる 子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノ演奏や歌唱は「技術の習得」であり、毎日の積み重ねが大切です。短い時間でも、毎日ピアノにむか

う時間を作ってください。最も基礎的な練習の中で単調と思われる練習曲もあるかもしれません。またその

一方で、自分のレヴェルよりも高度な曲に取り組む時があるかもしれません。それら全てをきちんと習得し、

有意義な時間になることを願っています。なお、遅刻や遅延については、累積回数が多いとそれらを認めな

い場合もあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

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 

オリエンテーション、音楽歴調査、教科書解説 

音楽理論①楽譜の構造、音符と休符、拍、リズム、

音高 

の理解度を確認、 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書全体に目をとおす。ピアノの鍵盤を眺め、ど

のような構造になっているかを確認する。 

事後学習 プリント及び課題曲に取り組む。 

第２回 

音楽理論②音名と階名、音符と休符 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考に、楽譜がどのような音符や休符

で書かれているかを確認する。課題曲を練習する。 

事後学習 
音名・階名・音符・休符についてのプリント及び

課題曲に取り組む。 

第３回 

音楽理論③音名と階名、音符と休符の続き 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

発声の基礎① 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
音名と階名について、疑問点・不明点がないか、

確認する。 

第４回 

音楽理論④音程（音の幅）と三和音 

リズム課題③ 

ピアノ及び弾き歌い③ 

発声の基礎② 

次回までの課題の説明 

事前学習 三和音の仕組みについて考える。 

事後学習 
三和音の構造に関する復習プリント及び課題曲に

取り組む。 



 

 

第５回 

音楽理論⑤コードネーム 

リズム課題④2 人 1 組になり、リズム課題を発表 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表するリズム課題を練習する。 

事後学習 コードネームについて復習し、課題曲に取り組む。 

第６回 

音楽理論⑥長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
長三和音（メジャーコード）の仕組みについて考

える。課題曲を練習する。 

事後学習 プリント及び課題曲。 

第７回 

音楽理論⑦短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

短三和音（マイナーコード）が出てくる曲に目を

とおし、どのような仕組みになっているかを考え

る。課題曲を練習する。 

事後学習 和音の復習プリント及び課題曲に取り組む。 

第８回 

音楽理論⑧コードネームの総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 復習プリントを完成させる。 

事後学習 コードネームに関して、疑問点がないかを確認する。 

第９回 

音楽理論⑨変化した伴奏形 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲の左手の伴奏形に注目して練習する。 

事後学習 
変化した伴奏形について、その効果や役割を考え、

実際に弾いてみる。 

第１０回 

音楽理論⑩音階 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、音階の仕組みについて考え

る。課題曲を練習する。 

事後学習 音階についてのプリント及び課題曲に取り組る。 

第１１回 

音楽理論⑪調号、♯・♭のつく調 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

♯、♭がついている曲の譜面に目をとおし、調号

が何もつかない状態と何が違うのかを考える。課

題曲を練習する。 

事後学習 調号についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１２回 

音楽理論⑫カデンツ、総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
学習した音楽理論の中で、不明確な点がないかを

確認する。課題曲を練習する。 

事後学習 総復習のプリント及び課題曲に取り組む。 

第１３回 手遊び歌の発表 
事前学習 手遊び歌の総復習。 

事後学習 ピアノ課題曲を練習する。 

第１４回 ピアノ実技の発表 

事前学習 各自の課題曲に取り組む。 

事後学習 
発表後のおさらいをし、次週の弾き歌いの発表に

備える。 

第１５回 弾き歌いの発表 
事前学習 弾き歌いの課題曲に取り組む。 

事後学習 学期中に学習したことを復習し、要点をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽（幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP1140 

２．授業担当教員 原 久美子 

４．授業形態 演習，講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育における音楽活動の指導で求められる知識，技術を身につけ，理解を深める。保育現場では歌唱指導

はもちろん合奏指導、リズム活動など様々な音楽活動やその指導において鍵盤楽器が使用されるため，それ

なりの演奏技術を身につけなければならない。具体的には「音楽」では子どもの歌を歌うのに必要な発声法，

ピアノ演奏技術とピアノ伴奏によって歌唱指導する能力を習得する。また、これらの技術・能力の習得のた

めに必要な読譜や音楽のしくみに関する基礎的な知識や理論についても実践を通して学ぶ。 

８．学習目標 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． ピアノ実技：提示された課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

２． 弾き歌い：練習を重ね、こどもの歌の弾き歌いに慣れる。 

３． 音楽理論：楽典やコードネームの練習問題を課すことがある。 

４． 学期内に数回発表日を設け、「ピアノ実技」、「こどもの歌の弾き歌い」の演奏発表を行う。発表に向け
て十分に準備すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
・全音楽譜出版社編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社 

その他、授業内で配布するプリントを提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．基本的な音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための基本的な演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

ピアノや歌唱など、こ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。反復練習は

時に退屈に感じるかもしれませんが、地道な努力の積み重ねが上達に繋がっていきます。熱心に取り組み、

様々なレパートリーを作りましょう。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示いたします。 

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 
授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、音楽経験ア
ンケート調査と演奏レベルチェック、課題曲提示 
楽典①（五線・音部記号・大譜表・音名と階名） 

事前学習 
鍵盤でドの位置を確認し既習の基礎的な音

楽に関して復習しておく。 

事後学習 
楽典①の内容を理解する。各自の演奏レベル

に応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ演奏および弾き歌い① 
楽典②（音符と休符） 

事前学習 
楽典②の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典②の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第３回 
ピアノ演奏および弾き歌い② 

楽典③（拍とリズム） 

事前学習 
楽典③の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典③の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第４回 
ピアノ演奏および弾き歌い③ 
楽典④（拍子） 

事前学習 
楽典④の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典④の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第５回 

ピアノ演奏および弾き歌い④ 

楽典⑤（音の幅・幹音と派生音） 

ボディーパーカッション① 

事前学習 
楽典⑤の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑤の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 



 

 

第６回 

ピアノ演奏および弾き歌い⑤ 

楽典⑥（反復記号） 

ボディーパーカッション② 

事前学習 
楽典⑥の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑥の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第７回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑥ 
楽典⑦（様々な記号） 
ボディーパーカッション③ 

事前学習 
楽典⑦の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑦の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第８回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑦ 
楽典⑧（長音階と短音階） 

事前学習 
楽典⑧の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑧の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第９回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑧ 

楽典⑨（調性：ハ・へ・ト・ニ長調） 

事前学習 
楽典⑨の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑨の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１０回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑨ 

楽典⑩（和声法：音階上にできる和音・和音記号） 

事前学習 
楽典⑩の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑩の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１１回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑩ 

楽典⑪（コードネーム） 

事前学習 
楽典⑪の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑪の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１２回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑪ 
楽典⑫（和音記号とコードネーム） 

事前学習 
楽典⑫の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑫の内容を理解する。ピアノ課題曲を弾

けるように毎日練習する。 

第１３回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑫ 
楽典⑬（Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度の和音のカデンツ） 

事前学習 
楽典⑬の箇所を予習しておく。提示された課

題曲を弾けるように毎日ピアノを練習する。 

事後学習 
楽典⑬の内容を理解する。第１４、１５回目

の演奏発表に向けた練習を軸に取り組む。 

第１４回 バイエルの発表 

事前学習 バイエルの発表に向けて練習を重ねる。 

事後学習 

ピアノ演奏技術向上のため、発表での反省点

を踏まえながら、継続してバイエルの練習に

取り組む。 

第１５回 弾き歌いの発表 

事前学習 弾き歌いの発表に向けて練習を重ねる。 

事後学習 

弾き歌い演奏技術向上のため、発表での反省

点を踏まえながら、継続して弾き歌いの練習

に取り組む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ／音楽Ⅱ（保育士）／音楽Ⅱ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2523 

SCOT2523 

SJMP2140 ２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」を履修していること 

７．講義概要 

「音楽Ⅱ」では主に保育現場で行われているリズム活動に対応できるリズム感とそれを身体表現できる力

の育成、子どもの楽器活動に関する理解、手遊びの習得を目指す。保育現場で行われるリズム活動では、

身体を使って音楽を感じ取り表現するので、活動にふさわしい楽曲の演奏や動きに合わせ即興的に演奏す

る方法を身につけなければならない。また、わらべうたが培う子どもの力を理解し、わらべうたを歌い遊

べるようにする。さらに主にリズム楽器の正しい奏法、扱いに習熟し、子どもの歌や楽曲を楽器で楽しむ

方法を学ぶ。1 年次に培った弾き歌いの演奏技術を継続的に磨き、手遊び歌のレパートリーも増やす。手

遊び歌はわらべうた同様、アカペラで歌うものなので、正しい音程で歌えるソルフェージュ力をつける。 

８．学習目標 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができる。自身も音楽に合わせリズミカルに動ける。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持つ。楽器遊びや合奏にアレンジできる。 

３．手遊び歌、わらべうたのレパートリーを増やし、正しく歌い遊ぶことができる。 

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・音楽理論の基本的な事項については、音楽表現と関連付けて常に予習と復習を行なうこと。 

・ピアノによる弾き歌いなどは、発表によって学習成果を確かめること。 

・レポート課題についても意欲的に取り組むこと。 

・小テスト３回は、ピアノ、弾き歌いで実施、十分練習をしておくこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書 

① 一年生で使用した『バイエル教則本』全音楽譜出版社 (または同系列のバイエル教則本) 

② 一年生で使用した『子どもの歌 厳選 50曲』共同音楽出版社 

③『新・幼児の音楽教育』第 3版最新版 朝日出版 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動けるか。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持ち、楽器遊びや合奏にアレンジできるか。 

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ リズム活動のためのピアノ演奏と動きの発表        総合点の２０％ 

２ 保育活動で使われる楽器を使った楽器遊びや合奏の発表   総合点の２０％ 

３ 手遊び歌、わらべうたの発表               総合点の２０％ 

４ 弾き歌いの発表                     総合点の２０％ 

５ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）       総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

1 年次で学んだ「音楽」及び「音楽実践演習」をもとにして、さらに応用力を培うために多くの楽曲に取

り組んでください。授業の事前事後の学習は必須です。楽器の技能の習得は継続した練習なくして達成で

きません。理論の学習も併せて、着実に力を積み重ねていけるように臨んでください。バイエルに関して

は全学年の土台発展させ、より詳しい箇所まで学習を実施します。なお、教科書、楽譜類を忘れますと、

授業に参加する意義がなくなってしまいますので、忘れずに持参するよう留意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

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 

・自己紹介・授業ガイダンス・シラバス説明・楽典の理

解度調査・音楽学習歴調査・練習曲の指示・ 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション① 

事前学習 

・シラバスを読み音楽Ⅱの内容を理解する。 

・テキストを用意する。五線ノートを用意。 

・バイエルなど任意の 1曲を練習しておく。 

事後学習 
・学習内容を確認する・ 

・課題の楽曲を復習しておく。 

第２回 

・リズムの学習① 

・ピアノコードの学習①（コードの基本型） 

・弾き歌い曲レッスン①（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎①（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション② 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第３回 

・リズムの学習② 

・ピアノコードの学習②（コードの展開型） 

・弾き歌い曲レッスン②（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎②（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション③ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 



 

 

第４回 

・リズムの学習③ 

・ピアノコードの学習③（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン③（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎③（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション④ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

 

第５回 

・リズムの学習④ 

・ピアノコードの学習④（コードによる伴奏型） 

・弾き歌い曲レッスン④（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎④（バイエル） 

・発声法とわらべうたを用いたソルミゼーション⑤ 

事前学習 
・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第６回 ・小テストピアノ演奏（バイエル等と弾き歌い） 
事前学習 ・試験曲の練習 

事後学習 任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

第７回 

・リズムの学習⑤ 

・ピアノコードの学習⑤（コードによる簡易伴奏） 

・弾き歌い曲レッスンと⑤（子どもの歌） 

・ピアノ奏法基礎⑤（バイエル） 

・子どもの歌斉唱① 

・三和音連結（Ｃ－Ｇ－Ｃ）① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑥ 

事前学習 

・ピアノコードの復習とノート記載 

・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・子どもの歌復習 

第８回 

・リズムの学習⑥ 

・弾き歌い曲レッスン⑥（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱② 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｆ－Ｇ－Ｃ）② 

・簡易楽器の種類と奏法① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑦ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・子どもの歌予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・簡易楽器の種類と奏法の確認 

第９回 

・リズムの学習⑦ 

・弾き歌い曲レッスン⑦（子どもの歌） 

・子どもの歌斉唱②（手遊び歌） 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｆ－Ｇ7－Ｃ）③ 

・簡易楽器の種類と奏法② 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑧ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・手遊び歌の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習 

・手遊び歌の復習 

第１０回 小テスト二回目 弾き歌いとリズム活動 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・わらべうたの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・わらべうたの復習 

第１１回 

・リズムの学習⑨ 

・弾き歌い曲レッスン⑧（子どもの歌）・子どもの歌斉

唱③（わらべうた） 

・三和音連結合唱（Ｃ－Ｅｍ－Ａｍ－Ｆ－Ｇ７－Ｃ）④ 

・簡易楽器による合奏① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑨ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムの予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１２回 

・リズムの学習⑩ 

・弾き歌い曲レッスン⑨（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現① 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑩ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１３回 

・リズムの学習⑪ 

・弾き歌い曲レッスン⑩（子どもの歌） 

・リズムによる身体表現②発表 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑪ 

事前学習 
・任意の楽曲の予習 

・リズムによる身体表現の予習 

事後学習 
・任意の楽曲の復習と次の曲の予習 

・リズムによる身体表現の復習 

第１４回 

・リズムの学習⑫ 

・弾き歌い曲レッスン⑪（子どもの歌） 

・わらべうたを用いたソルミゼーション⑫ 

事前学習 ・任意の楽曲の予習 

事後学習 ・子どもの歌の復習 

第１５回 ・小テスト３回目 アンサンブル演奏 
事前学習 ・小テストへの準備練習 

事後学習 ・テストで発表した楽曲の復習 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL1305 

２．授業担当教員 林 麻由美 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽（小）」の発展として、音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能力の育

成を目指す。実際には、諸外国の音楽教育の動向を視野に入れながら様々な角度から表現を捉え、声や身体の

動きや楽器を媒体として表現を行う方法と、子どもの中にある音楽を引き出す方法を学ぶ。 

８．学習目標 

1．小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによる「アンサンブル」ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4．音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

伴奏、範唱、範奏などは事前にできるようにする。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】有本真紀・坂井恵・山下薫子 編著『教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社。2018。 

その他、必要なものはプリントにして配布する。 

【その他】ソプラノリコーダーを用意する。今までに使用していたものでよい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業の中で、小学校音楽科に必要な様々な活動や指導法を学んでいく中で、自らの音楽表現を広げていくこ

とができるよう、積極的に授業に臨みましょう。 

 弾き歌いや楽器の演奏技術の基礎を習得するため練習方法を提示しますので、繰り返し行いましょう。 

 授業を受ける上で、下記の基本的な事項は守りましょう。 

（１）音楽室の使用の規則（ピアノの扱い方、飲食厳禁等）を守りましょう。 

（２）携帯電話の使用は禁止です。また、授業に関係のない私語はやめましょう。 

（３）宿題やレポートは、指定した日までに提出しましょう。期日を過ぎると、内容が良くても評価は低くな

ります。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

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 オリエンテーション（授業計画の説明他） 
事前学習 教科書を準備し、授業に臨むこと。 

事後学習 ピアノ伴奏を練習しておくこと。 

第２回 音楽科の目標、学習指導要領の理解、演奏課題提示 

事前学習 
教科書（pp.188～191）の「小学校学習指導要領 音楽」

の箇所を読み、予習しておくこと。 

事後学習 
学習指導要領の内容をノートにまとめること。 

各自課された演奏課題を練習しておくこと。 

第３回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解① 

弾き歌いの集団演習 片手バージョン 

事前学習 
旋律を、歌ったり、ピアノで弾いたりできるように予習

すること。 

事後学習 
旋律を、歌いながら弾くことができるように復習するこ

と。 

第４回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解② 

弾き歌い集団演習 片手バージョン 

事前学習 演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 レッスンを振り返り復習すること 

第５回 
「歌唱の活動」を通した内容の理解③ 

弾き歌い集団演習 両手バージョン 

事前学習 演奏課題を予習しておくこと。 

事後学習 レッスンを振り返り復習すること 

第６回 弾き歌いの試験 
事前学習 課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 レッスンを振り返り復習すること 

第７回 
「器楽の活動」における指導内容の理解①  

リコーダー、鍵盤ハーモニカ等の扱いの理解 

事前学習 
教科書（pp.27～28）を読み、リコーダーの種類や奏法に

ついて予習すること。 

事後学習 リコーダーの奏法を復習すること。 

  



 

 

第８回 
「器楽の活動」における指導内容の理解② 

―合奏活動のグループ決めと練習― 

事前学習 
教科書（pp.23～28）を読み、小学校で取り扱う打楽器の

種類や名称についての理解を深めておくこと。 

事後学習 各自担当する楽器での演奏の復習をすること。 

第９回 
「器楽の活動」における指導内容の理解③ 

―合奏のグループ活動のしあげ― 

事前学習 各自担当する楽器での演奏のしあげをしておくこと。 

事後学習 グループ発表に向けて、演奏のしあげをしておくこと。 

第１０回 合奏のグループ発表 

事前学習 発表に向けて、課題曲を練習しておくこと。 

事後学習 
グループ合奏を振り返り、良かった点、改善点をまとめ

ておくこと。 

第１１回 「音楽づくり」における指導内容の理解① 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容につ

いて予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良かっ

た点、改善点をまとめておくこと。 

第１２回 
「音楽づくり」における指導内容の理解② 

レポート提出 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、音楽づくりの指導内容につ

いて予習しておくこと。 

事後学習 
グループごとにつくった音楽について振り返り、良かっ

た点、改善点をまとめておくこと。 

第１３回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解①―低学

年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.44～48）を読み、低学年の鑑賞の活動の指導

内容について予習しておくこと。 

事後学習 低学年の鑑賞教材について、ノートにまとめておくこと。 

第１４回 
「鑑賞の活動」における指導内容の理解②―中学

年及び高学年の鑑賞教材について― 

事前学習 
教科書（pp.49～54）を読み、中学年及び高学年の鑑賞の

活動について予習しておくこと。 

事後学習 
中学年及び高学年の鑑賞教材について、ノートにまとめ

ておくこと。 

第１５回 まとめ（ピアノ演奏表現と弾き歌い） 

事前学習 
「音楽Ⅱ」で学んだ小学校で扱う活動の内容や教材につ

いて復習しておくこと。 

事後学習 
「音楽Ⅱ」で学んだことを振り返り、小学校で扱う活動

の内容についてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽科指導法 （2単位） 

３．科目番号 
SJMP2394 

EDEL2315 
２．授業担当教員 中山 裕一郎 

４．授業形態 講義、演習（全員、個人、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」及び「音楽Ⅱ」を履修していること。 

７．講義概要 

 本講義では、小学校教育における音楽科の役割、目標、指導内容、児童の音楽的発達について理解し、初
等教育に従事する教育者として必要な指導法の基礎を身に付ける。 

 具体的には、まず学習指導要領に記載されている音楽科の目標について理解する。次に、小学校音楽科の
指導内容（表現［歌唱・器楽・音楽作り］・鑑賞指導の意義・留意点、共通事項）について理解する。 

 それまでの学修内容を踏まえ、学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解し、

指導案作成を行う。作成した学習指導案をもとに模擬授業を実施し実践感覚を高めるとともに、その振り返
りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解する。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付ける。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができるようになる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解する。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができるようになる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解する。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができるようになる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養うとともに、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．グループごとに学習指導案を検討し、各自それを提出する。 

2．テキストの内容をもとにしたレポート課題を提示する。 

3．共通教材の楽曲を一曲でも多く練習する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】初等科音楽教育研究会編『最新 初等音楽科教育法～2017年告示「小学校学習指導要領」準拠～』
音楽之友社 

【参考書】 

河口道朗 編著『音楽教育入門 ― 基本理念の構築』音楽之友社 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解している。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付けている。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解している。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解している。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養い、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付けている。 

○評定の方法 

・学習指導案の内容   20% 

・模擬授業の内容    30% 

・授業への積極的参加度 20% 

・学期末試験      30% 

12．受講生への 

メッセージ 

小学校の教員となった時に、音楽教育の基本的な目標と目的を深く理解し、それに沿って効果的な音楽科の
授業ができるよう、課題意識を持って講義や討論に臨むこと。この授業で教師の働きかけ、子どもの表現、
授業の進め方などについて討論を重ねることで、多様な視点で授業を見ることができるようになることを目

指すこと。また、自ら学習指導案を作成し、模擬授業を行って、また次の実践に生かしていく力を養ってい
くよう努力すること。 
 授業を受ける上で、下記の基本的な事項は守ること。 

学校の教員となった時に、音楽教育の基本的な目標と目的を深く理解し、それに沿って効果的な音楽科の授
業ができるよう、課題意識を持って講義や討論に臨むこと。この授業で教師の働きかけ、子どもの表現、授
業の進め方などについて討論を重ねることで、多様な視点で授業を見ることができるようになることを目指

すこと。また、自ら学習指導案を作成し、模擬授業を行って、また次の実践に生かしていく力を養っていく
よう努力すること。 

 授業を受ける上で、下記の基本的な事項は守ること。 

13．オフィスアワー 最初の授業中に通知する。 

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 

音楽科の役割・目標 
各学年の目標 
音楽科における「主体的・対話的で深い学
び」、「音楽的な見方・考え方」について 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 音楽科の役割、目標について理解する。 

第２回 
小学校音楽科の主な指導内容について 
「歌唱」指導の意義と指導上の留意点 
歌唱教材（低学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書の該当部分を読んでおくこと。 
歌唱共通教材（低学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
小学校音楽科の主な指導内容について、その全体構成を
把握する。歌唱共通教材（低学年）の曲を復習し、その
指導法を身に付ける。 



 

 

第３回 
発声法とその指導 
歌唱教材（中学年の歌唱共通教材） 

事前学習 歌唱共通教材（中学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
歌唱指導の意義と指導上の留意点、発声法とその指導に
ついて理解する。歌唱共通教材（中学年）の曲を復習し、
その指導法を身に付ける。 

第４回 
児童期の音楽的発達段階について 
移動ドと固定ドについて 
歌唱教材（高学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書の該当部分を読んでおくこと。 
歌唱共通教材（高学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
児童期の音楽的発達について理解する。移動ドと固定ド
について理解する。歌唱共通教材（高学年）の曲を復習
し、その指導法を身に付ける。 

第５回 
「器楽」指導の意義と指導上の留意点 
アコースティック楽器の取扱いと指導 
リコーダーの指導法（運指、奏法） 

事前学習 
教科書の該当部分を読んでおくこと。 
リコーダーの運指を確認しておくこと。 

事後学習 
器楽指導の意義と指導上の留意点、児童が扱う楽器の取
扱いと指導法について理解する。リコーダーの運指や奏
法を復習しておくこと。 

第６回 
リコーダーの指導法（合奏）、 
指揮法 
和楽器の指導法 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
リコーダーの指導法を身に付ける。指揮法の基礎を理解
する。和楽器の知識を深め、その指導法を身に付ける。 

第７回 創作活動の意義と指導上の留意点 
事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 創作活動の意義と指導上の留意点について理解する。 

第８回 
「鑑賞」指導の意義と指導上の留意点 
鑑賞教材について（西洋音楽を中心に） 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
鑑賞指導の意義と指導上の留意点について理解する。教
科書に記載されている鑑賞曲について、教材研究をする。 

第９回 
鑑賞教材について 
（我が国及び諸外国の音楽を中心に） 

事前学習 
教科書の該当部分を読み、興味関心を持った楽曲につい
て調べておくこと。 

事後学習 我が国及び諸外国の音楽について教材研究をする。 

第１０回 
共通事項について 
音楽科における ICT 機器及び教材活用につ
いて 

事前学習 教科書の該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
共通事項について理解する。音楽科における ICTの効果
的な活用法について理解する。 

第１１回 
学習指導計画について 
内容の取扱いについて 
学習指導案について 

事前学習 
教科書の該当部分及び、「学習指導要領 第３ 指導計画の
作成と内容の取扱い」を読んでおくこと。 

事後学習 
学習指導計画の意義、基本的な考え方について理解する。
指導計画の作成において配慮すべき事項について理解す
る。学習指導案について理解する。 

第１２回 
音楽科の評価について 
学習指導案作成 

事前学習 

教科書の該当部分を読んでおくこと。題材構成について
理解しておくこと。学習指導案作成にあたり各自で題材
を設定するとともに、その題材に適した教材の教材研究
をしておくこと。 

事後学習 
音楽科の評価について理解する。学習指導案を完成させ
ること。模擬授業に向けた準備をしておくこと。 

第１３回 模擬授業（歌唱指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１４回 模擬授業（器楽指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１５回 
模擬授業（音楽づくり、鑑賞） 
まとめ 

事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。学期末試験に
向け、これまで学修した内容を総復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2315 

２．授業担当教員 松本 岳志 

４．授業形態 講義、演習（全員、個人、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
音楽（初等・小）及びⅡを終えていること。 

７．講義概要 

 本講義では、小学校教育における音楽科の役割、目標、指導内容、児童の音楽的発達について理解し、初
等教育に従事する教育者として必要な指導法の基礎を身に付ける。 

 具体的には、まず学習指導要領に記載されている音楽科の目標について理解する。次に、小学校音楽科の

指導内容（表現［歌唱・器楽・音楽作り］・鑑賞指導の意義・留意点、共通事項）について理解する。 

 それまでの学修内容を踏まえ、学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解し、
指導案作成を行う。作成した学習指導案をもとに模擬授業を実施し実践感覚を高めるとともに、その振り返

りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解する。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付ける。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができるようになる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解する。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができるようになる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解する。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができるようになる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養うとともに、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.学習指導案を作成し提出する。これを元にして、模擬授業も行う。 

2.小学校音楽科教育に関する試験を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

有本真紀・阪井恵・山下薫子編著『教員養成課程 小学校音楽科教育法』教育芸術社 
【参考書】 

河口道朗 編著『音楽教育入門 ― 基本理念の構築』音楽之友社 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

山下薫子編著『平成 29年度版 小学校新学習指導要領 ポイント総整理』東洋館出版社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 初等教育における音楽科の役割、目標を理解している。 

2. 初等音楽科の指導内容と指導上の留意点を理解し、それぞれの領域の指導法を身に付けている。 

3. 音楽の基礎的知識・技能を身に付け、教材研究を行うことができる。 

4. 児童の音楽的発達段階について理解している。 

5. 情報機器及び教材を音楽科の授業において効果的に活用することができる。 

6. 学習指導計画の意義、構成、内容の取扱い、音楽科の評価について理解している。 

7. 実践的な学習指導案を作成することができる。 

8. 模擬授業を通して授業実践の感覚を養い、その振り返りを通して授業改善の視点を身に付けている。 

○評定の方法 

・学習指導案の内容   20% 

・模擬授業の内容    30% 

・授業への積極的参加度 20% 

・学期末試験      30% 

12．受講生への 

メッセージ 

音楽科教育は、ただ単に子ども達と楽しく歌を歌っていれば済まされるような教科ではありません。その役

割や意義、子どもの発達など教育の専門家として必要な知識を得るよう努めて下さい。また、豊かな音楽経

験を子ども達と共有しながら指導していくためには、音楽的知識や高い演奏技術も要求されます。これらを

身に付けることは容易ではありませんが、日々地道な教材研究と練習を重ねていってください。そして、自

らが音楽を愛好する心情を持って授業に臨むようにしましょう。 

※本授業では課題レポートの代わりに、試験を課します（9.及び 11.を参照のこと）。 

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 

音楽科の役割・目標 
各学年の目標 
音楽科における「主体的・対話的で深い学
び」、「音楽的な見方・考え方」について 

事前学習 教科書 pp.6〜7、p.10を読んでおくこと。 

事後学習 音楽科の役割、目標について理解する。 

第２回 
小学校音楽科の主な指導内容について 
「歌唱」指導の意義と指導上の留意点 
歌唱教材（低学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書 pp.10〜19 を読んでおくこと。歌唱共通教材（低
学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
小学校音楽科の主な指導内容について、その全体構成を
把握する。歌唱共通教材（低学年）の曲を復習し、その
指導法を身に付ける。 

第３回 
発声法とその指導 
歌唱教材（中学年の歌唱共通教材） 

事前学習 歌唱共通教材（中学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
歌唱指導の意義と指導上の留意点、発声法とその指導に
ついて理解する。歌唱共通教材（中学年）の曲を復習し、
その指導法を身に付ける。 

 



 

 

第４回 
児童期の音楽的発達段階について 
移動ドと固定ドについて 
歌唱教材（高学年の歌唱共通教材） 

事前学習 
教科書 pp.8〜9、pp.17〜18を読んでおくこと。歌唱共通
教材（高学年）の曲を譜読みしておくこと。 

事後学習 
児童期の音楽的発達について理解する。移動ドと固定ド
について理解する。歌唱共通教材（高学年）の曲を復習
し、その指導法を身に付ける。 

第５回 
「器楽」指導の意義と指導上の留意点 
アコースティック楽器の取扱いと指導 
リコーダーの指導法（運指、奏法） 

事前学習 
教科書 pp.20〜35 まで読んでおくこと。リコーダーの運
指を確認しておくこと。 

事後学習 
器楽指導の意義と指導上の留意点、児童が扱う楽器の取
扱いと指導法について理解する。リコーダーの運指や奏
法を復習しておくこと。 

第６回 
リコーダーの指導法（合奏）、 
指揮法 
和楽器の指導法 

事前学習 教科書 pp.29〜31を読んでおくこと。 

事後学習 
リコーダーの指導法を身に付ける。指揮法の基礎を理解
する。和楽器の知識を深め、その指導法を身に付ける。 

第７回 創作活動の意義と指導上の留意点 
事前学習 教科書 pp.36〜43を読んでおくこと。 

事後学習 創作活動の意義と指導上の留意点について理解する。 

第８回 
「鑑賞」指導の意義と指導上の留意点 
鑑賞教材について（西洋音楽を中心に） 

事前学習 教科書 pp.44〜54を読んでおくこと。 

事後学習 
鑑賞指導の意義と指導上の留意点について理解する。教
科書に記載されている鑑賞曲について、教材研究をする。 

第９回 
鑑賞教材について 
（我が国及び諸外国の音楽を中心に） 

事前学習 
教科書 pp.148〜157 まで読み、興味関心を持った楽曲に
ついて調べておくこと。 

事後学習 我が国及び諸外国の音楽について教材研究をする。 

第１０回 
共通事項について 
音楽科における ICT 機器及び教材活用につ
いて 

事前学習 教科書 pp.32〜33、p.55を読んでおくこと。 

事後学習 
共通事項について理解する。音楽科における ICT の効果
的な活用法について理解する。 

第１１回 
学習指導計画について 
内容の取扱いについて 
学習指導案について 

事前学習 
教科書 pp.65〜79、「学習指導要領 第３ 指導計画の作成
と内容の取扱い」を読んでおくこと。 

事後学習 
学習指導計画の意義、基本的な考え方について理解する。
指導計画の作成において配慮すべき事項について理解す
る。学習指導案について理解する。 

第１２回 
音楽科の評価について 
学習指導案作成 

事前学習 

教科書 pp.80〜84 を読んでおくこと。題材構成について
理解しておくこと。学習指導案作成にあたり各自で題材
を設定するとともに、その題材に適した教材の教材研究
をしておくこと。 

事後学習 
音楽科の評価について理解する。学習指導案を完成させ
ること。模擬授業に向けた準備をしておくこと。 

第１３回 模擬授業（歌唱指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１４回 模擬授業（器楽指導） 
事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。 

第１５回 
模擬授業（音楽づくり、鑑賞） 
まとめ 

事前学習 教材研究し、模擬授業の準備をしておくこと。 

事後学習 
模擬授業を振り返り、反省点をまとめる。学期末試験に
向け、これまで学修した内容を総復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習 （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1145 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」を履修していること。 

７．講義概要 

「音楽」で学んだ基本的な音楽理論（楽典、和声法）、鍵盤楽器の基本的奏法を駆使して、より実践力を高

めるための演習を行う。「音楽」では，演奏するために必要な知識や技術を実践を通して学ぶが、「音楽実践

演習」ではさらに発展的に様々な曲を学ぶことで技術を確かなものにする。また、たとえ鍵盤楽器の経験が

あっても、子どもの歌を弾き歌いするなど保育実践に必要な演奏力の育成のために全学生が履修する必要が

ある。読譜力を養うと同時に歌を歌うための発声法を学ぶ。「音楽Ⅱ」で学ぶリズム活動など保育現場での音

楽活動に関わる演奏に発展する、保育実践に焦点を当てた演奏力を身につける。 

８．学習目標 

１．音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

➀ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、次週ま

での課題曲もよく練習する 

➁音楽理論…楽典や和声法の練習問題があります 

➂第5回目ではリズム、14回目ではピアノ実技、15回目では弾き歌いをみんなの前で発表演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…春期の「音楽」で使用した教科書を継続して使います。初回授業時も忘れずに教科書を持参してく

ださい。 

参考書…ドレミ編集部編『バイエル併用 こどものクラシック・ピアノ 100曲集』ドレミ楽譜出版社、2017。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

    二宮紀子『歌って、弾いて、書いてわかる 子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は「音楽」で学んだことをさらに発展させる実践演習です。具体的には音楽理論のより深い理解、

そして確かな発声法と弾き歌いの演奏技術を高めることを目的としていますので、みなさんそれぞれが日々

の練習を大切にし、有意義な時間になることを願っています。なお、遅刻や遅延については、累積回数が多

いとそれらを認めない場合もあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

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 

オリエンテーション、音楽歴調査、教科書解説 

音楽理論①楽譜の構造、音符と休符、拍、リズム、

音高の理解度を調査 

次回までの課題の説明 

事前学習 春期の「音楽」で学んだことを復習する。 

事後学習 音楽理論の復習プリント及び課題曲に取り組む。 

第２回 

音楽理論②音名と階名、音符と休符 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考に、楽譜がどのような音符や休符で書

かれているかを確認する。課題曲を練習する。 

事後学習 
音名・階名・音符・休符についてのプリント及び課題

曲に取り組む。 

第３回 

音楽理論③音程（音の幅）と三和音 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

発声の基礎① 

次回までの課題の説明 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
音程や三和音について、疑問点・不明点がないか、確

認する。 

第４回 

音楽理論④コードネーム 

リズム課題③ 

ピアノ及び弾き歌い③ 

発声の基礎② 

次回までの課題の説明 

事前学習 コードネームの仕組みについて考える。 

事後学習 コードネームの復習プリント及び課題曲に取り組む。 



 

 

第５回 

音楽理論⑤転回形 

リズム課題④2 人 1 組になり、リズム課題を発表 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
転回形とは何かを考え、取り組んでいる曲の中で該当

する和音があるかを考える。 

事後学習 課題曲に取り組む。 

第６回 

音楽理論⑥長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
長三和音（メジャーコード）とはどんな和音か、考え

てみる 

事後学習 音程についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第７回 

音楽理論⑦短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
短三和音（マイナーコード）はどのような仕組みにな

っているか、分析してみる。 

事後学習 課題曲の練習。 

第８回 

音楽理論⑧七の和音（セブンスコード）、総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
七の和音（セブンスコード）について考えてみる。音

楽理論に関して、不明な点がないかを確認する 

事後学習 プリント及び課題曲に取り組む。 

第９回 

音楽理論⑨変化した伴奏形 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 左手の伴奏形に注目して練習する。 

事後学習 
変化した伴奏形についてのプリント及び課題曲に取

り組む。 

第１０回 

音楽理論⑩音階 

合奏①打楽器に触れる 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、音階の仕組みについて考える。

課題曲を練習する。 

事後学習 音階についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１１回 

音楽理論⑪調号、♯・♭のつく調 

合奏②グループごとの発表 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

♯、♭がついている曲の譜面に目をとおし、調号が何

もつかない状態と何が違うのかを考える。課題曲を練

習する。 

事後学習 調号についてのプリント及び課題曲に取り組む。 

第１２回 

音楽理論⑫カデンツ、総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 カデンツとはどのようなものか、考えてみる。 

事後学習 総復習のプリント及び課題曲に取り組む。 

第１３回 手遊び歌の発表 
事前学習 手遊び歌の復習をする。 

事後学習 ピアノ課題曲を練習する。 

第１４回 ピアノ実技の発表 
事前学習 各自の課題曲に取り組む。 

事後学習 発表後のおさらいをし、次週の発表に備える。 

第１５回 弾き歌いの発表 
事前学習 課題曲に取り組む。 

事後学習 学期中に学習したことをよく復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習 （2単位） 

３．科目番号 SJMP1145 

２．授業担当教員 高木 麻衣子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」を終了していることが望ましい。 

７．講義概要 

「音楽」で学んだ基本的な音楽理論（楽典、和声法）、鍵盤楽器の基本的奏法を駆使して、より実践力を高

めるための演習を行う。「音楽」では，演奏するために必要な知識や技術を実践を通して学ぶが、「音楽実践

演習」ではさらに発展的に様々な曲を学ぶことで技術を確かなものにする。また、たとえ鍵盤楽器の経験が

あっても、子どもの歌を弾き歌いするなど保育実践に必要な演奏力の育成のために全学生が履修する必要が

ある。読譜力を養うと同時に歌を歌うための発声法を学ぶ。「音楽Ⅱ」で学ぶリズム活動など保育現場での音

楽活動に関わる演奏に発展する、保育実践に焦点を当てた演奏力を身につける。 

８．学習目標 

１．音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技：毎回レベル毎に課題曲を提示するので、次週までに弾けるように練習をしてくること。 

②音楽理論：ほぼ毎回単元別の練習問題を提示するので、次週までに完成させ、疑問点や質問事項は次週に

必ず聞くこと。 

③中間のまとめ（実技、筆記）、期末のまとめ（実技、筆記）を行う。 

④歌唱教材：1曲でも多くのレパートリーを持てるよう、「歌うこと」に積極的な姿勢で臨むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 「音楽」と同じ教科書を継続して使用する。 

【参考書】川辺 真著『わかりやすい楽典』音楽之友社 

【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 

○成績評価の規準 

１．音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

「ピアノが弾けるようになる」ことは技術の習得です。したがって、日々の鍛練を忘れずに積み重ね、努力

すると必ず弾けるようになります。自分を信じて取り組み、出来る喜びを分かち合いましょう。保育・教育

に携わる皆さんが音楽の楽しさ、素晴らしさを次世代に伝えていける伝達者になって欲しいと思っています。

熱心に取り組まれることを期待しています！ 

弾き歌いでは、個々の技量にあった、より多くの曲に触れてほしいと思います。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に提示 

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 
授業ガイダンス（シラバス説明・授業概要）、アンケー

ト、演奏レベルチェック、課題曲提示 

事前学習 
音楽（幼）の最終授業で発表した曲を弾ける

ようにしておく。 

事後学習 

各自の目標（初中級：できるだけ多くの曲に

触れることを目指して、上級：実践力のある

演奏を目指して）を設定し、各自の演奏レベ

ルに応じて提示された課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論①（メジャーコード、マイナーコード） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（メジャーコード、マ

イナーコード）に取り組む。 

第３回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論②（その他のコード、転回形） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（その他のコード、転

回形）に取り組む。 



 

 

第４回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論③（コードで弾く歌） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論プリント課題（コードで弾く歌）に

取り組む。 

第５回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論④（リズムカードの創作） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論課題（リズムカードの創作）を出来

るようにする。 

第６回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論⑤（リズムカードのグループワーク） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 

音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

音楽理論課題（リズムカードのグループワー

ク）を出来るようにする。 

第７回 
ピアノレッスン 

音楽応用理論⑥（リズムを使った音遊び） 

事前学習 
各自の目標及び各自の演奏レベルに応じて

提示された課題曲を練習する。 

事後学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

第８回 
中間のまとめ（ピアノ実技発表・音楽理論に関する筆記

試験） 

事前学習 
中間のまとめに向けた各自の課題曲を練習

する。 

事後学習 
各自、期末試験に向けての目標を設定し、そ

れに応じて決めた各自の課題曲を練習する。 

第９回 
ピアノレッスン 

歌（発声法・歌に親しむために） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１０回 
ピアノレッスン 

歌（保育に必要な歌・輪唱） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１１回 

ピアノレッスン 

アンサンブルの楽しみⅠ（簡易楽器による合奏 グルー

プ・曲決め 楽器決め） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１２回 

ピアノレッスン 

アンサンブルの楽しみⅡ（簡易楽器による合奏 グルー

プ練習 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１３回 

ピアノレッスン 

アンサンブルの楽しみⅢ（簡易楽器による合奏 グルー

プ発表） 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 
音楽理論の応用、自身の読譜力向上に留意し

ながら各自の課題曲を練習する。 

第１４回 
ピアノレッスン 

演奏聴取時の感受性についてのトレーニング 

事前学習 
各自の目標及び各自のレベルに応じて提示

された課題曲を練習する。 

事後学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。こ

れまでに学習した音楽理論について復習を

する。 

第１５回 期末のまとめ（ピアノ弾き歌い発表） 

事前学習 

期末のまとめに向けた課題曲を練習する。こ

れまでに学習した音楽理論について復習を

する。 

事後学習 
実技の復習、これまでに学習した音楽理論に

ついて復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習（2 単位） 

３．科目番号 SJMP1145 

２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」の履修完了 

７．講義概要 

「音楽」で学んだ基本的な音楽理論（楽典、和声法）、鍵盤楽器の基本的奏法を駆使して、より実践力を高

めるための演習を行う。「音楽」では，演奏するために必要な知識や技術を実践を通して学ぶが、「音楽実践

演習」ではさらに発展的に様々な曲を学ぶことで技術を確かなものにする。また、たとえ鍵盤楽器の経験が

あっても、子どもの歌を弾き歌いするなど保育実践に必要な演奏力の育成のために全学生が履修する必要が

ある。読譜力を養うと同時に歌を歌うための発声法を学ぶ。「音楽Ⅱ」で学ぶリズム活動など保育現場での音

楽活動に関わる演奏に発展する、保育実践に焦点を当てた演奏力を身につける。 

８．学習目標 

１．音楽理論を理解し読譜ができる。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につける。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができる。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎回の授業で提示されるピアノや弾き歌いの課題を必ずこなして授業に臨んでください 

・歌唱の練習について適宜録音 

などを取り入れ、正確な音程とリズムで歌えるよう鍛錬してください。 

（授業外の時間に録音データの提出を求めることがあります。※小テストの前週に提出/計３回） 

・弾き歌いの練習は第三者の協力を得ながら客観的視点を持って進めてください。 

・第６、１０、１５回目の授業に、弾き歌いの演奏発表を実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「音楽」で使用した教科書を継続して使用します。 

配布資料を適宜使用します。 

授業で配布する資料や楽譜の保管用にクリアファイルブックを用意してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．音楽理論を理解し読譜ができるか。 

２．弾き歌いをするための演奏力を身につけたか。 

３．歌うための発声を習得し、歌うことができるか。  

４．主にリズム活動に関わっていくマーチなどの演奏ができるか。１ 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ ピアノ伴奏による弾き歌いの発表                総合点の５０％ 

２ 基本的な音楽理論の筆記テストまたはそれにかわるレポートなど  総合点の３０％ 

３ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）          総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

「音楽」で学習したことを土台とし、保育現場で活用可能な実践的能力を身に付けることができるよう、「弾

き歌い」の学習を中心に進めます。ピアノの習熟度の浅い方は、春期に残したバイエルの課題なども併行し

てこなしてください。この授業を終了する時点で、バイエルに関しては同程度の力量の方々でＧＲ分けをし、

ＧＲごとに一斉指導を行います。基本的な子どもの弾き歌いを両手の伴奏を伴った形で行えることを目指し

臨んで下さい。更に伴奏を伴わないで自信を持って歌唱できるよう練習を積んでください。戸外での保育に

おいては不可欠の能力です。特に大学入学時までにピアノの経験がない方には高いハードルですが、日々の

鍛錬を蓄積していけば、必ず達成できます。努力を惜しまず頑張っていきましょう！ 

13．オフィスアワー 初回の授業でお知らせします。 

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 

・ガイダンス 

・子どもの歌に良く使われる４つの調性と、それら

の主要三和音に関する復習 

・ピアノ、弾き歌いの課題提示 

・グループの形成 

・わらべうたの実践 

事前学習 「音楽」で配布された資料を復習しておく。 

事後学習 提示された各々の課題を練習する。 

第２回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 初見課題をなるべくたくさんこなす。 

第３回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の楽曲を練習する。 

事後学習 授業で学習した楽曲の補強練習をする 

第４回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 初見課題をなるべくたくさんこなす。 

第５回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（生活のうた）の学習 

・初見視唱（子どものうたの音名唱）と初見演奏 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの課題を録音し音源データを提出する。 



 

 

第６回 
第１回目の小テスト―ピアノ演奏 

バイエルから個々の進度に合わせて選曲し発表 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 小テストの振り返りをもとに補強練習を行う。 

第７回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（季節のうた）の学習 

・弾き歌いの伴奏パターンの学習① 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 
当日の授業で弾いた伴奏パターンを五線紙に書い

てみる。 

第８回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（季節のうた）の学習 

・弾き歌いの伴奏パターンの学習② 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 授業で学習した楽曲の補強練習をする 

第９回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（季節のうた）の学習 

・弾き歌いの伴奏パターンの学習③ 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの課題を録音し音源データを提出する。 

第１０回 
第２回目の小テスト―無伴奏の歌唱とピアノ演奏

(ピアノは両手で)教科書の中から選曲 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 小テストの振り返りをもとに補強練習を行う。 

第１１回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング①発声 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 授業で学習した楽曲の補強練習をする 

第１２回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング②視線、姿勢 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 鏡を見て歌う練習を行う。 

第１３回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング③日本語の扱い 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 鏡を見て歌う練習を行う。 

第１４回 

・ピアノ演奏と弾き歌い（園で良く取り上げられる

子どものうた）の学習 

・歌唱に関するトレーニング④伴奏とのバランス 

・わらべうたの実践 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの課題を録音し音源データを提出する。 

第１５回 

第３回目の小テスト―部分実習を想定した弾き歌い 

自らのレパートリーとして部分実習などで活用でき

ることを想定して選曲し発表を行う。 

※授業評価を実施 

事前学習 提示された各々の課題を練習する。 

事後学習 小テストの振り返りをもとに補強練習を行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2145 

２．授業担当教員 中山 裕一郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」（音楽Ⅱ）を履修していること。 

７．講義概要 

「音楽実践演習Ⅱ」では「音楽Ⅱ」で学んだことを実践する力をさらに高めるための演習を行う。リズム

活動で使用される楽曲の演奏や動きに合わせ即興的に演奏する方法を実践的に学ぶ。わらべうたに関する理

解を深め、歌い遊べるわらべうたのレパートリーを増やす。リズム楽器をはじめとする，保育活動で使用さ

れる楽器の正しい奏法、扱いに習熟し、子どもの歌や楽曲を楽器で楽しむ方法を学ぶ。弾き歌いの演奏技術

に関しては継続的に演奏力を磨く。手遊び歌のレパートリーを増やし手遊び歌はわらべうた同様、正しい音

程で歌えるように演習を重ねる。 

８．学習目標 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動ける。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持つ。楽器遊びや合奏にアレンジできる力をつける。 

３．手遊び歌、わらべうたのレパートリーを増やし、正しく歌い遊ぶことができる。 

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・音楽Ⅱで学んだコード伴奏法に慣れるようにしっかり練習を行うこと。 

・ピアノによる音楽表現力と即興的な演奏表現力を身につけるよう努力すること。 

・苦手意識を克服して、意欲的に取り組むこと。 

・レポート課題を提示するので、しっかり準備すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書：岡村弘、二宮紀子、杉原由利子編著『子どもの歌 厳選 50曲』（共同音楽出版社） 

参考書：『最新・幼児の音楽教育』井口 太編著（朝日出版） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動けるか。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持ち、楽器遊びや合奏にアレンジできるか。 

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ リズム活動のためのピアノ演奏と動きの発表        総合点の２０％ 

２ 保育活動で使われる楽器を使った楽器遊びや合奏の発表   総合点の２０％ 

３ 手遊び歌、わらべうたの発表               総合点の２０％ 

４ 弾き歌いの発表                     総合点の２０％ 

５ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）       総合点の２０％ 

上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

・音楽Ⅱで学んだことに加えて、さらに実践力をつけるため、積極的な練習を積み重ねる事。 

・この科目は実技を伴うため、欠席は学習の遅れを生じるので、努めて欠席をしないよう注意すること。 

・わらべ歌遊びやリズム活動をするので、動きやすい服装で授業に臨むこと。 

13．オフィスアワー 授業時に連絡する。 

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 

・オリエンテーション。自己紹介・シラバス確認と説明 

・楽典の理解度調査・音楽学習歴調査・ピアノ奏法進度

調査・音楽Ⅱ履修内容確認・ピアノ進度票配布 

・弾き歌い曲の提示（各自のレベルに沿って） 

・ソルフェージュと楽典の基礎①（長音階と長三和音） 

事前学習 

・シラバスを読み、この科目の授業内容を理解

しておく。 

・テキストを用意しておく。 

・五線ノートを用意しておく。 

・自身の好きな子どもの歌 1 曲を練習しておく。 

事後学習 
・弾き歌い曲の復習。 

・長音階と調三和音をノートに記載する。 

第２回 

・ピアノコードによる伴奏法①（ⅠⅤⅠ）ハ長調 

・弾き歌い曲のレッスン①（子どもの歌） 

・ソルフェージュと楽典の基礎②（長音階と長三和音） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・ピアノコード伴奏を予習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 

第３回 

・ピアノコードによる伴奏法②（ⅠⅣⅤⅠ）ハ長調 

・弾き歌い曲のレッスン②（子どもの歌） 

・ソルフェージュと楽典の基礎③（長三和音の連結） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・ピアノコード伴奏を予習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 



 

 

第４回 

・ピアノコードによる伴奏法③（ⅠⅣⅤ7Ⅰ）ハ長調 

・弾き歌い曲のレッスン③（子どもの歌） 

・ソルフェージュと楽典の基礎④（短三和音の連続合唱） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・ピアノコード伴奏を復習する。 

第５回 

・弾き歌い曲のレッスン③（子どもの歌） 

・わらべうたの学習①（となえうた） 

・身体によるリズム表現① 

・ソルフェージュと楽典の基礎⑤ 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・わらべうたを調べる。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・わらべうたを確認する。 

・リズム表現を確認する。 

第６回 

・弾き歌い曲のレッスン⑤（子どもの歌） 

・わらべうたの学習②（あそびうた） 

・身体によるリズム表現② 

・ソルフェージュと楽典の基礎⑥ 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・わらべうたを調べる。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・わらべうたを復習する。 

・リズム表現を確認する。 

第７回 

・弾き歌い曲のレッスン⑥（子どもの歌） 

・子どもの歌の歌唱① 

・リズム表現のためのピアノ奏法①（2 拍子のリズム） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・子どもの歌を予習する。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・子どもの歌を復習する。 

・2 拍子のリズム奏法を復習する。 

第８回 

・弾き歌い曲のレッスン⑦（子どもの歌） 

・子どもの歌の歌唱② 

・リズム表現のためのピアノ奏法②3 拍子のリズム） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・子どもの歌を予習する。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・子どもの歌を復習する。 

・3 拍子のリズム奏法を復習する。 

第９回 

・弾き歌い曲のレッスン⑧（子どもの歌） 

・子どもの歌の歌唱③ 

・リズム表現のためのピアノ奏法③4 拍子のリズム） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・子どもの歌を予習する。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・子どもの歌を復習する。 

・4 拍子のリズム奏法を復習する。 

第１０回 

・弾き歌い曲のレッスン⑨（子どもの歌） 

・簡易楽器の扱い方と合奏① 

・合奏曲のアレンジの仕方① 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・簡易楽器の扱い方を調べておく。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・簡易楽器の扱い方を確認しておく。 

・アレンジの仕方を復習する。 

第１１回 

・弾き歌い曲のレッスン⑩（子どもの歌） 

・簡易楽器の扱い方と合奏② 

・合奏曲のアレンジの仕方② 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・合奏曲の譜読みをしておく。 

事後学習 

・弾き歌い曲を復習する。 

・合奏曲の譜読みをする。 

・アレンジの仕方を復習する。 

第１２回 

・弾き歌い曲のレッスン⑪（子どもの歌） 

・レポート課題の提示 

・伴奏楽器としてのギターとその奏法 

事前学習 ・弾き歌い曲を予習する。 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・レポート課題の確認 

第１３回 

・弾き歌い曲のレッスン⑫（子どもの歌） 

・レポート課題提出 

・定期試験曲の提示（子どもの歌弾き歌い） 

事前学習 
・弾き歌い曲を予習する。 

・レポート課題完成提出 

事後学習 
・弾き歌い曲を復習する。 

・レポと課題評価の確認 

第１４回 ・定期試験曲のレッスン 
事前学習 ・定期試験曲の予習 

事後学習 ・定期試験曲の復習 

第１５回 
・定期試験曲のレッスン 

・レポート返却と説明 

事前学習 ・定期試験曲の予習 

事後学習 ・定期試験曲の復習 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP2145 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「音楽」「音楽実践演習」「音楽Ⅱ」を履修していること。 

７．講義概要 

「音楽実践演習Ⅱ」では「音楽Ⅱ」で学んだことを実践する力をさらに高めるための演習を行う。リズム

活動で使用される楽曲の演奏や動きに合わせ即興的に演奏する方法を実践的に学ぶ。わらべうたに関する理

解を深め、歌い遊べるわらべうたのレパートリーを増やす。リズム楽器をはじめとする，保育活動で使用さ

れる楽器の正しい奏法、扱いに習熟し、子どもの歌や楽曲を楽器で楽しむ方法を学ぶ。弾き歌いの演奏技術

に関しては継続的に演奏力を磨く。手遊び歌のレパートリーを増やし手遊び歌はわらべうた同様、正しい音

程で歌えるように演習を重ねる。 

８．学習目標 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動ける。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持つ。楽器遊びや合奏にアレンジできる力をつける。 

３．手遊び歌、わらべうたのレパートリーを増やし、正しく歌い遊ぶことができる。 

４．弾き歌いの演奏技術を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①ピアノ実技と弾き歌い…各々の進度に応じた課題を出すので、授業中に行った課題をよく復習し、次週ま

での課題曲もよく練習する 

②音楽理論…楽典や和声法の練習問題を課します 

③リズム活動でのグループごとの発表に加え、第9回目では手遊び歌・わらべうた、13回目では合奏、14回

目ではピアノ実技、15回目では弾き歌いをみんなの前で発表・演奏します 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書…「音楽Ⅱ」で使用したものを継続使用します。またその他に必要な資料はその都度配布しますが、

初回授業時には「音楽Ⅱ」で使っていた教科書を忘れずに持参してください。 

参考書…ドレミ編集部編『バイエル併用 こどものクラシック・ピアノ 100曲集』ドレミ楽譜出版社、2017。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第 5版』中央法規、2017。 

    二宮紀子『歌って、弾いて、書いてわかる 子どもの歌・ピアノ伴奏のしくみ』音楽之友社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．リズム活動のためのピアノ演奏ができ、自身も音楽に合わせリズミカルに動けるか。 

２．保育活動で使われる楽器に関する正しい知識を持ち、楽器遊びや合奏にアレンジできるか。 

３．手遊び歌、わらべうたを正しく歌い遊ぶことができるか。 

４．弾き歌いの演奏技術を高められたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ リズム活動のためのピアノ演奏と動きの発表        総合点の２０％ 

２ 保育活動で使われる楽器を使った楽器遊びや合奏の発表   総合点の２０％ 

３ 手遊び歌、わらべうたの発表               総合点の２０％ 

４ 弾き歌いの発表                     総合点の２０％ 

５ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）       総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では「音楽Ⅱ」で学んだことを踏まえ、さらなるレヴェルアップを図ります。具体的にはピアノや

弾き歌いのほかに、リズム活動、手遊び歌、わらべうた、楽器遊び、合奏を取り入れ、保育園・幼稚園の現

場での実践を念頭においています。ピアノ演奏や歌唱は「技術の習得」であり、毎日の積み重ねが大切です。

短い時間でも、毎日ピアノにむかう時間を作ってください。この科目が必修科目である意味を自身で考え、

自らが主体的・能動的に探究していくみなさんの姿に期待しています。なお、遅刻や遅延については、累積

回数が多いとそれらを認めない場合もあるので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

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 
オリエンテーション、シラバス説明、授業概要、経験値

に応じた課題曲選曲、音楽理論の理解度を確認 

事前学習 「音楽Ⅱ」で学んだことを復習する。 

事後学習 
音楽理論の復習プリント及び課題曲を練習

する。 

第２回 

リズム課題① 

ピアノ及び弾き歌い① 

音楽理論の復習①音名・階名・音符・休符 

次回までの課題の説明 

事前学習 ピアノ課題曲に取り組む。 

事後学習 

音名と階名の違いをよく確認する。特に、英

米式音名についてはきちんと理解し、覚える

こと。 

第３回 

リズム課題② 

ピアノ及び弾き歌い② 

音楽理論の復習②音程（音の幅）、三和音の基本形と転

回形 

次回までの課題の説明 

事前学習 ピアノ課題曲を練習する。 

事後学習 
音程や三和音について疑問点がないか、確認

する。 

第４回 

リズム課題③打楽器を用いた音の創作 

音楽理論の復習③長三和音（メジャーコード） 

ピアノ及び弾き歌い③ 

次回までの課題の説明 

事前学習 各自の課題曲に取り組む・ 

事後学習 長三和音（メジャーコード）の構造の復習。 



 

 

第５回 

リズム課題④打楽器を用いた音の創作の発表 

音楽理論の復習④短三和音（マイナーコード） 

ピアノ及び弾き歌い④ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表の準備に備える。 

事後学習 短三和音（マイナーコード）の構造の復習。 

第６回 

リズム活動①手や体の動きをともなう表現と音 

手遊び歌① 

音楽理論の復習⑤コードネーム 

ピアノ及び弾き歌い⑤ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
コードネームについてその仕組み、使い方を

考える。 

事後学習 
手遊び歌の復習、コードネームのプリント、

課題曲に取り組む。 

第７回 

リズム活動②手や体の動きをともなう表現と音の続き 

手遊び歌② 

音楽理論の復習⑥七の和音（セブンスコード）・コード

ネーム 

ピアノ及び弾き歌い⑥ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
七の和音（セブンスコード）についてその仕

組みを考える。 

事後学習 和音・コードネームの総復習、課題曲の練習。 

第８回 

わらべうた 

音楽理論の復習⑦コードネームの総復習 

ピアノ及び弾き歌い⑦ 

次回までの課題の説明 

事前学習 
教科書等を参考にし、どのようなわらべうた

があるかを調べる。 

事後学習 
コードネームについて疑問点がないか、確認

する。 

第９回 

手遊び歌・わらべうたの発表 

音楽理論の復習⑧コードネームの総復習の続き 

ピアノ及び弾き歌い⑧ 

次回までの課題の説明 

事前学習 発表に備える。 

事後学習 コードネームの復習プリントの記入。 

第１０回 

合奏①合奏の準備 

音楽理論の復習⑨伴奏形の変化 

ピアノ及び弾き歌い⑨ 

次回までの課題の説明 

事前学習 

保育園・幼稚園で用いられている楽器を調べ

る。合奏を行ううえで、どのような点に注意

するべきかを考える。 

事後学習 
各楽器の取り扱い方法を確認する、合奏のた

めの各パート練習、課題曲を練習する。 

第１１回 

合奏②各パートにわかれて練習し、発表に備える 

ピアノ及び弾き歌い⑩ 

次回までの課題の説明 

事前学習 個人・パート練習の充実。 

事後学習 ピアノ課題曲に取り組む。 

第１２回 

合奏③発表準備・まとめ 

ピアノ及び弾き歌い⑪ 

次回までの課題の説明 

事前学習 パートやグループでの発表準備・まとめ。 

事後学習 課題曲を練習する。 

第１３回 合奏の発表 
事前学習 発表に際し、直前練習を行う。 

事後学習 課題曲に取り組む。 

第１４回 ピアノ実技の発表 
事前学習 ピアノ実技の課題曲を練習する。 

事後学習 発表後のおさらい。弾き歌いの発表の準備。 

第１５回 弾き歌いの発表 
事前学習 弾き歌いの発表に備える。 

事後学習 学期中に学習したことをよく復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽実践演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP3145 

２．授業担当教員 杉原 由利子 

４．授業形態 演習、講義，実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「音楽実践演習Ⅲ」では「音楽Ⅲ」での学びを受け、より実践的な演習を積むことで，幼稚園実習や就職

後の保育活動での実践力，指導力を磨く。具体的には，新しい子どもの歌はリズムも和声も難しいものが多

いので、それらを理解し、指導する力を養う。保育者としての適切な指導を行えるよう、自身の音楽表現力

を磨き、子どもの歌をアレンジし、楽器や身体表現する術を学ぶ。また、歌、楽器、身体表現、言葉などを

含む総合的な活動を企画実践することで、子どもとともに創作的な或いは即興的な音楽活動が行えるように

なる。 

８．学習目標 

１．子どもの歌、子どもの発声についての理解を深め、自ら正しく演奏できる。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができる。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できる。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回個人の進度に応じたピアノ演奏課題を提示します。 

特に、保育者を志望する学生の皆様に対しては、それらの資格に必要なレベルの課題を提示します。  

２．第 6 回、第 10 回、第 15 回目の授業で、“弾き歌い”の小テストを実施致します。 

就職後、各現場において子どもたちの前で演奏することに慣れるため、また課題を着実にこなすという

目的のために実施します。 

３．器楽合奏および簡易楽器の製作などを通し、現場での実践に即した、考える授業づくりのための演習と 

致します。 

４・授業外に弾き歌いの録音データの提出を求めることがあります（授業３回につき１度程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

1年から 3年まで使用してきた楽譜 

他に必要な資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．子どもの発声指導に関する知識を身につけ、自らも正しく演奏できるか。 

２．子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択ができるか。 

３．歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動を企画、実践できるか。 

４．弾き歌いなど保育者としての音楽能力を高められたか。  

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 子どもの発達、興味関心、季節等に応じた教材選択とその演奏発表    総合点の３０％ 

２ 歌、楽器、身体表現、言葉などを含む総合的な活動の企画と実践発表   総合点の３０％ 

３ 弾き歌いの発表                            総合点の２０％ 

４ 授業への取り組み（学習意欲・学習態度など）              総合点の２０％ 

  上記のほか、本学規定に定められている３／４以上の出席を単位認定の条件としている。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、「音楽Ⅲ」での学びを受け、より実践的な演習を行います。保育現場で取り上げられる音楽は

年々多様化しており、ハーモニーやリズムも複雑化する傾向にあります。それらを理論的にも理解した上、

現場に即して応用し柔軟に扱えるように、様々な分野の学習を重ねる必要があります。基礎的な楽器の練習

は勿論のこと、想像力を働かせ自由な発想を盛り込んだ音楽が表現できるように、一緒に頑張りましょう！

弾き歌いはピアノを用いたもの以外に音板打楽器や平易な弦楽器を使用した形態にも挑戦しましょう。履修

者の人数により、シラバスの内容を一部変更する場合があります。 

13．オフィスアワー 最初の授業時間の時に通知します 

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 

・ガイダンス/ピアノ習熟度の確認 

・グループの形成・ 

・個々の課題曲の提示 

・音楽理論を総括する資料の配布 

事前学習 
一年次から使用している、子どもの歌曲集の中

から、未習の楽曲を練習する。 

事後学習 
授業での指導の内容を踏まえて提示された課
題の練習を進める。 

第２回 
・ピアノの学習 

・弾き歌いの学習―生活のうた① 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 
授業での指導の内容を踏まえて提示された課

題の練習を進める。 

第３回 
・ピアノの学習 

・弾き歌いの学習―生活のうた② 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第４回 

・ピアノの学習 

弾き歌いの学習―季節のうた① 

四季を感じる為の学習。季節にちなむ楽曲に多く触れ 

 個々の楽曲の特色を知る 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習する。 

第５回 

・ピアノの学習 

・弾き歌いの学習―季節のうた② 

 四季を感じる為の学習。季節にちなむ楽曲に多く触れ 

 個々の楽曲の特色を知る 

事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 
授業での指導の内容を踏まえて提示された課
題の練習を進める。 



 

 

第６回 ・第一回小テスト―弾き歌い/課題曲をこなす 
事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 小テストでの反省を踏まえ補強の練習を行う。 

第７回 

・弾き歌い―手遊びうた① 

・アンサンブルの実践（音盤打楽器を中心に）① 

 グループで実践的な保育における合奏を行う 

事前学習 前週に予告された課題を練習する。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第８回 

・弾き歌い―手遊びうた② 

・アンサンブルの実践（音盤打楽器を中心に）② 

 グループで実践的な保育における合奏を行う 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習する。 

第９回 

・弾き歌い―園で良く取り上げられる子どものうた① 

・アンサンブル演奏を想定したスコアの作成② 

 園での発表会などを想定した合奏を行う際の楽譜を

作る作業に取り組む 

事前学習 弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習する。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第１０回 ・第二回小テスト―弾き歌い/課題曲をこなす 
事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 小テストでの反省を踏まえ補強の練習を行う。 

第１１回 
・弾き歌い―園で良く取り上げられる子どものうた② 

・音楽を核にした模擬保育① 

事前学習 子どものうたの予習を行う。 

事後学習 実践した内容の振り返りを行う。 

第１２回 
・音楽を核にした模擬保育① 

―簡易楽器の製作を交えて 

事前学習 模擬保育に関するアイディアをまとめる。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第１３回 

・音楽を核にした模擬保育② 

―絵本や紙芝居の読みきかせ、ペープサートなどの視覚

的ツールを活用した模擬保育を計画し発表する 

事前学習 模擬保育に関するアイディアをまとめる。 

事後学習 実践した内容の振り返りを行う。 

第１４回 

・音楽を核にした模擬保育③ 

―合奏や手遊びといった複数の項目を盛り込んだ模擬

保育を計画し発表する 

事前学習 模擬保育に関するアイディアをまとめる。 

事後学習 弾き歌いの録音を行い音源データを提出する。 

第１５回 ・第三回小テスト―部分実習を想定した弾き歌い 

事前学習 弾き歌い発表演奏に向け課題曲を練習する。 

事後学習 
小テストでの反省を踏まえ、また１５回の振り

返りの上、補強の練習を行う。 

期末試験 

 


