
 

１．科目名（単位数） アジア文化論 （2単位） 

３．科目番号 

GELA1337 

GELA1355 

 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Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1311 

GECM1121 

JNGC1101  ２．授業担当教員 田村 エレナ 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

施すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

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

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

るようになったか。 

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

か。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 
メッセージ 

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

と同時に英語力も向上させていこう。 

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

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

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

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

第４回 
Continue with the topic on  Culture 
Differences  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第１４回 Seasons 
事前学習 

季節の日米比較について知っていることを、短い文章にし
て表現する。 

事後学習 テキスト (pp.38-39) の練習問題を実施する。 

第１５回 
総括（学期中に扱った内容を全て復習す
る） 

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

期末試験(Final exam) 



 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 
GECM1121 

GECM1111 
２．授業担当教員 高橋 みどり 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

事後学習の仕方は授業中説明する。 

2. 長期休暇における課題として「授業で扱ったレッスンの 練習問題 2. Incomplete Sentences と3. 

Composition に解答する」を課すので計画立てて実施すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

ジョージ・トラスコット他著『そのまま日米比較』南雲堂。 

【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

るようになったか。 

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

か。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、英語の総合的運用能力の向上を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守

すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告するこ

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

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 
この科目を受講するにあたっての留意点 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 
実力診断テストで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２回 

Lesson 1  Physical Education  

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson2  Sports Clubs 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 



 

 

 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson3  Cultural Differences 

Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson4  Haircuts 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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     

 Lesson5  Music 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 

小テストの準備。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し、練習

問題に解答する。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第７回 

Lesson6  Money 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson7  Safety 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson8  Life Expectancy 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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。練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson9  The Metric System 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson10  Police 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

事前学習 

小テストの準備。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し、練習

問題に解答する。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

た英文の構文と意味内容を復習して理解を

深める。 

第１２回 

Lesson11  Seasons 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 

Lesson12  TV Sports 

 Photograph, 1. Read (A) Match the Words  

(B) True or False  (C) Words and Usage 

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し、練習問題に解答す

る。 

事後学習 

理解の不十分だった点ならびに読解練習し

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 ＤＶＤ鑑賞  ディスカッション 
事前学習 

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 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 
ＤＶＤ鑑賞  ディスカッション 

総括 

事前学習 
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 
鑑賞した映像作品を参考にアメリカ文化に

ついての理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅱ（外国語活動） （2単位） 

３．科目番号 

GECM1312 

GECM1322 

GECM1112 

JNGC1302 
２．授業担当教員 山口 敬雄 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

文化を尊重できる素地を養う。 

８．学習目標 

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

実生活で外国語を使える力を育成する。 

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

3) アメリカの文化事情について多角的に考察を深める。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

提出方法等については、初回に詳しく説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準（学習目標） 

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

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

3. アメリカの文化事情について多角的に考察を深めることができたか。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：25％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

出し、その解決に努めること。辞書を必ず持参すること。 

13．オフィスアワー 初回にアナウンスする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Introduction: 本科目のねらいと取り組みの解説 

事前学習 
速やかに教科書を入手し、必ず 90分以上かけ

て通読する。 

事後学習 
授業中に指摘された参考文献について検索

し、必要ならば入手しておく。 

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

事前学習 

事前に配付される英単語を調べておく。また、

ch.1のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.1のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

説 

事前学習 
ch.2のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.2のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

の解説 

事前学習 
ch.3のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.3のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

事前学習 
ch.4のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 
ch.4のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶



 

 

を定着させる。 

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

事前学習 
ch.5のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.5のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

事前学習 
ch.6のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.6のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

事前学習 
ch.7のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.7のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

事前学習 
ch.8のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.8のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

項の解説 

事前学習 
ch.9のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.9のテキストの意味を確実に理解しながら音読

する。授業中に指摘された英単語についての記憶

を定着させる。 

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

説 

事前学習 
ch.10のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.10 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

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

練習と文化事項の解説 

事前学習 
ch.11のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.11 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

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

説 

事前学習 
ch.12のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.12 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

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

事項の解説 

事前学習 
ch.13のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.13 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

第１５回 ch. 14: California 読解練習と文化事項の解説 

事前学習 
ch.14のテキストにおいて知らない単語を調べ、通

読し、概要を整理する。 

事後学習 

ch.14 のテキストの意味を確実に理解しながら音

読する。授業中に指摘された英単語についての記

憶を定着させる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 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 越野 香子 

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 
国際教育コース2年生必修科目 

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 

授業中話し合われた内容についての感想文を提出課題とし、期末発表に向けての準備も評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】随時、参考資料を配布する。 

 

【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.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. 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「授業への参加態度」は、授業での積極的参加（発言等）も含むため、分からないこと

は積極的に質問し、意見を述べることを勧める。 

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 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 「異文化」とは  

事前学習 教科書を購入し、目を通しておく 

事後学習 
「異文化」について分かったことを自分なり

にまとめておく。 

第２回 コミュニケーション能力はなぜ必要とされているのか 

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
「コミュニケーション」について分かったこ

とを自分なりにまとめておく。 

第３回 社会的に構築されたアイデンティティとは 

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
「ウチ」と「ソト」の文化について分かった

ことを自分なりにまとめておく。 

第４回 「ホンネ」と「タテマエ」 

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第５回 「帰国児童・子女」とは  

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第６回 「サード・カルチャー」について  事前学習 配布された資料を読んでおく。 



 

 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第７回 「障がい」と共文化  

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第８回 「ハラスメント」とコミュニケーション解決 

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第９回 コミュニケーション・スタイルと人間関係 

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第１０回 「ジェンダー」とコミュニケーション  

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第１１回 「積極性」と「主体性」 

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第１２回 国際感覚の「ずれ」とは？  

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第１３回 コミュニケーションを通しての交渉力  

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第１４回 海外で起こるコミュニケーション問題   

事前学習 配布された資料を読んでおく。 

事後学習 
議論から学んだ新しい疑念や語彙について

分かったことを自分なりにまとめておく。 

第１５回 まとめ：問題解決への筋道 

事前学習 

これまでの授業を顧み、今後、異文化接触で

起こりうる状況を想定し、どのように適切に

対応できるか考える。 

事後学習 
まとめから得られた意見を参考に、自分なり

にノートを整理しておく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 医療的ケア実践論 （2 単位） 

３．科目番号 SNMP3110 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

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 
「医療的ケア論」と同時に履修すること 

７．講義概要 

医療的ケアを実施するための基本研修となる科目である。 

喀痰吸引を安全・適切に実施するために必要な、呼吸器の構造と機能、小児と成人の違い、人工呼吸器、吸

引の危険性と事後の安全確認、吸引に必要な器具、痰の喀出に伴うケアについて学ぶ。 

経管栄養を安全・適切に実施するために必要な、消化器の構造と機能、小児と成人の違い、人工呼吸器、経

管栄養の危険性と事後の安全確認、経管栄養に必要な器具、経管栄養にケアについて学ぶ。 

また医療的ケアが必要な人や家族の気持ちとそのケアについても学ぶ。 

８．学習目標 

１．呼吸のしくみとはたらきが説明できる 

２．喀痰吸引が必要な状態を説明できる 

３．人工呼吸器装着者の吸引の必要性と留意点が説明できる 

４．消化器のしくみとはたらきが説明できる 

５．経管栄養法が必要な状態を説明できる 

６．経管栄養法の種類を説明できる 

７．医療的ケアが必要な人とその家族の気持ちを理解できる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

課題１．喀痰吸引が必要な状態について(400字) 

課題２．経管栄養法が必要な状態について(400字) 

課題３．生活支援の延長としての医療的ケアの実践について(800字) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】武宮敏子監修『医療的ケア』ミネルヴァ書房、2013年 

【参考書】久良木香監修『「たんの吸引・経管栄養」がスラスラわかるイラスト学習帳』 

服部万里子編著『介護職員のための今すぐ知りたい医療行為実技ガイド』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．呼吸器、消化器のしくみとはたらきを理解できたか 

２．医療的ケアを必要とする状態を理解できたか 

３．喀痰吸引、経管栄養法の実施に伴う基本的な知識を身に付けることができたか 

○評定の方法 

 [授業で課した課題、期末試験を総合的に評価する] 

１ 課題          総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の８０％ 

知識の定着が必要な科目であるため、期末試験に重点を置く。またそのことで知識を身に付ける必要性を認

識させ、学ぶ意欲を高めていく。 

12．受講生への 

メッセージ 

介護福祉士に医療的ケアの実施が認められ、その基本研修となる科目です。 

医療的ケアは、生命に直接関わるケアです。授業には真剣に取り組んでください。 

授業への取り組む姿勢によっては、単位の修得を認めないこともあります。 

実技を行うときは、取得できるまで何度も繰り返し行ってください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

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 
ガイダンス 授業概要の説明 喀痰の吸引 

経管栄養に必要な知識について 

事前学習 シラバスを読み、授業の概要をつかんでおく 

事後学習 必要な知識について整理しておく 

第２回 呼吸器官の構造と機能 
事前学習 呼吸器官の構造を復習しておく 

事後学習 呼吸器官の構造と機能を整理しておく 

第３回 

呼吸状態の観察 

正常な呼吸と異常な呼吸、呼吸苦がもたら

す苦痛と障害、喀痰吸引が必要な状態、成

人と小児の吸引の違い 

事前学習 呼吸の観察方法を復習しておく 

事後学習 
異常な呼吸の特徴をまとめる 

成人と小児の吸引の違いをまとめる 

第４回 
人工呼吸器と吸引 人工呼吸器が必要な状態 

                 課題１ 

事前学習 テキスト p.101 図 2-1-5 人工呼吸器の構造をみておく 

事後学習 課題１ 

第５回 

喀痰吸引を受ける利用者や家族の気持ちと対

応、喀痰吸引によって生じる危険と事後の安

全確認 

事前学習 
テキスト pp.109～111 を読み、喀痰吸引を受ける家族の

気持ちを考えておく 

事後学習 喀痰吸引によって生じる危険についてまとめておく 

第６回 
喀痰吸引で用いる器具・器材の取り扱い⑴ 

吸引器の取り扱い 

事前学習 
テキスト p.122 図 2-2-5 吸引に必要な物品を理解してお

く 

事後学習 器具の名称を覚える 

第７回 
喀痰吸引で用いる器具・器材の取り扱い⑵ 

吸引圧の調整 模擬痰の吸引 

事前学習 器具の取り扱いのポイントを復習しておく 

事後学習 器具の取り扱いをまとめる 

第８回 消化器官の構造と機能 
事前学習 消化器官の構造と機能を復習しておく 

事後学習 消化器官の構造を整理しておく 



 

第９回 
消化と吸収 消化器症状の観察 

経管栄養が必要な状態       課題２ 

事前学習 消化と吸収について復習しておく 

事後学習 課題２ 

第１０回 
経管栄養法の種類 

成人と小児の経管栄養法の違い 

事前学習 
テキスト pp.151～152 を読み、経管栄養法の概要を理解

しておく 

事後学習 成人と小児の経管栄養法の違いをまとめる 

第１１回 

経管栄養法を受ける利用者や家族の気持ちと

対応、経管栄養法によって生じる危険と事後

の安全確認 

事前学習 
テキスト pp.164～165 を読み、経管栄養法を受ける家族

の気持ちを理解しておく 

事後学習 経管栄養法によって生じる危険をまとめておく 

第１２回 経管栄養剤の準備 
事前学習 

テキスト p.155 表 3-1-1 栄養剤の種類、形状、作用を理

解しておく 

事後学習 経管栄養剤の準備の留意点をまとめる 

第１３回 

経管栄養法で用いる器具・器材の取り扱い⑴ 

イルリガートル 栄養点滴チューブ シリン

ジ の取り扱い 

事前学習 
テキスト p.153 図 3-1-6 をみて、必要な器材を理解して

おく 

事後学習 器具・器材の名称を覚える 

第１４回 
経管栄養法で用いる器具・器材の取り扱い⑵ 

滴下量の調整 

事前学習 器具・器材の取り扱いを復習しておく 

事後学習 器具・器材の取り扱いをまとめる 

第１５回 

医療的ケアについてのまとめ 

（介護福祉士として、医療的ケアを実践する

責任と自覚）           課題３ 

事前学習 
医療的ケアとは何か自分の言葉で説明できるようにして

おく 

事後学習 課題３ 

期末試験 

 

 



 

１．科目名（単位数） 医療的ケア論 （2 単位） 

３．科目番号 SNMP3109 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

４．授業形態 講義 演習 実技 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「医療的ケア実践論」と同時に履修すること 

７．講義概要 

医療的ケアを実施するための基本研修となる科目である。 

医療的ケアに関連する法制度や倫理、関連職種の役割、救急蘇生法、感染予防、健康状態の把握など、医

療的ケアを安全に、適切に実施するための基礎を学ぶ。 

８．学習目標 

１．医療の倫理について説明できる。 

２．チーム医療と介護職の連携について説明できる。 

３．感染予防について説明できる。 

４．無菌操作法での器具の取り扱いができる 

５．健康状態を把握し、急変時の状態が説明できる。 

６．救急蘇生法について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１．チーム医療と介護職の連携について(レポート600字にまとめる) 

課題２．スタンダードプリコーションについて(レポート600字にまとめる) 

課題３．救急蘇生法の手技をまとめる(レポート1000字にまとめる) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】武宮敏子監修『医療的ケア』ミネルヴァ書房、2013年 

【参考書】久良木香監修『「たんの吸引・経管栄養」がスラスラわかるイラスト学習帳』 

服部万里子編著『介護職員のための今すぐ知りたい医療行為実技ガイド』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療的ケアを実施するための法制度、倫理、関連職種との協働について理解できたか 

２．医療的ケアを実施するうえでの基本的な感染予防、健康状態の把握を理解できたか 

３．救急蘇生法を理解できたか  

○評定の方法 

 [授業への積極的参加度、授業で行う豆テスト、期末試験を総合的に評価する] 

１ 課題          総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の８０％ 

知識の定着が必要な科目であるため、期末試験に重点を置く。またそのことで知識を身に付ける必要性を認

識させ、学ぶ意欲を高めていく。 

基本研修で義務づけられていることから、救急蘇生法を実施しなかった者は、単位を修得することはできな

い。 

12．受講生への 

メッセージ 

介護福祉士に医療的ケアの実施が認められ、その基本研修となる科目です。 

医療的ケアは、直接生命に関わるケアです。授業には真剣に取り組んでください。 

授業への取り組む姿勢によっては、単位の修得を認めないこともあります。 

実技は、修得できるまで何度も繰り返し行ってください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

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 

ガイダンス、授業概要の説明、 

喀痰吸引とは何か、経管栄養とは何か 

保健医療に関する制度  医行為に関する法律 

事前学習 吸引、経管栄養とは何か、調べておく 

事後学習 医行為に関する法律についてまとめておく 

第２回 

個人の尊厳と自立 

医療の倫理：医療の倫理、自己決定、説明と同

意、個人情報の保護 

事前学習 
テキスト pp.33～35 を読んで、医療倫理の概要をつか

んでおく 

事後学習 倫理的ジレンマについてまとめておく 

第３回 
チーム医療と介護職の連携 記録と報告 

（レポート課題１） 

事前学習 
チームにおけるコミュニケーションについて復習して

おく 

事後学習 課題１ 

第４回 

安全な喀痰吸引と経管栄養 

喀痰の吸引と経管栄養を実施することに伴う

危険性、安全な実施の重要性について 

リスクマネジメント 

リスクマネジメントの考え方と枠組み 

ヒヤリハット、アクシデント報告書について 

事前学習 
テキスト pp.52～53 を読み、リスクマネジメントの考

え方を理解しておく 

事後学習 
喀痰の吸引と経管栄養を実施することに伴う危険性を

まとめる 

第５回 

感染症とは、感染の成り立ちとその予防 

感染予防① 

スタンダードプリコーションについて、手

洗い、ガウンテクニック    （課題２） 

事前学習 スタンダードプリコーションを復習しておく 

事後学習 課題２ 

第６回 

感染予防② 

地域集団、施設・組織としての予防策、療

養環境の清潔、汚染物 医療廃棄物の処理 

事前学習 
テキスト p.73 表 1-4-6 を見て、施設内の 

環境整備を理解しておく 

事後学習 汚染物の処理方法をまとめる 

第７回 
感染予防③  

消毒法、滅菌と消毒、 

事前学習 テキスト p.65 表 1-4-1 を読んで、用語を理解しておく 

事後学習 無菌操作方法の手順をまとめる 



 

無菌操作での器具の取扱い 

第８回   無菌操作での器具の取り扱いの実践 
事前学習 無菌操作方法を復習しておく 

事後学習 無菌操作方法のポイントをまとめる 

第９回 
感染予防④ 

職員の感染予防 感染の兆候 

事前学習 実習の手引き pp.27～31 の感染症を復習しておく 

事後学習 感染の徴候についてまとめる 

第１０回 

感染予防⑤ 

喀痰の吸引 経管栄養に関係する感染症と

その予防 

事前学習 喀痰の吸引、経管栄養とは何か、復習しておく 

事後学習 喀痰の吸引、経管栄養に関する感染症をまとめる 

第１１回 

感染予防⑥  

気管カニューレ、吸引カテーテル 経管栄

養チューブ イルリガートル の清潔保持 

事前学習 
テキスト pp.176～177 経管栄養に必要な物品をみて

おく 

事後学習 物品の清潔保持についてまとめておく 

第１２回 
健康状態の把握 バイタルサインと健康状態の

観察 

事前学習 バイタルサインの正常値を復習しておく 

事後学習 観察のポイントをまとめる 

第１３回 
急変時の対応   急変状態と観察  

 急変時の対応 救急蘇生法について学習する 

事前学習 救急蘇生法について復習しておく 

事後学習 急変状態をまとめる 

第１４回 救急蘇生法の実際 
事前学習 急変時の対応を復習しておく 

事後学習 救急蘇生法のポイントをまとめる 

第１５回 救急蘇生法の実際（課題３） 
事前学習 救急蘇生法の手順を確認しておく 

事後学習 課題３ 

期末試験 

 



 

 

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  

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 



 

 

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 志手 和行 

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 
「英語科指導法Ⅰ」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

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 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の指定した範囲を読んでもらう。 

2. 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。 

3. 教育実習本番を想定した形で、冬期休暇中の課題として英語科の学習指導案を作成してもらう。 

4. 実施した模擬授業から得た知見を主に活かして50分授業の学習指導案を最後に作成してもらう。 

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。 
【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】 
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。 

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 

翌年度実施する教育実習に備える上で、当授業はとても重要な位置付けにある。実習校で担当する生徒に

自信を持って教えることができるよう目指そう。模擬授業の機会を多く設けることで教える立場から考えら

れるようにできるだけ促していく。皆さんの方でも友達同士で教え合う練習をするなど、教える機会を是非

積極的に作ってみて欲しい。授業内外で能動的に取り組みながら、自分の英語力と授業実践力を培ってもら

いたい。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

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 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） 
英語基礎演習Ⅱ（文法・読解） （2単位） 

３．科目番号 EDEN1302 

２．授業担当教員 高橋 みどり 

４．授業形態 演習（ペアワーク）、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。そのため英文法の基本的な事項を図式的にまた日本語の文法と比較しながら学習することで理解を深め
ていくことにまず焦点を置く。また、英文法の基本的な事項を学習して、英文を読む基礎を身につけるため、
リーディング用の教材が用意されている。この講読作業の中で、英語学とりわけ英語の英文法のほかに音声

の仕組み・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英語教員として必要な基礎的かつ総
合的な英語学的知見を修得する。 

８．学習目標 
1.英語の音声の仕組みについて理解している 

2.英語の文法について理解している 

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について理解している 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

家庭学習：予め教科書の練習問題に解答しておくこと。 

冬期休暇課題：英文法の問題演習 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
木村啓子他著『Laugh and Learn』南雲堂。 
【参考書】 

各自英和辞書を必ず持参のこと。他詳細は授業中に指示する。 
 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・英語の音声の仕組みについて理解できたか。 

・英語の基礎的な文法事項を理解できたか。 

・英語の歴史的変遷を踏まえ、国際共通語としての英語の実態について理解できたか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。］ 

１ 授業態度 総合点の１５％ 

２ 試験     総合点の７５％ 

３ 宿題     総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、大学生に求められる基礎的な英語力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下

の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告するこ

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

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 
この科目を受講するにあたっての留意点 
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
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
実力診断テストで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２回 
Unit 5 文型と文の要素 
実力診断  練習問題１～５   
It Hurts! 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第３回 
Unit 6 進行形 
実力診断１～２  練習問題１～５   
Cold Cream 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第４回 
Unit 7 受動態 
実力診断１～２  練習問題１～５ 
Diet Problem 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第５回 Unit 8 助動詞(１) will, can, may 事前学習 英文法を応用しながら予習をして英文の構文



 

 

実力診断１～２  練習問題１～6 
Memory Problem(1) 

と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
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 
Unit ９ 助動詞(２) should, must, 助動詞＋完了形 
実力診断１～２  練習問題１～３ 

事前学習 
小テストの準備。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し、練習問題
に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第７回 
Unit ９ 助動詞(２) should, must, 助動詞＋完了形
練習問題４～6 
Memory Problem(2) 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第８回 

Unit 10 現在完了  
実力診断１～２  練習問題１～6 

A Good Chess Player 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第９回 
Unit 11 動名詞と to不定詞(名詞的用法)  
実力診断１～２  練習問題１～6 
A Mime in a Zoo(1) 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第１０回 
Unit 12 to不定詞(形容詞的用法、副詞的用法)  
実力診断１～２  練習問題１～6 
A Mime in a Zoo(2) 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
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 
Unit 13 分詞 
実力診断１～２  練習問題１～３ 

事前学習 
小テストの準備。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し、練習問題
に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第１２回 
Unit 13 分詞 
練習問題４～６ 
A Mime in a Zoo(3) 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第１３回 
Unit 14 第５文型 
実力診断１～２  練習問題１～３ 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第１４回 
Unit 14 第５文型 
練習問題４～６ 
A Snail’s Fast New car 

事前学習 
英文法を応用しながら予習をして英文の構文
と意味内容を把握し、練習問題に解答する。 

事後学習 
理解の不十分だった点ならびに読解練習した
英文の構文と意味内容を復習して理解を深め
る。 

第１５回 
基礎英文法についてのまとめ  ディスカッション
「国際共通語としての英語教育について」 

事前学習 
期末試験に備え、練習問題の復習と読解練習し
た英文の内容把握を行う。 

事後学習 

英文法の基礎力を養い、音声の仕組みについて
理解することができたか確認する。国際共通語
としての英語教育のありかたについて考察す
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 高橋 みどり 

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 

家庭学習：各自に和訳を発表してもらうので、周到に準備しておくこと。 

レポート課題：授業で扱う作品から一作品を選び、ブックトークの原稿・読書感想画・マップ等を作成する

こと。 

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 

本科目では、英語の読解力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告するこ

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

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 
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「児童・生徒への効果的な読書指
導について」 

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「英語圏児童文学が
扱うテーマや主題について」   

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)  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



 

 

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) 

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 高橋 みどり 

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 

家庭学習：各自に和訳を発表してもらうので、周到に準備しておくこと。 

レポート課題：『シャーロック・ホームズの冒険』に関するブックトークの原稿・読書感想画・マップ等を

作成すること。 

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 

本科目では、英語の読解力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守すること。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告するこ

と。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的、目標を明確にする。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

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 
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「本作品の語りの手法について」
及びまとめ「シャーロック・ホームズの魅力につ
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 志手 和行 

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 
特になし。 

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 

1. 授業内容の理解を深めるために予習・復習としてテキスト内の問題を毎回課す。 

2. 読解力を更に高めるため、長期休暇中の課題として英語の文章読解の問題演習を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Denise Kirby 他『Break Away 2 最新速読演習 -実践編-』成美堂、2018。 
【参考書】 
各自英和辞書を持参すること。詳細は授業中に指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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 

英語の読み方について学習することも大事だが、英語の読み物について愛読書を一冊以上は持ってもらいた

い。英語を読むことに関しては日本語とは異なる文章構造であることを理解し、それに相応しい読み方がで

きるよう目指そう。予習・復習を重視すると共に、授業への積極的な参加を期待する。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

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 この科目を受講するにあたっての留意点 
事前学習 自分の「読む」能力について振り返り授業に臨むこと。 

事後学習 講義の流れをつかみ、学習計画を立てる。 

第２回 Unit 1 – Agatha Christie 
事前学習 

Unit 1 の Pre-reading と Vocabulary (p.1) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第３回 Unit 2 – Vincent van Gogh 
事前学習 

Unit 2 の Pre-reading と Vocabulary (p.5) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第４回 Unit 3 – Antoni Gaudi 
事前学習 

Unit 3 の Pre-reading と Vocabulary (p.9) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第５回 Unit 6 – New Lives for Old Phones 
事前学習 

Unit 6 の Pre-reading と Vocabulary (p.21) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第６回 Unit 7 – Tree Planting Day 
事前学習 

Unit 7 の Pre-reading と Vocabulary (p.25) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第７回 Unit 8 – The Crown of Thorns Starfish 
事前学習 

Unit 8 の Pre-reading と Vocabulary (p.29) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第８回 Unit 11 – Island: An Icy “Hot Spot” 事前学習 
Unit 11 の Pre-reading と Vocabulary (p.41) に取り組
み、本文を読む準備をする。 



 

 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第９回 
Unit 12 – Socotra: A Land That Time 
Forgot 

事前学習 
Unit 12 の Pre-reading と Vocabulary (p.45) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第１０回 Unit 13 – Lake Baikal 
事前学習 

Unit 13 の Pre-reading と Vocabulary (p.49) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第１１回 Unit 16 – One Small Step 
事前学習 

Unit 16 の Pre-reading と Vocabulary (p.61) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第１２回 Unit 17 – Spacesuits  
事前学習 

Unit 17 の Pre-reading と Vocabulary (p.65) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第１３回 Unit 4 – Oscar Niemeyer 
事前学習 

Unit 4 の Pre-reading と Vocabulary (p.13) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第１４回 Unit 9 – Pumpkin Power 
事前学習 

Unit 9 の Pre-reading と Vocabulary (p.33) に取り組
み、本文を読む準備をする。 

事後学習 
同 Unit の残りの問題に取り組み、既習事項を定着させ
る。 

第１５回 英語の読み方に関する総括 
事前学習 

既習事項を整理し、疑問点があれば質問する準備をして
おく。 

事後学習 総復習をして試験に備える。 

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 田村 エレナ 

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を受講していることが望ましい。 

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 will be given assignments to be completed at home. 

These assignments will be : 1 Writing short new conversations based on what we do in class. 

                          2 Answer questions based on the topics we do in each Unit. 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 

田中正道『実践英語コミュニケーションの技法- Functional English for Communication -』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．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 

This course will prepare you for international communication 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 Complementing Unit13 
事前学習 Read the conversations on pages 50,52 

事後学習 Do all the exercises  p.51,53 

第２回 Expressing interest Unit14 
事前学習 Read all the conversations 

事後学習 Do the exercises  p.54,56 

第３回 Expressing surprise Unit15 
事前学習 Read the conversations on pages 58,60 

事後学習 Do all the exercises  p.59,61 

第４回 Expressing gratitude Unit16 
事前学習 Read all the conversations  p.62,64 

事後学習 Write new sentences using key sentences 

第５回 Offering and accepting apology Unit17 
事前学習 Learn all the words and phrases on pages 66,68 

事後学習 Do the exercises  p.66,68 

第６回 Expressing regret, sympathy Unit18 
事前学習 Learn all the words and phrases on pages 70,72 

事後学習 Do all the exercises  p.71,73 

第７回 
Review  
Short test 

事前学習 Review all we did in class from Unit13 to 18  

事後学習 Review all we did in class from Unit13 to 18 

第８回 Requesting someone to do something Unit19 事前学習 Read the conversations on pages 74,76 

事後学習 Do the exercises p.75,76 

第９回 Advising someone to do something Unit20 事前学習 Read all the conversations  p.78,80 

事後学習 Write new sentences using key sentences 

第１０回 
Accepting / declining offer or invitation 
Unit21 

事前学習 Read all the conversations  p.82,84 

事後学習 Write new sentences using key sentences 

第１１回 Addressing a friend / customer Unit22 
事前学習 Read the conversations on pages 86,88 

事後学習 
Write new dialogues using words and expressions from 
Unit22 

第１２回 Introducing someone to someone else Unit23 
事前学習 Read the conversations  p.90,92 

事後学習 Make new conversations using the key sentences we  

第１３回 Taking leave Unit24 
事前学習 Read the conversations p.94,96 

事後学習 Make new conversations learned in this Unit23 

第１４回 Review the material previously studied 事前学習 
Review the key words, key sentences and grammar 
we did in Unit13 to 24 



 

 

事後学習 Listen once more to the dialogues 

第１５回 Oral communication check 
事前学習 Read all the passages and dialogues from each Unit 

事後学習 
For the oral test consists of questions from all the Units 
we did in class. 

期末試験(Final exam) 

 



 

 

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



 

 

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 

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 田村 エレナ 

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 

Homework and drills for improving vocabulary 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】八木克正／Richard Hodson／井上亜依／Sebastian Fuller 著 

『Express Yourself in English : A Fresh Start to Your College Life 

-英語で自己表現―大学英語のフレッシュスタート TOEIC 予想問題付き-』英宝社。 

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 

This course will help you understand and talk freely in English 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間（本館 1 階 非常勤講師室） 

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 Practicing of short conversations 
事前学習 Think of the importance of learning English 

事後学習 Think of the importance of speaking in English 

第２回 Talking about your future dialogues 
事前学習 Read and practice the conversations 

事後学習 Role play 

第３回 Talking about your future Reading 
事前学習 Presentations 

事後学習 Do all the exercises 

第４回 A summer trip to London: Plans and departures 
事前学習 Read the conversations 

事後学習 Do all the exercises 

第５回 A summer trip to London Shopping with friends 
事前学習 Read and practice the conversations  

事後学習 Free talk about London and shopping 

第６回 A summer trip to London : Eating out 
事前学習 Read and practice the conversations 

事後学習 Do the exercises 

第７回 Watch a video on London 
事前学習 Watch the video twice and answer questions 

事後学習 Talk about the content pf the video 

第８回 
Review(section1～7) 
Short test 

事前学習 Repeat all we did in class 

事後学習 Read the conversations 

第９回 Introduction Japan to overseas friends : Food 
事前学習 Read the conversations 

事後学習 Role pay and do the exercises 

第１０回 Introduction Japan to overseas friends : Culture 事前学習 Read and practice the conversations 



 

 

and customs 事後学習 Do all the exercises 

第１１回 
Introduction Japan to overseas friends : Visiting 
historic sights 

事前学習 Read the conversations 

事後学習 Do the exercises 

第１２回 Presentations about Japan 
事前学習 Write your presentation 

事後学習 Do the presentation in class 

第１３回 Review about Japan  
事前学習 Write about what movie you like 

事後学習 Read all the conversations 

第１４回 Review of all the units 
事前学習 We do all the review in class 

事後学習 Review Go over all lessons 

第１５回 Oral communication check 
事前学習 Test Listening 

事後学習 Test Speaking 

期末試験(Final exam) 

 



 

 

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 高橋 みどり 

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 

１．主体的に授業に取り組む姿勢を促し、リサーチや分析を通して論理的思考力や創造力を養い、さらに情

報伝達力を高めるために、プレゼンテーションを取り入れるので、周到に準備しておくこと。 

２．学習したことを教育現場で活かすことのできる実践力とスキルが求められているので、指定された図書

（翻訳）リストより選んだ一作品に関するブックトークの原稿・読書感想画・マップ等を作成し、冬期休暇

明けに提出すること。 

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 

発表の準備にあたっては、プリントに書かれている内容を熟読すること。表面的な理解に止まらず、作家の

人物像や作品の作風の特徴をしっかりと捉えて、自分の言葉で語れるようになってほしい。また、他者の発

表を熱心に聞き、適切な質問をするなど、傾聴力を高めること。自らの思考を深め、視野を広げることへと

つながるであろう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

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 

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 日下 洋右 

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 
「英語講読Ⅰ」から「英語講読Ⅵ」までを履修しておくこと。 

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 

１．英語の読解力がどの程度向上したか確認するために、英語の実力テストを実施する。 

２．英語の長文を理解するために習熟していなければならない特殊構文（倒置構文、強調構文、省略構文な

ど）の練習問題を課す。 

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 

この科目は、英語の読解力の養成を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を順守するこ

と。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で受講すること。 

２．理解できないことをそのままにしておかないで、自ら進んで質問すること。 

３．授業の欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合には、その理由を必ず教員に報告

すること。 

４．明らかに授業態度が悪いと判断された場合には、厳格な指導を行う。 

５．授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

  

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目的や目標を明確にする。 

２．受講生全体に聞こえる大きさの声で話をするとともに、専門用語はわかりやすく説明する。 

３．学生が積極的に授業に参加できる学習環境をつくる。 

４．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合には、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
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 高木 麻衣子 

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：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】 

① 全音楽譜出版部編『標準バイエル教則本』全音楽譜出版社 

② 初等科音楽教育研究会編『最新 初等科音楽教育法[改訂版]小学校教員養成課程用』音楽之友社                                                                

【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 

「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、小学校共通教材の中より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 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）に取り組み、活用できる。 

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

取り組み、音楽の働きと関わらせて理解す

る。 

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

組み、音楽の働きと関わらせて活用できるよ

うにする。 

第５回 ピアノ弾き歌いレッスン 事前学習 各自の目標及び各自のレベルに応じて提示



 

 

音楽理論④（拍子とリズム） 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（拍子とリズム）に取

り組み、音楽の働きと関わらせて活用できる

ようにする。 

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（強弱記号、簡単な楽

語）に取り組み、音楽の働きと関わらせて活

用できるようにする。 

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）に取り組み、

音楽の働きと関わらせて活用できるように

する。 

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）に取り組み、

音楽の働きと関わらせて活用できるように

する。 

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

ついて復習をし、音楽の働きと関わらせて活

用できるようにする。 

 



 

 

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 林 麻由美 

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.ピアノや弾き歌いの課題曲等を出します。 
2.ピアノ演奏および弾き歌いの発表を実施します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】改訂 幼稚園教諭・保育士養成課程『幼児のための音楽教育』教育芸術社 2018。 
【参考書】髙田美佐子著『CDでわかるみんなの楽典』ナツメ社 
【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．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 

まずは「歌うこと」の経験をたくさん積みましょう。また、子どもの歌の「弾き歌い」の練習方法を細かく
提示しますので、たとえピアノ上級者であってもその通りに取り組んでみてください。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

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 
オリエンテーション 季節の歌を歌う、弾き歌いの練習
方法の提示。 

事前学習 季節の歌をイメージする。 

事後学習 弾き歌いの練習方法で課題曲を練習する。 

第２回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い① 弾き歌いの練習過程の
確認 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第３回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い② 基本的な音楽理論の確
認 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第４回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い③ 基本的な音楽理論の確
認 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第５回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い④ 基本的な音楽理論の確
認 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第６回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い⑤ 基本的な音楽理論の確
認テスト 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第７回 ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い⑥ アンサンブルを楽しむ 
事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第８回 ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い⑦ アンサンブルを楽しむ 
事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第９回 ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い⑧ アンサンブルを楽しむ 
事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第１０回 ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い⑨ 生活の歌の復習 
事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第１１回 ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い⑩ 季節の歌の復習 
事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 課題曲の練習、弾き歌いの練習 

第１２回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い○11 ピアノ、弾き歌い発表
のリハーサル 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 ピアノ及び弾き歌い発表曲の仕上げ 

第１３回 
ピアノ演奏 歌唱 弾き歌い○12 ピアノ、弾き歌い発表
のリハーサル 

事前学習 歌詞を読む。歌詞を覚える。 

事後学習 ピアノ及び弾き歌い発表曲の仕上げ 

第１４回 ピアノ実技発表 事前学習 発表曲の練習 



 

 

事後学習 ピアノ及び弾き歌い発表曲の仕上げ 

第１５回 弾き歌い実技の発表 
事前学習 弾き歌い発表曲の練習 

事後学習 これまで演奏した曲目の復習 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（小） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2305 

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 
音楽（小）を受講していることが望ましい。 

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 

① 歌唱・ピアノ技術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 高度な理論は必要ありませんが、基礎的な内容は理解しておくこと。 

③ 場慣れの意味で、人前での演奏には意欲的に取り組むこと。 

④ 既にピアノの技術を身に付けている経験者の学生には、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 

【教科書】 

1年生の時に使用していた『教員養成課程小学校音楽科教育法』又は『最新 初等科音楽教育法[改訂版]』 

【参考書】 

五線ノート等、必要な時に配布・提示します。 

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．初心者でピアノ演奏技術向上のためには、一度に長い練習ではなく少しの時間でもこつこつ練習を積み上

げることが大切です。焦らず努力することが必要です。 

2．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。 

3．授業中に関して以下の事については厳しく注意します。 

(1) 音楽室使用規定を守ること。（飲食・楽器の扱い方等） 

(2) スマートフォン等を使用しない。 

(3) 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 最初の授業で説明します。授業の前後を活用して下さい。 

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（シラバス説明・授業概要、音楽歴

調査、演奏レベルチェック、課題曲提示 

事前学習 
音楽Ⅰの最終授業で取り組んだ曲を練習し

ておく。 

事後学習 
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。 

第２回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論の復習Ⅰ 

事前学習 課題曲を練習する。 

事後学習 復習した音楽理論を再確認しておく。 

第３回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論の復習Ⅱ 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 
授業で学んだ音楽理論を、ピアノの楽譜にあ

てはめて確認してみる。 

第４回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論・和音の理解Ⅰ 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 

弾き歌いの歌について、一番の歌詞は覚える

ようにする。様々な和音を弾いて確認してお

く。 

第５回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

音楽理論・和音の理解Ⅱ 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 

自分の弾いている楽譜から、音楽理論・和音

の理解できていない記号等、意味の理解でき

ないことを探してみる。 

第６回 
ピアノの演奏及び弾き歌いの実技発表 

リズムを素材とした音楽づくり 

事前学習 

発表する曲を出来る限り暗譜してみる。 

自分の知っている曲を、授業で説明のあった

方法でリズム打ちをしてみる。 

事後学習 

音楽づくりに関連して、どんなジャンルでも

関係なく、自分の好きな音楽にはどんな曲が

有るか、その曲の特徴を考えてみる。 

第７回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

和音を素材とした音楽づくり 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 演奏技術に関して、どのようなことが苦手で



 

 

あるか探してみる。 

第８回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

メロディーを素材とした音楽づくり 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 

歌う声が小さくなっていないか、歌いやすい

伴奏が弾けているかを確認してみよう。何が

歌い易いか否かを考えておく。 

第９回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

器楽合奏について（奏法） 

事前学習 課題曲を練習しておく。 

事後学習 
合奏曲の伴奏にもチャレンジできるような

選曲をしておく。 

第１０回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

器楽合奏について（グループによるアンサンブル体験） 

事前学習 合奏曲の伴奏を練習する。 

事後学習 

器楽合奏の伴奏はメロディーの入らない伴

奏形なので、合奏の伴奏形に慣れておく。弾

き歌いの発表曲を練習しておく。 

第１１回 
ピアノの演奏及び弾き歌いの実技発表 

器楽合奏について（編曲法の実践） 

事前学習 合奏曲の伴奏を練習する。 

事後学習 
合奏曲の選曲をする。ピアノ実技最終発表へ

の取り組みを開始する。 

第１２回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

グループによるアンサンブル発表 

事前学習 合奏曲の伴奏を練習する。 

事後学習 合奏曲用の伴奏譜で合唱体験をする。 

第１３回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

楽譜を使用した簡易伴奏の作り方について 

事前学習 

自分が作りたい簡易伴奏曲を決定し、参考資

料等の簡易伴奏と原曲伴奏の違いを確認し

ておく。 

事後学習 
部分的でもよいので、自作による簡易伴奏を

弾いてみる。 

第１４回 
ピアノの演奏及び弾き歌い 

コードネームを使用した簡易伴奏の作り方について 

事前学習 簡易伴奏曲のメロディーを暗譜しておく。 

事後学習 
部分的でもよいので、自作による簡易伴奏を 

弾いてみる。 

第１５回 
ピアノ実技発表 

まとめ 

事前学習 発表曲を練習しておく。 

事後学習 

学習した内容・理解できたことに何があった

かを振り返ってみる。更に次年度へ向けて出

来る限り楽器に触れておくようにする。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 音楽Ⅱ（幼） （2単位） 

３．科目番号 SJMP2140 

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 
音楽（幼）を終えていること。 

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 

1.毎回楽典の練習問題とピアノの練習課題等を提示する。疑問点は必ず聞きに来ること。 

2.ピアノ演奏および弾き歌いの発表を実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・必要に応じてプリントを配布する。 

 ※初回授業時に、音楽（幼）や他の音楽科目で購入した楽典の教科書を持参すること。 

【参考書】 

・木許隆・高橋一行・三縄公一・高倉秋子著『保育者のためのリズム遊び――幼児・小学校低学年の器楽指

導』 音楽之友社、2007。 

【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．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 

子ども達に音楽の魅力を伝えるためには、演奏技術に加え保育者自らが音楽を楽しむという姿勢が大切で

す。ピアノ演奏に関しても歌唱に関しても、出来るだけ多くの曲を学びましょう。様々な様式のレパートリ

ーを作ることが技術面でも音楽的な面でも上達に繋がっていきます。豊かな音楽表現を目指し、積極的に授

業へ取り組まれることを期待しています。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知させる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ピアノ演奏および課題説明  

コードネーム①（メジャーコード） 

事前学習 音楽（幼）で学んだことを復習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の練習を始めること。メジャーコードに

ついて復習しておくこと。 

第２回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン① 

コードネーム②（マイナーコード） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。マイナーコード

について復習しておくこと。 

第３回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン② 

コードネーム③（dimおよび aug） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。コードネーム

（dimおよび aug）の復習をしておくこと。 

第４回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン③ 

コードネーム④（6および７thコード、sus4） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 

課題曲の復習をしておくこと。コードネーム（6

および７th コード、sus4）の復習をしておく

こと。 

第５回 ピアノ演奏および弾き歌いレッスン④ 事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 



 

 

コードネーム⑤（コードの転回形） 
事後学習 

課題曲の復習をしておくこと。コードネーム

（コードの転回形）の復習をしておくこと。 

第６回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑤ 

コードネームを用いた簡易伴奏①（年少の曲から選曲） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 作成した簡易伴奏を弾けるようにすること。 

第７回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑥ 

コードネームを用いた簡易伴奏②（年中の曲から選曲） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 作成した簡易伴奏を弾けるようにすること。 

第８回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑦ 

コードネームを用いた簡易伴奏③（年長の曲から選曲） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 作成した簡易伴奏を弾けるようにすること。 

第９回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑧ 

発声の基礎①（姿勢や呼吸法を中心に） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。発声練習をして

おくこと。 

第１０回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑨ 

発声の基礎②（ブレス、高音域、音痴などについて） 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。発声練習をして

おくこと。 

第１１回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑩ 

発声法および発声指導について 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。発声の指導法に

ついて復習しておくこと。 

第１２回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑪ 

簡易楽器の取り扱いと奏法 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。簡易楽器につい

て復習しておくこと。 

第１３回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑫ 

簡易楽器による合奏 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 課題曲の復習をしておくこと。 

第１４回 
ピアノ演奏および弾き歌いレッスン⑬ 

簡易楽器合奏の指導法および指揮法 

事前学習 課題曲を弾けるよう練習しておくこと。 

事後学習 
課題曲の復習をしておくこと。簡易楽器の指導

法および指揮法について復習しておくこと。 

第１５回 弾き歌い発表およびまとめ 
事前学習 弾き歌いは発表の準備をしておくこと。 

事後学習 授業において学んだことを総復習すること。 

 



 

 

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 下出 美智子 

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 
 

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 

各回の授業に向けての資料講読や調べ学習。各回で学んだ内容をレポートとして整理する。音楽技能の習得。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

初等科音楽教育研究会編『最新初等科音楽教育法 改訂版 -（2017年告示）小学校学習指導要領準拠 小学校

教員養成課程用-』 

【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 

小学校教員として音楽科の授業ができるよう、課題意識を持って講義に臨んで下さい。また、表現するこ

とに苦手意識を持っている人も、心と身体で感じたことを、媒体（言葉、動き、楽器）を使って外に表せる

ようになって下さい。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で通知します。 

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（講義概要、学習目標、

授業の進め方、成績評価についての説明） 

『音楽教育の哲学』の文献購読と内容につ
いてディスカッション。 

事前学習 
音楽科指導法用のファイルとノートを準備し講義に臨む
こと。 

事後学習 『音楽教育の哲学』を熟読する。 

第２回 
小学校音楽の指導目標と指導内容①  

学習指導要領の解説とその内容についての
ディスカッション。 

事前学習 小学校学習指導要領「音楽」と教科書（pp.8-25）を読む。 

事後学習 学習指導要領「音楽」の要点についてノートにまとめる。 

第３回 
小学校音楽の指導目標と指導内容②  

学習指導要領の解説とその内容についての
ディスカッション。 

事前学習 小学校学習指導要領「音楽」と教科書（pp.8-25）を読む。 

事後学習 学習指導要領「音楽」の要点についてノートにまとめる。 

第４回 
小学校音楽の教科書分析 

教育出版社、教育芸術社の教科書を使用し
て。 

事前学習 小学校音楽の教科書に関する情報を収集する。 

事後学習 分析したことをノートにまとめる。 

第５回 
諸外国の音楽教育①  

カール・オルフ、エミール・ジャック＝ダル

事前学習 諸外国の音楽教育について情報を収集する。 

事後学習 ダルクローズ等の音楽教育の特徴をノートにまとめる。 



 

 

クローズ等 

第６回 
諸外国の音楽教育② 

カール・オルフの音楽教育（DVDビデオ鑑賞
と実演）。 

事前学習 カール・オルフの音楽教育について情報を収集する。 

事後学習 カール・オルフの音楽教育の特徴をノートにまとめる。 

第７回 
子どもの音楽表現の実際① 

小学校・特別支援学校の音楽授業の DVD 視
聴と授業分析。 

事前学習 
音楽科の指導にあたり、教科書（pp.26-48、pp.132-133）
を熟読する。 

事後学習 DVD視聴と授業分析の考察をノートにまとめる。 

第８回 
子どもの音楽表現の実際② 

小学校・特別支援学校の音楽授業の DVD 視
聴と授業分析。 

事前学習 
音楽科の指導にあたり、教科書（pp.26-48、pp.132-133）
を熟読する。 

事後学習 ビデオ視聴と授業分析の考察をノートにまとめる。 

第９回 
音楽科学習指導案の作成①  

学習指導案の作成方法を学ぶ。 

事前学習 学習指導案について教科書(pp.227-241）を読む 

事後学習 小学校音楽プログラム案（プリント）を熟読する。 

第１０回 
音楽科学習指導案の作成② 

グループで学習指導案を作成する。 

事前学習 小学校音楽プログラム案（プリント）を熟読する。 

事後学習 グループで学習指導案を作成する。 

第１１回 
音楽科学習指導案の作成③ 

グループで学習指導案を作成する。 

事前学習 グループで学習指導案を作成する。 

事後学習 グループで学習指導案を作成する。 

第１２回 
模擬授業（グループ）①  

作成した学習指導案に基づいて模擬授業を
行い、その後全員でディスカッション。 

事前学習 
模擬授業に向けてグループで教材研究を行い、役割分担
等を決めて、発表の準備を整える。 

事後学習 模擬授業の反省、指導案の修正を行い提出する。 

第１３回 模擬授業（グループ）② 
事前学習 

模擬授業に向けてグループで教材研究を行い、役割分担
等を決めて、発表の準備を整える。 

事後学習 模擬授業の反省、指導案の修正を行い提出する。 

第１４回 模擬授業（グループ）③ 
事前学習 

模擬授業に向けてグループで教材研究を行い、役割分担
等を決めて、発表の準備を整える。 

事後学習 模擬授業の反省、指導案の修正を行い提出する。 

第１５回 
模擬授業（グループ）④ 

これまでのまとめ 

事前学習 
模擬授業に向けてグループで教材研究を行い、役割分担
等を決めて、発表の準備を整える。 

事後学習 
模擬授業の反省、指導案の修正を行い提出する。 

「小学校音楽教育のあり方」についてのレポートを提出
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 
SJMP2294 

SJMP2394 
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 松本 岳志 

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. 毎回ピアノの練習課題等を出します。 

2. ピアノ演奏および弾き歌いの発表を実施します。 

3. コードネームを参考にしながら、オリジナルの伴奏譜を作成する。 

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】・小林美実・井戸秀和『いろんな伴奏で弾ける選曲こどものうた 100』チャイルド本社。 

 ・小林美実監修『こどものうた 200』チャイルド本社。 

 ・小林美実監修『続こどものうた 200』チャイルド本社。 

【教材】 ※各自で必ず購入しておくこと。 

 ・ヘッドフォン 

     ・6.3ｍｍ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 

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

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

間で基礎的技術を身に付けるためには、単調な指の訓練も必要となりますが、そうした練習は退屈なものに

思われてしまいます。しかし、そうした練習も楽しんで弾くのが「音楽」であり、それを乗り越えた先に真

に演奏することの楽しさがあると考えて下さい。 

13．オフィスアワー 初回授業のオリエンテーションにおいて通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

コードネームの復習（メジャー、マイナ

ー） 

事前学習 
メジャーコード、マイナーコードを復習しておく。「音楽」で

練習した曲をすべて復習し、弾けるようにしておく。 

事後学習 
コードネームの復習。ピアノ課題曲を弾けるよう個人練習を開

始する。 

第２回 

ピアノ演奏および弾き歌い① 

コードネームの復習（その他のコード、

転回形） 

事前学習 
コードネーム（メジャー、マイナー）について理解しておく。

ピアノ課題曲①を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 

メジャー、マイナー以外のコードネーム及び転回形について理

解する。授業でのアドバイスを参考にピアノ課題曲①を完成さ

せる。 

第３回 

ピアノ演奏および弾き歌い② 

オリジナル伴奏譜の作成①（コードで弾

く歌） 

事前学習 
コードネームについて理解しておく。ピアノ課題曲②を弾ける

よう毎日練習する。 

事後学習 
オリジナル伴奏譜①を完成させ、弾けるようにする。授業での

アドバイスを参考にピアノ課題曲②を完成させる。 

第４回 
ピアノ演奏および弾き歌い③ 

オリジナル伴奏譜の作成②（生活の歌） 

事前学習 ピアノ課題曲③を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
オリジナル伴奏譜②を完成させ、弾けるようにする。授業での

アドバイスを参考にピアノ課題曲③を完成させる。 

第５回 
ピアノ演奏および弾き歌い④ 

オリジナル伴奏譜の作成③（季節の歌） 

事前学習 ピアノ課題曲④を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
オリジナル伴奏譜③を完成させ、弾けるようにする。授業での

アドバイスを参考にピアノ課題曲④を完成させる。 



 

 

第６回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑤ 

オリジナル伴奏譜の作成④（愛唱歌） 

事前学習 ピアノ課題曲⑤を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
オリジナル伴奏譜④を完成させ、弾けるようにする。授業での

アドバイスを参考にピアノ課題曲⑤を完成させる。 

第７回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑥ 

発声の基礎①（姿勢と呼吸） 

事前学習 ピアノ課題曲⑥を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
発声の基礎について理解し、実践できるよう身に付ける。授業

でのアドバイスを参考にピアノ課題曲⑥を完成させる。 

第８回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑦ 

発声の基礎②（発音） 

事前学習 ピアノ課題曲⑦を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
発声の基礎について理解し、実践できるよう身に付ける。授業

でのアドバイスを参考にピアノ課題曲⑦を完成させる。 

第９回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑧ 

発声の基礎③（口の開け方） 

事前学習 ピアノ課題曲⑧を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
発声の基礎について理解し、実践できるよう身に付ける。授業

でのアドバイスを参考にピアノ課題曲⑧を完成させる。 

第１０回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑨ 

発声の基礎④（響きのつけ方） 

事前学習 ピアノ課題曲⑨を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
発声の基礎について理解し、実践できるよう身に付ける。授業

でのアドバイスを参考にピアノ課題曲⑨を完成させる。 

第１１回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑩ 

発声の基礎⑤（高音域の出し方） 

事前学習 ピアノ課題曲⑩を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
発声の基礎について理解し、実践できるよう身に付ける。授業

でのアドバイスを参考にピアノ課題曲⑩を完成させる。 

第１２回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑪ 

歌唱時の表現力 

事前学習 ピアノ課題曲⑪を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
歌唱時の表現力を高める。授業でのアドバイスを参考にピアノ

課題曲⑪を完成させる。 

第１３回 
ピアノ演奏および弾き歌い⑫ 

ICTを活用した音程チェック 

事前学習 ピアノ課題曲⑫を弾けるよう毎日練習する。 

事後学習 
歌唱時の音程について理解する。授業でのアドバイスを参考に

ピアノ課題曲⑫を完成させる。 

第１４回 
バイエル（初心者）またはオリジナル伴

奏譜による弾き歌い（経験者）の発表 

事前学習 事前に指定された曲を発表できるよう毎日練習する。 

事後学習 ピアノ演奏技術向上のため、継続して練習を重ねる。 

第１５回 弾き歌いの発表 

事前学習 
事前に指定された弾き歌いの曲を発表できるよう毎日練習す

る。 

事後学習 
「音楽Ⅱ」の受講に向けて、春休み中も毎日欠かすことなくピ

アノの練習を継続する。 

 



 

 

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Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SJMP2145 

２．授業担当教員 岡村 弘 

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：課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

② こどもの歌、手遊び歌のレパートリーを増やす。 

リズム活動の時間は動きやすい服装で参加すること。 

第9,14回に「弾き歌い」、第15回にグループでの「アンサンブル」発表を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

音楽(幼)、音楽Ⅱで使用した教科書を継続使用。 

・上記の教科書以外に必要な楽譜等は、授業内でプリントにして配布予定。 

【参考書】 

・二宮紀子著『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。 

【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．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(幼)」、（「音楽実践演習Ⅰ」）「音楽Ⅱ」で学んだことを踏まえ、幼稚園・保育園の現場で実践できる

ようなピアノ演奏技能レベルの更なる向上を目指し、またリズム活動もまず皆さん自身が体を動かし、子ど

もたちと楽しく活動できるスキルを身に付けましょう。ピアノ演奏技能の習得には少しずつでも毎日練習す

ることが大事です。また、手遊び歌、楽器遊び、アンサンブルなどを通じて幼稚園の現場で豊かな音楽活動

が展開できるような力をつけていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業時に通知 

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 

手遊び歌・パネルシアター・エプロンシアター

などの実践のための準備 

事前学習 今まで学んだこどもの歌の復習。 

事後学習 オリエンテーションで指導されたことの復習。 

第２回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン① 

手遊び歌・パネルシアター・エプロンシアター

などの実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。手遊び歌・パネルシアター・エプロ

ンシアターなどの復習 

第３回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン② 

手遊び歌・パネルシアター・エプロンシアター

などの実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。手遊び歌・パネルシアター・エプロ

ンシアターなどの復習。 

第４回 リズム活動の実践①拍、拍子感、緩急と強弱 
事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 課題曲の復習。拍、拍子感、緩急と強弱について復習。 

第５回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン③ 

いろいろな手遊び歌の実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。いろいろな手遊び歌について復習。 



 

 

第６回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン④ 

いろいろな手遊び歌の実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。いろいろな手遊び歌について復習。 

第７回 リズム活動の実践③言葉とリズム 
事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 課題曲の復習。言葉とリズムについて復習。 

第８回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑤ 

身体を使った遊び歌の実践 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。課題発表曲の準備 

第９回 
ピアノ弾き歌い発表 

発表の振り返り 

事前学習 課題発表曲の練習。 

事後学習 課題発表曲の復習。手遊び歌発表に向けて準備。 

第１０回 
リズム活動の実践⑤わらべうたを用いた活動 

手遊び歌の発表① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 課題曲の復習。わらべうたを用いた活動について復習。 

第１１回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑥ 

手遊び歌の発表② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。手遊び歌について復習。 

第１２回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑦ 

アンサンブルの実践①ボディパーカッション 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。ボディパーカッションについて復習 

第１３回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑧ 

アンサンブルの実践②楽器を用いたアンサンブ

ル 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。グループごとにアンサンブル発表の

練習。 

第１４回 
ピアノ演奏及び弾き歌い課題曲発表 

グループごとにアンサンブル発表の準備 

事前学習 課題発表曲の練習。 

事後学習 
課題発表曲の復習。グループごとにアンサンブル発表

の練習。 

第１５回 

アンサンブルの発表 

発表の振り返り 

今後の学びについて 

事前学習 グループごとにアンサンブル発表の練習。 

事後学習 
今後の学びについて授業で指導されたことを実践す

る。 

 



 

 

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 本野 洋子 

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：課題曲を次週までによく練習しておくこと。 

② こどもの歌、手遊び歌のレパートリーを増やす。 

リズム活動の時間は動きやすい服装で参加すること。 

第9,14回に「弾き歌い」、第15回にグループでの「アンサンブル」発表を行う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

音楽(幼)、音楽Ⅱで使用した教科書を継続使用。 

・上記の教科書以外に必要な楽譜等は、授業内でプリントにして配布予定。 

【参考書】 

・二宮紀子著『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。 

【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．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(幼)」、（「音楽実践演習Ⅰ」）「音楽Ⅱ」で学んだことを踏まえ、幼稚園・保育園の現場で実践できる

ようなピアノ演奏技能レベルの更なる向上を目指し、またリズム活動もまず皆さん自身が体を動かし、子ど

もたちと楽しく活動できるスキルを身に付けましょう。ピアノ演奏技能の習得には少しずつでも毎日練習す

ることが大事です。また、手遊び歌、楽器遊び、アンサンブルなどを通じて幼稚園の現場で豊かな音楽活動

が展開できるような力をつけていきましょう。 

13．オフィスアワー 授業時に通知 

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 

手遊び歌・パネルシアター・エプロンシアター

などの実践のための準備 

事前学習 今まで学んだこどもの歌の復習。 

事後学習 オリエンテーションで指導されたことの復習。 

第２回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン① 

手遊び歌・パネルシアター・エプロンシアター

などの実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。手遊び歌・パネルシアター・エプロン

シアターなどの復習 

第３回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン② 

手遊び歌・パネルシアター・エプロンシアター

などの実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。手遊び歌・パネルシアター・エプロン

シアターなどの復習。 

第４回 リズム活動の実践①拍、拍子感、緩急と強弱 
事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 課題曲の復習。拍、拍子感、緩急と強弱について復習。 

第５回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン③ 

いろいろな手遊び歌の実践① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。いろいろな手遊び歌について復習。 



 

 

第６回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン④ 

いろいろな手遊び歌の実践② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。いろいろな手遊び歌について復習。 

第７回 リズム活動の実践③言葉とリズム 
事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 課題曲の復習。言葉とリズムについて復習。 

第８回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑤ 

身体を使った遊び歌の実践 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。課題発表曲の準備 

第９回 
ピアノ弾き歌い発表 

発表の振り返り 

事前学習 課題発表曲の練習。 

事後学習 課題発表曲の復習。手遊び歌発表に向けて準備。 

第１０回 
リズム活動の実践⑤わらべうたを用いた活動 

手遊び歌の発表① 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 課題曲の復習。わらべうたを用いた活動について復習。 

第１１回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑥ 

手遊び歌の発表② 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。手遊び歌について復習。 

第１２回 
ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑦ 

アンサンブルの実践①ボディパーカッション 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 レッスンの復習。ボディパーカッションについて復習 

第１３回 

ピアノ演奏及び弾き歌いレッスン⑧ 

アンサンブルの実践②楽器を用いたアンサンブ

ル 

事前学習 課題曲の練習。 

事後学習 
レッスンの復習。グループごとにアンサンブル発表の

練習。 

第１４回 
ピアノ演奏及び弾き歌い課題曲発表 

グループごとにアンサンブル発表の準備 

事前学習 課題発表曲の練習。 

事後学習 
課題発表曲の復習。グループごとにアンサンブル発表

の練習。 

第１５回 

アンサンブルの発表 

発表の振り返り 

今後の学びについて 

事前学習 グループごとにアンサンブル発表の練習。 

事後学習 
今後の学びについて授業で指導されたことを実践す

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 本野 洋子 

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，毎回学生各個人の進度に応じたピアノ演奏課題を出す。 

 保育士、幼稚園教諭など目標のある学生については、それらの資格に必要なレベルの課題を課す。  

2．第 5回、第 10回、第 15回目の授業で、“弾き歌い”を発表演奏。 

就職後、各現場で子どもたちの前で演奏するということに慣れるためと、課題を成し遂げるという目

的のために実施する。 

3．音楽劇など総合的な活動の企画発表 

   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する。 

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積む。新しい子どもの歌はリズムも和声も

難しいものが多く、それらを理解、指導する力を養う。自身が保育者としての適切な指導力を持つため、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。従って自主的で積極的な

授業への参加を望んでいます。 

13．オフィスアワー 最初の授業時に通知 

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：本科目の概要と学習目標 

弾き歌い課題提示 

それぞれの学生の進路および進度に見合った課題を課す。 

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、自分が弾ける程度の曲で、

まだ練習したことのない曲を選び、練習

しておく。 

事後学習 
第 1 回目に指導された事柄を復習して練

習する。 

第２回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声についてのメカニズム

を知り、正しい発声の仕方を体得する①。 

個人指導を中心とした弾き歌い①  

個別レッスンを行い次回課題を課す。 

特に子どもの興味・関心・季節を考慮しながら各学生が希

望する現場でよく使われている曲を選び順次レパートリー

を増やしていくようにする 

事前学習 
第１回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第２回目に指導された事柄を復習して練

習する。発声の仕方について、復習する。 

第３回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正しい

発声で歌えるよう体得する②。 

個人指導を中心とした弾き歌い②  

個別レッスンを行い次回課題を課す。 

特に子どもの興味・関心を考慮しながら各学生が希望する

現場でよく使われている曲を選ぶ 

事前学習 
第２回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習する。 

事後学習 
第３回目に指導された事柄を復習して練

習する。 



 

 

第４回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正しい

発声で歌えるよう体得する③。 

個人指導を中心とした弾き歌い③。 

特に生活の中での歌を考える。 

次回発表の課題について留意点などをポイントに練習す

る。 

事前学習 
第３回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 
第４回目に指導された事柄を復習して練

習しておく。 

第５回 

ピアノ弾き歌い発表演奏 

 グランドピアノを使用し、他の学生を幼稚園児と仮定しロ

ールプレイ形式で行う。 

トーンチャイムの演奏① 

 トーンチャイムについて、その仕組みと奏法について学

習する 

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 

第５回目に指導された事柄を復習して練

習する。特に、歌うという観点から、美

しい発声、表現力あるいは美しい日本語

での発声について復習しておく。 

第６回 

子どもの歌の歌唱を通し、子どもの発声について自身が正し

い発声で歌えるよう体得する④ 

特に園行事の歌について考える。 

個人指導を中心とした弾き歌い④ 

レパートリーを増やすために新しい課題について練習す

る。その際子どもの発達や興味関心、歌わせる季節などを

考えながら教材選択を行う。 

トーンチャイムの演奏② 

 グループ分けし、各グループのアンサンブル練習を行う。 

トーンチャイムの演奏映像を鑑賞し、各自の感想・意見な

どをディスカッションする。 

事前学習 
第５回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第６回目に指導された事柄を復習して練

習する。鑑賞した実践教育の VTR につい

て、感想や意見などをまとめておく。 

第７回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正しい

発声で歌えるよう体得する⑤ 

各季節の歌を考えさせる。 

個人指導を中心とした弾き歌い⑤  

 特に子どもにとって美しい発声で歌いながら伴奏をするこ

とに重点を置く。 

トーンチャイムの演奏③ 

 各グループのアンサンブル練習を行う。 

事前学習 
第６回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第７回目に指導された事柄を復習して練

習する。アンサンブルで使う楽器につい

てその演奏の仕方を復習しておく。 

第８回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正しい

発声で歌えるよう体得する⑥ 

 各季節の歌を考える 

個人指導を中心とした弾き歌い⑥ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さないこ

とに留意することを徹底する。また、楽譜通りの伴奏が困

難な学生はコードによる伴奏を試みる。 

トーンチャイムの演奏④ 

 各グループのアンサンブル練習を行う。 

その際、ただ単に音を出すだけでなく、美しく音楽作りが

できるよう考える 

事前学習 
第７回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第８回目に指導された事柄を復習して練

習する。アンサンブルの記譜法について

慣れる。 

第９回 

子どもの歌歌唱を通し、子どもの発声について自身が正しい

発声で歌えるよう体得する⑦ 

各季節の歌を考える 

個人指導を中心とした弾き歌い⑦ 

次回発表の課題を課し、指導された注意点に気を付けて練

習する。 

トーンチャイムの演奏⑤。 

グループごとの発表と、それを聴いた他のグループの学生

の感想・意見などの発表。 

事前学習 
第８回目に練習した曲、またはそれが終

わった学生は新しい曲を練習しておく。 

事後学習 

第９回目に指導された事柄を復習して練

習する。弾き歌い発表演奏に向けて課題

曲を練習する。 

第１０回 

ピアノ弾き歌い発表演奏 

グランドピアノを使用し、他の学生を幼稚園児と仮定しロ

ールプレイ形式で行う。演奏発表していない学生が、子ど

もたちを演じうまく歌えるような演奏かどうかを評価し合

う。 

子どもの歌の歌唱を通し、どのように音楽的表現を行うか考

える。 

総合的活動の企画①  

6～7人のグループ分けを行う。 

子どもの歌を題材にして、各グループでどのようなパフォ

ーマンスを行うか企画する。 

 具体的に、身体表現を中心としたもの、人形劇、影絵、ペ

ープサート、マリオネットまたはそれらの組み合わせなど

を考える 

事前学習 

弾き歌い発表演奏に向けて課題曲を練習

する。特に美しく歌うことに重点を置い

て学習することが求められる。 

事後学習 

第１０回目に指導された事柄を復習して

練習する。弾き歌いをしている最中に止

まってしまう箇所、などには特に留意し

て、歌うことに重きを置いて練習する。 



 

 

第１１回 

個人指導を中心とした弾き歌い⑧ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さないこ

とに留意することを今回も徹底する。 

子どもの歌の歌唱を通し、どのように音楽的表現を行うか考

える。 

総合的活動の企画②  

 使用する楽器、役割、必要な材料などを考え、制作、練習

に入る 

事前学習 

第１０回目に練習した曲、またはそれが

終わった学生は新しい曲を練習してお

く。 

事後学習 

第１１回目に弾き歌いで指導された事柄

を復習して練習する。止まらないよう、

歌を中心にして、もしピアノが止まって

も、歌を歌って続けて、入ってこられる

部分から、ピアノ伴奏ができるよう練習

する。 

第１２回 

個人指導を中心とした弾き歌い⑨ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さないこ

とに留意することを今回も徹底する。 

子どもの歌の歌唱を通し、より深く音楽的表現を考える。 

総合的活動の企画③  

 使用する楽器、役割、必要な材料などを考え、制作 、練

習を行う 

事前学習 

第１１回目に練習した曲、または新しい

曲を練習しておく。同じ曲を、完璧に弾

けるようになるまですることよりも、あ

る程度弾ければ新しい曲に挑戦する気持

ちを持つ。 

手作り楽器のために必要な材料を準備し

ておく。 

事後学習 

第１２回目に指導された事柄を復習して

練習する。特に弾き歌いに関しては、止

まらない、美しく表現することを考えて

歌う 

第１３回 

個人指導を中心とした弾き歌い⑩ 

 特に、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さないこ

とに留意することを今回も徹底する。 

総合的活動の企画④  

 発表に向けての練習 

事前学習 

第１２回目に練習した曲、またはそれが

終わった学生は新しい曲を練習してお

く。第１５回目の弾き歌い発表演奏のた

めの曲ばかりを練習しないよう、できる

限り多くのレパートリーが持てるように

しておく。 

事後学習 

第１３回目に指導された事柄を復習して

練習する。手作り楽器の音の出る原理に

ついて復習しておく。 

第１４回 

個人指導を中心とした弾き歌い⑪ 

 次回発表する曲について、指導を受けた箇所を注意し、特

に歌いながら伴奏をするなかで、しっかり声を出しなが

ら、少々間違っても絶対に止まったり、弾き直さないこ

とに留意しながら練習する 

総合的活動の企画⑤ 

 グループごとの発表と学生同士の評価 

事前学習 

第１３回目に練習した曲、またはそれが

終わった学生は新しい曲を練習してお

く。第１５回目の弾き歌い発表演奏の曲

を決めて練習を始める。 

事後学習 

第１４回目に弾き歌いで指導された事柄

を復習して練習する。特に第１５回目に

演奏する曲で留意する点を考えておく。 

第１５回 

弾き歌い発表 

グランドピアノを使用し、実技課題から 1 曲を他の学生が

歌えるようロールプレイのような形式で行う。 

 演奏発表していない学生が、子どもたちを演じうまく歌え

るような演奏かどうかを評価し合う。 

これからの音楽の学習、音楽と共にある人生について、学

生へのメッセージを送る。 

学生による授業評価 

事前学習 
今までに学習してきた弾き歌いの曲で、

最も良く弾ける曲を仕上げる。 

事後学習 

第１５回目に指導された事柄を復習して

練習する。今後の練習について、授業が

なくなっても続けていけるよう今後の学

習計画を立てる。 

 


