
 

 

 

2019年度 愛知学泉大学シラバス 

 

科目番号  科目名 担当者名 
基礎・専門

別 
単位数 

選択・必修

別 

開講年次・ 

時期 

3204026 
  こども表現（音楽Ⅲ） 

Music for Children Ⅲ 

安江 真由美 

白鳥 清子 

ピアノ担当教員 

（複数） 

専門 1 選択 2年 前期 

科目の概要 

将来、小学校教諭、幼稚園教諭、保育士を目指す学生に必要な音楽の専門知識及び基礎的な技能を習得することを

目的とした授業である。そのため、音楽の基礎となる理論をはじめ、歌唱分野、器楽分野を深く学ぶ。 

学修内容 到達目標 

① 音楽の基礎となる理論を理解して実践する。 

② 歌あそび、手あそび、指あそびを知る。 

③ さまざまな楽器について知る。 

④ 保育・教育現場で実践できる鍵盤楽器の演奏技術を

身につける。 

⑤ 楽器を通して、アンサンブルの経験を積む。 

① 基礎的な理論を知り、表現に活かすことができる。 

② さまざまな音楽的なあそびを通して、子どもと共に音楽

を楽しむことができる。 

③ 演奏方法及び音色を知り、子どもに効果的に伝える

ことができる。 

④ 各々の演奏技術を磨き、より高い音楽の表現力や実

践力を磨く。 

⑤ 主体的かつ協働的に音楽を表現することができる。 

学生に発揮させる社会人基

礎力の能力要素 
学生に求める社会人基礎力の能力要素の具体的行動事例 

 

 

前に踏

み出す

力 

主体性 ア． 自ら計画を立て、練習することができる。 

イ． 思いや意図をもって演奏し、他人の演奏の良いところを見付けることができる。 

ウ． 自らの演奏技術を積み上げ、子どもを導く意識をもつ。 

エ． 授業のための予習・復習ができている。 

働きかけ力 ア．自らの目標を達成するために、ひとりで悩まず、まわりと相談できる。 

実行力 ア． 上達することの喜びを感じられる練習に取り組める。 

技能を高めるために自ら具体的な練習方法を考えることができる。 

 

 

考え抜

く力 

課題発見力 ア．自らの演奏を技術的な側面から分析することができる。 

計画力 ア．グループ内で手順や役割分担を考えて期限内に行うことができる。 

創造力 思いや意図を音にして伝えることができる。や音楽にして表現するために、どのようにした

ら自分の思いや意図を人等に伝えることができるのか考えて創造していくことができる。 

 

 

 

 

チーム

で働く

力 

発信力 ア、 自らの技術を高めるため、まわりに質問することができる。 

イ、 まわりと共に自らを高めることができる。 

傾聴力 他者の意見を受け止め、素直に努力することができる。 

柔軟性 ア．他者からの意見を受け止め、自らを磨き、グループで共有できる。 

情況把握力 ア．集団の中で自分ができることを考える。そして最良の結果を目指すことができる。 

規律性 ア．音が出るとき、出ないときの区別ができる。 

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 ア．意見のすれ違い、違った意見を自らの中に取り入れ調整できる。 

テキスト及び参考文献 
テキスト：小林美実『こどものうた 200』及び『続こどものうた 200』チャイルド本社、荒井弘高ほか『音楽の基礎』圭文社、高御堂愛子ほか『楽しい音楽表現』、

MARTINO Music Note Book N256-12段 TOKYO-SHA.(テキストと共に販売) 

参考文献 石桁真礼生『大学ピアノ教本』教育芸術社、井上勝義『こどものうた 12 か月』ひかりのくに、初等科音楽教育研究会『初等科音楽教育法』音楽

之友社、畠澤郎『新・音楽科教育法』朝日出版社、『ブルグミュラー25の練習曲』全音楽譜出版社、他 ピアノの進度によって指示する。 

他科目との関連、資格との関連 

他科目との関連：保育に関する 5つの領域、小学校科目 

資格との関連：保育士資格、幼稚園教諭一種免許、小学校教諭一種免許 

学修上の助言 受講生とのルール 
・配布資料は講義ノート等に合わせてまとめましょう。 

・実技を伴う科目なので予習復習をしっかりしましょう。 

・「こども音楽Ⅰ」及び「こども音楽Ⅱ」を単位認定されていることが望ましいで

す。 

・鍵盤ハーモニカを準備してください。幼稚園・保育園・小学校時代に使って

きたものでかまいません。新たに購入する場合は、テキストと共に販売します

のでそれを使用しましょう。 

・座席表通りに着席してください。 

・習熟度別クラスは編成しないため、予習・復習にかける時間をもって

ください。 

・技術を習得する場面が多いため、毎回出席しましょう。 

 



 

 

【評価方法】 

評価方法 
評価の 

割合 

到達 

目標 
各評価方法、評価にあたって重視する観点、評価についてのコメント 

筆記試験 35 

①  ✔ ・学修した内容の理解度をはかる。（35点） 

課題については別途配布する。 

 

様々な提出物に関して： 

提出期限日から１日遅れるごとに 2点ずつ減点していく。 

②  

③  

④  

⑤  

小テスト 30 

①   5週目、10週目、15週目に小テストを行う。（８点×3回） 

課題の曲数に関しては、「５週目：２曲」、「10 週目：２曲」、「15 週目：１曲」とす

る。その際、「おはようのうた」や「おかえりのうた」、「おべんとうのうた」を含める

こととする。 

14週目に歌唱テストを行う。（６点） 

課題については別途配布する。 

② ✔ 

③ ✔ 

④ ✔ 

⑤ ✔ 

レポート  
①   

②  

成果発表 

（口頭・実技） 
25 

① ✔ 〔ピアノ実技〕 

・成果発表 15週目（25点）。 

課題については別途配布する。 

 

②

③ 

 

④ ✔ 

⑤ ✔ 

作品  
①   

②  

社会人基礎力

（学修態度） 
10 

① ✔ 下記は、振り返りシートや ICT、思考ツール等を活用して判断する。 

(主体性) 

音楽の技術の技能習得のために指示がなくても自ら練習をすることができる。 

（実行力） 

自分だけでなく、仲間とともに上達できるよう、協働的に練習に取り組むことが

できる。 

（課題発見力） 

グループ活動の内容について技術的な側面から分析することができる。 

（創造力） 

どのようにしたら自分の思いや意図を人等に伝えることができるのか考えて創

造していくことができる。 

（発信力） 

自らおよびグループの技術を高めるため、まわりに質問することができる。 

（傾聴力） 

他者や他グループの意見を受け止め、素直に努力することができる。 

 (規律性) 

授業が円滑に進むよう協力態勢をもち、社会人としてのマナー等を身につけ

る。なお、ピアノ実技における教材等を忘れたら１冊につき 1点減点とする。 

また、欠席についても１回につき 1点減点とする。 

② ✔ 

③ ✔ 

④ ✔ 

⑤ ✔ 

総合評価 

割合 
100 

   

 

【到達目標の基準】 

到達レベルＳ（秀）及び到達レベル A（優）の基準 到達レベル B（良）の基準 

A(優)は、筆記試験、小テスト、実技等を合わせて 80点以上

取得すること。かつ弾き歌いに関しては、音楽的に演奏でき

ること。 

Ｓ(秀)は、筆記試験、小テスト、実技等を合わせて 90点以上

取得すること。かつ弾き歌いに関しては、現場で指導するこ

とを想定して演奏できていること。 

筆記試験、小テスト、実技等を合わせて 70 点以上取

得すること。かつ弾き歌いに関しては、止まらずに最

後まで弾くこと。 

 

 



 

 

 

週 学修内容 
授業の 

実施方法 
到達レベル C（可）の基準 予習・復習 

時間

（分） 

能力

名 

１週 

/ 

・オリエンテーション 

・「こども音楽Ⅰ」および「こどもⅡ」の

復習 

・季節の歌、生活の歌、手あそび、伝

承あそびの復習、小学校歌唱共通教

材『春が来た』、『春の小川』 ・鍵盤ハ

ーモニカ①導入 ・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

「こども音楽Ⅰ」および「こども音楽Ⅱ」

の再確認や鍵盤ハーモニカについて

学修した内容をふりかえりシートに記

入し、その内容を理解している。 

予習：「こども音楽Ⅰ」及び「こど

も音楽Ⅱ」、「こども音楽Ⅲ」にお

いて学修した子どものうたやピ

アノの曲をよく練習する。 

復習：本時に学修した、歌の歌

詞や楽典等をふりかえる。また、

楽器の正しい奏法等をイラスト

で表す 

70 
主体性 

実行力 

規律性  

２週 

/ 

・メジャーとオーギュメント① 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『朧月夜』、『こいのぼり』 

・鍵盤ハーモニカ②扱い方 

・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

メジャーとオーギュメントや鍵盤ハー

モニカについて学修した内容をふりか

えりシートに記入し、その内容を理解

している。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえる。また、楽器の正しい奏

法等をイラストで表す。 

70 
主体性 

実行力 

傾聴力 

３週 

/ 

・メジャーとオーギュメント② 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『ひのまる』、『かたつむり』・鍵盤ハ

ーモニカ③『かえるのがっしょう』 4 本

指とタンギング 

・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

メジャーとオーギュメントや鍵盤ハー

モニカについて学修した内容をふりか

えりシートに記入し、その内容を理解

している。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえる。また、楽器の正しい奏

法等をイラストで表す。 

70 
主体性 

実行力 

傾聴力 

４週 

/ 

・メジャーとオーギュメント③ 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『茶つみ』、『ふじ山』 

・鍵盤ハーモニカ④『かえるのがっしょ

う』を使ってアンサンブル 

・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

メジャーとオーギュメントや鍵盤ハー

モニカについて学修した内容をふりか

えりシートに記入し、その内容を理解

している。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえる。また、楽器の正しい奏

法等をイラストで表す。 

70 
主体性 

発信力 

傾聴力 

５週 

/ 

・伴奏付け小テスト（メジャーとオーギ

ュメントを見極める） 

・ピアノ実技 

小テスト・演

習 

1週から 4週までに学修した曲にメジ

ャーとオーギュメントを用いた伴奏を

つけて弾き歌いすることができる。そ

の際、メジャーとオーギュメントをつけ

るのに相応しい曲目選択をすることが

できている。 

予習：小テストにおいて発表す

る曲を繰り返し練習し、暗譜す

る。 

復習：歌の歌詞や楽典等を整

理する。また小テストをふりかえ

り、今後の課題をまとめる。 

70 

主体性 

発信力 

ストレス

コントロ

ール力 

６週 

/ 

・マイナーとセブンス、ディミニッシュ① 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『われは海の子』、『まきばの朝』 

・これまでに学修した子どもの楽器の

復習 ・ベル ・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

マイナーとセブンス、ディミニッシュに

ついて新たに知ったことや子どもの楽

器について再確認したことをレポート

に記入できている。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえる。また、楽器の正しい奏

法等をイラストで表す。 

70 
主体性 

実行力 

発信力 

７週 

/ 

・マイナーとセブンス、ディミニッシュ② 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『うみ』、『虫の声』 

・メロディに伴奏付けをしよう①『かえる

のうた』等 

・有音程打楽器①木琴 

・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

マイナーとセブンス、ディミニッシュや

伴奏付けについて新たに知ったこと

や楽譜の書き方について再確認した

ことをレポートに記入できている。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえり、ノートにまとめる。 

70 
主体性 

実行力 

発信力 

８週 

/ 

・マイナーとセブンス、ディミニッシュ③ 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『夕焼け小焼け』、『とんび』 

・メロディに伴奏付けをしよう①ハ長

調、『かえるのうた』等 

・有音程打楽器②鉄琴 

・ピアノ実技、中間発表 

講義・演習 

中間発表 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

マイナーとセブンス、ディミニッシュや

伴奏付けについて学修した内容をふ

りかえりシートに記入し、その内容を

理解している。 

ピアノ実技の中間発表会では、演奏

のマナーにも気をつけて曲の既定の

箇所まで弾くことができる。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。ピアノ実技に

おいて発表する曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等を整

理する。また、中間発表会を通

して自分の課題を意識しノート

に記す。 

70 

主体性 

課題発

見力 

ストレス

コントロ

ール力 

能力名：主体性  働きかけ力  実行力  課題発見力  計画力  創造力  発信力  傾聴力  柔軟性  情況把握力  規律性  

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 



 

 

週 学修内容 
授業の 

実施方法 
到達レベル C（可）の基準 予習・復習 

時間

（分） 
能力

名 

９週 

/ 

・マイナーとセブンス、ディミニッシュ④ 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『ふるさと』、『かくれんぼ』 

・メロディに伴奏付けをしよう①へ長

調、『かえるのうた』等 

・有音程打楽器③木琴と鉄琴の等 ・

ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

マイナーとセブンス、ディミニッシュや

伴奏付けについて学修した内容をふ

りかえりシートに記入し、その内容を

理解している。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえり、ノートにまとめる。 

70 
主体性 

発信力 

規律性 

１0週 

/ 

・機能和声とコードの違い 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『もみじ』、『子もり歌』 

・メロディに伴奏付けをしよう①ト長調、

『かえるのうた』等 

・大だいこ・小だいこ・シンバル 

・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

機能和声とコードの違いや伴奏付け

について学修した内容をふりかえりシ

ートに記入し、その内容を理解してい

る。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえり、ノートにまとめる。 

70 
主体性 

発信力 

傾聴力 

11週 

/ 

・伴奏付け小テスト 

（マイナーとセブンス、ディミニッシュを

見極める） 

・ピアノ実技 

小テスト・演

習 

6週から10週までに学修した曲にマイ

ナーとセブンス、ディミニッシュを用い

た伴奏をつけて弾き歌いすることがで

きる。その際、マイナーとセブンス、デ

ィミニッシュをつけるのに相応しい曲

目選択をすることができている。 

予習：小テストにおいて発表す

る曲を繰り返し練習し、暗譜す

る。 

復習：歌の歌詞や楽典等を整

理する。また小テストをふりかえ

り、今後の課題をまとめる。 

70 

主体性 

課題発

見力 

ストレス

コントロ

ール力 

１2週 

/ 

・機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇① 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『うさぎ』、『ひらいたひらいた』 

・メロディに伴奏付けをしよう①ト長調、

『かえるのうた』等 

・器楽合奏① ・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇や伴奏付けにつ

いて学修した内容をふりかえりシート

に記入し、その内容を理解している。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえり、ノートにまとめる。 

70 
主体性 

発信力 

傾聴力 

１3週 

/ 

・機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇② 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『冬げしき』、『スキーの歌』 

・メロディに伴奏付けをしよう①二長

調、『かえるのうた』等 

・器楽合奏② ・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。 

機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇や伴奏付けにつ

いて学修した内容をふりかえりシート

に記入し、その内容を理解している。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえり、ノートにまとめる。 

70 
主体性 

発信力 

規律性 

１4週 

/ 

・機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇③ 

・保育の歌および小学校歌唱共通教

材『越天楽今様』、『さくらさくら』 

・発表会や鑑賞、レポート 

・ピアノ実技 

講義・演習 

本時で学修した子どもの歌を暗譜で

歌うことができる。機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇

について学修した内容をふりかえりシ

ートに記入し、その内容を理解してい

る。 

伴奏付けを行うことを通して演奏する

ことの楽しさやコツを得ることができ

る。 

予習：学修した曲を繰り返し練

習し、暗譜する。 

復習：歌の歌詞や楽典等をふり

かえり、ノートにまとめる。 

 

70 

主体性 

実行力 

ストレス

コントロ

ール力 

１5週 

/ 

・まとめと確認 

・小テスト（機能和声を見極める） 

・ピアノ実技成果発表 

講義・小テス

ト・ピアノ実

技 成 果 発

表・演習 

全 15 回の学びを生かしてシートに

まとめることができる。 

11週から 14週までに学修した曲に

機能和声ⅠⅣⅤⅤ₇を用いた伴奏

をつけて弾き歌いすることができ

る。 

ピアノ実技のテストでは、演奏のマ

ナーにも気をつけて曲の既定の箇

所まで弾くことができる。 

予習：小テストやピアノ実技に

おいて発表する曲を繰り返し

練習し、暗譜する。また、これ

まで学修した内容をまとめて

おく。 

復習：この授業を通して自分

の成長した点や今後の課題を

まとめる。 

70 

主体性 

実行力 

ストレス

コントロ

ール力 

能力名：主体性  働きかけ力  実行力  課題発見力  計画力  創造力  発信力  傾聴力  柔軟性  情況把握力  規律性  

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 

 

 


