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1・教育の責任 

 私は、社会福祉学部・短期大学部に所属し、短期大学部・社会福祉学部の授業を担当して

いる。直近 2年間の担当授業科目は以下のとおりである。 

各授業のシラバスは本学 Webポータルにて公開されている。 

科目名 対象学部・ 

学年 

必修・選択 開講年度、 

前期・後期・

通年 

受講者数 単位 

2019年度 

  点字 短期大学部 

 1年 

選択 2019 

 後期 

 10名 １ 

表現技術ⅡA

（音） 

社会福祉学

部子ども専

攻 2年 

必修 

2019 

通年 

 

 10名 ２ 

表現技術ⅡB

（音） 

社会福祉学

部子ども専

攻 2年 

 必修 2019 

通年  10名 ２ 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

             2020年度                                    

  点字 短期大学部 

 1年 

選択 2020 

 後期 

 ６名 １ 

表現技術ⅡA

（音） 

社会福祉学

部子ども専

攻 2年 

必修 

2020 

通年 

 

 10名 ２ 

表現技術ⅡB

（音） 

社会福祉学

部子ども専

攻 2年 

 必修 2019 

通年  10名 ２ 
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授業外の活動として 

短期大学部 学科長 

     大学改革推進センター委員 

ボランティア委員会 委員 

学校法人昌賢学園 評議員 

 

学外関係の活動 

群馬県アイバンク協会 評議員 

群馬県立盲学校 学校評議員 

一般社団法人「群馬ライトスクール」 監事  

などを担っている。 

 

2.教育の理念・目的 

 本学の建学の精神「仁」に基づいて、2年間又は 4年間の教育に当たっている。 

教育理念「知行合一」は、文字通り、学内で学んだ知識・技術を社会に貢献する人材になる

ことである。 

 その実現に向かって、短期大学開学以来本学において、ボランティア教育を通して教育の

理念・目的に沿って教育に「当たってきました。この 2年間は、特別支援教育（主に視覚障

害教育）と音楽芸術（ピアノ専攻）指導を担当してきている。 

その体験を、学生が本学で身に付けた技術・能力を社会に貢献できる人材になる、つまり、

学生が「自己実現」出来るよう支援することを目的とする。 

 

3.教育の方法 

 上記の教育の目的・理念を具現化するための教育方法の例として、 

（１） 短期大学部においては、半期であるが「点字」を担当している。 

具体的には、福祉と教育の場では、「健常者と障がい者・幼児・高齢者」が共存共栄

できる社会を目指せる人材の育成が求められている。 

短期大学部卒業生の大半が、介護・福祉、医療の分野に就職している。 

1 年次生は、支援する施設等の視覚障がいのある入所者とのコミュニケーションツ

ールとして活用できるように支援している。 

（２） 社会福祉学部子ども専攻では 2 年次「表現技術（音楽）ⅡA」と 3 年次「表現技術

（音楽）ⅡB」を担当している。 

    子ども専攻の学生は、乳幼児・保育園保育士・幼稚園教諭・小学校教諭になる希望

を持った学生であり、その自己実現を支援している 

幼児・児童の成長には欠かせない芸術的「美」に対する「感性」を育てられるよう

な知識・技能を身に付けられるように支援する事である。 
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      特に、芸術教育としての「音楽」は、幼児・児童の精神的或いは身体的発達に与え

る影響は大きいし、責任がある。 

      音楽を構成している「メロディー」・「ハーモニー」・「リズム」は、それぞれ個性あ

る人間に成長するために、重要な要素である。 

現場実習やボランティア活動を通して、幼児・児童と直接接触し、彼らの行動や彼

らを取り巻く社会の環境、特に、「音響や音」が精神や身体の成長に与える影響を考

察する機会を設けている。その積み重ねが、やがて人間愛につながり、自己を大切

にし、同時に、他者をも敬うことが大切であることと捉え、ひいては、社会のルー

ルを身に付けられるように、幼児・児童との向き合い方を獲得していくことがで 

きると考えている。   

このことから、学生自らが幼児・児童一人ひとりの成長に関心を持ち、将来、社会

の一員となる大事な幼児・児童の成長に結びつくような指導が出来るようになると

考え、これを教育の方法としている。 

      子ども専攻 2年生、3年生は、上級学年となるにつれ、幼児・児童の心身の発達に

伴い、身に付けるべき音楽的内容はレベルアップすることになる。 

 

（１）事例検討 

 短大部 1 年次はまだ介護福祉士がどのような存在なのか明確には理解していないことが

多い。 

短期大学部 1 年次の「点字」は半期の指導計画であり、15 回で視覚障がいのある入所者

とのコミュニケーションツールとして活用できるよう、点字の基本から始めている。点字の

「分かち書き」を理解し、点地盤を使い、簡単な「お手紙文」作成ができることを目指して

いる。 

 

 学部子ども専攻 2年次は、学内でのピアノ表現技術の幅を拡げ、ピアノ演奏技術を向上さ

せることが第 1 の目的であり、その為に授業以外に毎日練習に取り組むことが大切である

ことを気づかせる。 

2年次に身に付けてほしい美的能力は、ピアノ演奏技術の向上と共に、①対象年齢児 3歳～

６歳を決め、②その年齢に相応しい勧善懲悪やお約束等のテーマに沿った物語を創作し、③

その場面に相応しい音楽演奏（ピアノ）を選択し、④更にパフォーマンスや紙芝居・ペープ

サートの作成を目指した総合芸術活動（創作・演奏・パフォーマンス）への取り組みを通し

た能力を身に付けることが出来るよう、指導計画を立てている。 

 3年次は、2年次の保育園実習の体験を通して気づいた、直接幼児・児童への音楽的取り

組みとして、移調奏を課題としている。使用する教科書の楽譜は、必ずしも、幼児・児童の

成長に合わせた、歌いやすい調ではない。その為に、移調奏の能力を身に付けた演奏ができ

る能力を身に付けさせることである。その為には、表現技術（音楽）のピアノ授業だけでは
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なく表現技術（音楽理論）の授業とも連動して、指導の効果を高めていく指導計画を立てて

いる。 

 

（２）グループワークと個人練習 

保育の表現技術（音楽）のピアノ授業形態は、集団的個別指導の形態で実施している。他

の学生のピアノ演奏表現や担当教員の指導内容をグループ単位で研究していく。  

 特に、2 年次は、「創作発表」が主たる指導になるので、他の学生の総合芸術としての製

作状況を共に授業内で体験しつつ進めている。また個別練習と共にグループで練習させ、他

の学生の良い点に気付くような練習を重視している。 

 3年次、移調奏はピアノ演奏だけではなく、移調楽譜を書かせるよう指導し、表現技術ⅡB

（音楽理論）の基礎知識を活用しながら進めている。必ず、移調した楽譜を提出させチェッ

クをして正しい書法で楽譜を完成できるよう指導している。 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では、年 2回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当す

る全授業で年 2回授業評価の提出を学生に求めている。以下にア評価結果の一例を示す。 

 〔短期大学部〕 

授業科目    点字（後期） 

実施日     2020/1/29（金）～2/19（金） 

実施対象者数  6人中 5名が回答 

回答方法 web上で回答。4件法で数字が大きいほど満足度が高い。 

 
質問項目 

この講義

の平均 

1 シラバス(授業計画)に即した授業が行われていたと思いますか。 3.60 

2 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作って

いたと思いますか。 
3.60 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.40 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.60 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.60 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容で

あり、適切に使われていましたか。 
3.60 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.80 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.80 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いました

か。 
3.40 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 4.00 
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11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思い

ますか。 

3.80 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思います

か。 
4.00 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.60 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.63 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思います

か。 

3.63 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.80 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.80 

 

 私の講義評価は、人数が 5名と少ないので平均の意味合いは薄れるものの、特に、10 授業

によって、新しい知識を得ることができたと思いますか、12 この授業で得られたものは、

自分にとって価値があったと思いますか  について評価が高かったことは、介護福祉士を

目指す彼らの将来の爲にも良かったと考えられる。 

授業評価全体としては、「3.60～4.00」であった。 

来年度も、この方針の下で進める予定である。 

 

 

 〔社会福祉学部子ども専攻〕 

授業科目   保育の表現技術Ⅱ-A 

実施日    2021/01/07 (木)～2021/01/29 (金) 

実施対象者数 ８人中５人が回答  

回答方法 web上で回答。4件法で数字が大きいほど満足度が高い。 

 
質問項目 

この講義

の平均 

1 シラバス（授業計画）に即した内容の授業が行われていたと思います

か。 
2．00 

2 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作って

いたと思いますか。 
2．2 0 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 1．40 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 1．60 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 1．60 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容で

あり、適切に使われていましたか。 
2．20 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 2．00 



7 

 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 2．00 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いました

か。 
2．20 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 1．80 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思い

ますか。 
1．80 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思います

か。 
1．80 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 2．60 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 1．80 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思います

か。 
1．80 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 1．80 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 1．80 

 

本科目は、実技教科として、1年次の課題をクリアーしてきていたが、それまでのピアノ

経験の有無や、体験年数等によって個人差の激しい教科である。そのことに配慮しながら、

一人ひとりの演奏技術の向上や音楽的な成長を望むものである。 

 しかしながら、回答が 8名中 5名と少なかったことが残念であった。更に、17項目中 10

項目が 1.00台であり、回答学生の内 1名は全項目 1評価であったことは、非常に厳しい評

価であり、私の指導方法を含めた学生との人間関係改善が何よりも第 1 に取り組むべき急

務である。 

 第 1に、学生との信頼関係であり、学生の音楽的レベルを判断し、その上で学生が納得で

きるよう音楽的技術や能力を高める為、一人ひとりの指導計画を見直す必要がある。 

授業評価全体としては、「1.40～2.60」と極めて低い評価であった。 

 原因の 1 つに、zoom によるオンライン授業方法にある。私のパソコン操作能力の問題も

大きく影響したことも事実である。 

 

 

授業科目   保育の表現技術Ⅱ-B 

実施日    2021/01/22 (金)～2021/02/03 (水) 

実施対象者数 10人中 8人が回答  

回答方法 web上で回答。4件法で数字が大きいほど満足度が高い。 

 
質問項目 

この講義

の平均 
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1 シラバス（授業計画）に即した内容の授業が行われていたと思います

か。 
3.25 

2 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作って

いたと思いますか。 

3.16 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.00 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.00 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 2.13 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容で

あり、適切に使われていましたか。 
2.88 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.00 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 2.88 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いました

か。 
2.38 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.25 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思い

ますか。 
2.75 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思います

か。 
3.00 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 2.25 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 2.63 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思います

か。 
2.50 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 2.75 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 2.75 

 注：「保育の表現技術Ⅰ、ⅡA・2B・２C」の評価は、ピアノ実技科目と音楽理論も含めた

評価であり、複数の教員が担当するので、必ずしも、個人の評価とは言えない場合も

ある。 

 

本科目は、実技教科として、それまでのピアノ経験の有無や、体験年数等によって個人差

の激しい教科である。そのことに配慮しながら、一人ひとりの演奏技術の向上や音楽的な成

長を望むものである。 

 しかしながら、17 項目中 10 項目が 2.00 台であったことは、厳しい評価であり、私の指

導方法を含めた改善が何よりも第 1に取り組むべき急務である。 

 第 1に、学生との信頼関係であり、学生の音楽的レベルを判断し、その上で学生の希望す

る将来像に寄り添って、学生の音楽的技術や能力を高めるよう、一人ひとりの指導計画を見

直す必要がある。 
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授業評価全体としては、「2.13～3.25」であった。 

 原因の 1 つに、zoom によるオンライン授業方法にある。私のパソコン操作能力の問題も

大きく影響したことも事実である。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 何よりも芸術関係の教科は、学生と指導教員の信頼関係が第一である。学生とのコミュニ

ケーションが一番重要である。 

 今年度の失敗の 1つに、受講票（シャトルカード）の問題がある。例年、毎時間の受講記

録を学生が記録し、担当教員に提出しているので、学生の困った状況が 1週間内で双方が理

解できる。しかし、zoom 授業で受講票の提出を求めず、授業を進めたことがその原因であ

る。 

 次年度は、何らかの方法をとり、zoom 授業であっても受講票の提出を徹底し、学生の状

況や思いを素早く受け取り、対応することに努めます。 

 授業改善の一環として、半期に 1度ピアノ担当者会議を開催している。その内容は、半期

及び年間の到達目標に対する学生一人ひとりの進捗状況であり、学生の学習状況や進捗状

況に応じて、担当学生の変更等も担当教員で協議していきます。 

 下宿や自宅にピアノの無い学生には、できる限り通学し、大学の練習室にて練習できるよ

うに配慮すると共に、学生にも演奏技術の向上に対する熱望を高める支援をすることであ

る。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

〔医療福祉学科〕 

短期目標 

 今年度同様、視覚障がい者の置かれている社会的状況や、視覚障がい者が社会生活を営む

為にも、「点字」がコミュニケーション・ツールの重要な 1つであることを認識させる。 

 更に、オンライン授業の場合、「点字盤等」の貸し出しも必ず実施し、点字のシステムを

理解する。 

更に、実際に点字盤にて点字を作成する体験を通して、目標は「点字によるお手紙」を作

成することである。 

 

長期的目標 

 「点字」がコミュニケーション・ツールとして重要な手段であることを理解し、実際に点

字の作成に移る段階から、「単語」・「メモ」や「連絡」等、短い単語やメッセージを交換で

きるような指導方法を確立する。 

 2 人 1 組で、お互いに「単語」から交換し、次第に「文章」が交換できることを目指す。 
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〔社会福祉学部子ども専攻〕 

短期目標 

 昨今の社会情勢を考えると、当面は遠隔授業と対面授業を並行して実施していくことが

予想される。Zoom による授業にはだいぶ慣れてきたが、演習系の科目においては課題が多

い。例えば、学生の使用している楽器はピアノではなく、キーボードであるため、クレッシ

ェンドやディクレッシェンドの強弱が表現しにくいことである。また、キーボードに向かう

姿勢にも、注意喚起が必要である。 

 集団的個別指導も重要であるが、年間 1回は「発表会」体験を計画し、音楽を「楽しむ」

又は総合芸術としての「パフォーマンス」を重視した現在の取り組みを、更に進化させて学

生の音楽に対する希求の精神と「喜び」の感性を育てることが求められている。 

 近年入学する学生の内、ピアノ体験が無い、或いは、入学が決まってから初めてピアノの

レッスンに通う学生も出てきた。その為、ピアノの演奏技術等を踏まえたクラス別けの方法

と授業形態の見直しも進めて行くことが急務である。  

 学生のアンケートや授業評価に基づいて、継続的に①担当者を変えることや、②半期ごと

の到達目標の見直しを行う等、実行していく。 

 

長期目標 

 将来、保育園や幼稚園等で、幼児・児童に関連する科目を担当するのであれば、教育理念、

教育目的を意識して授業を実施していく。 

短期目標にも述べたが、必ず一人ひとりの学生の指導計画を立てて指導に当たるが、半期

ずつ評価に基づく見直しを行う。子ども専攻では、ピアノの専門家教育ではなく、ピアノを

状況に合わせて活用できる演奏能力（合奏やパフォーマンス、効果音など）の向上を目指し

た指導計画が急務である。芸術（音楽）の「楽しさ」を感じる感性を育てることも重要な指

導項目である。 

保育園・幼稚園に関わる社会情勢等も考慮し、教材研究や指導案研究を担当者会議で実施

する。  

 

7.添付資料・参考資料 

（資料１）鈴木利定・中田勝『咸有一徳』修訂第 3版、2020年 4月、中央法規出版 

                                     以上 

 

 


