
《専門科目》

科目名 　オペレッタ

担当者氏名 　宮本　智子、古木　竜太、有原　穂波

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・通年(前期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

　オペレッタについての知識を深め、演目の決定から話し合
いを行い、オペレッタを作り上げる。音楽表現、身体表現、
造形表現の3領域の観点から、それぞれの専門分野の担当教員
により授業を展開する。最終的には、本学の文化祭（五峯祭
）で発表を行う。
　保育の現場で子どもにオペレッタ指導を行う際に、自らが
体験し、その手順を学ぶために必要な授業です。

台本プリント、過去の作品ビデオ。

《参考図書》
五代香蘭　河内孝子「たのしいオペレッタ」メイト保育事業
部
五代香蘭　河内孝子「友達ほしいなおおかみくん」メイト保
育事業部《授業の到達目標》

　総合表現活動であるオペレッタにより音楽表現、造形表現
、身体表現の技能を養い、幼児の表現活動をスムーズに援助
する指導技術を身につける。また、皆で協力してオペレッタ
を作り上げるという目標を達成する歓びを味わう。

《授業時間外学習》
・事前に台本を熟読し、歌も歌えるようにしておくこと。
・予め、振付けを考えておくこと。
・前回の振付をよく復習して臨むこと。
・製作の材料等準備しておくこと。
・前回の指摘箇所を改善して臨むこと。
・計画的に事前練習をして臨むこと。《成績評価の方法》

成果の発表状況（60%）、学習態度（グループワークへの参加
度・貢献度等）（30%）、レポート（10%）を総合的に評価す
る。

《課題に対するフィードバック等》
動きやすい、活動しやすい服装。時間不足の場合は各自の自
主的な努力で補う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
総合表現活動としてのオ
ペレッタとは（1）宮本

参考に前年度までのビデオ観賞
オペレッタの演目、配役、台本の決定

2
総合表現活動のためのオ
ペレッタとは（2）宮本

音楽の効果的活用法、身体表現、舞台効果、台本作成
次回までに構想を立てておくこと。

3
オペレッタのオリジナル
台本の作成（1）古木

曲付け、効果音、舞台装置のデザイン
次回までに構想を立てておくこと。

4
オペレッタのオリジナル
台本の作成（2）古木

曲付け、振付け、効果音、衣装のデザイン
次回までに台本を予習しておくこと。

5
音楽表現の習得（1）
　　　　　　　　　宮本

曲付け、振付け、効果音、衣装のデザイン
歌と台詞あわせの練習（留意点と実践）次回までに歌と台詞を復習しておくこと。

6
音楽表現の習得（2）
　　　　　　　　　宮本

歌と台詞あわせの練習（留意点と実践）
次回までに歌と台詞を覚えておくこと。

7
身体表現の習得（1）
　　　　　　　　　古木

振り付けと演技の練習（留意点と実践）

8
身体表現の習得（2）
　　　　　　　　　古木

振り付けと演技の練習（留意点と実践）

9
造形表現の実践（1）
　　　　　　　　　有原

振り付けと演技の練習（留意点と実践）
舞台（大道具、小道具）衣装等の製作（留意点と実践）

10
造形表現の実践（2）
　　　　　　　　　有原

舞台（大道具、小道具）衣装等の製作（留意点と実践）

11
通し稽古（1）
　　　　　　　　　古木

舞台（大道具、小道具）衣装等の製作（留意点と実践）
通し稽古による演技力向上（全体と部分の調整）本日の振り返りと改善策を考える。

12
通し稽古（2）
　　　　　　　　　古木

通し稽古による演技力向上（全体と部分の調整）
本日の振り返りと改善策を考える。

13
舞台稽古・合評（1）
　　　　　宮本・古木

舞台設置・通し稽古･各グループごとの批評
本日の振り返りと改善策を考える。

14
舞台稽古・合評（2）
　　　　　宮本・古木

舞台設置・通し稽古･各グループごとの批評　　　　　　　　
前回の指摘箇所を改善して臨むこと。

15
舞台稽古・合評（2）発（
五峯祭でも発表予定）

特設舞台で発表会を行う。出演した作品をビデオ化
反省点を見出し、今後の現場の指導に反映　計画的に事前練習をして臨むこと。



《専門科目》

科目名 　オペレッタ

担当者氏名 　宮本　智子、古木　竜太、有原　穂波

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・通年(後期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

　オペレッタについての知識を深め、演目の決定から話し合
いを行い、オペレッタを作り上げる。音楽表現、身体表現、
造形表現の3領域の観点から、それぞれの専門分野の担当教員
により授業を展開する。最終的には、本学の文化祭（五峯祭
）で発表を行う。
　保育の現場で子どもにオペレッタ指導を行う際に、自らが
体験し、その手順を学ぶために必要な授業です。

台本プリント、過去の作品ビデオ。

《参考図書》
五代香蘭　河内孝子「たのしいオペレッタ」メイト保育事業
部
五代香蘭　河内孝子「友達ほしいなおおかみくん」メイト保
育事業部《授業の到達目標》

　総合表現活動であるオペレッタにより音楽表現、造形表現
、身体表現の技能を養い、幼児の表現活動をスムーズに援助
する指導技術を身につける。また、皆で協力してオペレッタ
を作り上げるという目標を達成する歓びを味わう。

《授業時間外学習》
・事前に台本を熟読し、歌も歌えるようにしておくこと。
・予め、振付けを考えておくこと。
・前回の振付をよく復習して臨むこと。
・製作の材料等準備しておくこと。
・前回の指摘箇所を改善して臨むこと。
・計画的に事前練習をして臨むこと。《成績評価の方法》

成果の発表状況（60%）、学習態度（グループワークへの参加
度、貢献度等）（30%）、レポート（10%）を総合的に評価す
る。

《課題に対するフィードバック等》
動きやすい、活動しやすい服装。時間不足の場合は各自の自
主的な努力で補う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
総合表現活動としてのオ
ペレッタとは（1）宮本

参考に前年度までのビデオ観賞
オペレッタの演目、配役、台本の決定

2
総合表現活動のためのオ
ペレッタとは（2）宮本

音楽の効果的活用法、身体表現、舞台効果、台本作成

3
オペレッタのオリジナル
台本の作成（1）古木

曲付け、効果音、舞台装置のデザイン

4
オペレッタのオリジナル
台本の作成（2）古木

曲付け、振付け、効果音、衣装のデザイン

5
音楽表現の習得（1）
　　　　　　　　　宮本

曲付け、振付け、効果音、衣装のデザイン
歌唱と台詞あわせの練習（留意点と実践）

6
音楽表現の習得（2）
　　　　　　　　　宮本

歌唱と台詞あわせの練習（留意点と実践）

7
身体表現の習得（1）
　　　　　　　　　古木

振り付けと演技の練習（留意点と実践）

8
身体表現の習得（2）
　　　　　　　　　古木

振り付けと演技の練習（留意点と実践）

9
造形表現の実践（1）
　　　　　　　　　古木

振り付けと演技の練習（留意点と実践）
舞台（大道具、小道具）衣装等の製作（留意点と実践）

10
造形表現の実践（2）
　　　　　　　　　古木

舞台（大道具、小道具）衣装等の製作（留意点と実践）

11
通し稽古（1）
　　　　　　　　　古木

舞台（大道具、小道具）衣装等の製作（留意点と実践）
通し稽古による演技力向上（全体と部分の調整）

12
通し稽古（2）
　　　　　　　　　古木

通し稽古による演技力向上（全体と部分の調整）

13
舞台稽古・合評（1）
　　　　　宮本・古木

舞台設置・通し稽古･各グループごとの批評

14
舞台稽古・合評（2）
　　　　　宮本・古木

舞台設置・通し稽古･各グループごとの批評　　　　　　　　
前回の指摘箇所を改善して臨むこと。

15
舞台稽古・合評（2）発（
五峯祭でも発表予定）

特設舞台で発表会を行う。出演した作品をビデオ化
反省点を見出し、今後の現場の指導に反映　計画的に事前練習をして臨むこと。



《専門科目》

科目名 　教育実習Ⅰ

担当者氏名 　佐野 ゆかり、本多　舞

授業方法 講義 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 1年・通年(前期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

あそびを通して豊かな人間性を培う幼児教育の特性をふまえ
、幼稚園教諭に求められる保育実践について学ぶ。また、幼
稚園教育実習のために必要な記録力、考察力を養うと同時に
社会性を身につけ、本学の「育てたい保育者像」を目標に本
科目を学ぶ。

武藤隆「幼稚園教育要領ハンドブック」学研 2017 小櫃智子
「幼稚園・保育所・認定こども園実習パーフェクトガイド」
わかば社 2017 植田光子「手あそび百科」ひかりのくに 2006

《参考図書》
授業の中で適宜紹介する。

《授業の到達目標》
「育てたい保育者像」に基づき、資質、保育技術の向上及び
自己研鑽への意識を習得し、幼稚園教諭免許取得を目指す。

《授業時間外学習》
①実習指導用ファイルを用意し、授業内で配布されたプリン
トを全て綴じて復習に活用すること。②実習用エプロン、名
札は適宜指示された期間内に作成し、提出すること。③ペー
プサートやエプロンシアター等、積極的に各自用意すること
が望ましい。

《成績評価の方法》
提出物50％　振り返りシート50％で１年次及び２年次の学習
を総合的に評価し、60％以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

提出物類は内容を確認し、講評などでフィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
教育実習の意義 教育実習の意義と実施要件〜本学内規より

2
観察実習の実際 実習生の１日と観察の観点

3
実習生調書及びオリエン
テーションについて

実習生調書の作成・オリエンテーションに向けて

4
日誌の書き方（１） 日誌の目的・記録方法

5
日誌の書き方（２） 保育用語と望ましい表現

6
実習事前準備 マナー・実習前試験・部分実習について

7
実習直前指導 実習中のQ&A　実習後の手続き

8
実習事後指導（１） 観察実習振り返り（子どもから学んだこと）

9
実習事後指導（２） 観察実習振り返り（保育者から学んだこと）

10
実習報告会 １年次実習報告会

11
責任実習の実際 指導案の書き方

12
日誌の書き方 記録方法〜エピソード記述

13
実習事前準備 実習前試験・実習後の手続き

14
実習事後指導（１） 責任実習指導案の計画と実際・子どもから学んだこと・保育者から学んだこと

15
実習事後指導（２） ２年次実習報告会



《専門科目》

科目名 　卒業研究プレゼミ

担当者氏名 　中村　敏男、専任教員

授業方法 演習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 1年・通年(前期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

2年次の卒業研究執筆に向けての基礎知識を身につけるため、
自らが主体的に課題に向き合い、必要なスキルや具体な方策
を探る。そのために、本科目では、チュートリアル形式やゼ
ミナール形式の授業形態をとりいれ、積極的な授業にする。

授業中適宜指示する。

《参考図書》
世界思想社編集部「大学生 学びのハンドブック[4訂版] 」
2018年
石黒圭「論文・レポートの基本」2012年

《授業の到達目標》
①大学での学習の特徴について説明できる。
②共同学習の重要性について説明できる。
③「研究」とは何か、本学のゼミについてその内容を列挙で
きる。
④ゼミナールに参加し、各領域の研究方法を説明できる。
⑤卒業研究発表会に参加し、研究に対する質問を作成するこ
とができる。

《授業時間外学習》
授業で出された課題・自己学修の課題を確実に行うこと。本
授業では、探求心が深くかかわるので、自分が興味を持った
ことについては、文献やインターネットで調べる習慣を身に
つけることが求められる。

《成績評価の方法》
レポート60％、ゼミナールへの行動記録40％とし、総合評価
60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

授業中に適宜行う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
大学での学びⅠ：クラス
担任他

高校までと大学の学びの違いについて、テュートリアルを通して明確にする。

2
大学での学びⅡ：クラス
担任他

大学での学びに必要な学習スキルについて、テュートリアルを通して明確にする。

3
大学での学びⅢ：クラス
担任他

先行研究のまとめ方について、テュートリアルを通して身につける。

4
共同学習の意義Ⅰ：クラ
ス担任他

共同学習の意義について、コンセンサスゲームを通して理解する。

5
共同学習の意義Ⅱ：クラ
ス担任他

共同学習の意義について、チームビルディングを通して理解する。

6
ゼミナールの理解Ⅰ：ク
ラス担任他

本学のゼミナールの内容について、各ゼミ担当者にインタビューを行い、その内容を
まとめる。

7
ゼミナールの理解Ⅱ：ク
ラス担任他

本学のゼミナールの内容について、テュートリアルを通して、他のグループの発表な
どから理解する。

8
研究テーマの展望：クラ
ス担任他

卒業研究のテーマについて、テュートリアルを通して、キーワードから過去の研究タ
イトルを展望する。

9
/

10
/

11
/

12
/

13
/

14
/

15
/



《専門科目》

科目名 　卒業研究プレゼミ

担当者氏名 　中村　敏男、専任教員

授業方法 演習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 1年・通年(後期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

2年次の卒業研究執筆に向けての基礎知識を身につけるため、
自らが主体的に課題に向き合い、必要なスキルや具体な方策
を探る。そのために、本科目では、チュートリアル形式やゼ
ミナール形式の授業形態をとりいれ、積極的な授業にする。

授業中適宜指示する。

《参考図書》
世界思想社編集部「大学生 学びのハンドブック[4訂版] 」
2018年
石黒圭「論文・レポートの基本」2012年

《授業の到達目標》
①大学での学習の特徴について説明できる。
②共同学習の重要性について説明できる。
③「研究」とは何か、本学のゼミについてその内容を列挙で
きる。
④ゼミナールに参加し、各領域の研究方法を説明できる。
⑤卒業研究発表会に参加し、研究に対する質問を作成するこ
とができる。

《授業時間外学習》
授業で出された課題・自己学修の課題を確実に行うこと。本
授業では、探求心が深くかかわるので、自分が興味を持った
ことについては、文献やインターネットで調べる習慣を身に
つけることが求められる。

《成績評価の方法》
レポート60％、ゼミナールへの行動記録40％とし、総合評価
60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

授業中に適宜行う。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
ゼミナールの研究方法：
ゼミナール担当教員他

各ゼミナールに分かれ、参加するゼミナールの研究方法について理解する。

2
ゼミナールへの参加Ⅰ：
ゼミナール担当教員他

ゼミナールに参加し、2年生の行っている卒業研究の内容について理解する。

3
ゼミナールへの参加Ⅱ：
ゼミナール担当教員他

ゼミナールに参加し、2年生の行っている卒業研究の内容について理解する。

4
ゼミナールへの参加Ⅲ：
ゼミナール担当教員他

ゼミナールに参加し、2年生の行っている卒業研究の内容について理解する。

5
ゼミナールへの参加Ⅳ：
ゼミナール担当教員他

ゼミナールに参加し、2年生の行っている卒業研究の内容について理解する。

6
ゼミナールへの参加Ⅴ：
ゼミナール担当教員他

ゼミナールに参加し、2年生の行っている卒業研究の内容について理解する。

7
卒業研究発表会：ゼミナ
ール担当教員他

卒業研究発表会に参加し、各ゼミナールの研究成果を理解し、積極的に質問ができる
ようにする。
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