
HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 上田 啓二 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 教授 

在籍年数 １５年 

教育年数 １５年（フルタイム） 

専門領域 教育学 管楽器 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

科目名/開講期/受講者数/備考 

管楽器（主・副） I～Ⅷ/全学年前・後期/15名/主科必修 

管楽アンサンブルⅠ～Ⅳ/1～2年前・後期/40名/選択 

演奏家のためのボディワーク/2年前期/15名/選択 

世界の音楽/3年後期/70名/教職必修、学部共通科目 

ビックバンドジャズ演習Ⅰ～Ⅱ/2年前・後期/15名/選択 

キャリアセミナーⅠ～Ⅳ/3～4年前・後期/5名/必修 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

音楽の演奏技術を習得するには根気強く練習を積み重ねていくし

かなく、それらを克服した人が、聴衆を音楽で笑顔にできると信じ

ている。音楽を精神的対人援助に位置づける所以である。音楽を通

して意思疎通ができた時の喜びを大切にしたい。 

音楽の基本である全音階を暗譜で楽器の全音域で練習すること。ス

ケール合否一覧表で毎回チェックあり。ボディワークの学習と共に

演奏基礎技術の向上を図り、入学時に提示する学ぶべき５段階カテ

ゴリーの楽曲一覧表を基に学習を進める。レッスンカルテで適宜チ

ェックあり。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学生にとって未経験なアドリブ指導に関しては、ビッグ・バンドの

ためアドリブ・トレーニングをスタイル別に６パターン作成した。

結果少しずつバンド演奏時にアドリブを取り始める学生が出てき

た。 

「世界の音楽」における授業では ppt.に動画や音声を取り込み、ス

ムーズな授業進行を実現させた。また音源は C-Learning の教材倉

庫に全講義分を準備公開し、常時試聴できるようにした結果、興味

を持った講義の試聴が増えた。 

演奏技術の面でも全国コンクール入賞者も出てきており、結果４度

優秀指導者賞（H.24,26,28,29）を受賞することができた。 

授業評価アンケートの総合 5 段階評価も近年 4.2～5.0 で推移して

いる。 

5.教育実践(資料等) ・各シラバス HPに掲載 



シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブ・ラーニング

実践報告等 

・全教科 毎回資料（楽譜含む）配布 

・ビッグバンドのためのアドリブ・トレーニング実施 

・ジャス・スタンダートの成り立ちについて（C-Learning） 

・世界の音楽 全音源の常時公開（C-Learning教材倉庫） 

・レッスンカルテの使用（レッスン時） 

・音階チェック表の使用（レッスン時） 

・ボディワークのアクティブ・ラーニング授業実践報告(R1) 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

ボディワークを関連付けた、演奏技術向上結果をレッスンカルテ上

で検証できるようにするための工夫について 

学生ごとの試験曲推移の一覧表を作成し、向上過程の可視化を図

る。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 桑田一也 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 准教授 

在籍年数 ３年 

教育年数 ３７年 

専門領域 音楽教育 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

音楽科教育法Ⅰ／３年次前期／20名／教職必修科目 

音楽科教育法Ⅱ／３年次後期／20名／教職必修科目 

音楽科教育法Ⅲ／４年次前期／10名／教職専門科目 

音楽科教育法Ⅳ／４年次後期／２名／教職専門科目 

ソルフェージュⅠ・Ⅲ／１・２年次前期／20名／必修科目 

ソルフェージュⅡ・Ⅳ／１・２年次後期／20名／必修科目 

音楽通論Ⅰ／１年次前期／40名／専門科目 

音楽通論Ⅱ／１年次後期／40名／専門科目 

ミュージカル演習Ⅰ・Ⅲ／１・２年次前期／20名／専門科目 

ミュージカル演習Ⅱ・Ⅳ／１・２年次後期／10名／専門科目 

教育実習／４年次前期／20名／教職必修科目 

教職実践演習／４年次後期／20名／教職必修科目 

セミナーⅠ・Ⅱ／２年次前後期／45名／必修科目 

キャリアセミナーⅠ・Ⅱ／３年次前後期／11名／必修科目 

キャリアセミナーⅢ・Ⅳ／4年次前後期／7名／必修科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

音楽教諭の資格取得をめざす学生のために、音楽の楽しさ、すばら

しさを子どもとともに共有することができる教員の資質能力を身

につけることができる授業を展開している。また、音楽を学ぶため

の基礎的な知識やスキルを身につけることで、音楽の専門性を高め

ることができる授業を行っている。そのために、学生各自の能力に

応じた個別指導に応じながらトータルで授業を進めることができ

るように工夫している。例えば、音楽科教育法の学習指導案作成に

ついては各自で作成させそれを見取ることで進捗状況をはかり、全

体指導に活かす等であったり、音楽通論においては毎時間振り返り

テストを実施し、理解度をはかりながら全体授業を推進したりして

いる。併せてキャリアセミナー等においては、社会人基礎力を身に

つけることができるようなディスカッションを適宜挿入して、生き

る力を身につけることができる工夫をしている。 

4.教育改善と成果 FD 委員として学内の取り組みに積極的に参加したり、学科の取り



学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

組みが円滑に進むようにサポートしたりしている。学生アンケート

各に自分の授業実践を振り返り、改善できるように取り組んでい

る。取り組みについては、アクティブラーニング報告書で発表をし

ている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

授業における教材は、学生の実態や能力に応じてその時点での最良

の資料が揃うように選択できるようにしている。特にソルフェージ

ュや音楽通論のクラスでは、学生の個人差に高低があるため、それ

をカバーできる資料選択に工夫をしている。また、それを掌握する

ために授業内で振り返りテストや小テスト、実技テスト等で進捗状

況を掌握し、授業改善に役立てるようにしている。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

音楽的基礎知識を効果的に身につけさせるために、これからも学生

の資質能力を掌握しながら効率的な授業を提供できるように努め

る。そのためには、その教授法について研修を怠らないようにする。

また、最新の教育動向について常にアンテナを張り巡らせ、教員採

用試験合格をめざす学生のために貢献できるように指導する。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 白石実 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 教授 

在籍年数 １６年 

教育年数 １６年 

専門領域 管楽器（トランペット） 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

トランペットレッスン/全学年前・後期１７名/必修 

吹奏楽指導法/３年次選前・後期/５～１５名/選択 

管弦打楽器演奏解釈/３年次前・後期/５～１５名/選択 

オーケストラ/３，４年次前・後期/８０名/選択 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

音楽を学び実践してゆくことで自分を見つめる習慣と感性を培い

社会的な視野を広げる。人格形成の訓練の場としたい。 

既に子供ではなく一社会人としての自覚と責任をもつことで教員

や他の人に依存する傾向を避けてほしい。 

苦労や悩みは若いうちに経験することが貴重な財産となることを

教えたい。 

専門の知識を与えるだけの授業はせず、出来るだけ人間として考え

るべきこと、なすべきことなどを考える時間としたい。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

学生にとって本当に何が必要なのか、何が大切なのかを考慮して授

業を進めている。 

高校音楽教員（吹奏楽関係者）との緊密な関係の中で求められてい

ること、必要と思われることを吟味するように心がけている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

実技教則本数十冊。 

吹奏楽関係書籍週十冊。 

音楽作品、作曲者関連書籍数十冊。 

多種の DVD 

反転授業。 

C-ラーニング 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

先輩社会人として学生に何を伝え、何ができるのかを常に考えて行

きたい。学生のご機嫌取りは極力避け、大人同士として対応する。

そのためには時に学生にとってつらく厳しいことも伝える。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 末永雅子 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 教授 

在籍年数 36 年 

教育年数 36 年 

専門領域 音楽（ピアノ） 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

ピアノ・副科ピアノⅠ～Ⅷ/1～4年前後期/選択科目 

ピアノ演奏解釈Ⅰ/3年前期/選択科目 

ピアノ演奏テクニックⅠ/1年前期/選択科目 

ピアノ教材研究・ピアノレッスンメソード/3年後期/選択科目 

音楽表現活動論/2年前期/選択科目 

音楽アウトリーチ概論/3年後期/必修 40名 

音楽アウトリーチ演習/4年通年/選択科目 

室内楽Ⅰ～Ⅳ/3・4年/選択科目 

フレッシュマンセミナーⅠ・Ⅱ/1年前後期/必修 

セミナー1・Ⅱ/2年前後期/必修 

キャリアセミナーⅠ～Ⅳ/必修 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

楽器の技術や知識の修得だけでなく、音楽を通して、学生の人間力

を磨き、人と繋がることの重要性を意識し、卒業後にそれぞれの分

野で地域に貢献できる人材を育てたい。 

そのためには、学生が基礎から専門的な範囲まで幅広い力を身につ

けること、社会でなにが求められているか知ること、卒業後になに

ができるかを自ら確信できるように、導き、サポートすることが教

員としての役割だと考えている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

FD 活動として授業公開、授業参観、学生による授業評価アンケー

ト結果により授業、レッスン方法の改善を行っている。ピアノ指導

者研究会の活動を通して、音楽教室や自宅レッスン講師と共にピア

ノ指導法に関する研究を行い、大学での指導に生かしている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

ピアノ演奏解釈・ピアノ演奏テクニック・音楽表現活動論は C-

Learning と対面での授業を組み合わせて実施しした。 

発達障害児に対し、音楽療法を取り入れたピアノ指導法を研究し。

ピアノレッスンメソードの授業内容に組み込んでいる。この反転授

業の実践結果については、紀要、私立大学情報教育協会で発表を行

った。 



6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生の基礎力、進路、価値観が多様化し、長年続けてきた指導方法

では目標を達成することができないことを実感し、常に柔軟に対応

すること、自ら学び続けること、新しい方法や考えを取り入れたい

と努めている。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 髙橋千絵 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 准教授 

在籍年数 15 年 

教育年数 18 年 

専門領域 オーボエ、音楽鑑賞教育、音楽アウトリーチ 

2.教育の活動 

最近 3 年間の担当科目 

管楽器Ⅰ～Ⅷ、副科管楽器Ⅰ～Ⅷ／1～4 年前後期／選択科目 

音楽表現活動論／2 年前期／選択科目 

演奏活動Ⅰ～Ⅳ／2～3年前後期／選択科目 

音楽ビジネス論／3年前期／必修科目 40名 

音楽科教育法Ⅰ・Ⅱ／3年前後期／選択科目 30名 

音楽アウトリーチ概論／3 年後期／必修科目 40 名 

音楽アウトリーチ演習／4 年通年／選択科目 

室内楽Ⅰ～Ⅵ／2～4 年／選択科目 

フレッシュマンセミナーⅠ・Ⅱ／1 年前後期／必修科目 45 名 

セミナー1・Ⅱ／2 年前後期／必修科目 45 名 

キャリアセミナーⅠ～Ⅳ／3～4 年前後期／必修科目 11 名 

教育実習／4 年前期／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

学芸学部音楽学科の設置の趣旨にのっとり、地域に貢献できる人材

育成を目指している。音楽を学ぶ意義、音楽を学んだ者にできる社

会貢献活動、音楽家の社会的価値の向上を念頭に置き、音楽学科特

有の様々な卒業後の進路に対する支援と教育を実施したいと考え

ている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

授業評価アンケート、公開授業などの結果を踏まえ、授業改善に努

めているが、卒業必修科目において総合的な評価は悪くないもの

の、学びの意義を理解させることが難しい学生が一部存在し苦慮し

ている。現在、学科内 WG においてシラバス内容の再検討などを実

施している。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learning を含む）、

演奏会や模擬授業等を録画し、振り返り学習に使用している。また、

C-learning は、アンケート、小テスト、レポート、協働板の機能を

対面授業においても活用している。音楽表現活動論では Chrome ブ

ラウザで無料使用できる音楽 Web アプリ集「Chrome Music Lab」



アクティブラーニング実

践報告等 

を活用し、五音音階による作曲を実践している。セミナーで実施し

た KJ 法による取り組みについては、アクティブラーニング研修会

において事例報告をおこなった。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

演奏活動、音楽アウトリーチでは学生の活躍の場を広げること、ま

た活躍様子をアピールすることで学生の実践学習の機会を多く設

定していきたい。教職科目においては、研究を深め博士号を修得す

ることで学生に還元できるようにしていきたい。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 多田 愉可 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 准教授 

在籍年数 13年 

教育年数 13年 

専門領域 ピアノ実技  

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

簡易伴奏法/2年次後期/35名 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

教職必修科目の一つ。教育実習を円滑に行うための伴奏法の習得を

目的に行っている。楽譜とコードネームを活用した簡易伴奏法とし

て、歌唱共通教材から応用力を身に着ける。また、広島県教員採用

試験を視野に授業を展開。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

広島文化学園 FE の取り組みである教材 DVD として簡易伴奏法の

教材 DVD を作成した。活用が期待される内容となっている。毎回

の授業評価アンケートで内容の見直しをしている。その結果、概ね

高評価を得ている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

毎回の小テスト、実技確認を行っている。基本的には対面によるが

c-learningによる課題の提出も適宜行っている。教材は中学校、高

等学校の音楽の教科書使用。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

進捗状況に差があり、レベル分けが必要である。あるいは個別対応

が必要な科目。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 藤井 雄介 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 准教授 

在籍年数 2年 

教育年数 2年 

専門領域 声楽・ポピュラーヴォーカル 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

・声楽・副科声楽Ⅰ～Ⅷ／1～4年生前後期／選択科目 

・ポピュラーヴォーカル・副科ポピュラーヴォーカルⅠ～Ⅷ／1～4

年生前後期／選択科目 

・合唱Ⅴ～Ⅷ／3・4年生前後期／選択科目（一部教職必修科目） 

・声楽演奏解釈Ⅰ・Ⅱ／3年生前後期／選択科目 

・合唱指導法／4年生前期／選択科目 

・外国語ディクション／1年生後期／選択科目 

・音楽表現活動論／2年生前期／選択科目 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

【教育理念・目的】 

・母国語ではない言語をいかに声楽的な発声で、かつ自然に発音で

きるよう追及することは、声楽家にとって必要不可欠なことであ

り、ひいては我々の母国語である日本語の歌唱技能向上にも繋がる

と考え、それらの実現を目指すものである。 

・技能のあるなしにかかわらず「どのような歌を歌いたいか」とい

う理想を持つことを学生に期待する。 

【方法等】 

・クラシック音楽だけでなくミュージカルやニューミュージック、

日本音楽などの見地から、一つの分野からのアプローチにこだわら

ない、学生ひとりひとりの可能性を伸ばす指導。 

・声楽指導におけるイメージや経験則による抽象的な表現のみでな

い、具体的な言語活動による歌唱技能の指導・伝達。 

・歌唱時の開口動作における問題点の指摘と解決。 

【期待等】 

・我々が持つ、外国語の歌詞の発音に関して「個々の単語や発音に

ついて十分に議論できる」という、外国人ゆえの優位性を見出すこ

と。 

・学習者各々が自身の発声・発音器官の動きや働きを自覚・分析す

ることにより、より効率的な歌唱法の学習がなされることを期待す

る。 

4.教育改善と成果 ・抽象的な表現のみでない、具体的な言語活動による歌唱技能の指



学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

導・伝達を行い、学習者の意識づけが改善された。 

・各学習者の習熟進度を意識し、学習者目線を意識すること。学習

者が自分自身に何が起こっているかを具体的に言語化させること

により、教師側の一方通行的な指導を緩和することができた。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

各授業シラバス：Web掲載 

テキスト：イタリア古典歌曲集（全音楽譜出版社）、歌うイタリア語

ハンドブック、歌うドイツ語ハンドブック（ハンナ）等 

Web活用：YAMAHA MUSIC PAL ―学校音楽教育支援サイト― 

          C-Learning 

藤井雄介『声楽教育におけるアクティブ・ラーニングの活用と課題』

（「2020年度 アクティブ・ラーニング推進報告書」広島文化学園

大学・短期大学 FD委員会、2021年） 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

・各学生が個々の専門技能を常に向上させようと考え、実践するこ

とが特に大切であるという意識づけを行うこと。 

・4 年間という短期間で演奏家・音楽科教員等を目指す学生に対し

て、彼らが少しでも多くの音楽的な知識や技術が得られるよう効率

のよい指導を行うこと。 

・学生の将来に向けて同様の選択肢を拡げられるように努める。 

・教員自身の音楽的技能・知識に対する自己研鑽。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 山澤洋之 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 准教授 

在籍年数 1年 6か月（2021年 9月 1日現在） 

教育年数 17年 

専門領域 音楽 

2.教育の活動 

最近 3年間の担当科目 

打楽器Ⅰ～Ⅷ・副科打楽器 1～Ⅷ・フレッシュマンセミナー・セミ

ナー・キャリアセミナー・管楽Ⅰ～Ⅳ、室内楽Ⅰ～Ⅵ、合奏、音楽

表現活動論 

3.教育の理念・目的、方法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

学芸学部の音楽学科として、音楽家や教職・音楽療法士など多岐に

わたる学生の進路へ向け、音楽を通じた人間力を育成する。そのた

めに必要な基礎的な知識と技術を、さらにより専門的な深い内容を

教授する。 

レッスン・講義ともに、学生の自主性を大切にし、かつアクティブ

ラーニングを用い双方向の教育に努めている。また C-Learningな

ど ICTを活用し授業を展開している。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

吹奏楽コンクールや中部日本吹奏楽コンクール、日本クラシック音

楽コンクールなどの審査員を務めている。首都圏で行われている

FD研修に積極的に参加し、情報の更新を常に行っている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

C-Learningおよび G Suiteを活用した楽曲分析や、講義の展開。 

作曲作品によるコロナ禍における学校教育への寄与。（教育音楽 8

月号にて紹介） 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

より高度で専門的な学生の育成と同時に、学生全体の能力の底上

げ。音楽学科としてのカリキュラム全体の整合性。 

 



HBG版 ティーチングポートフォリオ 

1.基本情報 

名前 和田玲子 

学部 

学科 

学芸学部 

音楽学科 

職名 教授 

在籍年数 7年 

教育年数 ２0年 

専門領域 音楽療法 

２.教育の活動 

最近３年間の担当科目 

音楽療法概論／1年次前期／45名／卒業必修 

音楽療法基礎／1年次後期／２0名／音楽療法必修 

音楽療法実習Ⅰ／２年次後期／２0名／音楽療法必修 

音楽療法実習Ⅱ／３年次前・後期／２0名／音楽療法必修 

音楽療法総合演習／３年次前期／２0名／音楽療法必修 

音楽療法実習Ⅲ／4年次前・後期／２0名／音楽療法必修 

フレッシュマンセミナーⅡ／1年次後期／46名／卒業必修 

セミナーⅠ・Ⅱ／２年次前後期／45名／卒業必修 

キャリアセミナーⅠ・Ⅱ／３年次前後期／10名／卒業必修 

キャリアセミナーⅢ・Ⅳ／4年次前後期／10名／卒業必修 

３.教育の理念・目的、方

法 

なぜ行っているのか（自ら

の信念、価値観、目指すも

の等）、教員としての目

標、学生に求めること（期

待）等 

共通する方法や方針、独自

の工夫等 

音楽療法の資格取得をめざす学生のために、障害のある子ども達、

高齢者施設の利用者の方々に、音楽を通して接すること、また音楽

の使用方法、注意点などを身につけることができる授業を展開して

いる。また、音楽療法を学ぶための基礎的な知識やスキルを身につ

けることで、音楽の個々個人に対する音楽の専門性を高めることが

できる授業を行っている。実習では学生たちがグループを組み、チ

ームワークを保ちながら、音楽を実践していく場を持てるよう配慮

している。そのために、学生各自の能力に応じた個別指導に応じな

がらグループを通して、授業を進めることができるように工夫して

いる。特に臨床の現場に就職するためには、実習を記録することが

大切で、毎回の実習を丁寧に記録させて、他の人とも内容を共有で

きるよう工夫している。学生の希望によって選択されているキャリ

アセミナーでは、音楽療法を基本として就職を希望するものが多

く、実際の就職活動の支援を行い、就職に結び付けている。 

4.教育改善と成果 

学内外での教育活動、委員

会活動、FD 活動で行って

きた改善及びその成果 

 授業評価を参考に、毎年度授業内容・方法等を改善している。ま

た、各学年に対して授業に対する改善点を積極的に聞き取り、実施

し、改善できるシステムを構築している。また、大学の FD活動の

一環として行われる授業参観を活用し、同僚・上司の評価に基づく

授業改善と、同僚・上司の授業へ参加することによる自身の授業改



善に努めている。 

5.教育実践(資料等) 

シラバス、テキスト、配付

物、小テスト、web の活

用（C-Learningを含む）、

アクティブラーニング実

践報告等 

授業における教材は、その時代の音楽療法の最前線を学生に伝える

ことが出来るよう最良の資料が揃うように準備している。特に音楽

療法概論は、必修科目なので、音楽学科の学生たちの音楽の将来の

礎となるよう、学生が興味を持ちやすい情報を常にキャッチし、内

容を工夫して授業を展開している。 

6.今後の目標 

目標に対する今後の自分

の課題、解決方法、計画等 

学生は、実践的な事柄（職業や生活等に直結する事柄）には熱心に

取り組める傾向にあるが、その背景にある理論や技法に関しては興

味、関心には乏しい傾向にある。そのためには、その教授法につい

て研修を怠らないようにする。また、最新の教育動向について常に

アンテナを張り巡らせ、教育の今を学生に伝えることが出来るよう

指導する。 
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