
2021年度 教員の自己点検・自己評価報告書 

 

所属学部 学科 職位 氏  名 

教育学部 子ども発達学科 教授 水野 伸子 

最終学歴 学 位 専門分野 

京都市立芸術大学大学院 博士（後期）課程在籍 修士 音楽教育・音楽心理学 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

毎回の授業において「目的を理解する→学んだことを文字や音で表現する→意味や理由を考察する」

というサイクルで行い知識習得だけに終わらない思考力を伸ばす授業を目指す 

（計画） 

テキスト・教員による手作り教材（動画も含む）・インターネット配信動画等をバランス良く配置し

てオンライン授業を組み立てる。オンライン授業での課題を、目標にあげた段階ごとに設定する。

Google Classroom の課題学習では個別に思考力を育成し、その補充として対面授業では演奏する機会

を取り入れ、オンラインの Meet でブレイクアウトルームによるグループセッションを取り入れ、そ

れぞれの授業形態の特性を活かした授業を実施する。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 音楽基礎、幼児と音楽表現、音楽科教育法、音楽Ⅰ、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅲ 

（後期） 

 保育内容（音楽表現）、音楽、専門演習Ⅱ、専門演習Ⅳ、卒業研究 

 

○教育方法の実践 

音楽に関する全ての授業科目では音楽学・音楽心理学（音楽認知心理学、音楽発達心理学含む）・音

楽教育学といった学問的領域と演奏・作曲・編曲といった実践領域を内包している。そのため、この

ような学問領域の違いをオンラインと対面という授業形態の違いを活かして効果的に指導すること

を目指した。前期「音楽科教育法」では全 15 回のうち 4 回の対面授業を実施し、オンライン授業で

は動画も含めた教員作成の配信教材と課題設定により一人ひとりがじっくり取り組み、学生が個々

の音楽に対する考えを深めることに配慮した。対面授業では協力して行う音楽作りや合奏を通して

仲間と音楽する楽しさを体験的に味わうとともに演奏法の習得に配慮した。オンデマンド教材では

学生の理解が深まるよう、実際の映像や演奏動画を作成したり、YouTube に配信されている動画等を

活用したりした。毎回の授業で視聴覚教材に対する学生自身の分析を教員の解説を踏まえて行うよ

う計画し、音楽的思考力の育成を目指した。 

 

○作成した教科書・教材 

以下に授業科目ごとに改良した教材の例を挙げる。 

音楽科教育法：児童が主体的に学ぶ授業作りの模範となる筑波大学附属小学校の音楽授業をもとに

した音楽作りや日本音階による教材曲の指導の分析教材。楽譜から読み解き演奏視聴により理解を

深める鑑賞指導教材。 



音楽基礎：調性の理解を促し移調演奏を習得する段階ごとの演奏動画教材 

保育内容（音楽表現）：岐阜聖徳附属幼稚園のコロナ禍での制限された生活発表会における歌や鍵

盤ハーモニカを用いない演奏発表の動画を教材とした音楽作り及び合奏編曲の事例分析教材（幼稚

園からは研修会講師をしたことにより発表動画を提供していただく）。 

 

○自己評価 

コロナ感染対策から対面授業が制限されたことにより表現の活動が縮小された。学生の授業評価ア

ンケートからはどの授業もある一定の成果を得られたが十分とは言えず、作成した教材にも改善の

余地が残った。今後も継続して、多様な授業形態を存分に活用し思考力と演奏力をバランスよく伸ば

し、落ちこぼれる学生を作らない指導法を模索していきたい。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

音楽聴取時における演奏者−聴取者間の相互作用の解析：拍への同期度による検討 

 

○目標・計画 

（目標） 

科研費助成の 3 年目となる。集大成として、実験により収録した音源の信号処理結果および考察

を論文としてまとめる（科学研究費補助金 基盤研究 C（課題番号：19K02769）「音楽聴取時に

おける演奏者-聴取者間の相互作用の解析：拍への同期度による検討」(研究代表者：水野伸子)）。 

（計画） 

研究成果を日本音楽教育学会で発表する。日本音楽知覚認知学会の学会誌に論文を投稿する。そ

れに伴って、博士論文を執筆する（京都市立芸術大学 音楽学 博士（後期）課程在籍）。 

 

○2014 年 4 月から 2022 年 3 月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

・水野伸子・石井玲子ほか『表現者を育てるための保育内容「音楽表現」』教育情報出版、2020 年、 

第 2 章 第 2 節 乳幼児の「表現」の発達の特性と発達過程、pp.23-24 

・水野伸子・横井志保ほか『表現（新・保育実践を支える）』福村出版、2018 年、pp.81−87 

・水野伸子・石井玲子ほか『実践しながら学ぶ子どもの音楽表現』保育出版社、2013 年、pp.96-97, 

101-104 

（学術論文） 

・水野伸子，津崎 実「演奏者と「聴衆」間の聴覚情報の双方向性が同期に与える影響」（査読有），

音楽知覚認知研究 28(1)，日本音楽知覚認知学会（2022 年度掲載予定） 

・水野伸子，津崎 実「拍知覚における演奏者－聴取者間相互作用の解析」日本音楽知覚認知学会令

和１年度秋季研究発表会資料、日本音楽知覚認知学会、pp.55-58、2020 年度  

・水野伸子・津崎実「幼児期における拍知覚の発達：同期度による検討」（査読有）音楽教育学第 49

巻第 2 号、日本音楽教育学会、pp.1-12、2019 年度 

・水野伸子・津崎 実「幼児期における拍知覚の発達：同期度による検討」日本音楽知覚認知学会平

成 30 年度秋季研究発表会資料、pp.78-81、2018 年度 

・水野伸子「生演奏と DVD 再生演奏による音楽聴取時における手拍子同期の解析比較」（査読有）

音楽教育学第 47 巻第 2 号、日本音楽教育学会、pp.13-24、2017 年度 



・水野伸子「「9 歳の壁」論と学童期における音楽的発達との関連—音楽聴取時の手拍子解析から-

（査読有）同朋大学論叢第 101 号、pp.21-40、2016 年度 

・水野伸子「生演奏と DVD 再生演奏による音楽の内容の知覚感受比較—鑑賞後に実施したアンケ

ートから−（査読有）同朋福祉第 22 号、pp.93-107、2015 年度 

・水野伸子・安藤久夫・吉田昌春「児童の音楽的拍感の獲得—授業行動分析装置改良に伴う手拍子

情報直接取得により-」（査読有）岐阜女子大学紀要第 44 号、pp.53-61、2014 年度 

（学会発表） 

・水野伸子，津崎 実（2021）音楽聴取時における演奏の拍と聴取者の手拍子による相互同調の分析，

日本音楽教育学会第 52 回大会（ZOOM開催） 

・水野伸子，津崎 実「音楽聴取時における演奏者-聴取者間の相互作用による同時性の解析」日本

音楽教育学会第 50 回大会（ZOOM 開催）、2020 年度 

・水野伸子，津崎 実「拍知覚における演奏者－聴取者間相互作用の解析」日本音楽知覚認知学会令

和１年度秋季研究発表会（ZOOM 開催）、2020 年度 

・Nobuko Mizuno, Minoru Tsuzaki, The Perception of the Musical Beat among Japanese Young Children: 

Aspects of the Degree of Synchrony, International Symposium on Performance Science, Melbourne 

Conservatorium of Music, 2019 Jury 19. 

・水野伸子「幼児期における拍の知覚発達—音楽聴取時の手拍子同期度による検討—」日本音楽教

育学会第 48 回大会（岡山大学）、2018 年度 

・水野伸子・津崎実「幼児期における拍知覚の発達：同期度による検討」日本音楽知覚認知学会平

成 30 年度秋季研究発表会（龍谷大学） 

・水野伸子・植田恵理子・寄ゆかり・本多峰和「アクティブ・ラーニングの導入には何が必要かー

音楽表現活動の可能性—」日本保育学会第 69 回大会(東京学芸大学)、2016 年度 

・Nobuko Mizuno, Musical Enculturation through the Acquisition of Key and Harmonic Knowledge in 

Japanese Preschool Children The 17 PECERA Annual Conference 2016(Pacific Early Childhood Education 

Research Association)(Chulalongkorn University,Ba 

・水野伸子・安藤久夫・吉田昌春・福本徹「タッピングと手拍子による音楽同期反応の解析比較」

日本教育工学会第 32 回全国大会(大阪大学)、2016 年度 

・水野伸子「幼児の調性感・ハーモニー感獲得にみる音楽的文化」日本音楽教育学会第 47 回大会

（横浜国立大学）、2016 年度 

・Nobuko Mizuno, The Study on the Acquisition of Musical Perception of Beat among Japanese Children 

PECERA2015 16th Annual Conference (Pacific Early Childhood Education Research 

Association)(Macquarie University,Sydney,Australia) 

・水野伸子，安藤久夫，吉田昌春，福本徹「生演奏と DVD 再生演奏時における手拍子の解析」日

本教育工学会第 31 回全国大会(電気通信大学)、2015 年度 

・水野伸子「異なる演奏形態における音楽の内容の知覚感受比較 —生演奏と DVD 再生演奏に注目

してー」日本音楽教育学会第 45 回大会(シーガイアコンベンションセンター)、2015 年度 

・水野伸子「生演奏と記録媒体における音楽の知覚感受比較」同朋学会 2015 年度学術大会(同朋大

学) 

・水野伸子・安藤久夫・福本徹「同期反応による児童の音楽的拍感の分析」日本教育工学会第 30 回

全国大会(岐阜大学)、2014 年度 

・水野伸子「児童期における拍感の獲得過程―音楽鑑賞時に発生する手拍子の解析から―」日本音

楽教育学会(聖心女子大学)、2014 年度 



・水野伸子「手拍子分析にみる音楽的発達の質的転換「9 歳の壁」日本音楽教育学会東海地区例会

(愛知教育大学)、2014 年度 

（特許） 

なし 

（その他） 

・水野伸子「Ⅴ幼児の音楽教育 １幼児の音楽表現 はじめに」学校音楽教育実践論集第 5 号 2022

年度 

 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

・2019-2021年度科学研究費補助金、基盤研究（C）（課題番号 19K02769）研究課題：音楽聴取時に

おける演奏者-聴取者間の相互作用の解析:拍への同期度による検討 (研究代表：水野伸子) 

・2016-2018年度科学研究費補助金、基盤研究(C) （課題番号:16K04176）研究課題：音楽的発達と

音楽的文化化の観点から検討した幼小連携リズム指導カリキュラムの開発(研究代表 : 水野伸

子) 

・2013-2015 年度科学研究費補助金、基盤研究(C)（課題番号:25381219）研究課題：音楽的発達と

音楽的文化化の観点から検討した小学校のリズム指導カリキュラムの開発(研究代表 : 水野伸

子） 

 

○所属学会 

日本音楽知覚認知学会、日本音楽教育学会、日本教育工学会、日本学校音楽教育実践学会、日本

保育学会 

 

○自己評価 

今年度は 2019-2021年度科学研究費補助金、基盤研究（C）（課題番号 19K02769）の最終年度で

あった。これまでの研究成果をまとめた論文は日本音楽知覚認知学会の紀要「音楽知覚認知研究」

2022年度第１号に掲載予定である。しかし，査読に予想以上に時間がかかったため，在籍する京

都市立芸術大学博士論文予備審査申請に間に合わず、次年度申請することとした。新型コロナウイ

ルス感染拡大により、分担者等との研究会や研究の成果の発表も十分に行えなかったことから、科

学研究費補助金による補助期間の１年間延長申請をした結果、承諾された。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標） 

入試委員会の副委員長として、大学の入試業務を遂行する。大学で充実した学生生活を送り勉学

に励もうとする意識のある学生の入学を推進する。人権問題・個人情報管理委員会委員として学

内の人権侵害の未然防止及び問題が生じた場合の迅速かつ適切な対処に努める。 

（計画） 

入試委員会の仕事としては年間通しての入試業務、大学共通テストのサポート業務を行う。人権

問題・個人情報管理委員会委員として問題が生じた場合は迅速かつ適切に対処する。 

 

○学内委員等 

入試委員会の副委員長、人権問題・個人情報管理委員会委員 



○自己評価 

入試委員会副委員長として全ての筆記試験の主監督業務を行うなど、入学試験が円滑に運営され

るように努めた。人権問題・個人情報管理委員会委員として学内の業務に従事した。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

保育者・教育者の研修会の講師など、研究成果を社会へ還元する。 

（計画） 

岐阜聖徳学園附属幼稚園での研修会（3 回/1 年）などが予定されている。 

 

○学会活動等 

・日本学校音楽教育実践学会第 26 回全国大会分科会司会 

・資格試験採点委員 

 

○地域連携・社会貢献等 

・岐阜聖徳学園附属幼稚園研修会講師 

 

○自己評価 

コロナ禍の制限がある中、感染対策をした上で僅かの社会貢献をすることができた。 

 

Ⅴ その他の特記事項（学外研究、受賞歴、国際学術交流、自己研鑽等） 

京都市立芸術大学大学院音楽研究科博士（後期）課程での音楽知覚認知研究をまとめるとともに、

音楽教育の基礎研究としての立場から音楽の知覚認知を追求する。 

 

Ⅵ 総括 

今年度は 2019-2021年度科学研究費補助金、基盤研究（C）（課題番号 19K02769）の最終年度で、研

究の成果をまとめる年であった。本年度も新型コロナウイルス感染拡大のため、教育及び研究活動に

制限があるなか、できる範囲で取り組むことができた。次年度において、授業では対面とオンライン

（授業資料の提示や課題の配信など）を効果的に組み合わせ、成果を上げられるよう準備をしたい。 

 

以 上 


