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Ⅴ　研究活動と研究環境

１　専任教員の教育・研究業績

（表24）

所属　心理こども学科 職名 教授 氏名　南　夏世
大学院における研究指導担当
資格の有無　（無）

Ⅰ　教育活動

年月日

　１　教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）

2016(平成28)年7月～

　２　作成した教科書、教材、参考書

　３　教育方法・教育実践に関する発表、講演等

    ４）たのしい遊びのプレゼント
　「初等音楽４」「幼児教育指導法」の授業連携により、神戸海星女子学院マ
リア幼稚園を訪問し、園児を対象に実践保育を行う。

2008(平成20)年10月

　　１）クラス授業とピアノレッスン両立の工夫 2004(平成16)年4月～

2010(平成22)年10月

　　１）弾こう♪歌おう♪こどもとともに

　　２）レパートリー集

教育実践上の主な業績 概　　　　　　　　　　要

YAMAHA 　MUSIC　　MEDIA  　CORPORATION  　保育園、幼稚園でよく歌われて
いる80曲に、簡易伴奏とコード解説、オリジナル伴奏を作るための手引きを加
えたレパートリー集。

　理論とピアノ個人レッスンの授業を分離するのではなく、同じ時間に同一教
師が指導し、総合的に音楽能力が向上できるよう工夫をしている。

　　３）学科音楽会の開催

2006(平成18)年9月
YAMAHA 　MUSIC　　MEDIA  　CORPORATION　　コード学習のための楽典、弾き
歌い曲、ピアノ曲、生活発表会のための変奏曲、保育士模擬試験問題などを掲
載。

　1年から4年まで学年の目標を定め、1年間の学習成果を発表する音楽会を開
催。学生自身が自主的に練習計画から実践まで行うよう、総合的な学びの場と
して指導している。

　　２）習熟度によるクラス分けの工夫 2008(平成20)年4月～
　授業を円滑に、また学生同士が萎縮することなく刺激しあって学習できるよ
うに、入学時に習熟度テスト（実技とペーパー）を実施し、自分の技能に適し
た環境で学習ができるよう、工夫している。

2009(平成21)年3月～

    ３）動きのためのリズム曲集
保育園　幼稚園の表現活動に使いやすい動きの曲と、保育者の意思に応じて曲
を提供できるようにするための変奏の手引きをまとめた曲集。



37

　４　その他教育活動上特記すべき事項

2008(平成20)年から

2009(平成21)年から

2010(平成22)年10月30日

2009(平成21)年から

    ５）生涯学習講座「和音を感じる」 2014(平成25年)12月3日

    ６）フロムページ主催「夢ナビ」出演 2015年6月20日

2016年6月18日

Ⅱ　研究活動

著書・論文等の
名　　　称

単著・
共著の別

発行または発表の
年月（西暦でも可）

著書

弾こう♪歌おう♪こどもと
ともに

共著 2006年(平成18)９月

レパートリー集 共著 2008年(平成20)10月

新しい日本の歌　１ 共著 2009年(平成21)10月

新しい日本の歌　２ 共著 2010年(平成22)10月

新しい日本の歌　３ 共著 2011年(平成23)10月

新しい日本の歌　４ 共著 2012年(平成24)10月

新しい日本の歌　６ 共著 2014年(平成26)11月

発行所、発表雑誌（及び巻・号
数）等の名称

中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
２頁～１７頁

マザーアース

中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
２０頁～３１頁

中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
２０頁～３３頁

　　２）小学校音楽会用『碧空へ』編曲

    ４）学科音楽会開催

マザーアース
中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
２３頁～３６頁

学校行事であるクリスマスキャロルや音楽会などの行事においては、随時編曲
を行い、学生たちのニーズに合った曲を準備している。

マザーアース
中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
１２頁～２６頁

YAMAHA MUSIC　MEDIA
CORPORATION

YAMAHA MUSIC　MEDIA
CORPORATION

マザーアース

マザーアース

小学校音楽会のために、和太鼓を取り入れた曲『碧空へ』を編曲し、出版。神

戸市の小学校で演奏されている。

 

坂井康子　岡林典子　佐野仁美

　　３）公開授業「楽譜へのアプローチ」 西洋音楽の楽譜の変遷を紹介し、楽譜の意味や役割について論述。また、五線
譜や記号・用語など楽典の解説と演習。

心理こども学科の音楽会を開催。ピアノ独奏・合奏・合唱・アンサンブルなど
多岐にわたるプログラムの指導を行う。

編者・著者名
（共著の場合のみ記入）

コミスタこうべ生涯学習講座。和音の種類を説明し、曲の中で実際にどのよう
に使われているかを解説。

保育者に求められる音楽力「リズム」「読譜力」について高校生対象に授業を
行う。授業はweb上で鑑賞できる。

坂井康子　岡林典子　山崎和子

　　１）行事における編曲活動
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なるほどかんたん！
リズム曲集

共著 2015年(平成27)1月

楽しくアカペラ
仲間とハモる青春の想い出

共著 2016年(平成28)3月

幼小連携をふまえた
音楽教育プログラムの開発

共著 2017年(平成29)9月

新しい日本の歌　９ 共著 2017年(平成29)11月

新しい日本の歌　10 共著 2018年(平成30)11月

論文

和太鼓を使った新しい合奏
教材曲の試作と活用

単著 2010年3月

　
リズム表現活動における
ピアノ演奏法習得の試み 単著 2013年3月

幼小の子どもの育ちをつな
ぐ音楽活動の試み

共著 2015年11月

様式の異なる２つの遊び歌
からの学び 共著 2016年3月

コード奏のための学習と実
践 共著 2017年3月 由井敦子

教員養成課程における授業
カリキュラムの再考 単著 2019年3月

　　　　　　　　　　　　

全国大学音楽教育学会、日本音楽教育学会、日本表現学会、日本保育学会、ひょうご日本歌曲の会、響の会および神戸音楽家協会会員

幼小連携をふまえた
音楽教育プログラムの開発

共 2013年 ～ 2015年 JSPS（課題番号25381279）の助成

保育者養成課程の学生が抱
いている「わらべうた」の
イメージ

共 2014年(平成26)9月19日 ポスター発表

子どもの表現力の育ちをつ
なぐ音楽教育プログラムの
開発

共 2015年(平成27)5月9日 ポスター発表

幼小連携に対する学生の理
解

共 2015年(平成27)9月18日 ポスター発表

日本保育学会 坂井康子　岡林典子　佐野仁美

神戸海星女子学院大学紀要

坂井康子　岡林典子　衣川久美子他

坂井康子　岡林典子　佐野仁美

坂井康子　岡林典子　佐野仁美

関西楽理研究

共同音楽出版社 上田 豊 　大串 和久 　麓 洋介

坂井康子　岡林典子　佐野仁美全国保育士養成協議会

坂井康子　岡林典子　佐野仁美

岡林典子

神戸海星女子学院大学紀要

神戸海星女子学院大学紀要

全国保育士養成協議会

神戸海星女子学院大学紀要

岡林典子　難波正明　坂井康子他

サーベル社

マザーアース
中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
８頁～２４頁

学術研究助成基金助成金
研究報告書（課題番号

25381279）

全国大学音楽教育学会

マザーアース
中西　覚　下村正彦　古瀬徳雄他
３５頁～４４頁
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２　専任教員の教育・研究業績（芸術分野や体育実技等の分野を担当する教員）

（表25）
所属 心理こども学科 職名　教授 氏名 南　夏世

展覧会・演奏会・競技会等の名称 場　　所 開催日時 発表・展示等の内容等

【リサイタル】 南　夏世　作品展 兵庫県立美術館 2006年 2月11日

【作品】 新しい日本の歌　２ 兵庫県立芸術文化センター 2009年11月11日

         新しい日本の歌　３ 兵庫県立芸術文化センター 2010年11月28日

         新しい日本の歌　４ 兵庫県立芸術文化センター 2011年11月18日

　　     響の会  第19回作品発表コンサート 兵庫県立芸術文化センター 2012年10月23日

         新しい日本の歌　６ 兵庫県立芸術文化センター 2013年11月28日

　　     響の会  第20回作品発表コンサート 兵庫県立芸術文化センター 2014年12月4日

        神戸海星50周年記念行事 神戸海星講堂 2015年11月

        新しい日本の歌　９ 兵庫県立芸術文化センター 2016年12月8日

　　　なでしこホールコンサートの歌 西区民センターなでしこホール 2017年6月25日

CD製作・販売 2017年6月26日

         新しい日本の歌　１０ 兵庫県立芸術文化センター 2017年12月3日

         新しい日本の歌　１１ 兵庫県立芸術文化センター 2018年11月25日

ソプラノのための、柴田実作詞《窓》吉田定一《何もしないで》の2曲を発

ソプラノのための、柴野京子作詞《空火照》を作曲

神戸音楽家協会主催なでしこホールコンサートのテーマソングの詩を一
般公募。優秀作品　齋藤帆夏作詞《音の花》を作曲

神戸海星50周年を記念して、2015年度児童文学受講生による作詞で合唱
曲《Be Smiley》を作曲。

永井ますみ作詞《グリンピース》井上修子《ととやみち（魚屋道）》の
２曲を発表。

《朝焼けの月》アルトサックスデュオ＆ピアノ

作品発表ソロリサイタル。合唱曲、マリンバ、オペラの新作を発表。

ソプラノのための、柴野京子作詞《在るもの》《海》の2曲を発表。

ソプラノのための、柴田実作詞《合歓の花》瑞木よう作詞《ねむのは
な》　井上修子作詞《どれみふぁそらでらしどれみたよ》の３曲を発
表。

バリトンのための、玉川侑香作詞《竹トンボ》    井上修子作詞《秋の口上＝三人
衆》の2曲を発表。

ソプラノのための、井上修子作詞《あたたかい冬》   佐野博美作詞《生返事》佐
藤勝太作詞《春を呼ぶ声》の３曲を発表。

《RIPENING for alto saxophone and piano》
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