
第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    市川 早苗       

プログラム名 本能寺「麒麟がくる」によせて 回数 3 回 

内容・概要 詩吟「本能寺」頼山陽を琵琶の伴奏と共に 

対象者 
☑幼稚園 ☑小学生 ☑中学生 ☑青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 50 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☑やや高度    ☑高度 

教 材 費 
☑不要 

☐要（） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル 信長と光秀 

必要時間 内容 材料、持ち物 

20分 

20分 

20分 

信長と光秀の歴史的考察 

詩吟「風雲清州城」と詩吟「本能寺」琵琶発表 

詩吟を体験する（ボイストレーニング含む） 

 

準備、備品 

マイク、プロジェクタ

ー 

【２回目の概要について】 

タイトル 家康と光秀 

必要時間 内容 材料、持ち物 

20分 

20分 

20分 

家康と光秀の歴史的考察 

詩吟「東照公御遺訓」キーボード発表 

詩吟を体験する（ボイストレーニング含む） 

 

準備、備品 

マイク、プロジェクタ

ー 

【３回目の概要について】 

タイトル 秀吉と光秀 

必要時間 内容 材料、持ち物 

20分 

20分 

20分 

秀吉と光秀の歴史的考察 

詩吟「大坂夏の陣」発表 

明智左馬元助「湖水乗切」詩吟発表 

信長と家康と秀吉「戦国の英雄三像」詩吟発表 

 

準備、備品 

マイク、プロジェクター 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    今村 幸枝       

プログラム名 楽しいオカリナ（入門） 回数 3 回 

内容・概要 
オカリナのしくみ、持ち方、音の出し方を学びながら簡単な曲を演奏しま

す。 

対象者 
☐幼稚園 ☑小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 15 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（応相談【楽譜代】） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（5,000円） 

【１回目の概要について】 

タイトル オカリナのしくみ、吹き方 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 オカリナのしくみ、持ち方、指の使い方を音を出しながら練

習します。 

オカリナ（アルト C管） 

筆記用具 

準備、備品 

机、イス 

譜面台（あれば） 

【２回目の概要について】 

タイトル オカリナの吹き方、指の押さえ方 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 指の押さえ方、吹き方（タンギング）の練習をし、簡単なメ

ロディーを吹いてみます。 

オカリナ（アルト C管） 

筆記用具 

準備、備品 

机、イス 

譜面台（あれば） 

【３回目の概要について】 

タイトル 曲を演奏する 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 伴奏にのせて、簡単な曲を演奏します。 オカリナ（アルト C管） 

筆記用具 

準備、備品 

机、イス 

譜面台（あれば） 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    工藤 和代       

プログラム名 健康ピアノ ～キーボードで楽しく合奏～ 回数 2 回 

内容・概要 
脳と心の健康を目指して、ピアノで脳を活性化。音符が読めなくても大丈

夫。レンタルのキーボードを使って、みんなで楽しく合奏します。 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☐一般 

☑高齢者 ☑その他（60才以上のピアノ初心者） 
定員 10 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☐一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（500円【楽器レンタル代】） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（5,000円） 

【１回目の概要について】 

タイトル ダイアナを弾こう！ 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 キーボードの使い方 

ピアノの基礎知識（音名、鍵盤位置など） 

指の番号と動かし方・リズム 

「ダイアナ」をパートごとに練習（３パート） 

伴奏音源に合わせて合奏 

筆記用具 

準備、備品 

机・イス・電源 

キーボードは貸出可 

【２回目の概要について】 

タイトル よろこびの歌を弾こう！ 

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 前回の復習 

ピアノの基礎知識（1回目に加えて） 

指の動かし方とリズムうち 

「よろこびの歌」をパートごとに練習（３パート） 

伴奏音源に合わせて合奏 

筆記用具 

準備、備品 

机・イス・電源 

キーボードは貸出可 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    清水 敏男       

プログラム名 俳句を始めませんか 回数 3～4 回 

内容・概要 
初心者のための分かりやすいプリントを配布（自作）。 

これを元に俳句への興味につなげたい。 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☐高齢者 ☐その他（） 
定員 20 名 

指導形態 
☐実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☐気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（100円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（応相談） 

【１回目の概要について】 

タイトル 基礎知識を知る 

必要時間 内容 材料、持ち物 

50分 俳句用語や約束事を学ぶ 

歳時記の役割を学ぶ 

筆記用具 

国語辞典 

準備、備品 

ホワイトボード 

【２回目の概要について】 

タイトル 俳句の鑑賞 

必要時間 内容 材料、持ち物 

50分 俳句を鑑賞して、作り方のコツを学ぶ 

歳時記の使い方を指導 

実作への足がかりとなる 

筆記用具 

国語辞典 

準備、備品 

ホワイトボード 

【３回目の概要について】 

タイトル 俳句を作る 

必要時間 内容 材料、持ち物 

50分 実作の指導。実際に作品を作ってその楽しさを学ぶ 

４回講座の時には、句会を体験して頂き、自分の作品を鑑賞

してもらう 

筆記用具 

国語辞典 

準備、備品 

ホワイトボード 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    鈴木 せつ       

プログラム名 文化箏（ミニ箏） 回数 2 回 

内容・概要 曲を奏でる楽しさを味わう 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☐高齢者 ☐その他（） 
定員 10 名 

指導形態 
☑実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☐気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（100円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル 文化箏（ミニ琴） 

必要時間 内容 材料、持ち物 

2時間 文化箏の基本を学び音を出してみる 

さくらの曲を弾く（ゆっくり練習します） 

筆記用具 

準備、備品 

机、いす、黒板 

【２回目の概要について】 

タイトル 文化箏（ミニ琴） 

必要時間 内容 材料、持ち物 

2時間 さくらの曲を合奏する 

荒城の月を弾いてみる 

文化箏を奏でる美しい音色の楽しさを味わう 

筆記用具 

準備、備品 

机、いす、黒板 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    山田 俊二       

プログラム名 絵画を読む（美術史入門） 回数 3 回 

内容・概要 美術作品（絵画）を歴史・社会の視点から読み解いていく 

対象者 
☐幼稚園 ☐小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☐高齢者 ☐その他（） 
定員 15 名 

指導形態 
☐実 技  ☑講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☐気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☑不要 

☐要（） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☑不要 

☐要（） 

【１回目の概要について】 

タイトル イタリア・ルネサンスの都市 

必要時間 内容 材料、持ち物 

150分 シエナ・ピサ・パドヴァのイタリア・ルネサンス都市の美術

を紹介する 

 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル 近代都市パリと印象派 

必要時間 内容 材料、持ち物 

150分 パリの近代都市化とそこを舞台に成立する美術の関係を探る  

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル 現代アート入門 

必要時間 内容 材料、持ち物 

150分 難解な現代アートの流れをわかりやすく紹介する  

準備、備品 

 



第３号様式（第７条関係） 

上尾市まなびすと指導者バンク講座企画書 

氏  名    山中 久恵       

プログラム名 日本の歌・世界の歌 回数 1 回 

内容・概要 
日本の歌は古くから歌われている唱歌、日本歌曲など。 

世界の歌は、日本語でまたは原語で歌って広く知識を得て楽しむ。 

対象者 
☑幼稚園 ☑小学生 ☐中学生 ☐青年 ☑一般 

☑高齢者 ☐その他（） 
定員 20～30 名 

指導形態 
☑実 技  ☐講 義 

☐その他（） 
専 門 度 

☑気軽に楽しむ  ☑一般的  

☐やや高度    ☐高度 

教 材 費 
☐不要 

☑要（100円） 

謝 礼 

(2時間単位) 

☐不要 

☑要（5,000円） 

【１回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

90分 曲にまつわる話 

発声をやって皆さんで歌う 

譜面を入れる手提げな

ど 

準備、備品 

 

【２回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 

【３回目の概要について】 

タイトル  

必要時間 内容 材料、持ち物 

   

準備、備品 

 

 


