
連携基礎コース： 関東 B 2021 年度講座一覧 

 横浜シュタイナー学園 「第四期 教員養成講座 」  

講座名 日程 時間×回数 連携型教員養成での科目名 単位数 

幼児教育 

2022 年 1 ⽉〜 
2023 年 7 ⽉の 

2 年間のコースです 
 

2022/1/8〜10 
3/25〜27  

5/3〜5 
7/23〜27 
10/8〜10 

2023/1/7〜9 
5/3〜5 

7/22〜26 

90 分×2 回 ⼦どもの成⻑ 
バイオグラフィー 

4 単位 

1 年生の最初の授業 45 分×1 回 方法論と教授法 １単位 

エポック授業とは 90 分×2 回 方法論と教授法 ４単位 

運動遊び 45 分×3 回 方法論と教授法 ３単位 

横浜の劇作り 90 分×1 回 方法論と教授法 ２単位 

シュタイナー教育の 
人間観・世界観 

90 分×28 回 

⼦供の成⻑ 
バイオグラフィー 

６単位 

気質 4 単位 

シュタイナー教育の人間観 46 単位 

⼦どもの観察 90 分×2 回 ⼦供の観察 4 単位 

リズム 15 分×18 回 リズムの時間 ６単位 

リズムパートとは 45 分×3 回 リズムの時間 ３単位 

フォルメン線描 90 分×５回 フォルメン線描 10 単位 

文字の導入 90 分×3 回 文字の導入 ６単位 

数の学び（低学年） 75 分×3 回 計算・算数 5 単位 

算数・数学（5〜7 年生） 75 分×3 回 計算・算数 ５単位 

お話 90 分×1 回 お話 2 単位 

物理・化学 75 分×3 回 
物理 ３単位 

化学 2 単位 

人間学 
75 分×3 回 
90 分×2 回 

動物学 ２単位 

植物学 1 単位 

人間学 6 単位 

郷⼟学〜地理・歴史 75 分×3 回 
郷⼟学 １単位 

地理・地学 2 単位 

歴史 ２単位 

言語造形 45 分×5 回 言語造形 5 単位 

水彩 90 分×11 回 水彩画・デッサン 22 単位 

粘⼟ 90 分×3 回 彫塑・木工 6 単位 



 
 

   
 

 
※講座内容は変更する場合があります。お申込み前にご確認ください。 

 

手仕事 90 分×３回 手仕事 ６単位 

オイリュトミー 45 分×18 回 オイリュトミー 18 単位 

音楽 45 分×24 回 音楽 24 単位 

体育 45 分×３回 その他 ３単位 

劇 
90 分×3 回 

135 分×1 回 
その他 ９単位 

 横浜シュタイナー学園 「手仕事教員養成講座 」  

講座名 日程 時間×回数 連携型教員養成での科目名 単位数 

原毛体験 
指編み 

棒針編み 
かぎ針編み 

クロスステッチ 
縫いぐるみ 

 
2021 年度  
日程未定 

（全 12 回の予定） 

90 分×12 回 手仕事 24 単位 

30 分×12 回 シュタイナー教育の人間観 8 単位 

横浜シュタイナー学園 「公開講座 」 

講座名 日程 時間×回数 連携型教員養成での科目名 単位数 

体験授業 低学年「数」 7/4 午前 90 分×1 回 計算・算数 2 単位 

体験授業 低学年「音楽」 7/4 午前 45 分×1 回 音楽 1 単位 

体験授業 高学年「幾何学」 7/４ 午後 45 分×1 回 幾何学 1 単位 

体験授業 高学年「粘⼟」 7/４ 午後 90 分×1 回 彫塑・木工 2 単位 

幼児について 10/3 午前 90 分×1 回 ⼦どもの成⻑ バイオグラフィー 2 単位 

「惑星」 2022/2/13 午後 90 分×1 回 天文学 2 単位 

大人のオイリュトミー 年 8 回(要問合せ) 90 分×8 回 オイリュトミー 16 単位 


