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ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業には積極的に参加することが望まれる。また後期も必ず履修して出席すること。

企画案と発表の仕方を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Eric Booth: Teaching Artist Bibleを使用するが、日本語訳を配布する。

◆参考図書◆

適宜指摘する

◆留意事項◆

音楽ティーチングアーティストとして活躍するための知識とスキルを修得する

◆授業内容・計画◆

近年、小・中学校や病院などの施設でミニコンサートが開かれることが多くなりました。そこでは音楽を演奏するだけでなく、演奏する曲目や
楽器について説明することが求められます。また通常の演奏会でも、聴衆に深く音楽を聴いてもらい、クラシック音楽を楽しんでもらわなくて
はなりません。音楽ティーチング・アーティスト
は、演奏家でありながら、聴衆に対して教育的なことができる人を指します。この授業の目的は、１１月から１２月の時期に、大学の近くに施
設で演奏会を開催します。

【前期】
１．ティーチング・アーティストとはどんな人
２．ティーチング・アーティストに求められる資質とスキル
３．ティーチング・アーティストになるための学び
４．ティーチング・アーティストの活動事例（ゲストティーチャー１）
５．エントリーポイント（学生による事例発表１）
６．エントリーポイント（学生による事例発表２）
７・エントリーポイント（学生による事例発表３）
８．エントリーポイント（学生による事例発表４）
９．ティーチング・アーティストの活動事例（ゲストティーチャー２）
１０．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表１）
１１・演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表２）
１２．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表３）
１３．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表４）
１４．演奏会の企画
１５．夏休み中に演奏会パートナー機関と打ち合わせをする

◆準備学習の内容◆

グループで分担を決めて企画案を作成するので、授業時間以外での作業が必要とされる。

◆成績評価の方法◆

MGS701U

テーマ別演習AⅠ

音楽ティーチングアーティスト実践

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内発表、レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

芸術の設計―見る／作ることのアプリケーション（岡崎乾二郎 著／フィルムアート社）
現代音楽×メディアアート―音響と映像のシンセシス（中村滋延 著／九州大学出版会）
メディア・アート創世記ー科学と芸術の出会い（坂根厳夫 著／フィルムアート社）

◆留意事項◆

音楽と多様なメディアによる芸術表現のさまざまな試みについて知見を深める。

◆授業内容・計画◆

20世紀以降に顕著となった、音楽と多様なメディアを組み合わせる試みへの知見を深め、これからの芸術表現の可能性を考察する。
テーマとなるアーティストや作品を各回に取り上げ、視聴と解説を行うとともに、受講者によるディスカッションを実施する。

【音楽と映像メディア】
1）オスカー・フィッシンガー　音楽と「動く絵画」
2）ノーマン・マクラレン　音と映像の「シンクロニゼーション」
3）ノーマン・マクラレン　メディア・アーティストとしてのマクラレン
4）黒川良一 　コンピュータによる生成的アプローチ
5）さまざまなアーティスト1
6）学生発表1
7）学生発表2

8）ゲスト・レクチャー（予定）

【ミュージック・ビデオ】
9）ミシェル・ゴンドリー
10）クリス・カニングハム
11）OK Go　映像の「カット」と音楽
12）さまざまなアーティスト2
13）学生発表3
14）学生発表4
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げた内容について、関連するアーティストや作品のリサーチを各自で行うこと。

◆成績評価の方法◆

MGS701U

テーマ別演習AⅠ

音楽とメディア

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・大学院で演奏を専門に学ぶ学生が中心になると考えられるため、自分に引きつけた問題性を各自が積極的に見
　出し、受講生相互の間で活発なコミュニケーションが行われるように努めて欲しい。
・2014年に約50年ぶりにベートーヴェンの作品目録が刊行された。ドイツ語の読解力が必要にはなるが、担当教
　員と相談するなどして、最新の情報に関心を持っておくこと。

発表内容と議論等への参加姿勢。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

ベートーヴェンの中期作品に関し、自分の演奏・研究活動と結びつけながら、作品解釈の方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

学生の興味関心に鑑みながら、学生の発表を中心にして授業を進める。したがって、具体的に取り上げる楽曲に関しては、初回のオリエン
テーションの内容次第で変更の対象となる。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション、基本文献について
第２回　交響曲第３番「英雄」（１）第１楽章について
第３回　交響曲第３番「英雄」（２）第１楽章について
第４回　交響曲第３番「英雄」（３）ふたつの中間楽章について
第５回　交響曲第３番「英雄」（４）第４楽章について
第６回　交響曲第３番「英雄」（５）第４楽章について
第７回　プロメテウスとしてのナポレオンと交響曲第３番「英雄」
第８回　オペラ《フィデリオ》（１）歴史的前提、物語
第９回　オペラ《フィデリオ》（２）第１幕について
第10回　オペラ《フィデリオ》（３）第１幕について
第11回　オペラ《フィデリオ》（４）第２幕について
第12回　オペラ《フィデリオ》（５）第２幕について
第13回　オペラ《フィデリオ》（６）演出の観点から
第14回　《レオノーレ》から《フィデリオ》へ：異稿と４つの序曲
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・発表担当者は、充分な準備をし、レジュメを用意して臨むこと。
・受講者全員が、取り上げられる作品について視覚面（楽譜）と聴覚面（音源）の両面でよく検討してくること。

◆成績評価の方法◆

MGS701U

テーマ別演習AⅠ

ベートーヴェン研究

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業には積極的に参加することが望まれる。前期を履修して、出席数を満たしていること。

演奏会の企画案と演奏会のマネジメントなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Eric Booth: Teaching Artist Bibleを使用するが、日本語訳を配布する。

◆参考図書◆

適宜指摘する

◆留意事項◆

音楽ティーチングアーティストとして活躍するための知識とスキルを修得する

◆授業内容・計画◆

【後期】
１．演奏会企画発表会（１）
２．演奏会企画発表会（２）
３．演奏会企画発表会（３）
４．アクティヴィティ発表会（１）
５．アクティヴィティ発表会（２）
６．アクティヴィティ発表会（３）
７．アクティヴィティ発表会（４）
８．演奏会
９．演奏会
１０．演奏会
１１．演奏会
１２．演奏会
１３．演奏会
１４．反省会
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

グループで分担を決めて企画案を作成するので、授業時間以外での作業が必要とされる。

◆成績評価の方法◆

MGS702U

テーマ別演習AⅡ

音楽ティーチングアーティスト実践

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内発表、レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

芸術の設計―見る／作ることのアプリケーション（岡崎乾二郎 著／フィルムアート社）
現代音楽×メディアアート―音響と映像のシンセシス（中村滋延 著／九州大学出版会）
メディア・アート創世記ー科学と芸術の出会い（坂根厳夫 著／フィルムアート社）		

◆留意事項◆

音楽と多様なメディアによる芸術表現の試みについて知見を深める。			

◆授業内容・計画◆

20世紀以降に顕著となった、音楽と多様なメディアを組み合わせる試みへの知見を深め、これからの芸術表現の可能性を考察する。
テーマとなるアーティストや作品を各回に取り上げ、視聴と解説を行うとともに、受講者による発表とディスカッションを実施する。

1）コート・リッピ　ゲスト・レクチャー（予定）

【オーディオビジュアル／パフォーマンス】
2）池田亮司　dumb type
3）池田亮司　ライブ・パフォーマンスとインスタレーション
4）cyclo.　データと現象
5）alva noto　音楽と美術のあいだ
6）さまざまなアーティスト1
7）学生発表1
8）学生発表2

9）渋谷淑子＋莱孝之　ゲスト・レクチャー（予定）

ボーカロイド
10）初音ミクとコンシューマ・ジェネレーテッド・メディア
11）ボーカロイド・ライブ
12）渋谷慶一郎「THE END」
13）さまざまなアーティスト2
14）学生発表3
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げた内容について、関連するアーティストや作品のリサーチを各自で行うこと。 

◆成績評価の方法◆

MGS702U

テーマ別演習AⅡ

音楽とメディア

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・大学院で演奏を専門に学ぶ学生が中心になると考えられるため、自分に引きつけた問題性を各自が積極的に見
　出し、受講生相互の間で活発なコミュニケーションが行われるように努めて欲しい。
・2014年に約50年ぶりにベートーヴェンの作品目録が刊行された。ドイツ語の読解力が必要にはなるが、担当教
　員と相談するなどして、最新の情報に関心を持っておくこと。

発表内容と議論等への参加姿勢。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

ベートーヴェンの後期作品に関し、自分の演奏・研究活動と結びつけながら、作品解釈の方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

学生の興味関心に鑑みながら、学生の発表を中心にして授業を進める。したがって、具体的に取り上げる楽曲に関しては、初回のオリエン
テーションの内容次第で変更の対象となる。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション、基本文献について
第２回　交響曲第９番（１）第１楽章について
第３回　交響曲第９番（２）第１楽章について
第４回　交響曲第９番（３）第２楽章について
第５回　交響曲第９番（４）第３楽章について
第６回　交響曲第９番（５）第４楽章について
第７回　交響曲第９番（６）第４楽章について
第８回　交響曲第９番に関するまとめ
第９回　弦楽四重奏曲Op.131、第１楽章について
第10回　弦楽四重奏曲Op.131、第２楽章について
第11回　弦楽四重奏曲Op.131、第３、４楽章について
第12回　弦楽四重奏曲Op.131、第５楽章について
第13回　弦楽四重奏曲Op.131、第６楽章について
第14回　弦楽四重奏曲Op.131、第７楽章について
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・発表担当者は、充分な準備をし、レジュメを用意して臨むこと。
・受講者全員が、取り上げられる作品について視覚面（楽譜）と聴覚面（音源）の両面でよく検討してくること。

◆成績評価の方法◆

MGS702U

テーマ別演習AⅡ

ベートーヴェン研究

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業には積極的に参加することが望まれる。後期にも必ず履修して出席すること。

企画案と発表の仕方を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Eric Booth: Teaching Artist Bibleを使用するが、日本語訳を配布する。

◆参考図書◆

適宜指摘する

◆留意事項◆

音楽ティーチングアーティストとして活躍するための知識とスキルを修得する

◆授業内容・計画◆

近年、小・中学校や病院などの施設でミニコンサートが開かれることが多くなりました。そこでは音楽を演奏するだけでなく、演奏する曲目や
楽器について説明することが求められます。また通常の演奏会でも、聴衆に深く音楽を聴いてもらい、クラシック音楽を楽しんでもらわなくて
はなりません。音楽ティーチング・アーティスト
は、演奏家でありながら、聴衆に対して教育的なことができる人を指します。この授業の目的は、１１月から１２月の時期に、大学の近くに施
設で演奏会を開催します。

【前期】
１．ティーチング・アーティストとはどんな人
２．ティーチング・アーティストに求められる資質とスキル
３．ティーチング・アーティストになるための学び
４．ティーチング・アーティストの活動事例（ゲストティーチャー１）
５．エントリーポイント（学生による事例発表１）
６．エントリーポイント（学生による事例発表２）
７．エントリーポイント（学生による事例発表３）
８．エントリーポイント（学生による事例発表４）
９．ティーチング・アーティストの活動事例（ゲストティーチャー２）
１０．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表１）
１１．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表２）
１２．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表３）
１３．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表４）
１４．演奏会の企画
１５．夏休み中に演奏会パートナー機関と打ち合わせをする

◆準備学習の内容◆

グループで分担を決めて企画案を作成するので、授業時間以外での作業が必要とされる。

◆成績評価の方法◆

MGS703U

テーマ別演習BⅠ

音楽ティーチングアーティスト実践

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内発表、レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

芸術の設計―見る／作ることのアプリケーション（岡崎乾二郎 著／フィルムアート社）
現代音楽×メディアアート―音響と映像のシンセシス（中村滋延 著／九州大学出版会）
メディア・アート創世記ー科学と芸術の出会い（坂根厳夫 著／フィルムアート社）

◆留意事項◆

音楽と多様なメディアによる芸術表現のさまざまな試みについて知見を深める。

◆授業内容・計画◆

20世紀以降に顕著となった、音楽と多様なメディアを組み合わせる試みへの知見を深め、これからの芸術表現の可能性を考察する。
テーマとなるアーティストや作品を各回に取り上げ、視聴と解説を行うとともに、受講者によるディスカッションを実施する。

【音楽と映像メディア】
1）オスカー・フィッシンガー　音楽と「動く絵画」
2）ノーマン・マクラレン　音と映像の「シンクロニゼーション」
3）ノーマン・マクラレン　メディア・アーティストとしてのマクラレン
4）黒川良一 　コンピュータによる生成的アプローチ
5）さまざまなアーティスト1
6）学生発表1
7）学生発表2

8）ゲスト・レクチャー（予定）

【ミュージック・ビデオ】
9）ミシェル・ゴンドリー
10）クリス・カニングハム
11）OK Go　映像の「カット」と音楽
12）さまざまなアーティスト2
13）学生発表3
14）学生発表4
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げた内容について、関連するアーティストや作品のリサーチを各自で行うこと。

◆成績評価の方法◆

MGS703U

テーマ別演習BⅠ

音楽とメディア

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・大学院で演奏を専門に学ぶ学生が中心になると考えられるため、自分に引きつけた問題性を各自が積極的に見
　出し、受講生相互の間で活発なコミュニケーションが行われるように努めて欲しい。
・2014年に約50年ぶりにベートーヴェンの作品目録が刊行された。ドイツ語の読解力が必要にはなるが、担当教
　員と相談するなどして、最新の情報に関心を持っておくこと。

発表内容と議論等への参加姿勢。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

ベートーヴェンの中期作品に関し、自分の演奏・研究活動と結びつけながら、作品解釈の方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

学生の興味関心に鑑みながら、学生の発表を中心にして授業を進める。したがって、具体的に取り上げる楽曲に関しては、初回のオリエン
テーションの内容次第で変更の対象となる。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション、基本文献について
第２回　交響曲第３番「英雄」（１）第１楽章について
第３回　交響曲第３番「英雄」（２）第１楽章について
第４回　交響曲第３番「英雄」（３）ふたつの中間楽章について
第５回　交響曲第３番「英雄」（４）第４楽章について
第６回　交響曲第３番「英雄」（５）第４楽章について
第７回　プロメテウスとしてのナポレオンと交響曲第３番「英雄」
第８回　オペラ《フィデリオ》（１）歴史的前提、物語
第９回　オペラ《フィデリオ》（２）第１幕について
第10回　オペラ《フィデリオ》（３）第１幕について
第11回　オペラ《フィデリオ》（４）第２幕について
第12回　オペラ《フィデリオ》（５）第２幕について
第13回　オペラ《フィデリオ》（６）演出の観点から
第14回　《レオノーレ》から《フィデリオ》へ：異稿と４つの序曲
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・発表担当者は、充分な準備をし、レジュメを用意して臨むこと。
・受講者全員が、取り上げられる作品について視覚面（楽譜）と聴覚面（音源）の両面でよく検討してくること。

◆成績評価の方法◆

MGS703U

テーマ別演習BⅠ

ベートーヴェン研究

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業には積極的に参加することが望まれる。前期を履修して、出席数を満たしていること。

演奏会の企画案と演奏会のマネジメントなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Eric Booth: Teaching Artist Bibleを使用するが、日本語訳を配布する。

◆参考図書◆

適時指摘する。

◆留意事項◆

音楽ティーチングアーティストとして活躍するための知識とスキルを修得する

◆授業内容・計画◆

【後期】
１．演奏会企画発表会（１）
２．演奏会企画発表会（２）
３．演奏会企画発表会（３）
４．アクティヴィティ発表会（１）
５．アクティヴィティ発表会（２）
６．アクティヴィティ発表会（３）
７．アクティヴィティ発表会（４）
８．演奏会
９．演奏会
１０．演奏会
１１．演奏会
１２．演奏会
１３．演奏会
１４．反省会
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

グループで分担を決めて企画案を作成するので、授業時間以外での作業が必要とされる。

◆成績評価の方法◆

MGS704U

テーマ別演習BⅡ

音楽ティーチングアーティスト実践

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内発表、レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

芸術の設計―見る／作ることのアプリケーション（岡崎乾二郎 著／フィルムアート社）
現代音楽×メディアアート―音響と映像のシンセシス（中村滋延 著／九州大学出版会）
メディア・アート創世記ー科学と芸術の出会い（坂根厳夫 著／フィルムアート社）		

◆留意事項◆

音楽と多様なメディアによる芸術表現の試みについて知見を深める。

◆授業内容・計画◆

20世紀以降に顕著となった、音楽と多様なメディアを組み合わせる試みへの知見を深め、これからの芸術表現の可能性を考察する。
テーマとなるアーティストや作品を各回に取り上げ、視聴と解説を行うとともに、受講者による発表とディスカッションを実施する。

1）コート・リッピ　ゲスト・レクチャー（予定）

【オーディオビジュアル／パフォーマンス】
2）池田亮司　dumb type
3）池田亮司　ライブ・パフォーマンスとインスタレーション
4）cyclo.　データと現象
5）alva noto　音楽と美術のあいだ
6）さまざまなアーティスト1
7）学生発表1
8）学生発表2

9）渋谷淑子＋莱孝之　ゲスト・レクチャー（予定）

ボーカロイド
10）初音ミクとコンシューマ・ジェネレーテッド・メディア
11）ボーカロイド・ライブ
12）渋谷慶一郎「THE END」
13）さまざまなアーティスト2
14）学生発表3
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げた内容について、関連するアーティストや作品のリサーチを各自で行うこと。 

◆成績評価の方法◆

MGS704U

テーマ別演習BⅡ

音楽とメディア

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・大学院で演奏を専門に学ぶ学生が中心になると考えられるため、自分に引きつけた問題性を各自が積極的に見
　出し、受講生相互の間で活発なコミュニケーションが行われるように努めて欲しい。
・2014年に約50年ぶりにベートーヴェンの作品目録が刊行された。ドイツ語の読解力が必要にはなるが、担当教
　員と相談するなどして、最新の情報に関心を持っておくこと。

発表内容と議論等への参加姿勢。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

ベートーヴェンの後期作品に関し、自分の演奏・研究活動と結びつけながら、作品解釈の方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

学生の興味関心に鑑みながら、学生の発表を中心にして授業を進める。したがって、具体的に取り上げる楽曲に関しては、初回のオリエン
テーションの内容次第で変更の対象となる。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション、基本文献について
第２回　交響曲第９番（１）第１楽章について
第３回　交響曲第９番（２）第１楽章について
第４回　交響曲第９番（３）第２楽章について
第５回　交響曲第９番（４）第３楽章について
第６回　交響曲第９番（５）第４楽章について
第７回　交響曲第９番（６）第４楽章について
第８回　交響曲第９番に関するまとめ
第９回　弦楽四重奏曲Op.131、第１楽章について
第10回　弦楽四重奏曲Op.131、第２楽章について
第11回　弦楽四重奏曲Op.131、第３、４楽章について
第12回　弦楽四重奏曲Op.131、第５楽章について
第13回　弦楽四重奏曲Op.131、第６楽章について
第14回　弦楽四重奏曲Op.131、第７楽章について
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・発表担当者は、充分な準備をし、レジュメを用意して臨むこと。
・受講者全員が、取り上げられる作品について視覚面（楽譜）と聴覚面（音源）の両面でよく検討してくること。

◆成績評価の方法◆

MGS704U

テーマ別演習BⅡ

ベートーヴェン研究

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし

各自の研究発表の成果と授業への貢献度をもとに評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし（適宜プリント配布）

◆参考図書◆

吉成順『知って得するエディション講座』（音楽之友社）など

◆留意事項◆

・出版楽譜をめぐる諸問題についてその実態が理解できる。・作曲から楽譜出版までのプロセスについて理解できる。・自分の専門領域の楽
曲についてエディションの状況やその問題を把握し、自分で調査して適切に対処することができる。・エディションと不可分の関係にある演奏
習慣の問題について理解し、自分の解釈を組み立てることができる。

◆授業内容・計画◆

西洋伝統音楽を演奏したり研究したりする上で基本的な手がかりとなるエディション（出版楽譜）の諸問題について学び、さまざまな作曲家や
作品の事例を通して、受講生が自分で個別の問題に対応できるようなスキルと判断力を養います。

参加者の専攻や人数によって実際の進行は変わりますが、おおむね最初は共通の素材を用いてエディション問題の一般的理解を深め、そ
の後は各人が個別の作品を選んで研究発表を行います。

授業はほぼ以下のように進められます。

第1回　エディション問題概説
第2回　手稿譜（着想から自筆譜まで）
第3回　楽譜印刷のプロセス
第4回　印刷譜の種類
第5回　原典版と実用版
第6回　バッハ、モーツァルト
第7回　ベートーヴェン、シューベルト
第8回　ショパン、シューマン
第9回　ブラームス、ムソルグスキー
第10回　ドビュッシー、ラヴェル
第11回　学生の個別研究発表(1)
第12回　学生の個別研究発表(2)
第13回　学生の個別研究発表(3)
第14回　学生の個別研究発表(4)
第15回まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回の授業で扱う内容や楽曲について事前に楽譜や文献を調査し、理解を深めておいてください。
・個別研究発表の担当者は当日までに発表に必要な配布資料やプレゼンテーションを作成しておいてください。

◆成績評価の方法◆

MGL701U

エディション研究A

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

自分の専門領域に深く関わることを意識して、意欲的な態度で臨んで欲しい。

授業内での発表の内容、文献への理解（準備学習の状況）、議論への積極的な参加などを加味する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

吉成順『知って得するエディション講座』（音楽之友社、2012）
アントニー・バートン『バロック音楽』（音楽之友社、2011）
アントニー・バートン『古典派の音楽』（音楽之友社、2014）
その他、適宜指示する。

◆留意事項◆

エディション（出版楽譜）に関するさまざまな問題を理解し、自分の専門領域でのエディション選択において、適切な調査と判断が行えるよう
になる。また、エディションと不可分の関係にある演奏習慣の問題について理解し、自分の解釈を組み立てることができるようになる。

◆授業内容・計画◆

「授業目標」にある通り、受講生の一人ひとりが、自分の専門分野での問題を認識し、それに対処する方法を学ぶことが重要となる。したがっ
て、授業内容は、受講生の専門分野（楽器など）や関心の対象（時代、作曲家、ジャンルなど）、前提となっている知識（エディション研究Ａを
履修しているかなど）といったことに必然的に大きく左右される。

○各回の概要（予定）
第１回　導入（１）：　エディションをめぐる問題とは？
第２回　導入（２）：　受講者の問題意識を明確にする。発表の分担を決める。
第３回　文献講読（１）：　基本的な問題を把握するため、共通の文献を講読する。
第４回　文献講読（２）：　基本的な問題を把握するため、共通の文献を講読する。
第５回　エディションに関する発表（１）
第６回　エディションに関する発表（２）
第７回　エディションに関する発表（３）
第８回　エディションに関する発表（４）
第９回　まとめ
第10回　導入（３）：　演奏習慣と演奏解釈に関する問題。発表の分担を決める。
第11回　演奏習慣と演奏解釈に関する発表（１）
第12回　演奏習慣と演奏解釈に関する発表（２）
第13回　演奏習慣と演奏解釈に関する発表（３）
第14回　演奏習慣と演奏解釈に関する発表（４）
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

・各回で考察の対象となる楽曲については、事前に複数のエディションを検討しておくこと。
・講読に際しては、精読をした上で臨むこと。
・授業内発表にあたっては、適切な資料を整え、充分な準備をして臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MGL702U

エディション研究B

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし			

半期ごとにレポートを提出してもらいます。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆

ガーシュインを中心とした20世紀初頭のアメリカ音楽を文化史的に理解できる			

◆授業内容・計画◆

ジャズの台頭、録音・放送メディアや映画音楽の発達、消費的音楽文化の興隆といった条件がそろって出てくる20世紀前半のアメリカは、音
楽文化史上の重要な転換点であり、今日の音楽文化の基礎を作った、とても重要な存在です。音楽研究所では「現代のはじまり」とも言うべ
きこの時代の音楽文化について資料調査や演奏史的研究を行い、その成果の一端を「プロジェクト」科目として開講します。
　本年度はこの時代を代表する作曲家ガーシュインを中心に、その時代の音楽文化を眺めます。
　授業は隔週に行われます(半期7回）。講義は音楽研究所のスタッフと外部の講師が交代で担当します。適宜演奏も含まれます。
第1回　ガーシュインとその時代[ガイダンス]
第2回　ガーシュインの生涯
第3回　ディキシーランド・ジャズの魅力
第4回　クラシック系アメリカ音楽の歴史
第5回　ティンパン・アレイとポピュラー音楽
第6回　ガーシュイン作品の秘密[作品分析]
第7回　演奏会			

◆準備学習の内容◆

各回の対象として予想される作品やジャンルについて触れておくこと			

◆成績評価の方法◆

MGS705N

プロジェクトＡⅠ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし			

半期ごとにレポートを提出してもらいます。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆

ガーシュインを中心とした20世紀初頭のアメリカ音楽を文化史的に理解できる			

◆授業内容・計画◆

ジャズの台頭、録音・放送メディアや映画音楽の発達、消費的音楽文化の興隆といった条件がそろって出てくる20世紀前半のアメリカは、音
楽文化史上の重要な転換点であり、今日の音楽文化の基礎を作った、とても重要な存在です。音楽研究所では「現代のはじまり」とも言うべ
きこの時代の音楽文化について資料調査や演奏史的研究を行い、その成果の一端を「プロジェクト」科目として開講します。
　本年度はこの時代を代表する作曲家ガーシュインを中心に、その時代の音楽文化を眺めます。
　授業は隔週に行われます(半期7回）。講義は音楽研究所のスタッフと外部の講師が交代で担当します。適宜演奏も含まれます。
第1回　ヨーロッパ音楽へのジャズの影響
第2回　バンジョーの魅力
第3回　『ジャズ・シンガー』と『キング・オブ・ジャズ』
第4回　ポール・ホワイトマンの仕事
第5回　ディズニーと音楽
第6回　《ラプソディー・イン・ブルー》の5つの顔
第7回　山下洋輔ガーシュインを語る		

◆準備学習の内容◆

各回の対象として予想される作品やジャンルについて触れておくこと			

◆成績評価の方法◆

MGS706N

プロジェクトＡⅡ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

自分の関心と結びつけ、やっていることの意義が感じられる研究となるように努めて欲しい。なお、進学の希望がある者は早めに相談するこ
と。

・個人発表の内容
・学期末レポート：　12,000字以上の中間報告。表題、目次、参考文献表を付けること（ただし、これらは字数
　に含めない）。提出期限は１月中を予定しているが、具体的な期日は授業中に指示する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

専門領域に即した研究課題を決定し、研究計画を練り、中間報告を提出する。

◆授業内容・計画◆

各人が的確な研究課題を見いだし、翌年度の秋に提出することになる研究報告（ないし修士論文）の執筆に向けた足場を作っていく。

○各回の概要（予定）
第１回　導入：研究報告とはなにか、発表の分担
第２回　個人発表（１）
第３回　個人発表（２）
第４回　個人発表（３）
第５回　個人発表（４）
第６回　資料の調べ方について
第７回　個人発表（５）
第８回　個人発表（６）
第９回　個人発表（７）
第10回　個人発表（８）
第11回　論文執筆の要点：註や文献表について
第12回　個人発表（９）
第13回　個人発表（10）
第14回　個人発表（11）
第15回　個人発表（12）

◆準備学習の内容◆

個人発表は、およそ隔週となる。専門実技がある中では、かなりの頻度なので、日頃から着実に準備を重ねておくこと。

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

自分の関心と結びつけ、やっていることの意義が感じられる研究となるように努めて欲しい。なお、進学の希望がある者は早めに相談するこ
と。

・個人発表の内容
・学期末レポート：　12,000字以上の中間報告。表題、目次、参考文献表を付けること（ただし、これらは字数
　に含めない）。提出期限は１月中を予定しているが、具体的な期日は授業中に指示する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

専門領域に即した研究課題を決定し、研究計画を練り、中間報告を提出する。

◆授業内容・計画◆

各人が的確な研究課題を見いだし、翌年度の秋に提出することになる研究報告（ないし修士論文）の執筆に向けた足場を作っていく。

○各回の概要（予定）
第１回　導入：研究報告とはなにか、発表の分担
第２回　個人発表（１）
第３回　個人発表（２）
第４回　個人発表（３）
第５回　個人発表（４）
第６回　資料の調べ方について
第７回　個人発表（５）
第８回　個人発表（６）
第９回　個人発表（７）
第10回　個人発表（８）
第11回　論文執筆の要点：註や文献表について
第12回　個人発表（９）
第13回　個人発表（10）
第14回　個人発表（11）
第15回　個人発表（12）

◆準備学習の内容◆

個人発表は、およそ隔週となる。専門実技がある中では、かなりの頻度なので、日頃から着実に準備を重ねておくこと。

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

歌曲

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業への参加状況と研究報告の概要

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時指示する。

◆留意事項◆

1.音楽学的な研究方法を理解して、自身の分野での研究への活用ができる; 2. 2年次の9月に提出する「研究報告」作成のための予備研究
を行なう;  3.「研究報告」の概要を執筆する。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス
２．テーマの設定のためのディスカッション
３．テーマに関する先行研究の調査
４．関連する文献、論文、楽曲の紹介（１）
５．関連する文献、論文、楽曲の紹介（２）
６．関連する文献、論文、楽曲の紹介（３）
７．関連する文献、論文、楽曲の紹介（４）
８．関連する文献、論文、楽曲の紹介（５）
９．関連する文献、論文、楽曲の紹介（６）
１０．「研究報告」作成の方法（１）
１１．「研究報告」作成の方法（２）
１２．「研究報告」の概要の発表（１）
１３．「研究報告」の概要の発表（２）
１４．「研究報告」の概要の発表（３）
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

各自基礎文献を調査し読解すること。また発表のための資料を作成する。

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

鍵盤楽器

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業への参加状況と研究報告の概要

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時指示する。

◆留意事項◆

1.音楽学的な研究方法を理解して、自身の分野での研究への活用ができる; 2. 2年次の9月に提出する「研究報告」作成のための予備研究
を行なう;  3.「研究報告」の概要を執筆する。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス
２．テーマの設定のためのディスカッション
３．テーマに関する先行研究の調査
４．関連する文献、論文、楽曲の紹介（１）
５．関連する文献、論文、楽曲の紹介（２）
６．関連する文献、論文、楽曲の紹介（３）
７．関連する文献、論文、楽曲の紹介（４）
８．関連する文献、論文、楽曲の紹介（５）
９．関連する文献、論文、楽曲の紹介（６）
１０．「研究報告」作成の方法（１）
１１．「研究報告」作成の方法（２）
１２．「研究報告」の概要の発表（１）
１３．「研究報告」の概要の発表（２）
１４．「研究報告」の概要の発表（３）
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

各自基礎文献を調査し読解すること。また発表のための資料を作成する。

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

伴奏

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

パソコン(Wordなど文書作成ソフト)は必須ではありませんが、なるべく習熟しておいた方が便利です。

個別発表の内容と授業への貢献度をもとに評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

適宜指示します

◆留意事項◆

(1)次年度の課題研究作成に向けて、基礎的な調査や研究ができる。(2)適切な研究テーマを設定できる。(3)論旨の明快な文章が書ける。

◆授業内容・計画◆

課題研究作成の意義と方法論を実践的に学びます。
授業は演習形式で行い、提示された課題の結果を各自が発表する形で進められます。

第1回　ガイダンス
第2回　過去の研究報告を批評する
第3回　文献調査法
第4回　発想法
第5回　明快な文章
第6回　レファレンス・ツール
第7回　音楽事典の比較(1)
第8回　音楽事典の比較(2)
第9回　文献表作成(1)
第10回　文献表作成(2)
第11回　主要文献の解題
第12回　主要文献の批評
第13回　テーマの絞り込み
第14回　来年度までの研究計画
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

与えられた課題に対してきちんと準備し、結果は配布資料としてまとめておいてください。

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

弦管打

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０６

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

久保田慶一：音楽の文章セミナー（音楽之友社）

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

２年生で執筆する課題研究の準備

◆授業内容・計画◆

１．課題研究とは何か
２．～１５．
　各自の研究テーマについて、学習した内容を発表する。
　その中で課題研究の書き方を適宜指導する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を学習し、レジュメを作成する。

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

音楽理論・ソルフェージュ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０８

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席、授業内の発表、レポートを総合して評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

研究の基本的な方法を身につけ、自らの課題を絞り込む

◆授業内容・計画◆

以下は予定。進行状況により、順番と回数は変更することもある。

第１回：　研究課題に見つけ方、基本的な文献の探し方について

第２回～第６回：　先行研究に関する調査・読解と発表

第７回：　研究状況の発表

第８回～第１３回：　個人ごとに研究発表

第１４回：　レポート作成に向けたまとめ

第１５回：　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

自らの研究課題にそって、先行研究論文を読解し、楽曲の分析等を行う

◆成績評価の方法◆

MGL703N

研究法Ⅰ

作品創作・コンピュータ音楽

白石　美雪

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

自分の関心と結びつけ、やっていることの意義が感じられる研究となるように努めて欲しい。なお、進学の希望がある者は早めに相談するこ
と。

個人発表の内容

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

秋の研究報告（ないし修士論文）の提出に向けて着実に準備を進める。

◆授業内容・計画◆

「研究法Ⅰ」の流れを引き継ぎ、着実に執筆を進めてゆく。

○各回の概要（予定）
第１回　導入：これまでの自分の研究状況の確認、発表の分担
第２回　個人発表（１）
第３回　個人発表（２）
第４回　個人発表（３）
第５回　個人発表（４）
第６回　個人発表（５）
第７回　個人発表（６）
第８回　個人発表（７）
第９回　個人発表（８）
第10回　問題点の整理
第11回　個人発表（９）
第12回　個人発表（10）
第13回　個人発表（11）
第14回　個人発表（12）
第15回　夏休みの間の研究について

◆準備学習の内容◆

個人発表は、およそ隔週となる。専門実技がある中では、かなりの頻度なので、日頃から着実に準備を重ねておくこと。

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

オペラ

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

自分の関心と結びつけ、やっていることの意義が感じられる研究となるように努めて欲しい。なお、進学の希望がある者は早めに相談するこ
と。

個人発表の内容

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

秋の研究報告（ないし修士論文）の提出に向けて着実に準備を進める。

◆授業内容・計画◆

「研究法Ⅰ」の流れを引き継ぎ、着実に執筆を進めてゆく。

○各回の概要（予定）
第１回　導入：これまでの自分の研究状況の確認、発表の分担
第２回　個人発表（１）
第３回　個人発表（２）
第４回　個人発表（３）
第５回　個人発表（４）
第６回　個人発表（５）
第７回　個人発表（６）
第８回　個人発表（７）
第９回　個人発表（８）
第10回　問題点の整理
第11回　個人発表（９）
第12回　個人発表（10）
第13回　個人発表（11）
第14回　個人発表（12）
第15回　夏休みの間の研究について

◆準備学習の内容◆

個人発表は、およそ隔週となる。専門実技がある中では、かなりの頻度なので、日頃から着実に準備を重ねておくこと。

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

歌曲

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業への参加状況と研究報告作成の進め方。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時指示する。

◆留意事項◆

研究法Iの学習成果に基き、9月に提出する「研究報告」を作成する。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス - 「研究報告」の書き方
２．「研究報告」の書き方 - 書式の確認と実習
３．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１）
４．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（２）
５．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（３）
６．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（４）
７．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（５）
８．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（６）
９．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（７）
１０．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（８）
１１．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（９）
１２．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１０）
１３．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１１）
１４．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１２）
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

研究法IIで学習した方法論を生かしながら、手続きを踏み、書式を遵守しながら研究報告の作成を着実に進める。

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

鍵盤楽器

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０４

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業への参加状況と研究報告作成の進め方。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時指示する。

◆留意事項◆

研究法Iの学習成果に基き、9月に提出する「研究報告」を作成する。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス - 「研究報告」の書き方
２．「研究報告」の書き方 - 書式の確認と実習
３．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１）
４．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（２）
５．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（３）
６．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（４）
７．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（５）
８．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（６）
９．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（７）
１０．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（８）
１１．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（９）
１２．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１０）
１３．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１１）
１４．各自の「研究報告」の各章の発表と講評（１２）
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

研究法IIで学習した方法論を生かしながら、手続きを踏み、書式を遵守しながら研究報告の作成を着実に進める。

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

伴奏

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０５

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

パソコン(Wordなど文書作成ソフト)は必須ではありませんが、なるべく習熟しておいた方が便利です。

個別発表の内容と授業への貢献度をもとに評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

(1)課題研究のテーマを適切に設定できる。(2)必要な調査をもとに研究報告を完成できる。

◆授業内容・計画◆

前半は各自が進めている研究の状況報告、後半は研究報告の執筆と添削が中心となります。

第1回　3月までの経過報告
第2回　テーマの絞り込みと再調査(1)
第3回　テーマの絞り込みと再調査(2)
第4回　テーマ決定
第5回　研究と経過報告(1)
第6回　研究と経過報告(2)
第7回　研究と経過報告(3)
第8回　研究のまとめ
第9回　研究報告の構成
第10回　研究報告執筆(1)
第11回　研究報告執筆(2)
第12回　研究報告執筆(3)
第13回　研究報告執筆(4)
第14回　文献表作成
第15回　研究報告の完成

◆準備学習の内容◆

目標を設定して研究を進め、進捗状況をまとめておいてください。

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

弦管打

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０６

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

久保田慶一：音楽の文章セミナー（音楽之友社）

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

課題研究の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて、研究内容を発表する。
これを通して課題研究を完成させる。

◆準備学習の内容◆

発表内容を学習してレジュメを作成する。

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

音楽理論・ソルフェージュ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０８

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席、授業内の発表、レポートを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

課題研究の基本的な部分を書き上げる

◆授業内容・計画◆

以下は予定。進行状況により、順番と回数は変更する可能性がある。

第１回：　研究状況の報告

第２回～第４回：　研究テーマをさらに掘り下げる方法を検討

第５回～第８回：　各自の研究発表・討論

第９回～第１３回：　個別の指導、レポート内容の検討

第１４回：　レポート作成のための検討

第１５回：　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究を深めるため、先行研究の読解や分析等を行う

◆成績評価の方法◆

MGL704N

研究法Ⅱ

作品創作・コンピュータ音楽

白石　美雪

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V5

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V6

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

佐藤　ひさら

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V7

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V8

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

田中　淑惠

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V12

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

黒田　博

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V13

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

澤畑　恵美

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V14

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

 毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
　古典から、近代に至る
  オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP701N

声楽演習Ⅰ

長島　剛子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V5

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V6

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

佐藤　ひさら

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V7

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V8

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

田中　淑惠

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V12

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

黒田　博

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V13

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

澤畑　恵美

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス V14

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション　（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  古典から近代に至る
　オペラ作品、歌曲作品を　学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP702N

声楽演習Ⅱ

長島　剛子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP703N

声楽演習Ⅲ

岩森　美里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加

成果を総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示

◆参考図書◆

授業内で指示

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。

◆授業内容・計画◆

第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

 授業内で指示

◆成績評価の方法◆

MVP704N

声楽演習Ⅳ

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

成果を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

オペラを演奏するために必要な音楽表現及び舞台表現を演習を通して学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第５回　モーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習①～④）
第６回～第１２回　モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古①～⑦）
第１３回　前期試演会に向けて（通し稽古）
第１４回　前期試演会に向けて（ゲネプロ）
第１５回　前期試演会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。

◆成績評価の方法◆

MVS701N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰ

岩森　美里, 大倉　由紀枝, 福井　敬, 黒田　博, 澤畑　恵美, 中村　敬一, 松井　和彦, 佐藤　宏

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

成果を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰを踏まえ、Ⅱではドイツ語の作品を取り上げ、オペラを演奏するために、より必要な音楽表現・舞台表現を
学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回～第５回　ドイツ語のオペラ作品演習（音楽練習及びドイツ語台詞学習①～⑤）
第６回～第１２回　ドイツ語のオペラ作品演習（立ち稽古①～⑦）
第１３回　後期試演会に向けて（通し稽古）
第１４回　後期試演会に向けて（ゲネプロ）
第１５回　後期試演会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MVS702N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅱ

岩森　美里, 大倉　由紀枝, 福井　敬, 黒田　博, 澤畑　恵美, 中村　敬一, 松井　和彦, 佐藤　宏

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

成果を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰ・Ⅱで培った能力を大学院オペラ公演で発揮するため、更に深くオペラの表現方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第５回　大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習①～④）
第６回～第１２回　大学院オペラ公演を見据えたモーツァルト作曲のオペラ作品演習《立ち稽古①～⑦）
第１３回　オペラ研究授業発表会に向けて（通し稽古）
第１４回　オペラ研究授業発表会に向けて（ゲネプロ）
第１５回　オペラ研究授業発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。

◆成績評価の方法◆

MVS703N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅲ

岩森　美里, 大倉　由紀枝, 福井　敬, 黒田　博, 澤畑　恵美, 中村　敬一, 松井　和彦, 佐藤　宏

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし。

成果を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰ～Ⅲで培った表現方法を、大学院オペラ講演、修了演奏会にて十分に発揮し、オペラ歌手、演奏家としての
第１歩とする。

◆授業内容・計画◆

第１回～第６回　大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（音楽練習及び立ち稽古①～⑥）
第７回～第９回　修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（音楽稽古①～③）
第１０回～第１２回　修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（立ち稽古①～③）
第１３回　修了演奏に向けて（通し稽古）
第１４回　修了演奏に向けて（ゲネプロ）
第１５回　修了演奏会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。

◆成績評価の方法◆

MVS704N

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅳ

岩森　美里, 大倉　由紀枝, 福井　敬, 黒田　博, 澤畑　恵美, 中村　敬一, 松井　和彦, 佐藤　宏

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

特になし

各自の声と異なった声部との調和を体感することにより、ハーモニーの中の各自の役割を認識する力を養う。１２月には演奏会を小ホールで
開催し、舞台上での演奏経験を踏ませ、演奏家としての資質を磨く。

◆授業内容・計画◆

他の声部を聞き分け、自らの声部と他声部を同調させ、バランスをとる技術は芸術歌曲にとって必須である。これを十分に体得する為、独、
仏語の二重唱以上の編成の楽曲を教材に用いて演習する。

【前期】

・１回目　声聴き会、オリエンテーション。

・２回目　発音練習（特に母音）、重唱演習（２曲程度）。

・３回目　発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目　同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目　詩の朗読及び歌唱。

・６回目　５回目までの授業内での疑問点についてのディスカッション。

・７回目　３曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・８回目　７回目の復習。

・９回目　４曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・１０回目　９回目の復習。

・１１回目　１曲目、２曲目の復習、歌唱及びディスカッション

・１２回目　３曲目、４曲目の復習及びディスカッション。

・１３回目　前期に取り上げた曲の詩を再度朗読、発音確認。

・１４回目　全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

・１５回目　前期で取り上げたすべての曲を演奏する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。

◆成績評価の方法◆

MVS705N

重唱研究Ⅰ

秋山　理恵, 長島　剛子

◆授業目標◆



特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

各自の声と異なった声部との調和を体感することにより、ハーモニーの中の各自の役割を認識する力を養う。１２月には演奏会を小ホールで
開催し、舞台上での演奏経験を踏ませ、演奏家としての資質を磨く。

◆授業内容・計画◆

他の声部を聞き分け、自らの声部と他声部を同調させ、バランスをとる技術は芸術歌曲にとって必須である。これを十分に体得する為、独、
仏語の二重唱以上の編成の楽曲を教材に用いて、一年次二年次に分かれて演習する。

【後期】

・１回目　前期の復習。

・２回目　新曲の発音練習、重唱演習（２曲程度）。

・３回目　発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目　同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目　前期で取り上げた曲の復習及び後期で取り上げた曲（２曲）を歌唱。

・６回目　３曲目を取り上げ、朗読及び歌唱ディスカッション。（主に３重唱）

・７回目　４曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・８回目　５曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・９回目　小ホールでの演奏会に向けたプログラムに沿って演習。

・１０回目　９回目の復習と主に発音確認。

・１１回目　１０回目の復習と主に音程確認。

・１２回目　舞台を想定しての演習。

・１３回目　演奏会に向けて全曲を歌唱及びディスカッション。

・１４回目　大学院リート・アンサンブル演奏会。

・１５回目　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。

◆成績評価の方法◆

MVS706N

重唱研究Ⅱ

秋山　理恵, 長島　剛子

◆授業目標◆



特になし

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

特になし

各自の声と異なった声部との調和を体感することにより、ハーモニーの中の各自の役割を認識する力を養う。１２月には演奏会を小ホールで
開催し、舞台上での演奏経験を踏ませ、演奏家としての資質を磨く。

◆授業内容・計画◆

他の声部を聞き分け、自らの声部と他声部を同調させ、バランスをとる技術は芸術歌曲にとって必須である。これを十分に体得する為、独、
仏語の二重唱以上の編成の楽曲を教材に用いて演習する。

【前期】

・１回目  声聴き会、オリエンテーション。

・２回目  発音練習（特に母音）、重唱演習（２曲程度）。

・３回目  発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目  同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目  詩の朗読及び歌唱。

・６回目  ５回目までの授業内での疑問点についてのディスカッション。

・７回目  ３曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・８回目  ７回目の復習。

・９回目  ４曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・１０回目  ９回目の復習。

・１１回目  １曲目、２曲目の復習、歌唱及びディスカッション

・１２回目  ３曲目、４曲目の復習及びディスカッション。

・１３回目  前期に取り上げた曲の詩を再度朗読、発音確認。

・１４回目  全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

・１５回目  前期で取り上げたすべての曲を演奏する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。

◆成績評価の方法◆

MVS707N

重唱研究Ⅲ

秋山　理恵, 長島　剛子

◆授業目標◆



特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する

◆参考図書◆

各自の声と異なった声部との調和を体感することにより、ハーモニーの中の各自の役割をさらに認識する力を養う。１２月には演奏会を小
ホールで開催し、舞台上での演奏経験を踏ませ、演奏家としての資質を磨く。

◆授業内容・計画◆

他の声部を聞き分け、自らの声部と他声部を同調させ、バランスをとる技術は芸術歌曲にとって必須である。これを十分に体得する為、独、
仏語の二重唱以上の編成の楽曲を教材に用いて、一年次二年次に分かれて演習する。

【後期】

・１回目  前期の復習。

・２回目  新曲の発音練習、重唱演習（２曲程度）。

・３回目  発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目  同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目  前期で取り上げた曲の復習及び後期で取り上げた曲（２曲）を歌唱。

・６回目  ３曲目を取り上げ、朗読及び歌唱ディスカッション。（主に３重唱）

・７回目  ４曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・８回目  ５曲目を取り上げ、朗読及び歌唱（主に４重唱）。

・９回目  小ホールでの演奏会に向けたプログラムに沿って演習。

・１０回目  ９回目の復習と主に発音確認。

・１１回目  １０回目の復習と主に音程確認。

・１２回目  舞台を想定しての演習。

・１３回目  演奏会に向けて全曲を歌唱及びディスカッション。

・１４回目  大学院リート・アンサンブル演奏会。

・１５回目  まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。

◆成績評価の方法◆

MVS708N

重唱研究Ⅳ

秋山　理恵, 長島　剛子

◆授業目標◆



特になし

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

演奏家として、音楽家として、芸術家として、教養人としての才覚を身に付けるためには、飽くなく探究心と弛まぬ努力が必要であろうから、自
分に厳しくあって欲しい。
また、研究したことが演奏に何らかのかたちで生きてくるような説得力ある演奏を目指して欲しい。

平常点を基本とする（50％）。研究発表の水準（30％）や討議への貢献度（20％）をベースにして、総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

声楽作品を研究する手立てを学ぶ。音楽修士を持つ演奏家たるにふさわしい知識を修得し、実演で得た経験や視点を織り交ぜながら、それ
を客観的な方法で発表できる手立てを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

声楽作品の研究の前段階として演奏家として論文を書くことについて考え、実際の資料調査やその分析などをおこないながら、専門家として
の視点を養う。研究テーマについては受講者のアンケートをもとに決定する。

【前期】
第１回：オリエンテーション
第２回：韻律法（１）
第３回：韻律法（２）
第４回：韻律法（３）
第５回：韻律法（４）
第６回：詩文学（１）
第７回：詩文学（２）
第８回：詩文学（３）
第９回：詩文学（４）
第10回：神話と音楽（１）
第11回：神話と音楽（２）
第12回：聖書と音楽（１）
第13回：聖書と音楽（２）
第14回：総括（１）
第15回：総括（２）

◆準備学習の内容◆

講義を受講するにあたってあらかじめ目を通しておくべき図書を以下に挙げる。各回の講義で次回扱う内容を確認するので、その内容に関
する予備知識を得た上で講義に望むこと。

  ・村松真理子『謎と暗号で読み解くダンテ「新曲」』、角川書店。
  ・嶺貞子監修『イタリアのオペラと歌曲を知る１２章』、東京堂出版。
  ・戸口幸策ほか監修『オペラ事典』、東京堂出版。
  ・天野恵ほか『イタリアの詩歌』、三修社。
  ・池上英洋『官能美術史』、筑摩書房。

◆成績評価の方法◆

MVL701U

作品研究（声楽）Ⅰ

森田　学

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

演奏家として、音楽家として、芸術家として、教養人としての才覚を身に付けるためには、飽くなく探究心と弛まぬ努力が必要であろうから、自
分に厳しくあって欲しい。また、研究したことが演奏に何らかのかたちで生きてくるような説得力ある演奏を目指して欲しい。

平常点を基本とする（50％）。研究発表の水準（30％）や討議への貢献度（20％）をベースにして、総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

「作品研究Ⅰ」に引き続き、声楽作品を研究する手立てを学ぶ。音楽修士を持つ演奏家たるにふさわしい知識を修得し、実演で得た経験や
視点を織り交ぜながら、それを客観的な方法で発表できる手立てを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

声楽作品の研究の前段階として演奏家として論文を書くことについて考え、実際の資料調査やその分析などをおこないながら、専門家として
の視点を養う。研究テーマについては受講者のアンケートをもとに決定する。

【作品研究Ⅱ（後期）】
第１回：オリエンテーション
第２回：声楽作品分析（１）
第３回：声楽作品分析（２）
第４回：声楽作品分析（３）
第５回：声楽作品分析（４）
第６回：研究発表（１）
第７回：研究発表（２）
第８回：研究発表（３）
第９回：研究発表（４）
第10回：研究発表（５）
第11回：研究発表（６）
第12回：研究発表（７）
第13回：研究発表（８）
第14回：総括（１）
第15回：総括（２）

※受講者の理解度や準備の状態によって内容や進度を変更することがある。

◆準備学習の内容◆

講義を受けるにあたって事前に求められる知識などが必要な場合には、図書館に足を運び、文献や情報を仕入れた上で、知識を得た状態
で参加すること。また、学生による研究発表では、しっかりと準備したものを発表することが求められる。

◆成績評価の方法◆

MVL702U

作品研究（声楽）Ⅱ

森田　学

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

日本歌曲の歌唱法を、歴史的背景、文化、音声学などから検証し、いかにして自然で美しい日本語を歌唱表現できるかを研究する。詩の朗
読や歌唱の実践を通して、より深い解釈と歌唱技術の向上を目的とする。

◆授業内容・計画◆

１．日本歌曲その歴史と変遷
２．日本語の特質、日本伝統の発声法について
３．音声学から見た日本語
４．詩の朗読実践。西洋の発声法と日本語の発語、発声の比較を通して
５．創成期作曲家　滝廉太郎歌曲作品の歌唱について
６．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（１）詩人　北原白秋との出会い
７．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（２）詩人　野口雨情との出会い
８．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（３）詩人　三木露風、大木惇夫との出会い
９．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（４）民謡との融合と試み
10.継承期作曲家　橋本国彦歌曲作品の歌唱について
11.継承期作曲家　信時　潔歌曲作品の歌唱について
12.継承期作曲家　平井康三郎歌曲作品の歌唱について
13.継承期作曲家　高田三郎、成田為三ほかの歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

各回、各自に提示された曲目について、演奏及び詩の朗読を実践して行く形式をとるので、詩人、作曲家について、また詩の解釈も含め、事
前によく予習をしてきてください。

◆成績評価の方法◆

MVS709N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）ＡⅠ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

ドイツ歌曲を歴史を追って研究し、各時代の様式、作曲家の特徴を知り、その表現方法の違いを考察する。楽曲分析を通して詩と音楽との
的確な役割を理解し、その一体化を目指すべく、美しく明確な発音と発声の結びつきを研究し演奏する。

◆授業内容・計画◆

独語の歌曲とオラトリオの作品を適宜選択し、演習する。
歌曲においては、時代作曲家とその作品の背景を考察しつつ楽曲分析を行う。詩の解釈は勿論のこと分析を通して知り得た旋律、伴奏の意
味するところを深く探り、歌唱と伴奏との融合を目指す。又色彩豊かな音色での演奏を志し、その為に必要な美しい発音と発声の技術を研究
する。
同様にオラトリオにおいてもキリスト教の精神、オラトリオの意義を踏まえ、授業目標に沿った演習を志す。
最後に授業内発表会の形式をとり、その成果を見る。

第1回：ガイダンス及び任意の1曲の歌曲演奏により、各自のドイツ歌曲の経験度を判断し、大まかなセメスターの計画を立てる。

第2回～第4回：グルック、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン等、シューベルト以前の作品を取り上げながら、楽曲におけるドイツ語の正
しい処理の仕方を研究する。

第5回：オラトリオの演習Ⅰ、キリスト教を考える。

第6回～第9回：シューベルトの作品に出来るだけ多く触れ、彼が確立していったリートの世界を深く探る。多様な演奏形体の研究及びそれら
の融合、ピアノ伴奏における表現力の豊かさ、手法の多様性、和声の豊かさ等を分析し、演奏に活かす。

第10回：オラトリオ演習Ⅱ　演奏法の考察と実践

第11回：オラトリオ演習Ⅲ　演奏法の考察と実践

第12回～第13回：更にシューベルトの作品を取り上げ分析力を高め、言外の意味するところを踏まえ言葉の色彩の表現を試す。

第14回：メンデルスゾーンの作品研究

第15回：レーヴェの作品研究・ロマン派までのまとめ

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

MVS710N

歌曲・オラトリオ演習（独語）ＡⅠ

田中　淑惠

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

留意事項  インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）

◆留意事項◆

正しいイタリア語の発音、ディクションを身につけてベルカントの的確な発声に繋げる。そしてそのベルカントを以って様々なイタリア歌曲（オラ
トリオも含む）にアプローチする。

◆授業内容・計画◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける
事を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。

１回目         声聴き会、オリエンテーション
２回目         授業で取り上げるペートン版についての説明をし、個々に合わせた曲目選択する。
３回目         授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
４回目　　　　 発音練習後、各自選択した曲を取り上げ、実際に歌唱する。適宜発音に関してチェックする。
５～９回目     各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１０回目     　授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
１１～１４回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１５回目    　 前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。

◆成績評価の方法◆

MVS711N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）ＡⅠ

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

仏語における詩と音楽の一体化を目指し、また美しい発音と発声の結びつきを研究し、演奏する。

◆授業内容・計画◆
前期・後期を通じて、仏語の作曲者・詩人の作品を適宜選択し、演習する。その際詩の解釈またその点に留意しての楽曲分析を行い、言葉
の扱い方を習得し、それを生かした演奏表現の可能性を探り実践する。作品は古典から近代歌曲までとする。
また、オラトリオの意義と背景を学び（特にキリスト教の精神など）歌曲と同様に授業目標に準じて演習する。
最後の授業では発表会を開催し、どのように成果が上がったかディスカッションをする。

【前期】

・１回目　声聴き会、オリエンテーション

・２回目　母音についての説明。一人ずつ発音する。

・３回目　リエゾンについての説明。各自曲を取り上げ、発音した後、実際に歌唱する。

・４回目　３回目の復習。

・５回目　名曲についての詩の解釈と歌唱。

・６回目　名曲についての詩の和声についての説明と歌唱。

・７回目　フォーレについての説明と歌唱。

・８回目　ドビュッシーについての説明と歌唱。

・９回目　フランスの文化についての説明と歌唱。

・１０回目　新たな曲を取り歌唱する。

・１１回目　１０回目の復習。

・１２回目　各自歌唱した後でディスカッションを行う。

・１３回目　各自複数曲を歌唱する。

・１４回目　全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

◆準備学習の内容◆

・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。

◆成績評価の方法◆

MVS712N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）ＡⅠ

秋山　理恵

◆授業目標◆



フランス語に不慣れでも履修可能。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

前期に引き続き、展開期作曲家から現代までの多くの作曲家歌曲作品の歌唱実践と詩の朗読、解釈を通して日本歌曲への理解をより深め
てゆく。

◆授業内容・計画◆

1.現代詩における日本語の自然な発語発声と歌唱法
２．「あいうえお」の母音の音色や子音についての考察
３．展開期作曲家　中田喜直歌曲作品の歌唱について
４．展開期作曲家　大中　恩歌曲作品の歌唱について
５．展開期作曲家　清水修、柴田南雄歌曲作品の歌唱について
６．展開期作曲家　石桁真礼生、早坂文雄歌曲作品の歌唱について
７．展開期作曲家　諸井三郎、諸井　誠歌曲作品の歌唱について
８．展開期作曲家　團　伊玖磨歌曲作品の歌唱について
９．展開期作曲家　小林秀雄、畑中良輔歌曲作品の歌唱について
10.展開期作曲家　別宮貞雄歌曲作品の歌唱について
11.展開期作曲家　三善　晃歌曲作品の歌唱について
12.展開期作曲家　木下牧子歌曲作品の歌唱について
13.展開期作曲家　猪本　隆歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

各回、各自に提示された曲目について、演奏及び詩の朗読を実践していく形式をとるので、詩人、作曲家のついて、また詩の解釈も含め、事
前によく予習をしてきてください。

◆成績評価の方法◆

MVS713N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）ＡⅡ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

ドイツ歌曲を歴史を追って研究し、各時代の様式、作曲家の特徴を知り、その表現方法の違いを考察する。楽曲分析を通して詩と音楽との
的確な役割を理解し、その一体化を目指すべく、美しく明確な発音と発声の結びつきを研究し演奏する。

◆授業内容・計画◆

独語の歌曲とオラトリオの作品を適宜選択し、演習する。
歌曲においては、時代作曲家とその作品の背景を考察しつつ楽曲分析を行う。詩の解釈は勿論のこと分析を通して知り得た旋律、伴奏の意
味するところを深く探り、歌唱と伴奏との融合を目指す。又色彩豊かな音色での演奏を志し、その為に必要な美しい発音と発声の技術を研究
する。
同様にオラトリオにおいてもキリスト教の精神、オラトリオの意義を踏まえ、授業目標に沿った演習を志す。
最後に授業内発表会の形式をとり、その成果を見る。

第1回：ガイダンス、ドイツ歌曲専修生の発表会、修了演目等も考慮しつつ後期の計画を立てる。

第2回～第4回：シューマンの作品から彼の音楽語法を研究し、シューベルトとのピアノの役割などの違いを知り演奏する。

第5回：オラトリオ演習Ⅰ

第6回～第7回：ブラームスの重んじた民謡の様式や聖書を題材にした作品も取り入れ研究する。

第8回～第9回：R.シュトラウスの作品を通してオーケストラ伴奏の歌曲の持つ生命力のある旋律を歌声の流麗さを持って歌う。

第10回～第11回：ヴォルフの歌曲からは詩と音楽との密接な関連性を歌唱の表現にもたらす理解、知性、技能を養う。

第12回：オラトリオ演習Ⅱ

第13回～第14回：マーラーの作品と彼以降の作曲家の作品を演習する。

第15回：授業内発表会を通してドイツ歌曲の表現法の理解度、成果を見る。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

MVS714N

歌曲・オラトリオ演習（独語）ＡⅡ

田中　淑惠

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）

◆留意事項◆

正しいイタリア語の発音、ディクションを身につけてベルカントの的確な発声に繋げる。そしてそのベルカントを以って様々なイタリア歌曲（オラ
トリオも含む）にアプローチする。

◆授業内容・計画◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける
事を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。

１回目　　　　　　前期の復習。ディスカッション。
２回目　　　　　　オラトリオを含む新たな曲を取り入れるよう、ディスカッションしながら決めて行く。
３回目　　　　　　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
４回目　　　　　　徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
５回目　　　　　　徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
６回目～１０回目　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
７回目　　　　　　授業最後に行われる発表会に対処すべく、ディスカッションしながら選曲準備をする。
８回目～１４回目　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
１５回目　　　　　授業内発表会

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。

◆成績評価の方法◆

MVS715N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）ＡⅡ

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

仏語における詩と音楽の一体化を目指し、また美しい発音と発声の結びつきを研究し、演奏する。

◆授業内容・計画◆
前期・後期を通じて、仏語の作曲者・詩人の作品を適宜選択し、演習する。その際詩の解釈またその点に留意しての楽曲分析を行い、言葉
の扱い方を習得し、それを生かした演奏表現の可能性を探り実践する。作品は古典から近代歌曲までとする。
また、オラトリオの意義と背景を学び（特にキリスト教の精神など）歌曲と同様に授業目標に準じて演習する。
最後の授業では発表会を開催し、どのように成果が上がったかディスカッションをする。

【後期】

・１回目　前期の復習及び課題曲についての質疑応答。その後、歌唱する。

・２回目　１回目の復習。

・３回目　２回目の復習。キリスト教についての簡単な説明。オラトリオの曲も取り上げる。

・４回目　歌曲とオラトリオから選曲したものを各自歌唱する。

・５回目　グノーについての説明と４回目の復習。

・６回目　ショーソンについての説明及び歌唱。

・７回目　４回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。

・８回目　７回目の復習。

・９回目　７回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。

・１０回目　９回目の復習。

・１１回目　今まで取り上げた曲の歌唱。

・１２回目　発表会で歌う曲を選択し、歌唱。

・１３回目　１２回目の復習とディスカッション。

・１４回目　発表会に向けての準備及び発表会で歌う曲を全部歌唱。

◆準備学習の内容◆

・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。

◆成績評価の方法◆

MVS716N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）ＡⅡ

秋山　理恵

◆授業目標◆



フランス語に不慣れでも履修可能。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

日本歌曲の歌唱法を、歴史的背景、文化、音声学などから検証し、いかにして自然で美しい日本語を歌唱表現できるかを研究する。詩の朗
読や歌唱の実践を通して、より深い解釈と歌唱技術の向上を目的とする。

◆授業内容・計画◆

１．日本歌曲その歴史と変遷
２．日本語の特質、日本伝統の発声法について
３．音声学から見た日本語
４．詩の朗読実践。西洋の発声法との接点を考察する
５．創成期作曲家　滝廉太郎歌曲作品の歌唱について
６．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（１）詩人　北原白秋との出会い
７．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（２）詩人　野口雨情との出会い
８．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（３）詩人　三木露風、大木惇夫
９．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（４）民謡との融合と試み
10.継承期作曲家　橋本国彦歌曲作品の歌唱について
11.継承期作曲家　信時　潔歌曲作品の歌唱について
12.継承期作曲家　平井康三郎歌曲作品の歌唱について
13.継承期作曲家　高田三郎、成田為三ほかの歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

各回、各自に提示された曲目について、演奏及び詩の朗読を実践して行く形式をとるので、詩人、作曲家について、また詩の解釈も含め事
前によく予習をしてきてください。

◆成績評価の方法◆

MVS717N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）BⅠ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

ドイツ歌曲を歴史を追って研究し、各時代の様式、作曲家の特徴を知り、その表現方法の違いを考察する。楽曲分析を通して詩と音楽との
的確な役割を理解し、その一体化を目指すべく、美しく明確な発音と発声の結びつきを研究し演奏する。

◆授業内容・計画◆

独語の歌曲とオラトリオの作品を適宜選択し、演習する。
歌曲においては、時代作曲家とその作品の背景を考察しつつ楽曲分析を行う。詩の解釈は勿論のこと分析を通して知り得た旋律、伴奏の意
味するところを深く探り、歌唱と伴奏との融合を目指す。又色彩豊かな音色での演奏を志し、その為に必要な美しい発音と発声の技術を研究
する。
同様にオラトリオにおいてもキリスト教の精神、オラトリオの意義を踏まえ、授業目標に沿った演習を志す。
最後に授業内発表会の形式をとり、その成果を見る。

第1回：ガイダンス及び任意の1曲の歌曲演奏により、各自のドイツ歌曲の経験度を判断し、大まかなセメスターの計画を立てる。

第2回～第4回：グルック、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン等、シューベルト以前の作品を取り上げながら、楽曲におけるドイツ語の正
しい処理の仕方を研究する。

第5回：オラトリオの演習Ⅰ、キリスト教を考える。

第6回～第9回：シューベルトの作品に出来るだけ多く触れ、彼が確立していったリートの世界を深く探る。多様な演奏形体の研究及びそれら
の融合、ピアノ伴奏における表現力の豊かさ、手法の多様性、和声の豊かさ等を分析し、演奏に活かす。

第10回：オラトリオ演習Ⅱ  演奏法の考察と実践

第11回：オラトリオ演習Ⅲ  演奏法の考察と実践

第12回～第13回：更にシューベルトの作品を取り上げ分析力を高め、言外の意味するところを踏まえ言葉の色彩の表現を試す。

第14回：メンデルスゾーンの作品研究

第15回：レーヴェの作品研究・ロマン派までのまとめ

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

MVS718N

歌曲・オラトリオ演習（独語）BⅠ

田中　淑惠

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）
 
 
 

◆留意事項◆

正しいイタリア語の発音、ディクションを身につけてベルカントの的確な発声に繋げる。そしてそのベルカントを以って様々なイタリア歌曲（オラ
トリオも含む）にアプローチする。

◆授業内容・計画◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける
事を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。

１回目         声聴き会、オリエンテーション
２回目         授業で取り上げるペートン版についての説明をし、個々に合わせた曲目選択する。
３回目         授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
４回目         発音練習後、各自選択した曲を取り上げ、実際に歌唱する。適宜発音に関してチェックする。
５～９回目     各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１０回目       授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
１１～１４回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１５回目       前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。

◆成績評価の方法◆

MVS719N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）BⅠ

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

仏語における詩と音楽の一体化を目指し、また美しい発音と発声の結びつきを研究し、演奏する。

◆授業内容・計画◆
前期・後期を通じて、仏語の作曲者・詩人の作品を適宜選択し、演習する。その際詩の解釈またその点に留意しての楽曲分析を行い、言葉
の扱い方を習得し、それを生かした演奏表現の可能性を探り実践する。作品は古典から近代歌曲までとする。
また、オラトリオの意義と背景を学び（特にキリスト教の精神など）歌曲と同様に授業目標に準じて演習する。
最後の授業では発表会を開催し、どのように成果が上がったかディスカッションをする。

【前期】

・１回目  声聴き会、オリエンテーション

・２回目  母音についての説明。一人ずつ発音する。

・３回目  リエゾンについての説明。各自曲を取り上げ、発音した後、実際に歌唱する。

・４回目  ３回目の復習。

・５回目  名曲についての詩の解釈と歌唱。

・６回目  名曲についての詩の和声についての説明と歌唱。

・７回目  フォーレについての説明と歌唱。

・８回目  ドビュッシーについての説明と歌唱。

・９回目  フランスの文化についての説明と歌唱。

・１０回目  新たな曲を取り歌唱する。

・１１回目  １０回目の復習。

・１２回目  各自歌唱した後でディスカッションを行う。

・１３回目  各自複数曲を歌唱する。

・１４回目  全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

◆準備学習の内容◆

・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。

◆成績評価の方法◆

MVS720N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）BⅠ

秋山　理恵

◆授業目標◆



フランス語に不慣れでも履修可能。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への取り組む姿勢、演奏発表などからの総合的な評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

前期に引き続き、展開期作曲家から現代までの多くの作曲家歌曲作品の歌唱実践と詩の朗読、解釈を通して、日本歌曲への理解をより深
めることを目的とする。

◆授業内容・計画◆

１．現代詩における日本語の自然な発語発声と歌唱法
２．「あいうえお」の母音の音色、子音についての考察
３．展開期作曲家　中田喜直歌曲作品の歌唱について
４．展開期作曲家　大中　恩歌曲作品の歌唱について
５．展開期作曲家　清水修、柴田南雄歌曲作品の歌唱について
６．展開期作曲家　石桁真礼生、早坂文雄歌曲作品の歌唱について
７．展開期作曲家　諸井三郎、諸井　誠歌曲作品の歌唱について
８．展開期作曲家　團　伊玖磨歌曲作品の歌唱について
９．展開期作曲家　小林秀雄、畑中良輔歌曲作品の歌唱について
10.展開期作曲家　別宮貞雄歌曲作品の歌唱について
11.展開期作曲家　三善　晃歌曲作品の歌唱について
12.展開期作曲家　木下牧子歌曲作品の歌唱について
13.展開期作曲家　猪本　隆ほかの歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

前期同様、各自に提示された曲目について、演奏と詩の解釈など、よく準備しておいてください。

◆成績評価の方法◆

MVS721N

歌曲・オラトリオ演習（日本語）BⅡ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

ドイツ歌曲を歴史を追って研究し、各時代の様式、作曲家の特徴を知り、その表現方法の違いを考察する。楽曲分析を通して詩と音楽との
的確な役割を理解し、その一体化を目指すべく、美しく明確な発音と発声の結びつきを研究し演奏する。

◆授業内容・計画◆

独語の歌曲とオラトリオの作品を適宜選択し、演習する。
歌曲においては、時代作曲家とその作品の背景を考察しつつ楽曲分析を行う。詩の解釈は勿論のこと分析を通して知り得た旋律、伴奏の意
味するところを深く探り、歌唱と伴奏との融合を目指す。又色彩豊かな音色での演奏を志し、その為に必要な美しい発音と発声の技術を研究
する。
同様にオラトリオにおいてもキリスト教の精神、オラトリオの意義を踏まえ、授業目標に沿った演習を志す。
最後に授業内発表会の形式をとり、その成果を見る。

第1回：ガイダンス、ドイツ歌曲専修生の発表会、修了演目等も考慮しつつ後期の計画を立てる。

第2回～第4回：シューマンの作品から彼の音楽語法を研究し、シューベルトとのピアノの役割などの違いを知り演奏する。

第5回：オラトリオ演習Ⅰ

第6回～第7回：ブラームスの重んじた民謡の様式や聖書を題材にした作品も取り入れ研究する。

第8回～第9回：R.シュトラウスの作品を通してオーケストラ伴奏の歌曲の持つ生命力のある旋律を歌声の流麗さを持って歌う。

第10回～第11回：ヴォルフの歌曲からは詩と音楽との密接な関連性を歌唱の表現にもたらす理解、知性、技能を養う。

第12回：オラトリオ演習Ⅱ

第13回～第14回：マーラーの作品と彼以降の作曲家の作品を演習する。

第15回：授業内発表会を通してドイツ歌曲の表現法の理解度、成果を見る。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

MVS722N

歌曲・オラトリオ演習（独語）BⅡ

田中　淑惠

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）

◆留意事項◆

正しいイタリア語の発音、ディクションを身につけてベルカントの的確な発声に繋げる。そしてそのベルカントを以って様々なイタリア歌曲（オラ
トリオも含む）にアプローチする。

◆授業内容・計画◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける
事を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。

１回目                前期の復習。ディスカッション。
２回目                オラトリオを含む新たな曲を取り入れるよう、ディスカッションしながら決めて行く。
３回目                個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
４回目                徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
５回目                徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
６回目～１０回目      個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
７回目                授業最後に行われる発表会に対処すべく、ディスカッションしながら選曲準備をする。
８回目～１４回目      個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
１５回目              授業内発表会

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。

◆成績評価の方法◆

MVS723N

歌曲・オラトリオ演習（伊語）BⅡ

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。

◆参考図書◆

特になし

仏語における詩と音楽の一体化を目指し、また美しい発音と発声の結びつきを研究し、演奏する。

◆授業内容・計画◆
前期・後期を通じて、仏語の作曲者・詩人の作品を適宜選択し、演習する。その際詩の解釈またその点に留意しての楽曲分析を行い、言葉
の扱い方を習得し、それを生かした演奏表現の可能性を探り実践する。作品は古典から近代歌曲までとする。
また、オラトリオの意義と背景を学び（特にキリスト教の精神など）歌曲と同様に授業目標に準じて演習する。
最後の授業では発表会を開催し、どのように成果が上がったかディスカッションをする。

【後期】

・１回目  前期の復習及び課題曲についての質疑応答。その後、歌唱する。

・２回目  １回目の復習。

・３回目  ２回目の復習。キリスト教についての簡単な説明。オラトリオの曲も取り上げる。

・４回目  歌曲とオラトリオから選曲したものを各自歌唱する。

・５回目  グノーについての説明と４回目の復習。

・６回目  ショーソンについての説明及び歌唱。

・７回目  ４回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。

・８回目  ７回目の復習。

・９回目  ７回目で取り上げた曲以外の作品の歌唱。

・１０回目  ９回目の復習。

・１１回目  今まで取り上げた曲の歌唱。

・１２回目  発表会で歌う曲を選択し、歌唱。

・１３回目  １２回目の復習とディスカッション。

・１４回目  発表会に向けての準備及び発表会で歌う曲を全部歌唱。

◆準備学習の内容◆

・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。

◆成績評価の方法◆

MVS724N

歌曲・オラトリオ演習（仏語）BⅡ

秋山　理恵

◆授業目標◆



フランス語に不慣れでも履修可能。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

イタリア語やドイツ語の基礎知識があるものとして授業を進める。ことばへの興味や探究心が強いほど語学の力はつき、授業の内容理解も
深まるので、声楽作品の魅力（技術に支えられた声とその音声がことば表現と有機的に結び付いている）を最大限に発揮させることができる
よう、本講義を機にイタリア語やドイツ語の力をさらにアップさせて欲しい。

出席率および授業への積極的な参加による評価50％、研究発表30％、実技習熟度20％をベースとして、総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

テキストを持つ音楽作品を音楽家、もしくは舞台人として扱う際、必要となる基礎知識を学びつつ、実践する。また、それらがどのような手段
となり得るのかについて思考する。

◆授業内容・計画◆

主にイタリア語の歴史的文法と音声学・音韻論の観点から考察する（言語としてのイタリア語、イタリア語の韻文、芸術的な言語としてのイタリ
ア語など）。
異なる機能を持った言語の特徴について学ぶ。基礎知識が共有できるようになった後に、言葉と音楽の関係を考察する。理論を把握するの
と同時進行で、受講者の関心のある領域から課題を持ち寄り、実践を通して舞台発音発声の基礎固めをおこなう。

第１回：オリエンテーション
第２回：言語としての発音
第３回：芸術作品の朗読
第４回：歌唱のための発音
第５回；課題の考察と実践（１）：主にダ・ポンテのオペラ台本
第６回：課題の考察と実践（２）
第７回；課題の考察と実践（３）
第８回：課題の考察と実践（４）
第９回：課題の考察と実践（５）
第10回：課題の考察と実践（６）
第11回：課題の考察と実践（７）
第12回：課題の考察と実践（８）
第13回：課題の考察と実践（９）
第14回：課題の考察と実践（10）
第15回：前期のまとめ

※受講生の理解度や準備の状態によっては、内容や進度を変更することもある。

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う作品のテキストについての事前学習が求められる。

◆成績評価の方法◆

MVS725N

舞台発音発声法Ⅰ

森田　学

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

イタリア語やドイツ語の基礎知識があるものとして授業を進める。ことばへの興味や探究心が強いほど語学の力はつき、授業の内容理解も
深まるので、声楽作品の魅力（技術に支えられた声とその音声がことば表現と有機的に結び付いている）を最大限に発揮させることができる
よう、本講義を機にイタリア語やドイツ語の力をさらにアップさせて欲しい。

出席率および授業への積極的な参加による評価50％、研究発表30％、実技習熟度20％をベースとして、総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

「舞台発音発声法Ⅰ」に引き続き、テキストを持つ音楽作品を、音楽家、もしくは舞台人として扱う際に必要となる基礎知識を学び、実践す
る。また、それらがどのような手段となり得るのかについて考える。

◆授業内容・計画◆

主にイタリア語の歴史的文法と音声学・音韻論の観点から考察する（言語としてのイタリア語、イタリア語の韻文、芸術的な言語としてのイタリ
ア語など）。異なる機能を持った言語の特徴について学ぶ。基礎知識が共有できるようになった後に、言葉と音楽の関係を考察する。理論を
把握するのと同時進行で、受講者の関心のある領域から課題を持ち寄り、実践を通して舞台発音発声の基礎固めをおこなう。

【舞台発音発声法Ⅱ（後期）】
第１回：課題の考察と実践（１）：主に『魔笛』および『ウィンザーの陽気な女房たち』
第２回：課題の考察と実践（２）
第３回：課題の考察と実践（３）
第４回：課題の考察と実践（４）
第５回：課題の考察と実践（５）
第６回：課題の考察と実践（６）：主に19世紀イタリア・オペラ台本
第７回：課題の考察と実践（７）
第８回：課題の考察と実践（８）
第９回：課題の考察と実践（９）
第10回：課題の考察と実践（10）
第11回：課題の考察と実践（11）
第12回：課題の考察と実践（12）
第13回：課題の考察と実践（13）
第14回：後期のまとめ
第15回：総論

※受講生の理解度や準備の状態によっては、内容や進度を変更することもある。

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う作品のテキストについての事前学習が求められる。

◆成績評価の方法◆

MVS726N

舞台発音発声法Ⅱ

森田　学

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回出席を取り、身体を通しての理解度を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

声楽家に必要な身体と身体に対する意識を、完成されたクラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに獲得していく。

◆授業内容・計画◆

クラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに、しなやかで強い肉体を育成するとともに、身体に対する意識を高める。
バレエレッスンは、フロワ―レッスン、バーレッスン、センターレッスンによって構成される。
舞台表現技術１では、フロワ―レッスン、バーレッスンを中心に行う。フロワ―レッスンではストレッチングで柔軟性を、
バーレッスンではバレエの基本ポジションを学びながら、各自の身体的特徴を意識し、必要な場合は矯正する。
声楽家にはまっすぐで素直な身体が必要であるということを肝に命じて欲しい。
以下15の項目の習得を目指す。身体的習得のため何度も同じことを繰り返さなければならない。

第１回　プリエ
第２回　タンジュ
第３回　デガジェ
第４回　ロンド・ジャンプ・アテール
第５回　フォンジュ
第６回　フラッペ
第７回　アダジオ
第８回　グラン・バットマン
第９回　ポードブラ
第１０回　センター・タンジュ
第１１回　トゥール
第１２回　ジャンプ
第１３回　大きなジャンプ
第１４回　ポルカ、ワルツなど音楽家に有益と思われるステップの習得
第１５回　まとめ
この授業を通じて、大学院生がが抱える舞台表現上の諸問題、たとえば役柄の創造、小道具、大道具の効果的な使用法、日本と西洋の文
化的違いからくる所作事の違いなどを考える。

◆準備学習の内容◆

ストレッチなど、各自が自習できる日々行うべき身体運動がある。この授業にも重要であるし、日々の生活にもたいせつなものである。

◆成績評価の方法◆

MVS727N

舞台表現技術演習（ボディーテクニック）Ⅰ

中島　伸欣

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回出席を取り、身体を通しての理解度を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

声楽家に必要な身体と身体に対する意識を、完成されたクラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに獲得していく。演習ＩＩではオペラに必要と
思われる思われるダンスステップを習得する。

◆授業内容・計画◆

クラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに、しなやかで強い肉体を育成するとともに、身体に対する意識を高める。
バレエレッスンは、フロワ―レッスン、バーレッスン、センターレッスンによって構成される。
演習ＩＩではフロワ―レッスン、バーレッスン、センターレッスン行う。フロワ―レッスンではストレッチングで柔軟性を、
バーレッスンではバレエの基本ポジションを学びながら、各自の身体的特徴を意識し、必要な場合は矯正する。センターレッスンではバレエ
のステップ、ジャンプをまなぶ。
声楽家にはまっすぐで素直な身体が必要であるということを肝に命じて欲しい。
以下15の項目の習得を目指す。身体的習得のため何度も同じことを繰り返さなければならな
　
第１回から第４回まではバーレッスンを中心に行う。演習Ｉの復習の色彩が濃い。
第５回から第１０回まではセンターレッスンを中心に行い、小さなジャンプ、大きなジャンプを試み
第１１回から第１５回までは具体的なオペラのダンスシーを習得する。（フィガロ）

◆準備学習の内容◆

ストレッチなど、各自が自習できる日々行うべき身体運動がある。この授業にも重要であるし、日々の生活にもたいせつなものである。

◆成績評価の方法◆

MVS728N

舞台表現技術演習（ボディーテクニック）Ⅱ

中島　伸欣

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

筆記用具必携、トレーニングウェア（Tシャツなども可）、トレーニングシューズ（ソールの薄いもの）着用のこと。
遅刻厳禁・100％の出席が望ましい。

平常授業における取り組み状態を重視。
前期終了時に試験を実施する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

＜オペラにおいて必要な、歌手の表現方法（演技）を学ぶ＞　　　　・歌唱テクニック以外の側面からオペラを捉え、豊かに表現する為の身体
を造りテクニックを修得する。　　　・感情表出および表現、感情に直結する動作の方法を学び修得する。

◆授業内容・計画◆

＊１年次での履修が望ましい。
＊続けて後期「舞台表現技術演習（身体表現）Ⅱ  」の履修に進むことが望ましい。

 1. 舞台表現の基本的な考え方を知る Vol.1
 2. 動けるからだを造る Vol.1
 3. 舞台表現の基本的な考え方を知る Vol.2
 4. 動けるからだを造る Vol.2
 5. シアターゲーム Vol.1
 6. シアターゲーム Vol.2
 7. シアターゲーム Vol.3
 8. 感じる心を造る Vol.1
 9. 感じる心を造る Vol.2
10. エチュード Vol.1
11. エチュード Vol.2
12. 感じた事を表現する（伝える）メカニズムを作る Vol.1
13. 感じた事を表現する（伝える）メカニズムを作る Vol.2
14. 復習
15. まとめ etc

＊それぞれ修得状況に応じて復習を織り交ぜつつ進めていく。

◆準備学習の内容◆

前回授業の復習、トレーニングを自宅学習のこと。

◆成績評価の方法◆

MVS729N

舞台表現技術演習（身体表現）Ⅰ

髙岸　未朝

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

筆記用具必携、トレーニングウェア（Tシャツなども可）、トレーニングシューズ（ソールの薄いもの）着用のこと。
遅刻厳禁。100％の出席が望ましい。

平常授業における取り組み状態を重視。
授業への取り組み方、課題の修得度合い、後期終了時の試演会の成果を加味し評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

＜オペラにおいて必要な、歌手の表現方法（演技）を学ぶ＞        ・歌唱テクニック以外の側面からオペラを捉え、豊かに表現する為の身体
を造りテクニックを修得する。      ・感情表出および表現、感情に直結する動作の方法を学び修得する。

◆授業内容・計画◆

【授業内容】

＊前期「舞台表現技術演習（身体表現）Ⅰ  」を更に実践的に追求する授業である。
＊１年次での「舞台表現技術演習（身体表現）Ⅰ  」→「舞台表現技術演習（身体表現）Ⅱ  」連続履修が最も望ましい。。

 1.「舞台表現技術演習（身体表現）Ⅰ  」からのブリッジ
 2. シアターゲーム・エチュード
 3. 楽譜から演技のヒントを得る方法を知る Vol.1
 4. 楽譜から演技のヒントを得る方法を知る Vol.2
 5. 歌唱と演技を共存させる、両者の繋がりを知る Vol.1
 6. 歌唱と演技を共存させる、両者の繋がりを知る Vol.2
 7. 主観的表現を客観的に観察する力をつける Vol.1
 8. 主観的表現を客観的に観察する力をつける Vol.2
 9. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.1
10. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.2
11. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.3
12. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.4
13. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.5
14. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.6
15. 課題曲実演による試演会＝テスト

＊それぞれ修得状況に応じて復習を織り交ぜつつ進めていく。

◆準備学習の内容◆

前回授業の復習、トレーニングを自宅学習のこと。
エアオペラの課題スコアを事前学習のこと。

◆成績評価の方法◆

MVS730N

舞台表現技術演習（身体表現）Ⅱ

髙岸　未朝

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的な学修を心がけるように。

毎回の授業への準備の状態、準備の内容、などを評価して成績を出す。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。教員の指示によって用意してもらうこともある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

より精度の高い技巧と、作品への深い理解を目指すことにより、借り物でない「自身の」表現によるすぐれた演奏を実現することの出来る力
量を培う。

◆授業内容・計画◆

第1回 通年の予定を立て、レパートリー拡大のための学修の予定も立てる。
第2回 脱力について考え、そのための意識を確立する。
第3回 同上
第4回 古典派以前の作品の様式を考察する。
第5回 同上
第6回 古典派の作品を学び、スタイル、テクニックについて考える。
第7回 同上
第8回 初期ロマン派の作品について、スタイル、テクニック、ペダルを考える。
第9回 同上
第10回 ロマン派の作品について、スタイル、テクニック、ペダルを考える。
第11回 同上
第12回 ロマン派以降の作品について、スタイル、テクニック、ペダルを考える。
第13回 同上
第14回 現代音楽について、スタイル、テクニック、ペダルを考える。
第15回 前期に学習したことのまとめと、後期への心構えと宿題

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査、などを自分に課すことは、当然のことである。

◆成績評価の方法◆

MSP701N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅰ

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的に学修を心がけるように。

毎回の授業への準備の状態。準備の内容などを評価して成績を出す。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。教員の指示によって準備してもらうこともある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

より精度の高い技巧と、作品への深い理解を目指すことにより,借り物でない「自身の」表現による優れた演奏を実現できる力量を培う。

◆授業内容・計画◆

第1回 ペダルの使用について学修する。
第2回  同上
第3回 身体の使い方について
第4回 同上
第5回 中間発表、修了演奏のプログラムについて考える
第6回 作品の分析について学修する
第7回 同上
第8回 暗譜の方法について学修する
第9回 同上
第10回 レパートリーの拡大の方法について学修する
第11回 同上
第12回 プログラミングの方法について学修する
第13回 同上
第14回 第1年目の学習について、反省と、次年度への計画

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自分に課すことは当然である。

◆成績評価の方法◆

MSP702N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅱ

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的な学修を心がける。

毎回の授業への準備の状態、準備の内容などを評価し成績を考える。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。担当の教員から提示があることもある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

より精度の高い技巧と、作品への深い理解を目指すことにより、借り物でない「自身の」表現による優れた演奏を実現することの出来る力量
を培う。

◆授業内容・計画◆

第1回 今年度の計画を立て、レパートリーの拡大の計画を確定する。
第2回 脱力について、よりふかく考える
第3回 同上
第4回 古典派以前の作品について、より深く学修する
第5回 同上
第6回 古典派の作品について、より深く学習する。
第7回 同上
第8回 初期ロマン派の作品について、より深く学修する。
第9回 同上
第10回 ロマン派の作品について、より深く学修する。
第11回 同上
第12回 ロマン派以降の作品について、より深く学修する。
第13回 同上
第14回 現代音楽について
第15回 前期のまとめと整理。

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自らに課すのは当然である。

◆成績評価の方法◆

MSP703N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅲ

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

常に自発的に学修することを心がけるように。

毎回の授業への取り組み方、準備の内容などを評価して成績を出す。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にはないが、担当の教員から指示があることもある。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

より精度の高い技巧と、作品への深い理解を目指すことにより、借り物でない「自身の」表現による優れた演奏を実現できる力量を培う。

◆授業内容・計画◆

第1回　ペダルの使用について更に学修する。
第2回　同上
第3回　身体の使い方について更に学修する。
第4回　同上
第5回　論文について、実技教員との打ち合わせと方向付け。
第6回作品の分析について更に学修する。
第7回　同上
第8回　暗譜の方法について更に学修する。
第9回　同上
第10回　レパートリーの拡大のための方策について更に学修する。
第11回　同上
第12回　修了演奏に向かってのレッスン
第13回　同上
第14回　同上
第15回　同上

◆準備学習の内容◆

大学院生に相応しい準備ができるように。
楽譜の綿密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自分に課すことは当然である。

◆成績評価の方法◆

MSP704N

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅳ

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は特にありませんが、参考になる楽譜をあげておきます。
・F.Chopin:National Edition of the Works of Fryderyk Chopin.
・Complete Chopin:A New Critical Edition(Edition Peters).
・R.Schumann:Sämtliche Klavierwerke(Henle Verlag).
・F.Liszt:Neue Ausgabe Sämtlicher Werke(Edito Musica Budapest).

◆参考図書◆

・J.J.エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン（増補・改訂版）』米谷治郎、中島弘二訳（音楽之友社、2005）
・Józef Michał Chomiński, and Teresa Dalila Turło,“A catalogue of the Works of Frederick Chopin”(PWM,1990).
・K.Hofmann und S.Keil,Robert Schumann,“Thematisches Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen musikalischen Werke mit Angabe
des Jahres ihres Entstehens und Erscheinens”(Schuberth,1982).
・A.Walker,“Frantz Liszt”(Alfred A.Knopf,1983).

◆留意事項◆

ショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の演奏法を学ぶ―その１

◆授業内容・計画◆

下記の課題を受講生が過不足無く分担し、簡単なプレゼンテーションと演奏を行う。随時マニュスクリプトや初版楽譜、解釈版等の比較検討
を行い、世界的ピアニストによる演奏法の比較検討も取り入れる。また、ショパンに関しては、ショパン自身のピアノ奏法を含む固有の音楽様
式についても学ぶ。

第１回　ガイダンス及びロマン派の作曲家のピアノ音楽の概要
第２回　楽器学資料館見学…歴史的ピアノの試奏、作曲家と楽器
第３回　ショパンの音楽様式
第４回　ショパン演奏研究１〈練習曲１〉
第５回　ショパン演奏研究２〈演習曲２〉
第６回　ショパン演奏研究３〈ノクターン〉
第７回　ショパン演奏研究４〈バラード〉
第８回　ショパン演奏研究５〈スケルツォ〉
第９回　ショパン演奏研究６〈即興曲〉
第10回　ショパン演奏研究７〈前奏曲〉
第11回　シューマン作品研究
第12回　シューマン演奏研究
第13回　リスト作品研究
第14回　リスト演奏研究
第15回　まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら柔軟に決めます。

◆準備学習の内容◆

発表する作品に関する下記の準備を行ってください。
１．作品の成立背景や楽曲構成等に関する簡単なプレゼンテーション。
２．演奏。
＊理論系の受講生は主に上記１の方面から授業に参加することで、互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

MSS701N

鍵盤楽器ソロ研究AⅠ

加藤　一郎

◆授業目標◆



この授業はショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の総合的な理解と、それに基づく演奏のあり方について学ぶものです。興味のある方は
専攻に関わらず、奮って参加下さい。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

さまざまな時代とジャンルの作品を解釈する上で基本となる古典派の記譜法を正しく理解し、それを自身の演奏に反映できるようにする。作
曲家によるアーティキュレーションが記入されていない作品（主にバロックおよび古典派の初期）も自分で適切に処理できるよう、18世紀～19
世紀初頭のヨーロッパ（ドイツ語圏）で一般的だった抑揚の基本を学び、身につける。

◆授業内容・計画◆

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど古典派の原典版に記載されているアーティキュレーションや装飾音などの書法には、それらをど
のように捉えるべきか困惑するものが散見される。基本的なスラーやスタッカートの用法において、古典派の時代とその後の時代に差がある
ことも、見過ごされていることが少なくない。それぞれの時代の記譜法の慣習を知った上で作曲家の真意を探り、それを自分の演奏に反映さ
せるための知識を蓄積する。

1）ガイダンス
2）マルコム・ビルソンのDVD《Knowing the Score》の視聴（前半）
3）マルコム・ビルソンのDVD《Knowing the Score》の視聴（後半）
4）《Knowing the Score》に関するディスカッション（1）視聴しての感想
5）《Knowing the Score》に関するディスカッション（2）指導者からのコメント
6）アーティキュレーション基礎講座（1）レガートの用法
7）アーティキュレーション基礎講座（2）スタッカートの用法
8）アーティキュレーション基礎講座（3）装飾音に関して
9）アーティキュレーション基礎講座（4）付点リズムの多様性
10）アーティキュレーション基礎講座（5）モーツァルトのトリル
11）アーティキュレーション基礎講座（6）ベートーヴェンのスタッカート
12）ディスカッション（1）古典派において見受けられるさまざまな用例を捜し、それに関する考察を発表する。
13）ディスカッション（2）バロック、あるいはロマン派以降にも視野を広げ、記譜に関して気がついたことを発表する。
14）参考書籍の紹介
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

特別な準備が必要な場合は授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS701N

鍵盤楽器ソロ研究AⅠ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組み、及び演奏の成果による。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現代音楽に用いられる特殊な記譜法、演奏テクニックを学び、現代音楽ピアノ作品を自分のレパートリーの一つに加える様にする。

◆授業内容・計画◆

邦人・海外の作曲家の作品をバランス良く採り上げ、現代音楽作品ピアノ演奏法の研究を行う。又、現代音楽に対する理解をより一層深める
為に、CDを聴き、ディスカッションを行う。尚、授業内で採り上げた作品を、第１４回のミニ・コンサートに於いて演奏する。

第１回：授業内容、授業の進め方等の説明。第２回の授業で取り上げる作品への導入
第２回：１曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第３回：１曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第４回：２曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第５回：２曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第６回：２曲目の作品（３）演奏法
第７回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第８回：３曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第９回：３曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第１０回：３曲目の作品（３）演奏法
第１１回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第１２回：ミニ・コンサートへ向けての演奏の総仕上げ
第１３回：ミニ・コンサートのリハーサル
第１４回：ミニ・コンサート
第１５回：まとめ

・受講生の能力、意欲や興味に応じ、採り上げる作品はその都度提示するので、教員の指示に従う。

◆準備学習の内容◆

明確なイメージを持ち、演奏する事が出来る様に、実際に音を出して予習をする事。

◆成績評価の方法◆

MSS701N

鍵盤楽器ソロ研究AⅠ

渋谷　淑子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は特にありませんが、参考になる楽譜をあげておきます。
・F.Chopin:National Edition of the Works of Fryderyk Chopin.
・Complete Chopin:A New Critical Edition(Edition Peters).
・F.Schubert:New Edition of the Complete Works((Bärenreiter Verlag)
・R.Schumann:Sämtliche Klavierwerke(Henle Verlag).
・F.Liszt:Neue Ausgabe Sämtlicher Werke(Edito Musica Budapest).

◆参考図書◆

・J.J.エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン』米谷治郎他訳（音楽之友社、2005）
・J.M.Chomiński, and Teresa Dalila Turło,“A catalogue of the Works of Frederick Chopin.”(PWM,1990).
・O.E.Deutsch,“Franz Schubert: Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folg”(Bärenreiter,1978).
・K.Hofmann und S.Keil,Robert Schumann,“Thematisches Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen musikalischen Werke mit Angabe
des Jahres ihres Entstehens und Erscheinens”(Schuberth,1982).
・A.Walker,“Frantz Liszt”(Alfred A.Knopf,1983).

ショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の演奏法を学ぶ―その２

◆授業内容・計画◆

下記の課題を過不足無く分担し、簡単なプレゼンテーションと演奏を行う。随時自筆譜や初版楽譜、解釈版等の比較検討を行い、世界的ピ
アニストによる演奏法の比較検討も取り入れる。また、ショパンに関しては、ショパン自身のピアノ奏法を含む固有の音楽様式についても学
ぶ。

第１回　ショパンの音楽様式
第２回　ショパン演奏研究１〈ワルツ〉
第３回　ショパン演奏研究２〈マズルカ１〉
第４回　ショパン演奏研究３〈マズルカ２〉
第５回　ショパン演奏研究４〈ポロネーズ〉
第６回　ショパン演奏研究５〈ソナタ〉
第７回　ショパン演奏研究６〈協奏曲〉
第８回　ショパン国際ピアノコンクール検証
第９回　シューベルト作品研究
第10回　シューベルト演奏研究
第11回　シューマン作品研究
第12回　シューマン演奏研究
第13回　ブラームス作品研究
第14回　ブラームス演奏研究
第15回　まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら柔軟に決めます。

◆準備学習の内容◆

発表する課題（作品）に関する下記の準備を行ってください。
１．作品の成立背景や楽曲構成等に関する簡単なプレゼンテーション。
２．演奏。
＊理論系の受講生は主に上記１の方面から授業に参加することで、互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

MSS702N

鍵盤楽器ソロ研究AⅡ

加藤　一郎

◆授業目標◆



この授業はショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の総合的な理解と、それに基づく演奏のあり方について学ぶものです。興味のある方は
専攻に関わらず、奮って参加下さい。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

前期で学んだことに加え、さらに知識を増やすべく研究を継続する。

◆授業内容・計画◆

前期に学んだ知識を利用したワークショップを行う。何も演奏指示が記載されていない楽譜に自らアーティキュレーション記号を書き入れて
みることによって、古典派の巨匠たちの意図を再確認する。「何をどう書き入れるとどのように解釈されるか」を、実際の作業を通じて学ぶこと
を目標とする。

1）音楽の抑揚に関してさまざまな角度から考察する。
2）前回の内容をふまえ、各自がまとめたレポートを発表する。
3）古典派のアーティキュレーションに関するまとめ（前期の復習）
4）書き込み実習（1）音符だけの楽譜に実際にアーティキュレーションを書き込むことによって、その機能を実感し、読譜力向上に役立てる。
5）書き込み実習（2）古典スタイルの課題に挑戦する。
6）書き込み実習（3）バロックスタイルの課題に挑戦する。
7）ブルクミュラー研究（1）『25の練習曲』第1～12番の2種類の編集を比較し、アーティキュレーションの視点からの問題点を考察する。
8）ブルクミュラー研究（2）『25の練習曲』第13～25番の2種類の編集を比較し、アーティキュレーションの視点からの問題点を引き続き考察す
る。
9）ソナチネアルバムの問題点（1）古典の教材として一般的な『ソナチネアルバム（校訂版）』におけるアーティキュレーションの視点からの問
題点を考察する。
10）ソナチネアルバムの問題点（2）古典の教材として一般的な『ソナチネアルバム（校訂版）』におけるアーティキュレーションの視点からの問
題点を引き続き考察する。
11）ハイドンとモーツァルトの差に関して考察する。
12）ベートーヴェンとシューベルトの差に関して考察する。
13）バロック作品（例：バッハの平均律より任意のフーガ）のアーティキュレーションを自ら確定した上で発表（演奏）する。
14）引き続きバロック作品、あるいは古典作品のアーティキュレーションを自ら確定した上で発表（演奏）する。
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

特別な準備が必要な場合は授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS702N

鍵盤楽器ソロ研究AⅡ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組み、及び演奏の成果による。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現代音楽に用いられる特殊な記譜法、演奏テクニックを学び、現代音楽ピアノ作品を自分のレパートリーの一つに加える様にする。

◆授業内容・計画◆

(前期で習得したものを更にレベルアップする）
邦人・海外の作曲家の作品をバランス良く採り上げ、現代音楽作品ピアノ演奏法の研究を行う。又、現代音楽に対する理解をより一層深める
為に、CDを聴き、ディスカッションを行う。尚、授業内で採り上げた作品を、第１３回及び第１４回のミニ・コンサートに於いて演奏する。

第１回：１曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第２回：１曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第３回：２曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第４回：２曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第５回：２曲目の作品（３）演奏法
第６回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第７回：３曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第８回：３曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第９回：３曲目の作品（３）演奏法
第１０回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第１１回：ミニ・コンサートへ向けての演奏の総仕上げ
第１２回：ミニ・コンサートのリハーサル
第１３回：ミニ・コンサート①
第１４回：ミニ・コンサート②
第１５回：まとめ

・受講生の能力、意欲や興味に応じ、採り上げる作品はその都度提示するので、教員の指示に従う。

◆準備学習の内容◆

明確なイメージを持ち、演奏する事が出来る様に、実際に音を出して予習をする事。

◆成績評価の方法◆

MSS702N

鍵盤楽器ソロ研究AⅡ

渋谷　淑子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は特にありませんが、参考になる楽譜をあげておきます。
・F.Chopin:National Edition of the Works of Fryderyk Chopin.
・Complete Chopin:A New Critical Edition(Edition Peters).
・R.Schumann:Sämtliche Klavierwerke(Henle Verlag).
・F.Liszt:Neue Ausgabe Sämtlicher Werke(Edito Musica Budapest).

◆参考図書◆

・J.J.エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン（増補・改訂版）』米谷治郎、中島弘二訳（音楽之友社、2005）
・Józef Michał Chomiński, and Teresa Dalila Turło, “A catalogue of the Works of Frederick Chopin”(PWM,1990).
・K.Hofmann und S.Keil,Robert Schumann,“Thematisches Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen musikalischen Werke mit Angabe
des Jahres ihres Entstehens und Erscheinens”(Schuberth,1982).
・A.Walker,“Frantz Liszt”(Alfred A.Knopf,1983).

◆留意事項◆

ショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の演奏法を学ぶ―その１

◆授業内容・計画◆

下記の課題を過不足無く分担し、簡単なプレゼンテーションと演奏を行う。随時自筆譜や初版楽譜、解釈版等の比較検討を行い、世界的ピ
アニストによる演奏法の比較検討も取り入れる。また、ショパンに関しては、ショパン自身のピアノ奏法を含む固有の音楽様式についても学
ぶ。尚、中間発表や修了演奏等でロマン派音楽を選んだ受講生は、可能な限りその曲にも対応します。

第１回　ガイダンス及びロマン派の作曲家のピアノ音楽の概要
第２回　楽器学資料館見学…歴史的ピアノの試奏、作曲家と楽器
第３回　ショパンの音楽様式
第４回　ショパン演奏研究１〈練習曲１〉
第５回　ショパン演奏研究２〈演習曲２〉
第６回　ショパン演奏研究３〈ノクターン〉
第７回　ショパン演奏研究４〈バラード〉
第８回　ショパン演奏研究５〈スケルツォ〉
第９回　ショパン演奏研究６〈即興曲〉
第10回　ショパン演奏研究７〈前奏曲〉
第11回　シューマン作品研究
第12回　シューマン演奏研究
第13回　リスト作品研究
第14回　リスト演奏研究
第15回　まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら柔軟に決めます。

◆準備学習の内容◆

発表する課題（作品）に関する下記の準備を行ってください。
１．作品の成立背景や楽曲構成等に関する簡単なプレゼンテーション。
２．演奏。
＊理論系の受講生は主に上記１の方面から授業に参加することで、互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

MSS703N

鍵盤楽器ソロ研究BⅠ

加藤　一郎

◆授業目標◆



この授業はショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の総合的な理解と、それに基づく演奏のあり方について学ぶものです。興味のある方は
専攻に関わらず、奮って参加下さい。



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

さまざまな時代とジャンルの作品を解釈する上で基本となる古典派の記譜法を正しく理解し、それを自身の演奏に反映できるようにする。作
曲家によるアーティキュレーションが記入されていない作品（主にバロックおよび古典派の初期）も自分で適切に処理できるよう、18世紀～19
世紀初頭のヨーロッパ（ドイツ語圏）で一般的だった抑揚の基本を学び、身につける。

◆授業内容・計画◆

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど古典派の原典版に記載されているアーティキュレーションや装飾音などの書法には、それらをど
のように捉えるべきか困惑するものが散見される。基本的なスラーやスタッカートの用法において、古典派の時代とその後の時代に差がある
ことも、見過ごされていることが少なくない。それぞれの時代の記譜法の慣習を知った上で作曲家の真意を探り、それを自分の演奏に反映さ
せるための知識を蓄積する。

1）ガイダンス
2）マルコム・ビルソンのDVD《Knowing the Score》の視聴（前半）
3）マルコム・ビルソンのDVD《Knowing the Score》の視聴（後半）
4）《Knowing the Score》に関するディスカッション（1）視聴しての感想
5）《Knowing the Score》に関するディスカッション（2）指導者からのコメント
6）アーティキュレーション基礎講座（1）レガートの用法
7）アーティキュレーション基礎講座（2）スタッカートの用法
8）アーティキュレーション基礎講座（3）装飾音に関して
9）アーティキュレーション基礎講座（4）付点リズムの多様性
10）アーティキュレーション基礎講座（5）モーツァルトのトリル
11）アーティキュレーション基礎講座（6）ベートーヴェンのスタッカート
12）ディスカッション（1）古典派において見受けられるさまざまな用例を捜し、それに関する考察を発表する。
13）ディスカッション（2）バロック、あるいはロマン派以降にも視野を広げ、記譜に関して気がついたことを発表する。
14）参考書籍の紹介
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

特別な準備が必要な場合は授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS703N

鍵盤楽器ソロ研究BⅠ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組み、及び演奏の成果による。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現代音楽に用いられる特殊な記譜法、演奏テクニックを学び、現代音楽ピアノ作品を自分のレパートリーの一つに加える様にする。

◆授業内容・計画◆

邦人・海外の作曲家の作品をバランス良く採り上げ、現代音楽作品ピアノ演奏法の研究を行う。又、現代音楽に対する理解をより一層深める
為に、CDを聴き、ディスカッションを行う。尚、授業内で採り上げた作品を、第１４回のミニ・コンサートに於いて演奏する。

第１回：授業内容、授業の進め方等の説明。第２回の授業で取り上げる作品への導入
第２回：１曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第３回：１曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第４回：２曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第５回：２曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第６回：２曲目の作品（３）演奏法
第７回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第８回：３曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第９回：３曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第１０回：３曲目の作品（３）演奏法
第１１回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第１２回：ミニ・コンサートへ向けての演奏の総仕上げ
第１３回：ミニ・コンサートのリハーサル
第１４回：ミニ・コンサート
第１５回：まとめ

・受講生の能力、意欲や興味に応じ、採り上げる作品はその都度提示するので、教員の指示に従う。

◆準備学習の内容◆

明確なイメージを持ち、演奏する事が出来る様に、実際に音を出して予習をする事。

◆成績評価の方法◆

MSS703N

鍵盤楽器ソロ研究BⅠ

渋谷　淑子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は特にありませんが、参考になる楽譜をあげておきます。
・F.Chopin:National Edition of the Works of Fryderyk Chopin.
・Complete Chopin:A New Critical Edition(Edition Peters).
・F.Schubert:New Edition of the Complete Works((Bärenreiter Verlag)
・R.Schumann:Sämtliche Klavierwerke(Henle Verlag).
・F.Liszt:Neue Ausgabe Sämtlicher Werke(Edito Musica Budapest).

◆参考図書◆

・J.J.エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン』米谷治郎他訳（音楽之友社、2005）
・J.M.Chomiński, and Teresa Dalila Turło,“A catalogue of the Works of Frederick Chopin.”(PWM,1990).
・O.E.Deutsch,“Franz Schubert: Thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folg”(Bärenreiter,1978).
・K.Hofmann und S.Keil,Robert Schumann,“Thematisches Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen musikalischen Werke mit Angabe
des Jahres ihres Entstehens und Erscheinens”(Schuberth,1982).
・A.Walker,“Frantz Liszt”(Alfred A.Knopf,1983).

ショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の演奏法を学ぶ―その１

◆授業内容・計画◆

下記の課題を過不足無く分担し、簡単なプレゼンテーションと演奏を行う。随時自筆譜や初版楽譜、解釈版等の比較検討を行い、世界的ピ
アニストによる演奏法の比較検討も取り入れる。また、ショパンに関しては、ショパン自身のピアノ奏法を含む固有の音楽様式についても学
ぶ。尚、中間発表や修了演奏にロマン派音楽を選んだ受講生には、可能な限りその曲にも対応します。

第１回　ショパンの音楽様式
第２回　ショパン演奏研究１〈ワルツ〉
第３回　ショパン演奏研究２〈マズルカ１〉
第４回　ショパン演奏研究３〈マズルカ２〉
第５回　ショパン演奏研究４〈ポロネーズ〉
第６回　ショパン演奏研究５〈ソナタ〉
第７回　ショパン演奏研究６〈協奏曲〉
第８回　ショパン国際ピアノコンクール検証
第９回　シューベルト作品研究
第10回　シューベルト演奏研究
第11回　シューマン作品研究
第12回　シューマン演奏研究
第13回　ブラームス作品研究
第14回　ブラームス演奏研究
第15回　まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら柔軟に決めます。

◆準備学習の内容◆

発表する作品に関する下記の準備を行ってください。
１．作品の成立背景や楽曲構成等に関する簡単なプレゼンテーション。
２．演奏。
＊理論系の受講生は主に上記１の方面から授業に参加することで、互いに刺激を与え合う場となることを期待します。

◆成績評価の方法◆

MSS704N

鍵盤楽器ソロ研究BⅡ

加藤　一郎

◆授業目標◆



この授業はショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の総合的な理解と、それに基づく演奏のあり方について学ぶものです。興味のある方は
専攻に関わらず、奮って参加下さい。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

前期で学んだことに加え、さらに知識を増やすべく研究を継続する。

◆授業内容・計画◆

前期に学んだ知識を利用したワークショップを行う。何も演奏指示が記載されていない楽譜に自らアーティキュレーション記号を書き入れて
みることによって、古典派の巨匠たちの意図を再確認する。「何をどう書き入れるとどのように解釈されるか」を、実際の作業を通じて学ぶこと
を目標とする。

1）音楽の抑揚に関してさまざまな角度から考察する。
2）前回の内容をふまえ、各自がまとめたレポートを発表する。
3）古典派のアーティキュレーションに関するまとめ（前期の復習）
4）書き込み実習（1）音符だけの楽譜に実際にアーティキュレーションを書き込むことによって、その機能を実感し、読譜力向上に役立てる。
5）書き込み実習（2）古典スタイルの課題に挑戦する。
6）書き込み実習（3）バロックスタイルの課題に挑戦する。
7）ブルクミュラー研究（1）『25の練習曲』第1～12番の2種類の編集を比較し、アーティキュレーションの視点からの問題点を考察する。
8）ブルクミュラー研究（2）『25の練習曲』第13～25番の2種類の編集を比較し、アーティキュレーションの視点からの問題点を引き続き考察す
る。
9）ソナチネアルバムの問題点（1）古典の教材として一般的な『ソナチネアルバム（校訂版）』におけるアーティキュレーションの視点からの問
題点を考察する。
10）ソナチネアルバムの問題点（2）古典の教材として一般的な『ソナチネアルバム（校訂版）』におけるアーティキュレーションの視点からの問
題点を引き続き考察する。
11）ハイドンとモーツァルトの差に関して考察する。
12）ベートーヴェンとシューベルトの差に関して考察する。
13）バロック作品（例：バッハの平均律より任意のフーガ）のアーティキュレーションを自ら確定した上で発表（演奏）する。
14）引き続きバロック作品、あるいは古典作品のアーティキュレーションを自ら確定した上で発表（演奏）する。
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

特別な準備が必要な場合は授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS704N

鍵盤楽器ソロ研究BⅡ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組み、及び演奏の成果による。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現代音楽に用いられる特殊な記譜法、演奏テクニックを学び、現代音楽ピアノ作品を自分のレパートリーの一つに加える様にする。

◆授業内容・計画◆

(前期に習得したものをレベルアップする）
邦人・海外の作曲家の作品をバランス良く採り上げ、現代音楽作品ピアノ演奏法の研究を行う。又、現代音楽に対する理解をより一層深める
為に、CDを聴き、ディスカッションを行う。尚、授業内で採り上げた作品を、第１３回及び第１４回のミニ・コンサートに於いて演奏する。

第１回：１曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第２回：１曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第３回：２曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第４回：２曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第５回：２曲目の作品（３）演奏法
第６回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第７回：３曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第８回：３曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第９回：３曲目の作品（３）演奏法
第１０回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第１１回：ミニ・コンサートへ向けての演奏の総仕上げ
第１２回：ミニ・コンサートのリハーサル
第１３回：ミニ・コンサート①
第１４回：ミニ・コンサート②
第１５回：まとめ

・受講生の能力、意欲や興味に応じ、採り上げる作品はその都度提示するので、教員の指示に従う。

◆準備学習の内容◆

明確なイメージを持ち、演奏する事が出来る様に、実際に音を出して予習をする事。

◆成績評価の方法◆

MSS704N

鍵盤楽器ソロ研究BⅡ

渋谷　淑子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

大学院での学習やその遂行状況は、将来の自分の仕事に直結するものである。そのことを常に忘れないように。

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、等について評価し、成績を出す。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。楽譜については各教員の支持に従うように。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現場で役立つことを念頭に置き、出来るだけ多くの作品に触れる。それぞれの作品のスタイルを、明確に表出できる力と見識を培う。

◆授業内容・計画◆

4名の教員によるオムニバス形式の演習、講義を行う。
第1回(安井)ドイツ古典派～ロマンは初期のドイツ歌曲を巡って
第2回　同上
第3回　同上
第4回　同上
第5回(花岡)フランス系作品と、英語作品
第6回　同上
第7回(星野）ドイツ古典派～ロマン派ドイツ歌曲
第8回　同上
第9回　同上
第10回(河原）イタリアのロマン派歌曲を巡って
第11回　同上
第12回　同上
第13回(花岡)　日本の歌曲(瀧から清水脩まで)
第14回　同上
第15回　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

伴奏の読み取りはもちろんのこと、歌詞についても、自分なりに解読し、解釈もしておく。朗読をピアニストにしてもらうこともある。

◆成績評価の方法◆

MSS705N

伴奏研究Ⅰ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
選択曲については、自由とする。

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

アンサンブルに求められる、より高度なピアノ演奏技術及び豊かな表現力を駆使して演奏することができる。
共演者とのコミュニケーションの方法を理解することができる。

◆授業内容・計画◆

器楽とのアンサンブルに求められるピアノの役割について、各楽器の特性やそれに伴う表現方法の特色をふまえながら、実践的に探求す
る。レッスン形式によって、実際の演奏上の留意点、陥りがちな問題点について学ぶ。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）ガイダンス
２）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との相違
３）弦楽器とピアノの作品
４）管楽器とピアノの作品
５）共演、伴奏における留意事項
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）研究発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MSS705N

伴奏研究Ⅰ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。
それぞれの分野のエキスパートの先生方に、積極的に関わっていくこと。

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況など、併せて評価し、成績をつける

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員より指示のあることもある

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現場で役立つことを念頭に、出来るだけ多くの作品に触れる。それぞれの作品のスタイルを、明確に表出できる力と見識を培う。

◆授業内容・計画◆

4名の教員によるオムニバス形式の演習、講義を行う。
第1回(安井)ドイツ古典派～ロマンは初期のドイツ歌曲を巡って
第2回　同上
第3回　同上
第4回　同上
第5回(花岡)ロシア系作品
第6回　同上
第7回(星野）ドイツ古典派～ロマン派ドイツ歌曲
第8回　同上
第9回　同上
第10回(河原）イタリアのロマン派歌曲を巡って
第11回　同上
第12回　同上
第13回(花岡)　日本の歌曲(高田三郎から木下牧子まで)
第14回　同上
第15回　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

伴奏パートの読み取りはもちろんのこと、歌詞についても快諾、解釈してくること。時によってはピアニストに朗読してもらうこともある。

◆成績評価の方法◆

MSS706N

伴奏研究Ⅱ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
選択曲については、自由とする。

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

アンサンブルに求められる、より高度なピアノ演奏技術及び豊かな表現力を駆使して演奏することができる。共演者とのコミュニケーションを
図り、自発的な音楽表現ができる。

◆授業内容・計画◆

器楽とのアンサンブルに求められるピアノの役割について、各楽器の特性やそれに伴う表現方法の特色をふまえながら、実践的に探求す
る。レッスン形式によって、実際の演奏上の留意点、陥りがちな問題点について学ぶ。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）ガイダンス
２）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との相違
３）弦楽器とピアノの作品
４）管楽器とピアノの作品
５）共演、伴奏における留意事項
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）研究発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MSS706N

伴奏研究Ⅱ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。
それぞれの分野のエキスパートの先生方に、積極的に関わっていくこと。

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況などを評価し、成績をつける。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員から指示のある場合もある。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現場で役立つことを念頭に、出来るだけ多くの作品に触れる。それぞれの作品のスタイルを、明確に表出できる力と見識を培う。

◆授業内容・計画◆

4名の教員によるオムニバス形式の演習、講義を行う。
第1回(安井)ドイツ古典派～ロマンは初期のドイツ歌曲を巡って
第2回　同上
第3回　同上
第4回　同上
第5回(花岡)フランス系作品と、英語作品
第6回　同上
第7回(星野）ドイツ古典派～ロマン派ドイツ歌曲
第8回　同上
第9回　同上
第10回(河原）イタリアのロマン派歌曲を巡って
第11回　同上
第12回　同上
第13回(花岡)　日本の歌曲(瀧から清水脩まで)
第14回　同上
第15回　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

伴奏パートの読み取りはもちろんのこと、歌詞についても快諾、解釈してくること。時によってはピアニストに朗読してもらうこともある。

◆成績評価の方法◆

MSS707N

伴奏研究Ⅲ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
選択曲については、自由とする。

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

より高度なピアノ演奏技術及び豊かな表現力を駆使し、共演者と一体となって自発的な音楽表現ができる。

◆授業内容・計画◆

器楽とのアンサンブルに求められるピアノの役割について、各楽器の特性やそれに伴う表現方法の特色をふまえながら、実践的に探求す
る。レッスン形式によって、実際の演奏上の留意点、陥りがちな問題点について学ぶ。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）ガイダンス
２）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との相違
３）弦楽器とピアノの作品
４）管楽器とピアノの作品
５）共演、伴奏における留意事項
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）研究発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MSS707N

伴奏研究Ⅲ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。
それぞれの分野のエキスパートの先生方に、積極的に関わっていくこと。

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況など、を併せて評価し、成績をつける

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員より指示のある場合もある

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現場で役立つことを念頭に、出来るだけ多くの作品に触れる。それぞれの作品のスタイルを、明確に表出できる力と見識を培う。

◆授業内容・計画◆

4名の教員によるオムニバス形式の演習、講義を行う。
第1回(安井)ドイツ古典派～ロマンは初期のドイツ歌曲を巡って
第2回　同上
第3回　同上
第4回　同上
第5回(花岡)フランス系作品と、英語作品
第6回　同上
第7回(星野）ドイツ古典派～ロマン派ドイツ歌曲
第8回　同上
第9回　同上
第10回(河原）イタリアのロマン派歌曲を巡って
第11回　同上
第12回　同上
第13回(花岡)　日本の歌曲(高田三郎から木下牧子まで)
第14回　同上
第15回　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

伴奏パートの読み取りはもちろんのこと、歌詞についても快諾、解釈してくること。時によってはピアニストに朗読してもらうこともある。

◆成績評価の方法◆

MSS708N

伴奏研究Ⅳ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

共演者は各自で手配すること。
選択曲については、自由とする。

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

より高度なピアノ演奏技術及び豊かな表現力を駆使し、共演者と一体となって自発的な音楽表現ができる。公開演奏を想定して自らの演奏
を客観的にとらえることができる。

◆授業内容・計画◆

器楽とのアンサンブルに求められるピアノの役割について、各楽器の特性やそれに伴う表現方法の特色をふまえながら、実践的に探求す
る。レッスン形式によって、実際の演奏上の留意点、陥りがちな問題点について学ぶ。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）ガイダンス
２）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との相違
３）弦楽器とピアノの作品
４）管楽器とピアノの作品
５）共演、伴奏における留意事項
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）修了演奏に向けての調整について
14）演奏発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MSS708N

伴奏研究Ⅳ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

出席状況の評価には無届けの遅刻・早退も含まれる。何らかの事情で授業に参加できないことが明らかになった場合は、すみやかに指導
教員、およびアンサンブルのパートナーに通達すること。

事前の演奏準備の綿密さや授業内での積極性をふまえた評価を加味する。漫然とした準備不足は厳しい評価の対象となるので注意するこ
と。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

他楽器とのアンサンブルを通じて幅広い経験を積み、より柔軟な表現力を習得する。リハーサルの展開に当たってパートナーに何をどのよう
に提案すべきかを深く考え、それを的確に発言できる積極性を培うのが、最大の目標である。

◆授業内容・計画◆

さまざまな楽器とのアンサンブル作品（基本的にトリオ以上の編成）を準備する。指導教員の指示に従うだけの受動的な演奏改善を目的とす
るのではなく、演奏者自身が演奏上、またアンサンブル上の問題点に気づき、それらを自らの提案を通じて改善するリハーサルを構築できる
よう努力する。

1）ガイダンス
2）各楽器の特性に関して各自発表する。
3）フルートとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）古典派の作品
4）クラリネットとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）古典派の作品
5）サクソフォーンとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）ロマン派以降の作品
6）打楽器とピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）近現代の作品
7）フルートとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
8）クラリネットとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
9）サクソフォーンとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
10）打楽器とピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
11）フルートとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
12）クラリネットとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
13）サクソフォーンとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
14）打楽器とピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
15）前期のまとめ（演奏発表会）

◆準備学習の内容◆

アンサンブルの際に何より大切なのは「自分のパートを完璧に準備しておくこと」につきる。前期授業の第1曲目として履修する作品に関して
は学内の掲示板を見てその指示に従い、授業開始時までに演奏できるよう準備しておくこと。その後の履修作品に関しては授業内で指示す
る。授業で扱われる作品に関しては、履修者全員がそのスコアを準備すること。楽譜の入手方法に関しては授業内での指示に従うこと。

◆成績評価の方法◆

MSS709N

室内楽演習Ⅰ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

出席状況の評価には無届けの遅刻・早退も含まれる。何らかの事情で授業に参加できないことが明らかになった場合は、すみやかに指導
教員、およびアンサンブルのパートナーに通達すること。

事前の演奏準備の綿密さや授業内での積極性をふまえた評価を加味する。漫然とした準備不足は厳しい評価の対象となるので注意するこ
と。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

前期で経験したことに加え、さらに経験を積むべく演習を継続する。

◆授業内容・計画◆

さまざまな楽器とのアンサンブル作品（基本的にトリオ以上の編成）を準備する。前期と同様、演奏者自身の力によってリハーサルを進行さ
せる力を養うことを目的とする。

1）フルートとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）ロマン派の作品
2）クラリネットとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）ロマン派の作品
3）サクソフォーンとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）近現代の作品（前期とは異なる作品）
4）打楽器とピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（1）近現代の作品（前期とは異なる作品）
5）フルートとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
6）クラリネットとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
7）サクソフォーンとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
8）打楽器とピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（2）前回とは異なる楽章
9）フルートとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
10）クラリネットとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
11）サクソフォーンとピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
12）打楽器とピアノに他楽器を加えたアンサンブル作品（3）全楽章を通したリハーサル
13）追加演習（1）まだまとまりが不充分と思われるグループや作品をさらに仕上げる
14）追加演習（2）前回とは別のグループや作品のうち、まだまとまりが不充分と思われるものをさらに仕上げる。
15）後期のまとめ（演奏発表会）

◆準備学習の内容◆

アンサンブルの際に何より大切なのは「自分のパートを完璧に準備しておくこと」につきる。授業で扱われる作品に関しては、履修者全員がそ
のスコアを準備すること。楽譜の入手方法に関しては授業内での指示に従うこと。

◆成績評価の方法◆

MSS710N

室内楽演習Ⅱ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

様々な器楽奏者が集まる授業であるから、他の楽器に対する知識を深め音楽する上での共通の問題を見つけ出して各自の成長に役立てて
ほしい。

授業に参加する態度や、実際に演奏して貰うことがあるので、その積極性を評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

別に無し

◆参考図書◆

授業の中で推奨する本を述べるので読むこと。

◆留意事項◆

音楽作品をいかに演奏するかという本質的な問題を考え、楽譜を読む力をつけて質の高い演奏が出来るようになる

◆授業内容・計画◆

　１回目　演奏解釈とは
　２回目　フレーズ構成と文章構造の関係
　３回目　楽譜の読み方。（音組織を時間の中で持続として示すために）
　４回目　音楽する人間の精神の働きについて
　５回目　演奏に伴う技術の問題について
　６回目　古典派ソナタ形式について（エマヌエル・バッハ、ハイドン、モーツアルトのソナタ形式）
　７回目　ベートーヴェン研究その１（ボン時代からウィーン初期作品）
　８回目　ベートーヴェン研究その２（初期ソナタ形式の分析と演奏法）
　９回目　ベートーヴェン研究その３（中期ソナタの分析と演奏法）
１０回目　ベートーヴェン研究その４（後期ソナタの研究）
１１回目　芸術運動としてのロマン主義について
１２回目　シューベルトの音楽（ロマン派音楽の形式的特徴）
１３回目　シューマンの音楽（作品の構造分析と演奏法）
１４回目　シューマンの音楽（室内楽を巡って）
１５回目　まとめ

◆準備学習の内容◆

作品の研究に当たっては指示された曲の楽譜を用意し授業の理解の為に予習することが望ましい。

◆成績評価の方法◆

MSL701U

作品研究（器楽）Ⅰ

安井　耕一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

様々な楽器奏者が集う授業であるから、他の楽器に対する知識を深め演奏力の向上に努めてほしい。

授業に参加する態度、及び演奏参加する積極性を評価の判断とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲のスコアを用意すること。

◆参考図書◆

授業の中で推奨する本を読むことを勧める

◆留意事項◆

演奏する人間の精神と肉体に起こる様々な問題を意識化して音楽する自分自身を知り、各自の個性に従って演奏力を高めることができる

◆授業内容・計画◆

　１回目　音を聴く力。（視覚と聴覚の違い。質的なものを直覚できる耳）
　２回目　計測できるものと計測できないもの。（情念と身体の関係について）
　３回目　音を作る。音楽家にとっての音の意味を問う。
　　　　　（西洋クラシック音楽に共通する楽音のベルカント的身体感覚ついて）
　４回目　ブラームスのハイドンの主題による変奏曲の演奏的研究（テーマと第１第２変奏）
　　　　　ブラームスのハイドンの主題による変奏曲は作曲者自身によって２台ピアノによるものと
　　　　　交響曲として書かれたものがあるが４回目からはこの二つのものを比較し作曲者のイメージ
　　　　　した響きを探る。
　５回目　ハイドン変奏曲研究その２（第３～５変奏）
　６回目　ハイドン変奏曲研究その３（第６～８変奏）
　７回目　ハイドン変奏曲研究その４（終曲）
　８回目　演奏研究その１（フルートの作品）
　　　　　　８回目からは授業に参加している学生の希望により各楽器の作品を研究する
　９回目　演奏研究その２（クラリネットの作品）
１０回目　演奏研究その３（サクソホンの作品）
１１回目　演奏研究その４（打楽器の作品）
１２回目　演奏研究その５（フルートの作品）
１３回目　演奏研究その６（クラリネットの作品）
１４回目　演奏する行為の意味を考える
１５回目　まとめ

◆準備学習の内容◆

研究する曲の楽譜を用意し調べて授業に臨むことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

MSL702U

作品研究（器楽）Ⅱ

安井　耕一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

チェロについては、演奏助手が共演する。
授業スケジュールは、状況に応じて変更する場合がある。
ソロでは体験できない、他者と音楽を作り上げる喜びを感じてほしい。

平常の授業への取り組みと演奏の成果による授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

ピアノを含む室内楽曲について、時代様式や編成されている各楽器の特徴をとらえ、アンサンブルに不可欠な音楽表現要素を考慮して演奏
することができる。

◆授業内容・計画◆

授業は公開レッスン形式で進め、問題点やその解決法について様々な角度から考察することで、アンサンブル能力とともにバランスの取れ
た音楽的感覚を磨く。
ヴァイオリン、チェロ、ピアノによるピアノ三重奏曲を中心に演習するが、履修学生の専攻楽器によって柔軟に対応する。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンス
 ２）ハイドン：ピアノ三重奏曲 第25番 Hob.XV-25
 ３）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第1楽章
 ４）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第2楽章
 ５）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第3楽章
 ６）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第4楽章
 ７）ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲  第５番 作品70-1　第1楽章
 ８）ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲  第５番 作品70-1　第2楽章
 ９）ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲  第５番 作品70-1　第3楽章
 10）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第1楽章
 11）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第2楽章
 12）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第3楽章
 13）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第4楽章
 14）演奏発表と合評
 15）まとめ

ピアノ三重奏曲については、上記の曲目を参考に各自選択する。楽章の抜粋も認める。
上記以外の曲目については履修学生の専攻楽器により決定する。

◆準備学習の内容◆

初回までに、各自選択する曲について検討しておくこと。
演奏する曲については、充分な準備をし、自分のパートだけでなく他のパートも把握しておくことが重要である。

◆成績評価の方法◆

MSS711N

室内楽演習Ⅲ

三木　香代

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

チェロについては、演奏助手が共演する。
授業スケジュールは、状況に応じて変更する場合がある。
ソロでは体験できない、他者と音楽を作り上げる喜びを感じてほしい。

平常の授業への取り組みと演奏の成果による授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

ピアノを含む室内楽曲について、時代様式や編成されている各楽器の特徴をとらえ、アンサンブルに不可欠な音楽表現要素を考慮して演奏
することができる。

◆授業内容・計画◆

授業は公開レッスン形式で進め、問題点やその解決法について様々な角度から考察することで、アンサンブル能力とともにバランスの取れ
た音楽的感覚を磨く。
ヴァイオリン、チェロ、ピアノによるピアノ三重奏曲を中心に演習するが、履修学生の専攻楽器によって柔軟に対応する。最終日に授業内発
表会を行う予定。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンス
 ２）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第1楽章
 ３）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第2楽章
 ４）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第3楽章
 ５）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第4楽章
 ６）ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲  第４番 作品90 「ドゥムキー」第1,2楽章
 ７）ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲  第４番 作品90 「ドゥムキー」第3,4楽章
 ８）ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲  第４番 作品90 「ドゥムキー」第5,6楽章
 ９）アレンスキー：ピアノ三重奏曲 第１番 作品32　第1楽章
 10）アレンスキー：ピアノ三重奏曲 第１番 作品32　第2楽章
 11）アレンスキー：ピアノ三重奏曲 第１番 作品32　第3楽章
 12）アレンスキー：ピアノ三重奏曲 第１番 作品32　第4楽章
 13）発表曲の演習
 14）演奏発表と合評
 15）まとめ

ピアノ三重奏曲については、上記の曲目を参考に各自選択する。楽章の抜粋も認める。
上記以外の曲目については履修学生の専攻楽器により決定する。

◆準備学習の内容◆

初回までに、各自選択する曲について検討しておくこと。
演奏する曲については、充分な準備をし、自分のパートだけでなく他のパートも把握しておくことが重要である。

◆成績評価の方法◆

MSS712N

室内楽演習Ⅳ

三木　香代

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

負担も大きいが、将来必ず役に立つ学修内容であるから、確かな意識を持って取り組むように。

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、などについて評価し、成績を出す。

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度、講師から示される。共通の教科書などはない。

◆参考図書◆

その都度、講師から示される。各言語の辞書は用意しておくように。

◆留意事項◆

歌詞を知悉することは、歌曲伴奏において必須のことである。自らが専門としたい言語系はもちろんであるが、それ以外の言語系の文学作
品について知っておくことも重要である。様々な言語の文学作品に触れ、将来の仕事の実用につなげて行くことを目指す。

◆授業内容・計画◆

4名の教員によるオムニバス形式の講義が展開される。

第1回 (花岡)通年の授業計画が示され、授業の方法について実際に学習、演習をし、原典購読の意義について理解する。
第2回 (小川)ドイツの文学思潮の大きな流れ、ドイツの社会史を含めて、理解を深める
第3回 (小川)ドイツ古典からロマン派に至る文学作品の解読、解釈
第4回 同上
第5回 同上
第6回 (河原)イタリア古典からロマン派に至る文学作品の解読、解釈。 ペトラルカやダンテ
第7回 同上
第8回 同上
第9回(武内)フランス古典からロマン派作品に至る文学作品の解読、解釈。ユーゴーを中心に
第10回 同上
第11回 同上
第12回 (花岡)日本の上代から 白秋に至る詩歌作品の解読と解釈
第13回 同上
第14回 同上
第15回 前期授業のまとめと、後期の課題の確認

◆準備学習の内容◆

課題として出された文学作品について、自力で読解し、解釈出来るようにしておく。
時には課題となる作品を使用している音楽作品をめぐる演習もあり得るので、歌い手と用意しておくことも必要となろう。

◆成績評価の方法◆

MSL703U

原典講読（鍵盤楽器）Ⅰ

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

負担も大きいが、将来必ず役に立つ学習内容であるから、確かな意識を持って取り組むように。

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、等について評価し、成績を出す。

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度、講師から示される。共通の教科書などはない。

◆参考図書◆

その都度、講師から示される。各言語の辞書は用意しておくように。

◆留意事項◆

歌詞を知悉することは、歌曲伴奏において必須のことである。自らが専門にした言語系はもちろんであるが、それ以外の言語系の文学作品
に付いて知っておくのも重要である。紗、字、尼言語の文学作品に触れ、将来の仕事の実用につなげていくことを目指す。

◆授業内容・計画◆

4名の教員によって、オムニバス形式で行われる
第1回 (小川)ドイツの文学思潮と社会史、ロマン派以降から現代まで
第2回 (小川)ドイツのロマン派以降の作品の解読と解釈
第3回 同上
第4回 同上
第5回 (河原)イタリアのロマン派以降の作品の解読と解釈。ダヌンツィオなど
第6回 同上
第7回 同上
第8回 (武内) フランスのロマン派以降の作品の解読と解釈 アポリネール、エリュアール、コクトー、etc
第9回 同上
第10回 同上
第11回 (花岡) 日本の詩歌作品。昭和以降の作品の解読と解釈。三好達治を中心に
第12回 同上
第13回 同上
第14回 同上
第15回 講義全体のまとめ、演奏者として歌曲作品の詩に対してどのようなアプローチの仕方が考えられるか、を考えてみる。

◆準備学習の内容◆

課題として出された文学作品について、自分で読解し、解釈できるようにしておく。
時には課題となる文学作品をめぐる演習もあり得るので、歌い手と用意しておくことも必要になろう。

◆成績評価の方法◆

MSL704U

原典講読（鍵盤楽器）Ⅱ

花岡　千春

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

ピアノ専攻、あるいは器楽専攻ではない者にとっても役立つ内容となっている。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で紹介する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

ピアノをはじめとした器楽演奏の指導に必要な知識を深め、より効果的な指導を行うためのノウハウに関する考察を行う。

◆授業内容・計画◆

前期はメンタルおよびコーチングの概要に重点をおいた授業を展開する。会得した知識を自身の演奏にも役立てるとともに、指導者としての
能力を高める助けとする。

1）ガイダンス
2）自分自身が受けてきた演奏家育成のための教育をふり返り、良かったこと、疑問に思ったことなどを振り返り、あわせて自分自身がめざし
たい「演奏家教育」のポイント（目標）を発表する。
3）「心の法則」の概念を学ぶ。
4）「セルフイメージ」に関して学ぶ。
5）コーチ力の原点（1）理解する力
6）コーチ力の原点（2）見通す力
7）コーチ力の原点（3）愛する力
8）コーチ力の原点（4）行動する力
9）コーチ力の原点（5）楽しむ力
10）「結果エントリー」と「心エントリー」
11）サクソフォーンの指導を題材としたDVDを鑑賞し、感想を述べ合う。
12）ディスカッション（1）課題（例：戦地の医師としての苦悩）の詳細は授業内で提示する。
13）ディスカッション（2）課題（例：施設の子へのプレゼントの是非）の詳細は授業内で提示する。
14）ディスカッション（3）課題（例：バスケットボール部のヘッドコーチとしての決断）の詳細は授業内で提示する。
15）前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSL705U

ピアノ教育研究Ⅰ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

ピアノ専攻ではない者にとっても役立つ内容となっている。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で紹介する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

前期で学んだことに加え、さらに知識を増やすべく研究を継続する。

◆授業内容・計画◆

後期の授業は「言葉で説明する」重要性に重点をおいて展開する。イタリア語の音楽用語の用法を再確認し、言葉のイメージや真意を考察
するとともに、「特定のイメージを相手にわかる言葉で表現する」練習を行う。また原典版と楽譜編集に関する情報を充実させ、教材として使
用する楽譜の選定に役立つ知識を習得する。加えて、ピアノの構造に関する理解を深め、より効率のよい奏法や練習方法の開発に役立つ
ポイントを研究する。授業内でフォルテピアノの試弾も行う。

1）ガイダンス
2）音楽楽語の研究（1）速度に関する表記
3）音楽楽語の研究（2）強弱に関する表記
4）音楽楽語の研究（3）表現に関する表記
5）音楽楽語の研究（4）その他の留意点
6）ピアノのアクション研究（1）グランドピアノ
7）ピアノのアクション研究（2）アップライトピアノ
8）フォルテピアノとチェンバロの試弾
9）ディスカッション（1）ペダリングの指導法
10）前回のディスカッションの内容を踏まえ、自分の指導法を発表する。
11）原典版とその編集に関して学ぶ。
12）ベートーヴェンの音楽：月光ソナタに関して
13）ベートーヴェンの心情：ハイリゲンシュタットの遺書
14）初心者用の教材に関して考える（大人用と子供用の違いその他）
15）後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

必要に応じて授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSL706U

ピアノ教育研究Ⅱ

今井　顕

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S15

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP705N

器楽（弦管打）演習Ⅰ

佐久間　由美子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S21

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP705N

器楽（弦管打）演習Ⅰ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S30

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP705N

器楽（弦管打）演習Ⅰ

雲井　雅人

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S50

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  バロック以前～ロマン派／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  バロック以前～ロマン派／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  バロック以前～ロマン派／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP705N

器楽（弦管打）演習Ⅰ

福田　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S15

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

器楽（弦管打）演習Ⅰを踏まえ、演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP706N

器楽（弦管打）演習Ⅱ

佐久間　由美子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S21

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

器楽（弦管打）演習Ⅰを踏まえ、演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP706N

器楽（弦管打）演習Ⅱ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S30

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

器楽（弦管打）演習Ⅰを踏まえ、演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP706N

器楽（弦管打）演習Ⅱ

雲井　雅人

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス S50

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

器楽（弦管打）演習Ⅰを踏まえ、演奏家、教育者になるための基礎的なノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）①ドイツ人作曲家
第３回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）①ドイツ人作曲家
第４回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）①ドイツ人作曲家
第５回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）②フランス人作曲家
第６回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）②フランス人作曲家
第７回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）②フランス人作曲家
第８回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）③イタリア人作曲家
第９回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）③イタリア人作曲家
第10回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）③イタリア人作曲家
第11回  ロマン派以降～現代／作品研究（伴奏なし）④諸国の作曲家
第12回  ロマン派以降～現代／作品研究（ピアノ伴奏）④諸国の作曲家
第13回  ロマン派以降～現代／作品研究（室内楽作品）④諸国の作曲家
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP706N

器楽（弦管打）演習Ⅱ

福田　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  協奏曲作品研究①ドイツ人作曲家
第３回  協奏曲作品研究②フランス人作曲家
第４回  協奏曲作品研究③イタリア人作曲家
第５回  協奏曲作品研究④諸国の作曲家
第６回  中間発表に向けてのプログラム研究①無伴奏
第７回  中間発表に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第８回  中間発表に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第９回  中間発表に向けてのプログラム研究④協奏曲作品
第10回  中間発表に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第11回  中間発表に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第12回  中間発表の振り返り
第13回  研究報告と修了演奏プログラムの関連について
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP707N

器楽（弦管打）演習Ⅲ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。修了演奏でその成果を発揮する。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  修了演奏会に向けてのプログラム研究①無伴奏
第３回  修了演奏会に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第４回  修了演奏会に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第５回  修了演奏会に向けてのプログラム研究④協奏曲
第６回  修了演奏プログラム仮決定
第７回  修了演奏プログラムの検討①無伴奏
第８回  修了演奏プログラムの検討②ピアノ伴奏
第９回  修了演奏プログラムの検討③室内楽作品
第10回  修了演奏プログラムの検討④協奏曲
第11回  修了演奏プログラム最終決定
第12回  修了演奏に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第13回  修了演奏に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内指示。

◆成績評価の方法◆

MSP708N

器楽（弦管打）演習Ⅳ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のオリエンテーションで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

レパートリー研究だけではなくステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演奏
家を育成する。

◆授業内容・計画◆

第１回　オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回　教員による模範パフォーマンスとディスカッション体験
第３回　フルートソロ（学生Ａ）：曲目解説と演奏及びディスカッション
第４回　フルートソロ（学生Ｂ）：曲目解説と演奏及びディスカッション
第５回　ヴァイオリンソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第６回　クラリネットソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第７回　マリンバソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第８回　ソロ演奏に関する振り返りと重奏・協奏曲の進め方等
第９回　フルート二重奏とピアノによる演奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第10回　ヴァイオリンと木管とピアノによる三重奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第11回　クラリネット二重奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第12回　打楽器コンチェルト＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第13回　クラス内発表会に向けて（プログラム構成と演奏曲決定）
第14回　クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回　クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS713U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅰ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のオリエンテーションで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

レパートリー研究だけではなくステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演奏
家を育成する。

◆授業内容・計画◆

第１回　オリエンテーション（前期の振り返りと後期の授業の目的、進め方等）
第２回　教員による模範パフォーマンスと解説及びディスカッション
第３回　フルート二重奏とピアノによる演奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第４回　ヴァイオリンと木管とピアノによる三重奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第５回　クラリネット二重奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第６回　打楽器コンチェルト＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第７回　重奏・協奏曲の振り返りと試験曲に関する留意点等
第８回　フルートソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第９回　ヴァイオリンソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第10回　打楽器ソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第11回　フルートソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第12回　ヴァイオリンソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第13回　打楽器ソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第14回　試験に向けた試演会開催
第15回　１年間の授業の振り返り

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS714U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅱ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のオリエンテーションで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

修了試験プログラムを題材にし、ステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演
奏家を育成する。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  教員による模範パフォーマンスとディスカッション体験
第３回  フルートソロ（学生Ａ）：曲目解説と演奏及びディスカッション
第４回  フルートソロ（学生Ｂ）：曲目解説と演奏及びディスカッション
第５回  ヴァイオリンソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第６回  クラリネットソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第７回  マリンバソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第８回  ソロ演奏に関する振り返りと重奏・協奏曲の進め方等
第９回  フルート二重奏とピアノによる演奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第10回  ヴァイオリンと木管とピアノによる三重奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第11回  クラリネット二重奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第12回  打楽器コンチェルト＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第13回  クラス内発表会に向けて（プログラム構成と演奏曲決定）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS715U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅲ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のオリエンテーションで確認すること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

修了試験プログラムを題材にし、ステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演
奏家を育成する。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（前期の振り返りと後期の授業の目的、進め方等）
第２回  教員による模範パフォーマンスと解説及びディスカッション
第３回  フルート二重奏とピアノによる演奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第４回  ヴァイオリンと木管とピアノによる三重奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第５回  クラリネット二重奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第６回  打楽器コンチェルト＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第７回  重奏・協奏曲の振り返りと試験曲に関する留意点等
第８回  フルートソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第９回  ヴァイオリンソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第10回  打楽器ソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第11回  フルートソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第12回  ヴァイオリンソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第13回  打楽器ソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第14回  試験に向けた試演会開催
第15回  １年間の授業の振り返り

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

MSS716U

弦管打研究（レパートリー研究）Ⅳ

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS701N

作曲演習Ⅰ

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS701N

作曲演習Ⅰ

今村　央子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS701N

作曲演習Ⅰ

川島　素晴

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS701N

作曲演習Ⅰ

藤井　喬梓

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS701N

作曲演習Ⅰ

渡辺　俊哉

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０６

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

中間発表作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS701N

作曲演習Ⅰ

莱　孝之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

中間発表の作品演奏審査と平常の授業への取組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

作曲演習Iと同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「中間発表作品の完成・パート譜作成等」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS702N

作曲演習Ⅱ

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

中間発表の作品演奏審査と平常の授業への取組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

作曲演習Iと同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「中間発表作品の完成・パート譜作成等」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS702N

作曲演習Ⅱ

今村　央子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

中間発表の作品演奏審査と平常の授業への取組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

作曲演習Iと同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「中間発表作品の完成・パート譜作成等」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS702N

作曲演習Ⅱ

川島　素晴

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０４

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

中間発表の作品演奏審査と平常の授業への取組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

作曲演習Iと同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「中間発表作品の完成・パート譜作成等」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS702N

作曲演習Ⅱ

藤井　喬梓

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０５

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

中間発表の作品演奏審査と平常の授業への取組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

作曲演習Iと同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「中間発表作品の完成・パート譜作成等」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS702N

作曲演習Ⅱ

渡辺　俊哉

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０６

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

中間発表作品は研究課題と関連付けた内容が望ましい。

中間発表の作品演奏審査と平常の授業への取組みを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）中間発表作品を完成させ、楽譜と演奏により発
表することができる。

◆授業内容・計画◆

中間発表に向けた作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが中間発表作品および修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

作曲演習Iと同じに内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「中間発表作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「中間発表作品の完成・パート譜作成等」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS702N

作曲演習Ⅱ

莱　孝之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。

◆授業内容・計画◆

修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS703N

作曲演習Ⅲ

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。

修了審査会における作品の演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。

◆授業内容・計画◆

修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回  オリエンテーション
第2回  「世界の音楽作品の聴取」
第3回  「時代様式の考察」
第4回  「楽器・奏法・技法の検討」
第5回  「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回  「音楽語法の考察」
第7回  「自律的方法論の模索」
第8回  「創作のための楽曲研究」
第9回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回  「修了作品の完成・パート譜作成等」
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。

◆成績評価の方法◆

MCS704N

作曲演習Ⅳ

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

多くのソルフェージュ論や楽譜を読み、総合的に広く知ること。生きた音楽の楽しさと深さを伝えられる指導者を目指して欲しい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度指示する。

◆参考図書◆

その都度指示する。

◆留意事項◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１セメスターでは、自己のソルフェージュ能力を高めるとともに、文献研究、授業見学、メソードの研究などにより、ソルフェージュ指導者が
知っているべき基本事項について学修する。

1)ガイダンス
2)先行研究・論文の研究①（内容検討）
3)先行研究・論文の研究②（レジュメ作成）
4)ソルフェージュに関する基本語彙と定義
5)授業見学に関するレポート①
6)授業見学に関するレポート②
7)授業見学に関するレポート③
8)オーケストラ・スコアのリダクション①
9)オーケストラ・スコアのリダクション②
10)オーケストラ・スコアのリダクション③
11)メソード研究①（フォルマシオン・ミュジカル）
12)メソード研究②（コダーイ・システム）
13)メソード研究③（ダルクローズ・リトミック）
14)メソード研究④（日本のソルフェージュの現状）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

予め指定された文献、教材、楽曲について、深く探求、思索したうえで、議論の中で意見を述べる、あるいは新しい提案ができるように準備す
る。また、演奏表現についえは、自己が表現するだけでなく、常に指導する立場からのアプローチについて考え、説明することができるように
準備する。

◆成績評価の方法◆

MCS705N

ソルフェージュ演習Ⅰ

今村　央子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

多くのソルフェージュ論や楽譜を読み、総合的に広く知ること。
修士論文で扱う事柄については、専門的で深い視座が要求されることを自覚し、研究を進めること。
音楽の深さと楽しさを伝えられる指導者を目指して欲しい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度指示する。

◆参考図書◆

その都度指示する。

◆留意事項◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第２セメスターでは、自己のソルフェージュ能力を高めるとともに、教材研究をもとに、自作教材を作成・実践し、その目的や実践法、効果な
どを明確にする。
また修士論文研究題目に関する相談・指導などを随時行い、題目を決定する。

1)第１セメスターの内容の復習
2)文献研究①（聴覚に関する文献）
3)文献研究②（リズムに関する文献）
4)文献研究③（演奏に関する文献）
5)文献研究④（その他の文献）
6)教材研究と作成①（視唱教材）
7)教材研究と作成②（リズム教材）
8)教材研究と作成③（読譜教材）
9)教材研究と作成④（聴音教材）
10)教材研究と作成⑤（総合教材）
11)教材の実践と反省
12)オーケストラ・スコアのリダクション①
13)オーケストラ・スコアのリダクション②
14)オーケストラ・スコアのリダクション③
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

予め指定された文献、教材、楽曲について、深く探求、思索した上で、議論の中で意見を述べる、あるいは新しい提案ができるよう準備する。
また演奏表現については、自己が表現するだけでなく、指導する立場からのアプローチについて考え、説明することができるよう準備する。

◆成績評価の方法◆

MCS706N

ソルフェージュ演習Ⅱ

今村　央子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

修士論文で扱う事柄については、専門的で深い視座が要求されることを自覚し、研究を進めること。
音楽の深さと楽しさを伝えられる指導者を目指して欲しい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第３セメスターでは、論文執筆に関わる事柄が中心となる。必要な資料の内容を分析・検討、指導案を考えるなど、準備を進めながら少しず
つ執筆を始める。
また、教材研究と自作教材作成、ソルフェージュ能力の向上のための訓練も継続する。

1)第２セメスターの内容の反省と第３セメスターの展望
2)論文指導①（研究の目的）
3)論文指導②（研究の概要・方法）
4)論文指導③（章立てと内容）
5)論文指導④（資料の選択）
6)論文指導⑤（資料の分析）
7)論文指導⑥（資料の検討）
8)論文指導⑦（文章の書き方）
9)論文指導⑧（指導案の概要）
10)オーケストラ・スコアのリダクション①
11)オーケストラ・スコアのリダクション②
12)オーケストラ・スコアのリダクション③
13)ソルフェージュ指導の実践①
14)ソルフェージュ指導の実践②
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則、学生が研究した内容について報告し、検討、議論、添削する形で進行するため、毎週必ず研究の成果、進捗状況を目に見えるかたち
で提示するよう準備すること。

◆成績評価の方法◆

MCS707N

ソルフェージュ演習Ⅲ

今村　央子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

修士論文で扱う事柄については、専門的で深い視座が要求されることを自覚し、研究を進めること。
音楽の深さと楽しさを伝えられる指導者を目指して欲しい。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第４セメスターでは、論文完成と修士演奏に向けて、研究、教材作成、指導法、自己のソルフェージュ能力の向上のすべてにおいて目に見え
る成果を上げる。

1)論文進捗状況報告と第４セメスターの展望
2)論文指導①（完成した部分のチェック）
3)論文指導②（新しい資料の分析、検討）
4)論文指導③（指導案の作成）
5)論文指導④（指導案の実践、模擬授業）
6)論文指導⑤（模擬授業の反省）
7)論文指導⑥（論文の添削）
8)論文指導⑦（論文の添削）
9)論文指導⑧（全体のチェック）
10)自作教材作成①
11)自作教材作成②
12)オーケストラ・スコアのリダクション①
13)オーケストラ・スコアのリダクション②
14)オーケストラ・スコアのリダクション③
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則、学生が研究した内容について報告し、検討、議論、添削する形で進行するため、毎週必ず研究の成果、進捗状況を目に見えるかたち
で提示するように準備すること。

◆成績評価の方法◆

MCS708N

ソルフェージュ演習Ⅳ

今村　央子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

前回の配布物を持ってくること。

授業内での発言、特に発表。授業内で課す提出物。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で印刷物を配布する。

◆参考図書◆

・『音楽の本質と人間の音体験』ルドルフ・シュタイナー 著、 西川隆範 訳 （イザラ書房）
　　シュタイナーの音楽についての講演録の抜粋。その音楽についての思想が概観できる。

・『魂のよろこび』（評論集）片山敏彦 著、（雲井書店1955年、絶版）

・『現代音楽のパサージュ』松平頼暁 著（青土社）授
　　業では扱わないが、戦後の「現代音楽」の歴史、潮流を知るには最適な著作。（現在絶版、図書館所蔵）

◆留意事項◆

作品創作・研究の前提・参考となる知識と経験を得る。

◆授業内容・計画◆

下記のような題目に基づき教員が解説しつつ、受講者相互による討論を行う。また受講者による自作品・研究対象作品について、授業内で
発表の機会を設け、各々の立場や主張を確認・明確化する契機を作りたい。（題目は受講メンバーの方向性と興味によって変更の可能性あ
り。）さらに「音楽や芸術はそもそも人間にとって何であるのか」というような根本的な美学的命題を、R.Steinerの音楽論や片山敏彦の芸術論
等を参考にしつつ共に考察したい。

(1) R. Steinerの音楽論1（音楽と建築、彫刻、絵画）
(2) R. Steinerの音楽論2（音楽と人間の体）
(3) R. Steinerの音楽論3（音楽の歴史と人間の意識）
(4) R. Steinerの音楽論4（音楽の未来について）
(5) ヨーロッパの旋法について、分析と試作
(6)バルトークの旋法の扱い、ヒンデミットの「線的対位法」
(7)メシアンの移調の限られた旋法、その発展について
(8)受講者による発表1
(9)受講者による発表2
(10) 微分音の用例1
(11) 微分音の用例2（可能なれば２段鍵盤を用いた試作）
(12) 日本の旋法、時間構造1
(13) 日本の旋法、時間構造2
(14) 日本の旋法を使用した試作による小演奏会
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に配布するテキスト、楽譜を読んでくること。

◆成績評価の方法◆

MCS709N

作曲法研究Ⅰ

藤井　喬梓

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

前回の配布物を持ってくること。

授業内での発言、特に発表。授業内で課す提出物。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で印刷物を配布する。

◆参考図書◆

・『音楽の本質と人間の音体験』ルドルフ・シュタイナー 著、 西川隆範 訳 （イザラ書房）
　　シュタイナーの音楽についての講演録の抜粋。その音楽についての思想が概観できる。

・『魂のよろこび』（評論集）片山敏彦 著、（雲井書店1955年、絶版）

・『現代音楽のパサージュ』松平頼暁 著（青土社）授
　　業では扱わないが、戦後の「現代音楽」の歴史、潮流を知るには最適な著作。（現在絶版、図書館所蔵）

◆留意事項◆

作品創作・研究の前提・参考となる知識と経験を得る。

◆授業内容・計画◆

下記のような題目に基づき教員が解説しつつ、受講者相互による討論を行う。また受講者による自作品・研究対象作品について、授業内で
発表の機会を設け、各々の立場や主張を確認・明確化する契機を作りたい。（題目は受講メンバーの方向性と興味によって変更の可能性あ
り。）さらに「音楽や芸術はそもそも人間にとって何であるのか」というような根本的な美学的命題を、R.Steinerの音楽論や片山敏彦の芸術論
等を参考にしつつ共に考察したい。

(1)片山敏彦のエッセイ「美について」1
(2)片山敏彦のエッセイ「美について」2
(3) 歌曲について～詩と音楽1
(4) 歌曲について～詩と音楽2
(5) 日本の作曲家1～武満徹
(6) 日本の作曲家2～三善晃
(7) 日本の作曲家3～近藤譲
(8)受講者による発表1
(9)受講者による発表2
(10)音楽を組織化する試み（セリエリズム）とその後1
(11) 音楽を組織化する試み（セリエリズム）とその後2
(12) 音楽を組織化する試み（セリエリズム）とその後3
(13) 「聴こえない音」についての考察
(14) 図形楽譜、集団での即興演奏の試み
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に配布するテキスト、楽譜を読んでくること。

◆成績評価の方法◆

MCS710N

作曲法研究Ⅱ

藤井　喬梓

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

１）期末レポート「リゲティ『室内協奏曲』第１楽章」
２）授業内での取り組み内容

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

多岐にわたる現代音楽の作曲技法を、CD試聴、楽譜の検証、楽曲分析を通じて概観することで会得する。楽曲分析を中心に据えて研究し
ていくが、大切なのは作曲家の意図、イマジネーションやコスモロジーに肉薄することであり、分析が机上の作業に終始しないことである。こ
こで学んだことの自作への応用が技法として借用・援用することではなく、創作家としての姿勢を倣うことにつなげていく。

◆授業内容・計画◆

（１）新ヴィーン楽派-1「自由無調期」
（２）新ヴィーン楽派-2「12音技法期」
（３）メシアン
（４）ブーレーズ
（５）シュトックハウゼン
（６）ノーノ、電子音楽
（７）クセナキス
（８）ペンデレツキとポーランド楽派
（９）リゲティ-１
（10）ナンカロウとリゲティ-2
（11）ベリオと引用音楽、多様式
（12）グロボカールと即興音楽
（13）カーゲルとムジークテアター
（14）20世紀初頭の様々な動向
（15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う楽曲について、できる限り事前に読譜、試聴をしておくことが望ましい。また、授業内では扱う楽曲の全てを試聴できない場合が
多い。事後にも、復習として読譜とともに試聴し、研究を深めるべきである。毎回の授業では、次回までの課題を示す場合が多いので、それ
については確実に行い、自身が興味を持った作曲家・事項については、更に深く掘り下げた研究を進めるべきである。

◆成績評価の方法◆

MCS711N

作曲法研究Ⅲ

川島　素晴

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

１）期末レポート「ドナトーニ『Omar』」
２）期末提出作品「通常の奏法を用いないピアノ作品」提出、及び演奏発表
３）授業内での取り組み内容

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

多岐にわたる現代音楽の作曲技法を、CD試聴、楽譜の検証、楽曲分析を通じて概観することで会得する。楽曲分析を中心に据えて研究し
ていくが、大切なのは作曲家の意図、イマジネーションやコスモロジーに肉薄することであり、分析が机上の作業に終始しないことである。こ
こで学んだことの自作への応用が技法として借用・援用することではなく、創作家としての姿勢を倣うことにつなげていく。

◆授業内容・計画◆

（１）アイヴズ、カウエル
（２）ヴァレーズ、アンタイル、パーチ、ハリソン
（３）ケージ-1「不確定性以前」
（４）ケージ-2「不確定性以後」
（５）フェルドマン、フルクサス
（６）ライヒとミニマル音楽、他
（７）ラッヘンマン、ホリガーとドイツ語圏の音楽
（８）シェルシ、ドナトーニとイタリアの作曲家
（９）スペクトル楽派とその後のフランス音楽
（10）新ロマン主義とニュー・コンプレキシティー
（11）その後の動向
（12）日本の作曲家
（13）課題発表＋補遺（1）
（14）課題発表＋補遺（2）
（15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う楽曲について、できる限り事前に読譜、試聴をしておくことが望ましい。また、授業内では扱う楽曲の全てを試聴できない場合が
多い。事後にも、復習として読譜とともに試聴し、研究を深めるべきである。毎回の授業では、次回までの課題を示す場合が多いので、それ
については確実に行い、自身が興味を持った作曲家・事項については、更に深く掘り下げた研究を進めるべきである。

◆成績評価の方法◆

MCS712N

作曲法研究Ⅳ

川島　素晴

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内実習評価、アプリケーション、インタラクティブ・マルチメディア作品、またはマルチメディア・アート等に関する研究論文（テーマ等詳細
は後日指定）提出

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布資料

◆参考図書◆

Pure Data―チュートリアル＆リファレンス（美山千香士 著／ワークスコーポレーション）
コンピュータ音楽―歴史・テクノロジー・アート（Curtis Roads 著／東京電機大学出版局）
Designing Sound（Andy Farnell／The MIT Press）
Electronic Music and Sound Design（Alessandro Cipriani／Contemponet）
Nature of Code -Processingではじめる自然現象のシミュレーション-（ダニエル・シフマン）
Beyond Interaction[改訂第2版] -クリエイティブ・コーディングのためのopenFrameworks実践ガイド（田所 淳）

◆留意事項◆

創作や演奏、インスタレーション、教育などのための、高度かつ洗練された音楽アプリケーションを企画、開発する。 MaxやDIPSを援用したイ
ンタラクティブ・マルチメディア作品を創作する。

◆授業内容・計画◆

履修者ごとにプロジェクトを立案し、実現に向けての基礎研究と開発の実践を行う。
授業は基本的に個人指導により進める。
Max未経験者には基礎から実習指導を始める。

第１回　　オリエンテーション(授業内容確認と研究計画)
第２回　　Max、プログラミング言語理解度確認、事例紹介
第３回　　プロジェクト企画立案
第４回　　プロジェクト遂行
第５回　　プロジェクト遂行
第６回　　プロジェクト遂行
第７回　　中間報告会
第８回　　プロジェクト遂行
第９回　　プロジェクト遂行
第１０回　プロジェクト遂行
第１１回　中間報告会
第１２回　プロジェクト仕上げ
第１３回　プロジェクト仕上げ
第１４回　プロジェクト仕上げ
第１５回　補遺とまとめ、発表

◆準備学習の内容◆

個人プロジェクトの遂行はもとより、関連分野のリサーチを怠らないこと。

◆成績評価の方法◆

MCS713N

コンピュータ音楽研究Ⅰ

松田　周

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業内実習評価、アプリケーション、インタラクティブ・マルチメディア作品、またはマルチメディア・アート等に関する研究論文（テーマ等詳細
は後日指定）提出。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布資料

◆参考図書◆

Pure Data―チュートリアル＆リファレンス（美山千香士 著／ワークスコーポレーション）
コンピュータ音楽―歴史・テクノロジー・アート（Curtis Roads 著／東京電機大学出版局）
Designing Sound（Andy Farnell／The MIT Press）
Electronic Music and Sound Design（Alessandro Cipriani／Contemponet）
Nature of Code -Processingではじめる自然現象のシミュレーション-（ダニエル・シフマン）
Beyond Interaction[改訂第2版] -クリエイティブ・コーディングのためのopenFrameworks実践ガイド（田所 淳）

◆留意事項◆

創作や演奏、インスタレーション、教育などのための、高度かつ洗練された音楽アプリケーションを企画、開発する。 MaxやDIPSを援用したイ
ンタラクティブ・マルチメディア作品を創作する。

◆授業内容・計画◆

コンピュータ音楽研究Ⅰをふまえ、更に各自の研究、制作を進める。
履修者ごとにプロジェクトを立案し、実現に向けての基礎研究と開発の実践を行う。
授業は基本的に個人指導により進める。
Max、DIPSの作品やプロジェクトへの応用を研究する

第１回　　オリエンテーション(授業内容確認と研究計画)
第２回　　各技術理解度確認、事例紹介
第３回　　プロジェクト企画立案
第４回　　プロジェクト遂行
第５回　　プロジェクト遂行
第６回　　プロジェクト遂行
第７回　　中間報告会
第８回　　プロジェクト遂行
第９回　　プロジェクト遂行
第１０回　プロジェクト遂行
第１１回　中間報告会
第１２回　プロジェクト仕上げ
第１３回　プロジェクト仕上げ
第１４回　プロジェクト仕上げ
第１５回　補遺とまとめ、発表

◆準備学習の内容◆

個人プロジェクトの遂行はもとより、関連分野のリサーチを怠らないこと。

◆成績評価の方法◆

MCS714N

コンピュータ音楽研究Ⅱ

松田　周

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

履修定員：約10名

授業内で指定される課題の遂行状況（調査と発表）

◆教科書（使用テキスト）◆

必要な本、資料などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

リサーチデザイン、新・100の法則(BNN新社）、音楽の起源（上）、 Nils Wollinほか（人間と社会社）、音楽のカルチュラルスタディーズ（アルテ
スパブリッシング）

◆留意事項◆

２０世紀に現れた新しいテクノロジー、ツールであるコンピュータは私たちの社会、生活、文化のみならず、我々の文明全体を方向を決定づ
けていると言える。その意味においてコンピュータ音楽を単に音楽のジャンルのなかでだけ捉えるのではなく、そこから生まれる新しい表現
方法、音楽、美学については様々な視座から考察し調査する必要がある。それらの作業を通して来たるべきイノバティーブなコンピュータ音
楽像を探り、それを実践する方法の策定を試みる。

◆授業内容・計画◆

本講座においては学生が主体になり、コンピューターのもつ表現の可能性を音楽を中心軸におき、調査、研究するのだが、講座の前半にお
いては、そのための基礎的なリサーチデザインの学習を行い、調査のための方法、方法論を習得する。後半において各学生は選んだ事項、
テーマ、作品などについて調査、発表しディスカッションを通して知見を深め、それを実践に移す方法を案出する。

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 リサーチデザイン(1)
第3回 リサーチデザイン(2)
第4回 リサーチデザイン(3)
第5回 リサーチデザイン(4)
第6回 リサーチデザイン 発表(1)
第7回 リサーチデザイン 発表(2)
第8回 リサーチデザインのまとめとディスカッション
第9回 調査、研究発表(1)
第10回 調査、研究発表(2)
第11回 ディスカッション(1)
第12回 調査、研究発表(3)
第13回 調査、研究発表(4)
第14回 ディスカッション(2)
第15回 まとめ、最終ディスカッション

◆準備学習の内容◆

自ら選んだテーマにそって調査、研究し発表に向けて準備する。

◆成績評価の方法◆

MCS715N

コンピュータ音楽研究Ⅲ

古川　聖

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ音楽研究IIIも合わせて履修のこと

授業内で指定される課題の遂行状況（調査と発表）

◆教科書（使用テキスト）◆

必要な本,資料などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

リサーチデザイン、新・100の法則(BNN新社）、音楽の起源（上）、 Nils Wollinほか（人間と社会社）、音楽のカルチュラルスタディーズ（アルテ
スパブリッシング）

◆留意事項◆

２０世紀に現れた新しいテクノロジー、ツールであるコンピュータは私たちの社会、生活、文化のみならず、我々の文明全体を方向を決定づ
けていると言える。その意味においてコンピュータ音楽を単に音楽のジャンルのなかでだけ捉えるのではなく、そこから生まれる新しい表現
方法、音楽、美学については様々な視座から考察し調査する必要がある。それらの作業を通して来たるべきイノバティーブなコンピュータ音
楽像を探り、それを実践する方法の策定を試みる。前期のコンピュータ音楽研究IIIの調査、研究の作業を継続する。

◆授業内容・計画◆

本講座においては学生が主体になり、コンピューターのもつ表現の可能性を音楽を中心軸におき、調査、研究するのだが、各学生は選んだ
事項、テーマ、作品などについて調査、発表しディスカッションを通して知見を深め、それを実践に移す方法を案出する。

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 調査、研究発表(1)
第3回 調査、研究発表(2)
第4回 調査、研究発表(3)
第5回 ディスカッション(1)
第7回 調査、研究発表(4)
第8回 調査、研究発表(5)
第9回 ディスカッション(2)
第10回 調査、研究発表(6)
第11回 調査、研究発表(7)
第12回 調査、研究発表(8)
第13回 調査、研究発表(9)
第14回 ディスカッション(3)
第15回 まとめ、最終ディスカッション

◆準備学習の内容◆

自ら選んだテーマにそって調査、研究し発表に向けて準備する。

◆成績評価の方法◆

MCS716N

コンピュータ音楽研究Ⅳ

古川　聖

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

実技の授業となるから事前に十分な準備をすること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し。

◆参考図書◆

取り上げる作品により、その都度指定する。

◆留意事項◆

２０世紀以降の作品を題材とし、広義のソルフェージュの概念を援用しつつテキストを読み込み、演奏解釈へどのように関連付けて実際の演
奏の質を高めていくかを研究する。

◆授業内容・計画◆

学生が取り上げる作品をクラスで共有し、様々な角度から、読譜、分析を行い、作品自体の音空間を考察する。
次の段階として、その読取を自己の実演に対する批判的聴取を重ねることにより音響現象として実体化していく。
通常のレパートリーでは扱いにくい、現代作品を中心に授業を展開する。
また、数々の音楽が創造される現場を実際に体験することも企図している。
1)作品選択のためのリサーチ第一回
２）作品選択のためのリサーチ第二回
３）作品に関しての文献収集（日本語）
４）作品に関しての文献収集（外国語）
５）作品演奏研究第一回
６）作品演奏研究第二回
７）通奏、相互評価
８）第二の作品選択のためのリサーチ第一回
９）第二の作品選択のためのリサーチ第二回
１０）第二の作品に関する文献収集（日本語）
１１）第二の作品に関する文献収集（外国語）
１２）第二の作品演奏研究第一回
１３）第二の作品演奏研究第二回
１４）第二の作品通奏、相互評価
１５）取り上げた二作品に対する総合評価

◆準備学習の内容◆

１９４５年以降に作曲された作品について、興味を持ち楽譜、音の資料に常に接するように準備する。
また、参考文献は英語、又は仏語となるので、これらの語学の基本的能力があることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

MCS717N

ソルフェージュ研究Ⅰ

板倉　康明

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

実技の授業となるから事前に十分な準備をすること。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し。

◆参考図書◆

取り上げる作品により、その都度指定する。

◆留意事項◆

２０世紀以降の作品を題材とし、広義のソルフェージュの概念を援用しつつテキストを読み込み、結果としての演奏解釈を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

学生が取り上げる作品をクラスで共有し、様々な角度から、読譜、分析を行い、作品自体の音空間を考察する。
次の段階として、その読取を自己の実演に対する批判的聴取を重ねることにより音響現象として実体化していく。
通常のレパートリーでは扱いにくい、現代作品を中心に授業を展開する。
また、数々の音楽が創造される現場を実際に体験することも企図している。
1)作品選択のためのリサーチ第一回
２）作品選択のためのリサーチ第二回
３）作品に関しての文献収集（日本語）
４）作品に関しての文献収集（外国語）
５）作品演奏研究第一回
６）作品演奏研究第二回
７）通奏、相互評価
８）第二の作品選択のためのリサーチ第一回
９）第二の作品選択のためのリサーチ第二回
１０）第二の作品に関する文献収集（日本語）
１１）第二の作品に関する文献収集（外国語）
１２）第二の作品演奏研究第一回
１３）第二の作品演奏研究第二回
１４）第二の作品通奏、相互評価
１５）取り上げた二作品に対する総合評価

◆準備学習の内容◆

１９４５年以降に作曲された作品について、興味を持ち楽譜、音の資料に常に接するように準備する。
また、参考文献は英語、又は仏語となるので、これらの語学の基本的能力があることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

MCS718N

ソルフェージュ研究Ⅱ

板倉　康明

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

研究発表の内容、平常の授業への取組みを総合的にみて評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてプリントを配布する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

（1）作曲家とその作品について問題意識を持って調査・研究し、楽曲分析等によって結論を導き出すことができる。
（2）修士論文、研究課題作成への材料となる課題を策定し、プレゼンテーションできる。

◆授業内容・計画◆

はじめに「作曲家の様式」「作品の分析」「プレゼンテーション」等について、音源・映像資料等を用いたレクチャーを行う。その後、個々の学生
が最も興味のある作曲家の作品を分析し、それぞれが1～2回にわたって研究発表する。また毎回発表の内容について参加者全員で討議・
討論をする。

第1回　オリエンテーション
第2回　「作曲家の様式」について（1）
第3回　「作品の分析」について（1）
第4回　「プレゼンテーションについて（1）
第5回　＜学生1＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第6回　＜学生2＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第7回　＜学生3＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第8回　＜学生4＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第9回　＜学生5＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第10回　＜学生6＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第11回　＜学生7＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第12回　＜学生8＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第13回　＜学生9＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第14回　＜学生10＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各自研究発表に向けて、研究と分析を十分にしておくこと。プレゼンテーションの準備として、配布資料（内容は授業中に指導する）を作成
し、取り上げる楽曲の音源、楽譜等を用意しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MCL701U

作曲家作品研究Ⅰ

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

研究発表の内容、平常の授業への取組みを総合的にみて評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてプリントを配布する。

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

（1）作曲家とその作品について問題意識を持って調査・研究し、楽曲分析等によって結論を導き出すことができる。
（2）修士論文、研究課題作成への材料となる課題を策定し、プレゼンテーションできる。

◆授業内容・計画◆

「作曲家作品研究I」の内容をさらに完成度を高め、継続する。
はじめに「作曲家の様式」「作品の分析」「プレゼンテーション」等について、音源・映像資料等を用いたレクチャーを行う。その後、個々の学生
が最も興味のある作曲家の作品を分析し、それぞれが１年間に1～2回にわたって研究発表する。また毎回発表の内容について参加者全員
で討議・討論をする。

第1回  オリエンテーション
第2回  「作曲家の様式」について（2）
第3回  「作品の分析」について（2）
第4回  「プレゼンテーションについて（2）
第5回  ＜学生1＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第6回  ＜学生2＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第7回  ＜学生3＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第8回  ＜学生4＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第9回  ＜学生5＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第10回  ＜学生6＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第11回  ＜学生7＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第12回  ＜学生8＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第13回  ＜学生9＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第14回  ＜学生10＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

各自研究発表に向けて、研究と分析を十分にしておくこと。プレゼンテーションの準備として、配布資料（内容は授業中に指導する）を作成
し、取り上げる楽曲の音源、楽譜等を用意しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MCL702U

作曲家作品研究Ⅱ

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

Primary language of instruction will be in English; required proficiency level will be adjusted to students’ abilities.

平常の授業への取組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

無し

◆参考図書◆

雑誌:『Organised Sound』
雑誌:『Computer Music Journal』
雑誌:『Leonardo Music Journal』
雑誌:『Contemporary Music Review』
『The Digital Musician』Hugill, Andrew (2008, Routledge)
『The Tuning of the World/世界の調律 : サウンドスケープとはなにか』 Schafer, R. Murray (1977, Knopf/2006, 平凡社)
『Background Noise: Perspectives on Sound Art』 Labelle, Brandon (2007, Continuum)
『Understanding the Art of Sound Organization』Landy, Leigh (2007, MIT Press)

◆留意事項◆

電子音楽及びサウンド・アートに関する芸術的方法を考察する(To discuss different approaches to the composition of electroacoustic
music and sound art)。 電子音楽の分析方法を発展させる (To develop strategies for analyzing electroacoustic music.)。 サウンドアーティス
トや作曲家又は研究者として国際生活するために英語能 力 を 養 う (To further develop English language skills necessary for an
international career as a sound artist, composer, or researcher)。

◆授業内容・計画◆

1 General Introduction and Overview
2 Critical Engagement (Hugill)
3 The Art of Noises (Russolo)
4 The Liberation of Sound (Varèse)
5 The Future of Music: Credo (Cage)
6 Three Listening Modes (Chion)
7 Acousmatics (Schaeffer)
8 Spectromorphology (Smalley)
9 Visual Sound-Shapes (Blackburn)
10 The Music of the Environment (Schafer)
11 Soundscape: Genres and Techniques (Truax) 12 Spatial Strategies (Harrison)
13 BEAST (Harrison)
14 Review（1）
15 Review（2）

◆準備学習の内容◆

毎週の課題としては、議題に関する英文を読み、又は当たってる作品を聞き、 これに対して質問を考察することです。(Weekly assignments
consist of reading a given text or listening to a given work and answering follow-up questions.) 期末レポートとしては、学会論文のような短
い発表と文書が含まれる。論文の 話題として例は、作品の分析や制作に関する議論等の通りです。

◆成績評価の方法◆

MCL703U

音楽テクノロジーⅠ

Ｃ．コックス

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

平常の授業への取組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

無し

◆参考図書◆

雑誌:『Organised Sound』
雑誌:『Computer Music Journal』
雑誌:『Leonardo Music Journal』
雑誌:『Contemporary Music Review』
『The Digital Musician』Hugill, Andrew (2008, Routledge)
『The Tuning of the World/世界の調律 : サウンドスケープとはなにか』 Schafer, R. Murray (1977, Knopf/2006, 平凡社)
『Background Noise: Perspectives on Sound Art』 Labelle, Brandon (2007, Continuum)
『Understanding the Art of Sound Organization』Landy, Leigh (2007, MIT Press)

◆留意事項◆

電子音楽及びサウンド・アートに関する芸術的方法を考察する(To discuss different approaches to the composition of electroacoustic
music and sound art)。 電子音楽の分析方法を発展させる (To develop strategies for analyzing electroacoustic music.)。 サウンドアーティス
トや作曲家又は研究者として国際生活するために英語能 力 を 養 う (To further develop English language skills necessary for an
international career as a sound artist, composer, or researcher)。

◆授業内容・計画◆

1 Presentation of summer assignments
2 Sculpting Sounds (Risset)
3 Digital Audio Effects (Risset)
4 OpenMusic (Hirs/Murail)
5 Determinacy and Indeterminacy (Xenakis)
6 Composing Intensities (LaBelle/Xenakis)
7 Minimalism (Gann)
8 Minimalist Treatments (LaBelle/Young)
9 Sonorous Bodies (Leblanc/Sachiko M)
10 Laptop Composition (Latartara/Merzbow)
11 Drone Music (Straebel/Niblock)
12 Language Games (LaBelle/Tone)
13 Presentations and Review
14 Review（1）
15 Review（2）

◆準備学習の内容◆

毎週の課題としては、議題に関する英文を読み、又は当たってる作品を聞き、 これに対して質問を考察することです。
Weekly assignments consist of reading a given text or listening to a given work and answering follow-up questions. 期末レポートとしては、
学会論文のような短い発表と文書が含まれる。論文の 話題として例は、作品の分析や制作に関する議論等の通りです。

◆成績評価の方法◆

MCL704U

音楽テクノロジーⅡ

Ｃ．コックス

◆授業目標◆



Primary language of instruction will be in English; required proficiency level will be adjusted to students’ abilities.



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

段階的に学習していくので、欠席をしないこと

課題への理解度及び、授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

実作品を用いるので、その都度履修学生と相談しながら決定する。

◆参考図書◆

特段指定しない

◆留意事項◆

複数（多段）の譜表を同時に読み込み、ピアノで演奏することにより、スコアリーディングの能力はもとより、読譜力の向上も図る

◆授業内容・計画◆

平易な音部記号に始まり、七種類の音部記号それぞれの読譜に習熟したのち、それらを総合的に扱う。
１）ト音記号2つ
２）ト音記号３つ
３）バス記号2つ
４）バス記号3つ
５）ト音記号とバス記号による大譜表１
６）ト音記号とバス記号による大譜表２
７）混声合唱のレダクション１（調的なもの）
８）混声合唱のレダクション２（調的なもの）
９）混声合唱のレダクション３（調的ではないもの）
１０）混声合唱のレダクション（調的ではないもの）
１１）一つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入１
１２）一つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入２
１３）二つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入１
１４）二つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入２
１５）当該期における問題点の抽出、反省

◆準備学習の内容◆

ピアノが演奏できるように、常に準備しておくこと。日常的基礎練習が望ましい。

◆成績評価の方法◆

MCS719U

スコア・リーディングⅠ

板倉　康明

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

段階的に学習していくので、欠席をしないこと

課題への理解度及び、授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

実作品を用いるので、その都度履修学生と相談しながら決定する。

◆参考図書◆

特に指定しない

◆留意事項◆

今まで学習した能力を用い、移調楽器を含む総譜がピアノ上で演奏できるようにする

◆授業内容・計画◆

当期よりト音記号、バス記号以外も扱う。より、複雑な楽譜への対応。
１）アルト記号の読譜
２）ヴィオラの楽譜の演奏
３）メゾソプラノ記号の読譜
４）in Fの移調楽器の楽譜の演奏
５）ソプラノ記号の読譜
６）in Aの移調楽器の楽譜の演奏
７）テノール記号の読譜
８）in Bの移調楽器の楽譜の演奏
９）バリトン記号の読譜
１０）in Gの移調楽器の楽譜の演奏
１１）移調楽器を含むトリオの演奏
１２）移調楽器を含む四重奏の演奏
１３）移調楽器を含む五重奏の演奏
１４）実作品のスコア（古典派まで）の演奏
１５）実作品のスコア（近代まで）の演奏

◆準備学習の内容◆

ピアノが演奏できるように、常に準備しておくこと。日常的基礎練習が望ましい。

◆成績評価の方法◆

MCS720U

スコア・リーディングⅡ

板倉　康明

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ヨーロッパ音楽の根幹である対位法、その技法と精神を自ら「フーガを書く」ことで体験してゆきます。

◆授業内容・計画◆

フーガ作曲が初めての学生と、すでに経験のある学生、習熟した学生が混在するクラスです。
学生各自の進度や技量によって内容はおのずと異なります。

①　特に進んだ学生は、二重フーガや器楽のフーガの作曲も視野に入れてレッスンします。
②　すでにフーガを作曲したことのある学生は、各自のペースで「学習フーガ」を作曲します。
③　初心者の場合には、少しずつ「学習フーガ」の技法を体得してゆき、7月に予定の試演を目指して1曲完成をめざします。

随時、ヘンデル、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン等のフーガを分析する時間を持ちたいと考えています。

また、「フーガ演奏会」等にて作品を試演しますので、それを通じて「作曲」と「演奏」の間にある様々なことについても学んで下さい。

初心者向きの進度は概ね、

第１回～第２回　　　学習フーガの分析と全体の把握、用語等の理解
第３回～第５回　　　主題群の準備
第６回～第７回　　　主要提示の作成
第８回～第１０回　　喜遊部と副提示部の作成
第１１回～第１３回　追迫の作成
第１４～１５回　　　まとめ

の予定。

◆準備学習の内容◆

各自がしっかりと事前に書き進めて授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

MCS721U

フーガ実習Ⅰ

市川　景之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「よく構築された書法」に習熟すべくフーガ作曲を試みます。

◆授業内容・計画◆

フーガ実習Ⅰの指導方針で開講します。

フーガ演奏会を視野に入れ、「楽器で演奏する」ことを十分に考慮してフーガを作曲してゆきます。

分析についても随時とりいれてゆきます。

第１回～第７回　　　フーガ演奏会むけの作品作成。
第８回～第１３回　　別の主題によるフーガ
第１４回・１５回　　まとめ

で進めます。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

MCS722U

フーガ実習Ⅱ

市川　景之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし

担当教員による筆記試験の成績と平常点の総合評価による

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布

◆参考図書◆

『新しい和声』　林達也著　アルテスパブリッシング社

◆留意事項◆

修士課程レヴェルでのバロックから19世紀にいたる和声法の知識と様式の把握を目標とする

◆授業内容・計画◆

西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的なアプローチの方法を考察していく。

1.授業ガイダンス
2.和声法の歴史(概論)
3.和声法の著作の歴史的概観
4.通奏低音法について
5.通奏低音の実施(バロック様式)
6.通奏低音の実施(古典派様式)
7.通奏低音の実施(ロマン派様式)
8.フランス和声について(概論)
9.フランス和声の実践(シャラン)
10.フランス和声の実践(フォーシェ)
11.フランス和声の実践(ギャロン)
12.フランス和声の実践(ビッチュ)
13.バッハの和声様式　(バス課題)
14.バッハの和声様式　(ソプラノ課題)
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

学部で学んできた和声法課題実施の復習

◆成績評価の方法◆

MCS723U

和声実習Ⅰ

林　達也

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし

担当教員による筆記試験の成績と平常点の総合評価による

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

『新しい和声』林達也著　アルテスパブリッシング社

◆留意事項◆

修士課程レヴェルでの19世紀後半から20世紀にいたる和声法の知識と様式の把握

◆授業内容・計画◆

西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的アプローチの方法を考察していく。特に後期は各々の論文と関係づけられた作曲家
と作品についての研究もおこなう。

1.モーツァルトの和声様式『概論』
2.モーツァルトの和声様式『バス課題』の実習
3.モーツァルトの和声様式『ソプラノ課題』の実習
4.シューマンの和声様式『概論』
5.シューマンの和声様式『ソプラノ課題』の実習
6.シューマンの和声様式『作品分析』
7.ヴァーグナーの和声様式『概論』
8.ヴァーグナーの和声様式『作品分析』
9.ヴァーグナーの和声様式『ソプラノ課題』実習
10.フォーレの和声様式『概論』
11.フォーレの和声様式『作品分析』
12.フォーレの和声様式『ソプラノ課題』の実習
13.ドビュシーの和声様式『概論』
14.ラヴェルの和声様式『概論』
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

前期で学んだ様式を含む和声法課題実施の復習

◆成績評価の方法◆

MCS724U

和声実習Ⅱ

林　達也

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

試験は特に行わない。毎時間、課題の実施を添削することで、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ルネッサンス対位法」増田宏三著、国立音楽大学出版（絶版につき、コピーを配布）

◆参考図書◆

「イエッペセン対位法」クヌート・イエッペセン著、音楽之友社

◆留意事項◆

1）16世紀ルネサンスの作曲家パレストリーナを範とし、線的対位法を実習する。 2）和声を基盤とするバッハの対位法とは異なり、パレスト
リーナは純粋に旋律どうしの美しい絡み合いを追求した。この対位法を実習することで「線」に対する感覚を養いたい。 3）長調短調が確立さ
れる前の教会旋法によるこの対位法は、機能和声からの脱却を試みた近代の作曲家の音楽語法を理解するのにも役立つ事と思う。 4）パレ
ストリーナのミサ曲に代表されるように、線的対位法は声楽曲として発展した。そのため「うた」の要素を忘れてはならない。歌いながら作曲し
ていってほしい。5）作曲専攻の学生のみならず演奏専攻の学生も十分実施出来る内容なので是非履修してほしい。

◆授業内容・計画◆

1）2声の線的対位法を実習する。与えられた定旋律に対旋律を作曲する。
2）全音符から始まり、2分音符、4分音符、移勢（シンコペーション）と様々なリズムで対旋律を書いてゆく。
3）それらを総合して作曲する混合対位法では、美しく変化に富んだ流れるような旋律が生まれるだろう。
4）さらに、ラテン語の歌詞に旋律を付ける自由対位法へとすすむ。
5）これらの実習はまったく各人のペースで行ってゆく。それぞれじっくり取り組んで欲しい。
6）「うた」をもとにした対位法なので、しばしば実施した課題を合唱する。
実施の目安を記す

第1回：2声、全音符対位法（1）
第2回：全音符対位法（2）
第3回：二分音符対位法（1）
第4回：二分音符対位法（2）
第5回：四分音符対位法（1）
第6回：四分音符対位法（2）
第7回：パレストリーナのミサ曲の分析
第8回：移勢対位法（1）
第9回：移勢対位法（2）
第10回：混合対位法（1）
第11回：混合対位法（2）
第12回：自由対位法（1）ラテン語の歌詞の扱い方について
第13回：自由対位法（2）
第14回：模倣（1）
第15回：模倣（2）

◆準備学習の内容◆

1）授業で解説した対位法を、実際に自分で実習することが大事です。自分のペースで課題を実習して来てください。
2）授業で取り上げた例題や、お手本となる課題をピアノで弾いて、美しさを確かめてください。

◆成績評価の方法◆

MCS725U

古典対位法Ⅰ

岩河　智子

◆授業目標◆





ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

試験は特に行わない。毎時間、課題の実施を添削することで、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ルネッサンス対位法」増田宏三著、国立音楽大学出版（絶版につき、コピーを配布）

◆参考図書◆

「イエッペセン対位法」クヌート・イエッペセン著、音楽之友社

◆留意事項◆

1）16世紀ルネサンスの作曲家パレストリーナを範とし、線的対位法を実習する。 2）和声を基盤とするバッハの対位法とは異なり、パレスト
リーナは純粋に旋律どうしの美しい絡み合いを追求した。この対位法を実習することで「線」に対する感覚を養いたい。 3）長調短調が確立さ
れる前の教会旋法によるこの対位法は、機能和声からの脱却を試みた近代の作曲家の音楽語法を理解するのにも役立つ事と思う。 4）パレ
ストリーナのミサ曲に代表されるように、線的対位法は声楽曲として発展した。そのため「うた」の要素を忘れてはならない。歌いながら作曲し
ていってほしい。

◆授業内容・計画◆

1）前期に引き続き実習を進める。2 声が終了した者は、さらに3 声、4 声とすすんでゆく。
2）この対位法は作曲専攻の学生のみならず、演奏専攻の学生にもぜひ履修してほしいものである。なぜなら、旋律をうたい奏でるための「線
に対する感覚」を鍛えることが出来るからである。対位法を勉強すると、楽譜の見方が変わってくると思う。演奏や音楽指導にぜひ対位法で
学んだ感覚を活かしてほしい。

第1回：3声、全音符対位法（1）
第2回：全音符対位法（2）
第3回：二分音符対位法（1）
第4回：二分音符対位法（2）
第5回：四分音符対位法（1）
第6回：四分音符対位法（2）
第7回：二分音符四分音符の結合（1）
第8回：二分音符四分音符の結合（2）
第9回：移勢対位法（1）
第10回：移勢対位法（2）
第11回：四分音符と移勢の結合（1）
第12回：四分音符と移勢の結合（2）
第13回：混合対位法
第14回：自由対位法
第15回：模倣

◆準備学習の内容◆

1）授業で解説した対位法を、実際に自分で実習することが大事です。自分のペースで課題を実習して来てください。
2）授業で取り上げた例題や、お手本となる課題をピアノで弾いて、美しさを確かめてください。

◆成績評価の方法◆

MCS726U

古典対位法Ⅱ

岩河　智子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回、必ず分担して英文を読むので、予習の時間が必要である。

授業内での輪読によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業でコピーを配付する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

英語で書かれた音楽書の一部、論文等を輪読する。２０世紀音楽に関する著作を中心とする教材で、異なったタイプの複数の文章を解読し
て、履修以前より少しでも速く正確に翻訳できる力をつける。

◆授業内容・計画◆

進度は履修者の英語力次第だが、必ず毎回、文章を分担する。

第１週　　履修者の英語の読解力の確認、教材選び

第２週～第１４週　　輪読

第１５週　授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

輪読する本や論文を毎回、分担し、事前に辞書を引きながら読解してくる。

◆成績評価の方法◆

MCL705U

原典講読（作曲）Ⅰ

白石　美雪

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎回、必ず分担して英文を読むので、予習の時間が必要である。

授業内での輪読によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業でコピーを配付する。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

英語で書かれた音楽書の一部、論文等を輪読する。２０世紀音楽に関する著作を中心とする教材で、異なったタイプの複数の文章を解読し
て、履修以前より少しでも速く正確に翻訳できる力をつける。

◆授業内容・計画◆

進度は履修者の英語力次第だが、必ず毎回、文章を分担する。

第１週　　履修者の英語の読解力の確認、教材選び

第２週～第１４週　　輪読

第１５週　後期のまとめ

◆準備学習の内容◆

輪読する本や論文を毎回、分担し、事前に辞書を引きながら読解してくる。

◆成績評価の方法◆

MCL706U

原典講読（作曲）Ⅱ

白石　美雪

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現代音楽作品で独創性に富む楽曲を取り上げ、時間をかけて研究し、作曲家の創意や語法、更にはその作曲家の人間像や音楽観などをも
探っていきたい。楽曲分析によって作品理解を深めることを前提に、履修生の創作・演奏・研究等にもよい気付きと影響をもたらす時間とした
い。

◆授業内容・計画◆

・履修生は年に１、２回、各自が関心を持つ楽曲の発表を行う。それに基づき、皆で更に研究を深め、議論し、その真価を考察する。
・以下に示す作品は履修生の状況によって変更しうる。

①オリエンテーション
②メシアン⑴
③メシアン⑵
④メシアン⑶
⑤履修生の発表⑴
⑥前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑦履修生の発表⑵
⑧前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑨履修生の発表⑶
⑩前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑪履修生の発表⑷
⑫前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑬ペソン⑴
⑭ペソン⑵
⑮ペソン⑶

◆準備学習の内容◆

大学院という高い専門性が求められるステージにおいて、日頃から各自の音楽の関心事を整理し、楽曲を用意、研究しておく姿勢が望まし
い。授業には自主的、積極的な参加意欲が求められる。

◆成績評価の方法◆

MCS727U

楽曲分析Ⅰ

斉木　由美

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現代音楽作品で独創性に富む楽曲を取り上げ、時間をかけて研究し、作曲家の創意や語法、更にはその作曲家の人間像や音楽観などをも
探っていきたい。楽曲分析によって作品理解を深めることを前提に、履修生の創作・演奏・研究等にもよい気付きと影響をもたらす時間とした
い。

◆授業内容・計画◆

・履修生は年に１、２回、各自が関心を持つ楽曲の発表を行う。それに基づき、皆で更に研究を深め、議論し、その真価を考察する。
・以下に示す作品は履修生の状況によって変更しうる。

①オリエンテーション
②ラッヘンマン⑴
③ラッヘンマン⑵
④ラッヘンマン⑶
⑤履修生の発表⑸
⑥前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑦履修生の発表⑹
⑧前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑨履修生の発表⑺
⑩前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑪履修生の発表⑻
⑫前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑬シャリーノ⑴
⑭シャリーノ⑵
⑮シャリーノ⑶

◆準備学習の内容◆

大学院という高い専門性が求められるステージにおいて、日頃から各自の音楽の関心事を整理し、楽曲を用意、研究しておく姿勢が望まし
い。授業には自主的、積極的な参加意欲が求められる。

◆成績評価の方法◆

MCS728U

楽曲分析Ⅱ

斉木　由美

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

各自授業の際は、テキストを持参すること。

授業内での発言、レポートなど総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「現代音楽キーワード事典」デイヴィッド・コープ著 (春秋社）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

現代の音楽は、古典派などの音楽と違い様々なスタイルの音楽が共存している。例えば、H.ラッヘンマンとA.ペルトには何の共通項も見出せ
ないにも関わらず、ほぼ同じ年代の作曲家である。このことから判るように、大切なことは自身の美学を見出すことである。この授業では決し
て切り離すことができない過去の音楽（主に19世紀末から20世紀の音楽）を今一度検証し、「なぜそのような語法に至ったのか」を考察するこ
とで、自らの美学的な立脚点を明確にして、さらにそれを深める機会にしたい。

◆授業内容・計画◆

授業では、David Cope著「現代音楽キーワード事典」をテキストに使用する。それぞれの語法を今一度確認し、またときには曲についての分
析も行なってもらうが、なぜ、そのような語法を使い、何を実現させたかったのかを考えてほしいし、また討論もしたい。映像やCDも数多く視
聴する。

(1) 起源～調性の概観、拡張される和声　その1
(2) 起源～調性の概観、拡張される和声　その2
(3) 無調性と音列主義　その1
(4) 無調性と音列主義　その2
(5) 無調性と音列主義　その3、P.ブーレーズへのインタビューをめぐって
(6) テクスチュアリズム～クラスター技法　その1
(7) テクスチュアリズム～クラスター技法　その2
(8) テクスチュアリズム～クラスター技法　その3
(9) 音色主義と調律　その1
(10) 音色主義と調律　その2
(11) 音色主義と調律　その3
(12) 不確定性　その1
(13) 不確定性　その2
(14) 不確定性　その3、J.ケージのインタビューをめぐって
(15) まとめ

◆準備学習の内容◆

テキストの該当箇所を読んでおくこと

◆成績評価の方法◆

MCS729U

作曲特殊研究Ⅰ

渡辺　俊哉

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

各自授業の際は、テキストを持参すること。

授業内での発言、レポートなど総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「現代音楽キーワード事典」デイヴィッド・コープ著 (春秋社）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

現代の音楽は、古典派などの音楽と違い様々なスタイルの音楽が共存している。例えば、H.ラッヘンマンとA.ペルトには何の共通項も見出せ
ないにも関わらず、ほぼ同じ年代の作曲家である。このことから判るように、大切なことは自身の美学を見出すことである。この授業では決し
て切り離すことができない過去の音楽（主に19世紀末から20世紀の音楽）を今一度検証し、「なぜそのような語法に至ったのか」を考察するこ
とで、自らの美学的な立脚点を明確にして、さらにそれを深める機会にしたい。

◆授業内容・計画◆

授業では、David Cope著「現代音楽キーワード事典」をテキストに使用する。それぞれの語法を今一度確認し、またときには曲についての分
析も行なってもらうが、なぜ、そのような語法を使い、何を実現させたかったのかを考えてほしいし、また討論もしたい。映像やCDも数多く視
聴する。

(1) 実験主義　その1～基本理念
(2) 実験主義　その2
(3) 実験主義　その3
(4) 実験主義　その4～M.フェルドマンのインタビューをめぐって
(5) 無調性と音列主義　その3、P.ブーレーズへのインタビューをめぐって
(6) 電子音響音楽　その1～背景と基本理念
(7) 電子音響音楽　その2
(8) 電子音響音楽　その3
(9) アルゴリズム作曲
(10) ミニマリズム　その1～源泉
(11) ミニマリズム　その2
(12) ミニマリズム　その3～S.ライヒのインタビューをめぐって
(13) 統合と引用
(14) 日本の作曲家
(15) まとめ

◆準備学習の内容◆

テキストの該当箇所を読んでおくこと

◆成績評価の方法◆

MCS730U

作曲特殊研究Ⅱ

渡辺　俊哉

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

2年間で修士論文を完成するために、各自が明確な研究課題を持ち、そのテーマについて熟考を重ねていくことが必要である。

課題研究への取り組みと、課題発表の内容や成果により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料等を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆

（１）音楽教育学に関する専門的な知識を身につけ、さらにその関連領域について理解する。（２）音楽教育研究の専門性を踏まえ、その範囲
や方法について理解する。（３）各自の研究課題を設定して資料収集を行う。（４）自分の研究課題に適切な研究メソッドを開発する。

◆授業内容・計画◆

1.　オリエンテーション：音楽教育楽楽における研究とは
2.　哲学的アプローチ
3.　心理学的アプローチ
4.　社会学的アプローチ
5.　カリキュラム研究
6.　演奏指導方とパフォーマンスに関する研究
7.　歴史研究
8.　音楽教育方法と実践研究
9.　比較教育学
10。音楽教育学における量的・質的アプローチ
11．研究テーマと研究メソッドの考察
12．先行研究のリスト作成
13．先行研究の概要
14．文献・資料、その他の情報のリスト作成
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

各自の研究課題に則って文献や関連資料を収集し、内容を読み込んで整理しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MPL701N

音楽教育学研究Ⅰ

塩原　麻里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

自分の研究テーマの特質に合わせて準備を万全に整え、ゆとりを持って課題研究の発表にのぞむこと。

課題研究への取り組みと、課題研究の内容や成果により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

随時、紹介する。

◆留意事項◆

（１）音楽教育学の理論と実践に基づいた研究法について、専門的に理解する。（２）理論の構築とそれを検証するフィールドワークの関連に
ついて、専門的に理解する。（３）専門的な研究を自立して行うための基本的な内容を理解する。（４）課題研究を発展させて、修士論文を完
成させるための段取りや手順について理解する。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション：課題研究発表にむけてのスケジュール確認
2．課題研究のテーマと研究の範囲の確定
3．研究メソッドの確認
4．理論とフィールドワーク
5．研究の動機、研究の目的、研究の方法
6．章立てと構成
7．文章のまとめ方と論旨の一貫性
8．課題研究の中間発表とディスカッション
9．資料・引用文献の使い方
10．文献・資料からの引用と脚注
11．文献・資料・情報の整理と参考文献の提示
12．自らの研究過程の省察
13．発表とディスカッション
14．課題研究を基礎とした修士論文の概要
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

コンピュータを使って課題研究を執筆できるようにしておく。収集した資料は必要に応じて、電子化して保存することができるようにしておく。
研究発表会にむけて、パワーポイント等の基本的なプレゼンテーションの仕方をマスターしておく。

◆成績評価の方法◆

MPL702N

音楽教育学研究Ⅱ

塩原　麻里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組み、課題の発表、レポート課題の成果などを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次紹介する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）音楽教育研究のさまざまな方法について理解する。（２）内外の代表的な音楽教育研究に関する知識を得る。（３）最近の音楽教育研究
の動向を知る。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス：授業の内容とスケジュール確認
２．音楽教育研究と倫理
３．音楽教育研究の手法：量的研究
４．音楽教育研究の手法：質的研究
５．音楽教育研究の手法：歴史的研究
６．音楽教育研究の手法：民族誌的研究
７．音楽教育研究の手法：パフォーマンスの教育学的研究
８．音楽教育に関する内外の研究動向（１）
９．音楽教育に関する内外の研究動向（２）
10．音楽教育に関する内外の研究動向（３）
11．調査とデータ収集（１）：方法の検討
12．調査とデータ収集（２）：手続き
13．調査とデータ収集（３）：データの分析
14．レポート課題の設定
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い、資料や文献を読み込んだうえで授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MPL713U

音楽教育研究法Ⅰ

神原　雅之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組み、課題の発表と成果などを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次紹介する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）自分の研究課題のための研究方法を洗濯する。（２）修士論文の作成に日知ような文献を収集・講読し、改題する。

◆授業内容・計画◆

１．レポートの発表
２．修士論文の構想と討議（１）
３．修士論文の構想と討議（２）
４．資料の収集と整理（１）
５．資料の収集と整理（２）
６．関連する文献の講読と検討（１）
７．関連する文献の講読と検討（２）
８．関連する文献の講読と検討（３）
９．関連する文献の講読と検討（４）
10．関連する文献の講読と検討（５）
11．関連する文献の講読と検討（６）
12．関連する文献の講読と検討（７）
13．関連する文献の講読と検討（８）
14．関連する文献の講読と検討（９）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

次週の課題について各自事前に準備を行い、資料や文献を読み込んだうえで授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MPL714U

音楽教育研究法Ⅱ

神原　雅之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特に無し。

レポート。その他随時課題を出す。授業内発表、ディスカッションへの参加状況等、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料等を配布する。

◆参考図書◆

随時、授業内で紹介する。

◆留意事項◆

（１）イギリスの音楽教育の特徴について理解し、これらと日本の音楽教育との比較を通して、音楽教育の本質についての理解を深める。（２）
英語圏の音楽研究についての論文を読み、その動向を理解する。（３）自らの興味のある音楽教育の課題を比較文化の視点から探究する。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：音楽教育における諸課題
２．イギリスの音楽教育の文化的・社会的背景
３．ナショナル・カリキュラム導入以前の音楽教育
４．ナショナル・カリキュラムと音楽教育
５．ナショナル・カリキュラムの内容（１）：到達目標
６．ナショナル・カリキュラムの内容（２）：学習内容
７．音楽教育の系統性
８．イギリスの音楽教育者（１）：ジョン・ペインターと創造的音楽教育
９．イギリスの音楽教育者（２）：キース・スワニックとティルマンの音楽発達のらせん型モデル
10．イギリスの音楽教育研究（１）：多様な文化における音楽教育の意義
11．イギリスの音楽教育研究（２）：ポピュラー音楽とインフォーマル学習
12．イギリスの音楽教育研究（３）：コミュニティ音楽
13．文献研究
14．イギリスと日本の音楽教育に関する比較検討
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料を読み込み、自分の研究課題と関わらせながら、批評的にディスカッションに参加できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MPL717U

音楽教育内容論A

塩原　麻里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特に無し。

レポート。その他随時課題を出す。授業内発表、ディスカッションへの参加状況等、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料等を配布する。

◆参考図書◆

随時、授業内で紹介する。

◆留意事項◆

（１）世界で実践されている主要な音楽教育メソッドについて理解する。（２）音楽教育における身体、という観点からその理論と実践について
理解する。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション：音楽教育と音楽教育メソッド
２．オルフ・シュールヴェルク
３．コダ―イの音楽教育
４．スズキ・メソッド
５．サウンド・スケープと創造的音楽学習
６．ダルクローズ・リトミック
７．その他の音楽教育のアプローチ
８．伝統的な音楽教授法
９．音楽教育における身体の動き（１）：ダルクローズ・リトミックの理論的基礎
10．音楽教育における身体の動き（２）：身体による音楽理解とは
11．音楽教育における身体の動き（３）：心理学的視点から
12．音楽教育における身体の動き（４）：多様なアプローチと教授法
13．文献研究
14．研究発表とディスカッション
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料を事前によく読み込み、自分の研究課題と関わらせながら、批評的にディスカッションに参加できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MPL718U

音楽教育内容論B

塩原　麻里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

教育方法についてのまとめ、音楽教育の方法についてのまとめをレポートとして作成し提出する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『よくわかる授業論』田中耕治編（ミネルヴァ書房）

◆参考図書◆

『教育方法学』佐藤学（岩波書店）
『「学び」の認知科学事典』渡部信一編（大修館書店）

◆留意事項◆

教育方法に関する知識を整理し、音楽教育の方法について理解するとともに、それぞれの概要をまとめることができる。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション
第２回  教育方法①　近代以前の教育方法、コメニウス、ペスタロッチ
第３回  教育方法②　ヘルバルト、チラー、ラインと明治期日本の授業
第４回  教育方法③　社会的効率主義、プロジェクト・メソッド、ドルトン・プラン、単元学習、タイラー、ブルーム
第５回  教育方法④　デューイ、ブルーナー、ヴィゴツキー、子ども中心主義
第６回  教育方法⑤　構成主義、社会的構成主義、技術的実践と反省的実践
第７回  教育方法⑥　コミュニケーション分析、「教授＝学習」から「学び」へ
第８回  教育方法⑦　日本の大正自由教育、戦後の新教育と展開
第９回  教育方法⑧　教育方法のまとめ
第10回  音楽教育の方法①　技能の指導
第11回  音楽教育の方法②　鑑賞の指導
第12回  音楽教育の方法③　創意工夫の指導
第13回  音楽教育の方法④　関心・意欲・態度の指導
第14回  音楽教育の方法⑤　非言語コミュニケーション
第15回  学習のまとめ

◆準備学習の内容◆

１　次の回の講義のキーワードについて調べてくること。
２　音楽科の評価の観点と趣旨について十分に理解しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MPL719U

音楽教育方法論A

山本　幸正

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

レポートの構成・内容について評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

その都度指示する。

◆留意事項◆

音楽教育学の理論と今後の音楽教育方法、授業実践の方法について、「学び」の視点から検討し、小論文としてまとめることができる。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション
第２回  音楽授業モデル論①　内容の理解
第３回  音楽授業モデル論②　検討と批評
第４回  授業参観①　小学校の音楽授業
第５回  授業参観②　小学校の音楽授業の検討
第６回  「ふしづくり一本道」①　内容の理解
第７回  「ふしづくり一本道」②　検討と批評
第８回  授業参観③　特別支援学校の音楽授業
第９回  授業参観④　特別支援学校の音楽授業の検討
第10回  日本伝統音楽の教育①　内容の理解
第11回  日本伝統音楽の教育②　検討と批評
第12回  授業参観⑤　高等学校の音楽授業
第13回  授業参観⑥　高等学校の音楽授業の検討
第14回  音楽と教育のデジタル化①　内容の理解
第15回  音楽と教育のデジタル化②　検討と批評

◆準備学習の内容◆

１　音楽教育学に関する論文を読み、内容を理解しておくこと。
２　授業参観に際し、当該の校種の教科内容について事前に理解しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MPL720U

音楽教育方法論B

山本　幸正

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

修士論文の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。

◆成績評価の方法◆

MWL701N

音楽学演習Ⅰ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

修士論文の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。

◆成績評価の方法◆

MWL701N

音楽学演習Ⅰ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

修士論文の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。

◆成績評価の方法◆

MWL702N

音楽学演習Ⅱ

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

修士論文の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。

◆成績評価の方法◆

MWL702N

音楽学演習Ⅱ

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

修士論文の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。

◆成績評価の方法◆

MWL703N

音楽学演習Ⅲ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的に参加することが望まれる。

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

修士論文の執筆

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。

◆成績評価の方法◆

MWL704N

音楽学演習Ⅳ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

計画的に研究を進めること。

発表成果、論文成果による。

◆教科書（使用テキスト）◆

各自に指示します。

◆参考図書◆

各自に指示します。

◆留意事項◆

楽器学・音響学に関するテーマを選び研究する。

◆授業内容・計画◆

年間の計画はゼミ生と相談の上で決定します。
テキストを多く読みます。また、実験の研究報告を求めます。

一例であり、内容により進め方は大きく異なります。
０１  テーマの設定
０２  先行研究の調査
０３  文献紹介
０４  コーパスの評価
０５  先行研究の検証
０６  論文特有の日本語表現
０７  発表の技術
０８  中間報告
０９  中間報告の相互評価
１０  論文の構成
１１  参考文献の検討
１２  引用の方法
１３  反証可能性に関する検討
１４  質疑応答の技術
１５  まとめと評価

◆準備学習の内容◆

各自のテーマに基づき、調査・実験・考察を行う。

◆成績評価の方法◆

MWL705N

楽器・音響演習Ⅰ

森　太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

計画的に研究を進めること。

発表成果、論文成果による。

◆教科書（使用テキスト）◆

各自に指示します。

◆参考図書◆

各自に指示します。

◆留意事項◆

楽器学・音響学に関するテーマを選び研究する。

◆授業内容・計画◆

年間の計画はゼミ生と相談の上で決定します。
テキストを多く読みます。また、実験の研究報告を求めます。

一例であり、内容により進め方は大きく異なります。
０１  テーマの設定
０２  先行研究の調査
０３  文献紹介
０４  コーパスの評価
０５  先行研究の検証
０６  論文特有の日本語表現
０７  発表の技術
０８  中間報告
０９  中間報告の相互評価
１０  論文の構成
１１  参考文献の検討
１２  引用の方法
１３  反証可能性に関する検討
１４  質疑応答の技術
１５  まとめと評価

◆準備学習の内容◆

各自のテーマに基づき、調査・実験・考察を行う。

◆成績評価の方法◆

MWL706N

楽器・音響演習Ⅱ

森　太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・初回に「年間日程・発表者・発表題目」を配布する。
・ゲスト講師の都合によって日程が変更される場合があるので注意すること。
・積極的に発言すること。

・発表・授業への取り組み。（ディスカッション）
・期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

音楽学における様々な考え方や研究方法について知るとともに、それに関して適確な発表をしたり、ディスカッションに参加したりできるよう
になる。

◆授業内容・計画◆

・修士課程の大学院生（音楽学）、音楽学研究コース３～４年生、ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程（２年生以上）は修論プロスペクト、音楽
  学研究コース（４年生以上）は卒論プロスペクトの発表、
  大学院修士課程（１年生）には文献紹介が課される。
・音楽学の教員ならびにゲスト講師が持ち回りで研究発表を
  行い、これに基づいてディスカッションを行う。
・原則として隔週で開講し、全7回を予定している。

○各回の概要（予定）
第１回  オリエンテーション
第２回  教員発表（１）
第３回  教員発表（２）
第４回  文献紹介１（学部４年生）
第５回  文献紹介２（学部４年生）
第６回  文献紹介３（修士課程１年生）
第７回  文献紹介４（修士課程２年生）

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。
・次回発表者から参考文献や、予め聴いておくべき楽曲など  が指定された場合には、きちんと予習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MWL713U

音楽学研究法Ⅰ

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・初回に「年間日程・発表者・発表題目」を配布する。
・ゲスト講師の都合によって日程が変更される場合があるので注意すること。
・積極的に発言すること。

・発表・通常の事業への取り組み。（ディスカッション）
・期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

音楽学における様々な考え方や研究方法について知るとともに、それに関して適確な発表をしたり、ディスカッションに参加したりできるよう
になる。

◆授業内容・計画◆

修士課程の大学院生（音楽学）、音楽学研究コース３～４年生、ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程（２年生以上）は修論プロスペクト、音楽学研究コース（４年生以上）は卒論プロスペクトの発表、 大学院修士課程（１年生）
には文献紹介が課される。
・音楽学の教員ならびにゲスト講師が持ち回りで研究発表を行い、これに基づいてディスカッションを行う。
・原則として隔週で開講し、全8回を予定している。

○各回の概要（予定）
第１回  修論プロスペクトと文献紹介（各１名）
第２回  修論プロスペクトと文献紹介（各１名）
第３回  卒論プロスペクト１（３名）
第４回  卒論プロスペクト２（２名）
第５回  教員発表（３）
第６回  教員発表（４）
第７回  教員発表（５）
第８回  まとめ

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。
・次回発表者から参考文献や、予め聴いておくべき楽曲など  が指定された場合には、きちんと予習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MWL714U

音楽学研究法Ⅱ

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・初回に「年間日程・発表者・発表題目」を配布する。
・ゲスト講師の都合によって日程が変更される場合があるので注意すること。
・積極的に発言すること。

・発表・通常の授業への取り組み（ディスカッション）。
・期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

音楽学における様々な考え方や研究方法について知るとともに、それに関して適確な発表をしたり、ディスカッションに参加したりできるよう
になる。

◆授業内容・計画◆

・修士課程の大学院生（音楽学）、音楽学研究コース３～４年生、ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程（２年生以上）は修論プロスペクト、音楽学研究コース（４年生以上）は卒論プロスペクトの発表、大学院修士課程（１年生）
には文献紹介が課される。
・音楽学の教員ならびにゲスト講師が持ち回りで研究発表を行い、これに基づいてディスカッションを行う。
・原則として隔週で開講し、全7回を予定している。

○各回の概要（予定）
第１回  オリエンテーション
第２回  教員発表（１）
第３回  教員発表（２）
第４回  文献紹介１（学部４年生）
第５回  文献紹介２（学部４年生）
第６回  文献紹介３（修士課程１年生）
第７回  文献紹介４（修士課程２年生）

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。
・次回発表者から参考文献や、予め聴いておくべき楽曲など  が指定された場合には、きちんと予習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MWL715U

音楽学研究法Ⅲ

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

・初回に「年間日程・発表者・発表題目」を配布する。
・ゲスト講師の都合によって日程が変更される場合があるので注意すること。
・積極的に発言すること。

・発表・通常の授業への取り組み（ディスカッション）。
・期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適時、指示する。

◆留意事項◆

音楽学における様々な考え方や研究方法について知るとともに、それに関して適確な発表をしたり、ディスカッションに参加したりできるよう
になる。

◆授業内容・計画◆

・修士課程の大学院生（音楽学）、音楽学研究コース３～４年生、ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程（２年生以上）は修論プロスペクト、音楽学研究コース（４年生以上）は卒論プロスペクトの発表、 大学院修士課程（１年生）
には文献紹介が課される。
・音楽学の教員ならびにゲスト講師が持ち回りで研究発表を行い、これに基づいてディスカッションを行う。
・原則として隔週で開講し、全8回を予定している。

○各回の概要（予定）
第１回  修論プロスペクトと文献紹介（各１名）
第２回  修論プロスペクトと文献紹介（各１名）
第３回  卒論プロスペクト１（３名）
第４回  卒論プロスペクト２（２名）
第５回  教員発表（３）
第６回  教員発表（４）
第７回  教員発表（５）
第８回  まとめ

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。
・次回発表者から参考文献や、予め聴いておくべき楽曲などが指定された場合には、きちんと予習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MWL716U

音楽学研究法Ⅳ

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

初学者の受講も可能。			

授業内発表と毎回の発言などを考慮して総合的に行う。			

◆教科書（使用テキスト）◆

ストー『音楽する精神』（白揚社）、ローゼン『音楽と感情』（みすず書房）ほか			

◆参考図書◆

そのつど指示する。			

◆留意事項◆

音楽の意味をめぐって書かれた文章を丹念に読むことで、音楽美について探究するための基礎を獲得する。

◆授業内容・計画◆

今日、「音楽美学」の定義は書物によって多様だが、音楽の「意味」をめぐる広範な探究である点では一致している。授業では、これを主題と
した日本語文献を精読し、参加者で議論を重ねてゆく。読解の対象は、初回に講師がいくつかのテクストを提案して決定するが（下記「教科
書」欄を参照）、参加者の専門や関心に応じて調整したり、論文程度の規模のテクストを織り交ぜたりする場合もある。
　以下に、　『音楽する精神』をテクストにした場合の見通しを示す。

（１）オリエンテーション
（２）音楽の起源と社会的機能
（３）音楽、脳、体
（４）根底にあるパターン
（５）言葉なき歌
（６）現実からの逃避か？
（７）現実からの逃避か？――発展的議論
（８）音楽を一人きりで聴くこと
（９）音楽を一人きりで聴くこと――発展的議論
（10）世界の最も内奥にある本質
（11）世界の最も内奥にある本質――発展的議論
（12）生を意義づけるもの
（13）音楽の重要性
（14）音楽の重要性――発展的議論
（15）まとめ
			

◆準備学習の内容◆

毎回、参加者の一人が決められた章を熟読し、レジュメを作って概要を報告、これをもとに皆でディスカッションを行う。
参加者はそれぞれ、テクストをあらかじめよく読み、疑問点や自分の意見を整理してくること。			

◆成績評価の方法◆

MWL717U

音楽美学研究A

堀　朋平

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

初学者の受講も可能。			

授業内発表と毎回の発言などを考慮して総合的に行う。			

◆教科書（使用テキスト）◆

渡辺二郎『芸術の哲学』（放送大学出版局）、『ダールハウスの音楽美学』（音楽之友社）ほか			

◆参考図書◆

そのつど指示する。

◆留意事項◆

音楽美をめぐる専門的な文章の精読をとおして、その内容について自分の専門とつなげつつ議論することができる。			

◆授業内容・計画◆

今日、「音楽美学」の定義は書物によって多様だが、音楽の「意味」をめぐる広範な探究である点では一致している。授業では、これを主題と
した日本語文献を精読し、参加者で議論を重ねてゆく。読解の対象は、初回に講師がいくつかのテクストを提案して決定するが（下記「教科
書」欄を参照）、参加者の専門や関心に応じて調整したり、論文程度の規模のテクストを織り交ぜたりする場合もある。
　以下に、　『ダールハウスの音楽美学』をテクストにした場合の見通しを示す。

（１）オリエンテーション
（２）歴史的出発点
（３）テキストとしての音楽と作品としての音楽
（４）感情美学の変貌
（５）器楽の解放
（６）芸術の判断と趣味判断
（７）天才・陶酔・技術
（８）情緒とイデア
（９）「音響的内面性」の弁証法
（10）形式主義をめぐる論争
（11）標題音楽
（12）オペラの伝統と革新
（13）美学と歴史
（14）音楽の現象学に向けて
（15）批評の諸基準
		

◆準備学習の内容◆

毎回、参加者の一人が決められた章を熟読し、レジュメを作って概要を報告、これをもとに皆でディスカッションを行う。
参加者はそれぞれ、テクストをあらかじめよく読み、疑問点や自分の意見を整理してくること。			

◆成績評価の方法◆

MWL718U

音楽美学研究B

堀　朋平

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への積極的な参加を望む。言うまでもないが、遅刻せず、コンスタントな出席を心がけること。

平常点（授業への参加度を勘案する）と授業中の発表、および発表に基づくレポートで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業回の内容に応じて紹介する。

◆留意事項◆

現代社会では伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以 前と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった。どん な音楽や芸能
にも多かれ少なかれ手が入り、改編されたり、異 なる脈絡や場で提供されることが日常的になっている。 この授業ではそうした音楽や伝統
を、正統的なものと区別して 扱うというよりも、どのような力学の中で、どのような立場の 人たちがそれらと向き合い、どう生かしていこうと考
えて取り 組んでいるのか、改めて捉え直そうとする。

◆授業内容・計画◆

現代社会の中で実践されている多様な音楽や芸能から、このテーマにふさわしいいくつかの対象を選び、ケーススタディを行う。
可能であれば、実際にこうした音楽や芸能の当事者からの証言をきき、現場の意識を知る機会ももちたい。
受講生の希望を取り入れながら対象を選びたいが、以下のような内容を想定している。
前期
１）現代社会における音楽と芸能―導入
２）大衆音楽に見る民族性と地域性
３）民族をつなぐ大衆音楽①
４）民族をつなぐ大衆音楽②
５）民族をつなぐ大衆音楽③
６）民族をつなぐ大衆音楽④
７）大衆音楽と地域①
８）大衆音楽と地域②
９）大衆音楽と地域③
10）大衆音楽と地域④
11）新たに創造される大衆音楽①
12）新たに創造される大衆音楽②
13）新たに創造される大衆音楽③
14）ディスカッションと考察
15）総括

◆準備学習の内容◆

授業で扱う対象についての事前・事後調査に十分な時間を費やすことは言うまでもないが、身の回りで行われているさまざまな音楽や芸能
に改めて注目することで問題点を見出すことが可能となる。また、自分の住む地域に改めて目を向け、地域作りに音楽や芸能がどのように
生かされているのかも調べてほしい。

◆成績評価の方法◆

MWL719U

民族音楽学研究A

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への積極的な参加を望む。言うまでもないが、遅刻せず、コンスタントな出席を心がけること。

平常点（授業への参加度を勘案する）と授業中の発表、および発表に基づくレポートで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業回の内容に応じて紹介する。

◆留意事項◆

前期に引き続き、伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以前と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった現代社会の中で、
どのような力学で、どのような立場の人たちがそうした音楽や芸能と向き合い、どう生かしていこうと考えて取り 組んでいるのか、改めて捉え
直そうとする。

◆授業内容・計画◆

後期のテーマは受講者と相談して決めるが、以下を想定している。
１）「ディアスポラ」を考える―ディアスポラとはなにか
２）ディアスポラの歴史的考察
３）ディアスポラと文化①
４）ディアスポラと文化②
５）ディアスポラと音楽―資料研究①
６）ディアスポラと音楽―資料研究②
７）ディアスポラと音楽―資料研究③
８）ディアスポラと音楽―地域研究①
９）ディアスポラと音楽―地域研究②
10）ディアスポラと音楽―地域研究③
11）ディアスポラと音楽―地域研究④
12）ディスカッションと考察
13）新たなディアスポラ音楽文化の形成①
14）新たなディアスポラ音楽文化の形成②
15）総括

◆準備学習の内容◆

授業で扱う対象についての事前・事後調査に十分な時間を費やすことは言うまでもないが、身の回りで行われているさまざまな音楽や芸能
に改めて注目することで問題点を見出すことが可能となる。また、自分の住む地域に改めて目を向け、地域作りに音楽や芸能がどのように
生かされているのかも調べてほしい。

◆成績評価の方法◆

MWL720U

民族音楽学研究B

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業への参加状況と発表、および発表に基くレポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

基本参考図書: 今谷和徳・井上さつき著『フランス音楽史』(春秋社、2010)。その他は適宜指示する。

◆留意事項◆

七月王政期(1830～1848)から世紀末にいたる19世紀フランス音楽史の流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解する。

◆授業内容・計画◆

各回の概要

1. 概説
2. 七月王政と音楽
3. 1830・40年代のオペラ
4. フランスのベートーヴェン
5. ベルリオーズの求めたもの
6. 1830・40年代のピアノ音楽とショパン
7. リストと知識人たち
8. 音楽とジャーナリズム
9. パリの生活とオペレッタ
10. 普仏戦争とフランス音楽
11. フランスの器楽曲を作る
12. 19世紀後半のオペラとバレエ
13. サンサーンスと彼の歩んだ時代
14. フランスのワーグナー
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

・各回の授業内で指示された事項について指示に基き下調べをし、楽曲を聴いておくこと。
・授業は各自の発表をも含むので、指示に従い準備すること。

◆成績評価の方法◆

MWL721U

西洋音楽史研究A

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業への参加状況と発表、および発表に基くレポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

基本参考図書: 今谷和徳・井上さつき著『フランス音楽史』(春秋社、2010)。その他は適宜指示する。

◆留意事項◆

19世紀末から20世紀半ばにいたるフランス音楽史の流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解する。

◆授業内容・計画◆

各回の概要

1. ドビュッシーのもたらしたもの
2. 《ペレアスとメリザンド》
3. 19世紀末 - 20世紀初頭の文芸と歌曲
4. ラヴェルの軌跡
5. 20世紀初頭の楽壇と政治
6. 「忘れられた」作曲家たち
7. 新しい語法を求める旅
8. ロシアバレエ団とストラヴィンスキー
9. サティとは何者だったのか
10. 第一次大戦と音楽
11. 戦争の傷の「癒しかた」
12. 「戦後派」と「狂乱」の時代
13. 戦後から戦後へ: ミヨーの場合
14. 戦後から戦後へ: プーランクの場合
15.  まとめ

◆準備学習の内容◆

・各回の授業内で指示された事項について指示に基き下調べをし、楽曲を聴いておくこと。
・授業は各自の発表をも含むので、指示に従い準備すること。

◆成績評価の方法◆

MWL722U

西洋音楽史研究B

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

受講生の人数や関心事によって講義内容を変更することがある。また基本的には講義形式であるが、受講生に短時間のプレゼンテーション
や
ディスカッション等を課す場合があるので能動的に参加すること。			

平常点　40％　期末レポート　60％			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時に関連するテキストを指示する			

◆参考図書◆

皆川厚一編「インドネシア芸能への招待」（東京書籍）ほか			

◆留意事項◆

本講義では東南アジア(インドネシア）を中心に、アジア諸地域の伝統芸能をとりあげ、現代化・文化政策・身体性・儀礼性等多様な視点から
概説する。			

◆授業内容・計画◆

(1)東南アジアの芸能と文化の概観
(2-4)バリ芸能におけるコンテクスト：儀礼性と観光
(5)伝統芸能の衰退と復興
(6)アジアのパフォーミング・アーツとジェンダー
(7-9) イスラムと芸能
(10-12)マイノリティと芸能
(13)音楽と身体性
(14)影絵芝居とその象徴性
(15)まとめ
（講義の順番や構成は変更になることがある）			

◆準備学習の内容◆

予習は不要であるが、授業時に指示する参照文献や関連するAV資料などを積極的に活用して、受講生が自ら能動的に研究・考察を行うこ
とを期待する。			

◆成績評価の方法◆

MWL723U

アジア音楽史研究A

増野　亜子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

口頭発表およびレポートを成績評価の対象とする。レポートは口頭発表の内容を整理、補足したものを課す（詳細は授業中に指示）。			

◆教科書（使用テキスト）◆

割り当て文献は初回の授業で指示する。			

◆参考図書◆

田辺尚雄（植村幸生校注）『東洋音楽史』平凡社、2014年。（東洋文庫）
徳丸・北中・渡辺・高橋編『事典　世界音楽の本』岩波書店、2007年。
			

◆留意事項◆

題目「20世紀前半の日本におけるアジア音楽研究」。主として20世紀前半の日本におけるアジア（東洋）音楽研究の成果を批判的に読み直
す。当時の社会状況、音楽状況を踏まえて、この時代の研究が目指したものは何か、その後の研究にいかなる影響を及ぼしたかを理解する
ことが目標である。			

◆授業内容・計画◆

１．導入（この授業の進め方についてのガイダンス）
２．基礎概念の考察：オリエンタリズム、ポストコロニアリズム、植民地近代性論
３．日本における「東洋学」とアジア探検
４．比較音楽学とアジア音楽研究
５．日本における日本・東洋音楽研究の歩み：東洋音楽学会設立（1936）まで
５．田辺尚雄（１）1910年代～1930年代の日本音楽研究
６．田辺尚雄（２）アジア地域フィールドワーク
７．田辺尚雄（３）『東洋音楽史』を読む
８．黒沢隆朝と桝源次郎
９．岸辺成雄（１）『東亜音楽史考』ほか
１０．岸辺成雄（２）唐代音楽史研究
１１．林謙三（１）『隋唐燕楽調研究』
１２．林謙三（２）楽器研究
１３．瀧遼一
１４．戦後日本のアジア音楽研究との関連
１５．まとめ		

◆準備学習の内容◆

割り当てられた文献について、その内容を十分に理解し、かつ補足的な調査を行った上で、わかりやすい口頭発表ができるよう準備するこ
と。			

◆成績評価の方法◆

MWL724U

アジア音楽史研究B

植村　幸生

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的な授業参加に期待する。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（その都度指示する）

◆参考図書◆

なし（その都度指示する）

◆留意事項◆

近代日本の音楽文化の生成過程をたどり、その多様性を理解する

◆授業内容・計画◆

明治以降の日本で鳴り響いたさまざまな音楽を、その背景にある時代思潮や音楽行動とからめて検証する。
2015年度前期は、幕末・明治期における西洋音楽の受容の問題を中心に扱う。

１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）江戸後期の西洋音楽知識（１）
３）江戸後期の西洋音楽知識（２）
４）明治初期の音楽用語（１）
５）明治初期の音楽用語（２）
６）幕末の軍楽（鼓笛・喇叭）
７）幕末の鼓笛隊のその後
８）明治期の軍楽隊（１）
９）明治期の軍楽隊（２）
10）明治期の音楽分野の外国人教師（１）
11）明治期の音楽分野の外国人教師（２）
12）明治期の音楽留学（１）
13）明治期の音楽留学（２）
14）発表
15）発表

◆準備学習の内容◆

近代日本の音楽史に関する近年の研究成果にできるだけ目を通しておくこと.

◆成績評価の方法◆

MWL725U

日本音楽史研究A

塚原　康子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的な授業参加に期待する。

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（その都度指示する）

◆参考図書◆

なし（その都度指示する）

◆留意事項◆

近代日本の音楽文化の生成過程をたどり、その多様性を理解する

◆授業内容・計画◆

　明治期以降の日本で鳴り響いたさまざまな音楽を、その背景にある時代思潮や音楽行動とからめて検証する。
2015年度後期は、明治・大正期における伝統音楽の変化と新ジャンル・新様式生成の問題を中心に扱う。

１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）明治期の伝統音楽の概観
３）明治期の雅楽
４）近代歌謡の生成と雅楽
５）明治期の新ジャンル（浪花節）
６）明治期の新ジャンル（琵琶）
７）明治期の新様式（筝曲）
８）明治期の新様式（尺八）
９）明治期の新様式（長唄）
10）明治期の楽器改良
11）大正期の楽器改良
12）大正期の新様式
13）発表
14）発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

近代日本の音楽史に関する近年の研究成果にできるだけ目を通しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MWL726U

日本音楽史研究B

塚原　康子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

通常の授業への取り組み方およびレポート等の課題により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜提示する。

◆留意事項◆

１．楽器学について概要を理解する。　２．楽器に関する各種の研究手法を知り、適切な文献を利用することができる。　３．楽器学の用語と
分析方法により楽器について論述できる。

◆授業内容・計画◆

１．導入
２．楽器学について知る①定義
３．楽器学について知る②扱う範囲
４．楽器学について知る③用語について
５．楽器研究の歴史①ヨーロッパ
６．楽器研究の歴史②ヨーロッパ近代
７．楽器研究の歴史③東アジア
８．楽器研究の歴史④その他の地域
９．基本文献について
１０．楽器分類①概要
１１．楽器分類②種類
１２．楽器分類③課題
１３．楽器の体系を理解する①楽器分類との相違
１４．楽器の体系を理解する②課題
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

各種辞典等文献を事前に読んでおくなどの準備が必要となる。
授業の内容によるが、レポートにまとめて報告することもある。

◆成績評価の方法◆

MWL727U

楽器学研究A

中溝　一恵

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。

通常の授業への取り組み方およびレポート等の課題により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

適宜提示する。

◆留意事項◆

１．楽器学について概要を理解する。　２．楽器に関する各種の研究手法を知り、適切な文献を利用することができる。　３．楽器学の用語と
分析方法により楽器について論述できる。

◆授業内容・計画◆

楽器学研究Aで学んだことに基づき、楽器に関する課題をさらに深く取り扱う。
以下の各回では、総論ではなく、受講生の関心を採り入れながら、現代的な課題や研究の動向なども交えたテーマを設定する。

１．事例研究Ⅰ：楽器の歴史①鍵盤楽器
２．事例研究Ⅰ：楽器の歴史②管楽器
３．事例研究Ⅰ：楽器の歴史③弦楽器
４．事例研究Ⅰ：楽器の歴史④打楽器
５．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性①日本
６．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性②アジア
７．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性③アフリカ
８．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性④ヨーロッパ
９．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性⑤アメリカ大陸
１０～１２．個別事例研究：受講生の関心のあるテーマについて取り上げる。
１３～１４．課題レポート発表および討論：受講生の関心のあるテーマについて発表する。
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

レポートをまとめるため、文献等調査の準備が必要となる。

◆成績評価の方法◆

MWL728U

楽器学研究B

中溝　一恵

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。			

◆参考図書◆

難波精一郎・桑野園子『音の評価のための心理学的測定法』（コロナ社）
Søren Bech and Nick Zacharov “Perceptual Audio Evaluation” (Wiley)			

◆留意事項◆

楽器音響学研究A〜Bでは、音楽音響における実験・研究の手法について、実践を交えながら学びます。Aでは、心理学的手法に基づいた実
験の計画・実施を扱います。詳細な内容については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜選択します。			

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、音知覚の復習
第2回　評価実験の必要性
第3回　精神物理学的測定法（１）
第4回　精神物理学的測定法（２）
第5回　科学的方法論
第6回　研究の流れ
第7回　印象の定量化（１）回答属性
第8回　印象の定量化（２）回答形式
第9回　印象の定量化（３）尺度法の選択
第10回　印象の定量化（４）バイアス
第11回　実験計画（１）音刺激の特性
第12回　実験計画（２）実験参加者
第13回　実験計画（３）実験環境（音の測定と再生系の校正）および教示
第14回　実験計画（４）統計的実験計画
第15回　まとめと評価

学生の理解や興味に合わせて順番や内容を変更する可能性があります。また、これ以外のタイムリーなトピックなども扱います。

◆準備学習の内容◆

講義では前回講義の内容を前提にして話をしますので、必ず授業の内容を復習し理解しておいて下さい。			

◆成績評価の方法◆

MWL729U

楽器音響学研究A

丸井　淳史

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。			

◆参考図書◆

難波精一郎・桑野園子『音の評価のための心理学的測定法』（コロナ社）
Søren Bech and Nick Zacharov “Perceptual Audio Evaluation” (Wiley)			

◆留意事項◆

楽器音響学研究A〜Bでは、音楽音響における実験・研究の手法について、実践を交えながら学びます。Bでは、実験後の統計処理や論文
へのまとめ方、研究者として身につけるべき倫理などを扱います。詳細な内容については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜
選択します。			

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、楽器音響学研究Aの復習
第2回　統計（１）代表値と散らばりの指標
第3回　統計（２）統計学的仮説検定
第4回　統計（３）二項検定
第5回　統計（４）t検定
第6回　統計（５）分散分析
第7回　統計（６）回帰分析
第8回　尺度構成法（１）一次元尺度の構成法
第9回　尺度構成法（２）多次元尺度の構成法
第10回　研究事例検討（１）多次元尺度法を用いた音色評価
第11回　研究事例検討（２）SD法と因子分析による音色評価
第12回　研究事例検討（３）二項検定を用いたハイレゾ音源比較実験
第13回　論文の構成
第14回　研究倫理
第15回　まとめと評価

学生の理解や興味に合わせて順番や内容を変更する可能性があります。また、これ以外のタイムリーなトピックなども扱います。			

◆準備学習の内容◆

講義では前回講義の内容を前提にして話をしますので、必ず授業の内容を復習し理解しておいて下さい。			

◆成績評価の方法◆

MWL730U

楽器音響学研究B

丸井　淳史

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

TAを申請するものは、この授業を取ることが必須条件となる。

授業への積極的な参加、課題の提出、最終レポートなどを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音楽大学等、音楽の高等教育機関で教える、指導することはどういうことかを知り、TAとして教えるための前提を理解する。

◆授業内容・計画◆

音楽大学で教えるために必要な、前提となる以下の様々な法律等の規程とその意味について学ぶ。
主な内容は次の通り。

１）人はなぜ学ぶのか
２）大学とは何か
３）教育基本法
４）学校教育法
５）大学設置基準
６）大学認証評価（１）導入期
７）大学認証評価（２）現在
８）ＦＤについて（１）背景
９）ＦＤについて（２）事例
10）学則について（１）位置づけ
11）学則について（２）その実際
12）諸規定について
13）TAについて（１）心構え
14）TAについて（２）役割
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

次週の授業内容について各自事前に準備を行い授業に臨むこと。
プレゼンテーションも課す。

◆成績評価の方法◆

MGL705N

指導法

神原　雅之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

１、着物の着付け、礼儀作法、基本的所作を学ぶ。

２、日本舞踊の基本的な動作を習得することにより、舞台上での身体表現を、より自由に、より豊かにすることを目標とする。

３、日本舞踊の実習を通して、的確に役柄を表現する技術を学ぶ。

４、舞台の基礎知識と日本の伝統文化の基礎知識を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１）授業の進め方。着物の名称、着付け、畳み方。挨拶の基本手順の説明と実習。扇の名称と扱い方。
    舞踊譜の書き方。

２）着物着付け。挨拶の実習。扇を使っての挨拶。基本動作（立つ、座る、歩く）の実習。作品習得１。
    着物の畳み方。

３）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習１。役柄による基本動作の実習１。
    作品習得２。 着物の畳み方。

４）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習２。役柄による基本動作の実習２。作品習得３。　　着物の畳み方。

５）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習３。作品習得４．着物の畳み方。
    舞踊譜の書き方。舞台機構の名称ときまり。

６）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習４。役柄による基本動作の実習２。作品習得５。

７）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習５。作品習得６。扇の種類と小道具のいろいろ。

８）着物着付け。扇を使っての挨拶。作品習得７。お太鼓の結び方１。

９）着物着付け。扇を使っての挨拶。作品習得８（振り移し終了）。お太鼓の結び方２。

10）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習６。作品習得９（完成度を高める）。

11）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習７。作品習得10(完成度を高める）。

12）着物着付け。扇を使っての挨拶。作品習得11(個人指導も含む）。舞台衣装の扱い方１。舞踊譜の提出。

13)着物着付け。扇を使っての挨拶。作品習得12(個人指導も含む）。舞台衣装の扱い方２。

14）着物着付け。扇を使っての挨拶。扇の名称と扱い方の練習。作品習得13。

15)作品発表。

◆準備学習の内容◆

 各自、初回授業までに
浴衣、帯（飾り帯でないもの）、肌じゅばん、ステテコあるいはスパッツ、足袋、腰ひも2本、腰に巻くタオル、風呂敷、ノート、筆記用具を準備し
て持参。

＊用意できないものは、初回授業時に応相談。

MVS731N

舞台表現技術演習（日舞）

花柳　妙千鶴

◆授業目標◆



提出物、実技発表により評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

◆成績評価の方法◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

大塚直哉編「クラヴィス」(現代ギター社）			

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

渡邊順生「チェンバロ・フォルテピアノ」(東京書籍）			

◆留意事項◆

チェンバロによるソロ作品、アンサンブル(通奏低音を含む）の実習を通じて、「ピアノ以前」の豊かな鍵盤奏法の伝統の一端を体験し、各自
の引き出しを増やすことを目標とする。			

◆授業内容・計画◆

チェンバロによるバロック期の鍵盤作品（ソロ及びアンサンブル）の実習を中心とするが、可能な限りクラヴィコード、ポジティフオルガン、フォ
ルテピアノなどほかの
「クラヴィーア」に触れる時間も設けたい。

第1回：導入、チェンバロの発音の仕組み等
第2回：チェンバロのタッチの基礎その１～F.クープラン「プレリュード」、J.S.バッハ「小プレリュード」「インヴェンション」など当時の鍵盤導入教
材から学べること～
第3回：チェンバロのタッチの基礎その２
第4回：アンサンブルにおけるチェンバロその１～通奏低音の基本を理解する～
第5回：アンサンブルにおけるチェンバロその２
第6回：バッハ以前の鍵盤音楽の魅力その1～バード、スウェーリンク、フレスコバルディ（中全音律を体験する）
第7回：バッハ以前の鍵盤音楽の魅力その２～フローベルガーとL.クープラン（リュートからチェンバロへ＋ポジティフオルガン体験）
第8回：レチタティーヴォを弾いてみよう
第9回：ラモーとD.スカルラッティ
第10回：バッハの息子たちからハイドン・モーツァルトへ～クラヴィコード、フォルテピアノ体験～
第11回：J.S.バッハをチェンバロでその１～組曲
第12回：J.S.バッハをチェンバロでその２～平均律クラヴィーア
第13回：J.S.バッハをチェンバロでその３
第14回：J.S.バッハをチェンバロでその４
第15回：ミニコンサート、まとめ		

◆準備学習の内容◆

授業への参加の積極度(平常点）と、ミニコンサートでの演奏を合わせて評価する。			

◆成績評価の方法◆

MSS717U

チェンバロ演習

大塚　直哉

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V2

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

岩森　美里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V3

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

大倉　由紀枝

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V5

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

小泉　惠子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V9

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

福井　敬

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V12

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

黒田　博

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V13

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

澤畑　恵美

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス V14

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回のレッスンに、動きやすい服装で参加			

成果を総合的に評価する
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示			

◆参考図書◆

授業内で指示			

◆留意事項◆

身体が楽器であることを理解し、個性ある自分の楽器の音色を探求し、想像力を駆使し、舞台人として、魅力ある演奏をめざす。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回 　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第１４回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。
　修了演奏を視野に入れて　古典から近代のオペラ作品、歌曲作品を学ぶ。
第１５回　クラス内発表会開催

【後期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第９回
　身体を使い発声練習
  大学院オペラ定期公演のモーツァルト作曲のオペラ作品を学ぶ。修了演奏を視野にいれて、古典から近代に至る、オペラ作品と歌曲作品
を学ぶ。
第１０回～第１４回　修了演奏曲目の学び。
第１５回　クラス内発表会開催		
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示			

◆成績評価の方法◆

声楽演習Ⅱ

長島　剛子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし。			

成果を総合的に評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。			

◆参考図書◆

授業内で指示する。 			

◆留意事項◆

【前期】	オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰ・Ⅱで培った能力を大学院オペラ公演で発揮するため、更に深くオペラの表現方法を学ぶ。　【後期】
オペラ研究（レパートリー研究）Ⅰ～Ⅲで培った表現方法を、大学院オペラ講演、修了演奏会にて十分に発揮し、オペラ歌手、演奏家としての
第１歩とする。				

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回　オリエンテーション（授業の目的・進め方）
第２回～第５回　モーツァルト作曲のオペラ作品演習（音楽練習①～④）
第６回～第１２回　モーツァルト作曲のオペラ作品演習（立ち稽古①～⑦）
第１３回　前期試演会に向けて（通し稽古）
第１４回　前期試演会に向けて（ゲネプロ）
第１５回　前期試演会開催
			
【後期】
第１回～第６回　大学院オペラ公演に向けて公演指揮者によるオペラ演習（音楽練習及び立ち稽古①～⑥）
第７回～第９回　修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（音楽稽古①～③）
第１０回～第１２回　修了演奏に向けて各自で決定したオペラ作品の演習（立ち稽古①～③）
第１３回　修了演奏に向けて（通し稽古）
第１４回　修了演奏に向けて（ゲネプロ）
第１５回　修了演奏会開催
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示。 			

◆成績評価の方法◆

オペラ研究（レパートリー研究）Ⅱ

岩森　美里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
			

◆教科書（使用テキスト）◆

・使用テキスト等は授業内で提示する			

各自の声と異なった声部との調和を体感することにより、ハーモニーの中の各自の役割を認識する力を養う。１２月には演奏会を小ホールで
開催し、舞台上での演奏経験を踏ませ、演奏家としての資質を磨く。			

◆授業内容・計画◆
他の声部を聞き分け、自らの声部と他声部を同調させ、バランスをとる技術は芸術歌曲にとって必須である。これを十分に体得する為、独、
仏語の二重唱以上の編成の楽曲を教材に用いて演習する。

【前期】

・１回目  声聴き会、オリエンテーション。

・２回目  発音練習（特に母音）、重唱演習（２曲程度）。

・３回目  発音練習、重唱演習及び２回目の復習。

・４回目  同様の曲をパートナーを変更しながら歌う。

・５回目  詩の朗読及び歌唱。

・６回目  ５回目までの授業内での疑問点についてのディスカッション。

・７回目  ３曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・８回目  ７回目の復習。

・９回目  ４曲目を取り上げ、詩を朗読及び歌唱（主に２重唱）。

・１０回目  ９回目の復習。

・１１回目  １曲目、２曲目の復習、歌唱及びディスカッション

・１２回目  ３曲目、４曲目の復習及びディスカッション。

・１３回目  前期に取り上げた曲の詩を再度朗読、発音確認。

・１４回目  全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

・１５回目  前期で取り上げたすべての曲を演奏する。夏休みの課題を決定する。

【後期】

◆準備学習の内容◆

・予習・復習をする。
・各自のパートの音取りをする。		

◆成績評価の方法◆

重唱研究Ⅱ

秋山　理恵

◆授業目標◆



特になし			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス P6

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回の授業への準備の状態、準備の内容などを評価し成績を考える。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。担当の教員から提示があることもある。

◆参考図書◆

より精度の高い技巧と、作品への深い理解を目指すことにより、借り物でない「自身の」表現による優れた演奏を実現することの出来る力量
を培う。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
第1回 今年度の計画を立て、レパートリーの拡大の計画を確定する。
第2回 脱力について、よりふかく考える
第3回 同上
第4回 古典派以前の作品について、より深く学修する
第5回 同上
第6回 古典派の作品について、より深く学習する。
第7回 同上
第8回 初期ロマン派の作品について、より深く学修する。
第9回 同上
第10回 ロマン派の作品について、より深く学修する。
第11回 同上
第12回 ロマン派以降の作品について、より深く学修する。
第13回 同上
第14回 現代音楽について
第15回 前期のまとめと整理。

【後期】
第1回　ペダルの使用について更に学修する。
第2回　同上
第3回　身体の使い方について更に学修する。
第4回　同上
第5回　論文について、実技教員との打ち合わせと方向付け。
第6回作品の分析について更に学修する。
第7回　同上
第8回　暗譜の方法について更に学修する。
第9回　同上
第10回　レパートリーの拡大のための方策について更に学修する。
第11回　同上
第12回　修了演奏に向かってのレッスン
第13回　同上
第14回　同上
第15回　同上		
		

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自らに課すのは当然である。"		

◆成績評価の方法◆

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅱ

星野　明子

◆授業目標◆



常に自発的に学修することを心がけるように。

特になし。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス P7

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回の授業への準備の状態、準備の内容などを評価し成績を考える。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にない。担当の教員から提示があることもある。

◆参考図書◆

より精度の高い技巧と、作品への深い理解を目指すことにより、借り物でない「自身の」表現による優れた演奏を実現することの出来る力量
を培う。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
第1回 今年度の計画を立て、レパートリーの拡大の計画を確定する。
第2回 脱力について、よりふかく考える
第3回 同上
第4回 古典派以前の作品について、より深く学修する
第5回 同上
第6回 古典派の作品について、より深く学習する。
第7回 同上
第8回 初期ロマン派の作品について、より深く学修する。
第9回 同上
第10回 ロマン派の作品について、より深く学修する。
第11回 同上
第12回 ロマン派以降の作品について、より深く学修する。
第13回 同上
第14回 現代音楽について
第15回 前期のまとめと整理。

【後期】
第1回　ペダルの使用について更に学修する。
第2回　同上
第3回　身体の使い方について更に学修する。
第4回　同上
第5回　論文について、実技教員との打ち合わせと方向付け。
第6回作品の分析について更に学修する。
第7回　同上
第8回　暗譜の方法について更に学修する。
第9回　同上
第10回　レパートリーの拡大のための方策について更に学修する。
第11回　同上
第12回　修了演奏に向かってのレッスン
第13回　同上
第14回　同上
第15回　同上		
		

◆準備学習の内容◆

大学院生にふさわしい準備をするように。
楽譜の精密な読み取り、作品の背景や作曲家についての調査などを自らに課すのは当然である。"		

◆成績評価の方法◆

器楽（鍵盤楽器）演習Ⅱ

三木　香代

◆授業目標◆



常に自発的に学修することを心がけるように。

特になし。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業内での発表及び参加状況により、総合的に評価します。			

◆教科書（使用テキスト）◆

ショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の演奏法を学ぶ―その１			

◆授業内容・計画◆
下記の課題を過不足無く分担し、簡単なプレゼンテーションと演奏を行う。随時自筆譜や初版楽譜、解釈版等の比較検討を行い、世界的ピ
アニストによる演奏法の比較検討も取り入れる。また、ショパンに関しては、ショパン自身のピアノ奏法を含む固有の音楽様式についても学
ぶ。尚、中間発表や修了演奏等でロマン派音楽を選んだ受講生は、可能な限りその曲にも対応します。

【前期】
第１回　ガイダンス及びロマン派の作曲家のピアノ音楽の概要
第２回　楽器学資料館見学…歴史的ピアノの試奏、作曲家と楽器
第３回　ショパンの音楽様式
第４回　ショパン演奏研究１〈練習曲１〉
第５回　ショパン演奏研究２〈演習曲２〉
第６回　ショパン演奏研究３〈ノクターン〉
第７回　ショパン演奏研究４〈バラード〉
第８回　ショパン演奏研究５〈スケルツォ〉
第９回　ショパン演奏研究６〈即興曲〉
第10回　ショパン演奏研究７〈前奏曲〉
第11回　シューマン作品研究
第12回　シューマン演奏研究
第13回　リスト作品研究
第14回　リスト演奏研究
第15回　まとめ
＊各回の課題は学生と相談しながら柔軟に決めます。

【後期】
第１回　ショパンの音楽様式
第２回　ショパン演奏研究１〈ワルツ〉
第３回　ショパン演奏研究２〈マズルカ１〉
第４回　ショパン演奏研究３〈マズルカ２〉
第５回　ショパン演奏研究４〈ポロネーズ〉
第６回　ショパン演奏研究５〈ソナタ〉
第７回　ショパン演奏研究６〈協奏曲〉
第８回　ショパン国際ピアノコンクール検証
第９回　シューベルト作品研究
第10回　シューベルト演奏研究
第11回　シューマン作品研究
第12回　シューマン演奏研究
第13回　ブラームス作品研究

◆準備学習の内容◆

発表する課題（作品）に関する下記の準備を行ってください。
１．作品の成立背景や楽曲構成等に関する簡単なプレゼンテーション。
２．演奏。
＊理論系の受講生は主に上記１の方面から授業に参加することで、互いに刺激を与え合う場となることを期待します。		

◆成績評価の方法◆

器楽（鍵盤楽器ソロ）研究B

加藤　一郎

◆授業目標◆



この授業はショパンを中心としたロマン派ピアノ音楽の総合的な理解と、それに基づく演奏のあり方について学ぶものです。興味のある方は
専攻に関わらず、奮って参加下さい。			

【前期】
教科書は特にありませんが、参考になる楽譜をあげておきます。
・F.Chopin:National Edition of the Works of Fryderyk Chopin.
・Complete Chopin:A New Critical Edition(Edition Peters).
・R.Schumann:Sämtliche Klavierwerke(Henle Verlag).
・F.Liszt:Neue Ausgabe Sämtlicher Werke(Edito Musica Budapest).			

【後期】
教科書は特にありませんが、参考になる楽譜をあげておきます。
・F.Chopin:National Edition of the Works of Fryderyk Chopin.
・Complete Chopin:A New Critical Edition(Edition Peters).
・F.Schubert:New Edition of the Complete Works((Bärenreiter Verlag)
・R.Schumann:Sämtliche Klavierwerke(Henle Verlag).
・F.Liszt:Neue Ausgabe Sämtlicher Werke(Edito Musica Budapest).			

◆参考図書◆

・J.J.エーゲルディンゲル『弟子から見たショパン（増補・改訂版）』米谷治郎、中島弘二訳（音楽之友社、2005）
・Józef Michał Chomiński, and Teresa Dalila Turło, “A catalogue of the Works of Frederick Chopin”(PWM,1990).
・K.Hofmann und S.Keil,Robert Schumann,“Thematisches Verzeichnis sämtlicher im Druck erschienenen musikalischen Werke mit Angabe
des Jahres ihres Entstehens und Erscheinens”(Schuberth,1982).
・A.Walker,“Frantz Liszt”(Alfred A.Knopf,1983).など		

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】さまざまな時代とジャンルの作品を解釈する上で基本となる古典派の記譜法を正しく理解し、それを自身の演奏に反映できるようにす
る。作曲家によるアーティキュレーションが記入されていない作品（主にバロックおよび古典派の初期）も自分で適切に処理できるよう、18世
紀～19世紀初頭のヨーロッパ（ドイツ語圏）で一般的だった抑揚の基本を学び、身につける。　【後期】前期で学んだことに加え、さらに知識を
増やすべく研究を継続する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど古典派の原典版に記載されているアーティキュレーションや装飾音などの書法には、それらをど
のように捉えるべきか困惑するものが散見される。基本的なスラーやスタッカートの用法において、古典派の時代とその後の時代に差がある
ことも、見過ごされていることが少なくない。それぞれの時代の記譜法の慣習を知った上で作曲家の真意を探り、それを自分の演奏に反映さ
せるための知識を蓄積する。

1）ガイダンス
2）マルコム・ビルソンのDVD《Knowing the Score》の視聴（前半）
3）マルコム・ビルソンのDVD《Knowing the Score》の視聴（後半）
4）《Knowing the Score》に関するディスカッション（1）視聴しての感想
5）《Knowing the Score》に関するディスカッション（2）指導者からのコメント
6）アーティキュレーション基礎講座（1）レガートの用法
7）アーティキュレーション基礎講座（2）スタッカートの用法
8）アーティキュレーション基礎講座（3）装飾音に関して
9）アーティキュレーション基礎講座（4）付点リズムの多様性
10）アーティキュレーション基礎講座（5）モーツァルトのトリル
11）アーティキュレーション基礎講座（6）ベートーヴェンのスタッカート
12）ディスカッション（1）古典派において見受けられるさまざまな用例を捜し、それに関する考察を発表する。
13）ディスカッション（2）バロック、あるいはロマン派以降にも視野を広げ、記譜に関して気がついたことを発表する。
14）参考書籍の紹介
15）まとめ

【後期】
前期に学んだ知識を利用したワークショップを行う。何も演奏指示が記載されていない楽譜に自らアーティキュレーション記号を書き入れて
みることによって、古典派の巨匠たちの意図を再確認する。「何をどう書き入れるとどのように解釈されるか」を、実際の作業を通じて学ぶこと
を目標とする。

1）音楽の抑揚に関してさまざまな角度から考察する。
2）前回の内容をふまえ、各自がまとめたレポートを発表する。
3）古典派のアーティキュレーションに関するまとめ（前期の復習）
4）書き込み実習（1）音符だけの楽譜に実際にアーティキュレーションを書き込むことによって、その機能を実感し、読譜力向上に役立てる。
5）書き込み実習（2）古典スタイルの課題に挑戦する。
6）書き込み実習（3）バロックスタイルの課題に挑戦する。
7）ブルクミュラー研究（1）『25の練習曲』第1～12番の2種類の編集を比較し、アーティキュレーションの視点からの問題点を考察する。
8）ブルクミュラー研究（2）『25の練習曲』第13～25番の2種類の編集を比較し、アーティキュレーションの視点からの問題点を引き続き考察す
る。

◆準備学習の内容◆

特別な準備が必要な場合は授業内で指示する。			

◆成績評価の方法◆

器楽（鍵盤楽器ソロ）研究B

今井　顕

◆授業目標◆



特になし			

◆参考図書◆

授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への取り組み、及び演奏の成果による。			

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて指示。			

◆参考図書◆

現代音楽に用いられる特殊な記譜法、演奏テクニックを学び、現代音楽ピアノ作品を自分のレパートリーの一つに加える様にする。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
邦人・海外の作曲家の作品をバランス良く採り上げ、現代音楽作品ピアノ演奏法の研究を行う。又、現代音楽に対する理解をより一層深める
為に、CDを聴き、ディスカッションを行う。尚、授業内で採り上げた作品を、第１４回のミニ・コンサートに於いて演奏する。

第１回：授業内容、授業の進め方等の説明。第２回の授業で取り上げる作品への導入
第２回：１曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第３回：１曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第４回：２曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第５回：２曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第６回：２曲目の作品（３）演奏法
第７回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第８回：３曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第９回：３曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第１０回：３曲目の作品（３）演奏法
第１１回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第１２回：ミニ・コンサートへ向けての演奏の総仕上げ
第１３回：ミニ・コンサートのリハーサル
第１４回：ミニ・コンサート
第１５回：まとめ

・受講生の能力、意欲や興味に応じ、採り上げる作品はその都度提示するので、教員の指示に従う。

【後期】
(前期に習得したものをレベルアップする）
邦人・海外の作曲家の作品をバランス良く採り上げ、現代音楽作品ピアノ演奏法の研究を行う。又、現代音楽に対する理解をより一層深める
為に、CDを聴き、ディスカッションを行う。尚、授業内で採り上げた作品を、第１３回及び第１４回のミニ・コンサートに於いて演奏する。

第１回：１曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第２回：１曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第３回：２曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第４回：２曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第５回：２曲目の作品（３）演奏法
第６回：様々な現代音楽作品のCDを聴き、ディスカッションを行う
第７回：３曲目の作品（１）読譜、作品分析、演奏
第８回：３曲目の作品（２）作品分析、演奏法
第９回：３曲目の作品（３）演奏法

◆準備学習の内容◆

明確なイメージを持ち、演奏する事が出来る様に、実際に音を出して予習をする事。			

◆成績評価の方法◆

器楽（鍵盤楽器ソロ）研究B

教務課

◆授業目標◆



◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への取り組み方、演習の内容、準備の状況など、併せて評価し、成績をつける			

◆教科書（使用テキスト）◆

特にないが、担当教員より指示のあることもある			

現場で役立つことを念頭に置き、出来るだけ多くの作品に触れる。それぞれの作品のスタイルを、明確に表出できる力と見識を培う。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
4名の教員によるオムニバス形式の演習、講義を行う。
第1回(安井)ドイツ古典派～ロマンは初期のドイツ歌曲を巡って
第2回　同上
第3回　同上
第4回　同上
第5回(花岡)フランス系作品と、英語作品
第6回　同上
第7回(星野）ドイツ古典派～ロマン派ドイツ歌曲
第8回　同上
第9回　同上
第10回(河原）イタリアのロマン派歌曲を巡って
第11回　同上
第12回　同上
第13回(花岡)　日本の歌曲(瀧から清水脩まで)
第14回　同上
第15回　授業のまとめ

【後期】
4名の教員によるオムニバス形式の演習、講義を行う。
第1回(安井)ドイツ古典派～ロマンは初期のドイツ歌曲を巡って
第2回　同上
第3回　同上
第4回　同上
第5回(花岡)ロシア系作品
第6回　同上
第7回(星野）ドイツ古典派～ロマン派ドイツ歌曲
第8回　同上
第9回　同上
第10回(河原）イタリアのロマン派歌曲を巡って
第11回　同上
第12回　同上
第13回(花岡)　日本の歌曲(高田三郎から木下牧子まで)
第14回　同上
第15回　授業のまとめ		
			

◆準備学習の内容◆

伴奏の読み取りはもちろんのこと、歌詞についても、自分なりに解読し、解釈もしておく。朗読をピアニストにしてもらうこともある。			

◆成績評価の方法◆

器楽（伴奏）研究Ⅱ

声楽系

花岡　千春

◆授業目標◆



大学院での学習やその遂行状況は、将来の自分の仕事に直結するものである。そのことを常に忘れないように。
この授業の内容が、即戦力となりえるので、緊張感を持って学習するように。
それぞれの分野のエキスパートの先生方に、積極的に関わっていくこと。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

平常の授業への取り組みと演奏の成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

【前期】より高度なピアノ演奏技術及び豊かな表現力を駆使し、共演者と一体となって自発的な音楽表現ができる。	　【後期】より高度なピアノ
演奏技術及び豊かな表現力を駆使し、共演者と一体となって自発的な音楽表現ができる。公開演奏を想定して自らの演奏を客観的にとらえ
ることができる。

◆授業内容・計画◆
【前期】
器楽とのアンサンブルに求められるピアノの役割について、各楽器の特性やそれに伴う表現方法の特色をふまえながら、実践的に探求す
る。レッスン形式によって、実際の演奏上の留意点、陥りがちな問題点について学ぶ。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）ガイダンス
２）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との相違
３）弦楽器とピアノの作品
４）管楽器とピアノの作品
５）共演、伴奏における留意事項
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方
11）合図の出し方、見方、呼吸の合わせ方
12）共演者との音響バランス
13）本番に向けての調整とは
14）研究発表
15）まとめ

【後期】
器楽とのアンサンブルに求められるピアノの役割について、各楽器の特性やそれに伴う表現方法の特色をふまえながら、実践的に探求す
る。レッスン形式によって、実際の演奏上の留意点、陥りがちな問題点について学ぶ。
〈授業スケジュール〉
下記事項を確認しながら、各回とも個々の学生の選択曲によるアンサンブルレッスンを行う。
１）ガイダンス
２）アンサンブルにおいて考慮すべきピアノと他楽器との相違
３）弦楽器とピアノの作品
４）管楽器とピアノの作品
５）共演、伴奏における留意事項
６）様式、テンポ、用語や記号など譜読みの実際
７）音色や装飾音、アーティキュレーションなどの考察
８）楽曲にふさわしい表現のための演奏技術
９）共演者との楽曲解釈のすり合わせと、ピアノの役割
10）共演者とのコミュニケーションの取り方

◆準備学習の内容◆

演奏する楽曲のイメージをしっかりと持ち、自分のパートだけではなく他のパートも把握しておくこと。
事前に共演者とのリハーサルをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

器楽（伴奏）研究Ⅱ

器楽系

三木　香代

◆授業目標◆



共演者は各自で手配すること。
選択曲については、自由とする。

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス S2

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。			

【前期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。	【後期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。修了演奏でその成
果を発揮する。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  協奏曲作品研究①ドイツ人作曲家
第３回  協奏曲作品研究②フランス人作曲家
第４回  協奏曲作品研究③イタリア人作曲家
第５回  協奏曲作品研究④諸国の作曲家
第６回  中間発表に向けてのプログラム研究①無伴奏
第７回  中間発表に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第８回  中間発表に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第９回  中間発表に向けてのプログラム研究④協奏曲作品
第10回  中間発表に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第11回  中間発表に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第12回  中間発表の振り返り
第13回  研究報告と修了演奏プログラムの関連について
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

【後期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  修了演奏会に向けてのプログラム研究①無伴奏
第３回  修了演奏会に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第４回  修了演奏会に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第５回  修了演奏会に向けてのプログラム研究④協奏曲
第６回  修了演奏プログラム仮決定
第７回  修了演奏プログラムの検討①無伴奏
第８回  修了演奏プログラムの検討②ピアノ伴奏
第９回  修了演奏プログラムの検討③室内楽作品
第10回  修了演奏プログラムの検討④協奏曲
第11回  修了演奏プログラム最終決定
第12回  修了演奏に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第13回  修了演奏に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催  			
		

◆準備学習の内容◆

授業内指示。			
	

◆成績評価の方法◆

器楽（弦管打）演習Ⅱ

青木　高志

◆授業目標◆



楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。			
	

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス S4

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。			

【前期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。	【後期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。修了演奏でその成
果を発揮する。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  協奏曲作品研究①ドイツ人作曲家
第３回  協奏曲作品研究②フランス人作曲家
第４回  協奏曲作品研究③イタリア人作曲家
第５回  協奏曲作品研究④諸国の作曲家
第６回  中間発表に向けてのプログラム研究①無伴奏
第７回  中間発表に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第８回  中間発表に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第９回  中間発表に向けてのプログラム研究④協奏曲作品
第10回  中間発表に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第11回  中間発表に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第12回  中間発表の振り返り
第13回  研究報告と修了演奏プログラムの関連について
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

【後期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  修了演奏会に向けてのプログラム研究①無伴奏
第３回  修了演奏会に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第４回  修了演奏会に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第５回  修了演奏会に向けてのプログラム研究④協奏曲
第６回  修了演奏プログラム仮決定
第７回  修了演奏プログラムの検討①無伴奏
第８回  修了演奏プログラムの検討②ピアノ伴奏
第９回  修了演奏プログラムの検討③室内楽作品
第10回  修了演奏プログラムの検討④協奏曲
第11回  修了演奏プログラム最終決定
第12回  修了演奏に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第13回  修了演奏に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催  			
		

◆準備学習の内容◆

授業内指示。			
	

◆成績評価の方法◆

器楽（弦管打）演習Ⅱ

久保田　巧

◆授業目標◆



楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。			
	

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス S15

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。			

【前期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。	【後期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。修了演奏でその成
果を発揮する。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  協奏曲作品研究①ドイツ人作曲家
第３回  協奏曲作品研究②フランス人作曲家
第４回  協奏曲作品研究③イタリア人作曲家
第５回  協奏曲作品研究④諸国の作曲家
第６回  中間発表に向けてのプログラム研究①無伴奏
第７回  中間発表に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第８回  中間発表に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第９回  中間発表に向けてのプログラム研究④協奏曲作品
第10回  中間発表に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第11回  中間発表に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第12回  中間発表の振り返り
第13回  研究報告と修了演奏プログラムの関連について
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

【後期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  修了演奏会に向けてのプログラム研究①無伴奏
第３回  修了演奏会に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第４回  修了演奏会に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第５回  修了演奏会に向けてのプログラム研究④協奏曲
第６回  修了演奏プログラム仮決定
第７回  修了演奏プログラムの検討①無伴奏
第８回  修了演奏プログラムの検討②ピアノ伴奏
第９回  修了演奏プログラムの検討③室内楽作品
第10回  修了演奏プログラムの検討④協奏曲
第11回  修了演奏プログラム最終決定
第12回  修了演奏に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第13回  修了演奏に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催  			
		

◆準備学習の内容◆

授業内指示。			
	

◆成績評価の方法◆

器楽（弦管打）演習Ⅱ

佐久間　由美子

◆授業目標◆



楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。			
	

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス S50

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。			

【前期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。	【後期】演奏家、教育者になるためのノウハウを身に付ける。修了演奏でその成
果を発揮する。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  協奏曲作品研究①ドイツ人作曲家
第３回  協奏曲作品研究②フランス人作曲家
第４回  協奏曲作品研究③イタリア人作曲家
第５回  協奏曲作品研究④諸国の作曲家
第６回  中間発表に向けてのプログラム研究①無伴奏
第７回  中間発表に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第８回  中間発表に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第９回  中間発表に向けてのプログラム研究④協奏曲作品
第10回  中間発表に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第11回  中間発表に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第12回  中間発表の振り返り
第13回  研究報告と修了演奏プログラムの関連について
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

【後期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  修了演奏会に向けてのプログラム研究①無伴奏
第３回  修了演奏会に向けてのプログラム研究②ピアノ伴奏
第４回  修了演奏会に向けてのプログラム研究③室内楽作品
第５回  修了演奏会に向けてのプログラム研究④協奏曲
第６回  修了演奏プログラム仮決定
第７回  修了演奏プログラムの検討①無伴奏
第８回  修了演奏プログラムの検討②ピアノ伴奏
第９回  修了演奏プログラムの検討③室内楽作品
第10回  修了演奏プログラムの検討④協奏曲
第11回  修了演奏プログラム最終決定
第12回  修了演奏に向けて①（演奏表現の工夫：曲目別）
第13回  修了演奏に向けて②（演奏表現の工夫：プログラム全体を通して）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催  			
		

◆準備学習の内容◆

授業内指示。			
	

◆成績評価の方法◆

器楽（弦管打）演習Ⅱ

福田　隆

◆授業目標◆



楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のガイダンスで確認すること。			
	

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

学生の進度等に合わせて、授業内で指示する。
			

修了試験プログラムを題材にし、ステージマナーも含め、演奏するということはどのようなものか考え学び、自身の言葉、楽器で主張できる演
奏家を育成する。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  教員による模範パフォーマンスとディスカッション体験
第３回  フルートソロ（学生Ａ）：曲目解説と演奏及びディスカッション
第４回  フルートソロ（学生Ｂ）：曲目解説と演奏及びディスカッション
第５回  ヴァイオリンソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第６回  クラリネットソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第７回  マリンバソロ：曲目解説と演奏及びディスカッション
第８回  ソロ演奏に関する振り返りと重奏・協奏曲の進め方等
第９回  フルート二重奏とピアノによる演奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第10回  ヴァイオリンと木管とピアノによる三重奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第11回  クラリネット二重奏＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第12回  打楽器コンチェルト＜課題曲１＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第13回  クラス内発表会に向けて（プログラム構成と演奏曲決定）
第14回  クラス内発表会に向けて（演奏表現の工夫）
第15回  クラス内発表会開催

【後期】
第１回  オリエンテーション（前期の振り返りと後期の授業の目的、進め方等）
第２回  教員による模範パフォーマンスと解説及びディスカッション
第３回  フルート二重奏とピアノによる演奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第４回  ヴァイオリンと木管とピアノによる三重奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第５回  クラリネット二重奏＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第６回  打楽器コンチェルト＜課題曲２＞曲目解説と演奏及びディスカッション
第７回  重奏・協奏曲の振り返りと試験曲に関する留意点等
第８回  フルートソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第９回  ヴァイオリンソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第10回  打楽器ソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（課題確認）
第11回  フルートソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第12回  ヴァイオリンソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第13回  打楽器ソロ＜試験曲＞演奏とディスカッション（高度な解釈と演奏能力）
第14回  試験に向けた試演会開催
第15回  １年間の授業の振り返り	
			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。			

◆成績評価の方法◆

器楽（弦管打）研究（レパートリー研究）Ⅱ

武田　忠善

◆授業目標◆



楽器の特性や履修者の実態に応じて、指導教員により進め方が異なるため、第一回のオリエンテーションで確認すること。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

【前期】
授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

【後期】
修了審査会における作品の演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）により評価する。	

◆教科書（使用テキスト）◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

【後期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回  オリエンテーション
第2回  「世界の音楽作品の聴取」
第3回  「時代様式の考察」
第4回  「楽器・奏法・技法の検討」
第5回  「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回  「音楽語法の考察」
第7回  「自律的方法論の模索」
第8回  「創作のための楽曲研究」
第9回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（2）

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。			

◆成績評価の方法◆

作曲演習Ⅱ

森垣　桂一

◆授業目標◆



修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。			

授業内で資料を配布。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

【前期】
授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

【後期】
修了審査会における作品の演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）により評価する。	

◆教科書（使用テキスト）◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

【後期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回  オリエンテーション
第2回  「世界の音楽作品の聴取」
第3回  「時代様式の考察」
第4回  「楽器・奏法・技法の検討」
第5回  「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回  「音楽語法の考察」
第7回  「自律的方法論の模索」
第8回  「創作のための楽曲研究」
第9回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（2）

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。			

◆成績評価の方法◆

作曲演習Ⅱ

今村　央子

◆授業目標◆



修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。			

授業内で資料を配布。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

【前期】
授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

【後期】
修了審査会における作品の演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）により評価する。	

◆教科書（使用テキスト）◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

【後期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回  オリエンテーション
第2回  「世界の音楽作品の聴取」
第3回  「時代様式の考察」
第4回  「楽器・奏法・技法の検討」
第5回  「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回  「音楽語法の考察」
第7回  「自律的方法論の模索」
第8回  「創作のための楽曲研究」
第9回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（2）

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。			

◆成績評価の方法◆

作曲演習Ⅱ

川島　素晴

◆授業目標◆



修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。			

授業内で資料を配布。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０４

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

【前期】
授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

【後期】
修了審査会における作品の演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）により評価する。	

◆教科書（使用テキスト）◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

【後期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回  オリエンテーション
第2回  「世界の音楽作品の聴取」
第3回  「時代様式の考察」
第4回  「楽器・奏法・技法の検討」
第5回  「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回  「音楽語法の考察」
第7回  「自律的方法論の模索」
第8回  「創作のための楽曲研究」
第9回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（2）

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。			

◆成績評価の方法◆

作曲演習Ⅱ

今井　慎太郎

◆授業目標◆



修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。			

授業内で資料を配布。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０５

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

【前期】
授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

【後期】
修了審査会における作品の演奏審査と、最終試験における譜面及び研究報告の審査（面接）により評価する。	

◆教科書（使用テキスト）◆

（1）新鮮で独創性豊かな視点を持って、高度な芸術音楽作品の創作を行うことができる。（2）修了作品を完成させ、楽譜と演奏により発表す
ることができる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回　オリエンテーション
第2回　「世界の音楽作品の聴取」
第3回　「時代様式の考察」
第4回　「楽器・奏法・技法の検討」
第5回　「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回　「音楽語法の考察」
第7回　「自律的方法論の模索」
第8回　「創作のための楽曲研究」
第9回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（2）
第11回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（3）
第12回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（4）
第13回　「自主的作品創作への作曲個人レッスン」（5）
第14回　「自主的作品創作の完成」
第15回　まとめ

【後期】
修了作品創作と自主的作品創作。
（いずれも編成は自由であるが修了作品に関しては担当教員と相談し決定すること）

修了作品の内容は履修学生の希望、適正を考慮し決定されるが、特に以下の項目に留意して授業展開を行う。
第1回  オリエンテーション
第2回  「世界の音楽作品の聴取」
第3回  「時代様式の考察」
第4回  「楽器・奏法・技法の検討」
第5回  「芸術文化への広汎な視点と創作との関係性」
第6回  「音楽語法の考察」
第7回  「自律的方法論の模索」
第8回  「創作のための楽曲研究」
第9回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（1）
第10回  「修了作品創作への作曲個人レッスン」（2）

◆準備学習の内容◆

毎回、作品の完成に向けて楽譜を書いてくること。
担当教員の意見を核とした分析的思考と創作の実践を継続する。			

◆成績評価の方法◆

作曲演習Ⅱ

市川　景之

◆授業目標◆



修了作品は研究課題と関連付けた内容が問われる。			

授業内で資料を配布。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。			

◆参考図書◆

ソルフェージュ教育者として必要なスキルを身に付ける。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
第３セメスターでは、論文執筆に関わる事柄が中心となる。必要な資料の内容を分析・検討、指導案を考えるなど、準備を進めながら少しず
つ執筆を始める。
また、教材研究と自作教材作成、ソルフェージュ能力の向上のための訓練も継続する。

1)第２セメスターの内容の反省と第３セメスターの展望
2)論文指導①（研究の目的）
3)論文指導②（研究の概要・方法）
4)論文指導③（章立てと内容）
5)論文指導④（資料の選択）
6)論文指導⑤（資料の分析）
7)論文指導⑥（資料の検討）
8)論文指導⑦（文章の書き方）
9)論文指導⑧（指導案の概要）
10)オーケストラ・スコアのリダクション①
11)オーケストラ・スコアのリダクション②
12)オーケストラ・スコアのリダクション③
13)ソルフェージュ指導の実践①
14)ソルフェージュ指導の実践②
15)まとめ

【後期】
第４セメスターでは、論文完成と修士演奏に向けて、研究、教材作成、指導法、自己のソルフェージュ能力の向上のすべてにおいて目に見え
る成果を上げる。

1)論文進捗状況報告と第４セメスターの展望
2)論文指導①（完成した部分のチェック）
3)論文指導②（新しい資料の分析、検討）
4)論文指導③（指導案の作成）
5)論文指導④（指導案の実践、模擬授業）
6)論文指導⑤（模擬授業の反省）
7)論文指導⑥（論文の添削）
8)論文指導⑦（論文の添削）
9)論文指導⑧（全体のチェック）
10)自作教材作成①
11)自作教材作成②

◆準備学習の内容◆

原則、学生が研究した内容について報告し、検討、議論、添削する形で進行するため、毎週必ず研究の成果、進捗状況を目に見えるかたち
で提示するよう準備すること。			

◆成績評価の方法◆

ソルフェージュ演習Ⅱ

今村　央子

◆授業目標◆



修士論文で扱う事柄については、専門的で深い視座が要求されることを自覚し、研究を進めること。
音楽の深さと楽しさを伝えられる指導者を目指して欲しい。	

特になし。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

多岐にわたる現代音楽の作曲技法を、CD試聴、楽譜の検証、楽曲分析を通じて概観することで会得する。楽曲分析を中心に据えて研究し
ていくが、大切なのは作曲家の意図、イマジネーションやコスモロジーに肉薄することであり、分析が机上の作業に終始しないことである。こ
こで学んだことの自作への応用が技法として借用・援用することではなく、創作家としての姿勢を倣うことにつなげていく。  			

◆授業内容・計画◆
【前期】
（１）新ヴィーン楽派-1「自由無調期」
（２）新ヴィーン楽派-2「12音技法期」
（３）メシアン
（４）ブーレーズ
（５）シュトックハウゼン
（６）ノーノ、電子音楽
（７）クセナキス
（８）ペンデレツキとポーランド楽派
（９）リゲティ-１
（10）ナンカロウとリゲティ-2
（11）ベリオと引用音楽、多様式
（12）グロボカールと即興音楽
（13）カーゲルとムジークテアター
（14）20世紀初頭の様々な動向
（15）まとめ

【後期】
（１）アイヴズ、カウエル
（２）ヴァレーズ、アンタイル、パーチ、ハリソン
（３）ケージ-1「不確定性以前」
（４）ケージ-2「不確定性以後」
（５）フェルドマン、フルクサス
（６）ライヒとミニマル音楽、他
（７）ラッヘンマン、ホリガーとドイツ語圏の音楽
（８）シェルシ、ドナトーニとイタリアの作曲家
（９）スペクトル楽派とその後のフランス音楽
（10）新ロマン主義とニュー・コンプレキシティー
（11）その後の動向
（12）日本の作曲家
（13）課題発表＋補遺（1）
（14）課題発表＋補遺（2）
（15）まとめ
		
		

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う楽曲について、できる限り事前に読譜、試聴をしておくことが望ましい。また、授業内では扱う楽曲の全てを試聴できない場合が
多い。事後にも、復習として読譜とともに試聴し、研究を深めるべきである。毎回の授業では、次回までの課題を示す場合が多いので、それ
については確実に行い、自身が興味を持った作曲家・事項については、更に深く掘り下げた研究を進めるべきである。 			

◆成績評価の方法◆

作曲法研究Ⅱ

川島　素晴

◆授業目標◆



【前期】
１）期末レポート「リゲティ『室内協奏曲』第１楽章」
２）授業内での取り組み内容  "			

【後期】
１）期末レポート「ドナトーニ『Omar』」
２）期末提出作品「通常の奏法を用いないピアノ作品」提出、及び演奏発表
３）授業内での取り組み内容 		

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業内で指定される課題の遂行状況（調査と発表）			

◆教科書（使用テキスト）◆

２０世紀に現れた新しいテクノロジー、ツールであるコンピュータは私たちの社会、生活、文化のみならず、我々の文明全体を方向を決定づ
けていると言える。その意味においてコンピュータ音楽を単に音楽のジャンルのなかでだけ捉えるのではなく、そこから生まれる新しい表現
方法、音楽、美学については様々な視座から考察し調査する必要がある。それらの作業を通して来たるべきイノバティーブなコンピュータ音
楽像を探り、それを実践する方法の策定を試みる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
本講座においては学生が主体になり、コンピューターのもつ表現の可能性を音楽を中心軸におき、調査、研究するのだが、講座の前半にお
いては、そのための基礎的なリサーチデザインの学習を行い、調査のための方法、方法論を習得する。後半において各学生は選んだ事項、
テーマ、作品などについて調査、発表しディスカッションを通して知見を深め、それを実践に移す方法を案出する。

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 リサーチデザイン(1)
第3回 リサーチデザイン(2)
第4回 リサーチデザイン(3)
第5回 リサーチデザイン(4)
第6回 リサーチデザイン 発表(1)
第7回 リサーチデザイン 発表(2)
第8回 リサーチデザインのまとめとディスカッション
第9回 調査、研究発表(1)
第10回 調査、研究発表(2)
第11回 ディスカッション(1)
第12回 調査、研究発表(3)
第13回 調査、研究発表(4)
第14回 ディスカッション(2)
第15回 まとめ、最終ディスカッション

【前期】
本講座においては学生が主体になり、コンピューターのもつ表現の可能性を音楽を中心軸におき、調査、研究するのだが、各学生は選んだ
事項、テーマ、作品などについて調査、発表しディスカッションを通して知見を深め、それを実践に移す方法を案出する。

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 調査、研究発表(1)
第3回 調査、研究発表(2)
第4回 調査、研究発表(3)
第5回 ディスカッション(1)
第7回 調査、研究発表(4)
第8回 調査、研究発表(5)
第9回 ディスカッション(2)
第10回 調査、研究発表(6)
第11回 調査、研究発表(7)
第12回 調査、研究発表(8)

◆準備学習の内容◆

自ら選んだテーマにそって調査、研究し発表に向けて準備する。			

◆成績評価の方法◆

コンピュータ音楽研究Ⅱ

古川　聖

◆授業目標◆



【前期】履修定員：約10名			

【後期】履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ音楽研究IIIも合わせて履修のこと
			

必要な本、資料などは授業開始時に指示する。 			

◆参考図書◆

リサーチデザイン、新・100の法則(BNN新社）、音楽の起源（上）、 Nils Wollinほか（人間と社会社）、音楽のカルチュラルスタディーズ（アルテ
スパブリッシング）			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】２０世紀以降の作品を題材とし、広義のソルフェージュの概念を援用しつつテキストを読み込み、演奏解釈へどのように関連付けて実
際の演奏の質を高めていくかを研究する。	　【後期】２０世紀以降の作品を題材とし、広義のソルフェージュの概念を援用しつつテキストを読
み込み、結果としての演奏解釈を身に付ける。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
学生が取り上げる作品をクラスで共有し、様々な角度から、読譜、分析を行い、作品自体の音空間を考察する。
次の段階として、その読取を自己の実演に対する批判的聴取を重ねることにより音響現象として実体化していく。
通常のレパートリーでは扱いにくい、現代作品を中心に授業を展開する。
また、数々の音楽が創造される現場を実際に体験することも企図している。

１)作品選択のためのリサーチ第一回
２）作品選択のためのリサーチ第二回
３）作品に関しての文献収集（日本語）
４）作品に関しての文献収集（外国語）
５）作品演奏研究第一回
６）作品演奏研究第二回
７）通奏、相互評価
８）第二の作品選択のためのリサーチ第一回
９）第二の作品選択のためのリサーチ第二回
１０）第二の作品に関する文献収集（日本語）
１１）第二の作品に関する文献収集（外国語）
１２）第二の作品演奏研究第一回
１３）第二の作品演奏研究第二回
１４）第二の作品通奏、相互評価
１５）取り上げた二作品に対する総合評価

【後期】
１)作品選択のためのリサーチ第一回
２）作品選択のためのリサーチ第二回
３）作品に関しての文献収集（日本語）
４）作品に関しての文献収集（外国語）
５）作品演奏研究第一回
６）作品演奏研究第二回
７）通奏、相互評価
８）第二の作品選択のためのリサーチ第一回
９）第二の作品選択のためのリサーチ第二回
１０）第二の作品に関する文献収集（日本語）
１１）第二の作品に関する文献収集（外国語）
１２）第二の作品演奏研究第一回
１３）第二の作品演奏研究第二回

◆準備学習の内容◆

１９４５年以降に作曲された作品について、興味を持ち楽譜、音の資料に常に接するように準備する。
また、参考文献は英語、又は仏語となるので、これらの語学の基本的能力があることが望ましい。			

◆成績評価の方法◆

ソルフェージュ研究

教務課

◆授業目標◆



実技の授業となるから事前に十分な準備をすること。			

特に無し。			

◆参考図書◆

取り上げる作品により、その都度指定する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

研究発表の内容、平常の授業への取組みを総合的にみて評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてプリントを配布する。			

（1）作曲家とその作品について問題意識を持って調査・研究し、楽曲分析等によって結論を導き出すことができる。 （2）修士論文、研究課題
作成への材料となる課題を策定し、プレゼンテーションできる。

◆授業内容・計画◆
はじめに「作曲家の様式」「作品の分析」「プレゼンテーション」等について、音源・映像資料等を用いたレクチャーを行う。その後、個々の学生
が最も興味のある作曲家の作品を分析し、それぞれが1～2回にわたって研究発表する。また毎回発表の内容について参加者全員で討議・
討論をする。後期は「作曲家作品研究I」の内容をさらに完成度を高め、継続する。

【前期】
第1回　オリエンテーション
第2回　「作曲家の様式」について（1）
第3回　「作品の分析」について（1）
第4回　「プレゼンテーションについて（1）
第5回　＜学生1＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第6回　＜学生2＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第7回　＜学生3＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第8回　＜学生4＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第9回　＜学生5＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第10回　＜学生6＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第11回　＜学生7＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第12回　＜学生8＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第13回　＜学生9＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第14回　＜学生10＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第15回　まとめ

【後期】
第1回  オリエンテーション
第2回  「作曲家の様式」について（2）
第3回  「作品の分析」について（2）
第4回  「プレゼンテーションについて（2）
第5回  ＜学生1＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第6回  ＜学生2＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第7回  ＜学生3＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第8回  ＜学生4＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第9回  ＜学生5＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第10回  ＜学生6＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第11回  ＜学生7＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第12回  ＜学生8＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答
第13回  ＜学生9＞のプレゼンテーションと全体での質疑応答

◆準備学習の内容◆

各自研究発表に向けて、研究と分析を十分にしておくこと。プレゼンテーションの準備として、配布資料（内容は授業中に指導する）を作成
し、取り上げる楽曲の音源、楽譜等を用意しておくこと。			

◆成績評価の方法◆

作曲家作品研究

森垣　桂一

◆授業目標◆



◆参考図書◆

授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

積極的に参加することが望まれる。 			

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

修士論文の執筆  			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。  			

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。  			

◆成績評価の方法◆

音楽学演習Ⅱ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

積極的に参加することが望まれる。 			

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

修士論文の執筆  			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。  			

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。  			

◆成績評価の方法◆

音楽学演習Ⅱ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

積極的に参加することが望まれる。 			

発表した内容と授業に積極的に参加したかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

修士論文の執筆  			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各回の研究テーマについて学習した内容を報告する。  			

◆準備学習の内容◆

発表する内容を継続して学習する。  			

◆成績評価の方法◆

音楽学演習Ⅱ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

音楽学研究法Ⅰ

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・発表・通常の授業への取り組み（ディスカッション）。
・期末レポート。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

適宜、指示する。

◆留意事項◆

音楽学における様々な考え方や研究方法について知るとともに、それに関して適確な発表をしたり、ディスカッションに参加したりできるよう
になる。			

◆授業内容・計画◆

・修士課程の大学院生（音楽学）、音楽学研究コース３～４年生、ならびに音楽情報専修の学生の合同で開講される。
・大学院修士課程（２年生以上）は修論プロスペクト、音楽学研究コース（４年生以上）は卒論プロスペクトの発表が課される。
・音楽学の教員ならびにゲスト講師が持ち回りで研究発表を行い、これに基づいてディスカッションを行う。
・原則として隔週で開講し、前期全7回、後期全8回を予定している。

【前期】
○各回の概要（予定）
第１回  オリエンテーション
第２回  教員発表（１）
第３回  教員発表（２）
第４回  文献紹介１（学部４年生）
第５回  文献紹介２（学部４年生）
第６回  文献紹介３（修士課程１年生）
第７回  文献紹介４（修士課程２年生）

【後期】
○各回の概要（予定）
第１回  修論プロスペクトと文献紹介（各１名）
第２回  修論プロスペクトと文献紹介（各１名）
第３回  卒論プロスペクト１（３名）
第４回  卒論プロスペクト２（２名）
第５回  教員発表（３）
第６回  教員発表（４）
第７回  教員発表（５）
第８回  まとめ  			
		

◆準備学習の内容◆

・自分の発表にあたっては、レジュメの作成方法等を踏まえ、充分に準備をして臨むこと。
・次回発表者から参考文献や、予め聴いておくべき楽曲など  が指定された場合には、きちんと予習をしておくこと。			

◆成績評価の方法◆

音楽学研究法Ⅱ

友利　修

◆授業目標◆



・初回に「年間日程・発表者・発表題目」を配布する。
・ゲスト講師の都合によって日程が変更される場合があるので注意すること。
・積極的に発言すること。   		



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

音楽教育研究法Ⅰ

神原　雅之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業に参加する態度や、実際に演奏して貰うことがあるので、その積極性を評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】音楽作品をいかに演奏するかという本質的な問題を考え、楽譜を読む力をつけて質の高い演奏が出来るようになる　【後期】演奏す
る人間の精神と肉体に起こる様々な問題を意識化して音楽する自分自身を知り、各自の個性に従って演奏力を高めることができる

◆授業内容・計画◆
【前期】
　１回目　演奏解釈とは
　２回目　フレーズ構成と文章構造の関係
　３回目　楽譜の読み方。（音組織を時間の中で持続として示すために）
　４回目　音楽する人間の精神の働きについて
　５回目　演奏に伴う技術の問題について
　６回目　古典派ソナタ形式について（エマヌエル・バッハ、ハイドン、モーツアルトのソナタ形式）
　７回目　ベートーヴェン研究その１（ボン時代からウィーン初期作品）
　８回目　ベートーヴェン研究その２（初期ソナタ形式の分析と演奏法）
　９回目　ベートーヴェン研究その３（中期ソナタの分析と演奏法）
１０回目　ベートーヴェン研究その４（後期ソナタの研究）
１１回目　芸術運動としてのロマン主義について
１２回目　シューベルトの音楽（ロマン派音楽の形式的特徴）
１３回目　シューマンの音楽（作品の構造分析と演奏法）
１４回目　シューマンの音楽（室内楽を巡って）
１５回目　まとめ

【後期】
　１回目　音を聴く力。（視覚と聴覚の違い。質的なものを直覚できる耳）
　２回目　計測できるものと計測できないもの。（情念と身体の関係について）
　３回目　音を作る。音楽家にとっての音の意味を問う。
　　　　　（西洋クラシック音楽に共通する楽音のベルカント的身体感覚ついて）
　４回目　ブラームスのハイドンの主題による変奏曲の演奏的研究（テーマと第１第２変奏）
　　　　　ブラームスのハイドンの主題による変奏曲は作曲者自身によって２台ピアノによるものと
　　　　　交響曲として書かれたものがあるが４回目からはこの二つのものを比較し作曲者のイメージ
　　　　　した響きを探る。
　５回目　ハイドン変奏曲研究その２（第３～５変奏）
　６回目　ハイドン変奏曲研究その３（第６～８変奏）
　７回目　ハイドン変奏曲研究その４（終曲）
　８回目　演奏研究その１（フルートの作品）
　　　　　　８回目からは授業に参加している学生の希望により各楽器の作品を研究する
　９回目　演奏研究その２（クラリネットの作品）
１０回目　演奏研究その３（サクソホンの作品）
１１回目　演奏研究その４（打楽器の作品）
１２回目　演奏研究その５（フルートの作品）
１３回目　演奏研究その６（クラリネットの作品）

◆準備学習の内容◆

【前期】作品の研究に当たっては指示された曲の楽譜を用意し授業の理解の為に予習することが望ましい。			

【後期】研究する曲の楽譜を用意し調べて授業に臨むことが望まれる。			

◆成績評価の方法◆

作品研究

器楽系

安井　耕一

◆授業目標◆



【前期】様々な器楽奏者が集まる授業であるから、他の楽器に対する知識を深め音楽する上での共通の問題を見つけ出して各自の成長に
役立ててほしい。			

【後期】様々な楽器奏者が集う授業であるから、他の楽器に対する知識を深め演奏力の向上に努めてほしい。			

【前期】別に無し
【後期】ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲のスコアを用意すること。			

◆参考図書◆

授業の中で推奨する本を述べるので読むこと。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

オペラ

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

歌曲

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

鍵盤楽器

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０４

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

伴奏

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０５

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

弦管打楽器

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０６

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

音楽理論・ソルフェージュ

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０８

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

研究法Ⅱ

作品創作・コンピュータ音楽

教務課

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

【前期】企画案と発表の仕方を総合的に評価する。  			

【後期】演奏会の企画案と演奏会のマネジメントなどを総合的に評価する。  			

◆教科書（使用テキスト）◆

Eric Booth: Teaching Artist Bibleを使用するが、日本語訳を配布する。  			

◆参考図書◆

音楽ティーチングアーティストとして活躍するための知識とスキルを修得する  			

◆授業内容・計画◆
【前期】
近年、小・中学校や病院などの施設でミニコンサートが開かれることが多くなりました。そこでは音楽を演奏するだけでなく、演奏する曲目や
楽器について説明することが求められます。また通常の演奏会でも、聴衆に深く音楽を聴いてもらい、クラシック音楽を楽しんでもらわなくて
はなりません。音楽ティーチング・アーティスト
は、演奏家でありながら、聴衆に対して教育的なことができる人を指します。この授業の目的は、１１月から１２月の時期に、大学の近くに施
設で演奏会を開催します。

１．ティーチング・アーティストとはどんな人
２．ティーチング・アーティストに求められる資質とスキル
３．ティーチング・アーティストになるための学び
４．ティーチング・アーティストの活動事例（ゲストティーチャー１）
５．エントリーポイント（学生による事例発表１）
６．エントリーポイント（学生による事例発表２）
７．エントリーポイント（学生による事例発表３）
８．エントリーポイント（学生による事例発表４）
９．ティーチング・アーティストの活動事例（ゲストティーチャー２）
１０．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表１）
１１．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表２）
１２．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表３）
１３．演奏会のためのアクティヴィティ（学生による実践発表４）
１４．演奏会の企画  (15-19)
１５．夏休み中に演奏会パートナー機関と打ち合わせをする

【後期】
音楽ティーチングアーティストとして活躍するための知識とスキルを修得する。

１．演奏会企画発表会（１）
２．演奏会企画発表会（２）
３．演奏会企画発表会（３）
４．アクティヴィティ発表会（１）
５．アクティヴィティ発表会（２）
６．アクティヴィティ発表会（３）
７．アクティヴィティ発表会（４）
８．演奏会
９．演奏会
１０．演奏会

◆準備学習の内容◆

グループで分担を決めて企画案を作成するので、授業時間以外での作業が必要とされる。  			

◆成績評価の方法◆

テーマ別演習B

音楽ティーチングアーティスト実践

久保田　慶一

◆授業目標◆



【前期】授業には積極的に参加することが望まれる。後期にも必ず履修して出席すること。  			

【後期】授業には積極的に参加することが望まれる。前期を履修して、出席数を満たしていること。			

適宜指摘する  			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業内発表、レポート			

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

音楽と多様なメディアによる芸術表現の試みについて知見を深める。			

◆授業内容・計画◆
20世紀以降に顕著となった、音楽と多様なメディアを組み合わせる試みへの知見を深め、これからの芸術表現の可能性を考察する。テーマ
となるアーティストや作品を各回に取り上げ、視聴と解説を行うとともに、受講者による発表とディスカッションを実施する。

【前期】

【音楽と映像メディア】
1）オスカー・フィッシンガー　音楽と「動く絵画」
2）ノーマン・マクラレン　音と映像の「シンクロニゼーション」
3）ノーマン・マクラレン　メディア・アーティストとしてのマクラレン
4）黒川良一 　コンピュータによる生成的アプローチ
5）さまざまなアーティスト1
6）学生発表1
7）学生発表2
8）ゲスト・レクチャー（予定）

【ミュージック・ビデオ】
9）ミシェル・ゴンドリー
10）クリス・カニングハム
11）OK Go　映像の「カット」と音楽
12）さまざまなアーティスト2
13）学生発表3
14）学生発表4
15）まとめ

【後期】

1）コート・リッピ　ゲスト・レクチャー（予定）

【オーディオビジュアル／パフォーマンス】
2）池田亮司　dumb type
3）池田亮司　ライブ・パフォーマンスとインスタレーション
4）cyclo.　データと現象
5）alva noto　音楽と美術のあいだ
6）さまざまなアーティスト1
7）学生発表1
8）学生発表2

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げた内容について、関連するアーティストや作品のリサーチを各自で行うこと。 			

◆成績評価の方法◆

テーマ別演習B

今井　慎太郎

◆授業目標◆



芸術の設計―見る／作ることのアプリケーション（岡崎乾二郎 著／フィルムアート社）
現代音楽×メディアアート―音響と映像のシンセシス（中村滋延 著／九州大学出版会）
メディア・アート創世記ー科学と芸術の出会い（坂根厳夫 著／フィルムアート社）			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

発表内容と議論等への参加姿勢。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】ベートーヴェンの中期作品に関し、自分の演奏・研究活動と結びつけながら、作品解釈の方法を学ぶ。　【後期】ベートーヴェンの後期
作品に関し、自分の演奏・研究活動と結びつけながら、作品解釈の方法を学ぶ。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
学生の興味関心に鑑みながら、学生の発表を中心にして授業を進める。したがって、具体的に取り上げる楽曲に関しては、初回のオリエン
テーションの内容次第で変更の対象となる。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション、基本文献について
第２回　交響曲第３番「英雄」（１）第１楽章について
第３回　交響曲第３番「英雄」（２）第１楽章について
第４回　交響曲第３番「英雄」（３）ふたつの中間楽章について
第５回　交響曲第３番「英雄」（４）第４楽章について
第６回　交響曲第３番「英雄」（５）第４楽章について
第７回　プロメテウスとしてのナポレオンと交響曲第３番「英雄」
第８回　オペラ《フィデリオ》（１）歴史的前提、物語
第９回　オペラ《フィデリオ》（２）第１幕について
第10回　オペラ《フィデリオ》（３）第１幕について
第11回　オペラ《フィデリオ》（４）第２幕について
第12回　オペラ《フィデリオ》（５）第２幕について
第13回　オペラ《フィデリオ》（６）演出の観点から
第14回　《レオノーレ》から《フィデリオ》へ：異稿と４つの序曲
第15回　まとめ

【後期】
学生の興味関心に鑑みながら、学生の発表を中心にして授業を進める。したがって、具体的に取り上げる楽曲に関しては、初回のオリエン
テーションの内容次第で変更の対象となる。

○各回の概要（予定）
第１回　オリエンテーション、基本文献について
第２回　交響曲第９番（１）第１楽章について
第３回　交響曲第９番（２）第１楽章について
第４回　交響曲第９番（３）第２楽章について
第５回　交響曲第９番（４）第３楽章について
第６回　交響曲第９番（５）第４楽章について
第７回　交響曲第９番（６）第４楽章について
第８回　交響曲第９番に関するまとめ
第９回　弦楽四重奏曲Op.131、第１楽章について
第10回　弦楽四重奏曲Op.131、第２楽章について

◆準備学習の内容◆

・発表担当者は、充分な準備をし、レジュメを用意して臨むこと。
・受講者全員が、取り上げられる作品について視覚面（楽譜）と聴覚面（音源）の両面でよく検討してくること。			

◆成績評価の方法◆

テーマ別演習B

沼口　隆

◆授業目標◆



・大学院で演奏を専門に学ぶ学生が中心になると考えられるため、自分に引きつけた問題性を各自が積極的に見
　出し、受講生相互の間で活発なコミュニケーションが行われるように努めて欲しい。
・2014年に約50年ぶりにベートーヴェンの作品目録が刊行された。ドイツ語の読解力が必要にはなるが、担当教
　員と相談するなどして、最新の情報に関心を持っておくこと。			

なし。			

◆参考図書◆

適宜指示する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

半期ごとにレポートを提出してもらいます。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

特になし			

ガーシュインを中心とした20世紀初頭のアメリカ音楽を文化史的に理解できる			

◆授業内容・計画◆

【前期】
ジャズの台頭、録音・放送メディアや映画音楽の発達、消費的音楽文化の興隆といった条件がそろって出てくる20世紀前半のアメリカは、音
楽文化史上の重要な転換点であり、今日の音楽文化の基礎を作った、とても重要な存在です。音楽研究所では「現代のはじまり」とも言うべ
きこの時代の音楽文化について資料調査や演奏史的研究を行い、その成果の一端を「プロジェクト」科目として開講します。
　本年度はこの時代を代表する作曲家ガーシュインを中心に、その時代の音楽文化を眺めます。
　授業は隔週に行われます(半期7回）。講義は音楽研究所のスタッフと外部の講師が交代で担当します。適宜演奏も含まれます。
第1回　ガーシュインとその時代[ガイダンス]
第2回　ガーシュインの生涯
第3回　ディキシーランド・ジャズの魅力
第4回　クラシック系アメリカ音楽の歴史
第5回　ティンパン・アレイとポピュラー音楽
第6回　ガーシュイン作品の秘密[作品分析]
第7回　演奏会

【後期】
ジャズの台頭、録音・放送メディアや映画音楽の発達、消費的音楽文化の興隆といった条件がそろって出てくる20世紀前半のアメリカは、音
楽文化史上の重要な転換点であり、今日の音楽文化の基礎を作った、とても重要な存在です。音楽研究所では「現代のはじまり」とも言うべ
きこの時代の音楽文化について資料調査や演奏史的研究を行い、その成果の一端を「プロジェクト」科目として開講します。
　本年度はこの時代を代表する作曲家ガーシュインを中心に、その時代の音楽文化を眺めます。
　授業は隔週に行われます(半期7回）。講義は音楽研究所のスタッフと外部の講師が交代で担当します。適宜演奏も含まれます。
第1回　ヨーロッパ音楽へのジャズの影響
第2回　バンジョーの魅力
第3回　『ジャズ・シンガー』と『キング・オブ・ジャズ』
第4回　ポール・ホワイトマンの仕事
第5回　ディズニーと音楽
第6回　《ラプソディー・イン・ブルー》の5つの顔
第7回　山下洋輔ガーシュインを語る			
			

◆準備学習の内容◆

各回の対象として予想される作品やジャンルについて触れておくこと			

◆成績評価の方法◆

プロジェクトⅡ

吉成　順

◆授業目標◆



特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

ドイツ歌曲を歴史を追って研究し、各時代の様式、作曲家の特徴を知り、その表現方法の違いを考察する。楽曲分析を通して詩と音楽との
的確な役割を理解し、その一体化を目指すべく、美しく明確な発音と発声の結びつきを研究し演奏する。			

◆授業内容・計画◆
独語の歌曲とオラトリオの作品を適宜選択し、演習する。
歌曲においては、時代作曲家とその作品の背景を考察しつつ楽曲分析を行う。詩の解釈は勿論のこと分析を通して知り得た旋律、伴奏の意
味するところを深く探り、歌唱と伴奏との融合を目指す。又色彩豊かな音色での演奏を志し、その為に必要な美しい発音と発声の技術を研究
する。
同様にオラトリオにおいてもキリスト教の精神、オラトリオの意義を踏まえ、授業目標に沿った演習を志す。
最後に授業内発表会の形式をとり、その成果を見る。

【前期】
第1回：ガイダンス及び任意の1曲の歌曲演奏により、各自のドイツ歌曲の経験度を判断し、大まかなセメスターの計画を立てる。

第2回～第4回：グルック、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン等、シューベルト以前の作品を取り上げながら、楽曲におけるドイツ語の正
しい処理の仕方を研究する。

第5回：オラトリオの演習Ⅰ、キリスト教を考える。

第6回～第9回：シューベルトの作品に出来るだけ多く触れ、彼が確立していったリートの世界を深く探る。多様な演奏形体の研究及びそれら
の融合、ピアノ伴奏における表現力の豊かさ、手法の多様性、和声の豊かさ等を分析し、演奏に活かす。

第10回：オラトリオ演習Ⅱ　演奏法の考察と実践

第11回：オラトリオ演習Ⅲ　演奏法の考察と実践

第12回～第13回：更にシューベルトの作品を取り上げ分析力を高め、言外の意味するところを踏まえ言葉の色彩の表現を試す。

第14回：メンデルスゾーンの作品研究

第15回：レーヴェの作品研究・ロマン派までのまとめ

【後期】
第1回：ガイダンス、ドイツ歌曲専修生の発表会、修了演目等も考慮しつつ後期の計画を立てる。

第2回～第4回：シューマンの作品から彼の音楽語法を研究し、シューベルトとのピアノの役割などの違いを知り演奏する。

第5回：オラトリオ演習Ⅰ

第6回～第7回：ブラームスの重んじた民謡の様式や聖書を題材にした作品も取り入れ研究する。

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ａ

独語

田中　淑惠

◆授業目標◆



特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。			

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。			

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）			

◆留意事項◆

正しいイタリア語の発音、ディクションを身につけてベルカントの的確な発声に繋げる。そしてそのベルカントを以って様々なイタリア歌曲（オラ
トリオも含む）にアプローチする。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける
事を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。

１回目         声聴き会、オリエンテーション
２回目         授業で取り上げるペートン版についての説明をし、個々に合わせた曲目選択する。
３回目         授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
４回目　　　　 発音練習後、各自選択した曲を取り上げ、実際に歌唱する。適宜発音に関してチェックする。
５～９回目     各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１０回目     　授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
１１～１４回目 各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１５回目    　 前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

【後期】
１回目　　　　　　前期の復習。ディスカッション。
２回目　　　　　　オラトリオを含む新たな曲を取り入れるよう、ディスカッションしながら決めて行く。
３回目　　　　　　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
４回目　　　　　　徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
５回目　　　　　　徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
６回目～１０回目　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
７回目　　　　　　授業最後に行われる発表会に対処すべく、ディスカッションしながら選曲準備をする。
８回目～１４回目　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
１５回目　　　　　授業内発表会		

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。			

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ａ

伊語

下原　千恵子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
			

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。			

仏語における詩と音楽の一体化を目指し、また美しい発音と発声の結びつきを研究し、演奏する。

◆授業内容・計画◆
前期・後期を通じて、仏語の作曲者・詩人の作品を適宜選択し、演習する。その際詩の解釈またその点に留意しての楽曲分析を行い、言葉
の扱い方を習得し、それを生かした演奏表現の可能性を探り実践する。作品は古典から近代歌曲までとする。
また、オラトリオの意義と背景を学び（特にキリスト教の精神など）歌曲と同様に授業目標に準じて演習する。
最後の授業では発表会を開催し、どのように成果が上がったかディスカッションをする。

【前期】

・１回目　声聴き会、オリエンテーション

・２回目　母音についての説明。一人ずつ発音する。

・３回目　リエゾンについての説明。各自曲を取り上げ、発音した後、実際に歌唱する。

・４回目　３回目の復習。

・５回目　名曲についての詩の解釈と歌唱。

・６回目　名曲についての詩の和声についての説明と歌唱。

・７回目　フォーレについての説明と歌唱。

・８回目　ドビュッシーについての説明と歌唱。

・９回目　フランスの文化についての説明と歌唱。

・１０回目　新たな曲を取り歌唱する。

・１１回目　１０回目の復習。

・１２回目　各自歌唱した後でディスカッションを行う。

・１３回目　各自複数曲を歌唱する。

・１４回目　全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

◆準備学習の内容◆

・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。	

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ａ

仏語

秋山　理恵

◆授業目標◆



フランス語に不慣れでも履修可能。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０４

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

【前期】日本歌曲の歌唱法を、歴史的背景、文化、音声学などから検証し、いかにして自然で美しい日本語を歌唱表現できるかを研究する。
詩の朗読や歌唱の実践を通して、より深い解釈と歌唱技術の向上を目的とする。【後期】前期に引き続き、展開期作曲家から現代までの多く
の作曲家歌曲作品の歌唱実践と詩の朗読、解釈を通して日本歌曲への理解をより深めてゆく。						

◆授業内容・計画◆

【前期】
１．日本歌曲その歴史と変遷
２．日本語の特質、日本伝統の発声法について
３．音声学から見た日本語
４．詩の朗読実践。西洋の発声法と日本語の発語、発声の比較を通して
５．創成期作曲家　滝廉太郎歌曲作品の歌唱について
６．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（１）詩人　北原白秋との出会い
７．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（２）詩人　野口雨情との出会い
８．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（３）詩人　三木露風、大木惇夫との出会い
９．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（４）民謡との融合と試み
10.継承期作曲家　橋本国彦歌曲作品の歌唱について
11.継承期作曲家　信時　潔歌曲作品の歌唱について
12.継承期作曲家　平井康三郎歌曲作品の歌唱について
13.継承期作曲家　高田三郎、成田為三ほかの歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.前期のまとめ

【後期】	
1.現代詩における日本語の自然な発語発声と歌唱法
２．「あいうえお」の母音の音色や子音についての考察
３．展開期作曲家　中田喜直歌曲作品の歌唱について
４．展開期作曲家　大中　恩歌曲作品の歌唱について
５．展開期作曲家　清水修、柴田南雄歌曲作品の歌唱について
６．展開期作曲家　石桁真礼生、早坂文雄歌曲作品の歌唱について
７．展開期作曲家　諸井三郎、諸井　誠歌曲作品の歌唱について
８．展開期作曲家　團　伊玖磨歌曲作品の歌唱について
９．展開期作曲家　小林秀雄、畑中良輔歌曲作品の歌唱について
10.展開期作曲家　別宮貞雄歌曲作品の歌唱について
11.展開期作曲家　三善　晃歌曲作品の歌唱について
12.展開期作曲家　木下牧子歌曲作品の歌唱について
13.展開期作曲家　猪本　隆歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.後期のまとめ			

◆準備学習の内容◆

各回、各自に提示された曲目について、演奏及び詩の朗読を実践して行く形式をとるので、詩人、作曲家について、また詩の解釈も含め、事
前によく予習をしてきてください。			

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ａ

日本語

小泉　惠子

◆授業目標◆



◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

ドイツ歌曲を歴史を追って研究し、各時代の様式、作曲家の特徴を知り、その表現方法の違いを考察する。楽曲分析を通して詩と音楽との
的確な役割を理解し、その一体化を目指すべく、美しく明確な発音と発声の結びつきを研究し演奏する。  			

◆授業内容・計画◆
独語の歌曲とオラトリオの作品を適宜選択し、演習する。
歌曲においては、時代作曲家とその作品の背景を考察しつつ楽曲分析を行う。詩の解釈は勿論のこと分析を通して知り得た旋律、伴奏の意
味するところを深く探り、歌唱と伴奏との融合を目指す。又色彩豊かな音色での演奏を志し、その為に必要な美しい発音と発声の技術を研究
する。
同様にオラトリオにおいてもキリスト教の精神、オラトリオの意義を踏まえ、授業目標に沿った演習を志す。
最後に授業内発表会の形式をとり、その成果を見る。

【前期】
第1回：ガイダンス及び任意の1曲の歌曲演奏により、各自のドイツ歌曲の経験度を判断し、大まかなセメスターの計画を立てる。

第2回～第4回：グルック、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン等、シューベルト以前の作品を取り上げながら、楽曲におけるドイツ語の正
しい処理の仕方を研究する。

第5回：オラトリオの演習Ⅰ、キリスト教を考える。

第6回～第9回：シューベルトの作品に出来るだけ多く触れ、彼が確立していったリートの世界を深く探る。多様な演奏形体の研究及びそれら
の融合、ピアノ伴奏における表現力の豊かさ、手法の多様性、和声の豊かさ等を分析し、演奏に活かす。

第10回：オラトリオ演習Ⅱ  演奏法の考察と実践

第11回：オラトリオ演習Ⅲ  演奏法の考察と実践

第12回～第13回：更にシューベルトの作品を取り上げ分析力を高め、言外の意味するところを踏まえ言葉の色彩の表現を試す。

第14回：メンデルスゾーンの作品研究

第15回：レーヴェの作品研究・ロマン派までのまとめ

【後期】

第1回：ガイダンス、ドイツ歌曲専修生の発表会、修了演目等も考慮しつつ後期の計画を立てる。

第2回～第4回：シューマンの作品から彼の音楽語法を研究し、シューベルトとのピアノの役割などの違いを知り演奏する。

第5回：オラトリオ演習Ⅰ

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ｂ

独語

田中　淑惠

◆授業目標◆



	

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
			

◆教科書（使用テキスト）◆

こちらで用意する。

◆参考図書◆

原曲に基づく新イタリア歌曲集（ペートン版）
 
 
 		

◆留意事項◆

正しいイタリア語の発音、ディクションを身につけてベルカントの的確な発声に繋げる。そしてそのベルカントを以って様々なイタリア歌曲（オラ
トリオも含む）にアプローチする。 			

◆授業内容・計画◆

イタリア歌曲については、主に古典、ロマン、近代、と大まかに分けて個々に合った作品を選び正しいイタリア語の発音と表現を身に付ける
事を主な目標として演習する。
オラトリオに関しては、イタリア語で書かれた作品、及び、イタリアの作曲家によって書かれた作品を演習する。

【前期】
１回目　声聴き会、オリエンテーション
２回目  授業で取り上げるペートン版についての説明をし、個々に合わせた曲目選択する。
３回目　授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
４回目  発音練習後、各自選択した曲を取り上げ、実際に歌唱する。適宜発音に関してチェックする。
５～９回目　各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１０回目　授業に取り上げるペートン版以外の曲目を含む個々に合わせた曲目選択し決定する。
１１～１４回目　各自選択した曲を取り上げ歌唱させる。各曲についての詩の意味と表現法を研究する。
１５回目　前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

【後期】
１回目　前期の復習。ディスカッション。
２回目  オラトリオを含む新たな曲を取り入れるよう、ディスカッションしながら決めて行く。
３回目  個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
４回目  徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
５回目  徹底的に選択した曲の発音、言葉の表現をチェックする。
６回目～１０回目　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
７回目　授業最後に行われる発表会に対処すべく、ディスカッションしながら選曲準備をする。
８回目～１４回目　個々が選択した曲を歌唱し、歌詞の意味を含む解析、表現法を研究する。
１５回目　授業内発表会    			

◆準備学習の内容◆

あらかじめ与えられた曲目の譜読み、歌詞の内容等は調べておく事。
			

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ｂ

伊語

下原　千恵子

◆授業目標◆



インターナショナルに通用する正しい発音を学びましょう。    			



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
			

◆教科書（使用テキスト）◆

使用テキスト等は授業内で指示する。			

仏語における詩と音楽の一体化を目指し、また美しい発音と発声の結びつきを研究し、演奏する。			

◆授業内容・計画◆
前期・後期を通じて、仏語の作曲者・詩人の作品を適宜選択し、演習する。その際詩の解釈またその点に留意しての楽曲分析を行い、言葉
の扱い方を習得し、それを生かした演奏表現の可能性を探り実践する。作品は古典から近代歌曲までとする。
また、オラトリオの意義と背景を学び（特にキリスト教の精神など）歌曲と同様に授業目標に準じて演習する。
最後の授業では発表会を開催し、どのように成果が上がったかディスカッションをする。

【前期】

・１回目  声聴き会、オリエンテーション

・２回目  母音についての説明。一人ずつ発音する。

・３回目  リエゾンについての説明。各自曲を取り上げ、発音した後、実際に歌唱する。

・４回目  ３回目の復習。

・５回目  名曲についての詩の解釈と歌唱。

・６回目  名曲についての詩の和声についての説明と歌唱。

・７回目  フォーレについての説明と歌唱。

・８回目  ドビュッシーについての説明と歌唱。

・９回目  フランスの文化についての説明と歌唱。

・１０回目  新たな曲を取り歌唱する。

・１１回目  １０回目の復習。

・１２回目  各自歌唱した後でディスカッションを行う。

・１３回目  各自複数曲を歌唱する。

・１４回目  全曲歌唱及び前期授業を受けての感想。

・１５回目  前期で取り上げたすべての曲を演習する。夏休みの課題を決定する。

◆準備学習の内容◆

・必ず発音記号を調べる。
・作曲家や詩人の背景についても調べる。

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ｂ

仏語

秋山　理恵

◆授業目標◆



フランス語に不慣れでも履修可能。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０４

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業への取り組む姿勢、演奏会などからの総合的な評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

【前期】日本歌曲の歌唱法を、歴史的背景、文化、音声学などから検証し、いかにして自然で美しい日本語を歌唱表現できるかを研究する。
詩の朗読や歌唱の実践を通して、より深い解釈と歌唱技術の向上を目的とする。【後期】前期に引き続き、展開期作曲家から現代までの多く
の作曲家歌曲作品の歌唱実践と詩の朗読、解釈を通して、日本歌曲への理解をより深めることを目的とする。	

◆授業内容・計画◆
【前期】
１．日本歌曲その歴史と変遷
２．日本語の特質、日本伝統の発声法について
３．音声学から見た日本語
４．詩の朗読実践。西洋の発声法との接点を考察する
５．創成期作曲家　滝廉太郎歌曲作品の歌唱について
６．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（１）詩人　北原白秋との出会い
７．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（２）詩人　野口雨情との出会い
８．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（３）詩人　三木露風、大木惇夫
９．創成期作曲家　山田耕筰歌曲作品の歌唱について（４）民謡との融合と試み
10.継承期作曲家　橋本国彦歌曲作品の歌唱について
11.継承期作曲家　信時　潔歌曲作品の歌唱について
12.継承期作曲家　平井康三郎歌曲作品の歌唱について
13.継承期作曲家　高田三郎、成田為三ほかの歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.前期のまとめ

【後期】
１．現代詩における日本語の自然な発語発声と歌唱法
２．「あいうえお」の母音の音色、子音についての考察
３．展開期作曲家　中田喜直歌曲作品の歌唱について
４．展開期作曲家　大中　恩歌曲作品の歌唱について
５．展開期作曲家　清水修、柴田南雄歌曲作品の歌唱について
６．展開期作曲家　石桁真礼生、早坂文雄歌曲作品の歌唱について
７．展開期作曲家　諸井三郎、諸井　誠歌曲作品の歌唱について
８．展開期作曲家　團　伊玖磨歌曲作品の歌唱について
９．展開期作曲家　小林秀雄、畑中良輔歌曲作品の歌唱について
10.展開期作曲家　別宮貞雄歌曲作品の歌唱について
11.展開期作曲家　三善　晃歌曲作品の歌唱について
12.展開期作曲家　木下牧子歌曲作品の歌唱について
13.展開期作曲家　猪本　隆ほかの歌曲作品の歌唱について
14.演奏発表会
15.後期のまとめ
			
			

◆準備学習の内容◆

【前期】各回、各自に提示された曲目について、演奏及び詩の朗読を実践して行く形式をとるので、詩人、作曲家について、また詩の解釈も
含め事前によく予習をしてきてください。【後期】前期同様、各自に提示された曲目について、演奏と詩の解釈など、よく準備しておいてくださ
い。			

◆成績評価の方法◆

歌曲・オラトリオ演習Ｂ

日本語

小泉　惠子

◆授業目標◆



◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

出席率および授業への積極的な参加による評価50％、研究発表30％、実技習熟度20％をベースとして、総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。			

テキストを持つ音楽作品を音楽家、もしくは舞台人として扱う際、必要となる基礎知識を学びつつ、実践する。また、それらがどのような手段
となり得るのかについて思考する。			

◆授業内容・計画◆
主にイタリア語の歴史的文法と音声学・音韻論の観点から考察する（言語としてのイタリア語、イタリア語の韻文、芸術的な言語としてのイタリ
ア語など）。
異なる機能を持った言語の特徴について学ぶ。基礎知識が共有できるようになった後に、言葉と音楽の関係を考察する。理論を把握するの
と同時進行で、受講者の関心のある領域から課題を持ち寄り、実践を通して舞台発音発声の基礎固めをおこなう。

【前期】
第１回：オリエンテーション
第２回：言語としての発音
第３回：芸術作品の朗読
第４回：歌唱のための発音
第５回；課題の考察と実践（１）：主にダ・ポンテのオペラ台本
第６回：課題の考察と実践（２）
第７回；課題の考察と実践（３）
第８回：課題の考察と実践（４）
第９回：課題の考察と実践（５）
第10回：課題の考察と実践（６）
第11回：課題の考察と実践（７）
第12回：課題の考察と実践（８）
第13回：課題の考察と実践（９）
第14回：課題の考察と実践（10）
第15回：前期のまとめ

※受講生の理解度や準備の状態によっては、内容や進度を変更することもある。

【後期】
第１回：課題の考察と実践（１）：主に『魔笛』および『ウィンザーの陽気な女房たち』
第２回：課題の考察と実践（２）
第３回：課題の考察と実践（３）
第４回：課題の考察と実践（４）
第５回：課題の考察と実践（５）
第６回：課題の考察と実践（６）：主に19世紀イタリア・オペラ台本
第７回：課題の考察と実践（７）
第８回：課題の考察と実践（８）
第９回：課題の考察と実践（９）
第10回：課題の考察と実践（10）
第11回：課題の考察と実践（11）

◆準備学習の内容◆

授業内で扱う作品のテキストについての事前学習が求められる。			

◆成績評価の方法◆

舞台発音発声法

教務課

◆授業目標◆



イタリア語やドイツ語の基礎知識があるものとして授業を進める。ことばへの興味や探究心が強いほど語学の力はつき、授業の内容理解も
深まるので、声楽作品の魅力（技術に支えられた声とその音声がことば表現と有機的に結び付いている）を最大限に発揮させることができる
よう、本講義を機にイタリア語やドイツ語の力をさらにアップさせて欲しい。			

◆参考図書◆

適宜指示する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回出席を取り、身体を通しての理解度を評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

声楽家に必要な身体と身体に対する意識を、完成されたクラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに獲得していく。演習ＩＩではオペラに必要と
思われる思われるダンスステップを習得する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
クラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに、しなやかで強い肉体を育成するとともに、身体に対する意識を高める。
バレエレッスンは、フロワ―レッスン、バーレッスン、センターレッスンによって構成される。
舞台表現技術１では、フロワ―レッスン、バーレッスンを中心に行う。フロワ―レッスンではストレッチングで柔軟性を、
バーレッスンではバレエの基本ポジションを学びながら、各自の身体的特徴を意識し、必要な場合は矯正する。
声楽家にはまっすぐで素直な身体が必要であるということを肝に命じて欲しい。
以下15の項目の習得を目指す。身体的習得のため何度も同じことを繰り返さなければならない。

第１回　プリエ
第２回　タンジュ
第３回　デガジェ
第４回　ロンド・ジャンプ・アテール
第５回　フォンジュ
第６回　フラッペ
第７回　アダジオ
第８回　グラン・バットマン
第９回　ポードブラ
第１０回　センター・タンジュ
第１１回　トゥール
第１２回　ジャンプ
第１３回　大きなジャンプ
第１４回　ポルカ、ワルツなど音楽家に有益と思われるステップの習得
第１５回　まとめ
この授業を通じて、大学院生がが抱える舞台表現上の諸問題、たとえば役柄の創造、小道具、大道具の効果的な使用法、日本と西洋の文
化的違いからくる所作事の違いなどを考える。

【後期】
クラッシック・バレエの肉体訓練法をもとに、しなやかで強い肉体を育成するとともに、身体に対する意識を高める。
バレエレッスンは、フロワ―レッスン、バーレッスン、センターレッスンによって構成される。
演習ＩＩではフロワ―レッスン、バーレッスン、センターレッスン行う。フロワ―レッスンではストレッチングで柔軟性を、
バーレッスンではバレエの基本ポジションを学びながら、各自の身体的特徴を意識し、必要な場合は矯正する。センターレッスンではバレエ
のステップ、ジャンプをまなぶ。
声楽家にはまっすぐで素直な身体が必要であるということを肝に命じて欲しい。
以下15の項目の習得を目指す。身体的習得のため何度も同じことを繰り返さなければならな
　
第１回から第４回まではバーレッスンを中心に行う。演習Ｉの復習の色彩が濃い。

◆準備学習の内容◆

ストレッチなど、各自が自習できる日々行うべき身体運動がある。この授業にも重要であるし、日々の生活にもたいせつなものである。			

◆成績評価の方法◆

舞台表現技術演習（ボディーテクニック）

教務課

◆授業目標◆



◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

【前期】・出版楽譜をめぐる諸問題についてその実態が理解できる。・作曲から楽譜出版までのプロセスについて理解できる。・自分の専門領
域の楽曲についてエディションの状況やその問題を把握し、自分で調査して適切に対処することができる。・エディションと不可分の関係にあ
る演奏習慣の問題について理解し、自分の解釈を組み立てることができる。	【後期】エディション（出版楽譜）に関するさまざまな問題を理解
し、自分の専門領域でのエディション選択において、適切な調査と判断が行えるようになる。また、エディションと不可分の関係にある演奏習
慣の問題について理解し、自分の解釈を組み立てることができるようになる。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
西洋伝統音楽を演奏したり研究したりする上で基本的な手がかりとなるエディション（出版楽譜）の諸問題について学び、さまざまな作曲家や
作品の事例を通して、受講生が自分で個別の問題に対応できるようなスキルと判断力を養います。

参加者の専攻や人数によって実際の進行は変わりますが、おおむね最初は共通の素材を用いてエディション問題の一般的理解を深め、そ
の後は各人が個別の作品を選んで研究発表を行います。

授業はほぼ以下のように進められます。

第1回　エディション問題概説
第2回　手稿譜（着想から自筆譜まで）
第3回　楽譜印刷のプロセス
第4回　印刷譜の種類
第5回　原典版と実用版
第6回　バッハ、モーツァルト
第7回　ベートーヴェン、シューベルト
第8回　ショパン、シューマン
第9回　ブラームス、ムソルグスキー
第10回　ドビュッシー、ラヴェル
第11回　学生の個別研究発表(1)
第12回　学生の個別研究発表(2)
第13回　学生の個別研究発表(3)
第14回　学生の個別研究発表(4)
第15回まとめ

【後期】
「授業目標」にある通り、受講生の一人ひとりが、自分の専門分野での問題を認識し、それに対処する方法を学ぶことが重要となる。したがっ
て、授業内容は、受講生の専門分野（楽器など）や関心の対象（時代、作曲家、ジャンルなど）、前提となっている知識（エディション研究Ａを
履修しているかなど）といったことに必然的に大きく左右される。

○各回の概要（予定）
第１回　導入（１）：　エディションをめぐる問題とは？
第２回　導入（２）：　受講者の問題意識を明確にする。発表の分担を決める。
第３回　文献講読（１）：　基本的な問題を把握するため、共通の文献を講読する。
第４回　文献講読（２）：　基本的な問題を把握するため、共通の文献を講読する。
第５回　エディションに関する発表（１）

◆準備学習の内容◆

【前期】
・毎回の授業で扱う内容や楽曲について事前に楽譜や文献を調査し、理解を深めておいてください。
・個別研究発表の担当者は当日までに発表に必要な配布資料やプレゼンテーションを作成しておいてください。		

【後期】
・各回で考察の対象となる楽曲については、事前に複数のエディションを検討しておくこと。
・講読に際しては、精読をした上で臨むこと。
・授業内発表にあたっては、適切な資料を整え、充分な準備をして臨むこと。

エディション研究

吉成　順

◆授業目標◆



【前期】特になし。

【後期】自分の専門領域に深く関わることを意識して、意欲的な態度で臨んで欲しい。

【前期】各自の研究発表の成果と授業への貢献度をもとに評価します。			

【後期】授業内での発表の内容、文献への理解（準備学習の状況）、議論への積極的な参加などを加味する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】特になし（適宜プリント配布）			

【後期】なし。			

◆参考図書◆

【前期】
吉成順『知って得するエディション講座』（音楽之友社）など			

【後期】
吉成順『知って得するエディション講座』（音楽之友社、2012）
アントニー・バートン『バロック音楽』（音楽之友社、2011）
アントニー・バートン『古典派の音楽』（音楽之友社、2014）
その他、適宜指示する。	

◆留意事項◆

◆成績評価の方法◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

平常授業における取り組み状態を重視。
【前期】前期終了時に試験を実施する。
【後期】授業への取り組み方、課題の修得度合い、後期終了時の試演会の成果を加味し評価する。	

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

＜オペラにおいて必要な、歌手の表現方法（演技）を学ぶ＞　歌唱テクニック以外の側面からオペラを捉え、豊かに表現する為の身体を造り
テクニックを修得する。感情表出および表現、感情に直結する動作の方法を学び修得する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
 1. 舞台表現の基本的な考え方を知る Vol.1
 2. 動けるからだを造る Vol.1
 3. 舞台表現の基本的な考え方を知る Vol.2
 4. 動けるからだを造る Vol.2
 5. シアターゲーム Vol.1
 6. シアターゲーム Vol.2
 7. シアターゲーム Vol.3
 8. 感じる心を造る Vol.1
 9. 感じる心を造る Vol.2
10. エチュード Vol.1
11. エチュード Vol.2
12. 感じた事を表現する（伝える）メカニズムを作る Vol.1
13. 感じた事を表現する（伝える）メカニズムを作る Vol.2
14. 復習
15. まとめ　etc

＊それぞれ修得状況に応じて復習を織り交ぜつつ進めていく。

【後期】
 1.「舞台表現技術演習（身体表現）Ⅰ  」からのブリッジ
 2. シアターゲーム・エチュード
 3. 楽譜から演技のヒントを得る方法を知る Vol.1
 4. 楽譜から演技のヒントを得る方法を知る Vol.2
 5. 歌唱と演技を共存させる、両者の繋がりを知る Vol.1
 6. 歌唱と演技を共存させる、両者の繋がりを知る Vol.2
 7. 主観的表現を客観的に観察する力をつける Vol.1
 8. 主観的表現を客観的に観察する力をつける Vol.2
 9. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.1
10. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.2
11. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.3
12. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.4
13. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.5
14. エアオペラで既習事項を実践する  Vol.6
15. 課題曲実演による試演会＝テスト

◆準備学習の内容◆

前回授業の復習、トレーニングを自宅学習のこと。			
さらに後期はエアオペラの課題スコアも事前学習のこと。

◆成績評価の方法◆

声楽特殊講義

◆授業目標◆



遅刻厳禁。100％の出席が望ましい。
筆記用具必携、トレーニングウェア（Tシャツなども可）、トレーニングシューズ（ソールの薄いもの）着用のこと。			

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

ピアノを含む室内楽曲について、時代様式や編成されている各楽器の特徴をとらえ、アンサンブルに不可欠な音楽表現要素を考慮して演奏
することができる。

◆授業内容・計画◆
【前期】
授業は公開レッスン形式で進め、問題点やその解決法について様々な角度から考察することで、アンサンブル能力とともにバランスの取れ
た音楽的感覚を磨く。
ヴァイオリン、チェロ、ピアノによるピアノ三重奏曲を中心に演習するが、履修学生の専攻楽器によって柔軟に対応する。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンス
 ２）ハイドン：ピアノ三重奏曲 第25番 Hob.XV-25
 ３）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第1楽章
 ４）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第2楽章
 ５）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第3楽章
 ６）シューベルト：ピアノ三重奏曲 第１番 作品99　第4楽章
 ７）ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲  第５番 作品70-1　第1楽章
 ８）ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲  第５番 作品70-1　第2楽章
 ９）ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲  第５番 作品70-1　第3楽章
 10）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第1楽章
 11）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第2楽章
 12）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第3楽章
 13）メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番 作品49　第4楽章
 14）演奏発表と合評
 15）まとめ

ピアノ三重奏曲については、上記の曲目を参考に各自選択する。楽章の抜粋も認める。
上記以外の曲目については履修学生の専攻楽器により決定する。

【後期】
授業は公開レッスン形式で進め、問題点やその解決法について様々な角度から考察することで、アンサンブル能力とともにバランスの取れ
た音楽的感覚を磨く。
ヴァイオリン、チェロ、ピアノによるピアノ三重奏曲を中心に演習するが、履修学生の専攻楽器によって柔軟に対応する。最終日に授業内発
表会を行う予定。

〈授業スケジュール〉
 １）ガイダンス
 ２）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第1楽章
 ３）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第2楽章
 ４）ブラームス：ピアノ三重奏曲 第１番 作品８　第3楽章

◆準備学習の内容◆

初回までに、各自選択する曲について検討しておくこと。
演奏する曲については、充分な準備をし、自分のパートだけでなく他のパートも把握しておくことが重要である。

◆成績評価の方法◆

室内楽演習Ⅱ

三木　香代

◆授業目標◆



チェロについては、演奏助手が共演する。
授業スケジュールは、状況に応じて変更する場合がある。
ソロでは体験できない、他者と音楽を作り上げる喜びを感じてほしい。

特になし			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席状況、授業内での取り組み方への評価、演習の内容、などについて評価し、成績を出す。			

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度、講師から示される。共通の教科書などはない。			

歌詞を知悉することは、歌曲伴奏において必須のことである。自らが専門としたい言語系はもちろんであるが、それ以外の言語系の文学作
品について知っておくことも重要である。様々な言語の文学作品に触れ、将来の仕事の実用につなげて行くことを目指す。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
4名の教員によるオムニバス形式の講義が展開される。

第1回 (花岡)通年の授業計画が示され、授業の方法について実際に学習、演習をし、原典購読の意義について理解する。
第2回 (小川)ドイツの文学思潮の大きな流れ、ドイツの社会史を含めて、理解を深める
第3回 (小川)ドイツ古典からロマン派に至る文学作品の解読、解釈
第4回 同上
第5回 同上
第6回 (河原)イタリア古典からロマン派に至る文学作品の解読、解釈。 ペトラルカやダンテ
第7回 同上
第8回 同上
第9回(武内)フランス古典からロマン派作品に至る文学作品の解読、解釈。ユーゴーを中心に
第10回 同上
第11回 同上
第12回 (花岡)日本の上代から 白秋に至る詩歌作品の解読と解釈
第13回 同上
第14回 同上
第15回 前期授業のまとめと、後期の課題の確認

【後期】
4名の教員によって、オムニバス形式で行われる
第1回 (小川)ドイツの文学思潮と社会史、ロマン派以降から現代まで
第2回 (小川)ドイツのロマン派以降の作品の解読と解釈
第3回 同上
第4回 同上
第5回 (河原)イタリアのロマン派以降の作品の解読と解釈。ダヌンツィオなど
第6回 同上
第7回 同上
第8回 (武内) フランスのロマン派以降の作品の解読と解釈 アポリネール、エリュアール、コクトー、etc
第9回 同上
第10回 同上
第11回 (花岡) 日本の詩歌作品。昭和以降の作品の解読と解釈。三好達治を中心に
第12回 同上
第13回 同上
第14回 同上
第15回 講義全体のまとめ、演奏者として歌曲作品の詩に対してどのようなアプローチの仕方が考えられるか、を考えてみる。		

◆準備学習の内容◆

課題として出された文学作品について、自力で読解し、解釈出来るようにしておく。
時には課題となる作品を使用している音楽作品をめぐる演習もあり得るので、歌い手と用意しておくことも必要となろう。			

◆成績評価の方法◆

原典講読（鍵盤楽器）

花岡　千春

◆授業目標◆



負担も大きいが、将来必ず役に立つ学修内容であるから、確かな意識を持って取り組むように。			

◆参考図書◆

その都度、講師から示される。各言語の辞書は用意しておくように。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で紹介する。			

【前期】ピアノをはじめとした器楽演奏の指導に必要な知識を深め、より効果的な指導を行うためのノウハウに関する考察を行う。	　【後期】前
期で学んだことに加え、さらに知識を増やすべく研究を継続する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
前期はメンタルおよびコーチングの概要に重点をおいた授業を展開する。会得した知識を自身の演奏にも役立てるとともに、指導者としての
能力を高める助けとする。

1）ガイダンス
2）自分自身が受けてきた演奏家育成のための教育をふり返り、良かったこと、疑問に思ったことなどを振り返り、あわせて自分自身がめざし
たい「演奏家教育」のポイント（目標）を発表する。
3）「心の法則」の概念を学ぶ。
4）「セルフイメージ」に関して学ぶ。
5）コーチ力の原点（1）理解する力
6）コーチ力の原点（2）見通す力
7）コーチ力の原点（3）愛する力
8）コーチ力の原点（4）行動する力
9）コーチ力の原点（5）楽しむ力
10）「結果エントリー」と「心エントリー」
11）サクソフォーンの指導を題材としたDVDを鑑賞し、感想を述べ合う。
12）ディスカッション（1）課題（例：戦地の医師としての苦悩）の詳細は授業内で提示する。
13）ディスカッション（2）課題（例：施設の子へのプレゼントの是非）の詳細は授業内で提示する。
14）ディスカッション（3）課題（例：バスケットボール部のヘッドコーチとしての決断）の詳細は授業内で提示する。
15）前期のまとめ

【後期】
後期の授業は「言葉で説明する」重要性に重点をおいて展開する。イタリア語の音楽用語の用法を再確認し、言葉のイメージや真意を考察
するとともに、「特定のイメージを相手にわかる言葉で表現する」練習を行う。また原典版と楽譜編集に関する情報を充実させ、教材として使
用する楽譜の選定に役立つ知識を習得する。加えて、ピアノの構造に関する理解を深め、より効率のよい奏法や練習方法の開発に役立つ
ポイントを研究する。授業内でフォルテピアノの試弾も行う。

1）ガイダンス
2）音楽楽語の研究（1）速度に関する表記
3）音楽楽語の研究（2）強弱に関する表記
4）音楽楽語の研究（3）表現に関する表記
5）音楽楽語の研究（4）その他の留意点
6）ピアノのアクション研究（1）グランドピアノ
7）ピアノのアクション研究（2）アップライトピアノ
8）フォルテピアノとチェンバロの試弾
9）ディスカッション（1）ペダリングの指導法

◆準備学習の内容◆

必要に応じて授業内で指示する。			

◆成績評価の方法◆

ピアノ教育研究

今井　顕

◆授業目標◆



ピアノ専攻、あるいは器楽専攻ではない者にとっても役立つ内容となっている。			

◆参考図書◆

授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

電子音楽及びサウンド・アートに関する芸術的方法を考察する(To discuss different approaches to the composition of electroacoustic
music and sound art)。 電子音楽の分析方法を発展させる (To develop strategies for analyzing electroacoustic music.)。 サウンドアーティス
トや作曲家又は研究者として国際生活するために英語能 力 を 養 う (To further develop English language skills necessary for an
international career as a sound artist, composer, or researcher)。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
1 General Introduction and Overview
2 Critical Engagement (Hugill)
3 The Art of Noises (Russolo)
4 The Liberation of Sound (Varèse)
5 The Future of Music: Credo (Cage)
6 Three Listening Modes (Chion)
7 Acousmatics (Schaeffer)
8 Spectromorphology (Smalley)
9 Visual Sound-Shapes (Blackburn)
10 The Music of the Environment (Schafer)
11 Soundscape: Genres and Techniques (Truax) 12 Spatial Strategies (Harrison)
13 BEAST (Harrison)
14 Review（1）
15 Review（2）

【後期】
1 Presentation of summer assignments
2 Sculpting Sounds (Risset)
3 Digital Audio Effects (Risset)
4 OpenMusic (Hirs/Murail)
5 Determinacy and Indeterminacy (Xenakis)
6 Composing Intensities (LaBelle/Xenakis)
7 Minimalism (Gann)
8 Minimalist Treatments (LaBelle/Young)
9 Sonorous Bodies (Leblanc/Sachiko M)
10 Laptop Composition (Latartara/Merzbow)
11 Drone Music (Straebel/Niblock)
12 Language Games (LaBelle/Tone)
13 Presentations and Review
14 Review（1）
15 Review（2）
		
		

◆準備学習の内容◆

音楽テクノロジー

Ｃ．コックス

◆授業目標◆



Primary language of instruction will be in English; required proficiency level will be adjusted to students’ abilities.			

課題やレポートの提出、および平常の授業への取組みにより評価する。		

◆教科書（使用テキスト）◆

無し			

◆参考図書◆

雑誌:『Organised Sound』
雑誌:『Computer Music Journal』
雑誌:『Leonardo Music Journal』
雑誌:『Contemporary Music Review』
『The Digital Musician』Hugill, Andrew (2008, Routledge)
『The Tuning of the World/世界の調律 : サウンドスケープとはなにか』 Schafer, R. Murray (1977, Knopf/2006, 平凡社)
『Background Noise: Perspectives on Sound Art』 Labelle, Brandon (2007, Continuum)
『Understanding the Art of Sound Organization』Landy, Leigh (2007, MIT Press)		

◆留意事項◆

【前期】
毎週の課題としては、議題に関する英文を読み、又は当たってる作品を聞き、 これに対して質問を考察することです。(Weekly assignments
consist of reading a given text or listening to a given work and answering follow-up questions.) 期末レポートとしては、学会論文のような短
い発表と文書が含まれる。論文の 話題として例は、作品の分析や制作に関する議論等の通りです。			

【後期】
毎週の課題としては、議題に関する英文を読み、又は当たってる作品を聞き、 これに対して質問を考察することです。
Weekly assignments consist of reading a given text or listening to a given work and answering follow-up questions. 期末レポートとしては、
学会論文のような短い発表と文書が含まれる。論文の 話題として例は、作品の分析や制作に関する議論等の通りです。

◆成績評価の方法◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

課題への理解度及び、授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

実作品を用いるので、その都度履修学生と相談しながら決定する。 			

【前期】複数（多段）の譜表を同時に読み込み、ピアノで演奏することにより、スコアリーディングの能力はもとより、読譜力の向上も図る	。
【後期】今まで学習した能力を用い、移調楽器を含む総譜がピアノ上で演奏できるようにする。		

◆授業内容・計画◆
【前期】
平易な音部記号に始まり、七種類の音部記号それぞれの読譜に習熟したのち、それらを総合的に扱う。

１）ト音記号2つ
２）ト音記号３つ
３）バス記号2つ
４）バス記号3つ
５）ト音記号とバス記号による大譜表１
６）ト音記号とバス記号による大譜表２
７）混声合唱のレダクション１（調的なもの）
８）混声合唱のレダクション２（調的なもの）
９）混声合唱のレダクション３（調的ではないもの）
１０）混声合唱のレダクション（調的ではないもの）
１１）一つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入１
１２）一つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入２
１３）二つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入１
１４）二つの非移調楽器とピアノによる作品の独奏声部の嵌入２
１５）当該期における問題点の抽出、反省"			

【後期】
当期よりト音記号、バス記号以外も扱う。より、複雑な楽譜への対応。

１）アルト記号の読譜
２）ヴィオラの楽譜の演奏
３）メゾソプラノ記号の読譜
４）in Fの移調楽器の楽譜の演奏
５）ソプラノ記号の読譜
６）in Aの移調楽器の楽譜の演奏
７）テノール記号の読譜
８）in Bの移調楽器の楽譜の演奏
９）バリトン記号の読譜
１０）in Gの移調楽器の楽譜の演奏
１１）移調楽器を含むトリオの演奏
１２）移調楽器を含む四重奏の演奏
１３）移調楽器を含む五重奏の演奏
１４）実作品のスコア（古典派まで）の演奏

◆準備学習の内容◆

ピアノが演奏できるように、常に準備しておくこと。日常的基礎練習が望ましい。			

◆成績評価の方法◆

スコア・リーディング

板倉　康明

◆授業目標◆



段階的に学習していくので、欠席をしないこと			

◆参考図書◆

特に指定しない			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 		

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

【前期】ヨーロッパ音楽の根幹である対位法、その技法と精神を自ら「フーガを書く」ことで体験してゆきます。　【後期】「よく構築された書法」
に習熟すべくフーガ作曲を試みます。			　　　　			

◆授業内容・計画◆
【前期】
フーガ作曲が初めての学生と、すでに経験のある学生、習熟した学生が混在するクラスです。
学生各自の進度や技量によって内容はおのずと異なります。

①　特に進んだ学生は、二重フーガや器楽のフーガの作曲も視野に入れてレッスンします。
②　すでにフーガを作曲したことのある学生は、各自のペースで「学習フーガ」を作曲します。
③　初心者の場合には、少しずつ「学習フーガ」の技法を体得してゆき、7月に予定の試演を目指して1曲完成をめざします。

随時、ヘンデル、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン等のフーガを分析する時間を持ちたいと考えています。

また、「フーガ演奏会」等にて作品を試演しますので、それを通じて「作曲」と「演奏」の間にある様々なことについても学んで下さい。

初心者向きの進度は概ね、

第１回～第２回　　　学習フーガの分析と全体の把握、用語等の理解
第３回～第５回　　　主題群の準備
第６回～第７回　　　主要提示の作成
第８回～第１０回　　喜遊部と副提示部の作成
第１１回～第１３回　追迫の作成
第１４～１５回　　　まとめ

の予定。		

【後期】
フーガ実習Ⅰの指導方針で開講します。

フーガ演奏会を視野に入れ、「楽器で演奏する」ことを十分に考慮してフーガを作曲してゆきます。

分析についても随時とりいれてゆきます。

第１回～第７回　　　フーガ演奏会むけの作品作成。
第８回～第１３回　　別の主題によるフーガ
第１４回・１５回　　まとめ

で進めます。
		

◆準備学習の内容◆

各自がしっかりと事前に書き進めて授業に臨んでください。			

◆成績評価の方法◆

フーガ実習

市川　景之

◆授業目標◆



◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

試験結果、研究発表と平常の授業への取り組み度を総合して評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】プリント配布			

【後期】特になし

学生が大学院レヴェルでのバロックから２０世紀にいたる和声法の知識と様式の把握、課題が作成できることを目標とする			

◆授業内容・計画◆
【前期】
西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的なアプローチの方法を考察していく。

1.授業ガイダンス
2.和声法の歴史(概論)
3.和声法の著作の歴史的概観
4.通奏低音法について
5.通奏低音の実施(バロック様式)
6.通奏低音の実施(古典派様式)
7.通奏低音の実施(ロマン派様式)
8.フランス和声について(概論)
9.フランス和声の実践(シャラン)
10.フランス和声の実践(フォーシェ)
11.フランス和声の実践(ギャロン)
12.フランス和声の実践(ビッチュ)
13.バッハの和声様式　(バス課題)
14.バッハの和声様式　(ソプラノ課題)
15.まとめ

【後期】
西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的アプローチの方法を考察していく。特に後期は各々の論文と関係づけられた作曲家
と作品についての研究もおこなう。

１・モーツァルトの和声様式『概論』
２・モーツァルトの和声様式『バス課題』の実習
３・モーツァルトの和声様式『ソプラノ課題』の実習
４・シューマンの和声様式『概論』
５・シューマンの和声様式『ソプラノ課題』の実習
６・シューマンの和声様式『作品分析』
７・ヴァーグナーの和声様式『概論』
８・ヴァーグナーの和声様式『作品分析』
９・ヴァーグナーの和声様式『ソプラノ課題』実習
１０・フォーレの和声様式『概論』
１１・・フォーレの和声様式『作品分析』
１２・・フォーレの和声様式『ソプラノ課題』の実習
１３・ドビュシーの和声様式『概論』

◆準備学習の内容◆

【前期】これまで学んできた和声法課題実施の復習

【後期】前期で学んだ内容の復習

◆成績評価の方法◆

和声実習

林　達也

◆授業目標◆



特になし

◆参考図書◆

『新しい和声』　林達也著　アルテスパブリッシング社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

試験は特に行わない。毎時間、課題の実施を添削することで、総合的に評価する。			

1）16世紀ルネサンスの作曲家パレストリーナを範とし、線的対位法を実習する。 2）和声を基盤とするバッハの対位法とは異なり、パレスト
リーナは純粋に旋律どうしの美しい絡み合いを追求した。この対位法を実習することで「線」に対する感覚を養いたい。 3）長調短調が確立さ
れる前の教会旋法によるこの対位法は、機能和声からの脱却を試みた近代の作曲家の音楽語法を理解するのにも役立つ事と思う。 4）パレ
ストリーナのミサ曲に代表されるように、線的対位法は声楽曲として発展した。そのため「うた」の要素を忘れてはならない。歌いながら作曲し
ていってほしい。5）作曲専攻の学生のみならず演奏専攻の学生も十分実施出来る内容なので是非履修してほしい。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
1）2声の線的対位法を実習する。与えられた定旋律に対旋律を作曲する。
2）全音符から始まり、2分音符、4分音符、移勢（シンコペーション）と様々なリズムで対旋律を書いてゆく。
3）それらを総合して作曲する混合対位法では、美しく変化に富んだ流れるような旋律が生まれるだろう。
4）さらに、ラテン語の歌詞に旋律を付ける自由対位法へとすすむ。
5）これらの実習はまったく各人のペースで行ってゆく。それぞれじっくり取り組んで欲しい。
6）「うた」をもとにした対位法なので、しばしば実施した課題を合唱する。
実施の目安を記す

第1回：2声、全音符対位法（1）
第2回：全音符対位法（2）
第3回：二分音符対位法（1）
第4回：二分音符対位法（2）
第5回：四分音符対位法（1）
第6回：四分音符対位法（2）
第7回：パレストリーナのミサ曲の分析
第8回：移勢対位法（1）
第9回：移勢対位法（2）
第10回：混合対位法（1）
第11回：混合対位法（2）
第12回：自由対位法（1）ラテン語の歌詞の扱い方について
第13回：自由対位法（2）
第14回：模倣（1）
第15回：模倣（2）

【後期】
1）前期に引き続き実習を進める。2 声が終了した者は、さらに3 声、4 声とすすんでゆく。
2）この対位法は作曲専攻の学生のみならず、演奏専攻の学生にもぜひ履修してほしいものである。なぜなら、旋律をうたい奏でるための「線
に対する感覚」を鍛えることが出来るからである。対位法を勉強すると、楽譜の見方が変わってくると思う。演奏や音楽指導にぜひ対位法で
学んだ感覚を活かしてほしい。

第1回：3声、全音符対位法（1）
第2回：全音符対位法（2）
第3回：二分音符対位法（1）
第4回：二分音符対位法（2）
第5回：四分音符対位法（1）

◆準備学習の内容◆

1）授業で解説した対位法を、実際に自分で実習することが大事です。自分のペースで課題を実習して来てください。
2）授業で取り上げた例題や、お手本となる課題をピアノで弾いて、美しさを確かめてください。		

◆成績評価の方法◆

古典対位法

岩河　智子

◆授業目標◆



◆教科書（使用テキスト）◆

「ルネッサンス対位法」増田宏三著、国立音楽大学出版（絶版につき、コピーを配布）
			

◆参考図書◆

「イエッペセン対位法」クヌート・イエッペセン著、音楽之友社			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

毎回、必ず分担して英文を読むので、予習の時間が必要である。			

授業内での輪読によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業でコピーを配付する。			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆

英語で書かれた音楽書の一部、論文等を輪読する。２０世紀音楽に関する著作を中心とする教材で、異なったタイプの複数の文章を解読し
て、履修以前より少しでも速く正確に翻訳できる力をつける。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
進度は履修者の英語力次第だが、必ず毎回、文章を分担する。

第１週　　履修者の英語の読解力の確認、教材選び

第２週～第１４週　　輪読

第１５週　授業のまとめ

【後期】
進度は履修者の英語力次第だが、必ず毎回、文章を分担する。

第１週　　履修者の英語の読解力の確認、教材選び

第２週～第１４週　　輪読

第１５週　後期のまとめ
			
		

◆準備学習の内容◆

輪読する本や論文を毎回、分担し、事前に辞書を引きながら読解してくる。			

◆成績評価の方法◆

原典講読（作曲）

白石　美雪

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
		

◆教科書（使用テキスト）◆

現代音楽作品で独創性に富む楽曲を取り上げ、時間をかけて研究し、作曲家の創意や語法、更にはその作曲家の人間像や音楽観などをも
探っていきたい。楽曲分析によって作品理解を深めることを前提に、履修生の創作・演奏・研究等にもよい気付きと影響をもたらす時間とした
い。  			

◆授業内容・計画◆
【前期】
・履修生は年に１、２回、各自が関心を持つ楽曲の発表を行う。それに基づき、皆で更に研究を深め、議論し、その真価を考察する。
・以下に示す作品は履修生の状況によって変更しうる。

①オリエンテーション
②メシアン⑴
③メシアン⑵
④メシアン⑶
⑤履修生の発表⑴
⑥前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑦履修生の発表⑵
⑧前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑨履修生の発表⑶
⑩前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑪履修生の発表⑷
⑫前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑬ペソン⑴
⑭ペソン⑵
⑮ペソン⑶

【後期】
・履修生は年に１、２回、各自が関心を持つ楽曲の発表を行う。それに基づき、皆で更に研究を深め、議論し、その真価を考察する。
・以下に示す作品は履修生の状況によって変更しうる。

①オリエンテーション
②ラッヘンマン⑴
③ラッヘンマン⑵
④ラッヘンマン⑶
⑤履修生の発表⑸
⑥前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑦履修生の発表⑹
⑧前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑨履修生の発表⑺
⑩前回の発表を基に研究を深め議論する。
⑪履修生の発表⑻
⑫前回の発表を基に研究を深め議論する。

◆準備学習の内容◆

大学院という高い専門性が求められるステージにおいて、日頃から各自の音楽の関心事を整理し、楽曲を用意、研究しておく姿勢が望まし
い。授業には自主的、積極的な参加意欲が求められる。
			

◆成績評価の方法◆

楽曲分析

教務課

◆授業目標◆



◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業内での発言、レポートなど総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

現代の音楽は、古典派などの音楽と違い様々なスタイルの音楽が共存している。例えば、H.ラッヘンマンとA.ペルトには何の共通項も見出せ
ないにも関わらず、ほぼ同じ年代の作曲家である。このことから判るように、大切なことは自身の美学を見出すことである。この授業では決し
て切り離すことができない過去の音楽（主に19世紀末から20世紀の音楽）を今一度検証し、「なぜそのような語法に至ったのか」を考察するこ
とで、自らの美学的な立脚点を明確にして、さらにそれを深める機会にしたい。			

◆授業内容・計画◆
授業では、David Cope著「現代音楽キーワード事典」をテキストに使用する。それぞれの語法を今一度確認し、またときには曲についての分
析も行なってもらうが、なぜ、そのような語法を使い、何を実現させたかったのかを考えてほしいし、また討論もしたい。映像やCDも数多く視
聴する。

【前期】
(1) 起源～調性の概観、拡張される和声　その1
(2) 起源～調性の概観、拡張される和声　その2
(3) 無調性と音列主義　その1
(4) 無調性と音列主義　その2
(5) 無調性と音列主義　その3、P.ブーレーズへのインタビューをめぐって
(6) テクスチュアリズム～クラスター技法　その1
(7) テクスチュアリズム～クラスター技法　その2
(8) テクスチュアリズム～クラスター技法　その3
(9) 音色主義と調律　その1
(10) 音色主義と調律　その2
(11) 音色主義と調律　その3
(12) 不確定性　その1
(13) 不確定性　その2
(14) 不確定性　その3、J.ケージのインタビューをめぐって
(15) まとめ

【後期】
(1) 実験主義　その1～基本理念
(2) 実験主義　その2
(3) 実験主義　その3
(4) 実験主義　その4～M.フェルドマンのインタビューをめぐって
(5) 無調性と音列主義　その3、P.ブーレーズへのインタビューをめぐって
(6) 電子音響音楽　その1～背景と基本理念
(7) 電子音響音楽　その2
(8) 電子音響音楽　その3
(9) アルゴリズム作曲
(10) ミニマリズム　その1～源泉
(11) ミニマリズム　その2
(12) ミニマリズム　その3～S.ライヒのインタビューをめぐって
(13) 統合と引用
(14) 日本の作曲家

◆準備学習の内容◆

テキストの該当箇所を読んでおくこと			

◆成績評価の方法◆

作曲特殊研究

渡辺　俊哉

◆授業目標◆



各自授業の際は、テキストを持参すること。			

「現代音楽キーワード事典」デイヴィッド・コープ著 (春秋社）			

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業内発表と毎回の発言などを考慮して総合的に行う。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】音楽の意味をめぐって書かれた文章を丹念に読むことで、音楽美について探究するための基礎を獲得する。　【後期】音楽美をめぐる
専門的な文章の精読をとおして、その内容について自分の専門とつなげつつ議論することができる。			

◆授業内容・計画◆
今日、「音楽美学」の定義は書物によって多様だが、音楽の「意味」をめぐる広範な探究である点では一致している。授業では、これを主題と
した日本語文献を精読し、参加者で議論を重ねてゆく。読解の対象は、初回に講師がいくつかのテクストを提案して決定するが（下記「教科
書」欄を参照）、参加者の専門や関心に応じて調整したり、論文程度の規模のテクストを織り交ぜたりする場合もある。
　以下に、　『音楽する精神』をテクストにした場合の見通しを示す。

【前期】
（１）オリエンテーション
（２）音楽の起源と社会的機能
（３）音楽、脳、体
（４）根底にあるパターン
（５）言葉なき歌
（６）現実からの逃避か？
（７）現実からの逃避か？――発展的議論
（８）音楽を一人きりで聴くこと
（９）音楽を一人きりで聴くこと――発展的議論
（10）世界の最も内奥にある本質
（11）世界の最も内奥にある本質――発展的議論
（12）生を意義づけるもの
（13）音楽の重要性
（14）音楽の重要性――発展的議論
（15）まとめ

【後期】
（１）オリエンテーション
（２）歴史的出発点
（３）テキストとしての音楽と作品としての音楽
（４）感情美学の変貌
（５）器楽の解放
（６）芸術の判断と趣味判断
（７）天才・陶酔・技術
（８）情緒とイデア
（９）「音響的内面性」の弁証法
（10）形式主義をめぐる論争
（11）標題音楽
（12）オペラの伝統と革新
（13）美学と歴史

◆準備学習の内容◆

毎回、参加者の一人が決められた章を熟読し、レジュメを作って概要を報告、これをもとに皆でディスカッションを行う。参加者はそれぞれ、テ
クストをあらかじめよく読み、疑問点や自分の意見を整理してくること。			

◆成績評価の方法◆

音楽美学研究　　　　　　　

堀　朋平

◆授業目標◆



初学者の受講も可能。			

【前期】ストー『音楽する精神』（白揚社）、ローゼン『音楽と感情』（みすず書房）ほか			

【後期】渡辺二郎『芸術の哲学』（放送大学出版局）、『ダールハウスの音楽美学』（音楽之友社）ほか			

◆参考図書◆

そのつど指示する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

平常点（授業への参加度を勘案する）と授業中の発表、および発表に基づくレポートで評価する。			

【前期】現代社会では伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以 前と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった。どん な音楽
や芸能にも多かれ少なかれ手が入り、改編されたり、異 なる脈絡や場で提供されることが日常的になっている。 この授業ではそうした音楽
や伝統を、正統的なものと区別して 扱うというよりも、どのような力学の中で、どのような立場の 人たちがそれらと向き合い、どう生かしてい
こうと考えて取り 組んでいるのか、改めて捉え直そうとする。　【後期】前期に引き続き、伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以前
と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった現代社会の中で、どのような力学で、どのような立場の人たちがそうした音楽や芸能と向
き合い、どう生かしていこうと考えて取り 組んでいるのか、改めて捉え直そうとする。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
現代社会の中で実践されている多様な音楽や芸能から、このテーマにふさわしいいくつかの対象を選び、ケーススタディを行う。
可能であれば、実際にこうした音楽や芸能の当事者からの証言をきき、現場の意識を知る機会ももちたい。
受講生の希望を取り入れながら対象を選びたいが、以下のような内容を想定している。

１）現代社会における音楽と芸能―導入
２）大衆音楽に見る民族性と地域性
３）民族をつなぐ大衆音楽①
４）民族をつなぐ大衆音楽②
５）民族をつなぐ大衆音楽③
６）民族をつなぐ大衆音楽④
７）大衆音楽と地域①
８）大衆音楽と地域②
９）大衆音楽と地域③
10）大衆音楽と地域④
11）新たに創造される大衆音楽①
12）新たに創造される大衆音楽②
13）新たに創造される大衆音楽③
14）ディスカッションと考察
15）総括

【後期】
後期のテーマは受講者と相談して決めるが、以下を想定している。
１）「ディアスポラ」を考える―ディアスポラとはなにか
２）ディアスポラの歴史的考察
３）ディアスポラと文化①
４）ディアスポラと文化②
５）ディアスポラと音楽―資料研究①
６）ディアスポラと音楽―資料研究②
７）ディアスポラと音楽―資料研究③
８）ディアスポラと音楽―地域研究①
９）ディアスポラと音楽―地域研究②
10）ディアスポラと音楽―地域研究③
11）ディアスポラと音楽―地域研究④
12）ディスカッションと考察
13）新たなディアスポラ音楽文化の形成①

◆準備学習の内容◆

授業で扱う対象についての事前・事後調査に十分な時間を費やすことは言うまでもないが、身の回りで行われているさまざまな音楽や芸能
に改めて注目することで問題点を見出すことが可能となる。また、自分の住む地域に改めて目を向け、地域作りに音楽や芸能がどのように
生かされているのかも調べてほしい。			

◆成績評価の方法◆

民族音楽学研究

横井　雅子

◆授業目標◆



授業への積極的な参加を望む。言うまでもないが、遅刻せず、コンスタントな出席を心がけること。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。			

◆参考図書◆

授業回の内容に応じて紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業への参加状況と発表、および発表に基くレポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

【前期】七月王政期(1830～1848)から世紀末にいたる19世紀フランス音楽史の流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解する。	
【後期】19世紀末から20世紀半ばにいたるフランス音楽史の流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
各回の概要

1. 概説
2. 七月王政と音楽
3. 1830・40年代のオペラ
4. フランスのベートーヴェン
5. ベルリオーズの求めたもの
6. 1830・40年代のピアノ音楽とショパン
7. リストと知識人たち
8. 音楽とジャーナリズム
9. パリの生活とオペレッタ
10. 普仏戦争とフランス音楽
11. フランスの器楽曲を作る
12. 19世紀後半のオペラとバレエ
13. サンサーンスと彼の歩んだ時代
14. フランスのワーグナー
15. まとめ

【後期】
各回の概要

1. ドビュッシーのもたらしたもの
2. 《ペレアスとメリザンド》
3. 19世紀末 - 20世紀初頭の文芸と歌曲
4. ラヴェルの軌跡
5. 20世紀初頭の楽壇と政治
6. 「忘れられた」作曲家たち
7. 新しい語法を求める旅
8. ロシアバレエ団とストラヴィンスキー
9. サティとは何者だったのか
10. 第一次大戦と音楽
11. 戦争の傷の「癒しかた」
12. 「戦後派」と「狂乱」の時代
13. 戦後から戦後へ: ミヨーの場合
14. 戦後から戦後へ: プーランクの場合

◆準備学習の内容◆

・各回の授業内で指示された事項について指示に基き下調べをし、楽曲を聴いておくこと。
・授業は各自の発表をも含むので、指示に従い準備すること。		

◆成績評価の方法◆

西洋音楽史研究

友利　修

◆授業目標◆



特になし			

◆参考図書◆

基本参考図書: 今谷和徳・井上さつき著『フランス音楽史』(春秋社、2010)。その他は適宜指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

【前期】平常点　40％　期末レポート　60％			
【後期】口頭発表およびレポートを成績評価の対象とする。レポートは口頭発表の内容を整理、補足したものを課す（詳細は授業中に指示）。			

【前期】本講義では東南アジア(インドネシア）を中心に、アジア諸地域の伝統芸能をとりあげ、現代化・文化政策・身体性・儀礼性等多様な視
点から概説する。	　【後期】題目「20世紀前半の日本におけるアジア音楽研究」。主として20世紀前半の日本におけるアジア（東洋）音楽研究
の成果を批判的に読み直す。当時の社会状況、音楽状況を踏まえて、この時代の研究が目指したものは何か、その後の研究にいかなる影
響を及ぼしたかを理解することが目標である。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
１．東南アジアの芸能と文化の概観
２～４．バリ芸能におけるコンテクスト：儀礼性と観光
５．伝統芸能の衰退と復興
６．アジアのパフォーミング・アーツとジェンダー
７～９．イスラムと芸能
１０～１２．マイノリティと芸能
１３．音楽と身体性
１４．影絵芝居とその象徴性
１５．まとめ
（講義の順番や構成は変更になることがある）

【後期】
１．導入（この授業の進め方についてのガイダンス）
２．基礎概念の考察：オリエンタリズム、ポストコロニアリズム、植民地近代性論
３．日本における「東洋学」とアジア探検
４．比較音楽学とアジア音楽研究
５．日本における日本・東洋音楽研究の歩み：東洋音楽学会設立（1936）まで
５．田辺尚雄（１）1910年代～1930年代の日本音楽研究
６．田辺尚雄（２）アジア地域フィールドワーク
７．田辺尚雄（３）『東洋音楽史』を読む
８．黒沢隆朝と桝源次郎
９．岸辺成雄（１）『東亜音楽史考』ほか
１０．岸辺成雄（２）唐代音楽史研究
１１．林謙三（１）『隋唐燕楽調研究』
１２．林謙三（２）楽器研究
１３．瀧遼一
１４．戦後日本のアジア音楽研究との関連
１５．まとめ			
			

◆準備学習の内容◆

【前期】
予習は不要であるが、授業時に指示する参照文献や関連するAV資料などを積極的に活用して、受講生が自ら能動的に研究・考察を行うこ
とを期待する。			

【後期】
割り当てられた文献について、その内容を十分に理解し、かつ補足的な調査を行った上で、わかりやすい口頭発表ができるよう準備するこ
と。			

◆成績評価の方法◆

アジア音楽史研究

増野　亜子, 植村　幸生

◆授業目標◆



【前期】受講生の人数や関心事によって講義内容を変更することがある。また基本的には講義形式であるが、受講生に短時間のプレゼン
テーションや
ディスカッション等を課す場合があるので能動的に参加すること。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】授業時に関連するテキストを指示する			
【後期】割り当て文献は初回の授業で指示する。			

◆参考図書◆

【前期】皆川厚一編「インドネシア芸能への招待」（東京書籍）ほか	
【後期】田辺尚雄（植村幸生校注）『東洋音楽史』平凡社、2014年。（東洋文庫）
徳丸・北中・渡辺・高橋編『事典　世界音楽の本』岩波書店、2007年。
		
		

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（その都度指示する）			

◆参考図書◆

近代日本の音楽文化の生成過程をたどり、その多様性を理解する			

◆授業内容・計画◆
明治以降の日本で鳴り響いたさまざまな音楽を、その背景にある時代思潮や音楽行動とからめて検証する。

【前期】
2015年度前期は、幕末・明治期における西洋音楽の受容の問題を中心に扱う。
１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）江戸後期の西洋音楽知識（１）
３）江戸後期の西洋音楽知識（２）
４）明治初期の音楽用語（１）
５）明治初期の音楽用語（２）
６）幕末の軍楽（鼓笛・喇叭）
７）幕末の鼓笛隊のその後
８）明治期の軍楽隊（１）
９）明治期の軍楽隊（２）
10）明治期の音楽分野の外国人教師（１）
11）明治期の音楽分野の外国人教師（２）
12）明治期の音楽留学（１）
13）明治期の音楽留学（２）
14）発表
15）発表

【後期】
2015年度後期は、明治・大正期における伝統音楽の変化と新ジャンル・新様式生成の問題を中心に扱う。
１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）明治期の伝統音楽の概観
３）明治期の雅楽
４）近代歌謡の生成と雅楽
５）明治期の新ジャンル（浪花節）
６）明治期の新ジャンル（琵琶）
７）明治期の新様式（筝曲）
８）明治期の新様式（尺八）
９）明治期の新様式（長唄）
10）明治期の楽器改良
11）大正期の楽器改良
12）大正期の新様式
13）発表
14）発表

◆準備学習の内容◆

近代日本の音楽史に関する近年の研究成果にできるだけ目を通しておくこと.
			

◆成績評価の方法◆

日本音楽史研究

塚原　康子

◆授業目標◆



積極的な授業参加に期待する。			

なし（その都度指示する）			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業への取り組み方等平常点およびレポート等の課題により総合的に評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

１．楽器学について概要を理解する。　２．楽器に関する各種の研究手法を知り、適切な文献を利用することができる。　３．楽器学の用語と
分析方法により楽器について論述できる。			

◆授業内容・計画◆

【前期】
１．導入
２．楽器学について知る①定義
３．楽器学について知る②扱う範囲
４．楽器学について知る③用語について
５．楽器研究の歴史①ヨーロッパ
６．楽器研究の歴史②ヨーロッパ近代
７．楽器研究の歴史③東アジア
８．楽器研究の歴史④その他の地域
９．基本文献について
１０．楽器分類①概要
１１．楽器分類②種類
１２．楽器分類③課題
１３．楽器の体系を理解する①楽器分類との相違
１４．楽器の体系を理解する②課題
１５．まとめ

【後期】
楽器学研究Aで学んだことに基づき、楽器に関する課題をさらに深く取り扱う。
以下の各回では、総論ではなく、受講生の関心を採り入れながら、現代的な課題や研究の動向なども交えたテーマを設定する。

１．事例研究Ⅰ：楽器の歴史①鍵盤楽器
２．事例研究Ⅰ：楽器の歴史②管楽器
３．事例研究Ⅰ：楽器の歴史③弦楽器
４．事例研究Ⅰ：楽器の歴史④打楽器
５．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性①日本
６．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性②アジア
７．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性③アフリカ
８．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性④ヨーロッパ
９．事例研究Ⅱ：楽器の地域的特性⑤アメリカ大陸
１０～１２．個別事例研究：受講生の関心のあるテーマについて取り上げる。
１３～１４．課題レポート発表および討論：受講生の関心のあるテーマについて発表する。
１５．まとめ		
			

◆準備学習の内容◆

【前期】各種辞典等文献を事前に読んでおくなどの準備が必要となる。
授業の内容によるが、レポートにまとめて報告することもある。

【後期】レポートをまとめるため、文献等調査の準備が必要となる。			

◆成績評価の方法◆

楽器学研究

中溝　一恵

◆授業目標◆



特になし。			

特になし。			

◆参考図書◆

適宜提示する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。			

楽器音響学研究では、音楽音響における実験・研究の手法について、実践を交えながら学びます。前期では、心理学的手法に基づいた実
験の計画・実施を扱います。　	【後期】	後期では、実験後の統計処理や論文へのまとめ方、研究者として身につけるべき倫理などを扱いま
す。詳細な内容については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜選択します。	

◆授業内容・計画◆
【前期】
第1回　ガイダンス、音知覚の復習
第2回　評価実験の必要性
第3回　精神物理学的測定法（１）
第4回　精神物理学的測定法（２）
第5回　科学的方法論
第6回　研究の流れ
第7回　印象の定量化（１）回答属性
第8回　印象の定量化（２）回答形式
第9回　印象の定量化（３）尺度法の選択
第10回　印象の定量化（４）バイアス
第11回　実験計画（１）音刺激の特性
第12回　実験計画（２）実験参加者
第13回　実験計画（３）実験環境（音の測定と再生系の校正）および教示
第14回　実験計画（４）統計的実験計画
第15回　まとめと評価

学生の理解や興味に合わせて順番や内容を変更する可能性があります。また、これ以外のタイムリーなトピックなども扱います。

【後期】

第1回　ガイダンス、楽器音響学研究Aの復習
第2回　統計（１）代表値と散らばりの指標
第3回　統計（２）統計学的仮説検定
第4回　統計（３）二項検定
第5回　統計（４）t検定
第6回　統計（５）分散分析
第7回　統計（６）回帰分析
第8回　尺度構成法（１）一次元尺度の構成法
第9回　尺度構成法（２）多次元尺度の構成法
第10回　研究事例検討（１）多次元尺度法を用いた音色評価
第11回　研究事例検討（２）SD法と因子分析による音色評価
第12回　研究事例検討（３）二項検定を用いたハイレゾ音源比較実験
第13回　論文の構成
第14回　研究倫理
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

講義では前回講義の内容を前提にして話をしますので、必ず授業の内容を復習し理解しておいて下さい。			

◆成績評価の方法◆

楽器音響学研究

丸井　淳史

◆授業目標◆



特になし

◆参考図書◆

難波精一郎・桑野園子『音の評価のための心理学的測定法』（コロナ社）
Søren Bech and Nick Zacharov “Perceptual Audio Evaluation” (Wiley)			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

レポート。その他随時課題を出す。授業内発表、ディスカッションへの参加状況等、総合的に評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】（１）イギリスの音楽教育の特徴について理解し、これらと日本の音楽教育との比較を通して、音楽教育の本質についての理解を深め
る。（２）英語圏の音楽研究についての論文を読み、その動向を理解する。（３）自らの興味のある音楽教育の課題を比較文化の視点から探
究する。	　【後期】（１）世界で実践されている主要な音楽教育メソッドについて理解する。（２）音楽教育における身体、という観点からその理
論と実践について理解する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
１．オリエンテーション：音楽教育における諸課題
２．イギリスの音楽教育の文化的・社会的背景
３．ナショナル・カリキュラム導入以前の音楽教育
４．ナショナル・カリキュラムと音楽教育
５．ナショナル・カリキュラムの内容（１）：到達目標
６．ナショナル・カリキュラムの内容（２）：学習内容
７．音楽教育の系統性
８．イギリスの音楽教育者（１）：ジョン・ペインターと創造的音楽教育
９．イギリスの音楽教育者（２）：キース・スワニックとティルマンの音楽発達のらせん型モデル
10．イギリスの音楽教育研究（１）：多様な文化における音楽教育の意義
11．イギリスの音楽教育研究（２）：ポピュラー音楽とインフォーマル学習
12．イギリスの音楽教育研究（３）：コミュニティ音楽
13．文献研究
14．イギリスと日本の音楽教育に関する比較検討
15．まとめ

【後期】
１．オリエンテーション：音楽教育と音楽教育メソッド
２．オルフ・シュールヴェルク
３．コダ―イの音楽教育
４．スズキ・メソッド
５．サウンド・スケープと創造的音楽学習
６．ダルクローズ・リトミック
７．その他の音楽教育のアプローチ
８．伝統的な音楽教授法
９．音楽教育における身体の動き（１）：ダルクローズ・リトミックの理論的基礎
10．音楽教育における身体の動き（２）：身体による音楽理解とは
11．音楽教育における身体の動き（３）：心理学的視点から
12．音楽教育における身体の動き（４）：多様なアプローチと教授法
13．文献研究
14．研究発表とディスカッション
15．まとめ
			
		

◆準備学習の内容◆

配布された資料を読み込み、自分の研究課題と関わらせながら、批評的にディスカッションに参加できるように準備しておくこと。			

◆成績評価の方法◆

音楽教育内容論

塩原　麻里

◆授業目標◆



特に無し。			

随時、プリント資料等を配布する。			

◆参考図書◆

随時、授業内で紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数

備考

【前期】教育方法に関する知識を整理し、音楽教育の方法について理解するとともに、それぞれの概要をまとめることができる。　【後期】音楽
教育学の理論と今後の音楽教育方法、授業実践の方法について、「学び」の視点から検討し、小論文としてまとめることができる。						

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション
第２回  教育方法①　近代以前の教育方法、コメニウス、ペスタロッチ
第３回  教育方法②　ヘルバルト、チラー、ラインと明治期日本の授業
第４回  教育方法③　社会的効率主義、プロジェクト・メソッド、ドルトン・プラン、単元学習、タイラー、ブルーム
第５回  教育方法④　デューイ、ブルーナー、ヴィゴツキー、子ども中心主義
第６回  教育方法⑤　構成主義、社会的構成主義、技術的実践と反省的実践
第７回  教育方法⑥　コミュニケーション分析、「教授＝学習」から「学び」へ
第８回  教育方法⑦　日本の大正自由教育、戦後の新教育と展開
第９回  教育方法⑧　教育方法のまとめ
第10回  音楽教育の方法①　技能の指導
第11回  音楽教育の方法②　鑑賞の指導
第12回  音楽教育の方法③　創意工夫の指導
第13回  音楽教育の方法④　関心・意欲・態度の指導
第14回  音楽教育の方法⑤　非言語コミュニケーション
第15回  学習のまとめ

【後期】
第１回  オリエンテーション
第２回  音楽授業モデル論①　内容の理解
第３回  音楽授業モデル論②　検討と批評
第４回  授業参観①　小学校の音楽授業
第５回  授業参観②　小学校の音楽授業の検討
第６回  「ふしづくり一本道」①　内容の理解
第７回  「ふしづくり一本道」②　検討と批評
第８回  授業参観③　特別支援学校の音楽授業
第９回  授業参観④　特別支援学校の音楽授業の検討
第10回  日本伝統音楽の教育①　内容の理解
第11回  日本伝統音楽の教育②　検討と批評
第12回  授業参観⑤　高等学校の音楽授業
第13回  授業参観⑥　高等学校の音楽授業の検討
第14回  音楽と教育のデジタル化①　内容の理解
第15回  音楽と教育のデジタル化②　検討と批評		
		

◆準備学習の内容◆

【前期】
１　次の回の講義のキーワードについて調べてくること。
２　音楽科の評価の観点と趣旨について十分に理解しておくこと。

【後期】
１　音楽教育学に関する論文を読み、内容を理解しておくこと。
２　授業参観に際し、当該の校種の教科内容について事前に理解しておくこと。		
		

◆成績評価の方法◆

音楽教育方法論

山本　幸正

◆授業目標◆



特になし。			

【前期】
教育方法についてのまとめ、音楽教育の方法についてのまとめをレポートとして作成し提出する。			

【後期】
レポートの構成・内容について評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】
『よくわかる授業論』田中耕治編（ミネルヴァ書房）			

【後期】
特になし。			

◆参考図書◆

【前期】
『教育方法学』佐藤学（岩波書店）
『「学び」の認知科学事典』渡部信一編（大修館書店）

【後期】
その都度指示する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			
			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS701N

研究指導Ⅰ

演奏系

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			
			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS701N

研究指導Ⅰ

演奏系

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS702N

研究指導Ⅱ

論文系

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０３

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS702N

研究指導Ⅱ

論文系

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。		

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS703N

研究指導Ⅲ

論文系

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS704N

研究指導Ⅳ

論文系

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS705N

研究指導Ⅴ

論文系

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDS706N

研究指導Ⅵ

論文系

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			
			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDL701N

研究指導Ⅰ

論文系

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			
			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDL701N

研究指導Ⅰ

論文系

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDL702N

研究指導Ⅱ

論文系

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。			

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指摘する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。			

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。			

◆成績評価の方法◆

DDL702N

研究指導Ⅱ

論文系

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

初回に全員が顔合わせを行い、年間日程等の打ち合わせを行います。
日程や担当者・発表内容については5号館入口や音楽学研究室の掲示を参照してください。
他専攻の発表にも参加して各自の論文作成に役だててください。

授業への参加状況と発表内容

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

(1)博士論文[学位申請論文]の作成にむけて、適切な研究発表ができる。(2)教員を含む参加者全体によるディスカッションを通して、個々の
発表内容や発表方法について客観的に評価できる。

◆授業内容・計画◆

・授業は隔週に設定されます。
・授業は原則として学生および研究生による研究発表とディスカッションです。
・博士課程の学生は全員、毎回出席すること。
・研究生の学生も全員、毎回出席すること。
・博士論文提出予定者はプレ発表の予行も行います。

第１回　ガイダンスと発表予定の決定
第２回　平成26年度学位授与者の研究発表
第３回　個々の中間発表とディスカッション（１）
第４回　個々の中間発表とディスカッション（２）
第５回　個々の中間発表とディスカッション（３）
第６回　博士論文提出予定者はプレ発表の予行
第７回　個々の中間発表とディスカッション（４）
 

◆準備学習の内容◆

各自、発表に向けて研究し、資料作成を行う。

◆成績評価の方法◆

DDL707N

特別総合演習Ⅰ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

日程や担当者・発表内容については5号館入口や音楽学研究室の掲示を参照してください。
他専攻の発表にも参加して各自の論文作成に役だててください。

授業への参加状況と発表内容

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

(1)博士論文[学位申請論文]の作成にむけて、適切な研究発表ができる。(2)教員を含む参加者全体によるディスカッションを通して、個々の
発表内容や発表方法について客観的に評価できる。

◆授業内容・計画◆

・授業は隔週に設定されます。
・授業は原則として学生および研究生による研究発表とディスカッションです。
・博士課程の学生は全員、毎回出席すること。
・研究生の学生も全員、毎回出席すること。
・博士論文提出予定者はプレ発表の予行も行います。

第１回　個々の中間発表とディスカッション（１）
第２回　個々の中間発表とディスカッション（２）
第３回　個々の中間発表とディスカッション（３）
第４回　個々の中間発表とディスカッション（４）
第５回　個々の中間発表とディスカッション（５）
第６回　個々の中間発表とディスカッション（６）
第７回　個々の中間発表とディスカッション（７）

◆準備学習の内容◆

各自、発表に向けて研究し、資料作成を行う。

◆成績評価の方法◆

DDL708N

特別総合演習Ⅱ

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地
域、ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の
担い手を育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  器楽研究領域に関わる作品研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  器楽研究領域に関わる作品研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  器楽研究領域に関わる作品研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  器楽研究領域に関わる作品研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  器楽研究領域に関わる作品研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  器楽研究領域に関わる作品研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  器楽研究領域に関わる作品研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  器楽研究領域に関わる作品研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  器楽研究領域に関わる作品研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  器楽研究領域に関わる作品研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  器楽研究領域に関わる作品研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  器楽研究領域に関わる作品研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  まとめ①／無伴奏作品及び室内楽作品
第15回  まとめ②／ピアノ伴奏作品及び協奏曲作品

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

DDL713N

器楽領域研究Ⅰ

１年次履修

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地
域、ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の
担い手を育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション①
第15回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション②

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

DDL714N

器楽領域研究Ⅱ

１年次履修

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地
域、ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の
担い手を育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  器楽研究領域に関わる作品研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  器楽研究領域に関わる作品研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  器楽研究領域に関わる作品研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  器楽研究領域に関わる作品研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  器楽研究領域に関わる作品研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  器楽研究領域に関わる作品研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  器楽研究領域に関わる作品研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  器楽研究領域に関わる作品研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  器楽研究領域に関わる作品研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  器楽研究領域に関わる作品研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  器楽研究領域に関わる作品研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  器楽研究領域に関わる作品研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  まとめ①／無伴奏作品及び室内楽作品
第15回  まとめ②／ピアノ伴奏作品及び協奏曲作品

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

DDL715N

器楽領域研究Ⅲ

２年次履修

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地
域、ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の
担い手を育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション①
第15回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション②

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

DDL716N

器楽領域研究Ⅳ

２年次履修

武田　忠善

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

DDL717N

創作領域研究Ⅰ

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

◆授業内容・計画◆

◆準備学習の内容◆

◆成績評価の方法◆

DDL718N

創作領域研究Ⅱ

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

平常の授業と作品制作への積極的な取組み、内外に於ける作品発表の場拡充の実践等により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。

◆授業内容・計画◆

「創作領域研究II」の内容をふまえて、より進んだ研究を行う。
そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、コンピュータ音楽を含む諸ジャンルの作曲法等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな作品創作を目指す。

1. オリエンテーション
2. 創作領域研究個人レッスン（1）
3. 創作領域研究個人レッスン（2）
4. 創作領域研究個人レッスン（3）
5. 創作領域研究個人レッスン（4）
6. 創作領域研究個人レッスン（5）
7. 創作領域研究個人レッスン（6）
8. 創作領域研究個人レッスン（7）
9. 創作領域研究個人レッスン（8）
10. 創作領域研究個人レッスン（9）
11. 創作領域研究個人レッスン（10）
12. 創作領域研究個人レッスン（11）
13. 創作領域研究個人レッスン（12）
14. 創作領域研究個人レッスン（13）
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内指示

◆成績評価の方法◆

DDL719N

創作領域研究Ⅲ

2年次履修

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

平常の授業と作品制作への積極的な取組み、内外に於ける作品発表の場拡充の実践等により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。

◆授業内容・計画◆

「創作領域研究III」の内容をふまえて、より進んだ研究を行う。
そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、コンピュータ音楽を含む諸ジャンルの作曲法等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな作品創作を目指す。

1. オリエンテーション
2. 創作領域研究個人レッスン（1）
3. 創作領域研究個人レッスン（2）
4. 創作領域研究個人レッスン（3）
5. 創作領域研究個人レッスン（4）
6. 創作領域研究個人レッスン（5）
7. 創作領域研究個人レッスン（6）
8. 創作領域研究個人レッスン（7）
9. 創作領域研究個人レッスン（8）
10. 創作領域研究個人レッスン（9）
11. 創作領域研究個人レッスン（10）
12. 創作領域研究個人レッスン（11）
13. 創作領域研究個人レッスン（12）
14. 創作領域研究個人レッスン（13）
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内指示

◆成績評価の方法◆

DDL720N

創作領域研究Ⅳ

2年次履修

森垣　桂一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指定する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

DDL721N

音楽学領域研究Ⅰ

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０２

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指定する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

DDL722N

音楽学領域研究Ⅱ

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指定する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

DDL723N

音楽学領域研究Ⅲ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指定する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。

◆成績評価の方法◆

DDL724N

音楽学領域研究Ⅳ

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし

西洋音楽の和声法の歴史的変遷から考察した小論文試験による

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配布

◆参考図書◆

『新しい和声』　林達也著　アルテスパブリッシング社

◆留意事項◆

博士課程レヴェルでの西洋音楽においての和声法の歴史的変遷を、博士論文の準備段階として言語的に総括できる水準に至らしめる

◆授業内容・計画◆

西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的なアプローチの方法を考察していく。

1.授業ガイダンス
2.和声法の歴史(概論)
3.和声法の著作の歴史的概観
4.通奏低音法について
5.通奏低音の実施(バロック様式)
6.通奏低音の実施(古典派様式)
7.通奏低音の実施(ロマン派様式)
8.フランス和声について(概論)
9.フランス和声の実践(シャラン)
10.フランス和声の実践(フォーシェ)
11.フランス和声の実践(ギャロン)
12.フランス和声の実践(ビッチュ)
13.バッハの和声様式　(バス課題)
14.バッハの和声様式　(ソプラノ課題)
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

学部で学んできた和声法課題実施の復習

◆成績評価の方法◆

DDL729N

音楽理論特講Ａ

林　達也

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

特になし

西洋音楽の和声法の歴史的変遷から考察した小論文試験による

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

『新しい和声』林達也著　アルテスパブリッシング社

◆留意事項◆

博士課程レヴェルでの西洋音楽においての和声法の歴史的変遷を、博士論文の準備段階として言語的に総括できる水準に至らしめる

◆授業内容・計画◆

西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的アプローチの方法を考察していく。特に後期は各々の論文と関係づけられた作曲家
と作品についての研究もおこなう。

1.モーツァルトの和声様式『概論』
2.モーツァルトの和声様式『バス課題』の実習
3.モーツァルトの和声様式『ソプラノ課題』の実習
4.シューマンの和声様式『概論』
5.シューマンの和声様式『ソプラノ課題』の実習
6.シューマンの和声様式『作品分析』
7.ヴァーグナーの和声様式『概論』
8.ヴァーグナーの和声様式『作品分析』
9.ヴァーグナーの和声様式『ソプラノ課題』実習
10.フォーレの和声様式『概論』
11.フォーレの和声様式『作品分析』
12.フォーレの和声様式『ソプラノ課題』の実習
13.ドビュシーの和声様式『概論』
14.ラヴェルの和声様式『概論』
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

前期で学んだ様式を含む和声法課題実施の復習

◆成績評価の方法◆

DDL730N

音楽理論特講Ｂ

林　達也

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

初学者の受講も可能。			

授業内発表と毎回の発言などを考慮して総合的に行う。			
レポートの提出は求めない。

◆教科書（使用テキスト）◆

ストー『音楽する精神』（白揚社）、ローゼン『音楽と感情』（みすず書房）ほか			

◆参考図書◆

そのつど指示する。			

◆留意事項◆

音楽の意味をめぐって書かれた文章を丹念に読むことで、音楽美についての探究を自らの研究に充分生かすための基礎を獲得する。

◆授業内容・計画◆

今日、「音楽美学」の定義は書物によって多様だが、音楽の「意味」をめぐる広範な探究である点では一致している。授業では、これを主題と
した日本語文献を精読し、参加者で議論を重ねてゆく。読解の対象は、初回に講師がいくつかのテクストを提案して決定するが（下記「教科
書」欄を参照）、参加者の専門や関心に応じて調整したり、論文程度の規模のテクストを織り交ぜたりする場合もある。
　以下に、　『音楽する精神』をテクストにした場合の見通しを示す。

（１）オリエンテーション
（２）音楽の起源と社会的機能
（３）音楽、脳、体
（４）根底にあるパターン
（５）言葉なき歌
（６）現実からの逃避か？
（７）現実からの逃避か？――発展的議論
（８）音楽を一人きりで聴くこと
（９）音楽を一人きりで聴くこと――発展的議論
（10）世界の最も内奥にある本質
（11）世界の最も内奥にある本質――発展的議論
（12）生を意義づけるもの
（13）音楽の重要性
（14）音楽の重要性――発展的議論
（15）まとめ
			

◆準備学習の内容◆

毎回、参加者の一人が決められた章を熟読し、レジュメを作って概要を報告、これをもとに皆でディスカッションを行う。
参加者はそれぞれ、テクストをあらかじめよく読み、疑問点や自分の意見を整理してくること。			

◆成績評価の方法◆

DDL731N

音楽美学特講Ａ

堀　朋平

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

初学者の受講も可能。			

授業内発表と毎回の発言などを考慮して総合的に行う。			
レポートの提出は求めない。

◆教科書（使用テキスト）◆

渡辺二郎『芸術の哲学』（放送大学出版局）、『ダールハウスの音楽美学』（音楽之友社）ほか			

◆参考図書◆

そのつど指示する。

◆留意事項◆

音楽の意味をめぐる専門的な文章の精読をとおして、その内容を自分の専門との関連において、深い洞察と発展性をもって議論することが
できる。	

◆授業内容・計画◆

今日、「音楽美学」の定義は書物によって多様だが、音楽の「意味」をめぐる広範な探究である点では一致している。授業では、これを主題と
した日本語文献を精読し、参加者で議論を重ねてゆく。読解の対象は、初回に講師がいくつかのテクストを提案して決定するが（下記「教科
書」欄を参照）、参加者の専門や関心に応じて調整したり、論文程度の規模のテクストを織り交ぜたりする場合もある。
　以下に、　『ダールハウスの音楽美学』をテクストにした場合の見通しを示す。

（１）オリエンテーション
（２）歴史的出発点
（３）テキストとしての音楽と作品としての音楽
（４）感情美学の変貌
（５）器楽の解放
（６）芸術の判断と趣味判断
（７）天才・陶酔・技術
（８）情緒とイデア
（９）「音響的内面性」の弁証法
（10）形式主義をめぐる論争
（11）標題音楽
（12）オペラの伝統と革新
（13）美学と歴史
（14）音楽の現象学に向けて
（15）批評の諸基準
		

◆準備学習の内容◆

毎回、参加者の一人が決められた章を熟読し、レジュメを作って概要を報告、これをもとに皆でディスカッションを行う。
参加者はそれぞれ、テクストをあらかじめよく読み、疑問点や自分の意見を整理してくること。			

◆成績評価の方法◆

DDL732N

音楽美学特講Ｂ

堀　朋平

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業の内容を踏まえ、各自の研究の関心に基づき作成されるレポートによる。内容、形式については選択するテーマに応じて授業内で指示
する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

基本参考図書: 今谷和徳・井上さつき著『フランス音楽史』(春秋社、2010)。その他は適宜指示する。

◆留意事項◆

19、20世紀西洋音楽史研究に必要なフランス音楽史についての基礎知識を学ぶ。ここでは、七月王政期（1830～1848）から世紀末にいたる
流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

各回の概要

1. 概説
2. 七月王政と音楽
3. 1830・40年代のオペラ
4. フランスのベートーヴェン
5. ベルリオーズの求めたもの
6. 1830・40年代のピアノ音楽とショパン
7. リストと知識人たち
8. 音楽とジャーナリズム
9. パリの生活とオペレッタ
10. 普仏戦争とフランス音楽
11. フランスの器楽曲を作る
12. 19世紀後半のオペラとバレエ
13. サンサーンスと彼の歩んだ時代
14. フランスのワーグナー
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

・各回の授業内で指示された事項について指示に基き下調べをし、楽曲を聴いておくこと。
・授業は各自の発表をも含むので、指示に従い準備すること。

◆成績評価の方法◆

DDL733N

西洋音楽史特講Ａ

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業の内容を踏まえ、各自の研究の関心に基づき作成されるレポートによる。内容、形式については選択するテーマに応じて授業内で指示
する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

基本参考図書: 今谷和徳・井上さつき著『フランス音楽史』(春秋社、2010)。その他は適宜指示する。

◆留意事項◆

19、20世紀西洋音楽史研究に必要なフランス音楽史についての基礎知識を学ぶ。ここでは、19世紀末から20世紀半ばにいたる流れを文化
的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

各回の概要

1. ドビュッシーのもたらしたもの
2. 《ペレアスとメリザンド》
3. 19世紀末 - 20世紀初頭の文芸と歌曲
4. ラヴェルの軌跡
5. 20世紀初頭の楽壇と政治
6. 「忘れられた」作曲家たち
7. 新しい語法を求める旅
8. ロシアバレエ団とストラヴィンスキー
9. サティとは何者だったのか
10. 第一次大戦と音楽
11. 戦争の傷の「癒しかた」
12. 「戦後派」と「狂乱」の時代
13. 戦後から戦後へ: ミヨーの場合
14. 戦後から戦後へ: プーランクの場合
15.  まとめ

◆準備学習の内容◆

・各回の授業内で指示された事項について指示に基き下調べをし、楽曲を聴いておくこと。
・授業は各自の発表をも含むので、指示に従い準備すること。

◆成績評価の方法◆

DDL734N

西洋音楽史特講Ｂ

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への積極的な参加を望む。言うまでもないが、遅刻せず、コンスタントな出席を心がけること。

平常の授業への取組と授業中の発表、および発表に基づくレポートで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業回の内容に応じて紹介する。

◆留意事項◆

現代社会では伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以 前と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった。どん な音楽や芸能
にも多かれ少なかれ手が入り、改編されたり、異 なる脈絡や場で提供されることが日常的になっている。 この授業ではそうした音楽や伝統
を、正統的なものと区別して 扱うというよりも、どのような力学の中で、どのような立場の 人たちがそれらと向き合い、どう生かしていこうと考
えて取り 組んでいるのか、改めて捉え直すことができる。自分の専門領域と異なるケースでも、学際的な視点からテーマを取り組むことを目
ざす。

◆授業内容・計画◆

現代社会の中で実践されている多様な音楽や芸能から、このテーマにふさわしいいくつかの対象によって、ケーススタディを行う。
可能であれば、実際にこうした音楽や芸能の当事者からの証言をきき、現場の意識を知る機会ももちたい。
受講生の希望を取り入れながら対象を選びたいが、以下のような内容を想定している。
前期
１）現代社会における音楽と芸能―導入
２）大衆音楽に見る民族性と地域性
３）民族をつなぐ大衆音楽①
４）民族をつなぐ大衆音楽②
５）民族をつなぐ大衆音楽③
６）民族をつなぐ大衆音楽④
７）大衆音楽と地域①
８）大衆音楽と地域②
９）大衆音楽と地域③
10）大衆音楽と地域④
11）新たに創造される大衆音楽①
12）新たに創造される大衆音楽②
13）新たに創造される大衆音楽③
14）ディスカッションと考察
15）総括

◆準備学習の内容◆

授業で扱う対象についての事前・事後調査に十分な時間を費やすことは言うまでもないが、身の回りで行われているさまざまな音楽や芸能
に改めて注目することで問題点を見出すことが可能となる。また、自分の住む地域に改めて目を向け、地域作りに音楽や芸能がどのように
生かされているのかも実地検分も含めて調べてほしい。

◆成績評価の方法◆

DDL735N

民族音楽学特講Ａ

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業への積極的な参加を望む。言うまでもないが、遅刻せず、コンスタントな出席を心がけること。

平常の授業への取組と授業中の発表、および発表に基づくレポートで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業回の内容に応じて紹介する。

◆留意事項◆

前期に引き続き、伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以前と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった現代社会の中で、
どのような力学で、どのような立場の人たちがそうした音楽や芸能と向き合い、どう生かしていこうと考えて取り 組んでいるのか、改めて捉え
直すことができる。このテーマは専門領域にかかわらず関係性を有するものであり、自らの研究テーマに引き寄せて取り組むことを目ざす。

◆授業内容・計画◆

後期のテーマは受講者と相談して決めるが、以下を想定している。
１）「ディアスポラ」を考える―ディアスポラとはなにか
２）ディアスポラの歴史的考察
３）ディアスポラと文化①
４）ディアスポラと文化②
５）ディアスポラと音楽―資料研究①
６）ディアスポラと音楽―資料研究②
７）ディアスポラと音楽―資料研究③
８）ディアスポラと音楽―地域研究①
９）ディアスポラと音楽―地域研究②
10）ディアスポラと音楽―地域研究③
11）ディアスポラと音楽―地域研究④
12）ディスカッションと考察
13）新たなディアスポラ音楽文化の形成①
14）新たなディアスポラ音楽文化の形成②
15）総括

◆準備学習の内容◆

授業で扱う対象についての事前・事後調査に十分な時間を費やすことは言うまでもないが、身の回りで行われているさまざまな音楽や芸能
に改めて注目することで問題点を見出すことが可能となる。また、自分の住む地域に改めて目を向け、地域作りに音楽や芸能がどのように
生かされているのかも実地検分も含めて調べてほしい。

◆成績評価の方法◆

DDL736N

民族音楽学特講Ｂ

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的な授業参加に期待する。

課題の達成状況（発表、レポート）等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（その都度指示する）

◆参考図書◆

なし（その都度指示する）

◆留意事項◆

近代日本の音楽文化の生成過程をたどり、その多様性を理解するとともに、この時期の音楽研究に有用な資料の探索・分析の方法を把握
する。

◆授業内容・計画◆

明治以降の日本で鳴り響いたさまざまな音楽を、その背景にある時代思潮や音楽行動とからめて検証する。
2015年度前期は、幕末・明治期における西洋音楽の受容の問題を中心に扱う。

１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）江戸後期の西洋音楽知識（１）
３）江戸後期の西洋音楽知識（２）
４）明治初期の音楽用語（１）
５）明治初期の音楽用語（２）
６）幕末の軍楽（鼓笛・喇叭）
７）幕末の鼓笛隊のその後
８）明治期の軍楽隊（１）
９）明治期の軍楽隊（２）
10）明治期の音楽分野の外国人教師（１）
11）明治期の音楽分野の外国人教師（２）
12）明治期の音楽留学（１）
13）明治期の音楽留学（２）
14）発表
15）発表

◆準備学習の内容◆

近代日本の音楽史に関する近年の研究成果にできるだけ目を通しておくこと。

◆成績評価の方法◆

DDL737N

日本音楽史特講Ａ

塚原　康子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

積極的な授業参加に期待する。

課題の達成状況（発表、レポート）等を総合的に見て判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（その都度指示する）

◆参考図書◆

なし（その都度指示する）

◆留意事項◆

近代日本の音楽文化の生成過程をたどり、その多様性を理解するとともに、この時期の音楽研究に有用な資料の探索・分析の方法を把握
する。

◆授業内容・計画◆

　明治期以降の日本で鳴り響いたさまざまな音楽を、その背景にある時代思潮や音楽行動とからめて検証する。
2015年度後期は、明治・大正期における伝統音楽の変化と新ジャンル・新様式生成の問題を中心に扱う。

１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）明治期の伝統音楽の概観
３）明治期の雅楽
４）近代歌謡の生成と雅楽
５）明治期の新ジャンル（浪花節）
６）明治期の新ジャンル（琵琶）
７）明治期の新様式（筝曲）
８）明治期の新様式（尺八）
９）明治期の新様式（長唄）
10）明治期の楽器改良
11）大正期の楽器改良
12）大正期の新様式
13）発表
14）発表
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

近代日本の音楽史に関する近年の研究成果にできるだけ目を通しておくこと。

◆成績評価の方法◆

DDL738N

日本音楽史特講Ｂ

塚原　康子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。実践についてのレポート、授業内でのプレゼンテーション
などを含みます。		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。			

◆参考図書◆

難波精一郎・桑野園子『音の評価のための心理学的測定法』（コロナ社）
Søren Bech and Nick Zacharov “Perceptual Audio Evaluation” (Wiley)			

◆留意事項◆

音楽音響学特講A〜Bでは、音楽音響におけるより高度な実験・研究の手法について、実践を交えながら学びます。Aでは、心理学的手法に
基づいた実験計画の理論を扱います。詳細な内容については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜選択します。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、音知覚の復習
第2回　評価実験の必要性
第3回　精神物理学的測定法（１）
第4回　精神物理学的測定法（２）
第5回　科学的方法論
第6回　研究の流れ
第7回　印象の定量化（１）回答属性
第8回　印象の定量化（２）回答形式
第9回　印象の定量化（３）尺度法の選択
第10回　印象の定量化（４）バイアス
第11回　実験計画（１）音刺激の特性
第12回　実験計画（２）実験参加者
第13回　実験計画（３）実験環境（音の測定と再生系の校正）および教示
第14回　実験計画（４）統計的実験計画
第15回　まとめと評価

学生の理解や興味に合わせて順番や内容を変更する可能性があります。また、これ以外のタイムリーなトピックなども扱います。

◆準備学習の内容◆

講義では前回講義の内容を前提にして話をしますので、必ず授業の内容を復習し理解しておいて下さい。			

◆成績評価の方法◆

DDL739N

音楽音響学特講Ａ

丸井　淳史

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

特になし

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。実践についてのレポート、授業内でのプレゼンテーション
などを含みます。		

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。			

◆参考図書◆

難波精一郎・桑野園子『音の評価のための心理学的測定法』（コロナ社）
Søren Bech and Nick Zacharov “Perceptual Audio Evaluation” (Wiley)			

◆留意事項◆

音楽音響学特講A〜Bでは、音楽音響におけるより高度な実験・研究の手法について、実践を交えながら学びます。Bでは、実験後の統計処
理や論文へのまとめ方、研究者として身につけるべき倫理などを扱います。詳細な内容については、他の授業との関連や受講者の関心に
応じて適宜選択します。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、音楽音響学特講Aの復習
第2回　統計（１）代表値と散らばりの指標
第3回　統計（２）統計学的仮説検定
第4回　統計（３）二項検定
第5回　統計（４）t検定
第6回　統計（５）分散分析
第7回　統計（６）回帰分析
第8回　尺度構成法（１）一次元尺度の構成法
第9回　尺度構成法（２）多次元尺度の構成法
第10回　研究事例検討（１）多次元尺度法を用いた音色評価
第11回　研究事例検討（２）SD法と因子分析による音色評価
第12回　研究事例検討（３）二項検定を用いたハイレゾ音源比較実験
第13回　論文の構成
第14回　研究倫理
第15回　まとめと評価

学生の理解や興味に合わせて順番や内容を変更する可能性があります。また、これ以外のタイムリーなトピックなども扱います。			

◆準備学習の内容◆

講義では前回講義の内容を前提にして話をしますので、必ず授業の内容を復習し理解しておいて下さい。			

◆成績評価の方法◆

DDL740N

音楽音響学特講Ｂ

丸井　淳史

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

TAを申請するものは、この授業を取ることが必須条件となる。

授業への積極的な参加、課題の提出、最終レポートなどを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音楽大学等、音楽の高等教育機関で教える、指導することはどういうことかを知り、TAとして教えるための前提を理解する。

◆授業内容・計画◆

音楽大学で教えるために必要な、前提となる以下の様々な法律等の規程とその意味について学ぶ。
主な内容は次の通り。

１）人はなぜ学ぶのか
２）大学とは何か
３）教育基本法
４）学校教育法
５）大学設置基準
６）大学認証評価（１）導入期
７）大学認証評価（２）現在
８）ＦＤについて（１）背景
９）ＦＤについて（２）事例
10）学則について（１）位置づけ
11）学則について（２）その実際
12）諸規定について
13）TAについて（１）心構え
14）TAについて（２）役割
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

次週の授業内容について各自事前に準備を行い授業に臨むこと。
プレゼンテーションも課す。

◆成績評価の方法◆

DDL741N

教授法

神原　雅之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（２年目）

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（２年目）

森　太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（３年目）

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（３年目）

友利　修

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（３年目）

吉成　順

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０４

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（３年目）

横井　雅子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０５

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（３年目）

沼口　隆

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０６

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（３年目）

塩原　麻里

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

演奏系（１年目）

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

演奏系（２年目）

今井　慎太郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

演奏系（３年目）

早川　りさこ

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

演奏系（３年目）

佐久間　由美子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 3年 クラス ０３

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

演奏系（３年目）

川島　素晴

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 0単位

備考

積極的に研究を行うこと。

研究の成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

適宜指摘する。

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。

◆授業内容・計画◆

１．～３０．
各自の研究テーマについて研究し、報告する。

◆準備学習の内容◆

継続的に研究をすること。

◆成績評価の方法◆

研究指導

論文系（１年目）

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
			

◆教科書（使用テキスト）◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地
域、ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の
担い手を育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。  			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  器楽研究領域に関わる作品研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  器楽研究領域に関わる作品研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  器楽研究領域に関わる作品研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  器楽研究領域に関わる作品研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  器楽研究領域に関わる作品研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  器楽研究領域に関わる作品研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  器楽研究領域に関わる作品研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  器楽研究領域に関わる作品研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  器楽研究領域に関わる作品研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  器楽研究領域に関わる作品研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  器楽研究領域に関わる作品研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  器楽研究領域に関わる作品研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  まとめ①／無伴奏作品及び室内楽作品
第15回  まとめ②／ピアノ伴奏作品及び協奏曲作品

【後期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション①
第15回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション②   			
		

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。			

◆成績評価の方法◆

器楽領域研究

１年目

武田　忠善

◆授業目標◆



適宜授業内で指示する。			

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。
			

◆教科書（使用テキスト）◆

器楽演奏の実技と理論の研究を通して、高度に専門的な器楽演奏の修得を目標とする。そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地
域、ジャンルの器楽作品、およびその演奏解釈、演奏表現、さらに演奏法、伴奏法、アンサンブル等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな器楽演奏の創造を目指す。さらに、音楽の高等教育の
担い手を育成するために、ピアノ又は弦管打を中心とした器楽の教授法に関する研究も行う。  			

◆授業内容・計画◆

【前期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  器楽研究領域に関わる作品研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  器楽研究領域に関わる作品研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  器楽研究領域に関わる作品研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  器楽研究領域に関わる作品研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  器楽研究領域に関わる作品研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  器楽研究領域に関わる作品研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  器楽研究領域に関わる作品研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  器楽研究領域に関わる作品研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  器楽研究領域に関わる作品研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  器楽研究領域に関わる作品研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  器楽研究領域に関わる作品研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  器楽研究領域に関わる作品研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  まとめ①／無伴奏作品及び室内楽作品
第15回  まとめ②／ピアノ伴奏作品及び協奏曲作品  			

【後期】
第１回  オリエンテーション（授業の目的、進め方等）
第２回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究①／時代別無伴奏作品（古典）
第３回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究②／時代別無伴奏作品（近代）
第４回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究③／時代別無伴奏作品（現代）
第５回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究④／時代別ピアノ伴奏付き作品（古典）
第６回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑤／時代別ピアノ伴奏付き作品（近代）
第７回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑥／時代別ピアノ伴奏付き作品（現代）
第８回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑦／時代別協奏曲作品（古典）
第９回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑧／時代別協奏曲作品（近代）
第10回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑨／時代別協奏曲作品（現代）
第11回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑩／時代別室内楽作品（古典）
第12回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑪／時代別室内楽作品（近代）
第13回  博士論文のテーマを見据えた器楽研究領域作品の研究⑫／時代別室内楽作品（現代）
第14回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション①
第15回  リサイタルプログラムの授業内発表及びディスカッション②     			

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。			

◆成績評価の方法◆

器楽領域研究

２年目

武田　忠善

◆授業目標◆



適宜指示する。			

◆参考図書◆

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

平常の授業と作品制作への積極的な取組み、内外に於ける作品発表の場拡充の実践等により評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。			

◆授業内容・計画◆

「創作領域研究II」の内容をふまえて、より進んだ研究を行う。
そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、コンピュータ音楽を含む諸ジャンルの作曲法等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな作品創作を目指す。

【前期後期共通】
1. オリエンテーション
2. 創作領域研究個人レッスン（1）
3. 創作領域研究個人レッスン（2）
4. 創作領域研究個人レッスン（3）
5. 創作領域研究個人レッスン（4）
6. 創作領域研究個人レッスン（5）
7. 創作領域研究個人レッスン（6）
8. 創作領域研究個人レッスン（7）
9. 創作領域研究個人レッスン（8）
10. 創作領域研究個人レッスン（9）
11. 創作領域研究個人レッスン（10）
12. 創作領域研究個人レッスン（11）
13. 創作領域研究個人レッスン（12）
14. 創作領域研究個人レッスン（13）
15. まとめ
		

◆準備学習の内容◆

授業内指示			

◆成績評価の方法◆

創作領域研究

２年目

莱　孝之

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０２

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

平常の授業と作品制作への積極的な取組み、内外に於ける作品発表の場拡充の実践等により評価する。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし			

◆参考図書◆

特になし			

◆留意事項◆

作曲創作の実践と理論の研究を通して、高度に専門的な創作技法の修得を目的とする。			

◆授業内容・計画◆

「創作領域研究II」の内容をふまえて、より進んだ研究を行う。
そのため、日本の近現代を含む様々な時代、地域、コンピュータ音楽を含む諸ジャンルの作曲法等に関する実践的・理論的研究を行うと同
時に、それらと関連した歴史的、社会的、文化的状況についての知識を深め、新たな作品創作を目指す。

【前期後期共通】
1. オリエンテーション
2. 創作領域研究個人レッスン（1）
3. 創作領域研究個人レッスン（2）
4. 創作領域研究個人レッスン（3）
5. 創作領域研究個人レッスン（4）
6. 創作領域研究個人レッスン（5）
7. 創作領域研究個人レッスン（6）
8. 創作領域研究個人レッスン（7）
9. 創作領域研究個人レッスン（8）
10. 創作領域研究個人レッスン（9）
11. 創作領域研究個人レッスン（10）
12. 創作領域研究個人レッスン（11）
13. 創作領域研究個人レッスン（12）
14. 創作領域研究個人レッスン（13）
15. まとめ
		

◆準備学習の内容◆

授業内指示			

◆成績評価の方法◆

創作領域研究

２年目

古川　聖

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。  			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指定する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。  			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。  		

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。  			

◆成績評価の方法◆

音楽学領域研究

１年目

久保田　慶一

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

研究成果と積極的に取り組んだかを総合的に判断する。  			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

◆参考図書◆

適宜指定する。			

◆留意事項◆

博士論文の執筆のための研究を深める。  			

◆授業内容・計画◆

１．～１５．
各自のテーマについて学習した内容を報告する。  		

◆準備学習の内容◆

継続して研究テーマに取り組む。  			

◆成績評価の方法◆

音楽学領域研究

２年目

塚原　康子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

試験結果、研究発表と平常の授業への取り組み度を総合して評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】プリント配布			

【後期】特になし

学生が大学院レヴェルでのバロックから２０世紀にいたる和声法の知識と様式の把握、課題が作成できることを目標とする			

◆授業内容・計画◆
【前期】
西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的なアプローチの方法を考察していく。

1.授業ガイダンス
2.和声法の歴史(概論)
3.和声法の著作の歴史的概観
4.通奏低音法について
5.通奏低音の実施(バロック様式)
6.通奏低音の実施(古典派様式)
7.通奏低音の実施(ロマン派様式)
8.フランス和声について(概論)
9.フランス和声の実践(シャラン)
10.フランス和声の実践(フォーシェ)
11.フランス和声の実践(ギャロン)
12.フランス和声の実践(ビッチュ)
13.バッハの和声様式　(バス課題)
14.バッハの和声様式　(ソプラノ課題)
15.まとめ

【後期】
西洋の和声法に関する歴史的考察を中心として、多角的アプローチの方法を考察していく。特に後期は各々の論文と関係づけられた作曲家
と作品についての研究もおこなう。

１・モーツァルトの和声様式『概論』
２・モーツァルトの和声様式『バス課題』の実習
３・モーツァルトの和声様式『ソプラノ課題』の実習
４・シューマンの和声様式『概論』
５・シューマンの和声様式『ソプラノ課題』の実習
６・シューマンの和声様式『作品分析』
７・ヴァーグナーの和声様式『概論』
８・ヴァーグナーの和声様式『作品分析』
９・ヴァーグナーの和声様式『ソプラノ課題』実習
１０・フォーレの和声様式『概論』
１１・・フォーレの和声様式『作品分析』
１２・・フォーレの和声様式『ソプラノ課題』の実習
１３・ドビュシーの和声様式『概論』

◆準備学習の内容◆

【前期】これまで学んできた和声法課題実施の復習

【後期】前期で学んだ内容の復習

◆成績評価の方法◆

音楽理論特講

林　達也

◆授業目標◆



特になし

◆参考図書◆

『新しい和声』　林達也著　アルテスパブリッシング社

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業内発表と毎回の発言などを考慮して総合的に行う。			

◆教科書（使用テキスト）◆

【前期】音楽の意味をめぐって書かれた文章を丹念に読むことで、音楽美について探究するための基礎を獲得する。　【後期】音楽美をめぐる
専門的な文章の精読をとおして、その内容について自分の専門とつなげつつ議論することができる。			

◆授業内容・計画◆
今日、「音楽美学」の定義は書物によって多様だが、音楽の「意味」をめぐる広範な探究である点では一致している。授業では、これを主題と
した日本語文献を精読し、参加者で議論を重ねてゆく。読解の対象は、初回に講師がいくつかのテクストを提案して決定するが（下記「教科
書」欄を参照）、参加者の専門や関心に応じて調整したり、論文程度の規模のテクストを織り交ぜたりする場合もある。
　以下に、　『音楽する精神』をテクストにした場合の見通しを示す。

【前期】
（１）オリエンテーション
（２）音楽の起源と社会的機能
（３）音楽、脳、体
（４）根底にあるパターン
（５）言葉なき歌
（６）現実からの逃避か？
（７）現実からの逃避か？――発展的議論
（８）音楽を一人きりで聴くこと
（９）音楽を一人きりで聴くこと――発展的議論
（10）世界の最も内奥にある本質
（11）世界の最も内奥にある本質――発展的議論
（12）生を意義づけるもの
（13）音楽の重要性
（14）音楽の重要性――発展的議論
（15）まとめ

【後期】
（１）オリエンテーション
（２）歴史的出発点
（３）テキストとしての音楽と作品としての音楽
（４）感情美学の変貌
（５）器楽の解放
（６）芸術の判断と趣味判断
（７）天才・陶酔・技術
（８）情緒とイデア
（９）「音響的内面性」の弁証法
（10）形式主義をめぐる論争
（11）標題音楽
（12）オペラの伝統と革新
（13）美学と歴史

◆準備学習の内容◆

毎回、参加者の一人が決められた章を熟読し、レジュメを作って概要を報告、これをもとに皆でディスカッションを行う。参加者はそれぞれ、テ
クストをあらかじめよく読み、疑問点や自分の意見を整理してくること。			

◆成績評価の方法◆

音楽美学特講

堀　朋平

◆授業目標◆



初学者の受講も可能。			

【前期】ストー『音楽する精神』（白揚社）、ローゼン『音楽と感情』（みすず書房）ほか			

【後期】渡辺二郎『芸術の哲学』（放送大学出版局）、『ダールハウスの音楽美学』（音楽之友社）ほか			

◆参考図書◆

そのつど指示する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業への参加状況と発表、および発表に基くレポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし			

【前期】七月王政期(1830～1848)から世紀末にいたる19世紀フランス音楽史の流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解する。	
【後期】19世紀末から20世紀半ばにいたるフランス音楽史の流れを文化的・社会的背景、具体的楽曲例とともに理解する。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
各回の概要

1. 概説
2. 七月王政と音楽
3. 1830・40年代のオペラ
4. フランスのベートーヴェン
5. ベルリオーズの求めたもの
6. 1830・40年代のピアノ音楽とショパン
7. リストと知識人たち
8. 音楽とジャーナリズム
9. パリの生活とオペレッタ
10. 普仏戦争とフランス音楽
11. フランスの器楽曲を作る
12. 19世紀後半のオペラとバレエ
13. サンサーンスと彼の歩んだ時代
14. フランスのワーグナー
15. まとめ

【後期】
各回の概要

1. ドビュッシーのもたらしたもの
2. 《ペレアスとメリザンド》
3. 19世紀末 - 20世紀初頭の文芸と歌曲
4. ラヴェルの軌跡
5. 20世紀初頭の楽壇と政治
6. 「忘れられた」作曲家たち
7. 新しい語法を求める旅
8. ロシアバレエ団とストラヴィンスキー
9. サティとは何者だったのか
10. 第一次大戦と音楽
11. 戦争の傷の「癒しかた」
12. 「戦後派」と「狂乱」の時代
13. 戦後から戦後へ: ミヨーの場合
14. 戦後から戦後へ: プーランクの場合

◆準備学習の内容◆

・各回の授業内で指示された事項について指示に基き下調べをし、楽曲を聴いておくこと。
・授業は各自の発表をも含むので、指示に従い準備すること。		

◆成績評価の方法◆

西洋音楽史特講

友利　修

◆授業目標◆



特になし			

◆参考図書◆

基本参考図書: 今谷和徳・井上さつき著『フランス音楽史』(春秋社、2010)。その他は適宜指示する。

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

平常点（授業への参加度を勘案する）と授業中の発表、および発表に基づくレポートで評価する。			

【前期】現代社会では伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以 前と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった。どん な音楽
や芸能にも多かれ少なかれ手が入り、改編されたり、異 なる脈絡や場で提供されることが日常的になっている。 この授業ではそうした音楽
や伝統を、正統的なものと区別して 扱うというよりも、どのような力学の中で、どのような立場の 人たちがそれらと向き合い、どう生かしてい
こうと考えて取り 組んでいるのか、改めて捉え直そうとする。　【後期】前期に引き続き、伝統的な音楽や芸能がかつてと同じ脈絡の中で以前
と同じ意識をもって取り組まれることが難しくなった現代社会の中で、どのような力学で、どのような立場の人たちがそうした音楽や芸能と向
き合い、どう生かしていこうと考えて取り 組んでいるのか、改めて捉え直そうとする。			

◆授業内容・計画◆
【前期】
現代社会の中で実践されている多様な音楽や芸能から、このテーマにふさわしいいくつかの対象を選び、ケーススタディを行う。
可能であれば、実際にこうした音楽や芸能の当事者からの証言をきき、現場の意識を知る機会ももちたい。
受講生の希望を取り入れながら対象を選びたいが、以下のような内容を想定している。

１）現代社会における音楽と芸能―導入
２）大衆音楽に見る民族性と地域性
３）民族をつなぐ大衆音楽①
４）民族をつなぐ大衆音楽②
５）民族をつなぐ大衆音楽③
６）民族をつなぐ大衆音楽④
７）大衆音楽と地域①
８）大衆音楽と地域②
９）大衆音楽と地域③
10）大衆音楽と地域④
11）新たに創造される大衆音楽①
12）新たに創造される大衆音楽②
13）新たに創造される大衆音楽③
14）ディスカッションと考察
15）総括

【後期】
後期のテーマは受講者と相談して決めるが、以下を想定している。
１）「ディアスポラ」を考える―ディアスポラとはなにか
２）ディアスポラの歴史的考察
３）ディアスポラと文化①
４）ディアスポラと文化②
５）ディアスポラと音楽―資料研究①
６）ディアスポラと音楽―資料研究②
７）ディアスポラと音楽―資料研究③
８）ディアスポラと音楽―地域研究①
９）ディアスポラと音楽―地域研究②
10）ディアスポラと音楽―地域研究③
11）ディアスポラと音楽―地域研究④
12）ディスカッションと考察
13）新たなディアスポラ音楽文化の形成①

◆準備学習の内容◆

授業で扱う対象についての事前・事後調査に十分な時間を費やすことは言うまでもないが、身の回りで行われているさまざまな音楽や芸能
に改めて注目することで問題点を見出すことが可能となる。また、自分の住む地域に改めて目を向け、地域作りに音楽や芸能がどのように
生かされているのかも調べてほしい。			

◆成績評価の方法◆

民族音楽学特講

横井　雅子

◆授業目標◆



授業への積極的な参加を望む。言うまでもないが、遅刻せず、コンスタントな出席を心がけること。			

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。			

◆参考図書◆

授業回の内容に応じて紹介する。			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業の参加態度や課題の達成状況等を総合的に見て判断する。 			

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（その都度指示する）			

◆参考図書◆

近代日本の音楽文化の生成過程をたどり、その多様性を理解する			

◆授業内容・計画◆
明治以降の日本で鳴り響いたさまざまな音楽を、その背景にある時代思潮や音楽行動とからめて検証する。

【前期】
2015年度前期は、幕末・明治期における西洋音楽の受容の問題を中心に扱う。
１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）江戸後期の西洋音楽知識（１）
３）江戸後期の西洋音楽知識（２）
４）明治初期の音楽用語（１）
５）明治初期の音楽用語（２）
６）幕末の軍楽（鼓笛・喇叭）
７）幕末の鼓笛隊のその後
８）明治期の軍楽隊（１）
９）明治期の軍楽隊（２）
10）明治期の音楽分野の外国人教師（１）
11）明治期の音楽分野の外国人教師（２）
12）明治期の音楽留学（１）
13）明治期の音楽留学（２）
14）発表
15）発表

【後期】
2015年度後期は、明治・大正期における伝統音楽の変化と新ジャンル・新様式生成の問題を中心に扱う。
１）オリエンテーション、近年の研究動向
２）明治期の伝統音楽の概観
３）明治期の雅楽
４）近代歌謡の生成と雅楽
５）明治期の新ジャンル（浪花節）
６）明治期の新ジャンル（琵琶）
７）明治期の新様式（筝曲）
８）明治期の新様式（尺八）
９）明治期の新様式（長唄）
10）明治期の楽器改良
11）大正期の楽器改良
12）大正期の新様式
13）発表
14）発表

◆準備学習の内容◆

近代日本の音楽史に関する近年の研究成果にできるだけ目を通しておくこと.
			

◆成績評価の方法◆

日本音楽史特講

塚原　康子

◆授業目標◆



積極的な授業参加に期待する。			

なし（その都度指示する）			

◆留意事項◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス ０１

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 単位数 4単位

備考

授業内試験、レポート等提出物、授業への貢献などをもとに総合的に判断します。			

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。			

楽器音響学研究では、音楽音響における実験・研究の手法について、実践を交えながら学びます。前期では、心理学的手法に基づいた実
験の計画・実施を扱います。　	【後期】	後期では、実験後の統計処理や論文へのまとめ方、研究者として身につけるべき倫理などを扱いま
す。詳細な内容については、他の授業との関連や受講者の関心に応じて適宜選択します。	

◆授業内容・計画◆
【前期】
第1回　ガイダンス、音知覚の復習
第2回　評価実験の必要性
第3回　精神物理学的測定法（１）
第4回　精神物理学的測定法（２）
第5回　科学的方法論
第6回　研究の流れ
第7回　印象の定量化（１）回答属性
第8回　印象の定量化（２）回答形式
第9回　印象の定量化（３）尺度法の選択
第10回　印象の定量化（４）バイアス
第11回　実験計画（１）音刺激の特性
第12回　実験計画（２）実験参加者
第13回　実験計画（３）実験環境（音の測定と再生系の校正）および教示
第14回　実験計画（４）統計的実験計画
第15回　まとめと評価

学生の理解や興味に合わせて順番や内容を変更する可能性があります。また、これ以外のタイムリーなトピックなども扱います。

【後期】

第1回　ガイダンス、楽器音響学研究Aの復習
第2回　統計（１）代表値と散らばりの指標
第3回　統計（２）統計学的仮説検定
第4回　統計（３）二項検定
第5回　統計（４）t検定
第6回　統計（５）分散分析
第7回　統計（６）回帰分析
第8回　尺度構成法（１）一次元尺度の構成法
第9回　尺度構成法（２）多次元尺度の構成法
第10回　研究事例検討（１）多次元尺度法を用いた音色評価
第11回　研究事例検討（２）SD法と因子分析による音色評価
第12回　研究事例検討（３）二項検定を用いたハイレゾ音源比較実験
第13回　論文の構成
第14回　研究倫理
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

講義では前回講義の内容を前提にして話をしますので、必ず授業の内容を復習し理解しておいて下さい。			

◆成績評価の方法◆

音楽音響学特講

丸井　淳史

◆授業目標◆



特になし

◆参考図書◆

難波精一郎・桑野園子『音の評価のための心理学的測定法』（コロナ社）
Søren Bech and Nick Zacharov “Perceptual Audio Evaluation” (Wiley)			

◆留意事項◆


