
2015年度　学部（2014年度以降入学生）シラバス

PDF閲覧ソフトの検索機能で科目名を検索してください

※担当教員名での検索の場合、全クラス共通シラバスが検索できません

例） Ctrl キーを押しながら F キーを押す



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 1年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・五線紙必携。
・クラス内試験の内容については授業内で示される。
・指定されたクラスからの移動は、やむを得ない事情がある場合のみ、担当教員とソルフェージュ担当常勤教員に相談の上行うことがある。
学生からの申し出には原則対応しない。
・指揮／コレペティートル・コース等３年次からの特別なコースを選択するためには、ソルフェージュの在籍クラスまたは成績が条件となる可
能性もあるので希望者は留意すること。

期末統一試験＋クラス内試験＋平常点。
統一試験では学年全員の中での到達度をはかり、クラス内試験では担当教員が重点的に取り組んだ内容についての到達度をはかる。
統一試験の内容は以下のとおり。
・ピアノによる旋律記憶聴音
・ピアノ以外の楽器による聴音
・新曲視唱
・リズム
・楽典と音楽的教養

◆教科書（使用テキスト）◆

「『ソルフェージュ　視唱』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　読譜』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　リズム』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　聴音』国立音楽大学編」音楽之友社

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュは音楽家として自立するための基礎訓練である。音楽をさまざまな視点から捉え、正確に聴き、読み、 活き活きと表現し、音
楽的教養を高める。さらにそれらを統合することにより自らの演奏・創作・研究・教育などの場に生かすことが目標である。

◆授業内容・計画◆

内容についての概要は学生便覧別冊「共通科目　ソルフェージュⅠ～Ⅳ」を参照のこと。

第１セメスターでは基本の確認と習熟に重点が置かれる。
また能力別クラスであるため、学生のレヴェルに応じた授業が行われる。

1)ピアノによる旋律聴音（記憶／筆記）
2)ピアノによる多声聴音
3)ピアノによる和声聴音
4)他の楽器による旋律聴音
5)音部記号の読譜
6)伴奏なし新曲視唱
7)伴奏つき新曲視唱
8)重唱
9)リズム読み
10)リズム打ち
11)リズム・アンサンブル
12)実作品による総合課題
13)ソルフェージュ課題／実作品に関する楽典的内容と音楽史的教養
14)合同授業（リトミック）
15)クラス内試験

◆準備学習の内容◆

担当教員によって指示される。

◆成績評価の方法◆

FSS001N

ソルフェージュⅠ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

・五線紙必携
・指定されたクラスからの移動は、やむをえない事情がある場合のみ、担当教員とソルフェージュ担当常勤教員に相談の上行うことがある。学生
からの申し出には原則対応しない。
・クラス内試験の内容については授業内で示される。
・第２セメスターの統一試験結果により、２年次のクラス分けを行う。
・指揮／コレペティートル・コース等３年時からの特別なコースを選択するためには、ソルフェージュの在籍クラスまたは成績が条件となる可能性
もあるので希望者は留意すること。

期末統一試験＋クラス内試験＋平常点。
統一試験では学年全員の中での到達度をはかり、クラス内試験では担当教員が重点的に取り組んだ内容についての到達度をはかる。
統一試験の内容は以下のとおり。
・ピアノによる和声聴音（書き取り、和声進行の聴き取り）
・ピアノ以外の楽器による聴音
・新曲視唱
・リズム
・楽典と音楽的教養

◆教科書（使用テキスト）◆

「『ソルフェージュ　視唱』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　読譜』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　リズム』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　聴音』国立音楽大学編」音楽之友社

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュは音楽家として自立するための基礎訓練である。音楽をさまざまな視点から捉え、正確に聴き、読み、活き活きと表現し、音楽的
教養を高める。さらにそれらを統合することにより自らの演奏・創作・研究・教育などの場に生かすことが目標である。

◆授業内容・計画◆

内容についての概要は学生便覧別冊「共通科目　ソルフェージュⅠ～Ⅳ」を参考のこと。

第２セメスターでは原則クラス替えを行わないため、第１セメスターの継続としてより難易度の高い内容に進む。

1)ピアノによる旋律聴音（記憶／筆記）
2)ピアノによる多声聴音
3)ピアノによる和声聴音
4)他の楽器による旋律聴音
5)誤奏指摘
6)音部記号の読譜
7)伴奏なし新曲視唱
8)伴奏つき新曲視唱
9)重唱
10)リズム読み
11)リズム打ち
12)リズム・アンサンブル
13)実作品による総合課題
14)ソルフェージュ課題／実作品に関する楽典的内容と音楽史的教養
15)クラス内試験

◆準備学習の内容◆

担当教員によって指示される。

◆成績評価の方法◆

FSS002N

ソルフェージュⅡ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・五線紙必携。
・クラス内試験の内容については授業内で示される。
・指定されたクラスからの移動は、やむを得ない事情がある場合のみ、担当教員とソルフェージュ担当常勤教員に相談の上行うことがある。学
生からの申し出には原則対応しない。
・指揮／コレペティートル・コース等３年次から特別なコースを選択するためには、ソルフェージュの在籍クラスまたは成績が条件となる可能性も
あるので希望者は留意すること。

期末統一試験＋クラス内試験＋平常点。
統一試験では学年全員の中での到達度をはかり、クラス内試験では担当教員が重点的に取り組んだ内容についての到達度をはかる。
統一試験の内容は以下のとおり。
・ピアノによる旋律記憶聴音
・ピアノ以外の楽器による聴音
・新曲視唱
・リズム
・楽典と音楽的教養

◆教科書（使用テキスト）◆

「『ソルフェージュ　視唱』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　読譜』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　リズム』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　聴音』国立音楽大学編」音楽之友社

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュは音楽家として自立するための基礎訓練である。音楽をさまざまな視点から捉え、正確に聴き、読み、活き活きと表現し、音楽的
教養を高める。さらにそれらを統合することにより自らの演奏・創作・研究・教育などの場に生かすことが目標である。

◆授業内容・計画◆

内容についての概要は学生便覧別冊「共通科目　ソルフェージュⅠ～Ⅳ」を参照のこと。

第３セメスターからは、５グレードからなるの緩やかな専修別クラス編制（一部専修が混合するクラスあり）となるため、より専門性の高い実作品
を取り上げて訓練を行う機会が増える。

1)ピアノによる旋律聴音（記憶／筆記）
2)ピアノによる多声聴音
3)ピアノによる和声聴音
4)他の楽器によるさまざまな聴音
5)誤奏指摘と形式の聴音
6)音部記号の読譜
7)伴奏なし新曲視唱
8)伴奏つき新曲視唱
9)重唱
10)リズム読み
11)リズム打ち
12)リズム・アンサンブル
13)実作品による総合課題
14)ソルフェージュ課題／実作品に関する楽典的内容と音楽史的教養
15)クラス内試験

◆準備学習の内容◆

担当教員によって指示される。

◆成績評価の方法◆

FSS003N

ソルフェージュⅢ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

・五線紙必携
・クラス内試験の内容については授業内で示される。
・指定されたクラスからの移動は、やむを得ない事情がある場合のみ、担当教員とソルフェージュ担当常勤教員に相談の上行うことがある。学生
からの申し出には原則対応しない。
・指揮／コレペティートル・コース等３年次から特別なコースを選択するには、ソルフェージュの在籍クラスまたは成績が条件となる可能性もある
ので希望者は留意すること。

期末統一試験＋クラス内試験＋平常点。
統一試験では学年全員の中での到達度をはかり、クラス内試験では担当教員が重点的に取り組んだ内容についての到達度をはかる。
統一試験の内容は以下のとおり。
・ピアノによる和声聴音（書き取り、和音進行の聴き取り）
・ピアノ以外の楽器による聴音
・新曲視唱
・リズム
・楽典的内容と音楽的教養

◆教科書（使用テキスト）◆

「『ソルフェージュ　視唱』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　読譜』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　リズム』国立音楽大学編」音楽之友社
「『ソルフェージュ　聴音』国立音楽大学編」音楽之友社

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュは音楽家として自立するための基礎訓練である。音楽をさまざまな視点から捉え、正確に聴き、読み、活き活きと表現し、音楽的
教養を高める。さらにそれらを統合することにより自らの演奏・創作・研究・教育などの場に生かすことが目標である。

◆授業内容・計画◆

内容についての概要は学生便覧別冊「共通科目　ソルフェージュⅠ～Ⅳ」を参照のこと。

第４セメスターでは、必修ソルフェージュのまとめとして、より実作品を多角的に捉えることに重点をおく。
さらに様々な観点から学修したことを統合し、専門に生かす。

1)ピアノによる旋律聴音（記憶／筆記）
2)ピアノによる多声聴音
3)ピアノによる和声聴音
4)他の楽器によるさまざまな聴音
5)誤奏指摘と形式の聴音
6)７つの音部記号の読譜（高音部譜表、低音部譜表、アルト譜表、テノール譜表、ソプラノ譜表、メゾソプラノ譜表、バリトン譜表）
7)伴奏なし新曲視唱
8)伴奏つき新曲視唱
9)重唱
10)リズム読み
11)リズム打ち
12)リズム・アンサンブル
13)実作品による総合課題
14)ソルフェージュ課題／実作品に関する楽典的内容と音楽史的教養
15)クラス内試験

その他適宜各教員が必要と考える内容を付加する。

◆準備学習の内容◆

担当教員によって指示される。

◆成績評価の方法◆

FSS004N

ソルフェージュⅣ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意すること。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セメスターかけて学ぶ。
●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、ソルフェージュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創
作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い行わ
れる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。

1.和音に関する基礎用語と四声体書法の基本について理解する
2.和音進行の基礎概念を理解する（終止、カデンツなど）

（以下の２群について理解する）
【和音分析の基礎知識】
3.様々な和音記号と非和声音
4.転回形を伴う和音進行（四六の和音など）
5.属七の和音と副七の和音
6.保続音と偶成和音
7.過去の名曲における様々な和音進行
【四声体書法】
8.三和音（１）基本形における上三声の配分
9.三和音（２）上三声における共通音を伴った連結と伴わない連結
10.限定進行音を含む連結
11.慣習的な連結（V→VIなど）

12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される「ハーモニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学ぶ、という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで下さい。

◆成績評価の方法◆

ハーモニーⅠ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価す
る。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意するこ
と。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４ セメスターかけて学ぶ。 ●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解
し、ソルフェー ジュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際 の演奏、創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得
す る。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行
う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに
用い行われる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な
響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学
生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。
　
1.概論（１）ハーモニーの果たす「役割」を知る
2.概論（２）過去の名曲における様々な和音進行からハーモニーへ
の理解を深める
　
（以下の２群について理解する）
【楽典】
3.音程と調号
4.和音記号（１）各調における固有和音
5.和音記号（２）様々な和音
6.和音記号（３）転回形と高位
7.調の判定と移調
【和音分析の基礎知識】
8.和音進行の基礎概念（終止、カデンツなど）
9.各種の非和声音
10.非和声音を伴わない和音分析（三和音を中心に）
11.非和声音を伴う和音分析（三和音を中心に）
12.転回形を伴う和音進行（四六の和音など）
13.属七の和音
　
14.合同授業（レクチャーコンサート形式）
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される
「ハーモニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学
ぶ、という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで
下さい。

◆成績評価の方法◆

FSS005N

ハーモニーⅠ（初級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載
されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条
件になる可能性がある。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声
Ⅰ）の履修者は免除される。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価す
る。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意するこ
と。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として
活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体
系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキ
スト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４ セメスターかけて学ぶ。 ●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、
ソルフェー ジュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際 の演奏、創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得す
る。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行
う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに
用い行われる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な
響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学
生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。
　
1.和音進行の基礎概念について確認／復習を行う。（終止、カデン
ツなど）
　
（以下の２群について理解する）
【和音分析】
2.様々な和音記号と非和声音
3.属七の和音、副属七の和音
4.属九の和音、副属九の和音と準固有和音
5.過去の名曲における転調
【四声体書法】
6.転回形を含む三和音、属七の和音によるバス課題
7.副属七の和音を含むバス課題
8.属九の和音、副属九の和音と準固有和音を含むバス課題 　その1
9.属九の和音、副属九の和音と準固有和音を含むバス課題 　その2
10.転調を含むバス課題とソプラノ課題　その1
11.ソプラノ課題　その2
　
12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される
「ハーモニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学
ぶ、という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで
下さい。

◆成績評価の方法◆

FSS007N

ハーモニーⅠ（上級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意すること。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セメスターかけて学ぶ。
●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、ソルフェージュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創
作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い行わ
れる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。

1.前期の復習

（以下の２群について理解する）
【和音分析】
2.転調／転旋の基本理論
3.過去の名曲における典型的転調
4.副属七の和音（１）挿入和音的用法
5.副属七の和音（２）代理和音的用法
6.過去の名曲における様々な和音進行
【四声体書法】
7.三和音（１）転回形を含む上三声の配分
8.三和音（２）転回形を含む上三声の連結
9.四和音の配分と連結（限定進行音）
10.三和音、四和音混合の和音設定と連結
11.慣習的な連結（不完全形を用いる連結、など）

12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）転調を含む和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される「ハーモニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学ぶ、という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで下さい。

◆成績評価の方法◆

ハーモニーⅡ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 0単位

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価す
る。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意すること。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セ メスターかけて学ぶ。 ●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解
し、ソルフェー ジュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の 演奏、創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得
する。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う
「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い
行われる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを
体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生
便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。
　
1.前期の復習
2.四声体書法の基本的事項について理解する
　
（以下の２群について理解する）
【和音分析の基礎知識】
3.属七の和音と副七の和音
4.保続音と偶成和音
5.転調と副属七の和音
【四声体書法】
6.三和音（１）基本形における上三声の配分
7.三和音（２）上三声における共通音を伴った連結と伴わない連結
8.三和音（３）転回形を含む上三声の配分と連結
9.四和音の配分と連結（限定進行音）
10.三和音、四和音混合の和音設定と連結
11.慣習的な連結（V→VIなど）
　
12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される「ハー
モニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学ぶ、
という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで下さ
い。

◆成績評価の方法◆

FSS008N

ハーモニーⅡ（初級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載さ
れています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件に
なる可能性がある。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）
の履修者は免除される。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価す
る。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意すること。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活
用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系
的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキス
ト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セ メスターかけて学ぶ。 ●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、
ソルフェー ジュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の 演奏、創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い
行われる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを
体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生
便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。
　
1.前期の復習
　
（以下の２群について理解する）
【和音分析】
2.過去の名曲における様々な借用和音（借用和音のまとめ）
3.過去の名曲における様々な転調
4.過去の名曲における様々な和音進行（バロック時代を中心に）
5.過去の名曲における様々な和音進行（古典派を中心に）
6.過去の名曲における様々な和音進行（ロマン派を中心に）
【四声体書法】
7.転調を含むソプラノ課題　その1
8..非和声音ソプラノ課題　その1
9.非和声音ソプラノ課題　その2
10.転調を含む非和声音ソプラノ課題　その1
11.転調を含む非和声音ソプラノ課題　その2
　
12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される「ハー
モニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学ぶ、
という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで下さ
い。

◆成績評価の方法◆

FSS010N

ハーモニーⅡ（上級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意すること。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セメスターかけて学ぶ。
●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、ソルフェージュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、
創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い行
われる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。

1.和音に関する基礎用語、和音進行の基礎概念（終止、カデンツなど）、転調等について、ハーモニーI,IIの復習とまとめ
2.副属七の和音、四声体書法の基本等について、ハーモニーI,IIの復習とまとめ

（以下の２群について理解する）
【和音分析】
3.属九の和音（根音省略形を含む）
4.準固有和音
5.準固有音を伴う属九、副属九の和音
6.過去の名曲における様々な和音進行
【四声体書法】
7.二度七の和音を含む和音設定と連結
8.ソプラノ課題における和音設定
9.ソプラノ課題における和音連結
10.副属七の和音を含む和音設定
11.副属七の和音を含む和音連結

12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される「ハーモニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学ぶ、という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで下さい。

◆成績評価の方法◆

ハーモニーⅢ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各回の授業においてプリントを配布する。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セメスターかけて学ぶ。 ●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、
ソルフェージュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い行わ
れる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。

1.和音に関する基礎用語、和音進行の基礎概念（終止、カデンツなど）、転調等について、ハーモニーI,IIの復習とまとめ
2.副属七の和音、四声体書法の基本等について、ハーモニーI,IIの復習とまとめ

（以下の２群について理解する）
【和音分析】
3.属九の和音　その1（根音省略形を含む）
4.属九の和音　その2
5.準固有音
6.過去の名曲における様々な和音進行
【四声体書法】
7.二度七の和音を含む和音設定と連結
8.ソプラノ課題における和音設定
9.ソプラノ課題における和音連結
10.副属七の和音を含む和音設定
11.副属七の和音を含む和音連結

12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

ハーモニーの実習においては、繰り返し丁寧に学習する事が大切です。従って、各自復習に時間をかけて臨んで下さい。復習する際は、履修者
に配布される「ハーモニー・ハンドブック」や授業内に配られるプリント、および参考図書を参照して下さい。

◆成績評価の方法◆

FSS011N

ハーモニーⅢ（初級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携。
ハーモニーⅢ, Ⅳの成績が、３年次からのコース選択の条件になる場合があるので留意すること。

学期末試験と平常点。

◆教科書（使用テキスト）◆

「総合和声」島岡譲他　音楽之友社

◆参考図書◆

「和声　理論と実習」Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ　島岡譲他　音楽之友社
高度な内容まで詳述している。特に３年次より作曲理論コースを希望する学生は参考にするように。

◆留意事項◆

和声学の学修を通じて音楽をより深く確実に理解し、ソルフェージュとも関わりをもちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創作、
教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

ハーモニー全体の概要については、学生便覧別冊「ハーモニーⅠ～Ⅳ」を参照のこと。
特にハーモニーⅢ（上級）では、多様な和音がもたらす響きの豊かさに着目していきたい。
進度は学生の理解度により異なるため、個人指導の時間を多く取る予定。

1)１年後期試験の解説・復習
2)１年次の学修内容の復習

四声体和声
3)ⅠとⅤの第５音上方変位
4)ドッペルドミナントの第５音下方変位
5)ナポリの和音
6)Ⅳ７の和音
7)ドリアの和音
8)転位と修飾

分析
9)カデンツと終止
10)さまざまな転調と楽曲構成の関係
11)転位音と演奏
12)和音の響き（和音の種類）と演奏上の効果

その他
13)合同授業（レクチャーコンサート形式）
14)総合力養成①
15)総合力養成②

◆準備学習の内容◆

毎回指示した課題を学生が準備し、授業で添削する形で進む。
添削された課題を必ず復習、解き直して身に付ける。

◆成績評価の方法◆

FSS013N

ハーモニーⅢ（上級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員により個別に指定される可能性があるので留意すること。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セメスターかけて学ぶ。
●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解し、ソルフェージュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創
作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い行わ
れる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。

1.前期の復習

（以下の２群について理解する）
【和音分析】
2.ナポリの二度の和音
3.ドリアの四度の和音
4.増六の和音
5.付加六の和音
6.過去の名曲における様々な和音進行
【四声体書法】
7.転調を含む課題における和音設定
8.転調点の和音連結
9.転調を含む課題における和音連結
10.準固有和音を含む和音設定
11.準固有和音を含む和音連結

12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習にあたっては、各授業担当教員の指示、履修者に配布される「ハーモニー・ハンドブック」および参考図書を参照して下さい。
また、各項目ごとに、基本的な理論を学びそしてその発展形を学ぶ、という「蓄積型」の科目です。各自復習に時間をかけて臨んで下さい。

◆成績評価の方法◆

ハーモニーⅣ

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携のこと。
ハーモニーⅠ～Ⅳ全体に関する説明が「学生便覧（別冊）」に掲載されています。必ず参照してください。
ハーモニーⅢ,Ⅳでの成績が、３年次からの「コース」選択時の条件になる可能性があります。（「コース募集要項」で確認のこと）
ハーモニーⅠ～Ⅳは、音楽文化デザイン学科・音楽理論コア（和声Ⅰ）の履修者は免除されます。

学期末試験。その他、授業内で随時行う小テストや提出物で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各回の授業においてプリントを配布する。

◆参考図書◆

図書館に所蔵されていますので、詳細な規則など、参考資料として活用して下さい。（クラスで指定されている場合は購入すること）
●「和声 理論と実習」Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ（３巻本）島岡譲他 音楽之友社（体系的、詳細かつ高度な段階までを網羅した教本）
●「総合和声」島岡譲他 音楽之友社（分析も含めた総合的なテキスト。四声体の学習も要点を効率良く学べるようになっている）

◆留意事項◆

●ハーモニー（和音や和声）に関すること、その基礎を２年間・４セメスターかけて学ぶ。 ●和声学の学習を通じて音楽をより深く確実に理解
し、ソルフェージュとも関わりを持ちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創作、教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得す
る。

◆授業内容・計画◆

セメスター毎に一度、各時限に履修している全ての学生を集めて行う「合同授業」が予定されています。これは、生演奏をふんだんに用い行わ
れる授業であり、ハーモニーについての見識を深め多様な響きを体感する場として設定されています。
※ハーモニーI～IVには、履修についての特記事項があります。学生便覧（別冊）の該当ページを必ず参照して下さい。

1.前期の復習　その1
2.前期の復習 その2
（以下の２群について理解する）
【和音分析】
3.ナポリの二度の和音
4.ドリアの四度の和音
5.増六の和音
6.付加六の和音
7.過去の名曲における様々な和音進行
【四声体書法】
8.転調を含む課題における和音設定
9.転調点の和音連結とその課題実施
10.準固有和音を含む和音設定
11.準固有和音を含む和音連結

12.合同授業（レクチャーコンサート形式）
13.総合的な力を高める（１）和音分析を中心として
14.総合的な力を高める（２）四声体書法を中心として
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

ハーモニーの実習においては、繰り返し丁寧に学習する事が大切です。従って、各自復習に時間をかけて臨んで下さい。復習する際は、履修
者に配布される「ハーモニー・ハンドブック」や授業内に配られるプリント、および参考図書を参照して下さい。

◆成績評価の方法◆

FSS014N

ハーモニーⅣ（初級）

各担当者

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

五線紙必携。
ハーモニーⅢ, Ⅳの成績が、３年次からのコース選択の条件になる場合があるので留意すること。

学期末試験と平常点。

◆教科書（使用テキスト）◆

「総合和声」島岡譲他　音楽之友社

◆参考図書◆

「和声　理論と実習」Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ　島岡譲他　音楽之友社
高度な内容まで詳述している。特に３年次より作曲理論コースを希望するする学生は参考にするように。

◆留意事項◆

和声学の学修を通じて音楽をより深く確実に理解し、ソルフェージュとも関わりをもちながら和声的な感性を磨くことにより、実際の演奏、創作、
教育、研究の場においてより豊かな実りを獲得する。

◆授業内容・計画◆

ハーモニー全体の概要については、学生便覧別冊「ハーモニーⅠ～Ⅳ」を参照のこと。
特にハーモニーⅣ（上級）では、和声的感性を磨くとともに、和声学を自ら専門に応用する力をつけることに重点をおく。
明確に分析と実習を分けず、適宜実作品に触れながら授業を進めていく。
また個人指導の時間を多く取る予定。進んだ学生はフランス式和音数字による課題も解く。

1)第３セメスター試験の解説・復習
2)第３セメスター内容の確認
3)転位と修飾（配置転換）
4)反復進行①（下行形）
5)反復進行②（上行形）
6)反復進行③（模倣反復進行）
7)偶成和音①（刺繍和音と経過和音）
8)偶成和音②（倚和音と掛留和音）
9)保続音上の和声進行①（属音保続）
10)保続音上の和声進行②（主音保続）
11)フランス式和音数字①（説明）
12)フランス式和音数字②（実習）

その他
13)合同授業（レクチャーコンサート形式）
14)総合力養成①
15)総合力養成②

◆準備学習の内容◆

毎回指示した課題を学生が準備し、授業で添削する形で進む。
添削された課題を必ず復習、解き直して身に付ける。

◆成績評価の方法◆

FSS016N

ハーモニーⅣ（上級）

各担当者

◆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 時間外 単位数 2単位

備考

毎回出席をとり、レポート内容により合否を判定する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆

１）教員によるレクチャーコンサートや体験談による感動体験
　　を出発点に、卒業後の進路を見据えた高い目標を意識させ
　　、高いモティベーションをもって授業に臨ませる。
２）クラス授業における自己紹介やコンサート等に関する討議
　　により、友達作りや言語コミュニケーションの重要性を
　　自覚させる。
３）大学内の施設を実際に使用・体験することで、スムーズに
　　学生生活に入っていけるように促す。
４）レポートの書き方等の指導を通じ、大学生としての基礎的
　　リテラシーを身に付けさせる。

◆授業内容・計画◆

レクチャーコンサート
　①オーケストラ・オペラコンサート
　

　②室内楽コンサート
　

お話
　①「音楽とともに在るわたしたち―ことばを超えたコミュニケーション―」
　　　（講師：蔭山 真美子 先生）

　②「音楽の力」
　　　（講師：大友 太郎　先生）

　③「さすらい人って？」
　　　（講師：小川 哲生　先生）
　

体験
　図書館、楽器学資料館、メディアセンター

クラス授業
　レポート作成、ディスカッション

※日程等の詳細については、入学式で配付するプリント並びに、「基礎ゼミ」ガイダンスで配付する資料を参照。

◆準備学習の内容◆

特になし

◆成績評価の方法◆

FSS017N

基礎ゼミ

教員

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

「音大生なら聴いておきたい100曲」に関しては学生便覧（別冊）掲載の概要および100曲リストを参照してください。

期末試験を基礎とし、必要に応じて平常点（出席、「音大生なら聴いておきたい100曲」のチェック）を考慮します。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜プリントを配付します。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

・エディションをめぐる問題を理解し、適切に判断できる。
・さまざまな記譜法について歴史的背景をふまえて理解できる。
・近代五線譜上の楽語や記号について演奏習慣をふまえて理解できる。
・楽器の分類やさまざまな楽器の特徴が理解できる。

◆授業内容・計画◆

音楽概論ABは、西洋音楽の専門的学習に必要な用語や概念を、歴史的背景や実例に即しながら理解できるようにするための授業です。
音楽概論Aでは主に「楽譜」と「楽器」を扱います。楽譜を読み、楽器や声で表現するという基本的な営みについて、そこで何が起こっているの
か、なぜそうなっているのか、それに対して自分はどうするのか、を考えるための基礎となるでしょう。
授業は次のような内容で進められます。
（1）楽譜
第1回　エディション研究1（楽譜と演奏、手稿譜と印刷譜）
第2回　エディション研究2（原典版と解釈版）
第3回　エディション研究3（全集、作品目録、作品番号）
第4回　記譜法の歴史1（ネウマから五線譜へ）
第5回　記譜法の歴史2（様々な楽語）
第6回　アーティキュレーション、装飾と演奏習慣
（2）楽器
第7回　楽器とは
第8回　楽器分類
第9回　管楽器・打楽器
第10回 弦楽器
第11回 鍵盤楽器1（オルガン、チェンバロ、クラヴィコード）
第12回 鍵盤楽器2（ピアノ、電子オルガン、その他）
第13回 オーケストラと種々の合奏形態
第14回 声と声楽
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で提示された事柄について様々な楽譜や音源にあたって自分なりに考えておいてください。

◆成績評価の方法◆

FSL018N

音楽概論Ａ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

「音大生なら聴いておきたい100曲」に関しては学生便覧（別冊）掲載の概要および100曲リストを参照してください。

期末試験を基礎とし、必要に応じて平常点（出席、「音大生なら聴いておきたい100曲」のチェック）を考慮します。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜プリントを配付します。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

・音の性質と音楽的な意味について理解できる。
・音階や旋法について歴史的背景や実例に即して理解できる。
・リズムや拍子について実例に即して理解できる。
・さまざまな音楽形式について歴史的背景や実例に即して理解できる。
・さまざまな音楽ジャンルや時代様式について実例に即して理解できる。

◆授業内容・計画◆

音楽概論ABは、西洋音楽の専門的学習に必要な用語や概念を、
歴史的背景や実例に即しながら理解できるようにするための授
業です。
音楽概論Bでは、音楽の基礎となる「音の性質」から構成要素である「音階」や「リズム」の話、また構成法としての「テクスチャー」や「形式」、さ
らに「ジャンル」や「様式」の話へと進みます。音楽を分析し、そこから具体的な解釈と演奏を導き出すための基礎知識といえるでしょう。「西洋
音楽史概説」の内容や「100曲」体験が授業理解の前提となります。
授業は次のような内容で進められます。
（1）音と音組織
第1回　音の性質（音の物理、聴覚）
第2回　音の性質（音律）
第3回　音階と旋法
第4回　リズムとテンポ
（2）形式とジャンル
第5回　テクスチャー（ポリフォニー、ホモフォニー）
第6回　形式1（基礎楽式、主題、動機）
第7回　形式2（対位法的形式）
第8回　形式3（変奏曲）
第9回　形式4（近代の諸形式1）
第10回 形式5（近代の諸形式2）
第11回 ジャンル1（声楽）
第12回 ジャンル2（器楽）
（3）様式（スタイル）
第13回 様式とは
第14回 時代様式と演奏
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で提示された事柄について様々な楽譜や音源にあたって自分なりに考えておいてください。

◆成績評価の方法◆

FSL019N

音楽概論Ｂ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

5回の小テストの合計及び期末試験。5回の小テストをすべて受け、合計が合格基準点に達した者はその点数によって評価し、期末試験を免除
する。小テストでの評価が合格基準点に達せず、期末試験を受験した場合の評点は結果に応じCあるいはD。5回の小テストに1回i以上やむを
得ない理由で欠席した者も期末試験の受験の対象とする(評価方法は授業の最初に配布するプリントで別途指示する)。

◆教科書（使用テキスト）◆

西洋音楽史概説AB譜例集
適宜プリントを配付

◆参考図書◆

◆留意事項◆

西洋音楽概説ABでは、西洋音楽の歴史を古代から現代まで概観する。目標は次の2点。（１）各時代の音楽様式（響きや構造の特徴）の把握。
音楽を聴いて、それがいつ頃の音楽か判断し、その理由を音楽上の特徴として説明できること。（２）音楽の文化的・歴史的な背景からの理解。
ある時代が音楽に何を求め、どのような場で演奏され聴かれたのかを考えること。いうまでもなく、音楽史の知識はたんなる言葉の暗記に終わ
るものではない。「100曲」をはじめとする多くの作品を積極的に聴き、各自知識の肉付けに取り組んでほしい。

◆授業内容・計画◆

1　導入　音楽史学習の意義、時代区分の概要
2　古代　ギリシャ・ローマの音楽生活と理論
3　中世　概要、グレゴリオ聖歌 　　(小テスト1: 範囲 1~2)
4　世俗歌曲、非典礼宗教曲、器楽
5　多声音楽のはじまりと展開  オルガヌム、ノートルダム楽派、アルス・ノヴァ、トレチェント
6　ルネサンス - 概要、イギリス音楽とブルゴーニュ楽派、フランドル楽派 　　 (小テスト2: 範囲3 ~5)
7　宗教改革と対抗宗教改革
8　世俗声楽曲と器楽、大航海時代と西洋音楽文化圏の拡大
9　まとめ1  　　(小テスト3: 範囲6 ~8)
10　バロック - 概要、オペラの誕生
11　オペラの発展、各国のオペラ
12　オラトリオ、カンタータ
13　器楽の概要、ソナタとコンチェルト  　　(小テスト4 : 範囲10 ~ 12)
14　鍵盤音楽
15　まとめ2  　　(小テスト5 :範囲13 ~ 14)

◆準備学習の内容◆

該当する時代・領域の音楽に触れるとともに関連文献等で授業の理解に必要な基礎知識を得ておく。

◆成績評価の方法◆

FSL020N

西洋音楽史概説Ａ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

5回の小テストの合計及び期末試験。5回の小テストをすべて受け、合計が合格基準点に達した者はその点数によって評価し、期末試験を免除
する。小テストでの評価が合格基準点に達せず、期末試験を受験した場合の評点は結果に応じCあるいはD。5回の小テストに1回以上やむを
得ない理由で欠席した者も期末試験の受験の対象とする(評価方法は授業の最初に配布するプリントで別途指示する)。

◆教科書（使用テキスト）◆

西洋音楽史概説AB譜例集
適宜プリントを配付

◆参考図書◆

◆留意事項◆

西洋音楽概説ABでは、西洋音楽の歴史を古代から現代まで概観する。目標は次の2点。
（１）各時代の音楽様式（響きや構造の特徴）の把握。音楽を聴いて、それがいつ頃の音楽か判断し、その理由を音楽上の特徴として説明でき
ること。
（２）音楽の文化的・歴史的な背景からの理解。ある時代が音楽に何を求め、どのような場で演奏され聴かれたのかを考えること。
いうまでもなく、音楽史の知識はたんなる言葉の暗記に終わるものではない。「100曲」をはじめとする多くの作品を積極的に聴き、各自知識の
肉付けに取り組んでほしい。

◆授業内容・計画◆

1　古典派　概要、啓蒙主義、前古典派と近代的様式への転換
2　　　　　ソナタ形式と器楽曲
3　　　　　声楽曲　　 (小テスト 1: 範囲 1~2)
4　　　　　都市文化と音楽(公開演奏会、ウィーン、パリ、ロンドン)
5　まとめ 1 　　(小テスト 2: 範囲 3~4)
6　ロマン派(19世紀音楽) 概要、ロマン主義と市民的音楽文化
7　　　　　歌曲 (小テスト3)
8　　　　　ピアノ音楽と室内楽
9　　　　　管弦楽　　(小テスト 3: 範囲 6~8)
10　　　　オペラ
11 世紀転換期 ポストロマン主義、民族主義、印象主義、表現主義　　(小テスト 4: 範囲 9~10)
12 20世紀以降  概要、両大戦間の音楽
13　　　　 第2次大戦以降
14　　　　 音楽史と21 世紀の音楽
15　　　　 まとめ2 　　(小テスト 5: 範囲 11~15)

◆準備学習の内容◆

該当する時代・領域の音楽に触れるとともに関連文献等で授業の理解に必要な基礎知識を得ておく。

◆成績評価の方法◆

FSL021N

西洋音楽史概説Ｂ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

各担当教員（クラス）によって異なる。具体的には最初の授業で学生に提示する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ポピュラー音楽や民族音楽、日本の伝統音楽など様々な音楽に触れながら、現代の音楽文化の全体像を幅広い視野から理解することができ
る。またその中での自分の位置を認識することができる。

◆授業内容・計画◆

[授業の趣旨]
私たちは今、人類の歴史始まって以来の複雑で多様化した音楽文化の中にいる。遠く離れた地球の裏側の音楽でさえ簡単に聴くことができる
し、最新のヒット曲から何百年も昔の古典まで、ありとあらゆる時代とジャンルの音楽を楽しむことができる。これほどまでに多様化した音楽文
化の中で専門家として生きていくための知識や経験が、現代の音楽学生には要請されている。
だがその一方、音楽大学の中で専門的に扱う音楽の範囲は、ごくごく狭い。百数十年前、近代的な音楽学校が各地に生まれた頃の音楽文化
を、今なお教育の基礎として守り続けている。その間に学校の外の音楽文化は著しく多様化し、結果として学校内外の音楽文化はどんどんか
け離れていったのである。
このような現実世界の幅広く多様な音楽文化と音大の中の狭い音楽文化を橋渡しするために置かれるのが、「音楽文化論ＡＢ」である。
[内容と進め方]
第１回「音楽と文化」
第２回「音楽と社会」
第３回「音楽文化と地域性」
第４回「音楽文化と歴史」
第５回「音楽と情報」
第６回「音楽文化と情報社会」
第７回「音楽文化と教育」
第８回「音楽文化と社会教育」
第９回「音楽教育と文化」
第10回「音楽文化教育と社会」
第11回「音楽と生活」
第12回「音楽と文化生活」
第13回「音楽情報社会と文化」
第14回「音楽と文化社会教育」
第15回「音楽文化の総括」

◆準備学習の内容◆

図書館に用意されている参考図書を中心として、単元に相当する文献資料にあらかじめ目を通しておくこと。そして授業後はよく復習し、授業
内容の定着を図ること。

◆成績評価の方法◆

FSL022N

音楽文化論Ａ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

各担当教員（クラス）によって異なる。具体的には最初の授業で学生に提示する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ポピュラー音楽や民族音楽、日本の伝統音楽など様々な音楽に触れながら、現代の音楽文化の全体像を幅広い視野から理解することができ
る。またその中での自分の位置を認識することができる。

◆授業内容・計画◆

[授業の趣旨]
私たちは今、人類の歴史始まって以来の複雑で多様化した音楽文化の中にいる。遠く離れた地球の裏側の音楽でさえ簡単に聴くことができる
し、最新のヒット曲から何百年も昔の古典まで、ありとあらゆる時代とジャンルの音楽を楽しむことができる。これほどまでに多様化した音楽文
化の中で専門家として生きていくための知識や経験が、現代の音楽学生には要請されている。
だがその一方、音楽大学の中で専門的に扱う音楽の範囲は、ごくごく狭い。百数十年前、近代的な音楽学校が各地に生まれた頃の音楽文化
を、今なお教育の基礎として守り続けている。その間に学校の外の音楽文化は著しく多様化し、結果として学校内外の音楽文化はどんどんか
け離れていったのである。
このような現実世界の幅広く多様な音楽文化と音大の中の狭い音楽文化を橋渡しするために置かれるのが、「音楽文化論ＡＢ」である。
[内容と進め方]
第１回「芸術と文化」
第２回「芸術と社会」
第３回「芸術文化と地域性」
第４回「芸術文化と歴史」
第５回「芸術と情報」
第６回「学術文化と情報社会」
第７回「音楽文化と教育」
第８回「音楽文化と社会教育」
第９回「音楽教育と文化」
第10回「音楽文化教育と社会」
第11回「芸術と生活」
第12回「芸術と文化生活」
第13回「芸能情報社会と文化」
第14回「音楽ならびに諸芸術と文化社会教育」
第15回「現代の音楽文化の全体像とは」

◆準備学習の内容◆

図書館に用意されている参考図書を中心として、単元に相当する文献資料にあらかじめ目を通しておくことを習慣づけよう。そして授業後はよく
復習し、授業内容の定着を図ることが大切である。

◆成績評価の方法◆

FSL023N

音楽文化論Ｂ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1aA1～A3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)Oxford
English for Life (Intermediate)Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。
・実用的な語彙を増やす。
・身近な話題で，まとまりのある文（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

◆授業内容・計画◆
１）テキストEnglish for Life (Intermediate)
Week 1:Introduction ＆ Orientation
Week 2:Lesson 1,4 Introduction; talking about future arrangements
Week 3:Lesson 5,7 Expressions with get; The 90/10 secret
Week 4:Lesson 9,12 Renting accommodation; Showing sympathy
Week 5:Lesson 13,15 Nouns and adjectives; Spiderman!
Week 6:Lesson 17,20 Health and fitness; Talking about relationships
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 21,23 Transport problems; The last train
Week 9:Lesson 25,28 Describing food; Recognizing people
Week 10:Lesson 29,31 Disasters; Storm chaser
Week 11:Lesson 33,36 Uncountable and plural nouns; Talking about changes
Week 13:Lesson 39 Was it murder?
Week 14:Review
Week 15:Review ＆ Evaluation

２）身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業前には必ず予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS024N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ

１ａＡ１～Ａ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1aB1～B3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)Oxford
English for Life (Intermediate)Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。
・実用的な語彙を増やす。
・身近な話題で，まとまりのある文（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

◆授業内容・計画◆
１）テキストEnglish for Life (Intermediate)
Week 1:Introduction ＆ Orientation
Week 2:Lesson 1,4 Introduction; talking about future arrangements
Week 3:Lesson 5,7 Expressions with get; The 90/10 secret
Week 4:Lesson 9,12 Renting accommodation; Showing sympathy
Week 5:Lesson 13,15 Nouns and adjectives; Spiderman!
Week 6:Lesson 17,20 Health and fitness; Talking about relationships
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 21,23 Transport problems; The last train
Week 9:Lesson 25,28 Describing food; Recognizing people
Week 10:Lesson 29,31 Disasters; Storm chaser
Week 11:Lesson 33,36 Uncountable and plural nouns; Talking about changes
Week 13:Lesson 39 Was it murder?
Week 14:Review
Week 15:Review ＆ Evaluation

２）身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業前には必ず予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS024N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ

１ａＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1aC1～C4

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎週，テキスト，英和辞典，ノート，ファイルを持参してください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価  振り返り

◆教科書（使用テキスト）◆

English First Starter (Kinseido)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。 ・実用的な語彙を増やす。 ・身近な話題で，まとまりのある文
（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト: English First Starter
Week 1:Warming up ＆ Orientation
Week 2:Unit 1 It’s nice to meet you
Week 3:Unit 1 Be動詞
Week 4:Unit 2 Take a hike
Week 5:Unit 2 一般動詞
Week 6:Unit 3 Don’t wear your high heels
Week 7:Unit 3 代名詞
Week 8:Unit 4 There’s nothing in my backpack
Week 9:Unit 4 場所を表す前置詞
Week 10:Unit 5 What a small world!
Week 11:Unit 5 Yes・Noで答える疑問文
Week 12:Unit 6 Let’s eat
Week 13:Unit 6 現在進行形・過去進行形
Week 14:Unit 7 It’s a date
Week 15:Unit 7 一般動詞の過去形

2)身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業前には必ず予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS024N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ

１ａＣ１～Ｃ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1bA1～A3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)Oxford
English for Life (Intermediate)Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケー ション能力を身に付ける。 ・基本的な文法を身に付け、正確な英語が使える。 ・自分の
意見や思いを英語でスピーチできるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト:English for Life (Intermediate)
Week 1:Introduction ＆ Orientation
Week 2: Lesson 2,3 Present simple and present continuous;
How do people use their computers?
Week 3:Lesson 6,8 Past simple; Talking about possessions
Week 4:Lesson 10,11 Articles; Accommodation adverts
Week 5:Lesson 14,16 Present perfect; Talking about numbers
Week 6:Lesson 18,19 Future; Health advice
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 22,24 Past perfect: Booking a flight
Week 9:Lesson 26,27 Tag questions; At a restaurant
Week 10:Lesson 30,32 First and second conditional; Checking
into a hotel
Week 11:Lesson 34,35 used to/didn’t use to; A chance of
lifetime
Week 13:Lesson 38 Narrative tenses
Week 14:Lesson 40 Making a complaint
Week 15:Review and Evaluation
　
2)身近な話題についてのスピーチやプレゼンテーションの練習
も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業前には必ず予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS024N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ

１ｂＡ１～Ａ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1bB1～B3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)Oxford
English for Life (Intermediate)Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケー ション能力を身に付ける。 ・基本的な文法を身に付け、正確な英語が使える。 ・自分の
意見や思いを英語でスピーチできるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト:English for Life (Intermediate)
Week 1:Introduction ＆ Orientation
Week 2: Lesson 2,3 Present simple and present continuous;
How do people use their computers?
Week 3:Lesson 6,8 Past simple; Talking about possessions
Week 4:Lesson 10,11 Articles; Accommodation adverts
Week 5:Lesson 14,16 Present perfect; Talking about numbers
Week 6:Lesson 18,19 Future; Health advice
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 22,24 Past perfect: Booking a flight
Week 9:Lesson 26,27 Tag questions; At a restaurant
Week 10:Lesson 30,32 First and second conditional; Checking
into a hotel
Week 11:Lesson 34,35 used to/didn’t use to; A chance of
lifetime
Week 13:Lesson 38 Narrative tenses
Week 14:Lesson 40 Making a complaint
Week 15:Review and Evaluation
　
2)身近な話題についてのスピーチやプレゼンテーションの練習
も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業前には必ず予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS024N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ

１ｂＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1bC1～C4

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎週，テキスト，英和辞典，ノート，ファイルを持参してくだ
さい。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価　振り返り

◆教科書（使用テキスト）◆

College Friends (Kinseido)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。
・実用的な語彙を増やす。
・身近な話題で，まとまりのある文（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト: College Friends
Week 1:Warming up ＆ Orientation
Week 2: Story 1: Episode 1 A big day
Week 3: Story 1: Episode 1
Week 4: Story 1: Episode 2 Ash
Week 5: Story 1: Episode 2
Week 6: Story 1: Episode 3 A bad day
Week 7: Story 1: Episode 3
Week 8: Story 1: Episode 4 A lie
Week 9: Story 1: Episode 4
Week 10: Story 1: Episode 5 A talk
Week 11: Story 1: Episode 5
Week 12: Story 1: Episode 6 An accident
Week 13: Story 1: Episode 6
Week 14: Story 1: Episode 7 Mom visits
Week 15: Story 1: Episode 7

 2)身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業前には必ず予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS024N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅰ

１ｂＣ１～Ｃ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1aA1～A3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)　Oxford
English for Life (Intermediate) Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。
・実用的な語彙を増やす。
・身近な話題で，まとまりのある文（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキストEnglish for Life (Intermediate)
Week 1:Warming up ＆ Orientation
Week 2:Lesson 41,44 Phrasal verbs; Lucy feels fed up
Week 3:Lesson 45,47 Personality; How do people see you?
Week 4:Lesson 49,52 Getting married; Lucy’s surprise
Week 5:Lesson 53,55 At university; A job application
Week 6:Lesson 57,60 Make/do; We’re finished!
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 61,63 Verb + -ing or infinitive; The old dog
Week 9:Lesson 65,67 Sport; Priorities
Week 10:Lesson 69,71 Verb/Adjective + preposition; No regrets
Week 11:Lesson 73,76 Traveling by air; Where’s Lucy?
Week 13:Lesson 80 At the bank
Week 14:Review
Week 15:Review ＆ Evaluation

２）身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

授業の予習をしてくること。
授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS028N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ

１ａＡ１～Ａ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1aB1～B3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)　Oxford
English for Life (Intermediate) Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。
・実用的な語彙を増やす。
・身近な話題で，まとまりのある文（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキストEnglish for Life (Intermediate)
Week 1:Warming up ＆ Orientation
Week 2:Lesson 41,44 Phrasal verbs; Lucy feels fed up
Week 3:Lesson 45,47 Personality; How do people see you?
Week 4:Lesson 49,52 Getting married; Lucy’s surprise
Week 5:Lesson 53,55 At university; A job application
Week 6:Lesson 57,60 Make/do; We’re finished!
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 61,63 Verb + -ing or infinitive; The old dog
Week 9:Lesson 65,67 Sport; Priorities
Week 10:Lesson 69,71 Verb/Adjective + preposition; No regrets
Week 11:Lesson 73,76 Traveling by air; Where’s Lucy?
Week 13:Lesson 80 At the bank
Week 14:Review
Week 15:Review ＆ Evaluation

２）身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

授業の予習をしてくること。
授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS028N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ

１ａＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1aC1～C4

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

毎週，テキスト，英和辞典，ノート，ファイルを持参してください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価  振り返り

◆教科書（使用テキスト）◆

English First Starter (Kinseido)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。 ・実用的な語彙を増やす。 ・身近な話題で，まとまりのある文
（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト: English First Starter

Week 1:Warming up ＆ Orientation
Week 2:Unit 8 I have to study
Week 3:Unit 8助動詞
Week 4:Unit 9 What do you think of my sketch
Week 5:Unit 9疑問詞
Week 6:Unit 10 Kanji is difficult
Week 7:Unit 10 不定詞・動名詞
Week 8:Unit 11 I’ll make a birthday cake
Week 9:Unit 11 未来形
Week 10:Unit 12 Saturday or Sunday?
Week 11:Unit 12 接続詞
Week 12:Unit 13 I’m not good with computers
Week 13:Unit 13 現在完了形
Week 14:Unit 14 Which is better?/比較級・最上級
Week 15:Unit 15 Surprise! 受動態

2)身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

授業の予習をしてくること。
授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS028N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ

１ａＣ１～Ｃ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1bA1～A3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)　Oxford
English for Life (Intermediate) Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケー ション能力を身に付ける。 ・基本的な文法を身に付け、正確な英語が使える。 ・自分の
意見や思いを英語でスピーチできるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト:English for Life (Intermediate)
Week 1:Warming-up ＆ Orientation
Week 2:Lesson 42,43 The passive; A pearl farmer
Week 3:Lesson 46,48 Modal verbs1; Comparing experiences
Week 4:Lesson 50,51 Direct and indirect objects; Wedding
gifts
Week 5:Lesson 54,56 Present perfect continuous; Giving news
Week 6:Lesson 58,59 Modal verbs 2; The history of film
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 62,64 Verb + noun + -ing; Making suggestions
Week 9:Lesson 66,67 Relative clauses; Priorities
Week 10:Lesson 70,72 Third conditional; Invitations
Week 11:Lesson 74,75 Indirect question; Messages
Week 13:Lesson 78 Reported speech
Week 14:Lesson 80 At the bank
Week 15:Review and Evaluation
　
2)身近な話題についてのスピーチやプレゼンテーションの練習
も行います。

◆準備学習の内容◆

授業の予習をしてくること。
授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS028N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ

１ｂＡ１～Ａ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1bB1～B3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

English for Life (Intermediate)Oxford
English for Life (Intermediate)Workbook Oxford

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケー ション能力を身に付ける。 ・基本的な文法を身に付け、正確な英語が使える。 ・自分の
意見や思いを英語でスピーチできるようになる。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Warming-up ＆ Orientation
Week 2:Lesson 42,43 The passive; A pearl farmer
Week 3:Lesson 46,48 Modal verbs1; Comparing experiences
Week 4:Lesson 50,51 Direct and indirect objects; Wedding
gifts
Week 5:Lesson 54,56 Present perfect continuous; Giving news
Week 6:Lesson 58,59 Modal verbs 2; The history of film
Week 7:Lesson Review
Week 8:Lesson 62,64 Verb + noun + -ing; Making suggestions
Week 9:Lesson 66,67 Relative clauses; Priorities
Week 10:Lesson 70,72 Third conditional; Invitations
Week 11:Lesson 74,75 Indirect question; Messages
Week 13:Lesson 78 Reported speech
Week 14:Lesson 80 At the bank
Week 15:Review and Evaluation
　
2)身近な話題についてのスピーチやプレゼンテーションの練習
も行います。

◆準備学習の内容◆

・授業の予習をしてくること。
・授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS028N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ

１ｂＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 1bC1～C4

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

College Friends (Cengage Learning)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力を身につける。
・実用的な語彙を増やす。
・身近な話題で，まとまりのある文（100ワード程度）の文が書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

１）テキスト: College Friends
Week 1:Warming up ＆ Orientation
Week 2: Story 2: Episode 1 The one
Week 3: Story 2: Episode 1
Week 4: Story 2: Episode 2 Payback
Week 5: Story 2: Episode 2
Week 6: Story 2: Episode 3 My uncle, the movie director
Week 7: Story 2: Episode 3
Week 8: Story 2: Episode 4 The approach
Week 9: Story 2: Episode 4
Week 10: Story 2: Episode 5 The Date
Week 11: Story 2: Episode 5
Week 12: Story 2: Episode 6 The problem with love
Week 13: Story 2: Episode 6
Week 14: Story 2: Episode 7 You just don’t know her
Week 15: Story 2: Episode 7

2)身近な話題についてのパラグラフライティングの練習も行います。

◆準備学習の内容◆

授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS028N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅱ

１ｂＣ１～Ｃ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2aA1～A4

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 2,Second Edition
(Heinle Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Unit 1, Contrast general and current actions
Week 2:Unit 1, Describe geography, climate, and food
Week 3:Unit 1, Describe favorite dishes
Week 4:Unit 1, Describe a favorite food
Week 5:Unit 3, Describe your city or town
Week 6:Unit 3, Explain what makes a good neighborhood
Week 7:Unit 3, Discuss an action plan
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 3, TED, Ideas worth spreading
Week 10:Unit 3, TED, The shared experience of absurdity
Week 11:Unit 5, Talk about facing challenges
Week 12:Unit 5, Discuss past accomplishments
Week 13:Unit 5, Use too and enough to talk about abilities
Week 14:Unit 5, Describe a personal challenge
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS032N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅲ

２ａＡ１～Ａ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2aB1～B3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1: Introduction
Week 1:Unit 2, Talk about personal experiences
Week 2:Unit 2, Make small talk with new people
Week 3:Unit 2, Use small talk to break the ice
Week 4:Unit 2, Learn to overcome a language barrier
Week 5:Unit 2, Orangutan language
Week 6:Unit 4, Discuss ways to stay healthy
Week 7:Unit 4, Talk about lifestyles
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 4, Explain cause and effect
Week 10:Unit 4, The human body
Week 11:Unit 6, Talk about milestones in your life
Week 12:Unit 6, Talk about the best age to do something
Week 13:Unit 6, Use how questions to get more information
Week 14:Unit 6, Describe an important transitions in your life
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください

◆成績評価の方法◆

FSS032N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅲ

２ａＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2aC1～C3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Introduction, Unit 1, Meet people
Week 2:Unit 1, Ask for and give personal information
Week 3:Unit 1, Describe different occupations
Week 4:Unit 1, Describe positive and negative parts of occupations
Week 5:Unit 3, Identity Possessions
Week 6:Unit 3, Ask for and give personal travel information
Week 7:Unit 3, Give travel advice
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 3 Share special travel tips with others
Week 10:Unit 3 TED, A virtual choir 2,000,
Week 11:Unit 5, Describe activities happening now
Week 12:Unit 5, Compare everyday and present time activites
Week 13:Unit 5, Talk about favorite sports
Week 14:Unit 5, TED, Ideas worth spreading
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業で出された課題を行ってください。

◆成績評価の方法◆

FSS032N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅲ

２ａＣ１～Ｃ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2bA1～A4

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1, Second edition (Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1: Introduction,Unit 2, Talk about personal experiences
Week 2:Unit 2, Make small talk with new people
Week 3:Unit 2, Use small talk to break the ice
Week 4:Unit 2, Learn to overcome a language barrier
Week 5:Unit 2, Orangutan language
Week 6:Unit 4, Discuss ways to stay healthy
Week 7:Unit 4, Talk about lifestyles
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 4, Explain cause and effect
Week 10:Unit 4, The human body
Week 11:Unit 6, Talk about milestones in your life
Week 12:Unit 6, Talk about the best age to do something
Week 13:Unit 6, Use how questions to get more information
Week 14:Unit 6, Describe an important transitions in your life
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください

◆成績評価の方法◆

FSS032N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅲ

２ｂＡ１～Ａ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2bB1～B3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Introduction, Unit 2, Talk about a typical day
Week 2:Unit 2, Talk about free time
Week 3:Unit 2, Describe a special celebration or festival
Week 4:Unit 2, TED, Ideas worth spreading
Week 5:Unit 4, Give a recipe
Week 6:Unit 4, Order a meal
Week 7:Unit 4, Talk about diets
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 4, Discuss unusual foods
Week 10:Unit 6, Discuss past vacations
Week 11:Unit 6, Exchange information about vacations
Week 12:Unit 6, Describe a personal experience
Week 13:Unit 6, Describe a discovery from the past
Week 14:Unit 6, TED, My mind-shifting Everest swim
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください

◆成績評価の方法◆

FSS032N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅲ

２ｂＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2bC1～C3

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Introduction, Unit 2, Talk about a typical day
Week 2:Unit 2, Talk about free time
Week 3:Unit 2, Describe a special celebration or festival
Week 4:Unit 2, TED, Ideas worth spreading
Week 5:Unit 4, Give a recipe
Week 6:Unit 4, Order a meal
Week 7:Unit 4, Talk about diets
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 4, Discuss unusual foods
Week 10:Unit 6, Discuss past vacations
Week 11:Unit 6, Exchange information about vacations
Week 12:Unit 6, Describe a personal experience
Week 13:Unit 6, Describe a discovery from the past
Week 14:Unit 6, TED, My mind-shifting Everest swim
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください

◆成績評価の方法◆

FSS032N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅲ

２ｂＣ１～Ｃ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2aA1～A4

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition(Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Unit 7, Explain how we get luxury items
Week 2:Unit 7, Talk about needs and wants
Week 3:Unit 7, Discuss what makes people’s lives better
Week 4:Unit 7, Evaluate the effect of advertising
Week 5:Unit 9, Discuss life in the past
Week 6:Unit 9, Contrast different ways of life
Week 7:Unit 9, Compare today with the past
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 9, Searching for Genghis Khan
Week 10:Unit 9, TED, Life lessons from big cats
Week 11:Unit 11, Discuss career choices
Week 12:Unit 11, Ask and answer job-related questions
Week 13:Unit 11, Talk about career planning
Week 14:Unit 11, TED, Making filthy water drinkable
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS036N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅳ

２ａＡ１～Ａ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2aB1～B3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Describe Summer holiday, Unit 7, Talk about personal communication
Week 2:Unit 7, Exchange contact information
Week 3:Unit 7, Describe characteristics and qualities
Week 4:Unit 7, Compare different types of communication
Week 5:Unit 7, TED, Ideas worth spreading
Week 6:Unit 9, Make comparisons
Week 7:Unit 9, Explain preferences
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 9, Talk about clothing materials
Week 10:Unit 9, Evaluate quality and value
Week 11:Unit 11, Talk about today’s chores
Week 12:Unit 11, Interview for a job
Week 13:Unit 11, Talk about personal accomplishments
Week 14:Unit 11, Discuss humanity’s greatest achievements
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください。

◆成績評価の方法◆

FSS036N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅳ

２ａＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2aC1～C3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition(Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニ ケーション能力を身につける。 ・基本文法の定着を目指す。 ・語彙を増強する。 ・社
会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を 書くことができる。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Describe summer holiday, Unit 7, Talk about personal communication
Week 2:Unit 7, Exchange contact information
Week 3:Unit 7, Describe characteristics and qualities
Week 4:Unit 7, Compare different types of communication
Week 5:Unit 7, TED, Ideas worth spreading
Week 6:Unit 9, Make comparisons
Week 7:Unit 9, Explain preferences
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 9, Talk about clothing materials
Week 10:Unit 9, Evaluate quality and value
Week 11:Unit 11, Talk about today’s chores
Week 12:Unit 11, Interview for a job
Week 13:Unit 11, Talk about personal accomplishments
Week 14:Unit 11, Discuss humanity’s greatest achievements
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS036N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅳ

２ａＣ１～Ｃ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2bA1～A4

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください 。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Unit 8, Use conditions to talk about real situations
Week 2:Unit 8, Talk about possible future situations
Week 3:Unit 8, Describe what animals do
Week 4:Unit 8, Discuss a problem in nature
Week 5:Unit 8, TED, How poaches became caretakers
Week 6:Unit 8, Happy Elephants
Week 7:Unit 10, Talk about preparations for a trip
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 10, Use English at the airport
Week 10:Unit 10, Discuss the pros and cons of tourism
Week 11:Unit 10, Adventure capital of the world
Week 12:Unit 12, Describe a festival
Week 13:Unit 12, Compare holidays in different countries
Week 14:Unit 12, Talk about celebrations
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題を必ず終えること。

◆成績評価の方法◆

FSS036N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅳ

２ｂＡ１～Ａ４

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2bB1～B3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition (Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Unit 8, Talk about plans
Week 2:Unit 8, Discuss long- and short-term plans
Week 3:Unit 8, Make weather predictions
Week 4:Unit 8, Discuss the future
Week 5:Unit 10, Give advice on healthy habits
Week 6:Unit 10, Compare lifestyles
Week 7:Unit 10, Ask about lifestyles
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 10, Evaluate your lifestyles
Week 10:Unit 12, Talk about managing your money
Week 11:Unit 12, Make choices on how to spend your money
Week 12:Unit 12, Talk about cause and effect
Week 13:Unit 12, Evaluate money and happiness
Week 14:Unit 12, TED, How to buy happiness
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください。

◆成績評価の方法◆

FSS036N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅳ

２ｂＢ１～Ｂ３

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス 2bC1～C3

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

授業には必ず辞書を持ってきてください。

50％：中間テスト・期末テスト
45％：平常点（小テスト，授業内の活動，宿題，提出物）
5％：Can-doリストによる自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

World English 1 Second edition(Cengage Learning )

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・「読む・聞く・書く・話す」練習を通して，実践的なコミュニケーション力をつける。
・基本文法の定着を目指す。
・語彙を増強する。
・社会性のある話題で，まとまりのある文（200ワード程度）を書くことができる。
・異文化コミュニケーション力をつける。
・日英の対比をし，言語感覚をみがく。

◆授業内容・計画◆

Week 1:Unit 8, Talk about plans
Week 2:Unit 8, Discuss long- and short-term plans
Week 3:Unit 8, Make weather predictions
Week 4:Unit 8, Discuss the future
Week 5:Unit 10, Give advice on healthy habits
Week 6:Unit 10, Compare lifestyles
Week 7:Unit 10, Ask about lifestyles
Week 8:Wrap up & Midterm exam.
Week 9:Unit 10, Evaluate your lifestyles
Week 10:Unit 12, Talk about managing your money
Week 11:Unit 12, Make choices on how to spend your money
Week 12:Unit 12, Talk about cause and effect
Week 13:Unit 12, Evaluate money and happiness
Week 14:Unit 12, TED, How to buy happiness
Week 15:Wrap up & Final exam.

◆準備学習の内容◆

授業の課題をやってください。

◆成績評価の方法◆

FSS036N

外国語コミュニケーション(英語)Ⅳ

２ｂＣ１～Ｃ３

各担当者

◆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 5-219, 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 火１,金２ 単位数 2単位

備考

授業進行の詳細と、中間・期末試験の日程については、初回の授業で配るチェックリストで確認してください。毎回の授業後の学習は欠かさな
いようにしましょう。不明な点は質問する習慣もつけましょう。出席日数が不足すると定期試験（中間・期末）の受験資格を失います。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ＣＤで学ぶドイツ語入門　改訂版』三瓶愼一著（白水社）

◆参考図書◆

独和辞典（授業初回にさまざまな辞書を紹介します）。紙媒体の辞書を5月の連休明けまでに必ず入手してください。

◆留意事項◆

週2回、同一教員が担当する授業により、ドイツ語の仕組みを学び、会話や読解の基礎作りができます。I（前期）とII（後期）で初級文法を一通り
学びます。正しい発音とドイツ語独自の文法構造を常に意識しつつ、「読む・書く・聴く・話す」の4技能をバランスよく身につけることができます。
外国語の勉強法をきちんと身につけることも、この授業の大切な目標です。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、発音（1）
第2回　発音（2）、人称
第3回　発音（3）、性・数
第4回　第1課（1）規則動詞の人称変化
第5回　第1課（2）arbeiten/findenの人称変化
第6回　第1課（3）重要動詞の人称変化
第7回　第2課（1）強変化動詞の人称変化
第8回　第2課（2）定冠詞の格変化
第9回　第2課（3）不定冠詞の格変化
第10回 第3課（1）定冠詞類
第11回 第3課（2）不定冠詞類
第12回 第3課（3）人称代名詞
第13回 第1課から第3課までのまとめ
第14回 これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（1）　第15回 第4課（1）前置詞と格支配
第16回 第4課（2）3・4格支配の前置詞
第17回 第5課（1）命令法
第18回 第5課（2）接続詞
第19回 第5課（3）副文
第20回 第6課（1）話法の助動詞
第21回 第6課（2）知覚表現
第22回 第6課（3）使役表現
第23回 第6課（4）助動詞に準ずる表現
第24回 第6課（5）再帰表現
第25回 第6課（6）非人称表現
第26回 第6課（7）この課のまとめ
第27回 第4課から第6課までのまとめ
第28回 これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（2）
第29回 学期全体の学習内容を用いた会話と読解の練習
第30回 学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業初回に配布するチェックリストで学習内容や理解度を確認しましょう。教科書は独習用にも使える教材です。予習をして授業に出席しましょ
う。毎回の小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべきことは覚え
られているか、授業の前に見直す時間を必ず作りましょう。

◆成績評価の方法◆

FSS025N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅰ

1a

宮谷　尚実

◆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 1-308, 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火１,金２ 単位数 2単位

備考

初めての外国語では、毎時間新しいことを学びます。身につけるためには、繰り返し練習がとても大切です。必ず授業に出席することと、家で
復習することを心がけてください。

授業内に行う３回の確認テスト（筆記と聞き取り）、ドイツ事情レポートの提出、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『グーテ・ライゼ！〈新訂増補版〉』伊藤直子ほか（郁文堂）

◆参考図書◆

『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）
『ドイツ語のスタートライン』在間進（三修社）

◆留意事項◆

●正しい発音と基本的な文構造を身に付ける。
●現在形で、自分のことや周りのものについて話したり尋ねたりできる。
●ドイツ語が話されている国や都市の地理を知る。

◆授業内容・計画◆

パン職人の卵のヨーコさんが、ドイツへ修業に行きます。語学学校で知り合った友人たちとの交流を中心にストーリーは進んでいきます。各課
のテーマ毎に、語彙と表現の習得・テキスト読解・作文練習などを行います。また、ドイツ語圏を身近に感じるために、いろいろな町についての
レポートを全員で分担して行います。

第１回　自己紹介、母音の発音、ドイツ語圏の国と都市
第２回　子音の発音、あいさつ表現、数字
第３回　第１課(1) テーマ「お名前は？」
第４回　第１課(2) 動詞の現在人称変化（規則的）
第５回　第１課(3) 語順の基本
第６回　第２課(1) テーマ「趣味は何ですか？」
第７回　第２課(2) 趣味に関する語彙
第８回　第２課(3) 好みを表現する（gern）
第９回　第２課(4) 動詞の現在人称変化（幹母音の変音）
第10回　第１・２課の確認テストと復習
第11回　第３課(1) テーマ「駅はどこですか？」
第12回　第３課(2) 建物の名称、道の尋ね方
第13回　第３課(3) 名詞の性と格、複数形
第14回　第３課(4) 道案内の表現
第15回　第４課(1) テーマ「この部屋はいかがですか？」
第16回　第４課(2) 感想を尋ねる（gefallen, finden）
第17回　第４課(3) 冠詞類、人称代名詞、前置詞
第18回　第４課(4) 願望の表現
第19回　第３・４課の確認テストと復習
第20回　第５課(1) テーマ「好きな食べ物は何ですか？」
第21回　第５課(2) 食べ物の名称、話法の助動詞
第22回　第５課(3) 注文から支払いまで
第23回　第５課(4) esの用法
第24回　第６課(1) テーマ「週末の予定は？」
第25回　第６課(2) 余暇に関する表現、分離動詞
第26回　第６課(3) zu不定詞句
第27回　第６課(4) 手紙・メールの書き方
第28回　第５・６課の確認テストと復習
第29回　まとめと評価(1) ドイツ語表現力（作文課題）
第30回　まとめと評価(2) ドイツ事情レポート提出

◆準備学習の内容◆

復習を重視します。必ず復習をしてから次の授業に臨んでください。
（１）新しく学んだ文法や語彙が理解できているか、必ず確認しましょう。分からないときは、次の時間に質問してください。
（２）自習の方法：まずCDを聴き、繰り返し音読し、さらに書いて覚えてください。
（３）毎回の復習のほかに、ときどき宿題が出ます。必ず行ってください。

◆成績評価の方法◆

FSS025N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅰ

1b

末松　淑美

◆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 ０３

講義室 1-225, 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 火２,金１ 単位数 2単位

備考

授業進行の詳細と、中間・期末試験の日程については、初回の授業で配るチェックリストで確認してください。毎回の授業後の学習は欠かさな
いようにしましょう。不明な点は質問する習慣もつけましょう。出席日数が不足すると定期試験（中間・期末）の受験資格を失います。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ＣＤで学ぶドイツ語入門　改訂版』三瓶愼一著（白水社）

◆参考図書◆

独和辞典（授業初回にさまざまな辞書を紹介します）。紙媒体の辞書を5月の連休明けまでに必ず入手してください。

◆留意事項◆

週2回、同一教員が担当する授業により、ドイツ語の仕組みを学び、会話や読解の基礎作りができます。I（前期）とII（後期）で初級文法を一通り
学びます。正しい発音とドイツ語独自の文法構造を常に意識しつつ、「読む・書く・聴く・話す」の4技能をバランスよく身につけることができます。
外国語の勉強法をきちんと身につけることも、この授業の大切な目標です。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、発音（1）
第2回　発音（2）、人称
第3回　発音（3）、性・数
第4回　第1課（1）規則動詞の人称変化
第5回　第1課（2）arbeiten/findenの人称変化
第6回　第1課（3）重要動詞の人称変化
第7回　第2課（1）強変化動詞の人称変化
第8回　第2課（2）定冠詞の格変化
第9回　第2課（3）不定冠詞の格変化
第10回 第3課（1）定冠詞類
第11回 第3課（2）不定冠詞類
第12回 第3課（3）人称代名詞
第13回 第1課から第3課までのまとめ
第14回 これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（1）　第15回 第4課（1）前置詞と格支配
第16回 第4課（2）3・4格支配の前置詞
第17回 第5課（1）命令法
第18回 第5課（2）接続詞
第19回 第5課（3）副文
第20回 第6課（1）話法の助動詞
第21回 第6課（2）知覚表現
第22回 第6課（3）使役表現
第23回 第6課（4）助動詞に準ずる表現
第24回 第6課（5）再帰表現
第25回 第6課（6）非人称表現
第26回 第6課（7）この課のまとめ
第27回 第4課から第6課までのまとめ
第28回 これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（2）
第29回 学期全体の学習内容を用いた会話と読解の練習
第30回 学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業初回に配布するチェックリストで学習内容や理解度を確認しましょう。教科書は独習用にも使える教材です。予習をして授業に出席しましょ
う。毎回の小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべきことは覚え
られているか、授業の前に見直す時間を必ず作りましょう。

◆成績評価の方法◆

FSS025N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅰ

1c

宮谷　尚実

◆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 1-308, 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火２,金１ 単位数 2単位

備考

初めての外国語では、毎時間新しいことを学びます。身につけるためには、繰り返し練習がとても大切です。必ず授業に出席することと、家で
復習することを心がけてください。

授業内に行う３回の確認テスト（筆記と聞き取り）、ドイツ事情レポートの提出、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『グーテ・ライゼ！〈新訂増補版〉』伊藤直子ほか（郁文堂）

◆参考図書◆

『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）
『ドイツ語のスタートライン』在間進（三修社）

◆留意事項◆

●正しい発音と基本的な文構造を身に付ける。
●現在形で、自分のことや周りのものについて話したり尋ねたりできる。
●ドイツ語が話されている国や都市の地理を知る。

◆授業内容・計画◆

パン職人の卵のヨーコさんが、ドイツへ修業に行きます。語学学校で知り合った友人たちとの交流を中心にストーリーは進んでいきます。各課
のテーマ毎に、語彙と表現の習得・テキスト読解・作文練習などを行います。また、ドイツ語圏を身近に感じるために、いろいろな町についての
レポートを全員で分担して行います。

第１回　自己紹介、母音の発音、ドイツ語圏の国と都市
第２回　子音の発音、あいさつ表現、数字
第３回　第１課(1) テーマ「お名前は？」
第４回　第１課(2) 動詞の現在人称変化（規則的）
第５回　第１課(3) 語順の基本
第６回　第２課(1) テーマ「趣味は何ですか？」
第７回　第２課(2) 趣味に関する語彙
第８回　第２課(3) 好みを表現する（gern）
第９回　第２課(4) 動詞の現在人称変化（幹母音の変音）
第10回　第１・２課の確認テストと復習
第11回　第３課(1) テーマ「駅はどこですか？」
第12回　第３課(2) 建物の名称、道の尋ね方
第13回　第３課(3) 名詞の性と格、複数形
第14回　第３課(4) 道案内の表現
第15回　第４課(1) テーマ「この部屋はいかがですか？」
第16回　第４課(2) 感想を尋ねる（gefallen, finden）
第17回　第４課(3) 冠詞類、人称代名詞、前置詞
第18回　第４課(4) 願望の表現
第19回　第３・４課の確認テストと復習
第20回　第５課(1) テーマ「好きな食べ物は何ですか？」
第21回　第５課(2) 食べ物の名称、話法の助動詞
第22回　第５課(3) 注文から支払いまで
第23回　第５課(4) esの用法
第24回　第６課(1) テーマ「週末の予定は？」
第25回　第６課(2) 余暇に関する表現、分離動詞
第26回　第６課(3) zu不定詞句
第27回　第６課(4) 手紙・メールの書き方
第28回　第５・６課の確認テストと復習
第29回　まとめと評価(1) ドイツ語表現力（作文課題）
第30回　まとめと評価(2) ドイツ事情レポート提出

◆準備学習の内容◆

復習を重視します。必ず復習をしてから次の授業に臨んでください。
（１）新しく学んだ文法や語彙が理解できているか、必ず確認しましょう。分からないときは、次の時間に質問してください。
（２）自習の方法：まずCDを聴き、繰り返し音読し、さらに書いて覚えてください。
（３）毎回の復習のほかに、ときどき宿題が出ます。必ず行ってください。

◆成績評価の方法◆

FSS025N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅰ

1d

末松　淑美

◆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 1-225, 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 火１,金２ 単位数 2単位

備考

授業での積極的学習と授業時間外での予習復習を心がけてください。出席日数が不足すると定期試験（中間・期末）の受験資格を失います。
わからないことがあれば必ず質問しましょう。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ＣＤで学ぶドイツ語入門　改訂版』三瓶愼一著（白水社）

◆参考図書◆

独和辞書は毎回の授業に持参してください。辞書の使い方を授業時間内に勉強する機会が多くなります。

◆留意事項◆

前期に引き続き、同じ教員による週2回の授業で、初級ドイツ語文法を一通り習得します。辞書を使えば、平易に書かれた文章は読めるように
なります。簡単な会話ができ、短い文章を書くことができるようになります。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、前期の復習
第2回　第7課（1）形容詞語尾
第3回　第7課（2）序数
第4回　第7課（3）比較級
第5回　第7課（4）最上級
第6回　第8課（1）分離動詞
第7回　第8課（2）非分離動詞
第8回　第9課（1）三基本形
第9回　第9課（2）現在完了形
第10回　第9課（3）過去形
第11回　第9課（4）この課のまとめ
第12回　第10課（1）zu不定詞の仕組み
第13回　第10課（2）zu不定詞句を用いた表現
第14回　第7課から第10課のまとめ
第15回　第11課（1）指示代名詞
第16回　これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（1）
第17回　第11課（2）定関係代名詞
第18回　第11課（3）不定関係代名詞
第19回　第12課（1）受動態の仕組み
第20回　第12課（2）受動態過去形
第21回　第12課（3）状態受動
第22回　第12課（4）その他の受動表現
第23回　第13課（1）接続法の仕組み
第24回　第13課（2）非現実話法
第25回　第13課（3）間接話法
第26回　第13課（4）この課のまとめ
第27回　第11課から第13課までのまとめ
第28回　これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（2）
第29回　学期全体の学習内容をふまえた会話と読解の練習
第30回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

初回に配布するリストを参考に、授業内容を教科書で予習・復習しましょう。小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を
兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべきことは覚えられているか、授業の前に見直す時間を必ず作りましょう。夏休みを挟みま
すので、前期の内容を折に触れて復習することも必要になります。授業で扱わない問題を含め、教科書付属のＣＤで発音練習をたくさんしてく
ださい。

◆成績評価の方法◆

FSS029N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅱ

1a

宮谷　尚実

◆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 1-308, 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 火１,金２ 単位数 2単位

備考

初めての外国語では、毎時間新しいことを学びます。特に教科書の後半は、複雑な表現が登場します。身に付けるためには、繰り返し練習が大
切です。授業に必ず出席することと、家で復習することを心がけてください。
なお、後期はドイツ語圏の社会・文化に関するレポート課題もあるので、普段からテレビや新聞などで日本とヨーロッパについての知識を増やし
ておくとよいでしょう。

授業内に行う３回の確認テスト（筆記と聞き取り）、ドイツ事情レポートの提出、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『グーテ・ライゼ！〈新訂増補版〉』伊藤直子ほか（郁文堂）

◆参考図書◆

『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）
『ドイツ語のスタートライン』在間進（三修社）

◆留意事項◆

●基礎となる文法をしっかりと身に付ける。
●過去の出来事やこれからの予定について話したり尋ねたりできる。
●少し複雑な文章を書いたり理解したりできる。
●ドイツ語が話されている国々の文化に親しむ。
●日本やドイツの文化と習慣についてドイツ語で話す。

◆授業内容・計画◆

パン職人の卵のヨーコさんが、ドイツへ修業に行きます。語学学校で知り合った友人たちとの交流を中心にストーリーは進んでいきます。各課の
テーマ毎に、語彙と表現の習得・テキスト読解・聞き取りと作文練習などを行います。また、教科書のコラムを利用し、ドイツ語圏の社会や文化に
ついてのレポートを全員で分担して行います。

第１回　スピーチ「夏休みの出来事」、前期の復習
第２回　第７課(1) テーマ「どちらへ行きますか？」
第３回　第７課(2) 旅行に関する語彙、時刻表現
第４回　第７課(3) 再帰代名詞と再帰動詞
第５回　第７課(4) 一日の行動を表す表現
第６回　第７課(5) 旅行計画を書く
第７回　第８課(1) テーマ「週末に何をしましたか？」
第８回　第８課(2) 三基本形
第９回　第８課(3) 過去分詞、現在完了
第10回　第７課・第９課前半の確認テストと復習
第11回　第８課(4) 過去人称変化
第12回　第８課(5) 過去の出来事を書く
第13回　第９課(1) テーマ「ニュルンベルクのクリスマス」
第14回　第９課(2) 観光案内を読む
第15回　第９課(3) 受動態
第16回　第９課(4) 関係代名詞、関係副詞
第17回　第９課(5) クリスマスに関する語彙
第18回　第９課(6) 関係代名詞を含む文章を読む
第19回　第８課後半・第９課の確認テストと復習
第20回　第10課(1) テーマ「日本のお正月」
第21回　第10課(2) 日本の正月の習慣についてドイツ語で読む
第22回　第10課(3) 形容詞の格変化
第23回　第10課(4) 形容詞の比較級・最上級
第24回　第10課(5) 形容詞や副文を含む長い文章を読む
第25回　第10課(6) 年末年始の習慣についてドイツ語で書く
第26回　文法補説：接続法II式、I式
第27回　文法補説：現在分詞、序数
第28回　第10課・文法補説の確認テストと復習
第29回　まとめと評価(1) ドイツ語表現力（作文課題）
第30回　まとめと評価(2) ドイツ事情レポート提出

◆準備学習の内容◆

復習を重視します。必ず復習してから次の授業に臨んでください。
（１）新しく学んだ文法や語彙が理解できているか、必ず確認しましょう。分からないときは、次の時間に質問してください。
（２）自習の方法：まずCDを聴き、繰り返し音読し、さらに書いて覚えてください。
（３）毎回の復習のほかに、ときどき宿題がでます。必ず行ってください。

◆成績評価の方法◆

FSS029N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅱ

1b

末松　淑美

◆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 ０３

講義室 1-225, 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 火２,金１ 単位数 2単位

備考

授業での積極的学習と授業時間外での予習復習を心がけてください。出席日数が不足すると定期試験（中間・期末）の受験資格を失います。
わからないことがあれば必ず質問しましょう。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ＣＤで学ぶドイツ語入門　改訂版』三瓶愼一著（白水社）

◆参考図書◆

独和辞書は毎回の授業に持参してください。辞書の使い方を授業時間内に勉強する機会が多くなります。

◆留意事項◆

前期に引き続き、同じ教員による週2回の授業で、初級ドイツ語文法を一通り習得します。辞書を使えば、平易に書かれた文章は読めるように
なります。簡単な会話ができ、短い文章を書くことができるようになります。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス、前期の復習
第2回　第7課（1）形容詞語尾
第3回　第7課（2）序数
第4回　第7課（3）比較級
第5回　第7課（4）最上級
第6回　第8課（1）分離動詞
第7回　第8課（2）非分離動詞
第8回　第9課（1）三基本形
第9回　第9課（2）現在完了形
第10回　第9課（3）過去形
第11回　第9課（4）この課のまとめ
第12回　第10課（1）zu不定詞の仕組み
第13回　第10課（2）zu不定詞句を用いた表現
第14回　第7課から第10課のまとめ
第15回　第11課（1）指示代名詞
第16回　これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（1）
第17回　第11課（2）定関係代名詞
第18回　第11課（3）不定関係代名詞
第19回　第12課（1）受動態の仕組み
第20回　第12課（2）受動態過去形
第21回　第12課（3）状態受動
第22回　第12課（4）その他の受動表現
第23回　第13課（1）接続法の仕組み
第24回　第13課（2）非現実話法
第25回　第13課（3）間接話法
第26回　第13課（4）この課のまとめ
第27回　第11課から第13課までのまとめ
第28回　これまでの学習内容をふまえて知るドイツ文化（2）
第29回　学期全体の学習内容をふまえた会話と読解の練習
第30回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

初回に配布するリストを参考に、授業内容を教科書で予習・復習しましょう。小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を
兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべきことは覚えられているか、授業の前に見直す時間を必ず作りましょう。夏休みを挟みま
すので、前期の内容を折に触れて復習することも必要になります。授業で扱わない問題を含め、教科書付属のＣＤで発音練習をたくさんしてく
ださい。

◆成績評価の方法◆

FSS029N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅱ

1c

宮谷　尚実

◆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 1-308, 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 火２,金１ 単位数 2単位

備考

初めての外国語では、毎時間新しいことを学びます。特に教科書の後半は、複雑な表現が登場します。身に付けるためには、繰り返し練習が大
切です。授業に必ず出席することと、家で復習することを心がけてください。
なお、後期はドイツ語圏の社会・文化に関するレポート課題もあるので、普段からテレビや新聞などで日本とヨーロッパについての知識を増やし
ておくとよいでしょう。

授業内に行う３回の確認テスト（筆記と聞き取り）、ドイツ事情レポートの提出、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『グーテ・ライゼ！〈新訂増補版〉』伊藤直子ほか（郁文堂）

◆参考図書◆

『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）
『ドイツ語のスタートライン』在間進（三修社）

◆留意事項◆

●基礎となる文法をしっかりと身に付ける。
●過去の出来事やこれからの予定について話したり尋ねたりできる。
●少し複雑な文章を書いたり理解したりできる。
●ドイツ語が話されている国々の文化に親しむ。
●日本やドイツの文化と習慣についてドイツ語で話す。

◆授業内容・計画◆

パン職人の卵のヨーコさんが、ドイツへ修業に行きます。語学学校で知り合った友人たちとの交流を中心にストーリーは進んでいきます。各課の
テーマ毎に、語彙と表現の習得・テキスト読解・聞き取りと作文練習などを行います。また、教科書のコラムを利用し、ドイツ語圏の社会や文化に
ついてのレポートを全員で分担して行います。

第１回　スピーチ「夏休みの出来事」、前期の復習
第２回　第７課(1) テーマ「どちらへ行きますか？」
第３回　第７課(2) 旅行に関する語彙、時刻表現
第４回　第７課(3) 再帰代名詞と再帰動詞
第５回　第７課(4) 一日の行動を表す表現
第６回　第７課(5) 旅行計画を書く
第７回　第８課(1) テーマ「週末に何をしましたか？」
第８回　第８課(2) 三基本形
第９回　第８課(3) 過去分詞、現在完了
第10回　第７課・第９課前半の確認テストと復習
第11回　第８課(4) 過去人称変化
第12回　第８課(5) 過去の出来事を書く
第13回　第９課(1) テーマ「ニュルンベルクのクリスマス」
第14回　第９課(2) 観光案内を読む
第15回　第９課(3) 受動態
第16回　第９課(4) 関係代名詞、関係副詞
第17回　第９課(5) クリスマスに関する語彙
第18回　第９課(6) 関係代名詞を含む文章を読む
第19回　第８課後半・第９課の確認テストと復習
第20回　第10課(1) テーマ「日本のお正月」
第21回　第10課(2) 日本の正月の習慣についてドイツ語で読む
第22回　第10課(3) 形容詞の格変化
第23回　第10課(4) 形容詞の比較級・最上級
第24回　第10課(5) 形容詞や副文を含む長い文章を読む
第25回　第10課(6) 年末年始の習慣についてドイツ語で書く
第26回　文法補説：接続法II式、I式
第27回　文法補説：現在分詞、序数
第28回　第10課・文法補説の確認テストと復習
第29回　まとめと評価(1) ドイツ語表現力（作文課題）
第30回　まとめと評価(2) ドイツ事情レポート提出

◆準備学習の内容◆

復習を重視します。必ず復習してから次の授業に臨んでください。
（１）新しく学んだ文法や語彙が理解できているか、必ず確認しましょう。分からないときは、次の時間に質問してください。
（２）自習の方法：まずCDを聴き、繰り返し音読し、さらに書いて覚えてください。
（３）毎回の復習のほかに、ときどき宿題がでます。必ず行ってください。

◆成績評価の方法◆

FSS029N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅱ

1d

末松　淑美

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

外国語を身につけるには、繰り返し練習が大切です。根気よく文章を読み、語の意味を覚え、使ううちに、必ず「自力で読む力・書く力」が育ちま
す。

授業内に行う２回の確認テスト（筆記と聞き取り）と、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ヴェーラとヴェルナー もっとやさしく版』在間進、Randolf Jessl著（朝日出版社）

◆参考図書◆

『中級ドイツ文法　基礎から応用まで』中山豊（白水社）
『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）

◆留意事項◆

●テキストを読み、語彙を増やす。●文法を復習し、読解力を養う。●辞書を使って自力でドイツ語テキストを読み、書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

ヴェーラとヴェルナーという二人の学生の日常を描いた平易なテキストと練習問題を含む総合教材を使います。１年次に学んだ文法を復習し、
基礎語彙の定着を目指します。また、プリント教材を使って少し難しいテキスト読解にも取り組みます。前期は第１課から第10課まで進みます。
プリント教材では、ドイツ語圏事情に関する内容の平易な文章を読みます。

第１回　自己紹介、第１課 Wer ist wer?　文法：動詞の現在人称変化(1)
第２回　第２課 Trinken　文法：名詞の格
第３回　第３課 Essen　文法：動詞の現在人称変化(2)
第４回　第４課 Fahren　文法：前置詞
第５回　第５課 Sport　文法：名詞の複数形
第６回　第６課 Wohnen　文法：冠詞類
第７回　確認テスト(1)と復習
第８回　第７課 Mode　文法：形容詞の格変化
第９回　講読プリント(1) 「ドイツ語を話す国々」 文法：命令形
第10回　第８課 Kommunikation　文法：分離・非分離動詞
第11回　講読プリント(2)「ドイツの学校と大学」
第12回　第９課 Lesen　文法：再帰表現
第13回　第10課 Diskutieren　文法：話法の助動詞
第14回　確認テスト(2)と復習
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習：テキスト部分のCDを聴いて、音読する。
　　　分からない単語を調べておく。
　　　練習問題を解き、分からない点は何かを確認しておく。
　
復習：訳し終わったテキストを、繰り返し音読する。
　　　新しく学んだ表現は、書いて覚える。

◆成績評価の方法◆

FSS033N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅲ

2a

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

テスト（50％）
授業内での活動（50％）

◆教科書（使用テキスト）◆

studio d A1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und ubungsbuch (Teilband 1), Cornelsen Verlag

◆参考図書◆

◆留意事項◆

おもに「聞く」と「話す」の練習を通して、ネイティブスピーカーの日常会話を理解し、会話する能力を身につけること

◆授業内容・計画◆

教科書に沿って授業を進めます。各課設定されているテーマを文法的に学んだ後、会話を練習します。会話は主にパートナー、およびグルー
プの中で行います。

扱われるテーマ：

人と知り合う（自己紹介）/ 質問の仕方 / 謝罪の仕方/ 約束事をする（アポイントメントを取る）/ 時間の表現 / 国/ 言語 など

第一回　イントロダクション
第二回　第1課人と知り合う（自己紹介　導入
第三回　第1課人と知り合う（自己紹介　文法
第四回　第1課人と知り合う（自己紹介　パートナー会話
第五回　第1課人と知り合う（自己紹介　グループ練習
第六回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　導入
第七回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　文法
第八回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　パートナー会話
第九回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　グループ練習
第十回　第3課 国/ 言語　　導入
第十一回　第3課 国/ 言語　文法
第十二回　第3課 国/ 言語　パートナー会話
第十三回　第3課 国/ 言語　グループ練習
第十四回　テスト
第十五回　まとめ
一課終了ごとに単語の小テストを行います。

◆準備学習の内容◆

単語の反復練習、教科書のＣＤを使ったリスニング

◆成績評価の方法◆

FSS033N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅲ

2a

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０２

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席票を兼ねて、前回の授業内容に関する小テストをします。その累積点数を成績に反映させます。遅刻するとこの小テストをうけることはでき
ませんので注意してください。予習の時間が多く必要です。意識して確実に準備時間を確保してください。不明な点は、積極的に質問をして解
消していきましょう。公欠は、必ず事前に担当者へ個別に申し出ること。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ドイツ語表現への誘い』池内宣夫著（郁文堂）

◆参考図書◆

独和辞書（毎回の授業に必ず持参すること）

文法事項の定着に自信がない人には次の参考書を勧めます。
中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ　改訂版』（白水社）

◆留意事項◆

１）初級文法の復習と定着
２）初級文法を用いた簡単な作文ができるようになる
３）辞書を用いた読解技術の向上

◆授業内容・計画◆

外国語コミュニケーションI・IIで学習した内容をもとに、短いテキストの読解を通して初級文法を復習し、文章の読み方を勉強します。母語話者
の先生が担当される時間に「話す・聴く」の勉強をしますので、この授業では「読む・書く」に集中します。教科書『ドイツ語表現への誘い（ドイツ
語タイトル Kreativ Deutsch schreiben）』は、文法の復習をしつつ、ドイツ語圏での滞在や留学生活などに活用できる短い作文ができるようにな
る教科書です。ドイツ語のしくみに関する知識を復習すると同時に、自分の言いたいことを発信できるようになりましょう。辞書をひいてドイツ語
を精読する練習も行います。辞書のひき方を実践的に勉強することも非常に重要です。
全15回の授業計画（主な文法項目）
第1回　イントロダクション
第2回　Lektion 0  発音・授業で使える簡単なドイツ語表現
第3回　Lektion 1 （動詞の現在人称変化）
第4回　Lektion 2 （名詞の性・格と冠詞の変化）
第5回　Lektion 3 （不規則動詞と名詞の複数形）
第6回　Lektion 4 （人称代名詞）
第7回　Lektion1-4のまとめ
第8回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（1）
第9回　Lektion 5 （所有冠詞・否定冠詞・指示冠詞）
第10回　Lektion 6 （前置詞）
第11回　Lektion 7 （分離動詞と非分離動詞）
第12回　Lektion 8 （再帰代名詞と再帰動詞）
第13回　Lektion 5-8のまとめ
第14回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（2）
第15回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

初回に配布する詳しい進度リストを参考に、授業内容を必ず予習しておくこと。特に作文の練習問題を授業前に必ず解いておくことは最低限必
要な準備です。毎回の小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべ
きことは覚えられているか、授業の前に見直す時間を必ず作ること。

◆成績評価の方法◆

FSS033N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅲ

2b

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０２

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

50％＝授業への積極的な参加を含めた平常点
50％＝授業時に中間・期末と２回行う試験を重視、小テストや授業中のドイツ語による発言も含め、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Kursbuch mit Lerner-DVD-ROM
出版社: Huber
著者：　Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht
ISBN：978-3-19-301901-1

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch mit Audio-CD
出版社: Huber
著者：　Ssabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann
ISBN：978-3-19-311901-8

◆参考図書◆

◆留意事項◆

簡単なプレゼンテーションやリスニングなどを通し、基礎的なコミュニケーションの場面に必要な口頭表現を習得します。さらに、このコースは、
ネイティブ・スピーカーとの「聞く」「話す」を重視した会話コースでより実践的なコミュニケーション能力が習得できます。また、言葉の背景にある
文化の違いについても、理解し易いように配慮していきます。会話は“会得”してこそ価値が発揮されるものですから、予習、復習に努め、その
都度習得していくことが求められます。

◆授業内容・計画◆

Sie konnen..

1. sich vorstellen
2. sich begrusen und verabschieden
3. uber Berufe sprechen
4. uber Personliches sprechen
5. einen kurzen Text uber sich schreiben
6. uber Ihre Familie sprechen
7. uber Ihre Sprachkenntnisse sprechen
8. Hilfe anbieten
9. nach Preisen fragen und Preise nennen
10. etwas bewerten
11. nach Wortern fragen und Worter nennen
12. etwas beschreiben
13. Dinge im Singular und Plural benennen
14. sagen, ob Sie etwas besitzen oder nicht
15. Zusammenfassung und Beurteilung

◆準備学習の内容◆

クラスで学んだ事の復習、ならびに宿題。
復習時には大きな声を出して発音し、発音、リズム、イントネーションを自身で確認し、ドイツ語に親しめるよう習慣づけてください。
授業中は各自ノートを準備し、そこへ授業での重要な箇所等を書き留めることも必要です。

◆成績評価の方法◆

FSS033N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅲ

2b

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０３

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

外国語を身につけるには、繰り返し練習が大切です。根気よく文章を読み、語の意味を覚え、使ううちに、必ず「自力で読む力・書く力」が育ちま
す。

授業内に行う２回の確認テスト（筆記と聞き取り）と、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ヴェーラとヴェルナー もっとやさしく版』在間進、Randolf Jessl著（朝日出版社）

◆参考図書◆

『中級ドイツ文法　基礎から応用まで』中山豊（白水社）
『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）

◆留意事項◆

●テキストを読み、語彙を増やす。●文法を復習し、読解力を養う。●辞書を使って自力でドイツ語テキストを読み、書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

ヴェーラとヴェルナーという二人の学生の日常を描いた平易なテキストと練習問題を含む総合教材を使います。１年次に学んだ文法を復習し、
基礎語彙の定着を目指します。また、プリント教材を使って少し難しいテキスト読解にも取り組みます。前期は第１課から第10課まで進みます。
プリント教材では、ドイツ語圏事情に関する内容の平易な文章を読みます。

第１回　自己紹介、第１課 Wer ist wer?　文法：動詞の現在人称変化(1)
第２回　第２課 Trinken　文法：名詞の格
第３回　第３課 Essen　文法：動詞の現在人称変化(2)
第４回　第４課 Fahren　文法：前置詞
第５回　第５課 Sport　文法：名詞の複数形
第６回　第６課 Wohnen　文法：冠詞類
第７回　確認テスト(1)と復習
第８回　第７課 Mode　文法：形容詞の格変化
第９回　講読プリント(1) 「ドイツ語を話す国々」 文法：命令形
第10回　第８課 Kommunikation　文法：分離・非分離動詞
第11回　講読プリント(2)「ドイツの学校と大学」
第12回　第９課 Lesen　文法：再帰表現
第13回　第10課 Diskutieren　文法：話法の助動詞
第14回　確認テスト(2)と復習
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習：テキスト部分のCDを聴いて、音読する。
　　　分からない単語を調べておく。
　　　練習問題を解き、分からない点は何かを確認しておく。
　
復習：訳し終わったテキストを、繰り返し音読する。
　　　新しく学んだ表現は、書いて覚える。

◆成績評価の方法◆

FSS033N
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◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０３

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

テスト（50％）
授業内での活動（50％）

◆教科書（使用テキスト）◆

studio d A1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und ubungsbuch (Teilband 1), Cornelsen Verlag

◆参考図書◆

◆留意事項◆

おもに「聞く」と「話す」の練習を通して、ネイティブスピーカーの日常会話を理解し、会話する能力を身につけること

◆授業内容・計画◆

教科書に沿って授業を進めます。各課設定されているテーマを文法的に学んだ後、会話を練習します。会話は主にパートナー、およびグルー
プの中で行います。

扱われるテーマ：

人と知り合う（自己紹介）/ 質問の仕方 / 謝罪の仕方/ 約束事をする（アポイントメントを取る）/ 時間の表現 / 国/ 言語 など

第一回　イントロダクション
第二回　第1課人と知り合う（自己紹介　導入
第三回　第1課人と知り合う（自己紹介　文法
第四回　第1課人と知り合う（自己紹介　パートナー会話
第五回　第1課人と知り合う（自己紹介　グループ練習
第六回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　導入
第七回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　文法
第八回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　パートナー会話
第九回　第2課質問の仕方 / 謝罪の仕方　グループ練習
第十回　第3課 国/ 言語　　導入
第十一回　第3課 国/ 言語　文法
第十二回　第3課 国/ 言語　パートナー会話
第十三回　第3課 国/ 言語　グループ練習
第十四回　テスト
第十五回　まとめ
一課終了ごとに単語の小テストを行います。

◆準備学習の内容◆

単語の反復練習、教科書のＣＤを使ったリスニング

◆成績評価の方法◆

FSS033N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅲ
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◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０４

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席票を兼ねて、前回の授業内容に関する小テストをします。その累積点数を成績に反映させます。遅刻するとこの小テストをうけることはでき
ませんので注意してください。予習の時間が多く必要です。意識して確実に準備時間を確保してください。不明な点は、積極的に質問をして解
消していきましょう。公欠は、必ず事前に担当者へ個別に申し出ること。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ドイツ語表現への誘い』池内宣夫著（郁文堂）

◆参考図書◆

独和辞書（毎回の授業に必ず持参すること）

文法事項の定着に自信がない人には次の参考書を勧めます。
中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ　改訂版』（白水社）

◆留意事項◆

１）初級文法の復習と定着
２）初級文法を用いた簡単な作文ができるようになる
３）辞書を用いた読解技術の向上

◆授業内容・計画◆

外国語コミュニケーションI・IIで学習した内容をもとに、短いテキストの読解を通して初級文法を復習し、文章の読み方を勉強します。母語話者
の先生が担当される時間に「話す・聴く」の勉強をしますので、この授業では「読む・書く」に集中します。教科書『ドイツ語表現への誘い（ドイツ
語タイトル Kreativ Deutsch schreiben）』は、文法の復習をしつつ、ドイツ語圏での滞在や留学生活などに活用できる短い作文ができるようにな
る教科書です。ドイツ語のしくみに関する知識を復習すると同時に、自分の言いたいことを発信できるようになりましょう。辞書をひいてドイツ語
を精読する練習も行います。辞書のひき方を実践的に勉強することも非常に重要です。
全15回の授業計画（主な文法項目）
第1回　イントロダクション
第2回　Lektion 0  発音・授業で使える簡単なドイツ語表現
第3回　Lektion 1 （動詞の現在人称変化）
第4回　Lektion 2 （名詞の性・格と冠詞の変化）
第5回　Lektion 3 （不規則動詞と名詞の複数形）
第6回　Lektion 4 （人称代名詞）
第7回　Lektion1-4のまとめ
第8回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（1）
第9回　Lektion 5 （所有冠詞・否定冠詞・指示冠詞）
第10回　Lektion 6 （前置詞）
第11回　Lektion 7 （分離動詞と非分離動詞）
第12回　Lektion 8 （再帰代名詞と再帰動詞）
第13回　Lektion 5-8のまとめ
第14回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（2）
第15回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

初回に配布する詳しい進度リストを参考に、授業内容を必ず予習しておくこと。特に作文の練習問題を授業前に必ず解いておくことは最低限必
要な準備です。毎回の小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべ
きことは覚えられているか、授業の前に見直す時間を必ず作ること。

◆成績評価の方法◆

FSS033N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅲ
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◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０４

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

50％＝授業への積極的な参加を含めた平常点
50％＝授業時に中間・期末と２回行う試験を重視、小テストや授業中のドイツ語による発言も含め、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Kursbuch mit Lerner-DVD-ROM
出版社: Huber
著者：　Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht
ISBN：978-3-19-301901-1

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch mit Audio-CD
出版社: Huber
著者：　Ssabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann
ISBN：978-3-19-311901-8

◆参考図書◆

◆留意事項◆

簡単なプレゼンテーションやリスニングなどを通し、基礎的なコミュニケーションの場面に必要な口頭表現を習得します。さらに、このコースは、
ネイティブ・スピーカーとの「聞く」「話す」を重視した会話コースでより実践的なコミュニケーション能力が習得できます。また、言葉の背景にある
文化の違いについても、理解し易いように配慮していきます。会話は“会得”してこそ価値が発揮されるものですから、予習、復習に努め、その
都度習得していくことが求められます。

◆授業内容・計画◆

Sie konnen..

1. sich vorstellen
2. sich begrusen und verabschieden
3. uber Berufe sprechen
4. uber Personliches sprechen
5. einen kurzen Text uber sich schreiben
6. uber Ihre Familie sprechen
7. uber Ihre Sprachkenntnisse sprechen
8. Hilfe anbieten
9. nach Preisen fragen und Preise nennen
10. etwas bewerten
11. nach Wortern fragen und Worter nennen
12. etwas beschreiben
13. Dinge im Singular und Plural benennen
14. sagen, ob Sie etwas besitzen oder nicht
15. Zusammenfassung und Beurteilung

◆準備学習の内容◆

クラスで学んだ事の復習、ならびに宿題。
復習時には大きな声を出して発音し、発音、リズム、イントネーションを自身で確認し、ドイツ語に親しめるよう習慣づけてください。
授業中は各自ノートを準備し、そこへ授業での重要な箇所等を書き留めることも必要です。

◆成績評価の方法◆

FSS033N
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Ｓ．ヘンゼル

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

外国語を身につけるには、繰り返し練習が大切です。根気よく文章を読み、語の意味を覚え、使ううちに、必ず「自力で読む力・書く力」が育ちま
す。

授業内に行う２回の確認テスト（筆記と聞き取り）と、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ヴェーラとヴェルナー もっとやさしく版』在間進、Randolf Jessl著（朝日出版社）

◆参考図書◆

『中級ドイツ文法　基礎から応用まで』中山豊（白水社）
『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）

◆留意事項◆

●テキストを読み、語彙を増やす。●文法を復習し、読解力を養う。●辞書を使って自力でドイツ語テキストを読み、書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

ヴェーラとヴェルナーという二人の学生の日常を描いた平易なテキストと練習問題を含む総合教材を使います。１年次に学んだ文法を復習し、
基礎語彙の定着を目指します。また、プリント教材を使って少し難しいテキスト読解にも取り組みます。後期は第11課から第14課、およびパ
ワーアップ１～３まで終了します。プリント教材では、ドイツ語圏事情に関する内容の文章と、物語からの抜粋を読みます。

第１回　夏休みの出来事をドイツ語で語る。文法：時制、動詞の三基本形
第２回　第11課 Deutschland、文法：現在完了
第３回　講読プリント(1)　「ドイツの歴史」
第４回　第12課 Kino　文法：受動文
第５回　第13課 Musik　文法：関係文
第６回　講読プリント(2)　「ドイツの社会」
第７回　確認テスト(1)と復習
第８回　第14課 Liebe　文法：接続法
第９回　パワーアップ１ Die Familie　 文法：比較表現
第10回　講読プリント(3)　ドイツ児童文学作品より抜粋
第11回　パワーアップ２ Entschlüsse　文法：zu不定詞
第12回　パワーアップ３ Spekulation　文法：接続詞
第13回　講読プリント(4)　ドイツ児童文学作品より抜粋
第14回　確認テスト(2)と復習
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習：テキスト部分のCDを聴いて、音読する。
　　　分からない単語を調べておく。
　　　練習問題を解き、分からない点は何かを確認しておく。
　
復習：訳し終わったテキストを、繰り返し音読する。
　　　新しく学んだ表現は、書いて覚える。

◆成績評価の方法◆

FSS037N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅳ

2a

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

テスト（50％）
授業内での活動（50％）

◆教科書（使用テキスト）◆

studio d A1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und ubungsbuch (Teilband 2), Cornelsen Verlag

◆参考図書◆

◆留意事項◆

おもに「聞く」と「話す」の練習を通して、ネイティブスピーカーの日常会話を理解し、会話する能力を身につけること

◆授業内容・計画◆

教科書に沿って授業を進めます。各課設定されているテーマを文法的に学んだ後、会話を練習します。会話は主にパートナー、およびグルー
プの中で行います。

扱われるテーマ：

職業 / スポーツとフィットネス / 学校と専門教育　など

第1回 イントロダクション
第2回 テキスト第4課1住居　導入
第3回 テキスト第4課2住居　文法
第4回 テキスト第4課3住居　パートナー会話
第5回 テキスト第4課4住居　グループ練習
第6回 テキスト第5課1約束事をする（アポイントメントを取る）　導入
第7回 テキスト第5課2約束事をする（アポイントメントを取る）　文法
第8回 テキスト第5課3約束事をする（アポイントメントを取る）　パートナー会話
第9回 テキスト第5課4約束事をする（アポイントメントを取る）　グループ練習
第10回 テキスト第6課1時間/方向、道案内　導入
第11回 テキスト第6課2時間/方向、道案内　文法
第12回 テキスト第6課3時間/方向、道案内　パートナー会話
第13回 テキスト第6課4時間/方向、道案内　グループ練習
第14回 テスト
第15回 まとめ

一課終了ごとに単語の小テストを行います。

◆準備学習の内容◆

単語の反復練習、教科書のＣＤを使ったリスニング

◆成績評価の方法◆

FSS037N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅳ

2a

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０２

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席票を兼ねて、前回の授業内容に関する小テストをします。その累積点数を成績に反映させます。遅刻するとこの小テストをうけることはでき
ませんので注意してください。予習の時間が多く必要です。意識して確実に準備時間を確保してください。不明な点は、積極的に質問をして解
消していきましょう。公欠は、必ず事前に担当者へ個別に申し出ること。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ドイツ語表現への誘い』池内宣夫著（郁文堂）

◆参考図書◆

独和辞書（毎回の授業に必ず持参すること）

文法事項の定着に自信がない人には次の参考書を勧めます。
中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ　改訂版』（白水社）

◆留意事項◆

１）初級文法の復習と定着
２）初級文法を用いた簡単な作文ができるようになる
３）辞書を用いた読解技術の向上

◆授業内容・計画◆

これまで学習した内容をもとに、短いテキストの読解を通して初級文法を復習し、文章の読み方を勉強します。母語話者の先生が担当される時
間に「話す・聴く」の勉強をしますので、この授業では「読む・書く」に集中します。教科書『ドイツ語表現への誘い（ドイツ語タイトル Kreativ
Deutsch schreiben）』は、文法の復習をしつつ、ドイツ語圏での滞在や留学生活などに活用できる短い作文ができるようになる教科書です。ドイ
ツ語のしくみに関する知識を復習すると同時に、自分の言いたいことを発信できるようになりましょう。辞書をひいてドイツ語を精読する練習も行
います。辞書のひき方を実践的に勉強することも非常に重要です。
全15回の授業計画（主な文法項目）
第1回　イントロダクション
第2回　Lektion 9 （形容詞の格変化と比較表現）
第3回　Lektion 10 （話法の助動詞）
第4回　Lektion 11 （副文と命令表現）
第5回　Lektion 12 （過去形）
第6回　Lektion 9-12のまとめ
第7回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（1）
第8回　Lektion 13 （現在完了）
第9回　Lektion 14 （zu不定詞）
第10回　Lektion 15 （受動文）
第11回　Lektion 16 （関係代名詞）
第12回　Lektion 17（接続法）
第13回　Lektion 13-17のまとめ
第14回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（2）
第15回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

初回に配布する詳しい進度リストを参考に、授業内容を必ず予習しておくこと。特に作文の練習問題を授業前に必ず解いておくことは最低限必
要な準備です。毎回の小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべ
きことは覚えられているか、授業の前に見直す時間を必ず作ること。

◆成績評価の方法◆

FSS037N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅳ

2b

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０２

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

50％＝授業への積極的な参加を含めた平常点
50％＝授業時に中間・期末と２回行う試験を重視、小テストや授業中のドイツ語による発言も含め、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Kursbuch mit Lerner-DVD-ROM
出版社: Huber
著者：  Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht
ISBN：978-3-19-301901-1

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch mit Audio-CD
出版社: Huber
著者：  Ssabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann
ISBN：978-3-19-311901-8

◆参考図書◆

◆留意事項◆

このコースは前期に引き続き、基礎的なコミュニケーションの場面に必要な口頭表現を習得するコースです。ネイティブ・スピーカーとの「聞く」
「話す」を重視した会話コースでより実践的なコミュニケーション能力が習得できます。

◆授業内容・計画◆

Sie konnen ...
1. Komplimente machen
2. uber Freizeitaktivitaten sprechen
3. um etwas bitten und sich bedanken
4. sich verabreden
5. die Uhrzeit nennen
6. einen Vorschlag machen und darauf reagieren
7. eine Einladung/Absage schreiben
8. uber Ihre Essgewohnheiten sprechen
9. sich informieren und ein Telefongesprach fuhren
10. uber Vergangenes sprechen
11. eine E-Mail schreiben
12. uber Feste sprechen
13. uber Reisen sprechen
14. einen Informationstext verstehen
15. Zusammenfassung und Beurteilung

◆準備学習の内容◆

クラスで学んだ事の復習、ならびに宿題。
復習時には大きな声を出して発音し、発音、リズム、イントネーションを自身で確認し、ドイツ語に親しめるよう習慣づけてください。
授業中は各自ノートを準備し、そこへ授業での重要な箇所等を書き留めることも必要です。

◆成績評価の方法◆

FSS037N
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2b

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０３

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

外国語を身につけるには、繰り返し練習が大切です。根気よく文章を読み、語の意味を覚え、使ううちに、必ず「自力で読む力・書く力」が育ちま
す。

授業内に行う２回の確認テスト（筆記と聞き取り）と、準備を含む授業への取り組みを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ヴェーラとヴェルナー もっとやさしく版』在間進、Randolf Jessl著（朝日出版社）

◆参考図書◆

『中級ドイツ文法　基礎から応用まで』中山豊（白水社）
『CDブック基礎徹底マスター!　ドイツ語練習ドリル』清野智昭（NHK出版）

◆留意事項◆

●テキストを読み、語彙を増やす。●文法を復習し、読解力を養う。●辞書を使って自力でドイツ語テキストを読み、書けるようになる。

◆授業内容・計画◆

ヴェーラとヴェルナーという二人の学生の日常を描いた平易なテキストと練習問題を含む総合教材を使います。１年次に学んだ文法を復習し、
基礎語彙の定着を目指します。また、プリント教材を使って少し難しいテキスト読解にも取り組みます。後期は第11課から第14課、およびパ
ワーアップ１～３まで終了します。プリント教材では、ドイツ語圏事情に関する内容の文章と、物語からの抜粋を読みます。

第１回　夏休みの出来事をドイツ語で語る。文法：時制、動詞の三基本形
第２回　第11課 Deutschland、文法：現在完了
第３回　講読プリント(1)　「ドイツの歴史」
第４回　第12課 Kino　文法：受動文
第５回　第13課 Musik　文法：関係文
第６回　講読プリント(2)　「ドイツの社会」
第７回　確認テスト(1)と復習
第８回　第14課 Liebe　文法：接続法
第９回　パワーアップ１ Die Familie　 文法：比較表現
第10回　講読プリント(3)　ドイツ児童文学作品より抜粋
第11回　パワーアップ２ Entschlüsse　文法：zu不定詞
第12回　パワーアップ３ Spekulation　文法：接続詞
第13回　講読プリント(4)　ドイツ児童文学作品より抜粋
第14回　確認テスト(2)と復習
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習：テキスト部分のCDを聴いて、音読する。
　　　分からない単語を調べておく。
　　　練習問題を解き、分からない点は何かを確認しておく。
　
復習：訳し終わったテキストを、繰り返し音読する。
　　　新しく学んだ表現は、書いて覚える。

◆成績評価の方法◆

FSS037N
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2c

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０３

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

テスト（50％）
授業内での活動（50％）

◆教科書（使用テキスト）◆

studio d A1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und ubungsbuch (Teilband 2), Cornelsen Verlag

◆参考図書◆

◆留意事項◆

おもに「聞く」と「話す」の練習を通して、ネイティブスピーカーの日常会話を理解し、会話する能力を身につけること

◆授業内容・計画◆

教科書に沿って授業を進めます。各課設定されているテーマを文法的に学んだ後、会話を練習します。会話は主にパートナー、およびグルー
プの中で行います。

扱われるテーマ：

職業 / スポーツとフィットネス / 学校と専門教育　など

第1回 イントロダクション
第2回 テキスト第4課1住居　導入
第3回 テキスト第4課2住居　文法
第4回 テキスト第4課3住居　パートナー会話
第5回 テキスト第4課4住居　グループ練習
第6回 テキスト第5課1約束事をする（アポイントメントを取る）　導入
第7回 テキスト第5課2約束事をする（アポイントメントを取る）　文法
第8回 テキスト第5課3約束事をする（アポイントメントを取る）　パートナー会話
第9回 テキスト第5課4約束事をする（アポイントメントを取る）　グループ練習
第10回 テキスト第6課1時間/方向、道案内　導入
第11回 テキスト第6課2時間/方向、道案内　文法
第12回 テキスト第6課3時間/方向、道案内　パートナー会話
第13回 テキスト第6課4時間/方向、道案内　グループ練習
第14回 テスト
第15回 まとめ

一課終了ごとに単語の小テストを行います。

◆準備学習の内容◆

単語の反復練習、教科書のＣＤを使ったリスニング

◆成績評価の方法◆

FSS037N
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2c

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０４

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

出席票を兼ねて、前回の授業内容に関する小テストをします。その累積点数を成績に反映させます。遅刻するとこの小テストをうけることはでき
ませんので注意してください。予習の時間が多く必要です。意識して確実に準備時間を確保してください。不明な点は、積極的に質問をして解
消していきましょう。公欠は、必ず事前に担当者へ個別に申し出ること。

小テストの累計点数および定期筆記試験の結果と、普段の授業における取り組みから総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ドイツ語表現への誘い』池内宣夫著（郁文堂）

◆参考図書◆

独和辞書（毎回の授業に必ず持参すること）

文法事項の定着に自信がない人には次の参考書を勧めます。
中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ　改訂版』（白水社）

◆留意事項◆

１）初級文法の復習と定着
２）初級文法を用いた簡単な作文ができるようになる
３）辞書を用いた読解技術の向上

◆授業内容・計画◆

これまで学習した内容をもとに、短いテキストの読解を通して初級文法を復習し、文章の読み方を勉強します。母語話者の先生が担当される時
間に「話す・聴く」の勉強をしますので、この授業では「読む・書く」に集中します。教科書『ドイツ語表現への誘い（ドイツ語タイトル Kreativ
Deutsch schreiben）』は、文法の復習をしつつ、ドイツ語圏での滞在や留学生活などに活用できる短い作文ができるようになる教科書です。ドイ
ツ語のしくみに関する知識を復習すると同時に、自分の言いたいことを発信できるようになりましょう。辞書をひいてドイツ語を精読する練習も行
います。辞書のひき方を実践的に勉強することも非常に重要です。
全15回の授業計画（主な文法項目）
第1回　イントロダクション
第2回　Lektion 9 （形容詞の格変化と比較表現）
第3回　Lektion 10 （話法の助動詞）
第4回　Lektion 11 （副文と命令表現）
第5回　Lektion 12 （過去形）
第6回　Lektion 9-12のまとめ
第7回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（1）
第8回　Lektion 13 （現在完了）
第9回　Lektion 14 （zu不定詞）
第10回　Lektion 15 （受動文）
第11回　Lektion 16 （関係代名詞）
第12回　Lektion 17（接続法）
第13回　Lektion 13-17のまとめ
第14回　紙辞書を用いた初見テキスト読解（2）
第15回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

初回に配布する詳しい進度リストを参考に、授業内容を必ず予習しておくこと。特に作文の練習問題を授業前に必ず解いておくことは最低限必
要な準備です。毎回の小テストの準備も忘れずに。小テストは前回の授業内容の復習を兼ねています。不明な点が残っていないか、覚えるべ
きことは覚えられているか、授業の前に見直す時間を必ず作ること。

◆成績評価の方法◆

FSS037N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅳ

2d

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０４

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

50％＝授業への積極的な参加を含めた平常点
50％＝授業時に中間・期末と２回行う試験を重視、小テストや授業中のドイツ語による発言も含め、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Kursbuch mit Lerner-DVD-ROM
出版社: Huber
著者：  Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht
ISBN：978-3-19-301901-1

Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch mit Audio-CD
出版社: Huber
著者：  Ssabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann
ISBN：978-3-19-311901-8

◆参考図書◆

◆留意事項◆

このコースは前期に引き続き、基礎的なコミュニケーションの場面に必要な口頭表現を習得するコースです。ネイティブ・スピーカーとの「聞く」
「話す」を重視した会話コースでより実践的なコミュニケーション能力が習得できます。

◆授業内容・計画◆

Sie konnen ...
1. Komplimente machen
2. uber Freizeitaktivitaten sprechen
3. um etwas bitten und sich bedanken
4. sich verabreden
5. die Uhrzeit nennen
6. einen Vorschlag machen und darauf reagieren
7. eine Einladung/Absage schreiben
8. uber Ihre Essgewohnheiten sprechen
9. sich informieren und ein Telefongesprach fuhren
10. uber Vergangenes sprechen
11. eine E-Mail schreiben
12. uber Feste sprechen
13. uber Reisen sprechen
14. einen Informationstext verstehen
15. Zusammenfassung und Beurteilung

◆準備学習の内容◆

クラスで学んだ事の復習、ならびに宿題。
復習時には大きな声を出して発音し、発音、リズム、イントネーションを自身で確認し、ドイツ語に親しめるよう習慣づけてください。
授業中は各自ノートを準備し、そこへ授業での重要な箇所等を書き留めることも必要です。

◆成績評価の方法◆

FSS037N

外国語コミュニケーション(ドイツ語)Ⅳ

2d

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単
位取得はできません。また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！
なお、文法の授業は必ず予習・復習をして臨むように心がけてください。一方、コミュニケーションの授業は予習は不要ですが、授業中の集中
力と繰り返しの復習が必要です。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

以下の2つのテキストを使用します。
(1)＜文法＞授業用
『La mia Italia―わたしのイタリア―CD付き-』一ノ瀬俊和、入江たまよ、中矢慎子著（朝日出版社）
(2)＜コミュニケーション＞授業用
『Allegro vivace―話してみようイタリア語―』アルダ・ナンニーニ、堤康徳著（白水社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する4つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」をバランスよく身につけ
ることを目標とします。
具体的な目標は，次の通りです：言葉の構造を学ぶ「文法」の授業では、基本的な動詞の現在形が使え、「コミュニケーション」の授業では、主
に口頭による簡単な自己紹介ができることが目標です。

◆授業内容・計画◆

週に2回の授業のうち、1回は初級文法を、もう1回は基礎的なコミュニケーションの仕方を学びます。
＜文法＞
1. ガイダンス、アルファベット
2．発音(母音字、子音字）、アクセント
3．名詞の性・数、冠詞の概要
4．第1課 (1)あいさつ、不規則動詞  essere と avere の直説法現在
5．第1課 (2)疑問文、肯定文、否定文/名前、年齢のたずね方
6. 不規則動詞変化の練習
7．第2課 (1)冠詞（定冠詞と不定冠詞）
8．第2課 (2)c'e'~, ci sono~/avere を用いた表現
9. 復習と確認
10. 第3課(1)規則動詞の直説法現在(-are, -ere, -ire)
11. 第3課(2)基本的な前置詞
12. 規則動詞変化の練習
13. 確認と復習
14. 前期全般の総合演習
15. まとめと評価
＜コミュニケーション＞
1. ガイダンス
2. 第1課 (1)挨拶表現 (1)敬称
3. 第1課 (2)挨拶表現 (2)親称
4. 確認と復習
5. 第2課 (1)自己紹介
6. 第2課 (2)他人の紹介
7. 確認と復習
8．第3課 (1)自分自身について話す1 (1)家族、年齢
9．第3課 (2)自分自身について話す1 (2)仕事、勉強/数詞（1から100)
10.確認と復習
11.第4課 (1)　自分自身について話す2 (1)出身地
12.第4課 (2)　自分自身について話す2 (2)住所、電話/時間の表現
13.確認と復習
14.前期全般の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＜文法＞テキスト附属のCDを授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書の使い方を学びながら、単語や表現の意味を調べ、本文は和訳、練習
問題はやっておく。復習は、学習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をし、単語や表現を書いて発音しながら覚える。＜コミュニ
ケーション＞予習は不要。授業中に音声教材を集中して聴き、表現の練習をしっかりと行う。復習は、習った表現を繰り返し発音し、書いて覚
えること。

◆成績評価の方法◆

FSS026N

外国語コミュニケーション(イタリア語)Ⅰ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位
取得はできません。また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！
なお、文法の授業は必ず予習・復習をして臨むように心がけてください。一方、コミュニケーションの授業は予習は不要ですが、授業中の集中力
と繰り返しの復習が必要です。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

以下の2つのテキストを使用します。
(1)＜文法＞授業用
『La mia Italia―わたしのイタリア―CD付き-』一ノ瀬俊和、入江たまよ、中矢慎子著（朝日出版社）
(2)＜コミュニケーション＞授業用
『Allegro vivace―話してみようイタリア語―』アルダ・ナンニーニ、堤康徳著（白水社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する４つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」をバランスよく身につけ
ることを目標とします。
具体的には：「文法」の授業では、従属動詞や頻出動詞の現在形、冠詞や目的語を理解できる、「コミュニケーション」の授業では、主に口頭で時
刻や場所をたずね、バールやレストランを使え、簡単な情報を得ることができることが目標です。

◆授業内容・計画◆

週に2回の授業のうち、1回は初級文法を、もう1回は基礎的なコミュニケーションの仕方を、前期に引き続き学びます。
＜文法＞
1.ガイダンス、Iの既習事項復習
2.第4課 (1) 冠詞前置詞、品質形容詞
3.第4課 (2) 所有形容詞
4.第4課 (3) 指示詞
5.復習と確認
6.第5課 (1) 従属動詞
7.第5課 (2) 直接目的語の代名詞、関係代名詞 che, cui
8.復習と確認
9.第6課 (1) 不規則動詞
10.第6課 (2)間接目的語の代名詞
11.第6課 (3) 動詞 piacere
12.復習と確認
13.動詞変化の練習
14.後期全般の総合練習
15.まとめと評価
＜コミュニケーション＞
1. ガイダンス、Iの既習事項復習
2. 第5課 (1) 存在の有無をたずねる
3. 第5課 (2) 時刻の表現
4. 第5課 (3) 1日の行動予定表の作成
5. 確認と復習
6. 第6課 (1) 自分の好みを伝える
7. 第6課 (2) バールでの注文と支払い
8. 第6課 (3) レストランでの注文と支払い/数詞（100以上）
9. 確認と復習
10.第7課 (1) 情報を得る
11.第7課 (2) 目的地までの行き方をたずねる
12.第7課 (3)目的地までの行き方
13.確認と復習
14.後期全般の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＜文法＞テキスト附属のCDを授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書の使い方を学びながら、単語や表現の意味を調べ、本文は和訳、練習
問題はやっておく。復習は、学習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をし、単語や表現を書いて発音しながら覚える。＜コミュニケー
ション＞予習は不要。授業中に音声教材を集中して聴き、表現の練習をしっかりと行う。復習は、習った表現を繰り返し発音し、書いて覚えるこ
と。

◆成績評価の方法◆

FSS030N

外国語コミュニケーション(イタリア語)Ⅱ

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

シラバスは授業内容の説明です。授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位取得はできません。また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとし
ますので、十分注意してください！
なお、「文法」、「作文・講読」の授業とも、必ず十分に予習と復習をして臨むように心がけてください。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

以下の２つのテキストを使用します。
（１）＜文法＞授業用
『Novissimo A zonzo 最新　ア・ゾンゾ　更新改訂版　CD付　－イタリア語そぞろ歩き―』一ノ瀬俊和著　（朝日出版社）
（２）＜作文・講読＞授業用
『Dove ’l si suona－文で味わうイタリア－』一ノ瀬俊和監修、アルダ・ナンニーニ、古田耕史著（朝日出版社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する4つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」のうち、特に基本的な
「読む」、「書く」の力を重点的に身に付けるのが目標。具体的には：「文法」の授業では、使用頻度の高い２つの過去形(近過去、半過去）が使え
る、「作文・講読」の授業では、少しまとまった現在形の文章を読め、日常的な事柄に関する短い作文ができることが目標です。

◆授業内容・計画◆

週に2回の授業のうち、1回は中級文法を、もう1回はコミュニケーションに欠かせない基本的な講読と作文の練習をします。
＜文法＞
1. ガイダンス、IIの既習事項復習
2. 第7課 (1) 近過去 (1) avere 型
3. 第7課 (2) 近過去 (2) essere 型
4. 第7課 (3) 関係代名詞 che
5. 近過去演習
6. 第8課 (1)　再帰動詞 (1)現在形の変化
7. 第8課 (2)　再帰動詞 (2)意味と用法、近過去形
8. 再帰動詞演習
9. 第9課 (1)　半過去の変化
10. 第9課 (2) 半過去の用法
11. 第9課 (3) 大過去
12. 近過去と半過去の使い分け
13. さまざまな過去時制の使い分け
14. 過去時制の使い分け練習
15. まとめと評価
＜作文・講読＞
1．ガイダンス
2. Lettura 1　イタリアの風景 (1) 本文訳読
3. Lettura 1　イタリアの風景 (2) 構文分析
4. 練習問題、作文演習
5. Lettura 2　イタリアに関する情報 (1) 本文訳読
6. Lettura 2　イタリアに関する情報 (2) 構文分析
7. 練習問題、作文演習
8. Lettura 3　イタリア旅行の計画1 (1) 本文訳読
9. Lettura 3　イタリア旅行の計画1 (2) 構文分析
10. 練習問題、作文演習
11.Lettura 4　イタリア旅行の計画2 (1)本文訳読
12.Lettura 4　イタリア旅行の計画2 (2)構文分析
13.練習問題、作文演習
14.前期の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＜文法＞附属のCDを授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書で単語や表現の意味を調べ、本文は和訳、練習問題はやっておく。復習は、学習
した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をし、単語や表現を書いて発音しながら覚えること。＜作文・講読＞予習は、単語や表現の意味
を調べ、本文は和訳し、練習問題は自分てやっておく。復習は、本文を何度も読み直し、そこに出てきた文法事項を確認し、単語や表現を覚える
こと。

◆成績評価の方法◆

FSS034N

外国語コミュニケーション(イタリア語)Ⅲ

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

シラバスは授業内容の説明です。授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位取得はできません。また、遅刻は3回で欠席1回の扱いと
しますので、十分注意してください！
なお、「文法」、「作文・講読」の授業とも、必ず十分に予習と復習をして臨むように心がけてください。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

以下の２つのテキストを使用します。
（１）＜文法＞授業用
『Novissimo A zonzo 最新　ア・ゾンゾ　更新改訂版　CD付　－イタリア語そぞろ歩き―』一ノ瀬俊和著　（朝日出版社）
（２）＜作文・講読＞授業用
『Dove ’l si suona－文で味わうイタリア－』一ノ瀬俊和監修、アルダ・ナンニーニ、古田耕史著（朝日出版社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する4つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」のうち、特に基本的な
「読む」、「書く」の力を重点的に身につけることを目標とします。
具体的な目標は，次の通りです：言葉の構造を学ぶ「文法」の授業では、現在形の使用に慣れ、命令法、未来形、条件法を理解すること、「作
文・講読」の授業では、過去形を含む文章を読め、日伊の社会や文化の違いを理解し、その一部を表現できることが目標です。

◆授業内容・計画◆

週に2回の授業のうち、1回は中級文法を、もう1回はコミュニケーションに欠かせない講読と作文の練習をします。
＜文法＞
1.ガイダンス、IIIの既習事項復習
2.第10課 (1) 直説法未来形
3.第10課 (2) 比較級
4.復習と確認
5.第11課 (1) 命令法(1)変化
6.第11課 (2) 命令法(2)用法、否定命令の形
7.第11課 (3) ジェルンディオ
8.復習と確認
9.第12課 (1) 条件法現在(1)変化
10.第12課(2) 条件法現在(2)用法
11.第12課(3) volere と piacereの条件法
12.復習と確認
13.後期文法事項のまとめ
14.後期の総合練習
15.まとめと評価
＜作文・講読＞
1. Lettura 5 絵はがき (1) 本文訳読
2. Lettura 5 絵はがき (2) 構文分析
3. 練習問題、作文演習
4. Lettura 6 日伊住宅事情1 (1) 本文和訳
5. Lettura 6 日伊住宅事情1 (2) 構文分析
6. 練習問題、作文演習
7. Lettura 7 日伊住宅事情2 (1) 本文和訳
8. Lettura 7 日伊住宅事情2 (2) 構文分析
9. 練習問題、作文演習
10.Lettura 8 日伊住宅事情3 (1) 本文和訳
11.Lettura 8 日伊住宅事情3 (2) 構文分析
12.練習問題、作文演習
13.後期文法事項の確認
14.後期語彙の確認
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＜文法＞附属のCDを授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書で単語や表現の意味を調べ、本文は和訳、練習問題はやっておく。復習は、学
習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をし、単語や表現を書いて発音しながら覚えること。＜作文・講読＞予習は、単語や表現の
意味を調べ、本文は和訳し、練習問題は自分てやっておく。復習は、本文を何度も読み直し、そこに出てきた文法事項を確認し、単語や表現を
覚えること。

◆成績評価の方法◆

FSS038N

外国語コミュニケーション(イタリア語)Ⅳ

2a

各担当者

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

授業内での熱心な学習と予習復習の繰り返しが大切です。毎日少しずつフランス語とかかわって、音楽のように新しい言葉のシステムに慣れ
ましょう。

平常点(小テスト・課題などへの取り組み）及び、期末試験の結果をもとに、２教員協議のうえで評価を出します。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ヴワラ！」、伊勢晃、谷口千賀子（早美出版社）。
「ピエールとユゴー」、小笠原洋子（白水社）。

◆参考図書◆

「仏和辞典」、「和仏辞典」などは、授業内で紹介します。

◆留意事項◆

・フランス語の発音の仕組みに慣れる。
・フランス語の初級文法を学び、フランス語独特の表現に慣れる。
・フランス語で簡単な挨拶や自己紹介、質問や応答ができるようになる。
・フランス語を聞き、理解し、自分の考えをフランス語で言う力をつける。

◆授業内容・計画◆

授業は、二人の教員（フランス人、日本人）が下記２冊の教科書を使って連携して進めます。
授業内容：
フランス人教員
1）フランス語のアルファベと発音練習。　2）「僕たち親友なんだ！」挨拶、自己紹介、国籍。3）動詞ETREの現在形　表現と語彙、書く練習。4）復
習とロールプレイ演習の準備。5）ロールプレイの本番、フランス文化について（1）挨拶の仕方。　6）「これはなに？」動詞AVOIR の現在形。7）
不定冠詞、表現と語彙、書く演習。8） 復習、ロールプレイ演習の準備。9）ロールプレイ演習の本番、フランス文化について（2）：フランスの様々
な地域について。10）「切符がない…」--定冠詞、ER動詞の現在形。11）否定、表現と語彙、書く練習。 12）ロールプレイ演習の準備。13） ロー
ルプレイ演習の本番、フランス文化について（3）：フランスの祝日。　14）まとめ。15）総復習。
日本人教員
1）アルファベ、挨拶、自己紹介、1～10までの数。2）ER動詞、否定文。3）ER動詞、否定文の演習。4）名詞の性、数、冠詞。5）名詞の性、数、冠
詞の演習。5）AVOIR,ETREの活用と用法、所有形容詞。6）AVOIR、ETREの演習。7）形容詞、所有形容詞。8）形容詞、所有形容詞の演習。9）
ALLER,VENIR（1）、冠詞の縮約形。10）ALLER,VENIR（2）、命令形。11）複合過去形(1)。12)AVOIRを用いる複合過去形の演習。13)複合過去形
(2)。14)ETREを用いる複合過去形の演習。15)まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

新しい外国語を自分のものにするには、ただ漠然と眺めているだけではいけません。授業の前と後の予習、復習は欠かせません。以下の点に
気を付けて、しっかり準備して授業に臨んでください。
日本語や英語などすでに知っている言語と比較しながら、どういった点が共通で、どこが違うか注意を向けてみましょう。新しい言語の特徴を自
分なりの仕方でつかむこと。疑問があったら積極的に質問しましょう。
新しい単語、文法規則などが出てくるごとに、繰り返し書き、発音し、次に同じ単語や規則が出てきても戸惑うことがないようにしておきましょう。

◆成績評価の方法◆

FSS027N

外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅰ

1a、b

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

授業内での熱心な学習と予習復習の繰り返しが大切です。毎日少しずつフランス語とかかわって、音楽のように新しい言葉のシステムに慣れ
ましょう。

平常点(小テスト・課題などへの取り組み）及び、期末試験の結果をもとに、２教員協議のうえで評価を出します。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ヴワラ！」、伊勢晃、谷口千賀子（早美出版社）。
「ピエールとユゴー」、小笠原洋子（白水社）。

◆参考図書◆

「仏和辞典」、「和仏辞典」などは、授業内で紹介します。

◆留意事項◆

・フランス語の発音の仕組みに慣れる。
・フランス語の初級文法を学び、フランス語独特の表現に慣れる。
・フランス語で簡単な挨拶や自己紹介、質問や応答ができるようになる。
・フランス語を聞き、理解し、自分の考えをフランス語で言う力をつける。

◆授業内容・計画◆

授業は、二人の教員（フランス人、日本人）が下記２冊の教科書を使って連携して進めます。
授業内容：
フランス人教員
1）フランス語のアルファベと発音練習。　2）「僕たち親友なんだ！」挨拶、自己紹介、国籍。3）動詞ETREの現在形　表現と語彙、書く練習。4）復
習とロールプレイ演習の準備。5）ロールプレイの本番、フランス文化について（1）挨拶の仕方。　6）「これはなに？」動詞AVOIR の現在形。7）
不定冠詞、表現と語彙、書く演習。8） 復習、ロールプレイ演習の準備。9）ロールプレイ演習の本番、フランス文化について（2）：フランスの様々
な地域について。10）「切符がない…」--定冠詞、ER動詞の現在形。11）否定、表現と語彙、書く練習。 12）ロールプレイ演習の準備。13） ロー
ルプレイ演習の本番、フランス文化について（3）：フランスの祝日。　14）まとめ。15）総復習。
日本人教員
1）アルファベ、挨拶、自己紹介、1～10までの数。2）ER動詞、否定文。3）ER動詞、否定文の演習。4）名詞の性、数、冠詞。5）名詞の性、数、冠
詞の演習。5）AVOIR,ETREの活用と用法、所有形容詞。6）AVOIR、ETREの演習。7）形容詞、所有形容詞。8）形容詞、所有形容詞の演習。9）
ALLER,VENIR（1）、冠詞の縮約形。10）ALLER,VENIR（2）、命令形。11）複合過去形(1)。12)AVOIRを用いる複合過去形の演習。13)複合過去形
(2)。14)ETREを用いる複合過去形の演習。15)まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

新しい外国語を自分のものにするには、ただ漠然と眺めているだけではいけません。授業の前と後の予習、復習は欠かせません。以下の点に
気を付けて、しっかり準備して授業に臨んでください。
日本語や英語などすでに知っている言語と比較しながら、どういった点が共通で、どこが違うか注意を向けてみましょう。新しい言語の特徴を自
分なりの仕方でつかむこと。疑問があったら積極的に質問しましょう。
新しい単語、文法規則などが出てくるごとに、繰り返し書き、発音し、次に同じ単語や規則が出てきても戸惑うことがないようにしておきましょう。

◆成績評価の方法◆

FSS031N

外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅱ

1a,b

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

新しい教科書と昨年までの教科書を平行して用いるので、授業開始時に必ず新しい教科書を用意しておくこと。後期のみの再履修者も前期の
教科書販売の際に教科書を購入しておくこと。

平常点（小テスト、課題などへの取り組み方）及び期末試験の結果をもとに二教員協議の上で決定する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ヴォアラ』（早美出版社）。
『携帯版フランス語とっさのひとこと辞典』（DHC刊）。
小松祐子他、『フランコフォニーへの旅』、駿河台出版社。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・フランス語を読む、書く、話す力を一層充実させる。
・前年度使用した教科書に加えて、下記の教科書を用い、文法知識を確実なものにする。
・辞書を引いてフランス語の文章を読むことができるようになる。

◆授業内容・計画◆

授業内容：
1)「ヴワラ」より、現在分詞、ジェロンディフ、受動態。
2)現在分詞、ジェロンディフ、受動態の演習。
3)未来形の復習、条件法。
4)条件法の演習。
5)接続法。
6)接続法の演習。
7)「フランコフォニーへの旅」より、綴りと読み方の復習。第一課対話文、名詞の数と性、冠詞、疑問詞、前置詞の文法練習。
8)長文演習。
9)第二課対話文、主語人称代名詞、ETREの活用、AVOIRの活用、形容詞、人称代名詞強制形の文法演習。
10)長文演習。
11)第三課対話文、ER動詞、命令法、疑問文、否定文、所有の文法演習。
12）長文演習。
13)第四課対話文、IR動詞、不規則動詞の活用、部分冠詞、前置詞と定冠詞の縮約、指示形容詞、近接未来、近接過去の文法演習。
14)長文演習。
15)まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

フランス語の文章を読む練習が多くなります。毎回辞書を引いて予習し、語彙や表現の習得に努めて下さい。

◆成績評価の方法◆

FSS035N

外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅲ

2a、b

松岡　新一郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

第一に授業参加を重視します。
ボンジュール（挨拶）とメルスィー（感謝）とパルドン（お詫び）を大切に、フランス的コミュニケーションの心と形を身に着けて表現してください。

平常点（授業内での発言・課題などへの取り組み方）をもとに評価を出します。まず出席して、挨拶から授業参加まで、トータルなコミュニケー
ション能力を磨いていきましょう。

◆教科書（使用テキスト）◆

「これさえあれば通じるフランス語 Dictionnaire Thématique du Français Parlé」、ボダン・エマニュエル、三修社

◆参考図書◆

電子辞書

◆留意事項◆

コミュニケーションに必要なフランス語の表現力を身につける。

◆授業内容・計画◆

1.　授業の紹介/勉強のリズム
　　自己紹介（準備）
2.　自己紹介の発表１
3.　自己紹介の発表２
　　Listeningのプリント１（説明 / 語彙）
4.　自己紹介の発表３
　　教科書、pp10～26 :　５コ（暗記）
5.　自己紹介の発表４
　　５コの発表　　教科書、pp28～39 : ５コ
　　Listeningの Chap1 : ①、②
6.　自己紹介の発表５
　　５コの発表　　教科書、pp48～62 : ３コと５コ
　　Listeningの Chap1 :　③、④、⑤
7.　自己紹介の発表６(終)
　　３コと５コの発表　教科書、pp64～87 : ５コ
　　Listeningの Chap1 :　⑥
8.　５コの発表　　教科書、pp88~108 :　５コ+曜日+月
　　Listeningの Chap1 :　alphabet/dictee de lettres,...
9.　５コ+曜日+月の発表　　教科書、pp109～126 : ５コ
　　Listeningの Chap1 :　alphabet (suite) / nombres
10.　５コの発表　　教科書、pp128~148 : １０コ
　　Listeningの Chap1 :　exercices 22~25
11. １０コの発表　　教科書、pp148～168 : ５コ
　 Listeningの Chap1 :　exercices 26～29
12. ５コの発表　　教科書、pp169～186 : ５コ
　　Listeningの Chap1 :　dialoguesの演劇
13. ５コの発表　　教科書、pp187～202-206 : ５コ
　　Listeningの Chap3 : ①
14. ５コの発表  教科書、pp207～221 :　５コ
　　Listeningの Chap3 :　②a
15. ５コの発表　教科書、pp222～233 : ５コ
　　Listeningの Chap3 :　②b,c

◆準備学習の内容◆

毎週、暗記する文書の発表のためには、一週間の間にちゃんと準備して下さい。文章の選び、文書の発音などで。他方、プリントの内容はプリ
ントの語彙、質問はわからなければなりません。個人的にはわからない言葉の意味を辞書で調べて下さい。

◆成績評価の方法◆

FSS035N

外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅲ

2a、b

Ｘ．ビュロー

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

新しい教科書と昨年までの教科書を平行して用いるので、授業開始時に必ず新しい教科書を用意しておくこと。後期のみの再履修者も前期の
教科書販売の際に教科書を購入しておくこと。

平常点（小テスト、課題などへの取り組み）と期末試験の成績を基に二教員の協議によって決定。

◆教科書（使用テキスト）◆

『携帯版フランス語会話とっさのひとこと辞典』（DHC刊）。
小松祐子他、『フランコフォニーへの旅』、駿河台出版社。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・フランス語を読む、書く、話す力を一層充実させる。
・前年度使用した教科書に加えて、下記の教科書を用い、文法知識を確実なものにする。
・辞書を引いてフランス語の文章を読むことができるようになる。

◆授業内容・計画◆

授業内容：
1)第五課対話文、不規則動詞POUVOIR、VOULOIRの活用、比較級、最上級の文法演習。
2)長文演習。
3)第六課対話文、代名動詞、不規則動詞DEVOIRの活用、直接補語、間接補語人称代名詞の文法演習。
4)長文演習。
5)第六課対話文、直接法複合過去、動詞の過去分詞、受動態、否定のヴァリエーション文法演習。
6)長文演習。
7)第八課対話文、直接法半過去の文法演習。
8)使役動詞、関係代名詞の文法演習。
9)長文演習。
10)第九課対話文、直接法単純未来、ジェロンディフ、現在分詞の文法演習。
11)中性代名詞の文法演習。
12）長文演習。
13)第十課対話文、条件法、接続法、感嘆文の文法演習。
14）長文演習。
15)まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

前期に引き続き、予習復習に力を入れて、フランス語の語彙や表現を習得するよう努力すること。

◆成績評価の方法◆

FSS039N

外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅳ

2a、b

松岡　新一郎

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

第一に授業参加を重視します。
ボンジュール（挨拶）とメルスィー（感謝）とパルドン（お詫び）を忘れずに、フランス的コミュニケーションの心と形を身に着けて表現することを
楽しみましょう。

平常点（授業内での発言・課題などへの取り組み方）をもとに評価を出します。まず出席して、挨拶と授業参加で、トータルなコミュニケーショ
ン能力を磨いていきましょう。

◆教科書（使用テキスト）◆

『これさえあれば通じるフランス語 Dictionnaire Thématique du Français Parlé』、ボダン・エマニュエル、三修社

◆参考図書◆

電子辞書

◆留意事項◆

コミュニケーションに必要なフランス語の表現力をつける。

◆授業内容・計画◆

1-　夏休みの話、副語過去入門
  　教科書、pp234~257 : ５コ
2-　５コの発表　　教科書、pp258~289 : ５コ/ １０コ
  　夏休みの話の発表１
3-　５コ/ １０コの発表　　教科書、pp292~312 : ６コ
     Listening の Chap 3 : ③
4-  ６コの発表　　教科書、pp314~329 : ６コ
     夏休みの話の発表２
     Listening の Chap 3 : ④、⑤
5-  ６コの発表　　教科書、pp330~352 : ６コ
     夏休みの話の発表３
     Listening の Chap 3 : ⑥
6-  ６コの発表　　教科書、pp352~366 : ５コ+３コ
     夏休みの話の発表４（終）
     Listening の Chap 3 : exercice 21
7-  ５コ+３コの発表　　教科書、pp367~376 : ５コ+５コ
     Listening の Chap 3 : exercices 22~26
8-  ５コ+５コの発表　　教科書、pp378~399 : ５コ
      Listening の Chap 3 : 27=書き取り/ 会話の準備
9-  ５コの発表　　教科書、pp399~412 : ５コ+３コ
      Listening の Chap 3 : 会話の演劇
10- ５コ+３コの発表　　教科書、pp413~426 : ５コ
      Listening の Chap 8 : 語彙の確認 ①～⑥
11- ５コの発表　　教科書、pp427~451 : ５コ+３コ
      Listening の Chap 8 : ①、②
12- ５コ+３コの発表　　教科書、pp451~487 : ５コ+５コ
      Listening の Chap 8 : ③、④、⑤
13- ５コ+５コの発表　　教科書、pp488~508 : ５コ
      Listening の Chap 8 : ⑥
14- ５コの発表　　教科書、pp510~533
      Listening の Chap 8 : phonetique
15-  総括

◆準備学習の内容◆

毎週、暗記する文書の発表のためには、一週間の間にちゃんと準備して下さい。文章の選び、文書の発音などで。他方、プリントの内容はプ
リントの語彙、質問はわからなければなりません。個人的にはわからない言葉の意味を辞書で調べて下さい。
後期なので、もう少し楽になります。暗記力はとても上手になります。耳もフランス語をよく聞き取ります。準備はよりカルクなります！

◆成績評価の方法◆

FSS039N

外国語コミュニケーション(フランス語)Ⅳ

2a、b

Ｘ．ビュロー

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

・フランス語の知識がなくても受講は可能です。
・授業ではフランス語の音を聴き、言葉の意味を考え、詩と集中的に向き合って下さい。普段使っている言葉とは異なる語の使い方をとおして、
世界の新しい見方を発見していきましょう。
・継続的に授業に出て、前に読んだ詩との違いを考えながら新しい詩を読んでみましょう。そうすれば、時代の流れの中で各詩人がどのような
位置づけにあるのかが理解できます。

授業参加、および学期末のテストもしくはレポートで評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

資料を配布します。

◆参考図書◆

『フランス名詩選』安藤元雄・入沢康夫・渋沢孝輔編（岩波文庫）
その他、授業中に指示します。

◆留意事項◆

フランス詩をとおして、フランス語の語彙のもつ意味の豊かさやリズムの美しさやを感じとる。また、詩作品が生まれた社会的背景との結びつき
や、音楽や絵画といった他の芸術との関連を理解する。

◆授業内容・計画◆

フランス19世紀の詩人の作品を読んでいきます。フランス19世紀は、国家の政治体制がめまぐるしく変わり、それにつれて文学をとりまく社会
的状況が大きく変わった時代です。そうした歴史的背景を踏まえながら、この時代の詩の変遷を追っていきます。また、詩の朗読や歌曲などを
聴いて、フランス語の美しさを感じてください。
第1回　イントロダクション　19世紀と詩
第2回　ユゴーとロマン派
第3回　ゴーティエ　世紀のはざまで
第4回　ルコント・ド・リール　古代と革新
第5回　ボードレール（1）現代的な美
第6回　ボードレール（2）悪と罪
第7回　ボードレール（3）散文と詩
第8回　詩人と道化（１）ボードレール
第9回　詩人と道化（２）バンヴィル
第10回　詩人と道化（３）ランボー
第11回　詩人と道化（４）マラルメ
第12回　マラルメ（１）詩と音楽
第13回　マラルメ（２）詩とジャーナリズム
第14回　象徴派と印象派
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

配布資料には事前に目を通しておいてください。

◆成績評価の方法◆

LAL218N

ヨーロッパの文学Ａ

塚島　真実

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

・フランス語の知識がなくても受講は可能です。
・後期のみの履修も可能です。
・授業ではフランス語の音を聴き、言葉の意味を考え、詩と集中的に向き合って下さい。普段使っている言葉とは異なる語の使い方をとおして、
世界の新しい見方を発見していきましょう。
・継続的に授業に出て、前に読んだ詩との違いを考えながら新しい詩を読んでみましょう。そうすれば、時代の流れの中で各詩人がどのような
位置づけにあるのかが理解できます。

授業参加、および学期末のテストもしくはレポートで評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

資料を配布します。

◆参考図書◆

『フランス名詩選』安藤元雄・入沢康夫・渋沢孝輔編（岩波文庫）
その他、授業中に指示します。

◆留意事項◆

フランス詩をとおして、フランス語の語彙のもつ意味の豊かさやリズムの美しさやを感じとる。また、詩作品が生まれた社会的背景との結びつき
や、音楽や絵画といった他の芸術との関連を理解する。

◆授業内容・計画◆

フランス19世紀末から20世紀以降の詩人の作品を読んでいきます。二度の世界大戦など、大きな政治的・社会的変動の中で、それぞれの詩
人がどのような理念をもち、どんな作品を形成していったかを見ていきます。また、詩の朗読や歌曲などを聴いて、フランス語の美しさを感じてく
ださい。
第1回　イントロダクション　世紀末から世界大戦の時代へ
第2回　ヴァレリー　知性の詩人
第3回　アポリネール（１）「新精神」と言語の冒険
第4回　アポリネール（２）世界大戦の経験
第5回　ブルトンあるいはシュルレアリスムの挑戦
第6回　コクトー（１）芸術としての詩
第7回　コクトー（２）詩と映画
第8回　エリュアール（１）シュルレアリストとして
第9回　エリュアール（２）レジスタンスの闘士
第10回　アラゴン　愛と闘争
第11回　プレヴェール　日常への愛
第12回　ポンジュ　事物へのまなざし
第13回　クノー　言語の実験
第14回　現代詩の諸相
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

配布資料には事前に目を通しておいてください。

◆成績評価の方法◆

LAL219N

ヨーロッパの文学Ｂ

塚島　真実

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

授業内の課題、授業への積極的な参加、試験もしくはレポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

取り上げる作品は抜粋をコピーして配布する。

◆参考図書◆

授業内で随時指示する。

◆留意事項◆

様々な時代の西欧文化に大きな影響を与えた古代ギリシアの詩、なかんずくホメロスの『イリアス』、『オデュッセイア』を翻訳を通して読み、内
容を理解する。
背景をなすギリシア神話にも理解を拡げる。
近年の西欧古典学研究成果に基づき、多様な角度から作品を見ることが出来るようになる。
現代の映画やオペラなどによる解釈を作品そのものに照らしながら考えることが出来るようになる。

◆授業内容・計画◆

ホメロスの大作、『イリアス』、『オデュッセイア』を様々な角度から検討する。
1）ギリシア神話概観（1）：ギリシア神話とは何か、いつどこで始まり、誰がどのように信じだのか。
2）ギリシア神話概観（2）：世界の始まり。
3）ギリシア神話概観（3）：神々の世界。
4）ギリシア神話概観（4）：神話から文学へ。
5）ホメロス問題について－－『イリアス』や『オデュッセイア』はいつ誰によって制作されたのか。
6）『イリアス』各章の紹介、全体の概観。
7）『イリアス』購読と注解（1）。
8）『イリアス』購読と注解（2）。
9）映画『トロイのヘレネ』鑑賞－－現代の解釈をめぐって。
10）『イリアス』から『オデュッセイア』へ。
11）『オデュッセイア』各章の紹介、全体の概観。
12）『オデュッセイア』購読と注解（1）
13）『オデュッセイア』購読と注解（2）
14）現代版『オデュッセイア』をめぐって－－ジェームス・ジョイス、『ユリシーズ』。
15)まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

作品は抜粋をコピーして配るので、事前に取り上げる箇所を読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL216N

ヨーロッパ古典文学Ａ

松岡　新一郎

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

授業内の課題、授業への積極的な参加、試験もしくはレポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

古代ギリシアの悲劇（アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデス）、喜劇（アリストファネス）を読み、古典における悲劇とは何か、喜劇とは何か
について正しく理解する。
近年の西洋古典学研究成果である上演形態の分析や、作品需要の歴史について知り、それらを前提に作品を理解できるようになる。
作品の背景となる社会や宗教について知識を得、それを作品理解に活かせるようになる。

◆授業内容・計画◆

1．ギリシャ神話概観：神話と演劇。
2．ギリシア演劇の背景、社会について。
3．ギリシア演劇の上演をめぐって。
4．アイスキュロス(1)：『オレスティア三部作』。
5．アイスキュロス(2)：『テーバイ攻めの七将』。
6．ソフォクレス(1)：『アンティゴネ』。
7．ソフォクレス(2)：『エレクトラ』。
8．ソフォクレス(3)：『オイディプス王』
9．リヒャルト・シュトラウス、オペラ『エレクトラ』をめっぐって。．
10．エウリピデス(1)：『エレクトラ』。
11．エウリピデス(2)：『バッコスの信女たち』
12．アリストファネス(1)：悲劇と喜劇の関係について。
13．アリストファネス(2)：作品の紹介と分析。
14．後日談、ベルリオーズ、オペラ『トロイの人々』、ヴェルギリウス、『アエネイアス』について。
15．まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

作品は抜粋をコピーして配るので、事前に取り上げる箇所を読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL217N

ヨーロッパ古典文学Ｂ

松岡　新一郎

◆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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

この授業は「世界の文学」一般についての授業ではなく、「ロシア文学」に特化した授業なので、その点、注意してください。

学期末のレポート、平常の授業への取り組みなどを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜プリントを配布。

◆参考図書◆

藤沼貴他『新版ロシア文学案内』（岩波文庫）、藤沼貴他『はじめて学ぶロシア文学史』（ミネルヴァ書房）など。授業時にも多数紹介します。

◆留意事項◆

①19世紀初頭から20世紀初めまでのロシア文学史の流れを把握する。具体的には、音楽とも関わりが深いプーシュキン、ゴーゴリらによって近
代ロシア文学が始まった背景、ロマン主義からドストエフスキーらのリアリズムを経て、モダニズム前夜のチェーホフらに到る展開を理解する。
②音楽や絵画等、他の芸術分野との関わりや、社会・政治的状況との関わりから、文学を捉えられるようにする。③実際に文学作品に触れ、小
説や詩の読み方を体得する。

◆授業内容・計画◆

1 ガイダンス: なぜ文学を読むのか
2 ロシア文化の中の文学
3 ロシアの西欧化と近代ロシア文学の誕生
4 ロシア文学の礎：プーシキンの詩（1）
5 プーシキンの戯曲・小説（2）
6 ロマン主義からリアリズムへ：ゴーゴリ（1）
7 ゴーゴリ（2）
8 ロシア詩の隆盛（1）: レールモントフ
9 ロシア詩の隆盛（2）：チュッチェフ、フェート
10 リアリズムの時代（1）：ツルゲーネフ、トルストイ
11 リアリズムの時代（2）：トルストイ、ドストエフスキイ
12 リアリズムの時代（3）： 市民詩の系譜
13 世紀末・新世紀の文学：チェーホフ
14 まとめ
15 予備日

◆準備学習の内容◆

授業で扱われた文学作品を実際にいくつか読んでみること。音楽以外の芸術、さらに広く文化や歴史について、日頃から広く関心を持つこと。

◆成績評価の方法◆

LAL222N

世界の文学

齊藤　毅

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

平常点（毎回の授業への取り組み。学期中に授業内容のまとめの小レポートの提出を数回にわたって求めます。）と期末レポートにより総合的
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◆

◆留意事項◆

日本の文学のうち、古代から近世までの文学を対象として、その概要と特色を把握する。さらにそれらの文学が中世・近世の芸能の中でどのよ
うな展開を生み出していくのかを具体的な作品を通して考察していく。これらを通して日本の文学と芸能がどのような関係性にあり、日本の文
学の享受や継承がどのような形で行われたのか考察する。

◆授業内容・計画◆

・日本の各時代の文学の特色を把握する。
・中世以降の芸能である、能・浄瑠璃・歌舞伎を中心に日本の文学とそれらの諸芸能との関係について考察して行く。

１）古代前期の日本の文学
２）古代後期の日本の文学
３）中世の日本の文学
４）近世の日本の文学
５）能と日本の文学
６）語り物と日本の文学①（平曲）
７）語り物と日本の文学②（幸若舞曲・古浄瑠璃）
８）語り物と日本の文学③（人形浄瑠璃Ⅰ）
９）語り物と日本の文学④（人形浄瑠璃Ⅱ）
１０）歌舞伎と日本の文学①
１１）歌舞伎と日本の文学②
１２）歌舞伎と日本の文学③
１３）歌舞伎と日本の文学④
１４）歌舞伎と日本の文学⑤
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業では日本の文学作品の文章を原文で音読します。指定された作品の文章については事前に必ず読んでおくようにして下さい。

◆成績評価の方法◆

LAL223N

日本の文学

黒石　陽子

◆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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

学期末試験および学期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

この授業では、各回の内容を半分ずつに区切り、前半は正しい国語表記や敬語の用法などのドリルと解説、そして後半は実際に文章を書く演
習と、書いた文章の添削を中心に授業を進めていきます。大事なのは、「メールなんかはすらすら打てるんだけど、あらたまった文章になると全
然書けない」とか、逆に「かちっとした文章は得意だが、人の注目を集めるような魅力的な文章は書けない」というような苦手意識を取り去ること
です。そして、目的や機会に応じて文章を使いわけていけるようにすることを、この授業での達成目標としてください。

◆授業内容・計画◆

１・語彙力チェック
２・正しい国語表記
３・文章校閲１
４・文章校閲２
５・文章校閲３
６・主語と述語、正しい助詞の用法
７・おぼえておきたい和語
８・漢字演習（同音異義語・同訓異義語）
９・正しい敬語１
10・正しい敬語２
11・正しい敬語３
12・文章表現のポイント
13・文章の組み立てを考える
14・既存の文章を違った表現方法で書き改めてみる
15・映像を見て、つづきのストーリーを書く

◆準備学習の内容◆

図書館の開架書庫にある国語辞典や漢和辞典、その他日本語に関する辞典類に適宜目を通していくことを心掛けてください。

◆成績評価の方法◆

LAL240N

日本語文章術Ａ

野中　映

◆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 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

学期末試験および学期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

この授業では、各回の内容を半分ずつに区切り、前半は正しい国語表記や敬語の用法などのドリルと解説、そして後半は実際に文章を書く演
習と、書いた文章の添削を中心に授業を進めていきます。大事なのは、「メールなんかはすらすら打てるんだけど、あらたまった文章になると全
然書けない」とか、逆に「かちっとした文章は得意だが、人の注目を集めるような魅力的な文章は書けない」というような苦手意識を取り去ること
です。そして、目的や機会に応じて文章を使いわけていけるようにすることを、この授業での達成目標としてください。

◆授業内容・計画◆

１・語彙力チェック
２・正しい国語表記
３・文章校閲１
４・文章校閲２
５・文章校閲３
６・主語と述語、正しい助詞の用法
７・おぼえておきたい和語
８・漢字演習（同音異義語・同訓異義語）
９・正しい敬語１
10・正しい敬語２
11・正しい敬語３
12・文章表現のポイント
13・文章の組み立てを考える
14・既存の文章を違った表現方法で書き改めてみる
15・映像を見て、つづきのストーリーを書く

◆準備学習の内容◆

図書館の開架書庫にある国語辞典や漢和辞典、その他日本語に関する辞典類に適宜目を通していくことを心掛けてください。

◆成績評価の方法◆

LAL240N

日本語文章術Ａ

野中　映

◆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 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

授業中の私語は厳禁。パソコン、携帯電話等の使用も厳禁です（授業中、これらはしまっておいて下さい）。
出席は、単位取得のための大前提です。特にこの授業では、内容理解のために出席を重視します。ですからたとえば「３分の１までなら欠席で
きる、あるいは欠席してもよい」などと考えている学生は履修しない方が良いでしょう。
このようなことを含め、初回の授業では履修上の注意を説明しますので履修希望者は必ず出席して下さい。

授業への参加態度、毎回の小テスト、２回の小論文、学期末レポート、以上により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント等の資料を使用。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

この科目を履修することにより、学生諸君は、第一に、現代に生きる私たちにとってあたりまえとなっている物事の考え方の源泉としての、主と
して西洋近代以降の哲学の歴史を理解することができ、また第二に、いわゆる常識的な考え方や独断的な価値観等に陥ることなく、批判的、
哲学的な眼差しで世界を見ることができる。

◆授業内容・計画◆

古代から中世までの哲学の歴史を、時代を追って概観する。「歴史」と言っても、中学校や高校での歴史の勉強とは異なり、ただ単に個別的な
知識を覚えることを目的とするのではない。そうではなくて、哲学者たちが取り組んできた問題がどのように時代を超えて受け継がれさらには
発展していったのか、その連関を学ぶことがこの講義の主眼である。最終的には受講者の各々が興味を抱いた問題についてその継承・発展過
程を論じることが出来るようになっていただきたい。
 
 1 ガイダンス
  一般教養の意義とその中における哲学の位置付け
 2 ソクラテス以前の哲学１  哲学のはじまり
 3 ソクラテス以前の哲学２  ロゴスと存在
 4 ソフィストとソクラテス１  万物の尺度
 5 ソフィストとソクラテス２  人間とは何か
 6 プラトン１　対話篇
 7 プラトン２　イデア論
 8 アリストテレス１　形而上学、自然哲学
 9 アリストテレス２　倫理学
 10 ヘレニズム期の哲学
 11 聖書の哲学
 12 ヨーロッパ中世の哲学１　教父の哲学
 13 ヨーロッパ中世の哲学２　スコラ哲学
 14 古代・中世から近代へ
 15 まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に配布された資料、返却されたリアクションペーパー等を読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL211N

ヨーロッパの哲学Ａ

中畑　邦夫

◆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 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

授業中の私語は厳禁。パソコン、携帯電話等の使用も厳禁です（授業中、これらはしまっておいて下さい）。
出席は、単位取得のための大前提です。特にこの授業では、内容理解のために出席を重視します。ですからたとえば「３分の１までなら欠席で
きる、あるいは欠席してもよい」などと考えている学生は履修しない方が良いでしょう。
このようなことを含め、初回の授業では履修上の注意を説明しますので履修希望者は必ず出席して下さい。

授業への参加態度、毎回の小テスト、小論文、学期末レポート、以上により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント等の資料を使用。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

この科目を履修することにより、学生諸君は、第一に、現代に生きる私たちにとってあたりまえとなっている物事の考え方の源泉としての、主と
して西洋近代以降の哲学の歴史を理解することができ、また第二に、いわゆる常識的な考え方や独断的な価値観等に陥ることなく、批判的、
哲学的な眼差しで世界を見ることができる。

◆授業内容・計画◆

近世および現代の哲学の歴史を概観する。「歴史」と言っても、中学校や高校での歴史の勉強とは異なり、ただ単に個別的な知識を覚えること
を目的とするのではない。そうではなくて、哲学者たちが取り組んできた問題がどのように時代を超えて受け継がれさらには発展していったの
か、その連関を学ぶことがこの講義の主眼である。最終的には受講者の各々が興味を抱いた問題についてその継承・発展過程を論じることが
出来るようになっていただきたい。

1 ガイダンス「近代」とは？「現代」とは？
2「古代・中世」から「近代・現代」へ
3 ルネッサンス期の思想１　人間について
4 ルネッサンス期の思想２　自然について
5 大陸合理論１　デカルト
6 大陸合理論２　スピノザ、ライプニッツ
7 イギリス経験論１　ロック、バークリー
8 イギリス経験論２　ヒューム
9 カントとドイツ観念論１　カント
10 カントとドイツ観念論２　フィヒテ、シェリング
11 ヘーゲル以降
12 現代哲学の諸相１　現代フランス哲学
13 現代哲学の諸相２　現代ドイツ哲学
14 現代哲学の諸相２　現代英米哲学
15 まとめ

◆準備学習の内容◆

事前に配布された資料、返却されたリアクションペーパー等を読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL212N

ヨーロッパの哲学Ｂ

中畑　邦夫

◆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 1-308 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

　授業中の私語、携帯使用は厳禁である。遅刻には厳正に対処する（3回遅刻で1回欠席に相当する）。

　期末レポート、授業中に課すリアクションペーパー（採点対象）、２回の小テストを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　小田垣雅也『キリスト教の歴史』講談社学術文庫、1995年を用いる。

◆参考図書◆

　『新共同訳聖書』（「バイブルキューブ」がコンパクトで便利）を毎回必ず持参すること。
　それ以外は授業中に随時指示する。

◆留意事項◆

　この講義では、西洋文化に深く浸透しているのみならず広く世界宗教でもあるキリスト教を、その思想史という観点から概観したい。旧約のイ
スラエル民族の歴史、新約のキリストの福音を原点として、教父時代、中世、宗教改革、啓蒙時代、１９世紀以降、第２バチカン公会議を経て現
代に至るまでのキリスト教思想の要点をカトリシズムを基軸として理解する予定である。更には適宜、祈りや修道生活といったキリスト教の霊
性、その宗教生活についても考える。
　前期（「宗教Ａ」）は旧約聖書から使徒パウロまでを扱いたい。

◆授業内容・計画◆

１．宗教とは何か　今日、宗教について考えることについて
２．聖書の成り立ち
３．旧約聖書①創世記（天地の創造～カインとアベル）
４．旧約聖書②創世記（大洪水～ヨセフ物語）
５．旧約聖書③出エジプト記（エジプトでのイスラエル～シナイ契約）
６．旧約聖書④出エジプト記（黄金の子牛）、イザヤ書（インマヌエル預言）
７．旧約聖書⑤イザヤ書（主の僕の苦難と死）、ダニエル書（死者の復活）
８．新約聖書①（四つの福音書について）
９．新約聖書②（イエスの宣教と奇跡物語①）
１０．新約聖書③（イエスの宣教と奇跡物語②）
１１．新約聖書④（イエスの死と復活）
１２．新約聖書⑤（われわれにとっての「復活」）
１３．新約聖書⑥（「キリスト教」の誕生）
１４．新約聖書⑦（パウロの回心と思想）
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

①毎回、授業参加前に教科書の該当範囲を読んでおくこと。
②配布資料の「参考文献」欄などで紹介した文献は、興味を持ったものを1冊は手にして、読んで、期末のレポート作成に備えておくことが望ま
しい。
③配布されたスライド資料の空欄はこまめに穴埋めして、小テストに備えること。小テストは配布資料の空欄から出題する。

◆成績評価の方法◆

LAL236N

西洋宗教史Ａ

井川　昭弘

◆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 1-308 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

　授業中の私語、携帯使用は厳禁である。遅刻には厳正に対処する（3回遅刻で1回欠席に相当する）。

　期末レポート、授業中に課すリアクションペーパー（採点対象）、２回の小テストを総合して評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

　前期に引き続き小田垣雅也『キリスト教の歴史』講談社学術文庫、1995年を用いる。

◆参考図書◆

　授業中に指示する。

◆留意事項◆

　この講義では、西洋文化に深く浸透しているのみならず広く世界宗教でもあるキリスト教を、その思想史という観点から概観したい。旧約のイ
スラエル民族の歴史、新約のキリストの福音を原点として、教父時代、中世、宗教改革、啓蒙時代、１９世紀以降、第２バチカン公会議を経て現
代に至るまでのキリスト教思想の要点をカトリシズムを基軸として理解する。更には適宜、祈りや修道生活といったキリスト教の霊性、その宗教
生活についても考える。
　後期（「宗教Ｂ」）は教父から現代までを扱う。

◆授業内容・計画◆

１．教父たち①　ユスティノスとテルトゥリアヌス
２．教父たち②　アウグスティヌス(1)
３．教父たち③　アウグスティヌス(2)
４．西洋修道制のはじまり　ヌルシアのベネディクト
５．中世のロマンス　アベラールとエロイーズ
６．托鉢修道会のはじまり　アッシジのフランシスコ
７．スコラ学の集大成　トマス・アクィナス(1)
８．スコラ学の集大成　トマス・アクィナス(2)
９．ドイツ的神秘主義　マイスター・エックハルト
１０．宗教改革(1)　マルチン・ルター
１１．宗教改革(2)　カトリック教会改革ほか
１２．科学時代の宗教　パスカル
１３．理性の時代　ライプニッツの弁神論
１４．19世紀末以降の「カトリシズム」
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

①毎回、授業参加前に教科書の該当範囲を読んでおくこと。
②配布資料の「参考文献」欄などで紹介した文献は、興味を持ったものを1冊は手にして、読んで、期末のレポート作成に備えておくことが望ま
しい。
③配布されたスライド資料の空欄は授業中にこまめに穴埋めして、小テストに備えること。小テストは配布資料の空欄から出題する。

◆成績評価の方法◆

LAL237N

西洋宗教史Ｂ

井川　昭弘

◆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 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

『聖書』は新共同訳以外でも構いません。外国語版も可。すでに何かしらの版で持っている人は新たに購入する必要はありません。

授業内での取り組みと小レポート、および学期末の筆記試験により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『聖書　共同訳』（日本聖書協会）

◆参考図書◆

授業の中で随時指示します。

◆留意事項◆

１）西洋の芸術と接するにあたり不可欠な、キリスト教の基礎知識を身につける。特に聖書のおもな物語や西方教会の暦を知り、それらが美術
や音楽においてどのように表現されているか、有名な作品を通じて学ぶ。
２）自分の身の回りの宗教と芸術との関係に意識を向け、それを言語で説明できるようになる。

◆授業内容・計画◆

本科目では、キリスト教美術作品を通して聖書の物語に触れることを講義内容の中心とする。もちろん、関連する音楽にもできるだけ多く言及
し、聴く機会も作る。

第1回　ガイダンス
第2回　新約聖書（1）イエスの誕生
第3回　新約聖書（2）イエスによるたとえ話
第4回　新約聖書（3）イエスによる奇跡物語
第5回　新約聖書（4）イエスの受難
第6回　新約聖書（5）イエスの復活
第7回　新約聖書（6）教会のはじまり
第8回　旧約聖書（1）天地創造
第9回　旧約聖書（2）ユダヤ民族の物語
第10回　旧約聖書（3）ユダヤの王たち
第11回　旧約聖書（4）ヨブの物語
第12回　旧約聖書（5）詩編
第13回　旧約聖書（6）預言者たち
第14回　身の回りの宗教と芸術
第15回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

この授業で学んだことを、他の科目（学科・実技問わず）とも関連させながら復習してください。また、普段から美術作品に触れる機会も作りま
しょう。

◆成績評価の方法◆

LAL238N

宗教と芸術Ａ

宮谷　尚実

◆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 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

『聖書』は新共同訳以外でも構いません。外国語版も可。すでに何かしらの版で持っている人は新たに購入する必要はありません。

授業内での取り組みと小レポート、および学期末の筆記試験により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『聖書  共同訳』（日本聖書協会）

◆参考図書◆

『聖書（新共同訳）』、その他は授業の中で随時指示します。

◆留意事項◆

１）西洋の芸術と接するにあたり不可欠な、キリスト教の基礎知識を身につける。特に聖書のおもな物語や西方教会の暦を知り、それらが美術
や音楽においてどのように表現されているか、有名な作品を通じて学ぶ。
２）自分の身の回りの宗教と芸術との関係に意識を向け、それを言語で説明できるようになる。

◆授業内容・計画◆

本科目では、キリスト教の音楽や美術を通してキリスト教の暦と年中行事に触れることを講義内容の中心とする。もちろん、聖書の物語や聖人
伝にも適宜言及することになる。

第1回　ガイダンス
第2回　四旬節
第3回　聖週
第4回　イースター
第5回　昇天日
第6回　ペンテコステ
第7回　三位一体主日
第8回　洗礼者ヨハネに関する日
第9回　聖母マリアに関する日
第10回　万霊節
第11回　アドベント
第12回　クリスマス
第13回　エピファニー
第14回　身の回りの宗教と芸術
第15回　学期全体のまとめと評価

◆準備学習の内容◆

この授業で学んだことを、他の科目（学科・実技問わず）とも関連させながら復習してください。また、普段から宗教音楽やキリスト教美術作品に
触れる機会も作りましょう。

◆成績評価の方法◆

LAL239N

宗教と芸術Ｂ

宮谷　尚実

◆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 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

積極的に発言しようという心構えをもって授業に参加すること。

授業での発言50％、学期末レポート50％

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（プリントを使用）

◆参考図書◆

『美学辞典』佐々木健一（東京大学出版会）

◆留意事項◆

美学の基本概念とそれをめぐる代表的な学説を知ることを通じて、自然や芸術の美について論理的に考え、語る術を取得する。その最終目的
は、各自の美的体験の幅を広げ、またその質を高めることにある。

◆授業内容・計画◆

美学の分野で盛んに議論されてきた問題をとりあげ、学生の皆さんと共に（すなわち問答しながら）、考察を進める。講義というより、演習（ゼミ）
のような雰囲気で行うことを考えている。

　1. 美学とは
　2. 自然美について
　3. 自然美と音楽
　4. 「芸術」
　5. 「芸術」概念を問う音楽
　6. 想像力について
　7. 模倣と創造　～思想篇
　8. 模倣と創造　～実例篇
　9. 天才とは　～理論篇
　10. 天才とは　～歴史篇
　11. 象徴
　12. 象徴芸術
　13. 美的価値と芸術的価値
　14. 趣味とは
　15. まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回、復習用の課題か次回の予習用の課題を出す。

◆成績評価の方法◆

LAL213N

美学入門

瀬尾　文子

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

授業では講義の他に、演習問題に取り組むことを中心にするが、その際は自分を試し自分を楽しむ機会として、臆することなく発表してほしい。

出欠確認は取らない。筆記試験ではなくて、レポートの提出を課す。課題・テーマについては授業内で指示する。他に随時、授業内発表（板書
発表、相互批評を含む）を課し、それらを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリント資料を配布する。

◆参考図書◆

『職業としての学問』ウエーバー（尾高邦雄訳）１９８０年　岩波文庫
『方法序説』デカルト（落合太郎訳）　１９６７年　岩波文庫
『ロウソクの科学』ファラデー（竹内敬人訳）　２０１０年　岩波文庫

◆留意事項◆

考える働きが辿るすじみちが論理である。授業では論理の基本的な形式の特徴を理解することを通して、自らの論理的に思考する基本的な力
を培う。その際一方で、感情の関与を一切排除するところに論理の在り処を認めるような見方の狭さを、他方でまた、論理を机上の空論として
片付けるような見方の狭さを乗り越えることに留意する。

◆授業内容・計画◆

講義の他に練習問題に取り組むことにより論理的な思考態度になじむ。

⒈　日常生活における言語表現①　　思考と言語
⒉　日常生活における言語表現②　　意図と目的から
⒊　日常生活における言語表現③　　事実と意味付け
⒋　日常生活における言語表現④　　演繹的方法と帰納的方法
⒌　概念と命題
⒍　述語論理①　　判断
⒎　述語論理②　　真偽の表から
⒏　述語論理③　　全称、特称、肯定、否定
⒐　推理、推論　直接推理①　　対当推理
⒑　推理、推論　直接推理②　　矛盾と反対（イ）
⒒　推理、推論　直接推理③　　矛盾と反対（ロ）
⒓　推理、推論　間接推理①　　演繹推理
⒔　推理、推論　間接推理②　　帰納推理
⒕　推理、推論　間接推理③　　類比推理
⒖　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で配布するプリント資料などは、必ず事前に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

LAL214N

論理学入門

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

授業では講義の他に、演習問題に取り組むことを中心にするが、その際は自分を試し自分を楽しむ機会として、臆することなく発表してほしい。

出欠確認は取らない。筆記試験ではなくて、レポートの提出を課す。課題・テーマについては授業内で指示する。他に随時、授業内発表（板書
発表、相互批評を含む）を課し、それらを総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリント資料を配布する。

◆参考図書◆

授業内で随時、提示する。

◆留意事項◆

私たちの日常生活では物事を、意識しないまでも、予め何らかの有用性や関心に根差した方向付けに立って捉えがちである。現代では世界観
的禁欲を自覚して原理的な確認を要求する哲学の根本態度は、それら特定の着色によって覆ってしまう偏向を脱して現実の事態を見ようと努
力するもである。授業では、現在にまで継承されている哲学的探究の構えの特徴を理解することにより、世界観的禁欲の精神から人間の現実
に向かう哲学的眼差しを養う。

◆授業内容・計画◆

人間の在り方に焦点を当てて、事実の浮き彫りとその意味付けを考察する。随時、演習問題に取り組む。

⒈　機能としての人間認識　　人間を機能の観点から照らし出す
⒉　人格としての人間理解　　人格の観点から人間を“約束”として理解すると
⒊　規則、権力　　規則と権力は行為に関してどんな機能を果たすか
⒋　利益、信仰　　利益と信仰は行為に関してどんな機能を
⒌　社会の力学的構造①　　社会性とは━三種の緊張関係から
⒍　社会の力学的構造②　　社会性を人間の人格的理解から意味付けると
⒎　ニーチェの「病者の光学」　　パースペクティヴ思考態度とは
⒏　ハイデガーの「現存在」　　目的的な連関において生きること
⒐　ハイデガーの「先駆的決意性」　　択びに真向かう在り方とは
⒑　エコロジカル運動から　　目的的な連関の眼差しの質的拡張
⒒　カントの人格論①　　理性の二性格━理論的と実践的
⒓　カントの人格論②　　自律と他律との緊張関係に立つ人格とは
⒔　カントの演習問題から　　エゴイスティックな自己の自己吟味
⒕　フェミニズム運動から　　生物学的性差と社会的性差
⒖　相互批評とまとめ

◆準備学習の内容◆

授業で配布するプリント資料などは、必ず事前に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

LAL215N

現代哲学入門

飯野　幹夫

◆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 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

講義中の積極的な発言を期待します。また展覧会などへ積極的に足を運んでください。

レポートによって成績を評価します。レポートでは、作品についての客観的な理解と受講者が各自で考察した内容を1:1の割合で評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

ありません。必要な資料については随時コピーを配付します。

◆参考図書◆

林 洋子 (編集)、『芸術教養シリーズ7 欧米のモダニズムとその後の運動 近現代の芸術史 造形篇I 』, 京都造形芸術大学 東北芸術工科大学
出版局 藝術学舎

そのほか、講義の進捗に合わせて随時指示します。

◆留意事項◆

授業内容：20世紀後半を扱う現代芸術の世界Bと合わせ、20世紀以降の芸術の多様なあらわれについて、美術を中心に一部音楽や建築、パ
フォーマンスなどの作例も交えながら検討する。到達目標：「感覚すること」と「考えること」を高い次元で両立させるために、芸術作品にかんす
る基礎的な知識、語彙、概念、を修得し、それらを応用した思考ができる。

◆授業内容・計画◆

初回：introduction
第2回：マルセル・デュシャンとアヴァンギャルドの起源（1900-1920年代）①
第3回：マルセル・デュシャンとアヴァンギャルドの起源（1900-1920年代）②
第4回：カジミル・マレーヴィチとアヴァンギャルドの死（1900-1920年代）①
第5回：カジミル・マレーヴィチとアヴァンギャルドの死（1900-1920年代）②
第6回：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスムの展開①
第7回：アンドレ・ブルトンとシュルレアリスムの展開②
第8回：エドゥアール・マネと西洋近代の絵画（1860-1900年代）①
第9回：エドゥアール・マネと西洋近代の絵画（1860-1900年代）②
第10回：アンリ・マティスと20世紀の絵画（1900-1930年代）①
第11回：アンリ・マティスと20世紀の絵画（1900-1930年代）②
第12回：クレメント・グリーンバーグとモダニズムの美術（1950年代）①
第13回：クレメント・グリーンバーグとモダニズムの美術（1950年代）②
第14回：現代芸術の世界Aの〈おさらい〉と同Bの予告
第15回：まとめと評価

（以上、主として19世紀後半から20世紀前半の美術作品について考察します。）

◆準備学習の内容◆

展覧会や本、WEBなどを積極的に活用して、授業時以外にも多角的に作品を見る習慣をつけてください。参考となる展覧会などについては随
時指示します。

◆成績評価の方法◆

LAL248N

現代芸術の世界Ａ

林　卓行

◆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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

講義中はプロジェクターにより多くの作品を見ることになります。講義中の積極的な発言を期待します。

なお、授業内容からしてこの現代芸術の世界Bのまえに同Aを履修しておくことが望ましいのですが、Aを履修せず、Bから、あるいはBのみ履
修という諸君にも配慮します。その場合は初回授業でフォローしますので、かならず初回から出席してください。

レポートによって成績を評価します。レポートでは、作品についての客観的な理解と受講者が各自で考察した内容を1:1の割合で評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

ありません。必要な資料については随時コピーを配付します。

◆参考図書◆

林 洋子 (編集)、『芸術教養シリーズ7 欧米のモダニズムとその後の運動 近現代の芸術史 造形篇I 』, 京都造形芸術大学 東北芸術工科大
学 出版局 藝術学舎

そのほか、講義の進捗に合わせ随時指示します。

◆留意事項◆

授業内容：現代芸術の世界A=20世紀前半の美術にかんする考察を踏まえ、主として1960年代以降2010年代までの美術を例にとりながら、
現代の美術が扱ってきた問題系について、トピック別に検討する。到達目標：現代芸術の世界Aに引き続き、「見る（感覚する）こと」と「考える
こと」を高い次元で両立させるために、基礎的な知識、語彙、概念を修得し、それを応用した思考や発想ができる。

◆授業内容・計画◆

初回：introductionあるいは現代芸術の世界Aのおさらい
第2回：高度資本主義社会の芸術①
　　　　ポップ・アートとミニマル・アート
第3回：高度資本主義社会の芸術②
　　　　ポップ・アートとミニマル・アート
第4回：高度資本主義社会の芸術③
　　　　ポップ・アートとミニマル・アート
第5回：芸術は《哲学》を目指す①
　　　　アンチ・イリュージョンとコンセプチュアル・アート
第6回：芸術は《哲学》を目指す②
　　　　アンチ・イリュージョンとコンセプチュアル・アート
第7回：芸術は《哲学》を目指す③
　　　　アンチ・イリュージョンとコンセプチュアル・アート
第8回：芸術の《場site》をめぐって①
　　　　　アースワークとパブリック・アート
第9回：芸術の《場site》をめぐって②
　　　　　アースワークとパブリック・アート
第10回：絵画はいつでも死ぬために描かれる①
　　　　　1980年代以降の絵画／平面
第1１回：絵画はいつでも死ぬために描かれる②
　　　　　1980年代以降の絵画／平面
第12回：《身体body》の復権
　　　　　パフォーマンスとインタラクティヴ・アート
第13回：グローバリゼーション下の芸術
　　　　　リレーショナル・アートと「関係性の美学」
第14回：conclusionあるいはつぎの課題
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

展覧会や本、WEBなどを積極的に活用して、授業時以外にも多角的に作品を見る習慣をつけてください。参考となる展覧会などについては
随時指示します。

◆成績評価の方法◆

LAL249N

現代芸術の世界Ｂ

林　卓行

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業への熱意と学期末の試験を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

授業内で適宜指示する。

◆留意事項◆

現代建築を取り巻く様々な状況を理解する上で、必要な知識を習得し、建築作品を読み解くまなざしを獲得すること。
住宅について、現状に縛られず、柔軟な観点から考えることが出来るようになること。

◆授業内容・計画◆

わたしたちを取り巻く環境であるて近代建築の起源と見なし得る20世紀初頭から第二次大戦までの建築を扱う。この時期のメディアを中心とす
る社会環境の劇的な変化は建築にどのような影響を及ぼしたのか、建築はそうした状況の変化にどのように働きかけたのか。ル・コルビジュエ
とアドルフ・ロース、その周辺の建築家を主な対象とする予定。
1．住宅について考えるにあたって－－戦後日本の住宅事情。
2．アドルフ・ロース（1）－－ポチョムキン都市ウィーンの状況。
3．アドルフ・ロース（2）－－前衛芸術の位置、クリムトを参照。
4．アドルフ・ロース（3）－－写真の時代。
5．アドルフ・ロース（4）－－ファッションについて。
6．アドルフ・ロース（5）－－閉ざされた窓。
7．アドルフ・ロース（6）－－親密さをめぐって。
8．アドルフ・ロース（7）－－劇場としての住宅。
9．アドルフ・ロース（8）－－近代における主体とは何か。
10．ル・コルビュジェ（1）－－開かれた窓。
11．ル・コルビュジエ（2）－－写真もしくは映画について。
12．ル・コルビュジエ（3）－－住むための機械。
13．ル・コルビュジエ（4）－－見るための機械。
14．ル・コルビュジエ（5）－－鉄道の時代。
15．まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

授業の内容を理解するべく、授業中に紹介する文献に留まらず、自ら参考資料を探すこと。

◆成績評価の方法◆

LAL250N

建築の世界Ａ

松岡　新一郎

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業への熱意と学期末の試験を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

授業内で適宜指示する。

◆留意事項◆

現代建築を取り巻く様々な状況を理解する上で、必要な知識を習得し、建築作品を読み解くまなざしを獲得すること。
住宅について、現状に縛られず、柔軟な観点から考えることが出来るようになること。

◆授業内容・計画◆

戦後の代表的な住宅を扱い、時代との密接なかかわりを考える。
1）住宅再考－－ホワイトUをめぐって。
2）イームズ自邸（1）－－戦後のアメリカについて。
3）イームズ自邸（2）－－デザインについて。
4）イームズ自邸（3）－－贈り物もしくはショック・アブソーバーとしての建築。
5）イームズ自邸（4）－－イームズ夫妻と戦後アメリカ社会。
6）イームズ自邸（5）－－戦後アメリカとケース・スタディハウス。
7）イームズ自邸（6）－－写真と建築。
8）イームズ自邸（7）－－フォトコラージュとしての建築。
9）安藤忠雄、『住吉の長屋』（1）－－家の中で傘をさす？
10）安藤忠雄、『住吉の長屋』（2）－－『都市ゲリラ住居』
11）安藤忠雄、『住吉の長屋』（3）－－70年代の日本、万国博覧会を中心に。
12）安藤忠雄、『住吉の長屋』（4）－－地下を志向する建築。
13）安藤忠雄、『住吉の長屋』（5）－－ヴォイド（虚空）としての建築。
14）安藤忠雄、『住吉の長屋』（6）－－光と影。
15）まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

授業内容を理解するために、授業中に紹介する文献のみならず自ら参考資料を探すこと。

◆成績評価の方法◆

LAL251N

建築の世界Ｂ

松岡　新一郎

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

平常点（授業における熱意、課題などの取り組み方）及び期末試験を総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

高階秀爾、『近代絵画史』（上）、中公新書などの基本的な図書をはじめとし、授業内で紹介する参考図書などは積極的に読んでほしいと思い
ます。

◆留意事項◆

いわゆる近代絵画の起点となった18世紀中頃から19世紀中頃に至るロマン主義の時代において、絵画の世界で起こったことをそこに何が描か
れているかだけではなく、どのように描かれているかを分析できるようになること。
近代における絵画のそれ以前、あるいはそれ以降の絵画との通時的な関連を理解する。

◆授業内容・計画◆

前期は絵画の平面性について問題にする。授業計画は以下の通り。
1．絵画の分析入門－－レオナルド、『モナリザ』。
2．絵画の分析入門－－フラゴナール、『閂』
3．絵画の分析入門－－17世紀オランダ静物画について。
4．ロマン主義時代の絵画、時代設定。
5．絵画を制作するということ－－カンヴァス、筆、絵具。
6．閉ざされた背景－－シュブレイアス、『亡霊を渡すカノン』、ダヴィッド、『パトロクロス』。
7.浅浮彫の空間－－ヴィアン、『アモルを売る女』、グルーズ、『息子のカラカラを糾弾するセヴェルス』。
8．浅浮彫の空間／見ることから読むことへ－－ダヴィッド、『ソクラテスの死』。
9．カンヴァスの下方より侵入する人物。
10．騙し絵をめぐって－－何故騙されるのか。
11．スーパーフラットの絵画－－アングル、『至高のナポレオン』。
12．スーパーフラットの絵画－－アングル、『ユピテルとテティス』。
13．黒の着衣－－シャセリオー、『自画像』。
14．記号としての空白－－ドラクロワのデッサン。
15．まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

授業内で紹介する文献のみならず、自ら展覧会に足を運んだりして、興味を持った画家や作品について調べること。

◆成績評価の方法◆

LAL246N

美術史Ｃ

松岡　新一郎

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

平常点（授業での熱意、課題への取り組み）と期末の試験もしくはレポートなどを基に総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

高階秀爾、『近代絵画史』（上）、中公新書などの基本的な図書をはじめとし、授業内で紹介する参考図書などは積極的に読んでほしいと思い
ます。

◆留意事項◆

いわゆる近代絵画の起点となった18世紀中頃から19世紀中頃に至るロマン主義の時代において、絵画の世界で起こったことをそこに何が描か
れているかだけではなく、どのように描かれているかを分析できるようになること。
近代における絵画のそれ以前、あるいはそれ以降の絵画との通時的な関連を理解する。

◆授業内容・計画◆

後期から選択する人のために、絵画における平面性の問題をエドゥアール・マネの作品分析を通して概説したのち、再びロマン主義時代に戻
り、アサンブラージュ（寄せ集め）という観点から絵画を分析する。授業計画は以下の通り。
1．閉ざされた奥行、対角線の否定－－マネ、『チュイルリー公園の音楽会』、『オペラ座の仮面舞踏会』
2．距離の混乱－－マネ、『マキシミリアンの処刑』。
3．織物としての絵画－－マネ、『アルジャントゥイユ』。
4．カンバセーション・ピースをめぐって－－マネ、『温室にて』。
5．カンヴァスの表と裏－－マネ、『ジョッキを給仕する女』、『鉄道』。
6．内と外からの光－－マネ、『笛吹の少年』、『オランピア』。
7．伝統と革新－－マネ、『草上の昼食』。
8．美と醜－－マネ、『オランピア』。
9．構造としての絵画－－マネ、『バルコニー』。
10．主体の場所－－マネ、『フォリーベルジェールのバー』。
11．アサンブラージュとしての絵画－－ダヴィッド、『テニスコートの誓い』。
12．解剖学の悪夢－－ジェリコー、『死刑罪人』の頭部。
13．美術館絵画の始まり－－ジェリコー、『メデューズ号の筏』。
14．カリカチュアの起源
15．まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

授業内で紹介する文献のみならず、自ら展覧会に足を運んだりして、興味を持った画家や作品について調べる意欲が望まれます。

◆成績評価の方法◆

LAL247N

美術史Ｄ

松岡　新一郎

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

無

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『日本メディアアート史』　馬定延、アルテスパブリッシング、2014

◆参考図書◆

『Art and Electronic Media』　Edward. A. Shanken, Phaidon, 2009, 2011, 2014

◆留意事項◆

テクノロジーを用いた芸術的表現の歴史的な文脈を理解して、現在の制作と研究に対する視座を整える。

◆授業内容・計画◆

1。イントロダクション
2。20世紀芸術史の概観
3。20世紀技術史の概観
4。起源としての実験ー前衛芸術という思想
5。アートとテクノロジーが接続される場
6。ゲストレクチャー①
7。光・音・動き
8。ビデオというコミュニケーション・メディア
9。アートにおけるコンピュータ
10。ゲストレクチャー②
11。メディア・アート・センターの文化社会的意義
12。メディア芸術、その以後
13。2010年代アートの現在形
14。ゲストレクチャー③
15。総論：：同時代芸術としてのメディア・アート

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げてほしいアーティストを5人程度考えて、初回の授業に参加すること。事前に教科書を読むことをすすめる。

◆成績評価の方法◆

LAL254N

メディア・アートの世界Ａ

馬　定延

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

無

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『日本メディアアート史』　馬定延、アルテスパブリッシング、2014

◆参考図書◆

『Art and Electronic Media』　 Edward. A. Shanken, Phaidon, 2009, 2011, 2014

◆留意事項◆

テクノロジーを用いた芸術的表現の歴史的な文脈を理解して、現在の制作と研究に対する視座を整える。

◆授業内容・計画◆

1。イントロダクション
2。20世紀芸術史の概観
3。20世紀技術史の概観
4。起源としての実験ー前衛芸術という思想
5。アートとテクノロジーが接続される場
6。ゲストレクチャー①
7。光・音・動き
8。ビデオというコミュニケーション・メディア
9。アートにおけるコンピュータ
10。ゲストレクチャー②
11。メディア・アート・センターの文化社会的意義
12。メディア芸術、その以後
13。2010年代アートの現在形
14。ゲストレクチャー③
15。総論：：同時代芸術としてのメディア・アート

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げてほしいアーティストを5人程度考えて、初回の授業に参加すること。事前に教科書を読むことをすすめる。

◆成績評価の方法◆

LAL255N

メディア・アートの世界Ｂ

馬　定延

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

後期に「ヨーロッパの歴史」を受講する場合、AとBは一部内容が重複するので、Dを受講することを推奨する。詳細は、シラバスを確認して判断
すること。

学期末試験、リアクションペーパーの提出から総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回、テーマに関する史資料をプリント配布する。

◆参考図書◆

毎回、テーマに関する参考文献を紹介する。

◆留意事項◆

「ヨーロッパとは何か」ということを中世ヨーロッパから近代ヨーロッパへの歴史的変遷過程を辿るなかで考察する。「ヨーロッパ世界」とは、歴史
的にどのように始まるのだろうか。そして、ヨーロッパ中世世界とはどのような特徴をもち、近代社会に移行していくのだろうか。この講義では、
中東欧からみたヨーロッパということも一つの視座にして、ヨーロッパの歴史を大きくたどるなかで、現代ヨーロッパを理解する歴史的基礎を身
につけることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

１　ヨーロッパの始まり
２　中世ヨーロッパを考える①
３　中世ヨーロッパを考える②
４　神聖ローマ帝国とドイツ
５　東ヨーロッパ世界の形成
６　ドイツの東方植民とポーランド
７　神聖ローマ帝国と宗教改革
８　三十年戦争と中東欧
９　プロイセンとオーストリア
10　ポーランド分割とポーランド人
11　フランス革命と中東欧
12　1848年革命と中東欧①
13　1848年革命と中東欧②
14　国民国家ドイツの成立
15　まとめ

◆準備学習の内容◆

高等学校で学んだ世界史の基礎知識が必要となる。高校時代の世界史の教科書を読み返しておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL224N

ヨーロッパの歴史Ａ

川手　圭一

◆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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

前期の「ヨーロッパの歴史A]と一部内容が重複するので、前期に「ヨーロッパの歴史A]を受講した者は、「ヨーロッパの歴史D]を受講することを
推奨する。

学期末試験、リアクションペーパーの提出から総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回のテーマに関する史資料をプリントで配布する。

◆参考図書◆

毎回のテーマに関する参考文献をその都度提示する。

◆留意事項◆

近代以降の世界史のなかで、ヨーロッパとアメリカが辿った歴史を考察する。近代以降のヨーロッパとアメリカの歴史を世界史の中に広く位置
づけることによって、現代世界を歴史的観点から理解できるようになることを講義の目的とする。

◆授業内容・計画◆

１　世界史のなかのヨーロッパ
２　大航海時代の歴史的位相
３　ルターと宗教改革
４　主権国家の成立とウェストファリア体制
５　絶対王政から啓蒙の世紀へ
６　アメリカ独立革命とヨーロッパ
７　フランス革命と近代ヨーロッパの成立
８　ナポレオンの支配からウィーン体制の成立へ
９　19世紀ヨーロッパ‐国民運動と自由主義の時代①
10　19世紀ヨーロッパ‐国民運動と自由主義の時代②
11　イタリアとドイツの成立
12　帝国主義時代のヨーロッパ
13　第一次世界大戦とヨーロッパ
14　第二次世界大戦とヨーロッパ
15　まとめ

◆準備学習の内容◆

高等学校の世界史で学んだことを基礎知識として必要とする。高校の世界史の教科書を読み返しておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL225N

ヨーロッパの歴史Ｂ

川手　圭一

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

学期末試験、リアクションペーパーの提出から総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回の講義において、史資料をプリントで配布する。

◆参考図書◆

毎回のテーマに関する参考文献を、その都度紹介する。

◆留意事項◆

本講義では、近代資本主義社会の形成され始める19世紀ヨーロッパの歴史を通して、現代世界成立の歴史的契機を考えることを目的とする。
特に、19世紀のイギリス社会、フランス社会、さらにドイツや中東欧の社会を比較史的に検討していくこととする。

◆授業内容・計画◆

１　ガイダンス
２　19世紀ヨーロッパを考える視点
３　19世紀ヨーロッパの始まり①
４　19世紀ヨーロッパの始まり②
５　19世紀ヨーロッパにおける社会的抗議
６　19世紀ヨーロッパの市民と労働者
７　1848年革命とヨーロッパ①
８　1848年革命とヨーロッパ②
９　「繁栄」のなかの西ヨーロッパ
10　19世紀後半のヨーロッパ①
11　国民・「人種」・ユダヤ人
12　ヨーロッパ人と植民地
13　世紀転換期のヨーロッパ①
14　世紀転換期のヨーロッパ②
15　まとめ

◆準備学習の内容◆

高等学校時代の世界史の基礎知識を必要とする。高校の世界史教科書を読み返しておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL226N

ヨーロッパの歴史Ｃ

川手　圭一

◆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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

学期末試験、リアクションペーパーの提出から総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回の講義で、史資料をプリント配布する。

◆参考図書◆

毎回のテーマに関する参考文献をその都度紹介する。

◆留意事項◆

本講義では、20世紀ドイツのたどった歴史を検討することで、20世紀ヨーロッパ、さらに20世紀世界を理解する手掛かりを身につけることを目標
とする。20世紀ドイツにおけるナチズムの問題を中心に据え、現代世界にひそむさまざまな問題や課題を考える。

◆授業内容・計画◆

１　ドイツにおける20世紀の始まり
２　第一次世界大戦とドイツ
３　ドイツ革命とヴァイマル共和国の成立
４　ヴァイマル共和国の光と影
５　ヴァイマル共和国の中のナチズム運動
６　ナチスの権力掌握とその支配構造
７　ナチスの支配‐「国民共同体」への統合と排除
８　ナチスの反ユダヤ人政策とホロコースト①
９　ナチスの反ユダヤ人政策とホロコースト②
10　ナチス第三帝国の解体と戦後ドイツ
11　東西ドイツの分裂
12　冷戦下の東西ドイツ
13　ベルリンの壁の崩壊
14　ヨーロッパの中のドイツ
15　まとめ

◆準備学習の内容◆

高等学校の世界史の基礎知識を必要とする。高校の世界史教科書を読み返しておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL227N

ヨーロッパの歴史Ｄ

川手　圭一

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

遅刻不可。

期末レポート・授業中の態度などを総合して判定・評価する。出席不足は評価の対象とならない。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

授業中に指示する。

◆留意事項◆

この講義では、世界宗教であるキリスト教・仏教・イスラームを中心に考えていく。宗教学の立場から、それぞれの宗教の日本における歴史的
な展開を理解する。
宗教入門Aでは、各宗教について概観を行ったうえで、世界各地で創始された宗教がどのような流れで日本に伝わってきたかを見ていく。それ
らの宗教が、日本国内の宗教状況とかかわりながらいかに変容していったのかについての考察もを深める。

◆授業内容・計画◆

１．宗教とは何か
２．宗教を学ぶということ
３．世界の諸宗教（１）仏教
４．世界の諸宗教（２）キリスト教
５．世界の諸宗教（３）イスラーム
６．日本人と宗教のかかわり
７．日本人の宗教（１）神道
８．日本人の宗教（２）民俗宗教
９．日本宗教史（１）古代
１０．日本宗教史（２）奈良時代
１１．日本宗教史（３）平安時代
１２．日本宗教史（４）平安時代
１３．日本宗教史（５）鎌倉時代
１４．日本宗教史（６）鎌倉時代
１５．まとめと評価
※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

１．各回の授業内容についての予習が必要。
２．各回の授業終了後に内容のふりかえりを行っておくこと。
３．レポートは授業内容と深くかかわるので予習・復習は必須。

◆成績評価の方法◆

LAL232N

宗教入門Ａ

高山　秀嗣

◆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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

遅刻不可。

期末試験・授業中の態度などを総合して判定・評価する。出席不足は評価の対象とならない。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

授業中に指示する。

◆留意事項◆

この講義では、世界宗教であるキリスト教・仏教・イスラームを中心に考えていく。宗教学の立場から、それぞれの宗教の日本における歴史的
な展開を理解する。
宗教入門Bでは、日本における各宗教の発展について宗教者を対象としてあつかっていく。仏教伝来やキリスト教の布教などが、時代を経るご
とにいかにして日本に根づいていったかの理解を深める。今を生きる私たちと宗教のかかわりについても考える。

◆授業内容・計画◆

１．現代日本の宗教状況
２．日本の仏教と神道
３．日本における宗教の展開（１）日本宗教史概観
４．日本における宗教の展開（２）祭とは何か
５．日本における宗教の展開（３）記紀神話
６．日本における宗教の展開（４）鎌倉時代
７．日本における宗教の展開（５）室町時代
８．日本における宗教の展開（６）室町時代
９．日本における宗教の展開（７）近世
１０．日本における宗教の展開（８）近代
１１．日本における宗教の展開（９）近代
１２．日本における宗教の展開（10）ポストモダン
１３．日本における宗教の展開（11）現代
１４．私たちの生活と宗教
１５．まとめ
※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

１．各回の授業内容についての予習が必要。
２．各回の授業終了後に内容のふりかえりを行っておくこと。
３．期末試験は授業内容と深くかかわるので予習・復習は必須。

◆成績評価の方法◆

LAL233N

宗教入門Ｂ

高山　秀嗣

◆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 2-22 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

受講に先立ち上記の教科書を用意し、毎回授業に携行すること。

（１）学期中に数回の小レポート
（２）各自の興味関心にそった期末レポート（３０００字程度）

以上により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『イスラームとは何か―その宗教・社会・文化』小杉泰著（講談社現代新書）

◆参考図書◆

・『岩波イスラーム辞典』大塚和夫他編（岩波書店）
・『コーラン』井筒俊彦訳（岩波文庫）
・『預言者ムハンマド伝』全４巻、イブン・イスハーク著（岩波書店）

◆留意事項◆

今日の世界を理解する上で、イスラームについて知ることは不可欠である。しかしながら日本人は、東アジアや欧米に比べて、イスラーム社会
についてはとかく疎遠で不可解な印象を抱いているのではないだろうか。この授業では、長い歴史を有し、多様な地域に広がっているイスラー
ム文化を理解するための基礎的な知識を身につけることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

下に指定する教科書および授業中に配布する資料にもとづき、次のような内容について考察する。

（１）イスラーム世界の広がり
（２）イスラームを理解するためのキーワード（その１）
（３）イスラームを理解するためのキーワード（その１）
（４）預言者ムハンマド
（５）イスラームの誕生（マッカ期）
（６）イスラームの誕生（マディーナ期）
（７）クルアーンとは何か
（８）クルアーンの教え（信仰）
（９）クルアーンの教え（行為）
（１０）ハディース（伝承）について
（１１）シャリーアの成立
（１２）シャリーアの構造
（１３）イスラーム社会の成立
（１４）正統と異端
（１５）まとめ

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

指定する教科書の該当箇所を読んだ上で授業に臨むこと。疑問を見つけ、授業中に積極的に質問することが望ましい。

進行に合わせて小レポートやリアクションペーパーを作成してもらう予定である。

◆成績評価の方法◆

LAL234N

世界の宗教Ａ

小林　春夫

◆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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

「世界の宗教A」を受講していることが望ましいが、後期のみの受講も可能である。ただしその場合には、前期で取り扱ったトピックに関連する参
考書（前期の教科書など）を読んでおくこと。

（１）学期中に数回の小レポート
（２）各自の興味関心にそった期末レポート（３０００字程度）

以上により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は前期と同じく、小杉泰著『イスラームとは何か』（講談社現代新書）を用いる。その他、必要な資料等は授業中に配布する。

◆参考図書◆

・『岩波イスラーム辞典』大塚和夫他編（岩波書店）
・『世界の宗教史１１　イスラームの歴史１―イスラームの創始と展開』佐藤次高編（山川出版）
・『世界の宗教史１２　イスラームの歴史２―イスラームの拡大と変容』小杉泰編（山川出版）

◆留意事項◆

「世界の宗教A]（前期）では、イスラーム文化を理解するための基礎知識の習得を目指した。本学期も引き続き基本的トピックに関連するテキ
スト（資料、映像を含む）を用いながら、イスラーム文化の特質や多様性について考える。

◆授業内容・計画◆

本学期で取り上げる主なトピックは以下の通りである。

（１）イスラームの文化と社会
（２）外来文化の影響
（３）イスラームの諸学問
（４）神学（カラーム）
（５）スーフィズム
（６）哲学
（７）自然科学
（８）文学
（９）スンナ派とシーア派
（１０）近代とイスラーム
（１１）西洋との出会い
（１２）イスラーム改革運動
（１３）現代の諸課題
（１４）将来への展望
（１５）まとめ

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

配布するテキストを読んだ上で授業に臨むこと。疑問点を見つけて授業中に積極的に質問することが望ましい。

また、小レポートやリアクションペーパーを作成してもらうことがある。

◆成績評価の方法◆

LAL235N

世界の宗教Ｂ

小林　春夫

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

最初から「むずかしい」、「わからない」、「興味がない」などと決めつけず、みなさんの日常生活や将来の仕事と「憲法」との関連をよく考えて、
講義に臨んでください。
なお、教職課程との関係で本科目を履修する受講者も多いと思います。将来教職に就くにあたって「ふさわしくない」振る舞いをする受講者に
は、厳しい態度で臨みますので、あらかじめ承知しておいてください。

筆記試験（70％）
平常点（30％）
なお、成績評価の前提として総授業時間数の２／３以上の出席が必要です。

◆教科書（使用テキスト）◆

『よくわかる憲法（第２版）』工藤達朗（編）（ミネルヴァ書房）
『デイリー六法2015　平成27年版』（三省堂）

◆参考図書◆

授業時にその都度指示します。

◆留意事項◆

わたしたちは、国家の中で日常生活を送っていますが、ふだん「国家」の存在を意識することはあまりないと思います。しかし、この授業では、
受講者のみなさんに、あえて「国家」を意識してもらおうと考えています。わたしたちが「国家」とどうかかわっているのか、また、どうかかわるべ
きなのか。国家に関する法である「憲法」を通じて、わたしたちと国家の関係を考えることができるようになる、これがこの授業の目標です。

◆授業内容・計画◆

「憲法」という科目の性質や受講者数の関係で、担当者が一方的に講義し、受講者はひたすら講義を聴く、というかたちにならざるをえません
が、受講者のみなさんが退屈しないよう、なるべく日常的な話題を選んでお話するようにしたいと考えています。以下の計画にそって講義を進
めます。

１．イントロダクション：「日本国憲法」で何を学ぶのか
２．「憲法」とはどういう法か：法システムとその中の憲法
３．日本憲法史（１）：明治維新から敗戦まで
４．日本憲法史（２）：日本国憲法制定の経緯
５．日本国憲法の基本原理（１）：国民主権と天皇制
６．日本国憲法の基本原理（２）：平和主義
７．日本国憲法の基本原理（３）：基本的人権の尊重
８．基本的人権の保障（１）：思想・良心の自由
９．基本的人権の保障（２）：表現の自由
10．基本的人権の保障（３）：法の下の平等
11．基本的人権の保障（４）：経済的自由権
12．基本的人権の保障（５）：社会権
13．国家とのかかわり（１）：選挙と民主主義
14．国家とのかかわり（２）：裁判のしくみと裁判員制度
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

授業は上記授業計画にそって進めていきます。毎回の授業の最後に、教科書の次回授業内容の該当ページを指示します。短い時間で構わな
いので、必ず該当ページに目を通してきてください。そのほか、新聞やＴＶのニュースで、世の中でどのようなことが起こっているかを知るよう心
がけてください。授業では、その時々に起こっている法律問題にもコメントするようにしたいと考えています。

◆成績評価の方法◆

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

最初から「むずかしい」、「わからない」、「興味がない」などと決めつけず、みなさんの日常生活や将来の仕事と「憲法」との関連をよく考えて、
講義に臨んでください。
なお、教職課程との関係で本科目を履修する受講者も多いと思います。将来教職に就くにあたって「ふさわしくない」振る舞いをする受講者に
は、厳しい態度で臨みますので、あらかじめ承知しておいてください。

筆記試験（70％）
平常点（30％）
なお、成績評価の前提として総授業時間数の２／３以上の出席が必要です。

◆教科書（使用テキスト）◆

『よくわかる憲法（第２版）』工藤達朗（編）（ミネルヴァ書房）
『デイリー六法2015　平成27年版』（三省堂）

◆参考図書◆

授業時にその都度指示します。

◆留意事項◆

わたしたちは、国家の中で日常生活を送っていますが、ふだん「国家」の存在を意識することはあまりないと思います。しかし、この授業では、
受講者のみなさんに、あえて「国家」を意識してもらおうと考えています。わたしたちが「国家」とどうかかわっているのか、また、どうかかわるべ
きなのか。国家に関する法である「憲法」を通じて、わたしたちと国家の関係を考えることができるようになる、これがこの授業の目標です。

◆授業内容・計画◆

「憲法」という科目の性質や受講者数の関係で、担当者が一方的に講義し、受講者はひたすら講義を聴く、というかたちにならざるをえません
が、受講者のみなさんが退屈しないよう、なるべく日常的な話題を選んでお話するようにしたいと考えています。以下の計画にそって講義を進
めます。

１．イントロダクション：「日本国憲法」で何を学ぶのか
２．「憲法」とはどういう法か：法システムとその中の憲法
３．日本憲法史（１）：明治維新から敗戦まで
４．日本憲法史（２）：日本国憲法制定の経緯
５．日本国憲法の基本原理（１）：国民主権と天皇制
６．日本国憲法の基本原理（２）：平和主義
７．日本国憲法の基本原理（３）：基本的人権の尊重
８．基本的人権の保障（１）：思想・良心の自由
９．基本的人権の保障（２）：表現の自由
10．基本的人権の保障（３）：法の下の平等
11．基本的人権の保障（４）：経済的自由権
12．基本的人権の保障（５）：社会権
13．国家とのかかわり（１）：選挙と民主主義
14．国家とのかかわり（２）：裁判のしくみと裁判員制度
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

授業は上記授業計画にそって進めていきます。毎回の授業の最後に、教科書の次回授業内容の該当ページを指示します。短い時間で構わな
いので、必ず該当ページに目を通してきてください。そのほか、新聞やＴＶのニュースで、世の中でどのようなことが起こっているかを知るよう心
がけてください。授業では、その時々に起こっている法律問題にもコメントするようにしたいと考えています。

◆成績評価の方法◆

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

最初から「むずかしい」、「わからない」、「興味がない」などと決めつけず、みなさんの日常生活や将来の仕事と「憲法」との関連をよく考えて、
講義に臨んでください。
なお、教職課程との関係で本科目を履修する受講者も多いと思います。将来教職に就くにあたって「ふさわしくない」振る舞いをする受講者に
は、厳しい態度で臨みますので、あらかじめ承知しておいてください。

筆記試験（70％）
平常点（30％）
なお、成績評価の前提として総授業時間数の２／３以上の出席が必要です。

◆教科書（使用テキスト）◆

『よくわかる憲法（第２版）』工藤達朗（編）（ミネルヴァ書房）
『デイリー六法2015　平成27年版』（三省堂）

◆参考図書◆

授業時にその都度指示します。

◆留意事項◆

わたしたちは、国家の中で日常生活を送っていますが、ふだん「国家」の存在を意識することはあまりないと思います。しかし、この授業では、
受講者のみなさんに、あえて「国家」を意識してもらおうと考えています。わたしたちが「国家」とどうかかわっているのか、また、どうかかわるべ
きなのか。国家に関する法である「憲法」を通じて、わたしたちと国家の関係を考えることができるようになる、これがこの授業の目標です。

◆授業内容・計画◆

「憲法」という科目の性質や受講者数の関係で、担当者が一方的に講義し、受講者はひたすら講義を聴く、というかたちにならざるをえません
が、受講者のみなさんが退屈しないよう、なるべく日常的な話題を選んでお話するようにしたいと考えています。以下の計画にそって講義を進
めます。

１．イントロダクション：「日本国憲法」で何を学ぶのか
２．「憲法」とはどういう法か：法システムとその中の憲法
３．日本憲法史（１）：明治維新から敗戦まで
４．日本憲法史（２）：日本国憲法制定の経緯
５．日本国憲法の基本原理（１）：国民主権と天皇制
６．日本国憲法の基本原理（２）：平和主義
７．日本国憲法の基本原理（３）：基本的人権の尊重
８．基本的人権の保障（１）：思想・良心の自由
９．基本的人権の保障（２）：表現の自由
10．基本的人権の保障（３）：法の下の平等
11．基本的人権の保障（４）：経済的自由権
12．基本的人権の保障（５）：社会権
13．国家とのかかわり（１）：選挙と民主主義
14．国家とのかかわり（２）：裁判のしくみと裁判員制度
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

授業は上記授業計画にそって進めていきます。毎回の授業の最後に、教科書の次回授業内容の該当ページを指示します。短い時間で構わな
いので、必ず該当ページに目を通してきてください。そのほか、新聞やＴＶのニュースで、世の中でどのようなことが起こっているかを知るよう心
がけてください。授業では、その時々に起こっている法律問題にもコメントするようにしたいと考えています。

◆成績評価の方法◆

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

最初から「むずかしい」、「わからない」、「興味がない」などと決めつけず、みなさんの日常生活や将来の仕事と「憲法」との関連をよく考えて、
講義に臨んでください。
なお、教職課程との関係で本科目を履修する受講者も多いと思います。将来教職に就くにあたって「ふさわしくない」振る舞いをする受講者に
は、厳しい態度で臨みますので、あらかじめ承知しておいてください。

筆記試験（70％）
平常点（30％）
なお、成績評価の前提として総授業時間数の２／３以上の出席が必要です。

◆教科書（使用テキスト）◆

『よくわかる憲法（第２版）』工藤達朗（編）（ミネルヴァ書房）
『デイリー六法2015　平成27年版』（三省堂）

◆参考図書◆

授業時にその都度指示します。

◆留意事項◆

わたしたちは、国家の中で日常生活を送っていますが、ふだん「国家」の存在を意識することはあまりないと思います。しかし、この授業では、
受講者のみなさんに、あえて「国家」を意識してもらおうと考えています。わたしたちが「国家」とどうかかわっているのか、また、どうかかわるべ
きなのか。国家に関する法である「憲法」を通じて、わたしたちと国家の関係を考えることができるようになる、これがこの授業の目標です。

◆授業内容・計画◆

「憲法」という科目の性質や受講者数の関係で、担当者が一方的に講義し、受講者はひたすら講義を聴く、というかたちにならざるをえません
が、受講者のみなさんが退屈しないよう、なるべく日常的な話題を選んでお話するようにしたいと考えています。以下の計画にそって講義を進
めます。

１．イントロダクション：「日本国憲法」で何を学ぶのか
２．「憲法」とはどういう法か：法システムとその中の憲法
３．日本憲法史（１）：明治維新から敗戦まで
４．日本憲法史（２）：日本国憲法制定の経緯
５．日本国憲法の基本原理（１）：国民主権と天皇制
６．日本国憲法の基本原理（２）：平和主義
７．日本国憲法の基本原理（３）：基本的人権の尊重
８．基本的人権の保障（１）：思想・良心の自由
９．基本的人権の保障（２）：表現の自由
10．基本的人権の保障（３）：法の下の平等
11．基本的人権の保障（４）：経済的自由権
12．基本的人権の保障（５）：社会権
13．国家とのかかわり（１）：選挙と民主主義
14．国家とのかかわり（２）：裁判のしくみと裁判員制度
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

授業は上記授業計画にそって進めていきます。毎回の授業の最後に、教科書の次回授業内容の該当ページを指示します。短い時間で構わな
いので、必ず該当ページに目を通してきてください。そのほか、新聞やＴＶのニュースで、世の中でどのようなことが起こっているかを知るよう心
がけてください。授業では、その時々に起こっている法律問題にもコメントするようにしたいと考えています。

◆成績評価の方法◆

LAL264N

日本国憲法

森　保憲

◆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 1-120 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

著作権に関する知識を獲得するためには、憲法を始めとして、民法その他の法領域における知識も必要となります。そのため、専門的な話に
なることもありますが、我慢して耳を傾けているうちに、自ずから「法的な考え方」が身についていきます。授業中の質問を歓迎いたしますので、
積極的に授業に参加して下さい。

授業における取り組み、および期末に行う筆記試験の成績を総合的に評価します。具体的には筆記試験の結果80％、その他を20％とします。

◆教科書（使用テキスト）◆

『芸術法の基礎』山口裕博著（尚学社、2013年）

◆参考図書◆

『芸術法学入門－アートの法の広がり』山口裕博著（尚学社）
『芸術と法』山口裕博著（尚学社）
『デジタル時代の著作権』野口祐子著（筑摩書房）
『音楽ビジネスの著作権』　前田哲男・谷口元著（著作権情報センター）
　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html　著作権法データベース（電子政府）

◆留意事項◆

新たな技術革新に伴い、著作権法自体も絶えず変化することを余儀なくされているので、この授業では、著作権法の基本的な考え方や活用の
仕方を中心に、具体的な事例に則して検討することにより基本的知識を獲得していきます。また、音楽領域における仕事・職業に従事しようと
する者に必要な著作権に関する基礎的知識を取得することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

具体的な授業内容としては、以下のものを予定しております。

第１回　ガイダンス
第２回　知的財産法における著作権法の位置づけ
第３回　著作権法と芸術的創作活動、著作権の概要
第４回　著作者の権利/著作物の具体例
第５回　著作権の支分権（その１）
第６回　著作権の支分権（その２）
第７回　著作権の支分権（その３)
第８回　著作者人格権
第９回　著作権の権利制限（その１）
第10回　著作権の権利制限（その２）
第11回　音楽ビジネスと著作権
第12回　著作隣接権
第13回　権利侵害に対する救済
第14回　現代社会における著作権のあり方
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教科書に即して授業を行いますので、予習を兼ねてあらかじめ授業範囲を読んでおいてください。また、15回の授業の積み重ねにより全体的
な理解を得ることになりますので、次回の授業を理解するためにも、授業内容について分からないことを残さないための努力が必要です。な
お、新聞などで著作権に関する記事を目にすることがありますので、日頃から注意を払って情報を獲得する様に心掛けて下さい。

◆成績評価の方法◆

LAL265N

音楽著作権法入門

山口　裕博

◆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 ０１

講義室 1-308 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

平常の授業への取り組み（30点）と試験

◆教科書（使用テキスト）◆

文化庁Webサイトから著作権テキストをダウンロードしてください。http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_4.html

◆参考図書◆

講義中に示します。

◆留意事項◆

今後、芸術家として活躍するにあたって、必要な法律的知識は著作権法とそれに係る契約です。この基礎をしっかり学んでいただくことが自ら
の権利を守り、権利の侵害に対処することができます。

◆授業内容・計画◆

第1回　知的財産権の中の著作権
第2回　著作権制度の沿革
第3回　著作権制度の概要
第4回　著作物①「小説、講演、音楽、美術、映画」
第5回　著作物②「コンピュータ・プログラム、データベース」
第6回　著作者
第7回　著作隣接権者「実演者、レコード製作者、放送事業者」
第8回　権利の内容①「著作物の保護法制」
第9回　権利の内容②「人格権と財産権」
第10回　保護期間
第11回　著作隣接権
第12回　他人の著作物を「利用」する方法（契約等）①「二次的著作物の創作権」
第13回　他人の著作物を「利用」する方法（契約等）②「二次的著作物の利用権」
第14回　試験と評価
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

小型の六法を用意してください。

◆成績評価の方法◆

LAL266N

仕事と契約の法律

田沼　浩

◆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 1-308 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

平常の授業への取り組み（30点）と試験

◆教科書（使用テキスト）◆

文化庁Webサイトから著作権テキストをダウンロードしてください。http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_4.html

◆参考図書◆

講義中に示します。

◆留意事項◆

インターネットと法律の関係において、最初に考えなければならないのは著作権の権利侵害です。そして、それを守る仕組みと法的手段を学び
ます。

◆授業内容・計画◆

第1回　インターネットと著作権
第2回　著作物等の「例外的な無断利用」①「私的使用、私的録音録画補償金制度」
第3回　著作物等の「例外的な無断利用」②「教育機関での複製等、図書館での複製等」
第4回　著作物等の「例外的な無断利用」③「報道関係の複製等、美術品、写真、建築関係の複製等」
第5回　著作物等の「例外的な無断利用」④「インターネットの複製」
第6回　インターネットビジネスとして利用する場合の仕組み①「インターネット放送」、「ウェブキャスト」
第7回　インターネットビジネスとして利用する場合の仕組み②「新たなビジネスモデル」
第8回　著作権関係団体①「著作権等管理事業法」
第9回　著作権関係団体②「日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）ほか」
第10回　インターネット著作権の権利侵害と対抗措置①「刑事の対抗措置」
第11回　インターネット著作権の権利侵害と対抗措置②「民事の対抗措置」
第12回　登録制度
第13回　インターネットと法律　ディスカッション
第14回　試験と評価
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

小型の六法を用意してください。

◆成績評価の方法◆

LAL267N

インターネットと法律

田沼　浩

◆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 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

音楽実演家やアートマネージメントを目指す受講生が多いと思うが，基本的な行政，法制度についての知識がどうしても欠如しやすいと思う．そ
こで，先に挙げた文献だけでなく，日頃新聞・雑誌（最近は文化産業の広まりについて，音楽関係雑誌にも投稿されている）等で知識の広がりを
目指して欲しい．

授業態度：５０％
試験：５０％

◆教科書（使用テキスト）◆

文化法制度については，行政学者，法律学者も一般に触れないので，特に使用するテキストはないが，参考図書を上げるので，それを見て欲し
い．

◆参考図書◆

行政学一般では，村松の先の教科書
文化庁等のHPに掲載されている報告書（特に，http://www.bunka.go.jp/bunka_gyousei/index.html
にいわゆる文化白書と称する文化政策が総合的網羅的に記述されている）
また，経済産業省「産業構造ビジョン２０１０」には「文化産業立国」の記載があり，そのほか文化産業については，知的所有権のみならず，音楽
産業面での報告書がHPに掲載されている．まず，それら生身のデータや我が国政府が行っている文化行政状況を把握すること．アメリカでは，
NEAのHPがよい．
枝川明敬「芸術文化の支援への論理と実際」東京芸術大学出版会（近く出版）ISBN978-4-904049-43-3参照

◆留意事項◆

2001年12月に文化芸術振興基本法が成立して以来ほぼ10年経たが，この度我が国の文化会館や音楽堂・劇場の運営の伸張をはかるいわゆ
る劇場法が公布されるなど，従来の著作権，文化財保護，宗務行政等文化個別法行政から，総合的政策指向の文化行政が目指されるように
なってきた．本講義では，21世紀になってから文化行政面での政策指向や行政の総合化の進展を従来の文化行政からのパラダイムシフトとし
て考察しながら，音楽演奏家や音楽ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄを目指す学生に対して，その動向と現状を講義する．音楽領域に閉じこもっていただけで音楽事
業（演奏等）が行えた時代から，行政，文化産業，国際的な芸術事業の展開をも視野にいれた時代への対応能力を文化と法制度の視座から養
う．

◆授業内容・計画◆

・現在の文化を巡る諸制度を学ぶ.
・現在の文化行政を明治以降の我が国の置かれた文化環境とそれへの対応について学ぶ.
・上記の授業の際,諸外国(先進国)の文化行政について,比較する.つまり比較文化行政論を理解する.
・21世紀になって,指向され始めた文化行政の政策指向(総合計画化,社
会的評価システム構築,情報公開,実施と事後評価)と公共性概念(公共財としての文化資本といった
経済学での財概念の文化行政への導入),国境を越える文化産業とアメリカの文化主義からの影響,
それに対応するEUの文化政策といった近年広まりつつある文化を巡る諸環境の変化についても,
それへの対応といった視座から,文化法制度を観察する.

1.基本的行政のシステム(第1回から第4回)
第1回 我が国の行政諸制度
第2回 中央行政機構とガバナンス
第3回 中央地方関係と地方自治
第4回 政策立案とその実施,評価システム
2.文化事業に関する援用(第5回から第11回)
第5回 明治以降の文化行政諸制度の歴史的視座
第6回 特に,戦後と文化庁発足以来の文化行政(地方文化行政との関連で
「行政の文化化」,地方文化振興運動にも触れる)
第7回 政策指向となった90年代以降の文化行政
第8回 経済的側面から見た文化の意味合い
第9回 文化産業としての我が国の文化市場
第10回 以上を踏まえた文化芸術振興基本法成立過程と意味合い
第11回 劇場法,地方自治法改正と地方文化(地方政府の文化行政)
3.国際化と我が国文化行政(第12回)
第12回 文化政策面での国際的対応とアメリカ,EU諸国との比較
4.文化法制面での変化と実演家の対応(第14回)
第14回 アートマネージメント的視点からの法整備が与える音楽家の活動動向
5.まとめ(第15回)
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

文化庁HP等（e-gov)等での文化諸法制についてﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする
法制は，やや特殊な領域になるので，できれば行政学等の入門書を読んでいて欲しい．
例えば，村松岐夫「行政学教科書」有斐閣

◆成績評価の方法◆

LAL268N

文化芸術と法律

枝川　明敬

◆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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

定期試験と、授業中などのレポートなどから総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

『新訂版　図解・表解　教育法規』坂田仰・河内祥子・黒川雅子（教育開発研究所）
『２０１４年度版　必携教職六法』若井彌一監修（協同出版）

◆留意事項◆

教育に関する法律の体系や諸法の概説を行い、教育現場で生じる問題や、事件・事故について考察するために必要な基本的な事項を習得す
ることを目標とする。ネット、テレビ、新聞などのメディアから常に情報を収集し、関連する教育法規によりながら解釈する姿勢を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１　教育法規学習の手引き
２　教育法規の体系
３　日本国憲法と教育基本法
４　教育基本法の規定内容
５　学校教育法及び教育関連諸法規
６　現行学校体系の概要
７　学習指導と法
８　教職員の職務・服務
９　教職員の非違行為と法
10　生徒指導と法―体罰について―
11　いじめと法
12　学校教育と子ども・保護者の権利
13　「子どもの権利条約」
14　教育改革を考える
15　まとめと評価
　

◆準備学習の内容◆

常に教育に関する報道に注意し、授業の際に話題として提供できるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL269N

教育と法律

林　直美

◆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 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

期末試験(48点)と講義中の小テスト(授業中に13回:13回×4点=52点)の合計によって評価します．

◆教科書（使用テキスト）◆

テキストは使用しません．
毎回配付する資料にもとづいて説明をします．

◆参考図書◆

藤井健司　『金融リスク管理を変えた10大事件』　金融財政事情　2013年
倉都康行　『12大事件でよむ現代金融入門』　ダイヤモンド社　2014年

◆留意事項◆

金融・ファイナンスに関する基礎知識を学習し，金融・経済に関するニュースやサービスを正しく理解し説明する能力を習得することを目指しま
す．

◆授業内容・計画◆

金融・ファイナンスを理解するために必要なキーワード(話題になった現実の現象や概念)を取り上げ，現実に即しながら金融・ファイナンスの基
礎知識を学習します．各界の授業内容は以下の通りです．

1.   ガイダンス:本講義の狙いと概要
2.   経済学の基礎 - 需要と供給
3.   金融・ファイナンスの基礎　- 割引と裁定
4.   ビットコインの衝撃 - 貨幣の機能と変容
5.   ニクソン・ショック - 固定相場制から変動相場制へ
6.   プラザ合意 - 市場介入の機能と限界
7.   バブルの生成と崩壊 - 日本の金融業界
8.   デリバティブの基礎 - オプション，スワップ，証券化
9.   続出したデリバティブ損失 - デリバティブの挫折
10.   ヘッジファンドとLTCM破たん - 複雑化する金融リスク管理
11. エンロンとワールド・コム - コーポレート・ガバナンス
12. サブプライム・ローン　- 証券化による金融機関の変容
13. リーマン・ショック - 金融規制の復権？
14. ゼロ金利の時代　- 金融政策の役割
15. これからの金融社会をどう生きるか

◆準備学習の内容◆

予習 : 事前に配付するパワーポイント資料に目を通してきて下さい．
復習 ： 第3回目の講義より，毎回最初に小テストを実施します．前回講義の内容理解が問われます．

◆成績評価の方法◆

LAL274N

世界の金融と経済Ａ

三隅　隆司

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

通年で文化人類学の概論全体を学べるような内容になっているので、人間と文化Bも合わせて履修することを勧める。

学期末の筆記試験（持ち込み可）によって評価する。授業時に書いてもらうコメントペーパーで加点する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に定めない。必要に応じてレジュメや資料を配付する。

◆参考図書◆

『よくわかる文化人類学』渡部恒夫・桑山敬己編（ミネルヴァ書房）、『人類学のコモンセンス』浜本満・まり子編（学術図書出版社）。他は授業時
に随時紹介する。

◆留意事項◆

文化人類学の基本的知識と概念を習得し、人類の文化や社会の多様性と独自性を理解する。さらに「人間とは何か」を考察する力をつける。

◆授業内容・計画◆

［授業内容］
人類は、アフリカで誕生した後世界中に拡散し、約1万年前に農耕を生み出し、さらに牧畜を営むことに成功した。人類がさまざまな生態環境の
中で、どのように生業（狩猟採集、牧畜、農耕）を発展させ、現在生活を営んでいるのかについて概説する。また、そうした中で、各民族は独自
の文化を生み出してきた。食文化、婚姻、家族、ジェンダーなどを取り上げ、その多様性と普遍性について見ていく。講義の中で、文化人類学
を学ぶために必要な基本用語、概念を随時解説していく。また、関連した映像記録を使用して講義を進める。

［授業計画］
（１）オリエンテーション／文化人類学の方法と視点
（２）人類の誕生と進化
（３）狩猟・採集民の生活
（４）牧畜民の生活
（５）牧畜民の生活その２
（６）農耕民の生活
（７）農耕民の生活その２
（８）食と文化
（９）贈与交換と社会関係
（10）さまざまな婚姻形態
（11）親子・家族のあり方
（12）ジェンダー
（13）第３の性
（14）まとめ
 (15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

世界のさまざまな地域の暮らしや生活に関心を持って、日々の新聞やニュースに接してほしい。文化の違いとは何か、日本の文化とは何か、と
いうことに絶えず敏感な感性を持って日々を過ごすことで、学ぶことはたくさんあるはずである。われわれ日本人とは異なる宗教、慣習、価値観
を持った人々と共生していくためには、客観的かつ真摯に異文化を学ぶ姿勢が求められる。そうした中で、さらに掘り下げて学びたいと思った
時には、文化人類学や民族誌に関連した本、世界の文化や民族を紹介した本や映像を探して読んだり見たりすること。

◆成績評価の方法◆

LAL209N

人間と文化Ａ

槌谷　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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

通年で文化人類学の概論全体を学べるような内容になっているので、人間と文化Aから通して履修することが望ましい。

学期末の筆記試験（持ち込み可）によって評価する。授業時に書いてもらうコメントペーパーで加点する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に定めない。必要に応じてレジュメや資料を配付する。

◆参考図書◆

『よくわかる文化人類学』渡部恒夫・桑山敬己編（ミネルヴァ書房）、『人類学のコモンセンス』浜本満・まり子編（学術図書出版社）。他は授業時
に随時紹介する。

◆留意事項◆

文化人類学の基本的知識と概念を習得し、人類の文化や社会の多様性と独自性を理解する。さらに「人間とは何か」を考察する力をつける。

◆授業内容・計画◆

［授業内容］
さまざまな民族の音楽、信仰、儀礼などを中心に講義する。音楽文化についての講義では、音楽と美学、音楽と信仰との関係を分析し、音楽を
通して人々の世界観を考察する。信仰や儀礼の講義では、日本を含め、世界各地のさまざまな事例を紹介する。さらに、グローバル化が進行
する中で、現在世界各地でどのような問題に直面しているのかについても取り上げ、開発と文化の問題について考察する。講義の中で、文化
人類学の基礎用語、基礎概念を随時説明する。また、関連した音楽テープ、映像記録を使用して講義を進める。

［授業計画］
（１）オリエンテーション／文化表象としての音楽
（２）音楽と美学
（３）音楽と信仰
（４）宗教とシャーマニズム
（５）シャーマンと治療儀礼
（６）呪術信仰
（７）儀礼とは
（８）葬送儀礼
（９）イニシエーションその１
（10）イニシエーションその２
（11）通過儀礼と境界
（12）開発・土地・文化
（13）開発・環境・文化
（14）まとめ
 (15) まとめと評価

◆準備学習の内容◆

世界のさまざまな地域の暮らしや生活に関心を持って、日々の新聞やニュースに接してほしい。文化の違いとは何か、日本の文化とは何か、と
いうことに絶えず敏感な感性を持って日々を過ごすことで、学ぶことはたくさんあるはずである。われわれ日本人とは異なる宗教、慣習、価値観
を持った人々と共生していくためには、客観的かつ真摯に異文化を学ぶ姿勢が求められる。そうした中で、さらに掘り下げて学びたいと思った
時には、文化人類学や民族誌に関連した本、世界の文化や民族を紹介した本や映像を探して読んだり見たりすること。

◆成績評価の方法◆

LAL210N

人間と文化Ｂ

槌谷　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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、こんなふうに考えてみたのだが、など思い切っ
て自身の大胆な考え巡らしを試し磨いてほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表・提出内容（授業内小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議を含む）を評
価判断の材料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。教材その他の資料は授業内で配付するので、欠席した場合は必ず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１０４室）
で受け取ること。。

◆参考図書◆

『罪と罰』ドストエフスキー著（新潮文庫、岩波文庫など）
『親和力』ゲーテ著（岩波文庫）
『パルムの僧院』スタンダール著（岩波文庫）

◆留意事項◆

教養教育の要諦の一つは批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では、人間で
あることを目的追求活動とそれを巡る感情との絡まりの諸事例から見渡すことを通して、批判的意識を働かせることに慣れ親しむ。受講生は、
ひとがそのつど手元に整える事柄理解にはどのような盲点、錯誤が潜み働くのかを丁寧に吟味することにより、自身の見解を批判的にまとめ
る力を養うことができる。

◆授業内容・計画◆

文学作品などに描写された目的追求の問題状況からの問いかけ、ならびに受講生自身から当該主人公に対する問いかけ、これに受講生自ら
が応答を試みることを手がかりに、人間における理性と感情との絡まりを探る。

１　人間とは何か　　ヨーロッパの５つの伝統的人間モデルを概観する。
２　探偵として調査をすると　　出来事を客観性と内面性から見渡す
３　『恩讐の彼方に』①　了海における使命意識と意味付けを探る
４　『恩讐の彼方に』②　実之助における使命意識と意味付けを探る
５　「震災の後で」　目的意志における善意と手段の選択を巡る問題を見渡す
６　公共性における目的意識と感情の絡まりを考える
７　臓器移植を巡り、医学的ならびに社会学的見識からの提言にどのように応答するか
８　裁判員①　法の下での正義と目的意識　裁判員制度の概観（DVD）
９　裁判員②　裁判員として心証形成において被告に問いかけるならば
１０　裁判員③　被告に成り代わって応答してみると
１１　裁判員④　（裁判員事例のグループ討議）　評議上の論点は；　相互批評と再応答
１２　裁判員⑤　（グループ討議）　裁判員として評決を下すとすれば
１３　『恩讐の彼方に』③　＜その後＞を創るとすると
１４　『恩讐の彼方に』④　江戸の母への手紙を書く
１５　まとめと相互批評

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料（英文のものを含む）には必ず
目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、１１と１２のグループ討議に欠席せざるを得ない場合は、研究室に用意したワーク
シートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL205N

人間と行動Ａ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、こんなふうに考えてみたのだが、など思い切っ
て自身の大胆な考え巡らしを試し磨いてほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表・提出内容（授業内小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議を含む）を評
価判断の材料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。教材その他の資料は授業内で配付するので、欠席した場合は必ず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１０４室）
で受け取ること。。

◆参考図書◆

『罪と罰』ドストエフスキー著（新潮文庫、岩波文庫など）
『親和力』ゲーテ著（岩波文庫）
『パルムの僧院』スタンダール著（岩波文庫）

◆留意事項◆

教養教育の要諦の一つは批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では、人間で
あることを目的追求活動とそれを巡る感情との絡まりの諸事例から見渡すことを通して、批判的意識を働かせることに慣れ親しむ。受講生は、
ひとがそのつど手元に整える事柄理解にはどのような盲点、錯誤が潜み働くのかを丁寧に吟味することにより、自身の見解を批判的にまとめ
る力を養うことができる。

◆授業内容・計画◆

文学作品などに描写された目的追求の問題状況からの問いかけ、ならびに受講生自身から当該主人公に対する問いかけ、これに受講生自ら
が応答を試みることを手がかりに、人間における理性と感情との絡まりを探る。

１　人間とは何か　　ヨーロッパの５つの伝統的人間モデルを概観する。
２　探偵として調査をすると　　出来事を客観性と内面性から見渡す
３　『恩讐の彼方に』①　了海における使命意識と意味付けを探る
４　『恩讐の彼方に』②　実之助における使命意識と意味付けを探る
５　「震災の後で」　目的意志における善意と手段の選択を巡る問題を見渡す
６　公共性における目的意識と感情の絡まりを考える
７　臓器移植を巡り、医学的ならびに社会学的見識からの提言にどのように応答するか
８　裁判員①　法の下での正義と目的意識　裁判員制度の概観（DVD）
９　裁判員②　裁判員として心証形成において被告に問いかけるならば
１０　裁判員③　被告に成り代わって応答してみると
１１　裁判員④　（裁判員事例のグループ討議）　評議上の論点は；　相互批評と再応答
１２　裁判員⑤　（グループ討議）　裁判員として評決を下すとすれば
１３　『恩讐の彼方に』③　＜その後＞を創るとすると
１４　『恩讐の彼方に』④　江戸の母への手紙を書く
１５　まとめと相互批評

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料（英文のものを含む）には必ず
目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、１１と１２のグループ討議に欠席せざるを得ない場合は、研究室に用意したワーク
シートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL205N

人間と行動Ａ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、こんなことを考えてみたのだが、など、思い切っ
て自身の大胆な考え巡らしを試してほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表・提出内容（小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議をむ）を評価の判断
材料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。教材や他の資料は授業内で配付するので、欠席した場合はかならず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１０４
室）で受け取る。

◆参考図書◆

『海神丸』野上弥生子著　（岩波文庫）
『漂流』吉村昭著　（新潮文庫）
『白い航跡』吉村昭著　（新潮文庫）
『現代社会の理論』見田宗介著　（岩波書店）

◆留意事項◆

教養教育の要諦の一つは批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では有機体的
人間観に立って、食べることに関わる人間事象のつながりを見渡すことにより、批判的意識を働かせることに慣れ親しむ。受講生は、ひとがそ
のつど手元に整える事柄理解にはどのような錯誤や盲点が潜み働き易いのかを丁寧に吟味とを通して、自身の見解を批判的にまとめる力を
養うことができる。

◆授業内容・計画◆

文学作品などに描写されたのっぴきならない問題状況からの問いかけ、ならびに受講生自身から当該事例の主人公に対して問いかけ、またそ
れに応答を試みることを手がかりに、人間における生きることー食べることの壮大で根本的な連関を探り味わう。

１　人間とは何か　ヨーロッパの５つの伝統的人間モデルを概観し、食べることへの目配せを得る
２　『ひかりごけ』（武田泰淳）①　　登場人物に問いかける
３　『ひかりごけ』②　　応答と相互批評による盲点の自覚
４　漂流からの帰還者のこころ（DVD視聴）　生き抜くことの眼差しを覗う
５　『ひかりごけ』③　「船長」の言う「我慢」とは（イ）　　（グループ討議）
６　生態系と食物連鎖　　桐生千枝子『おかいこ様物語』から
７　生態学的循環（DVD視聴）　生体濃縮のメカニズムを視野に
８　『楢山節考』（深沢七郎）①　　主人公「おりん」に問う
９　『楢山節考』②　　おりんと孫のけさ吉　ー社会学的人間観からの提言の下で理解する
１０　『楢山節考』③　　おりんと又やん　おりんが又やんに応答すると
１１　『楢山節考』④　　おりんと辰平　おりんの沈黙は
１２　『ひかりごけ』④　「約束」から船長を見る　　（グループ討議）
１３　『ひかりごけ』⑤　　船長の沈黙　　（グループ討議）
１４　『ひかりごけ』⑥　　再び、　船長の言う我慢を問う（ロ）
１５　まとめ　生きることー食べること

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料には必ず目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、５、１２と１３のグループ討議に欠席の場
合は、研究室に用意したワークシートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL206N

人間と行動Ｂ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、こんなことを考えてみたのだが、など、思い切っ
て自身の大胆な考え巡らしを試してほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表・提出内容（小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議をむ）を評価の判断
材料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。教材や他の資料は授業内で配付するので、欠席した場合はかならず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１０４
室）で受け取る。

◆参考図書◆

『海神丸』野上弥生子著　（岩波文庫）
『漂流』吉村昭著　（新潮文庫）
『白い航跡』吉村昭著　（新潮文庫）
『現代社会の理論』見田宗介著　（岩波書店）

◆留意事項◆

教養教育の要諦の一つは批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では有機体的
人間観に立って、食べることに関わる人間事象のつながりを見渡すことにより、批判的意識を働かせることに慣れ親しむ。受講生は、ひとがそ
のつど手元に整える事柄理解にはどのような錯誤や盲点が潜み働き易いのかを丁寧に吟味とを通して、自身の見解を批判的にまとめる力を
養うことができる。

◆授業内容・計画◆

文学作品などに描写されたのっぴきならない問題状況からの問いかけ、ならびに受講生自身から当該事例の主人公に対して問いかけ、またそ
れに応答を試みることを手がかりに、人間における生きることー食べることの壮大で根本的な連関を探り味わう。

１　人間とは何か　ヨーロッパの５つの伝統的人間モデルを概観し、食べることへの目配せを得る
２　『ひかりごけ』（武田泰淳）①　　登場人物に問いかける
３　『ひかりごけ』②　　応答と相互批評による盲点の自覚
４　漂流からの帰還者のこころ（DVD視聴）　生き抜くことの眼差しを覗う
５　『ひかりごけ』③　「船長」の言う「我慢」とは（イ）　　（グループ討議）
６　生態系と食物連鎖　　桐生千枝子『おかいこ様物語』から
７　生態学的循環（DVD視聴）　生体濃縮のメカニズムを視野に
８　『楢山節考』（深沢七郎）①　　主人公「おりん」に問う
９　『楢山節考』②　　おりんと孫のけさ吉　ー社会学的人間観からの提言の下で理解する
１０　『楢山節考』③　　おりんと又やん　おりんが又やんに応答すると
１１　『楢山節考』④　　おりんと辰平　おりんの沈黙は
１２　『ひかりごけ』④　「約束」から船長を見る　　（グループ討議）
１３　『ひかりごけ』⑤　　船長の沈黙　　（グループ討議）
１４　『ひかりごけ』⑥　　再び、　船長の言う我慢を問う（ロ）
１５　まとめ　生きることー食べること

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料には必ず目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、５、１２と１３のグループ討議に欠席の場
合は、研究室に用意したワークシートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL206N

人間と行動Ｂ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、このように考えてみたのだが、など思い切って
自身の大胆な考え巡らしを試してほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表内容（小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議を含む）を評価の判断材
料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使わない。『クリトン』ほか、教材と資料は授業内で配付するので、欠席した場合は必ず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１
０４室）で受け取る。

◆参考図書◆

『白バラは散らず』I.ショル著　（未来社）
『夜と霧』V.フランクル著　（みすず書房）
『夜と霧の人間劇』藤村信著　（岩波書店）

◆留意事項◆

教養教育の要諦は批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では、自由の根本的
優位とそれを脅かすものへの対抗から却って自由に制限を加えることとの間の緊張関係を見渡すことにより、批判的意識を働かせることに慣
れ親しむ。受講生は、ひとがそのつど手元に整える事柄理解にはどのような錯誤や盲点が潜み易いのかを丁寧に吟味することにより、自身の
見解を批判的にまとめる力を養う。

◆授業内容・計画◆

手がかりとして文学作品などに描写された、個々人の自己決定の権利と社会契約との緊張関係を踏まえ、受講生自身から当該諸事例の主人
公に対して問いかけることを手がかりに、人間における社会性と自由との絡まりを各自が探る。
１　人間とは何か  ヨーロッパの５つの伝統的人間モデル
２　ソクラテスからの問題提起　プラトン『クリトン』（抜粋）  購読
３　ソクラテスが叙述する、或る「社会契約」上の不平等論的見方を考えると
４　緊急事態下における正義の理念と有用性との対立　R.ロラン『狼』（抜粋）から　（DVD視聴）
５　緊急事態下における正義と生命　「シャステルの奥方」（アウエルバッハ『ミメーシス』から）の論点を見渡す
６　緊急事態下における正義の理念と自己決定の権利①　S.ボーヴォワール『ごくつぶし』（一部）から、論点を整理してみると
７　緊急事態下における正義の理念と自己決定②　　カトリーヌの問いかけとそれに対する応答　（グループ討議）
８　社会契約論の系譜①　　ホッブスの説
９　社会契約論の系譜②　　ルソーの考え
１０　“からの”自由と“への”自由―独裁に抗する①　　白バラ抵抗運動に見る
１１　ソフィー・ショルの場合　　（DVD視聴）
１２　独裁に抗する②　　自由を求めて
１３　独裁に抗する③　　人権の尊重への闘い
１４　社会契約的見方の拡張・応用　　家族関係と親子関係　　（グループ討議）
１５　まとめ　ソクラテスに尋ねると
　

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料（英文のものを含む）には必ず
目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、７と１４のグループ討議に欠席せざるを得ない場合は、研究室に用意したワーク
シートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL203N

心と社会Ａ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、このように考えてみたのだが、など思い切って
自身の大胆な考え巡らしを試してほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表内容（小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議を含む）を評価の判断材
料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使わない。『クリトン』ほか、教材と資料は授業内で配付するので、欠席した場合は必ず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１
０４室）で受け取る。

◆参考図書◆

『白バラは散らず』I.ショル著　（未来社）
『夜と霧』V.フランクル著　（みすず書房）
『夜と霧の人間劇』藤村信著　（岩波書店）

◆留意事項◆

教養教育の要諦は批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では、自由の根本的
優位とそれを脅かすものへの対抗から却って自由に制限を加えることとの間の緊張関係を見渡すことにより、批判的意識を働かせることに慣
れ親しむ。受講生は、ひとがそのつど手元に整える事柄理解にはどのような錯誤や盲点が潜み易いのかを丁寧に吟味することにより、自身の
見解を批判的にまとめる力を養う。

◆授業内容・計画◆

手がかりとして文学作品などに描写された、個々人の自己決定の権利と社会契約との緊張関係を踏まえ、受講生自身から当該諸事例の主人
公に対して問いかけることを手がかりに、人間における社会性と自由との絡まりを各自が探る。
１　人間とは何か  ヨーロッパの５つの伝統的人間モデル
２　ソクラテスからの問題提起　プラトン『クリトン』（抜粋）  購読
３　ソクラテスが叙述する、或る「社会契約」上の不平等論的見方を考えると
４　緊急事態下における正義の理念と有用性との対立　R.ロラン『狼』（抜粋）から　（DVD視聴）
５　緊急事態下における正義と生命　「シャステルの奥方」（アウエルバッハ『ミメーシス』から）の論点を見渡す
６　緊急事態下における正義の理念と自己決定の権利①　S.ボーヴォワール『ごくつぶし』（一部）から、論点を整理してみると
７　緊急事態下における正義の理念と自己決定②　　カトリーヌの問いかけとそれに対する応答　（グループ討議）
８　社会契約論の系譜①　　ホッブスの説
９　社会契約論の系譜②　　ルソーの考え
１０　“からの”自由と“への”自由―独裁に抗する①　　白バラ抵抗運動に見る
１１　ソフィー・ショルの場合　　（DVD視聴）
１２　独裁に抗する②　　自由を求めて
１３　独裁に抗する③　　人権の尊重への闘い
１４　社会契約的見方の拡張・応用　　家族関係と親子関係　　（グループ討議）
１５　まとめ　ソクラテスに尋ねると
　

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料（英文のものを含む）には必ず
目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、７と１４のグループ討議に欠席せざるを得ない場合は、研究室に用意したワーク
シートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL203N

心と社会Ａ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、こんなふうに考えてみたのだが、など、思い
切って自身の大胆な考え巡らしを試してほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表・提出内容（小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議をむ）を評価の判断
材料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ソクラテスの弁明』（抜粋）のほか、教材や資料は授業内で配付するので、欠席した場合は必ず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１
０４室）で受け取る。

◆参考図書◆

『夜と霧の人間劇』藤村信著（岩波書店）
『ギリシア悲劇全集』ソフォクレース他著（岩波書店、筑摩文庫）
『気候変動とエネルギー問題』深井有著（中公新書）
『痴愚神礼賛』エラスムス著　（岩波文庫）

◆留意事項◆

教養教育の要諦は批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では、ソクラテスの自
身を見据える眼差しの厳しさと誠実さを手引きに、諸事例の人間吟味を自ら試みることを通して、批判的意識を働かせることに慣れ親しむ。受
講生は、ひとがそのつど手元に整える事柄理解にはどのような錯誤や盲点が潜み易いのかを丁寧に吟味することにより、自身の見解を批判
的にまとめる力を養う。

◆授業内容・計画◆

文学作品などに描写された問題状況からの問いかけ、ならびに受講生自身から当該主人公に対して問いかけることを手がかりにして、ひとの
眼差しが抱え込み易い盲点・死角を見据える。
１　人間が自分を見ることの多次元性　　シジフォスの応答は
２　ソクラテスからの問題提起
３　息子たちの眼差し①　　新約聖書ルカ伝の一節
４　息子たちの眼差し②　　或る指輪物語（E.レッシング『賢者ナータン』）から
５　息子たちの眼差し③　　芥川龍之介『父』から
６　カントの演習問題から自身への眼差しを吟味すると
７　自己理解の眼差し①　　或る女性の「健康論」（英文）
８　自己理解の眼差し②　　女性への問いかけと応答　（DVD視聴）
９　他者へ関わる自己の在り方の択び①　　『手紙』（東野圭吾）主人公との対決
１０　他者へ関わる自己の択び②　　主人公への問いと応答
１１　恋愛における相互の眼差し①　　岡本綺堂の『番町皿屋敷』（戯曲）から　播磨の眼差しは
１２　恋愛における相互の眼差し②　お菊の眼差しを問う　播磨とお菊（グループ討議）
１３　自分への問いかけ①　アンデルセン『皇帝の新しい服』（抜粋、一部は英文）から皇帝に自問自答を試みる
１４　自分への問いかけ②　“その前夜”の問いかけと応答　応答を吟味する（グループ討議）
１５　まとめ　再びソクラテスの眼差しへ

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料（英文のものを含む）には必ず
目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、１２と１４のグループ討議に欠席せざるを得ない場合は、研究室に用意したワーク
シートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL204N

心と社会Ｂ

飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

取り組む課題はなにか特定の正解を予想してのものではない。「正解探し」に囚われることなく、こんなふうに考えてみたのだが、など、思い
切って自身の大胆な考え巡らしを試してほしい。

定期試験は行わない。代わって、授業内での発表・提出内容（小レポート作成のほか、板書発表、相互批評、グループ討議をむ）を評価の判断
材料とし、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ソクラテスの弁明』（抜粋）のほか、教材や資料は授業内で配付するので、欠席した場合は必ず、次回授業の開始３０分前までに研究室（５-１
０４室）で受け取る。

◆参考図書◆

『夜と霧の人間劇』藤村信著（岩波書店）
『ギリシア悲劇全集』ソフォクレース他著（岩波書店、筑摩文庫）
『気候変動とエネルギー問題』深井有著（中公新書）
『痴愚神礼賛』エラスムス著　（岩波文庫）

◆留意事項◆

教養教育の要諦は批判的意識を養い磨くことである。この意識は自身の限界の自覚を行き届かせるところに根付く。授業では、ソクラテスの自
身を見据える眼差しの厳しさと誠実さを手引きに、諸事例の人間吟味を自ら試みることを通して、批判的意識を働かせることに慣れ親しむ。受
講生は、ひとがそのつど手元に整える事柄理解にはどのような錯誤や盲点が潜み易いのかを丁寧に吟味することにより、自身の見解を批判
的にまとめる力を養う。

◆授業内容・計画◆

文学作品などに描写された問題状況からの問いかけ、ならびに受講生自身から当該主人公に対して問いかけることを手がかりにして、ひとの
眼差しが抱え込み易い盲点・死角を見据える。
１　人間が自分を見ることの多次元性　　シジフォスの応答は
２　ソクラテスからの問題提起
３　息子たちの眼差し①　　新約聖書ルカ伝の一節
４　息子たちの眼差し②　　或る指輪物語（E.レッシング『賢者ナータン』）から
５　息子たちの眼差し③　　芥川龍之介『父』から
６　カントの演習問題から自身への眼差しを吟味すると
７　自己理解の眼差し①　　或る女性の「健康論」（英文）
８　自己理解の眼差し②　　女性への問いかけと応答　（DVD視聴）
９　他者へ関わる自己の在り方の択び①　　『手紙』（東野圭吾）主人公との対決
１０　他者へ関わる自己の択び②　　主人公への問いと応答
１１　恋愛における相互の眼差し①　　岡本綺堂の『番町皿屋敷』（戯曲）から　播磨の眼差しは
１２　恋愛における相互の眼差し②　お菊の眼差しを問う　播磨とお菊（グループ討議）
１３　自分への問いかけ①　アンデルセン『皇帝の新しい服』（抜粋、一部は英文）から皇帝に自問自答を試みる
１４　自分への問いかけ②　“その前夜”の問いかけと応答　応答を吟味する（グループ討議）
１５　まとめ　再びソクラテスの眼差しへ

◆準備学習の内容◆

あらかじめ配付する教材・資料（英文のものを含む）には必ず
目を通して粗筋を捉えておくこと。またレポートを整えるため、１２と１４のグループ討議に欠席せざるを得ない場合は、研究室に用意したワーク
シートに取り組み欠席を補っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL204N

心と社会Ｂ

飯野　幹夫

◆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 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

遅刻、私語は厳禁。目に余る場合には退席させることがある。

成績評価の方法：定期試験および平常の授業の取り組みにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『スタディガイド心理学　第2版』美濃哲郎・大石史博　編（ナカニシヤ出版）

◆参考図書◆

『グラフィック心理学』北尾倫彦・中島実・井上毅・石王敦子 著（サイエンス社）
『心理学』浦上昌則・神谷俊次・中村和彦　編著（ナカニシヤ出版）
『心理学』鹿取廣人・杉本敏夫　編（東京大学出版会）
『ヒューマン・サイエンス  心理学アプローチ』杉山憲司・青柳肇  編（ナカニシヤ出版）

◆留意事項◆

毎日のくらしの中で、私たちが何気なくしていることの中には、あらためて「あなたはなぜそうするのか？」と問われると、答えに困ってしまうよう
なことが数多くあります。実験や論証を通して、こうした「なぜ？」に対しての答えを探すこと、そして、そこに思わぬ理由が隠されていたり、新た
な謎が生まれたりすることは、科学としての心理学の面白さの一つでもあります。この科目の目標は、教養科目として、（1）心理学の面白さを味
わい、人間の行動に興味・関心を持つようになること、（2）基礎的な心理学の理論や知識を身につけること、の2点です。

◆授業内容・計画◆

第1回　心理学とは何か （科学としての心理学の考え方・心理学の方法）
第2回　心理学の歴史
第3回　心の生理的側面①（脳の構造と機能）
第4回　心の生理的側面②（末梢神経系の働き）
第5回　心の生理的側面③（内分泌系の働き）
第6回　知覚①（感覚と知覚の基礎過程）
第7回　知覚②（知覚に及ぼす要因）
第8回　学習①（古典的条件付け）
第9回　学習②（道具的条件付け）
第10回　学習③（記憶）
第11回　認知①（記憶）
第12回　認知②（思考）
第13回　動機づけ・感情①（動機づけとは・動機の分類）
第14回　動機づけ・感情②（感情と情動）
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各回の授業計画に従い、該当する項目について教科書、および配布資料を読んで予習、復習をすること。

◆成績評価の方法◆

LAL201N

心のしくみＡ

小澤　真

◆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 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

遅刻、私語は厳禁。目に余る場合には退席させることがある。

成績評価の方法：定期試験および平常の授業の取り組みにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『スタディガイド心理学　第2版』美濃哲郎・大石史博　編（ナカニシヤ出版）

◆参考図書◆

『グラフィック心理学』北尾倫彦・中島実・井上毅・石王敦子 著（サイエンス社）
『心理学』浦上昌則・神谷俊次・中村和彦　編著（ナカニシヤ出版）
『心理学』鹿取廣人・杉本敏夫　編（東京大学出版会）
『ヒューマン・サイエンス  心理学アプローチ』杉山憲司・青柳肇  編（ナカニシヤ出版）

◆留意事項◆

毎日のくらしの中で、私たちが何気なくしていることの中には、あらためて「あなたはなぜそうするのか？」と問われると、答えに困ってしまうよう
なことが数多くあります。実験や論証を通して、こうした「なぜ？」に対しての答えを探すこと、そして、そこに思わぬ理由が隠されていたり、新た
な謎が生まれたりすることは、科学としての心理学の面白さの一つでもあります。この科目の目標は、教養科目として、（1）心理学の面白さを味
わい、人間の行動に興味・関心を持つようになること、（2）基礎的な心理学の理論や知識を身につけること、の2点です。

◆授業内容・計画◆

第1回　心理学とは何か （科学としての心理学の考え方・心理学の方法）
第2回　心理学の歴史
第3回　心の生理的側面①（脳の構造と機能）
第4回　心の生理的側面②（末梢神経系の働き）
第5回　心の生理的側面③（内分泌系の働き）
第6回　知覚①（感覚と知覚の基礎過程）
第7回　知覚②（知覚に及ぼす要因）
第8回　学習①（古典的条件付け）
第9回　学習②（道具的条件付け）
第10回　学習③（記憶）
第11回　認知①（記憶）
第12回　認知②（思考）
第13回　動機づけ・感情①（動機づけとは・動機の分類）
第14回　動機づけ・感情②（感情と情動）
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各回の授業計画に従い、該当する項目について教科書、および配布資料を読んで予習、復習をすること。

◆成績評価の方法◆

LAL201N

心のしくみＡ

小澤　真

◆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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

遅刻、私語は厳禁。目に余る場合には退席させることがある。

成績評価の方法：定期試験および出席状況により総合的に評価する。ただし、大学行事および学事暦との兼ね合いにより定期試験を授業内
試験に変更することがある。

◆教科書（使用テキスト）◆

『スタディガイド心理学  第2版』美濃哲郎・大石史博  編（ナカニシヤ出版）

◆参考図書◆

『グラフィック心理学』北尾倫彦・中島実・井上毅・石王敦子 著（サイエンス社）
『心理学』浦上昌則・神谷俊次・中村和彦　編著（ナカニシヤ出版）
『心理学』鹿取廣人・杉本敏夫　編（東京大学出版会）
『ヒューマン・サイエンス　心理学アプローチ』杉山憲司・青柳肇　編（ナカニシヤ出版）

◆留意事項◆

毎日のくらしの中で、私たちが何気なくしていることの中には、あらためて「あなたはなぜそうするのか？」と問われると、答えに困ってしまうよう
なことが数多くあります。実験や論証を通して、こうした「なぜ？」に対しての答えを探すこと、そして、そこに思わぬ理由が隠されていたり、新た
な謎が生まれたりすることは、科学としての心理学の面白さの一つでもあります。この科目の目標は、教養科目として、（1）心理学の面白さを味
わい、人間の行動に興味・関心を持つようになること、（2）基礎的な心理学の理論や知識を身につけること、の2点です。

◆授業内容・計画◆

第1回　ストレスと心の健康①（ストレスのしくみ）
第2回　ストレスと心の健康②（ストレスへの対処）
第3回　ストレスと心の健康③（ストレス性障害・トラウマ性障害）
第4回　比較行動①（行動の生得性と獲得性）
第5回　比較行動②（行動を引き起こす手がかり刺激）
第6回　発達①（運動機能の発達）
第7回　発達②（知的機能の発達）
第8回　発達③（社会性の発達）
第9回　パーソナリティ①（パーソナリティ理論）
第10回　パーソナリティ②（パーソナリティの構造と防衛機制）
第11回　対人行動①（社会のなかの自己）
第12回　対人行動②（自己と他者）
第13回　対人行動③（個人と集団）
第14回　文化と人間
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各回の授業計画に従い、該当する項目について教科書、および配布資料を読んで予習、復習をすること。

◆成績評価の方法◆

LAL202N

心のしくみＢ

小澤　真

◆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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

遅刻、私語は厳禁。目に余る場合には退席させることがある。

成績評価の方法：定期試験および出席状況により総合的に評価する。ただし、大学行事および学事暦との兼ね合いにより定期試験を授業内
試験に変更することがある。

◆教科書（使用テキスト）◆

『スタディガイド心理学  第2版』美濃哲郎・大石史博  編（ナカニシヤ出版）

◆参考図書◆

『グラフィック心理学』北尾倫彦・中島実・井上毅・石王敦子 著（サイエンス社）
『心理学』浦上昌則・神谷俊次・中村和彦　編著（ナカニシヤ出版）
『心理学』鹿取廣人・杉本敏夫　編（東京大学出版会）
『ヒューマン・サイエンス　心理学アプローチ』杉山憲司・青柳肇　編（ナカニシヤ出版）

◆留意事項◆

毎日のくらしの中で、私たちが何気なくしていることの中には、あらためて「あなたはなぜそうするのか？」と問われると、答えに困ってしまうよう
なことが数多くあります。実験や論証を通して、こうした「なぜ？」に対しての答えを探すこと、そして、そこに思わぬ理由が隠されていたり、新た
な謎が生まれたりすることは、科学としての心理学の面白さの一つでもあります。この科目の目標は、教養科目として、（1）心理学の面白さを味
わい、人間の行動に興味・関心を持つようになること、（2）基礎的な心理学の理論や知識を身につけること、の2点です。

◆授業内容・計画◆

第1回　ストレスと心の健康①（ストレスのしくみ）
第2回　ストレスと心の健康②（ストレスへの対処）
第3回　ストレスと心の健康③（ストレス性障害・トラウマ性障害）
第4回　比較行動①（行動の生得性と獲得性）
第5回　比較行動②（行動を引き起こす手がかり刺激）
第6回　発達①（運動機能の発達）
第7回　発達②（知的機能の発達）
第8回　発達③（社会性の発達）
第9回　パーソナリティ①（パーソナリティ理論）
第10回　パーソナリティ②（パーソナリティの構造と防衛機制）
第11回　対人行動①（社会のなかの自己）
第12回　対人行動②（自己と他者）
第13回　対人行動③（個人と集団）
第14回　文化と人間
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各回の授業計画に従い、該当する項目について教科書、および配布資料を読んで予習、復習をすること。

◆成績評価の方法◆

LAL202N

心のしくみＢ

小澤　真

◆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 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

パワーポインを使用しての講義が中心になりますが、紙資料は配布しませんので、各自、毎回ノートを取ることを心がけてください。

レポート、授業態度の総合評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

サウンドレコーディング技術概論
音と音波

◆留意事項◆

音の性質を理解し、音に興味を持ち、楽器の演奏や鑑賞および普段の生活に役立てる

◆授業内容・計画◆

１、音響学の歴史（楽器との関連）
２、音響学の歴史（科学的研究）
３、音の性質
４、音の種類①
５、音の種類②
６、オーディオファイル
７、音の知覚
８、音響機器（用語）
９、録音機器概要
１１、録音技術①場所
１２、録音技術②機器
１３、録音技術③再生
１４、記録メディア
１５，まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎週、段階を追って授業を進めているので、前回の復習を必ず行ってから授業にのぞむこと。

◆成績評価の方法◆

LAL256N

音の科学Ａ

藤田　厚生

◆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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

パワーポインを使用しての講義が中心になりますが、紙資料は配布しませんので、各自、毎週ノートを取ることを心がけてください。

レポート、授業態度の総合評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

サウンドレコーディング技術概論
サウンドクリエーターのためのデジタルオーディオの全知識

◆留意事項◆

音の性質を理解し、音に興味を持ち、楽器の演奏や鑑賞および普段の生活に役立てる

◆授業内容・計画◆

１、音響用語①
２、音響用語②
３、録音機材①
４、録音機材②
５、デジタルオーディオ①
６、デジタルオーディオ②
７、次世代録音技術①マイクロフォン
８、次世代録音技術②プロセッサー
９、次世代録音技術③再生機器
１０、建築音響①スタジオ・ホール
１１、建築音響②騒音
１２、再生技術①ステレオ
１３、再生技術②サラウンド
１４、再生技術③ヘッドフォン
１５、まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎週、段階を追って授業を進めているので、前回の復習を必ず行ってから授業にのぞむこと。

◆成績評価の方法◆

LAL257N

音の科学Ｂ

藤田　厚生

◆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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

授業態度、学生諸君の興味・関心などの実情に応じて、授業内容・方法、成績評価の方法などをより効果的と考えられるものに変更する可能
性がある。

学期末試験を課し、その成績により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。

◆参考図書◆

授業の進行に合わせ、適宜指示する。

◆留意事項◆

１．任意の生物（ヒトを含む）を主体として、環境のなりたちを適切に示し、説明できる。２．個体レベルでの、環境の変化に対する反応のしくみを
理解し、生物の環境への適応の例を具体的にあげて説明できる。３．分子、特に遺伝子レベルでの環境の変化への反応のしくみを理解し、該
当する現象の例を挙げて説明できる。

◆授業内容・計画◆

 地球の環境のなかで、ヒトを含む生物がどのように生活しているかを知り、その生存に及ぼす人間の影響や他の生物との共存の方法、また、
私たち人類自身が生存するために考慮しなければならないことなどを検討する。
　この科目では、主に個体以下のレベル（分子たとえば遺伝子など、細胞、個体）すなわち身体のレベルで、生物が環境の変化に反応するしく
みと、環境への適応について扱う。その上で、人為的な環境の改変が生物体に及ぶす影響について考える。
　主な内容は以下の通りだが、履修する学生の高校課程での理科（特に、化学、生物）の履修状況によっては、より基礎的な内容から授業をお
こない、一部を変更する可能性がある。
　１．授業ガイダンス、環境のなりたち
　２．主体と環境
　３．環境への反応のしくみ１（鳥の繁殖と環境）
　４．環境への反応のしくみ２（動物の体のしくみ）
　５．環境への反応のしくみ３（環境の２通りのとらえ方）
　６．環境への適応１（植物の花芽形成）
　７．環境への適応２（適応の過程）
　８．環境への反応のしくみ４（原子と分子）
　９．環境への反応のしくみ５（ＤＮＡの構造）
１０．環境への反応のしくみ６（遺伝情報の発現のしくみ）
１１．環境への反応のしくみ７（遺伝情報の発現の調節）
１２．環境への反応のしくみ８（遺伝子レベルから個体レベルへ）
１３．人為的な環境の改変が及ぼす影響１（物理的な環境の影響）
１４．人為的な環境の改変が及ぼす影響２（化学的な環境の影響）
１５．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　日頃から、身の周りで起こっている環境の変化やその原因（その多くは、人間の何らかの営みと関係があるであろう）、それがヒトをはじめとす
る生物に及ぼす影響、特に生理的レベルで生じる出来事（身体に現れた変化、など）に関心をもち、報道（新聞、テレビのニュース）などに目を
通しておくこと。
　授業開始後は、授業中に示される課題に取り組み、充分に理解したうえで次回の授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

LAL207N

人間と環境Ａ

二宮　穣

◆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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

授業態度、学生諸君の興味・関心などの実情に応じて、授業内容・方法、成績評価の方法などをより効果的と考えられるものに変更する可能
性がある。

学期末試験を課し、その成績により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。

◆参考図書◆

授業の進行に合わせ、適宜指示する。

◆留意事項◆

１．任意の生物（ヒトを含む）を主体として、環境のなりたちを適切に示し、説明できる。２．個体レベルでの、環境の変化に対する反応のしくみを
理解し、生物の環境への適応の例を具体的にあげて説明できる。３．分子、特に遺伝子レベルでの環境の変化への反応のしくみを理解し、該
当する現象の例を挙げて説明できる。

◆授業内容・計画◆

 地球の環境のなかで、ヒトを含む生物がどのように生活しているかを知り、その生存に及ぼす人間の影響や他の生物との共存の方法、また、
私たち人類自身が生存するために考慮しなければならないことなどを検討する。
　この科目では、主に個体以下のレベル（分子たとえば遺伝子など、細胞、個体）すなわち身体のレベルで、生物が環境の変化に反応するしく
みと、環境への適応について扱う。その上で、人為的な環境の改変が生物体に及ぶす影響について考える。
　主な内容は以下の通りだが、履修する学生の高校課程での理科（特に、化学、生物）の履修状況によっては、より基礎的な内容から授業をお
こない、一部を変更する可能性がある。
　１．授業ガイダンス、環境のなりたち
　２．主体と環境
　３．環境への反応のしくみ１（鳥の繁殖と環境）
　４．環境への反応のしくみ２（動物の体のしくみ）
　５．環境への反応のしくみ３（環境の２通りのとらえ方）
　６．環境への適応１（植物の花芽形成）
　７．環境への適応２（適応の過程）
　８．環境への反応のしくみ４（原子と分子）
　９．環境への反応のしくみ５（ＤＮＡの構造）
１０．環境への反応のしくみ６（遺伝情報の発現のしくみ）
１１．環境への反応のしくみ７（遺伝情報の発現の調節）
１２．環境への反応のしくみ８（遺伝子レベルから個体レベルへ）
１３．人為的な環境の改変が及ぼす影響１（物理的な環境の影響）
１４．人為的な環境の改変が及ぼす影響２（化学的な環境の影響）
１５．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　日頃から、身の周りで起こっている環境の変化やその原因（その多くは、人間の何らかの営みと関係があるであろう）、それがヒトをはじめとす
る生物に及ぼす影響、特に生理的レベルで生じる出来事（身体に現れた変化、など）に関心をもち、報道（新聞、テレビのニュース）などに目を
通しておくこと。
　授業開始後は、授業中に示される課題に取り組み、充分に理解したうえで次回の授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

LAL207N

人間と環境Ａ

二宮　穣

◆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 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

授業態度、学生諸君の興味・関心などの実情に応じて、授業内容・方法、成績評価の方法などをより効果的と考えられるものに変更する可能
性がある。

学期末試験を課し、その成績により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。

◆参考図書◆

授業の進行に合わせ、適宜指示する。

◆留意事項◆

１．生物の集団、特に植生に与える環境の影響を理解し、植生を見て、環境の特徴を具体的に指摘し、説明できる。２．生態系の構造や機能を
理解し、環境の変化がどんな影響を及ぼすか、予測し、説明できる。３．人類が他の生物と共存するために、配慮しなければならないことを理
解し、具体的な例をあげて、それらの意味を説明できる。

◆授業内容・計画◆

地球の環境のなかで、ヒトを含む生物がどのように生活しているかを知り、その生存に及ぼす人間の影響や、他の生物との共存の方法、また、
私たち人類自身が生存するために考慮しなければならないことなどを検討する。
　この科目では、主に生物の集団すなわち個体以上のレベル（個体群、バイオーム）さらに生態系での、生物と環境との関係の様子、人類を含
めた生物の生存に必要とされる環境の条件などを扱う。その上で、人為的な環境の改変が生物に及ぼす影響（生息地の破壊など）や保全策な
どを考える。
　主な内容は以下の通りだが、履修する学生の高校課程での理科（特に生物）の履修状況によっては、より基礎的な内容から授業をおこない、
一部を変更する可能性がある。
１．授業ガイダンス、生物と環境のかかわりあい
２．環境のなりたち、主体と環境
３．生物の集団と環境１（個体群‐同種の生物の集団‐）
４．生物の集団と環境２（バイオーム‐異種の生物の集団‐）
５．日本の植生と自然環境１（学内樹木見学）
６．日本の植生と自然環境２（温度と降水量の影響）
７．日本の植生と自然環境３（水平分布と垂直分布）
８．世界の植生と自然環境
９．遷移１（一次遷移）
１０．遷移２（人間の活動の影響）
１１．生態系１（捕食‐被食関係がもたらすもの）
１２．生態系２（生態系の構造と機能）
１３．環境と生物の保全１（絶滅の要因）
１４．環境と生物の保全２（保全の方策）
１５．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　日頃から、身の周りで起こっている環境の変化やその原因（その多くは、人間の何らかの営みと関係があるであろう）、それがヒトをはじめとす
る生物に及ぼす影響、特に生物の集団（群れや種のレベル）で生じる出来事に関心をもち、報道（新聞、テレビのニュース）などに目を通してお
くこと。
　授業開始後は、授業中に示される課題に取り組み、充分に理解したうえで次回の授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

LAL208N

人間と環境Ｂ

二宮　穣

◆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 1-321 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

出席は毎回とります。他の受講者に迷惑をかける私語、飲食、無用な出入り、授業に関係ない物（スマホなど）の使用は、厳禁です。違反者に
は、警告した後、改善しない場合、退場・欠席扱いとします。各授業の最後に出席確認および理解度を確認するため小テストまたは授業内容に
関する課題を提示します。半期間で2回のレポートを提出。授業内容によっては、運動服、運動靴が必要になる場合があり、施設変更を行いま
す。

成績は、授業中の理解度60％（授業への受講態度、コメントシートの内容、小テスト点数含む）、レポートによる得点（2回）40％の合計により総
合評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書『スポーツ健康科学テキスト』弘卓三・森田恭光編著（杏林書院）に加え、適宜プリントを配布します。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

本講義の到達目標は、受講生が、今までの運動・スポーツ経験を通して健康や競技に対する考え方を運動生理学的に再確認することである。
また、現在行っているスポーツ活動の正しい理論と実践を理解し、身につけられることである。授業終了時には、健康に関する人体の構造と機
能が理解できるようになる。

◆授業内容・計画◆

健康維持・増進を目的とした運動が身体に及ぼす影響についてどのくらい知っていますか？本授業では、健康管理方法や体力の維持向上の
必要性を中心に、安全かつ効果的に健康づくりのための運動をおこなう基礎知識を学習します。各講義の理解度を確認するため授業後半に
小テストまたは授業内容に関する課題を出題します。半期間で2回のレポートを提出。

主な授業内容として、
1. ガイダンス（授業の進め方、授業方針の説明）
2. 健康（運動不足）と体力
3. 生活習慣病について
4. 身体のメカニズム（筋肉系・身体組成・ホルモンなど）
5. スポーツ活動中の熱中症について（レポートテーマ発表）
6. 骨と結合組織
7. 運動時における呼吸循環機能について（レポート提出）
8. 運動と栄養
　（エネルギー代謝、ウエイトコントロール、体脂肪）
9. 健康のためのレジスタンストレーニングの基礎理論
10.健康のためのレジスタンストレーニングの種目と方法
11. 健康のためのレジスタンストレーニングの実際
12. 健康のための有酸素的トレーニング基礎理論
13. 健康のための有酸素的トレーニングの実際
　（レポートテーマ発表）
14. スポーツ障害と予防方法（コンディショニング）
15. まとめ（レポート提出）

※上記内容は、授業進行度合いにより変更する。

◆準備学習の内容◆

授業を受ける準備として、自己の体調を整えて、授業に臨むことが重要である。また、授業後において、わかりにくい専門用語や内容につい
て、復習をすること。とくに授業内容を踏まえ、自己の生活をコントロールしていく方法を考え、実践できるようにすることが望ましく、授業内容に
対する質問などを考えておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL285N

身体の健康Ａ

薗部　正人

◆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 ０１

講義室 1-321 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

出席は毎回とります。他の受講者に迷惑をかける私語、飲食、無用な出入り、授業に関係ない物（スマホなど）の使用は、厳禁です。違反者に
は、警告した後、改善しない場合、退場・欠席扱いとします。各授業の最後に出席確認および理解度を確認するため小テストまたは授業内容に
関する課題を提示します。半期間で2回のレポートを提出。授業内容によっては、運動服、運動靴が必要になる場合があり、施設変更を行いま
す。

成績は、授業中の理解度60％（授業への受講態度、コメントシートの内容、小テスト点数含む）、レポートによる得点（2回）40％の合計により総
合評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書『スポーツ健康科学テキスト』弘卓三・森田恭光編著（杏林書院）に加え、適宜プリントを配布します。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

本講義の到達目標は、受講生が、身体の健康に関するトレーニングの基礎知識を得ること。簡単なトレーニングの種類、コンディショニングの
方法、健康・体力の評価方法を理解していくこと。初めて健康なからだづくりを行う者に対するメニュー作りおよび指導方法の確立等を身につけ
られることである。授業終了時には、将来、本授業受講者が自らの健康管理、体力維持・増進の方法を立案・実践できるようになる。

◆授業内容・計画◆

本授業は、健康・体力を高めるためのトレーニングについて学習し、健康運動の特異性を把握した上で、その実践に求められるトレーニングの
形態・種類および効果を科学的に理解する。また、身体の健康に対する目標を設定した上で、安全で効果的なトレーニングプログラムを作成
し、体力・健康において自己管理できる能力を身に付けることをねらいとする。

1. ガイダンス（授業の進め方、授業方針の説明）
2. 運動と健康管理について（前期内容復習）
3. 健康トレーニングの基礎理論
　　健康、体力、トレーニングの原則、運動の質と量
4. 健康トレーニングの種類と進め方
　　誰でも実践可能なによるスキル獲得とその方法
5. 有酸素的運動（ウォーキング、ジョギングなど）について
　　心拍数、酸素摂取量と心拍数の関係、スポーツ心臓、グリ
　　コーゲンローディング
6. 有酸素的運動の健康に配慮した強度の決定法と実際
7. 無酸素的運動について（ウェイトトレーニング等）
8. 健康に生活するためのトレーニングマシーンの説明
9. コンディショニングの基礎（ストレッチの理論・実技）
10. 健康評価、体力テストとその活用について
　　簡単な測定（予定）、測定の目的・意味などを理解する
11. 健康評価、体力測定データの分析と評価
12. 健康維持・増進のためのトレーニングメニューの立案
13. 健康維持・増進のためのトレーニング種目の関係性の理解
14. 健康増進のためのトレーニングメニューに沿った実際
15. まとめ

※上記内容は、授業進行度合いにより変更します。

◆準備学習の内容◆

授業を受ける準備として、自己の体調を整えて、授業に臨むことが重要である。また、授業後において、わかりにくい専門用語や内容につい
て、復習をすること。とくに授業内容を踏まえ、自己の生活をコントロールしていく方法を考え、実践できるようにすることが望ましく、授業内容に
対する質問などを考えておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL286N

身体の健康Ｂ

薗部　正人

◆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 ０１

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

体育着、運動シューズを忘れないこと
雨天の場合は体育館で行うので体育館シューズを用意する

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、テニスという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上記の
ような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．テニス導入、ラケットとボールに慣れる
　　（いろいろなボール遊び）
3．簡単なストローク
　　（壁打ち、ミニボレー）
4．壁打ちでフォームを身につける、ミニボレーの練習
5．グランドストローク（フォア＆バック）、ミニボレー復習
6．ミニラリーを続けよう
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ラリーを続けよう（ストレート＆クロス）
9．サーブの練習（サーブからのラリー）
10．ダブルスゲーム（ルールを覚える）
11．ダブルスゲーム（審判法やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦
13．ダブルスリーグ戦
14. ダブルスリーグ戦
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、運動シューズ、体育館シューズ（雨天時）の用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆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 ０２

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

体育着、運動シューズを忘れないこと
雨天の場合は体育館で行うので体育館シューズを用意する

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、テニスという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上記の
ような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．テニス導入、ラケットとボールに慣れる
　　（いろいろなボール遊び）
3．簡単なストローク
　　（壁打ち、ミニボレー）
4．壁打ちでフォームを身につける、ミニボレーの練習
5．グランドストローク（フォア＆バック）、ミニボレー復習
6．ミニラリーを続けよう
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ラリーを続けよう（ストレート＆クロス）
9．サーブの練習（サーブからのラリー）
10．ダブルスゲーム（ルールを覚える）
11．ダブルスゲーム（審判法やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦
13．ダブルスリーグ戦
14. ダブルスリーグ戦
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、運動シューズ、体育館シューズ（雨天時）の用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆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 ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

体育着、運動シューズを忘れないこと
雨天の場合は体育館で行うので体育館シューズを用意する

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、テニスという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上記の
ような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．テニス導入、ラケットとボールに慣れる
　　（いろいろなボール遊び）
3．簡単なストローク
　　（壁打ち、ミニボレー）
4．壁打ちでフォームを身につける、ミニボレーの練習
5．グランドストローク（フォア＆バック）、ミニボレー復習
6．ミニラリーを続けよう
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ラリーを続けよう（ストレート＆クロス）
9．サーブの練習（サーブからのラリー）
10．ダブルスゲーム（ルールを覚える）
11．ダブルスゲーム（審判法やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦
13．ダブルスリーグ戦
14. ダブルスリーグ戦
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、運動シューズ、体育館シューズ（雨天時）の用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆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 ０４

講義室 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

体育着、運動シューズを忘れないこと
雨天の場合は体育館で行うので体育館シューズを用意する

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、テニスという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上記の
ような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．テニス導入、ラケットとボールに慣れる
　　（いろいろなボール遊び）
3．簡単なストローク
　　（壁打ち、ミニボレー）
4．壁打ちでフォームを身につける、ミニボレーの練習
5．グランドストローク（フォア＆バック）、ミニボレー復習
6．ミニラリーを続けよう
7．ミニラリーから少しずつ距離を離してのラリー
8．ラリーを続けよう（ストレート＆クロス）
9．サーブの練習（サーブからのラリー）
10．ダブルスゲーム（ルールを覚える）
11．ダブルスゲーム（審判法やマナーを覚える）
12．ダブルスリーグ戦
13．ダブルスリーグ戦
14. ダブルスリーグ戦
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、運動シューズ、体育館シューズ（雨天時）の用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS293N

スポーツＡ

テニス

山口　知恵

◆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 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、運動靴、さらに運動が安全に行えるスタイルで出席をすること。服装が不適切な場合や活動上安全に問題が
ある場合は見学とする。
ゴルフ用のグローブを用意することが望ましい。
雨天時は体育館で行うため体育館シューズも用意すること。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時にプリント等を渡します。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期の
ライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力向
上についての学習を目標とし、バードゴルフを通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目
的である。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　ゴルフの導入
　クラブの握り方、スイング動作の習得
　ルールとマナーの理解
【3週目】
　基礎技術編
　様々なスイング
　 (チップショット、ハーフスイング、フルスイング)
【4週目】
　基本技術練習
　　打ちっ放し
【5週目】
　応用技術練習①
　　距離と方向
【6週目】
　応用技術練習②
　　距離と方向
【7週目】
　簡易コースのラウンド①
【8週目】
　簡易コースのラウンド②
　スコアカードの記入
【9週目】
　発展編①
　コンペ　個人戦①
　スコアカードの提出
【10週目】
　発展編②
  コンペ　個人戦②
　スコアカードの提出
【11週目】
　発展編③
　コンペ　ペア（ベストボール）
　スコアカードの提出

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦等も運動に触
れる機会ですので積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

石濱　慎司

◆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 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、運動靴、さらに運動が安全に行えるスタイルで出席をすること。服装が不適切な場合や活動上安全に問題が
ある場合は見学とする。
ゴルフ用のグローブを用意することが望ましい。
雨天時は体育館で行うため体育館シューズも用意すること。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時にプリント等を渡します。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期の
ライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力向
上についての学習を目標とし、バードゴルフを通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目
的である。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　ゴルフの導入
　クラブの握り方、スイング動作の習得
　ルールとマナーの理解
【3週目】
　基礎技術編
　様々なスイング
　 (チップショット、ハーフスイング、フルスイング)
【4週目】
　基本技術練習
　　打ちっ放し
【5週目】
　応用技術練習①
　　距離と方向
【6週目】
　応用技術練習②
　　距離と方向
【7週目】
　簡易コースのラウンド①
【8週目】
　簡易コースのラウンド②
　スコアカードの記入
【9週目】
　発展編①
　コンペ　個人戦①
　スコアカードの提出
【10週目】
　発展編②
  コンペ　個人戦②
　スコアカードの提出
【11週目】
　発展編③
　コンペ　ペア（ベストボール）
　スコアカードの提出

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦等も運動に触
れる機会ですので積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

石濱　慎司

◆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 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、運動靴、さらに運動が安全に行えるスタイルで出席をすること。服装が不適切な場合や活動上安全に問題が
ある場合は見学とする。
ゴルフ用のグローブを用意することが望ましい。
雨天時は体育館で行うため体育館シューズも用意すること。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時にプリント等を渡します。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期の
ライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力向
上についての学習を目標とし、バードゴルフを通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目
的である。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　ゴルフの導入
　クラブの握り方、スイング動作の習得
　ルールとマナーの理解
【3週目】
　基礎技術編
　様々なスイング
　 (チップショット、ハーフスイング、フルスイング)
【4週目】
　基本技術練習
　　打ちっ放し
【5週目】
　応用技術練習①
　　距離と方向
【6週目】
　応用技術練習②
　　距離と方向
【7週目】
　簡易コースのラウンド①
【8週目】
　簡易コースのラウンド②
　スコアカードの記入
【9週目】
　発展編①
　コンペ　個人戦①
　スコアカードの提出
【10週目】
　発展編②
  コンペ　個人戦②
　スコアカードの提出
【11週目】
　発展編③
　コンペ　ペア（ベストボール）
　スコアカードの提出

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦等も運動に触
れる機会ですので積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

石濱　慎司

◆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 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、運動靴、さらに運動が安全に行えるスタイルで出席をすること。服装が不適切な場合や活動上安全に問題が
ある場合は見学とする。
ゴルフ用のグローブを用意することが望ましい。
雨天時は体育館で行うため体育館シューズも用意すること。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業時にプリント等を渡します。

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期の
ライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力向
上についての学習を目標とし、バードゴルフを通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目
的である。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　ゴルフの導入
　クラブの握り方、スイング動作の習得
　ルールとマナーの理解
【3週目】
　基礎技術編
　様々なスイング
　 (チップショット、ハーフスイング、フルスイング)
【4週目】
　基本技術練習
　　打ちっ放し
【5週目】
　応用技術練習①
　　距離と方向
【6週目】
　応用技術練習②
　　距離と方向
【7週目】
　簡易コースのラウンド①
【8週目】
　簡易コースのラウンド②
　スコアカードの記入
【9週目】
　発展編①
　コンペ　個人戦①
　スコアカードの提出
【10週目】
　発展編②
  コンペ　個人戦②
　スコアカードの提出
【11週目】
　発展編③
　コンペ　ペア（ベストボール）
　スコアカードの提出

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦等も運動に触
れる機会ですので積極的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS294N

スポーツＢ

バードゴルフ

石濱　慎司

◆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 体育館フロアー 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、バドミントンという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上
記のような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．バドミントン導入、ラケットとシャトルに慣れる
　　（シャトルの打ち上げ、シャトル拾い、トスノック）
3．ストロークの基本
　　（オーバーヘッド、サイドアーム、アンダーハンド）
4．ショットの練習
　　（クリア、ドロップ、スマッシュ、ドライブ、ヘアピン）
5．各ショットの復習
6．サービス（ロング＆ショートサービスとリターンの練習）
7．ダブルスゲームのルールとマナー、審判法
8．ダブルスゲーム（ルール、審判法の確認）
9．ダブルスゲーム（声を出す、声をかける）
10．ダブルスリーグ戦（サーブとリターンの位置）
11．ダブルスリーグ戦（ペアとの位置関係）
12．ダブルスリーグ戦（相手コートをみる）
13．ダブルスリーグ戦（基本フォーメーション）
14. ダブルスリーグ戦（総括）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、体育館シューズの用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

薗部　正人

◆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 ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、バドミントンという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上
記のような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．バドミントン導入、ラケットとシャトルに慣れる
　　（シャトルの打ち上げ、シャトル拾い、トスノック）
3．ストロークの基本
　　（オーバーヘッド、サイドアーム、アンダーハンド）
4．ショットの練習
　　（クリア、ドロップ、スマッシュ、ドライブ、ヘアピン）
5．各ショットの復習
6．サービス（ロング＆ショートサービスとリターンの練習）
7．ダブルスゲームのルールとマナー、審判法
8．ダブルスゲーム（ルール、審判法の確認）
9．ダブルスゲーム（声を出す、声をかける）
10．ダブルスリーグ戦（サーブとリターンの位置）
11．ダブルスリーグ戦（ペアとの位置関係）
12．ダブルスリーグ戦（相手コートをみる）
13．ダブルスリーグ戦（基本フォーメーション）
14. ダブルスリーグ戦（総括）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、体育館シューズの用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆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 ０３

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、バドミントンという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上
記のような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．バドミントン導入、ラケットとシャトルに慣れる
　　（シャトルの打ち上げ、シャトル拾い、トスノック）
3．ストロークの基本
　　（オーバーヘッド、サイドアーム、アンダーハンド）
4．ショットの練習
　　（クリア、ドロップ、スマッシュ、ドライブ、ヘアピン）
5．各ショットの復習
6．サービス（ロング＆ショートサービスとリターンの練習）
7．ダブルスゲームのルールとマナー、審判法
8．ダブルスゲーム（ルール、審判法の確認）
9．ダブルスゲーム（声を出す、声をかける）
10．ダブルスリーグ戦（サーブとリターンの位置）
11．ダブルスリーグ戦（ペアとの位置関係）
12．ダブルスリーグ戦（相手コートをみる）
13．ダブルスリーグ戦（基本フォーメーション）
14. ダブルスリーグ戦（総括）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、体育館シューズの用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆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 ０４

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、バドミントンという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上
記のような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．バドミントン導入、ラケットとシャトルに慣れる
　　（シャトルの打ち上げ、シャトル拾い、トスノック）
3．ストロークの基本
　　（オーバーヘッド、サイドアーム、アンダーハンド）
4．ショットの練習
　　（クリア、ドロップ、スマッシュ、ドライブ、ヘアピン）
5．各ショットの復習
6．サービス（ロング＆ショートサービスとリターンの練習）
7．ダブルスゲームのルールとマナー、審判法
8．ダブルスゲーム（ルール、審判法の確認）
9．ダブルスゲーム（声を出す、声をかける）
10．ダブルスリーグ戦（サーブとリターンの位置）
11．ダブルスリーグ戦（ペアとの位置関係）
12．ダブルスリーグ戦（相手コートをみる）
13．ダブルスリーグ戦（基本フォーメーション）
14. ダブルスリーグ戦（総括）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、体育館シューズの用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆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 ０５

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、バドミントンという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上
記のような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．バドミントン導入、ラケットとシャトルに慣れる
　　（シャトルの打ち上げ、シャトル拾い、トスノック）
3．ストロークの基本
　　（オーバーヘッド、サイドアーム、アンダーハンド）
4．ショットの練習
　　（クリア、ドロップ、スマッシュ、ドライブ、ヘアピン）
5．各ショットの復習
6．サービス（ロング＆ショートサービスとリターンの練習）
7．ダブルスゲームのルールとマナー、審判法
8．ダブルスゲーム（ルール、審判法の確認）
9．ダブルスゲーム（声を出す、声をかける）
10．ダブルスリーグ戦（サーブとリターンの位置）
11．ダブルスリーグ戦（ペアとの位置関係）
12．ダブルスリーグ戦（相手コートをみる）
13．ダブルスリーグ戦（基本フォーメーション）
14. ダブルスリーグ戦（総括）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、体育館シューズの用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆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 ０６

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

体育着、体育館シューズを忘れないこと

授業内評価（授業の理解度と参加態度）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

なし

◆留意事項◆

スポーツは健康や体力の維持増進にとって欠かせないものであり、それを継続させるためには一生涯にわたって行うことのできるスポーツ種
目を見つけることが重要である。　また、スポーツを通してもっと自分のことを知り、周りをよく見ることもでき、さらにはさまざまな人とのコミュニ
ケーション能力も養えるようになる。　ここでは、バドミントンという種目を通して技術の習得、試合のルール、マナーを身につけるだけでなく、上
記のような目標を達成することを目的とする。

◆授業内容・計画◆

1．オリエンテーション
2．バドミントン導入、ラケットとシャトルに慣れる
　　（シャトルの打ち上げ、シャトル拾い、トスノック）
3．ストロークの基本
　　（オーバーヘッド、サイドアーム、アンダーハンド）
4．ショットの練習
　　（クリア、ドロップ、スマッシュ、ドライブ、ヘアピン）
5．各ショットの復習
6．サービス（ロング＆ショートサービスとリターンの練習）
7．ダブルスゲームのルールとマナー、審判法
8．ダブルスゲーム（ルール、審判法の確認）
9．ダブルスゲーム（声を出す、声をかける）
10．ダブルスリーグ戦（サーブとリターンの位置）
11．ダブルスリーグ戦（ペアとの位置関係）
12．ダブルスリーグ戦（相手コートをみる）
13．ダブルスリーグ戦（基本フォーメーション）
14. ダブルスリーグ戦（総括）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

体育着、体育館シューズの用意
健康管理をきちんとして運動が行える体調で来て下さい

◆成績評価の方法◆

LAS295N

スポーツＣ

バドミントン

山口　知恵

◆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 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、体育館シューズを用意すること。服装が不適切の場合や活動上安全に問題がある場合は見学とする。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆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◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期
のライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力
向上についての学習を目標とし、卓球を通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目的で
ある。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　卓球の導入
　ラケットの握り方
　スイング動作
　ラリーの習得
【3週目】
　卓球の基礎技術①
　様々な打ち方
　・フォアハンドストローク
　・バックハンドストローク
　・カット
　・突っつき
　・サービスなど
【4週目】
　卓球の基本技術②
【5週目】
　卓球の基本技術③
【6週目】
　シングルスゲームの進め方
　審判法
【7週目】
　シングルスゲーム①
【8週目】
　シングルスゲーム②
【9週目】
　ダブルスゲームの進め方
　審判法
【10週目】
　ダブルスゲーム①
【11週目】
　ダブルスゲーム②
【12週目】
　ゲーム団体戦①
【13週目】

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦などを積極
的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆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 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、体育館シューズを用意すること。服装が不適切の場合や活動上安全に問題がある場合は見学とする。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆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◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期
のライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力
向上についての学習を目標とし、卓球を通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目的で
ある。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　卓球の導入
　ラケットの握り方
　スイング動作
　ラリーの習得
【3週目】
　卓球の基礎技術①
　様々な打ち方
　・フォアハンドストローク
　・バックハンドストローク
　・カット
　・突っつき
　・サービスなど
【4週目】
　卓球の基本技術②
【5週目】
　卓球の基本技術③
【6週目】
　シングルスゲームの進め方
　審判法
【7週目】
　シングルスゲーム①
【8週目】
　シングルスゲーム②
【9週目】
　ダブルスゲームの進め方
　審判法
【10週目】
　ダブルスゲーム①
【11週目】
　ダブルスゲーム②
【12週目】
　ゲーム団体戦①
【13週目】

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦などを積極
的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆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 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、体育館シューズを用意すること。服装が不適切の場合や活動上安全に問題がある場合は見学とする。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆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◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期
のライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力
向上についての学習を目標とし、卓球を通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目的で
ある。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　卓球の導入
　ラケットの握り方
　スイング動作
　ラリーの習得
【3週目】
　卓球の基礎技術①
　様々な打ち方
　・フォアハンドストローク
　・バックハンドストローク
　・カット
　・突っつき
　・サービスなど
【4週目】
　卓球の基本技術②
【5週目】
　卓球の基本技術③
【6週目】
　シングルスゲームの進め方
　審判法
【7週目】
　シングルスゲーム①
【8週目】
　シングルスゲーム②
【9週目】
　ダブルスゲームの進め方
　審判法
【10週目】
　ダブルスゲーム①
【11週目】
　ダブルスゲーム②
【12週目】
　ゲーム団体戦①
【13週目】

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦などを積極
的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆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 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、体育館シューズを用意すること。服装が不適切の場合や活動上安全に問題がある場合は見学とする。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆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◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期
のライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力
向上についての学習を目標とし、卓球を通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目的で
ある。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　卓球の導入
　ラケットの握り方
　スイング動作
　ラリーの習得
【3週目】
　卓球の基礎技術①
　様々な打ち方
　・フォアハンドストローク
　・バックハンドストローク
　・カット
　・突っつき
　・サービスなど
【4週目】
　卓球の基本技術②
【5週目】
　卓球の基本技術③
【6週目】
　シングルスゲームの進め方
　審判法
【7週目】
　シングルスゲーム①
【8週目】
　シングルスゲーム②
【9週目】
　ダブルスゲームの進め方
　審判法
【10週目】
　ダブルスゲーム①
【11週目】
　ダブルスゲーム②
【12週目】
　ゲーム団体戦①
【13週目】

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦などを積極
的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS296N

スポーツＤ

卓球

佐藤　洋

◆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 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、体育館シューズを用意すること。服装が不適切の場合や活動上安全に問題がある場合は見学とする。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆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◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期
のライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力
向上についての学習を目標とし、卓球を通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目的で
ある。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　卓球の導入
　ラケットの握り方
　スイング動作
　ラリーの習得
【3週目】
　卓球の基礎技術①
　様々な打ち方
　・フォアハンドストローク
　・バックハンドストローク
　・カット
　・突っつき
　・サービスなど
【4週目】
　卓球の基本技術②
【5週目】
　卓球の基本技術③
【6週目】
　シングルスゲームの進め方
　審判法
【7週目】
　シングルスゲーム①
【8週目】
　シングルスゲーム②
【9週目】
　ダブルスゲームの進め方
　審判法
【10週目】
　ダブルスゲーム①
【11週目】
　ダブルスゲーム②
【12週目】
　ゲーム団体戦①
【13週目】

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦などを積極
的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS296N

スポーツＤ

卓球

薗部　正人

◆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 ０６

講義室 体育館フロアー 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

授業の特性上、スポーツウエアー、体育館シューズを用意すること。服装が不適切の場合や活動上安全に問題がある場合は見学とする。

授業態度、達成度、レポートによって総合評価する。

◆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◆

現在の社会環境の中では、運動不足や不規則な日常生活による「生活習慣病」の予防のために、ヘルスプロモーションの一環として、青年期
のライフスタイルの見直しを図ることが重要となってくる。
　自己のからだを認識する能力を養い、将来のための生涯スポーツの方法を獲得する必要がある。そこでこの授業では、健康維持増進・体力
向上についての学習を目標とし、卓球を通して、｢協調性｣「楽しさ」を体感するとともに、「ルール」「マナー」について考え行動することが目的で
ある。

◆授業内容・計画◆
【1週目】
　ガイダンス、個人カードの作成
【2週目】
　卓球の導入
　ラケットの握り方
　スイング動作
　ラリーの習得
【3週目】
　卓球の基礎技術①
　様々な打ち方
　・フォアハンドストローク
　・バックハンドストローク
　・カット
　・突っつき
　・サービスなど
【4週目】
　卓球の基本技術②
【5週目】
　卓球の基本技術③
【6週目】
　シングルスゲームの進め方
　審判法
【7週目】
　シングルスゲーム①
【8週目】
　シングルスゲーム②
【9週目】
　ダブルスゲームの進め方
　審判法
【10週目】
　ダブルスゲーム①
【11週目】
　ダブルスゲーム②
【12週目】
　ゲーム団体戦①
【13週目】

◆準備学習の内容◆

日頃から健康管理に気をつけること。また運動やスポーツを定期的に行えない学生は、日常生活のなかで歩くことやスポーツ観戦などを積極
的に行うこと。

◆成績評価の方法◆

LAS296N

スポーツＤ

卓球

薗部　正人

◆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 ０１

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

動きやすい服装で参加してください(スカート不可・着替え可)。土足でなく行います。裸足か靴下でも構いませんが、ダンスシューズのような底
の厚くない「上履き」を用意してもらえたら理想的です。体育・運動が苦手という人も歓迎です。動きが上手い下手でなく、この世界でたったひと
つの自分自身のからだと丁寧に向き合うことから、はじめましょう。「演奏に役立つように、からだをうまく動かせるスキルを学ぶ」ということだけ
でなく、個々の違いを認め合いながら他者とも緩やかに関わることで各々が多様な「からだ」への理解を深められたらと思います。適宜ペアや
グループでのワークも実施していく予定です。共に感じ考え、楽しい授業をつくっていきましょう。

「できた・できない」でなく授業への取り組み方を重視します。期末の実技テスト・期末レポート提出・平常の授業への取り組み方・授業毎の感想
カード、以上の4つを総合して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。適宜レジュメを参考資料として配布します。

◆参考図書◆

『原初生命体としての人間』野口三千三著  岩波書店
『野口体操 からだに貞く』野口三千三著 春秋社
『野口体操 おもさに貞く』野口三千三著 春秋社
『野口体操  マッサージから始める』羽鳥操著  筑摩書房
『野口体操  感覚こそ力』羽鳥操著  春秋社
『野口体操入門』羽鳥操著  岩波書店
『身体感覚をひらく』羽鳥操＋松尾哲矢共著  岩波書店
『DVDブック  アーカイブス野口体操』野口三千三＋養老孟司＋羽鳥操共著  春秋社

◆留意事項◆

自然をお手本に力を抜く身体メソッド「野口体操(愛称:こんにゃく体操)」を理論と実習で学びます。野口体操は野口三千三(東京藝術大学名誉
教授1914〜98年)によって創始され、音楽・ダンス・演劇・美術・教育・医療・福祉・哲学など幅広い分野に影響を与えたユニークな体操です。
キーワードは「力を抜く・からだをほぐす」こと。表現に関わる者として、基本となる自然で無理のない身体の使い方を具体的に学ぶとともに、多
文化共生や社会包摂といった視座から、これからの「芸術」のあり方の可能性を自分自身の「からだ」から領域横断的に考える姿勢を培うこと
を目標とします。

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス「力を抜くことの意味」野口体操とはどういう体操なのか?
第2回「力を抜けば抜くほど力が出る」楽に無理なく自然に動くために、動きの主エネルギーとは?
第3回「感覚こそ力なり」力を抜くことと感覚の関係とは?
第4回「息と生き」その1:ヒトの呼吸のしくみと働きとは? 海から陸へ、生き物の「呼吸の進化」をひも解きなから学ぶ。
第5回「息と生き」その2:呼吸と楽な動きとの関係とは?
第6回「息と生き」その3:呼吸とからだのほぐし方との関係とは?
第7回「からだの声をきく」その1:野口体操のマッサージを「からだとの対話」の方法として学ぶ。
第8回「からだの声をきく」その2:野口体操のマッサージから非言語コミュニケーションの可能性を学ぶ。
第9回「からだの声をきく」その3:視覚中心から内臓感覚へ、ほぐれた感覚と「良い姿勢」との関係について学ぶ。
第10回「鞭とハンマーの原理」効率の良い動きとは何か? からだのもともとの構造を活かした自然な動き方について学ぶ。
第11回「卵を立てることから」バランスをとること・バランスを崩すこと、「立つこと」や「柔らかさ」の本質とは何か?
第12回「うごき・イメージ・ことば」その1:豊かな動きの母体となるイメージ能力と言葉のはじまりとの関連について学ぶ。
第13回「うごき・イメージ・ことば」その2:和語の語源や漢字の字源と今ここの身体感覚とを結びつけて学ぶ。
第14回「これからの芸術の可能性」まとめとして、野口体操の「原初生命体としての人間」という視点から、多文化共生や社会包摂といったテー
マを含んだ多様な芸術の可能性をコミュニティアートやアウトサイダーアート(障碍者のアート)の事例を紹介しつつ共に考え学ぶ。
第15回 まとめと評価を行う。

◆準備学習の内容◆

実践として身体を動かすだけでなく、アタマとココロとからだ「まるごと全体」で授業に臨んでほしいと思います。まずやってみて感じることそして
考えることの往復が大切です。参考図書に挙げた中からどれかを授業の事前事後に読んでみることを希望します。以下の野口体操公式ホー
ムページも参照のこと。
http://www.noguchi-taisou.jp/

◆成績評価の方法◆

LAS297N

スポーツＥ

体操

新井　英夫

◆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 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

前期末のレポート、および授業中に行う小テスト・ショートレポートを考慮し、総合的に評価する。なお、小テスト・レポートは５回程度実施する予
定である

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。適宜資料の配付及び参考書を紹介する。

◆参考図書◆

『発達心理学の基本を学ぶ』ジョージ・バターワース他著（ミネルバ出版）
『子どもの認知発達』ウーシャ・ゴスワミ著（新曜社）

◆留意事項◆

 本講義の目標は、人間の一生の歩みについて理解を深めることである。人の心は人生における各時期において、どのような特徴を持っている
のか、また様々な年齢の人々とどのように関わっていったら良いのかを、各自で考える。
 本講義では主に、発達と結びつきの深い心理学の諸理論と、乳児期、幼児期の発達について取り上げる。後期の「青年の発達と心理／発達
心理学Ｂ」では、子どもから大人（児童期、青年期、成人期）にかけての発達を取り上げ、連続性のある講義にする予定である。

◆授業内容・計画◆

主な発達理論の紹介をしながら、乳児期、幼児期の特徴を主要な心の機能―情緒・自己・社会性・感覚と知覚・思考・言語など―の各側面から
解説を行う。
また、ビデオなどの視聴により具体的な研究や事象に接し、発達を身近な問題として考究する。
１　　発達心理学の歴史
２　　系統発達と個体発達
３　　発達心理学の理論（１）ピアジェの認知発達
４　　発達心理学の理論（２）フロイトとエリクソン
５　　発達心理学の理論（３）愛着理論
６　　乳児期（１）感覚・知覚
７　　乳児期（２）認知・言語
８　　乳児期（３）情動・社会性
９　　幼児期（１）感覚・知覚
１０　幼児期（２）認知・言語
１１　幼児期（３）情動・社会性
１２　児童期（１）認知・情動
１３　児童期（２）社会性の発達・心の理論
１４　発達心理学研究法
１５　まとめ

◆準備学習の内容◆

予習として、講義ごとに配布されるレジュメを予め読み、講義に望んでいただきたい。また、シラバスに挙げた参考図書は、発達に関する基本
書であり、通読することによって、講義理解が促進されるので、一読後の受講が望ましい。
復習に関しては、レジュメの内容を整理し、講義内で紹介された参考図書を読み、理解を深めていただきたい。また不定期に行われる小テスト
で、学習状況をチェックしていただきた。

◆成績評価の方法◆

LAL279N

子どもの発達と心理

井出野　尚

◆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 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

学期末レポートの結果を重視する。また、授業中に行う小テスト・ショートレポートを考慮し総合的に評価する。なお、小テストとレポートは、合計
で5回程度実施する予定である。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。適宜資料の配付及び参考書を紹介する。

◆参考図書◆

講義中に紹介する。

◆留意事項◆

 本講義の目標は、人間の一生の歩みについて理解を深めることである。人の心は人生における各時期において、どのような特徴を持っている
のか、また様々な年齢の人々とどのように関わっていったら良いのかを各自で考える。
 本講義では、子どもから大人（児童期、青年期、成人期）にかけての発達を取り上げる。青年期の中心的課題であるアイデンティティの獲得な
どの知見の理解とともに、今日の社会状況と成人期の心の発達について考察をしていく。また、前期の「子どもの発達と心理/発達心理学A」で
は、乳幼児期の発達を中心的に扱い、本講義と連続性をもたせる予定である。

◆授業内容・計画◆

児童期、青年期、成人期の心の機能について解説するとともに、各時期の発達課題についてとりあげる。時に簡単な心理検査などを行いなが
ら現在の自己を「生涯発達」の中に位置づけ、発達課題をどのように乗り越えていくか、各人が考える機会としたい。
１　　発達という視点
２　　乳児期の特徴
３　　幼児期の特徴
４　　児童期（１）認知
５　　児童期（２）情動・社会性・人格
６　　青年期（１）アイデンティティーの獲得
７　　青年期（２）社会性・人格
８　　青年期（３）職業選択・恋愛
９　　成人前期の課題
１０　成人中期の課題
１１　老年期（１）身体機能・認知
１２　老年期（２）社会性と課題
１３　生涯発達とその障害（１）
１４　生涯発達とその障害（２）
１５　まとめ

◆準備学習の内容◆

予習として、講義ごとに配布されるレジュメを予め読み、講義に望んでいただきたい。
復習に関しては、レジュメの内容を整理し、講義内で紹介された参考図書を読み、理解を深めていただきたい。また不定期に行われる小テスト
で、学習状況をチェックしていただきた。

◆成績評価の方法◆

LAL280N

青年の発達と心理

井出野　尚

◆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 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

後期「社会福祉概論B」も合わせて履修することを勧めます。授業は講義だけでなく映像資料を用いたり、ワーク等の作業を行ったりして各自の
学びを深めていきます。
なお受講者の人数や関心によって、授業内容や順序を変更する場合があります。

1)学期末提出のレポート  40点
2)毎回の授業時のコメントカード  60点

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しません。各回の授業で適宜レジュメや参考資料を配布します。

◆参考図書◆

各回の授業で適宜紹介します。

◆留意事項◆

①現代社会で生じている様々な生活課題を理解し、社会福祉を自分の身近な生活と引きつけて考えることができる  ②日本の社会福祉に関す
る基本的な知識を習得する  ③社会福祉を支える理念を理解し、人と人との支え合いについて自分なりの言葉で考え説明できる

◆授業内容・計画◆

1.オリエンテーション
2.現代社会で生じている生活課題
3.支援を必要とする人々の暮らし―事例学習
4.支援を必要とする人々の暮らし―環境との相互作用を考える
5.日本の社会福祉の諸制度と歴史1―戦後の社会福祉制度の整備
6.日本の社会福祉の諸制度と歴史2―入所施設と地域生活、ノーマライゼーション
7.日本の社会福祉の諸制度と歴史3―利用者主体の考え方
8.日本の社会福祉の諸制度と歴史4―地域全体で支える仕組みへ
9.社会福祉を支える人々・機関1―社会福祉の専門職と支援の技術
10.社会福祉を支える人々・機関2―ボランティア・NPO
11.支援を必要とする人々を支える様々な工夫―身近なことから考える
12.「当事者」の考え方1―支援を必要とする人々は「弱者」なのか
13.「当事者」の考え方2―社会福祉は特別な人のものなのか
14.支援を必要とする人々が持つ力―知的しょうがいを持つ人々の表現活動から
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

日ごろから関連する内容の新聞記事やニュースに目を通しておいてください。また普段の生活の中にあるバリアや排除、あるいはそれらを解消
するための工夫などを意識して発見していくようにしてみてください。

◆成績評価の方法◆

LAL277N

社会と福祉Ａ

鍛治　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 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

　前期「社会と福祉Ａ」での学習を踏まえて授業を進めます。可能な限りあわせて履修してください。
　授業では、講義やビデオ、ワークシートでの作業、グループワークなどを通じて考えを深めていきます。
　授業内で学んだことに関心があり、より専門的に又は実践的に学びたい場合には、随時質問を受け付けるとともに、関心に合わせて書籍や活
動等を紹介します。
　なお、受講者の人数や関心などに応じて、授業内容や順序を変更する場合があります。

１）学期末提出のレポート　　　　　　　３０点
２）各回のコメントカード（感想など）　７０点

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しません。各回の授業でレジメや参考資料を配布します。

◆参考図書◆

各回の授業で適宜参考図書を紹介します。

◆留意事項◆

（１）理想的な社会や家族について、自分なりのイメージがもてるようになる
（２）現代社会の地域や家族の諸問題を理解し、社会に福祉が必要とされる背景を理解できる
（３）諸問題に対応する福祉の力として「エンパワメント」を学び、その視点で物事を考えることができる
（４）「エンパワメント」の考え方から、福祉と音楽の共通点を理解できる
（５）社会における音楽の力を自分なりに解釈して、説明することができる

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション－社会における音楽の力を考える
２．理想の地域社会（１）－やねだん（鹿児島県鹿屋市柳谷集落）の事例　　※ビデオ学習
３．理想の地域社会（２）－私たちが「理想」だと思う部分はどこか
４．社会をつくる－社会の形成過程を経験する
５．社会と福祉の歴史的関係－社会が発展すると何が起きるのか？（慈善事業の発生）
６．社会の価値観を知る－選ばれる人と選ばれない人（社会的排除）
７．福祉の価値観を知る－その時、福祉はどうするか？（社会的包摂）
８．社会環境と福祉の支援－福祉の支援が必要な人に問題があるのか？
９．現代社会の現実（１）－「家族」を書いてみる
10．現代社会の現実（２）－「家族の絆」を見る
11．現代社会の現実（３）－「依存症」と「共依存」を知る
12．「エンパワメント」とは何か（１）－「パワーレス」を体験する
13．「エンパワメント」とは何か（２）－福祉の「心」と「スタンス」を感じる
14．「エンパワメントアプローチ」を理解する（１）－チームケアの「力」を体験する＆福祉の「本質」に気づく
15．音楽と福祉の共通点、再び社会における音楽の力を考える

　以上を主なテーマとして予定しています。
　本授業では、「社会と福祉Ａ」での学び踏まえ、「社会と福祉Ｂ」では「社会のあり方」や「地域の支え合い」、「家族への支援」などを中心としな
がら、「社会－地域－家族－個人」を多面的にとらえた福祉のあり方や基本的視点を獲得することを目指します。
　また、近年福祉領域において、音楽との関連性や音楽のもつ力が注目されています。授業ではこのテーマについても取り上げ、社会の中で音
楽に関わることの意味について、意識的に考える機会を提供します。それは新たな価値観・創造性を生み出し、音楽人としての自己を高め、音
楽のもつ力を再発見する営みともなりえると考えます。

◆準備学習の内容◆

　「あなたはどのように考えますか」など、意見を求めることが多いため、毎回の授業で次回予告を行います。授業前には、それらを日頃の生活
や自分自身の経験等に結び付けて考えてきてください。
　また、普段の生活（学校生活、趣味活動、アルバイト等）、および他授業での演奏や学習等において、授業内で学んだことを意識してみてくださ
い。それが本授業の理解を深める復習となり、将来の生活や仕事にも役立つ糧となります。

◆成績評価の方法◆

LAL278N

社会と福祉Ｂ

大口　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 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

①課題を出すので、日頃地元の生涯学習施設・博物館などで行われている文化・芸術活動に関心を持ち、調べてほしい。
③受講者や講義の進み具合によってはシラバス内容に変更がある。

　平常の授業態度やと共同作業の積極的な参加度、レポート提出などをもって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　特定のテキストは使用せず、毎回の講義レジュメと授業内容に関わる参考資料、教育や生涯学習・地域住民による文化・芸術活動関連の記
事の配布、実践活動の映像などを使用する。

◆参考図書◆

　基本書として、『月刊社会教育』「月刊社会教育」編集部編(国土社）/『文部科学・教育白書』文部科学省編（文部科学省）／『新　社会教育・生
涯学習ハンドブック第７版』社会教育推進全国協議会編(エイデル研究所)／『世界の社会教育施設と公民館－草の根の参加と学び』小林文
人・佐藤一子編著(エイデル研究所)／『異文化の交流と共生-グローバリゼーションの可能性』(翰林書房)／『21世紀の生涯学習関係職員の展
望－養成・任採用・研修の総合的研究』大槻宏樹編著(多賀出版)。

◆留意事項◆

　地域社会における生涯学習・実践活動にかかわる教育専門職（学芸員）の役割にと、異文化間の「共同交流学習」の視点から地域住民ととも
に地域文化づくりについて考察していく

◆授業内容・計画◆

　多様な価値観や異なる文化背景をもっている人々が増えているなか、地域文化創造のみならず、地域課題解決学習の活動にかかわる教育
専門職としての学芸員が、地域文化活動の活性化,活動のネットワークづくりなどの企画・調整者、支援者としていかに大事役割かを考えてい
く。地域の社会教育・文化活動を通じて人間関係づくりや地域づくりを再構築していく道しるべを各々が考えていき。講義の後半では、グループ
に分かれ、決めたテーマで議論し合い、まとめて行く。概ね次のように進めていく。
第１回：講義の進め方の説明。生涯学習についての基礎知識、現在の関心事などについてアンケートを取る。
第２回（講義）：生涯学習論が登場して以来、現在に到るまでの法制度や生涯学習内容論、実践活動を時系列に検討し、各自が問題点を考え
る。第３回目からは異文化共同交流学習の視点から高齢者・障害者・外国人住民の学習活動を取り上げる。
第３回（講義）：高齢者と生涯学習①
第４回（講義）：高齢者による文化活動②；実践例
第５回（話し合い）：グループに分け、話し合い、まとめる。
第６回（講義）：高齢者と障害者①
第７回（講義）：地域文化づくりと障害者②；実践例
第８回（話し合い）：グループに分け、話し合い、まとめる。
第９回（講義）：外国人住民と外国人住民①
第10回（講義）：地域文化づくりと外国人住民②：実践例
第11回（話し合い）：グループに分け、話し合い、まとめる。
　講義内容を踏まえ、学芸員の立場に立って、学習プログラムづくりを行う。
第12回（グループワーク①）：グループ分けとテーマ設定。
第13回（グループワーク②）：グループで話し合う。
第14回（グループワーク③）：グループで話し合う。
第15回（まとめ）：各グループの発表と質疑討議を行う。

◆準備学習の内容◆

　講義後半のグループワークのための事前準備として、連休の間及び授業期間中にも、受講者各々が地元または地域を決め、その地域で行
われている生涯学習活動や文化・芸術活動を調べておく。

◆成績評価の方法◆

LAL282N

生涯学習

文　孝淑

◆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 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

最初の時間に授業の内容や進め方について説明する。履修者の人数や興味に応じて内容の順序や講義方法を若干変更する可能性がある。

授業態度、小テスト、レポート、学期末試験などにより総合的に評価する。原則として、講義回数の3分の1以上欠席した場合は失格となる。

◆教科書（使用テキスト）◆

日本国際保健医療学会　編　国際保健医療学　第3版　杏林書院　2013年

◆参考図書◆

講義の中で紹介する。

◆留意事項◆

現在、世界には約71億人が200以上の国で生活をしています。それらの国の大半が、中・低所得国に分類され、そこに住んでいる人々が抱え
ている健康問題やその対応は、多くの場合、日本のそれとは異なります。本講義では、主に中・低所得国ではどのような健康課題に直面してい
て、どのように対応しているのか、日本はそれらの課題解決にどの様に貢献できるのかをを学習することを目的とします。

◆授業内容・計画◆

第1回：はじめに
第2回：国連ミレニアム開発目標
第3回：マラリアの現状
第4回：マラリアの歴史
第5回：マラリア制圧への課題
第6回：デング熱
第7回：HIV/AIDSの現状
第8回：HIV/AIDSへの対策（海外）
第9回：HIV/AIDSへの対策（国内）
第10回：母子保健（産科フィスチュラ）
第11回：母子保健の課題
第12回：加齢にともなう疾患（高血圧症）
第13回：加齢にともなう疾患（糖尿病）
第14回: 加齢にともなう疾患（がん）
第15回：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

講義に関する事前学習の課題を提示する。課題に関する小テストを行うなどして、事前学習の実施状況を確認する。

◆成績評価の方法◆

LAL289N

病気と健康Ａ

北島　勉

◆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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

最初の時間に授業の内容や進め方について説明する。履修者の人数や興味に応じて講義内容の順序や講義方法を若干変更する可能性が
ある。

授業態度、小テスト、レポート、定期試験により総合的に評価する。原則として、講義回数の3分の1以上欠席した場合は失格となる。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に指定しない。資料を配付する

◆参考図書◆

『国民衛生の動向2013/14年版』（厚生統計協会）
『生き方としての健康科学』（有信堂高文社）
『社会・環境と健康 (健康・栄養科学シリーズ)』（南江堂）

◆留意事項◆

日本では、2000年から健康日本21、2008年からは特定健診保健指導が導入され、2013年からは健康日本21（第二次）が始まるなど、健康づく
りや疾病予防に関する様々な取り組みがなされてきており、私たちの健康への関心も高まってきている。本講義では、様々な健康問題の中で
も生活習慣病の現状とその要因について理解を深めることを目標とする。そのために、まず、健康問題を科学的に理解する視点について学習
し、その上で、食生活、身体活動、飲酒、喫煙等の生活習慣と健康との関連について理解を深める。

◆授業内容・計画◆

第1回　はじめに
第2回　健康問題のとらえ方（疫学とは何か）
第3回　健康問題のとらえ方（時間、場所、人）
第4回　健康問題のとらえ方（記述疫学）
第5回　健康問題のとらえ方（分析疫学、介入研究）
第6回　健康増進の歴史
第7回　健康日本２１（第二次）
第８回　食生活を振り返る
第９回　食生活と健康（塩分摂取について）
第10回　身体活動と健康
第11回　喫煙と健康（三大害悪について）
第12回　喫煙と健康（対策と課題）
第13回　飲酒と健康（飲酒の功罪）
第14回　飲酒と健康（依存症）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

事前に配付する資料を学習すること。小テストやレポートにより学習状況を確認する。

◆成績評価の方法◆

LAL290N

病気と健康Ｂ

北島　勉

◆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 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

この講義はＡ・Ｂで一貫した内容となっているので、両者を連続して履修することが望ましい。

出席状況と学期末筆記試験（授業内テスト）

◆教科書（使用テキスト）◆

中外医学社　北村諭著　コメディカルのための専門基礎分野テキスト　医学概論　第5版

◆参考図書◆

授業内で随時提示していく。

◆留意事項◆

 現代の医療は多くの職種の人たちが患者の治療に携わっている。医療の発展とともに役割は分担化され、医師、看護師、薬剤師、臨床検査
技師、診療放射線技師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床心理士、音楽療法士など、多職種が協働して治療を
行っている。さらに、次々と新しい医療職が生まれおり、近年、これらに音楽療法士も加わるようになっている。このようにさまざまな職種の人た
ちが協働する医療現場では、それぞれの役割は異なっていても、専門職として医療に従事する人たちは、お互いに共通の認識がなければなら
ない。そこで本授業では、医学の基礎的知識について理解を深めていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

 いまの医学がどのように発展し、現代の医学がどうあるのか、それから、これからの医学は何を目指していくのか、といった共通の認識が必要
である。また、現代社会では、病気を抱えているひとだけでなく、医学や健康に対する一般の関心が高まっており、患者主体の医療のあり方
が、しばしば話題になっており、患者主体という観点から医療を考えることが大切になっている。
 音楽大学の学生にとって身近な存在である音楽療法や絵画療法に代表される芸術療法の適応疾患は広く、今後、医療のなかで期待が大き
い分野だが、一方で一部の患者においては慎重に行わないといけない場合があり、治療者には、しっかりとした医学の基礎知識が必要にな
る。
 以上のようなことから、講義では、これからの展望なども含めて、広く医学の基礎知識が身につくよう、最近のトピックスなども織り交ぜながら
説明をする。また、音楽療法が対象となる疾患について精神疾患を中心に適宜触れていく。
講義は、下記教科書を使い、特に重要な点を説明していく。前期では、主に総論的内容について講義を行う予定である。

第１回　オリエンテーション
第２回　1.医学概論とは　①医学の定義と役割
第３回　1.医学概論とは　②コメディカルとチーム医療について
第４回　2.身体の構造と機能について　①骨・筋肉
第５回　2.身体の構造と機能について　②中枢神経
第６回　2.身体の構造と機能について　③末梢神経
第７回　2.身体の構造と機能について　④皮膚・感覚器
第８回　2.身体の構造と機能について　⑤血液
第９回　2.身体の構造と機能について　⑥循環器
第１０回　2.身体の構造と機能について　⑦呼吸器
第１１回　2.身体の構造と機能について　⑧消化器
第１２回　2.身体の構造と機能について　⑨腎
第１３回　2.身体の構造と機能について　⑩内分泌
第１４回　バイタルサインについて
第１５回　前期のまとめ（授業内テスト）

◆準備学習の内容◆

日常的に医学に関心をもって医学用語を調べたり、授業後の復習では参考図書等の該当箇所を読むこと。

◆成績評価の方法◆

LAL287N

医療と健康Ａ

小山田　静枝

◆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 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

この講義はＡ・Ｂで一貫した内容になっているので、両者を連続して履修することが望ましい。

出席状況と学期末筆記試験（授業内テスト）

◆教科書（使用テキスト）◆

中外医学社　北村諭著　コメディカルのための専門基礎分野テキスト　医学概論　第5版

◆参考図書◆

授業内で随時提示していく。

◆留意事項◆

 現代の医療は多くの職種の人たちが患者の治療に携わっている。医療の発展とともに役割は分担化され、医師、看護師、薬剤師、臨床検査
技師、診療放射線技師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床心理士など、多職種が協働して治療を行っている。さ
らに、次々と新しい医療職が生まれおり、近年、これらに音楽療法士も加わるようになっている。このようにさまざまな職種の人たちが協働する
医療現場では、それぞれの役割は異なっていても、専門職として医療に従事する人たちは、お互いに共通の認識がなければならない。そこで
本授業では、医学の基礎的知識について理解を深めていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

 いまの医学がどのように発展し、現代の医学がどうあるのか、それから、これからの医学は何を目指していくのか、といった共通の認識が必要
である。また、現代社会では、病気を抱えているひとだけでなく、医学や健康に対する一般の関心が高まっており、患者主体の医療のあり方
が、しばしば話題になっており、患者主体という観点から医療を考えることが大切になっている。
 音楽大学の学生にとって身近な存在である音楽療法や絵画療法に代表される芸術療法の適応疾患は広く、今後、医療のなかで期待が大き
い分野だが、一方で一部の患者においては慎重に行わないといけない場合があり、治療者には、しっかりとした医学の基礎知識が必要にな
る。
 以上のようなことから、講義では、これからの展望なども含めて、広く医学の基礎知識が身につくよう、最近のトピックスなども織り交ぜながら
説明をする。また、音楽療法が対象となる疾患について精神疾患を中心に適宜触れていく。
講義は、下記教科書を使い、特に重要な点はプリントを配布して説明していく。後期では、主に各論的内容について講義を行う予定である。

第１回  オリエンテーション
第２回  1.主な臨床症状について（1）身体症状  ①発熱、ショック、浮腫、排尿障害、消化器症状
第３回  1.主な臨床症状について（1）身体症状　②呼吸器症状、循環器症状、神経症状
第４回  1.主な臨床症状について（2）精神症状　①気分、知覚、旅行、意欲・行動
第５回  1.主な臨床症状について（2）精神症状　②意識、見当識、記憶、病識、表情・ふるまい
第６回  2.主な疾患と治療　①悪性腫瘍
第７回  2.主な疾患と治療　②循環器疾患
第８回  2.主な疾患と治療　③神経疾患
第９回  2.主な疾患と治療　④メタボリック症候群
第１０回  2.主な疾患と治療　⑤呼吸器疾患・消化器疾患
第１１回  2.主な疾患と治療　⑥統合失調症、うつ病、双極性障害
第１２回  2.主な疾患と治療　⑦神経症圏、認知症、薬物依存症
第１３回　 2.主な疾患と治療　⑧思春期にみられるこころの問題、心身症
第１４回　人口統計と疾病変化、医療保障制度、保険医療対策、関係法律
第１５回　後期のまとめ（授業内テスト）

◆準備学習の内容◆

日常的に医学に関心をもって医学用語を調べたり、授業後の復習では参考図書等の該当箇所を読むこと。

◆成績評価の方法◆

LAL288N

医療と健康Ｂ

小山田　静枝

◆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 1-321 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

なし

声の科学A／音声生理学Aの期末学科試験（ペーパーテスト。持ち込み可）および授業への参加姿勢

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。必要に応じてプリントを配布する。

◆参考図書◆

新 臨床耳鼻咽喉科学〈1巻〉基礎編　中外医学社
こえとことばの科学　林義雄　鳳鳴堂書店
発話メカニズムの解剖と生理　Joel C. Kahane　インテルナ出版
歌声の科学　ヨハン・スンドベリ　東京電機大学出版社
音声生成の科学　発声とその障害　Ingo R. Titze著　新美成二監訳　医歯薬出版
新ことばの科学入門第2版　広瀬肇訳　医学書院

◆留意事項◆

発声に関わる医学的知識を総論的に学習することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

声の科学／音声生理学は声に関わる解剖，生理，疾患，および予防法を医学的に講義するものである。声の科学A／音声生理学Aは音声生
理学の基本となる耳鼻咽喉科学領域の器官の構造，機能および疾患を体系的に概括する。

1. 音の原理，聴覚の解剖と生理
2. 音の大脳生理，音楽中枢，絶対音感
3. 聴覚の疾患，音響外傷
4. 共鳴腔（鼻腔，副鼻腔，咽頭，口腔）の解剖と生理
5. 共鳴腔の疾患
6. 構音および構音障害
7. 喉頭の解剖と生理
8. 喉頭原音，声帯振動
9. 声の検査法
10. 音声障害(1)音声酷使によるもの
11. 音声障害(2)機能的疾患
12. 音声障害(3)その他
13. 呼吸の解剖と生理
14. 前期のまとめ(1)聴覚
15. 前期のまとめ(2)音声

なお，進行状況により内容変更の場合がある。

◆準備学習の内容◆

医学的な内容であるため発声や聴覚の解剖学および生理学的用語の予習などが望ましい

◆成績評価の方法◆

LAL258N

声の科学Ａ

楠山　敏行

◆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 1-321 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

声の科学B／音声生理学Bは声の科学A／音声生理学Aの理解を前提としているが，声の科学A／音声生理学Aを修了していないものも受講
可能とする。

音声生理学Bの期末学科試験（ペーパーテスト。持ち込み可）および授業への参加姿勢

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。必要に応じてプリントを配布する。

◆参考図書◆

こえとことばの科学　林義雄　鳳鳴堂書店
発話メカニズムの解剖と生理　Joel C. Kahane　インテルナ出版
歌声の科学　ヨハン・スンドベリ　東京電機大学出版社
音声生成の科学　発声とその障害　Ingo R. Titze著　新美成二監訳　医歯薬出版
新ことばの科学入門第2版　広瀬肇訳　医学書院

◆留意事項◆

発声と音楽に関わる医学的知識を各論的に学習することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

声の科学／音声生理学は声に関わる解剖，生理，疾患，および予防法を医学的に講義するものである。声の科学B／音声生理学Bは発声と
音楽に関連する医学的諸問題を専門的に解説する。

1. 前期のまとめ
2. ハイパーソニックエフェクト，マガーク効果など
3. 話声，歌唱，合唱
4. 声区，声種
5. ビブラートとノンビブラート，世界各地の発声
6. 声と呼吸
7. 声と年齢
8. 声と性
9. 声と心理，あがり症について
10. 喉頭クリニカルマッサージ
11. 人工音声
12. 音響
13. 歌手の音声障害
14. 声の衛生，予防，音声治療
15. 後期のまとめ

なお，進行状況により内容変更の場合がある。

◆準備学習の内容◆

医学的な内容であるため発声や聴覚の解剖学および生理学的用語の予習などが望ましい。

◆成績評価の方法◆

LAL259N

声の科学Ｂ

楠山　敏行

◆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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

演習中心に講義を進めていきます.一人ひとりの学生には,PC端末が一台ずつ割り当てられます.
学内ネットワークを利用しますので,IDとパスワードを忘れないようにしましょう.

「学術的水準に達しているレポート課題」もしくは「音楽プレゼンテーション」（任意）によって評価します．詳細については第５回「メディアリテラ
シー」から第８回「音楽プレゼンテーション」の中で説明します．

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回プリントを配布しますので,復習に活用しましょう.若尾良男先生が担当されている同名科目では
『情報リテラシー〈総合編〉』が指定されていますが,本講義(河瀬担当)では使用しません.

◆参考図書◆

授業内で適宜紹介します．

◆留意事項◆

本講義は現代の音楽を支えるテクノロジーについて理解を深めることと,それらを卒業後も十分に活用で  きるリテラシー(基礎知識・利用能力)
を身に付けることを目標としています.  各回では現代の音楽を支えるテクノロジーが誕生した歴史的背景と原理を音楽理論と照らし合せながら
紹  介し,音楽制作や音楽論文執筆のためのテクノロジーの活用法について学びます.

◆授業内容・計画◆

１）授業ガイダンス
２）プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
３）社会ネットワーク理論／音楽の骸骨のはなし
４）著作権と不正アクセス
５）メディアリテラシー
６）文書作成のためのインテリジェンス
７）デカルトの数学的思考法と西洋社会の真理
８）音楽プレゼンテーション
９）アリストテレスとウィトゲンシュタイン
１０）暗号解読とチューリングマシン
１１）初期の電子楽器とアルゴリズムによる作曲
１２）現代の音楽とテクノロジー／電子音楽の位置付け
１３）IRCAMとCCRMAの音楽
１４）新しい楽器の作り方
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽学,哲学,社会学,宗教学,心理学,言語学,情報学,統計学,数学,物理学など,いくつもの学問分野の垣根を越えて音楽とテクノロジーの協調に
迫ります.
各回独立したテーマを扱いますが,有機的に連携するように講義全体が設計されています.
理解を深めるために,授業前に各回の最後にまとめたポイントを復習して臨みましょう.

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

河瀬　彰宏

◆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 ０２

講義室 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

演習中心に講義を進めていきます.一人ひとりの学生には,PC端末が一台ずつ割り当てられます.
学内ネットワークを利用しますので,IDとパスワードを忘れないようにしましょう.

「学術的水準に達しているレポート課題」もしくは「音楽プレゼンテーション」（任意）によって評価します．詳細については第５回「メディアリテラ
シー」から第８回「音楽プレゼンテーション」の中で説明します．

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回プリントを配布しますので,復習に活用しましょう.若尾良男先生が担当されている同名科目では
『情報リテラシー〈総合編〉』が指定されていますが,本講義(河瀬担当)では使用しません.

◆参考図書◆

授業内で適宜紹介します．

◆留意事項◆

本講義は現代の音楽を支えるテクノロジーについて理解を深めることと,それらを卒業後も十分に活用で  きるリテラシー(基礎知識・利用能力)
を身に付けることを目標としています.  各回では現代の音楽を支えるテクノロジーが誕生した歴史的背景と原理を音楽理論と照らし合せながら
紹  介し,音楽制作や音楽論文執筆のためのテクノロジーの活用法について学びます.

◆授業内容・計画◆

１）授業ガイダンス
２）プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
３）社会ネットワーク理論／音楽の骸骨のはなし
４）著作権と不正アクセス
５）メディアリテラシー
６）文書作成のためのインテリジェンス
７）デカルトの数学的思考法と西洋社会の真理
８）音楽プレゼンテーション
９）アリストテレスとウィトゲンシュタイン
１０）暗号解読とチューリングマシン
１１）初期の電子楽器とアルゴリズムによる作曲
１２）現代の音楽とテクノロジー／電子音楽の位置付け
１３）IRCAMとCCRMAの音楽
１４）新しい楽器の作り方
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽学,哲学,社会学,宗教学,心理学,言語学,情報学,統計学,数学,物理学など,いくつもの学問分野の垣根を越えて音楽とテクノロジーの協調に
迫ります.
各回独立したテーマを扱いますが,有機的に連携するように講義全体が設計されています.
理解を深めるために,授業前に各回の最後にまとめたポイントを復習して臨みましょう.

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

河瀬　彰宏

◆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 ０３

講義室 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

演習中心に講義を進めていきます.一人ひとりの学生には,PC端末が一台ずつ割り当てられます.
学内ネットワークを利用しますので,IDとパスワードを忘れないようにしましょう.

「学術的水準に達しているレポート課題」もしくは「音楽プレゼンテーション」（任意）によって評価します．詳細については第５回「メディアリテラ
シー」から第８回「音楽プレゼンテーション」の中で説明します．

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回プリントを配布しますので,復習に活用しましょう.若尾良男先生が担当されている同名科目では
『情報リテラシー〈総合編〉』が指定されていますが,本講義(河瀬担当)では使用しません.

◆参考図書◆

授業内で適宜紹介します．

◆留意事項◆

本講義は現代の音楽を支えるテクノロジーについて理解を深めることと,それらを卒業後も十分に活用で  きるリテラシー(基礎知識・利用能力)
を身に付けることを目標としています.  各回では現代の音楽を支えるテクノロジーが誕生した歴史的背景と原理を音楽理論と照らし合せながら
紹  介し,音楽制作や音楽論文執筆のためのテクノロジーの活用法について学びます.

◆授業内容・計画◆

１）授業ガイダンス
２）プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
３）社会ネットワーク理論／音楽の骸骨のはなし
４）著作権と不正アクセス
５）メディアリテラシー
６）文書作成のためのインテリジェンス
７）デカルトの数学的思考法と西洋社会の真理
８）音楽プレゼンテーション
９）アリストテレスとウィトゲンシュタイン
１０）暗号解読とチューリングマシン
１１）初期の電子楽器とアルゴリズムによる作曲
１２）現代の音楽とテクノロジー／電子音楽の位置付け
１３）IRCAMとCCRMAの音楽
１４）新しい楽器の作り方
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽学,哲学,社会学,宗教学,心理学,言語学,情報学,統計学,数学,物理学など,いくつもの学問分野の垣根を越えて音楽とテクノロジーの協調に
迫ります.
各回独立したテーマを扱いますが,有機的に連携するように講義全体が設計されています.
理解を深めるために,授業前に各回の最後にまとめたポイントを復習して臨みましょう.

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

河瀬　彰宏

◆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 ０４

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

演習中心に講義を進めていきます.一人ひとりの学生には,PC端末が一台ずつ割り当てられます.
学内ネットワークを利用しますので,IDとパスワードを忘れないようにしましょう.

「学術的水準に達しているレポート課題」もしくは「音楽プレゼンテーション」（任意）によって評価します．詳細については第５回「メディアリテラ
シー」から第８回「音楽プレゼンテーション」の中で説明します．

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回プリントを配布しますので,復習に活用しましょう.若尾良男先生が担当されている同名科目では
『情報リテラシー〈総合編〉』が指定されていますが,本講義(河瀬担当)では使用しません.

◆参考図書◆

授業内で適宜紹介します．

◆留意事項◆

本講義は現代の音楽を支えるテクノロジーについて理解を深めることと,それらを卒業後も十分に活用で  きるリテラシー(基礎知識・利用能力)
を身に付けることを目標としています.  各回では現代の音楽を支えるテクノロジーが誕生した歴史的背景と原理を音楽理論と照らし合せながら
紹  介し,音楽制作や音楽論文執筆のためのテクノロジーの活用法について学びます.

◆授業内容・計画◆

１）授業ガイダンス
２）プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
３）社会ネットワーク理論／音楽の骸骨のはなし
４）著作権と不正アクセス
５）メディアリテラシー
６）文書作成のためのインテリジェンス
７）デカルトの数学的思考法と西洋社会の真理
８）音楽プレゼンテーション
９）アリストテレスとウィトゲンシュタイン
１０）暗号解読とチューリングマシン
１１）初期の電子楽器とアルゴリズムによる作曲
１２）現代の音楽とテクノロジー／電子音楽の位置付け
１３）IRCAMとCCRMAの音楽
１４）新しい楽器の作り方
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽学,哲学,社会学,宗教学,心理学,言語学,情報学,統計学,数学,物理学など,いくつもの学問分野の垣根を越えて音楽とテクノロジーの協調に
迫ります.
各回独立したテーマを扱いますが,有機的に連携するように講義全体が設計されています.
理解を深めるために,授業前に各回の最後にまとめたポイントを復習して臨みましょう.

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

河瀬　彰宏

◆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 ０５

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

演習中心に講義を進めていきます.一人ひとりの学生には,PC端末が一台ずつ割り当てられます.
学内ネットワークを利用しますので,IDとパスワードを忘れないようにしましょう.

「学術的水準に達しているレポート課題」もしくは「音楽プレゼンテーション」（任意）によって評価します．詳細については第５回「メディアリテラ
シー」から第８回「音楽プレゼンテーション」の中で説明します．

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回プリントを配布しますので,復習に活用しましょう.若尾良男先生が担当されている同名科目では
『情報リテラシー〈総合編〉』が指定されていますが,本講義(河瀬担当)では使用しません.

◆参考図書◆

授業内で適宜紹介します．

◆留意事項◆

本講義は現代の音楽を支えるテクノロジーについて理解を深めることと,それらを卒業後も十分に活用で  きるリテラシー(基礎知識・利用能力)
を身に付けることを目標としています.  各回では現代の音楽を支えるテクノロジーが誕生した歴史的背景と原理を音楽理論と照らし合せながら
紹  介し,音楽制作や音楽論文執筆のためのテクノロジーの活用法について学びます.

◆授業内容・計画◆

１）授業ガイダンス
２）プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
３）社会ネットワーク理論／音楽の骸骨のはなし
４）著作権と不正アクセス
５）メディアリテラシー
６）文書作成のためのインテリジェンス
７）デカルトの数学的思考法と西洋社会の真理
８）音楽プレゼンテーション
９）アリストテレスとウィトゲンシュタイン
１０）暗号解読とチューリングマシン
１１）初期の電子楽器とアルゴリズムによる作曲
１２）現代の音楽とテクノロジー／電子音楽の位置付け
１３）IRCAMとCCRMAの音楽
１４）新しい楽器の作り方
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽学,哲学,社会学,宗教学,心理学,言語学,情報学,統計学,数学,物理学など,いくつもの学問分野の垣根を越えて音楽とテクノロジーの協調に
迫ります.
各回独立したテーマを扱いますが,有機的に連携するように講義全体が設計されています.
理解を深めるために,授業前に各回の最後にまとめたポイントを復習して臨みましょう.

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

河瀬　彰宏

◆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 ０６

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

演習中心に講義を進めていきます.一人ひとりの学生には,PC端末が一台ずつ割り当てられます.
学内ネットワークを利用しますので,IDとパスワードを忘れないようにしましょう.

「学術的水準に達しているレポート課題」もしくは「音楽プレゼンテーション」（任意）によって評価します．詳細については第５回「メディアリテラ
シー」から第８回「音楽プレゼンテーション」の中で説明します．

◆教科書（使用テキスト）◆

毎回プリントを配布しますので,復習に活用しましょう.若尾良男先生が担当されている同名科目では
『情報リテラシー〈総合編〉』が指定されていますが,本講義(河瀬担当)では使用しません.

◆参考図書◆

授業内で適宜紹介します．

◆留意事項◆

本講義は現代の音楽を支えるテクノロジーについて理解を深めることと,それらを卒業後も十分に活用で  きるリテラシー(基礎知識・利用能力)
を身に付けることを目標としています.  各回では現代の音楽を支えるテクノロジーが誕生した歴史的背景と原理を音楽理論と照らし合せながら
紹  介し,音楽制作や音楽論文執筆のためのテクノロジーの活用法について学びます.

◆授業内容・計画◆

１）授業ガイダンス
２）プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
３）社会ネットワーク理論／音楽の骸骨のはなし
４）著作権と不正アクセス
５）メディアリテラシー
６）文書作成のためのインテリジェンス
７）デカルトの数学的思考法と西洋社会の真理
８）音楽プレゼンテーション
９）アリストテレスとウィトゲンシュタイン
１０）暗号解読とチューリングマシン
１１）初期の電子楽器とアルゴリズムによる作曲
１２）現代の音楽とテクノロジー／電子音楽の位置付け
１３）IRCAMとCCRMAの音楽
１４）新しい楽器の作り方
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

音楽学,哲学,社会学,宗教学,心理学,言語学,情報学,統計学,数学,物理学など,いくつもの学問分野の垣根を越えて音楽とテクノロジーの協調に
迫ります.
各回独立したテーマを扱いますが,有機的に連携するように講義全体が設計されています.
理解を深めるために,授業前に各回の最後にまとめたポイントを復習して臨みましょう.

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

河瀬　彰宏

◆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 ０７

講義室 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

授業は継続的な実習形式で進めていくので、できるだけ毎回出席すること。また、教科書に従って進めていくので、どうしても出席できない学生
は欠席日の授業で行われた実習課題をしておくこと。最終課題は必ず提出すること。パソコンや学内ネットワークを利用するので、自分のIDや
パスワードを忘れないこと、またそれらの管理に注意すること。

授業毎の演習課題および最終課題の提出状況とその内容とによって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『情報リテラシー Office2013』 杉本くみ子・大澤栄子 (実教出版 ISBN978-4-407-33253-7)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

高度情報化社会を支えるＩＣＴ(情報通信技術)やメディアとコミュニケーションとの関係の重要性が理解でき、パソコンの実習を通して、「コン
ピュータで何ができるのか」、「教育実践にどのように利用できるのか」などを考えることができ、文書作成、数的処理、プレゼンテーションなど
の基礎的なＩＣＴスキルを習得して教育実践に利用できる。

◆授業内容・計画◆

教育におけるＩＣＴの重要性およびＩＣＴとメディアとコミュニケーションとの関係を理解し、実際にパソコンを利用してＩＣＴの基礎となる情報リテラ
シーを修得する。Microsoft Wordを利用して文書作成の基本的な操作方法や、Microsoft Excelによる表計算の仕方を理解してデータの数的処
理操作・利用方法、さらに、効果的な授業や発表のためにMicrosoft PowerPointを利用して、コンピュータを利用したプレゼンテーションスキル
を習得する。また、コンピュータネットワーク利用で重要な情報倫理を学習する。
第１回　ガイダンス（授業の進め方、成績評価方法など）、メディアとコミュニケーション、教育と情報技術
第２回　InternetとWWWブラウザ、学内LANの利用の仕方
第３回　情報倫理・コンピュータ犯罪、Windowsの基本操作
第４回  Wordの概要と文書作成・編集・保存
第５回  ビジネス文書作成・図表や画像を活用した文書作成
第６回　テキストボックスの利用、ページ罫線の設定など応用操作
第７回　Wordによる文書作成の演習
第８回　Microsoft Excelの概要とデータ入力、ワークシートの編集・保存
第９回　表計算における数式処理と関数の利用
第１０回　グラフの作成方法と数的処理、ピボットテーブル、WordとExcelの連携
第１１回　Excelによる表計算演習
第１２回　Microsoft PowerPointの概要とスライド作成・編集・保存
第１３回　ワードアート・SmartArt・図形の利用
第１４回　アニメーション効果の利用、プレゼンテーション演習
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業前にテキストまたは配布資料の授業該当部分を熟読し問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

授業は継続的な実習形式で進めていくので、できるだけ毎回出席すること。また、教科書に従って進めていくので、どうしても出席できない学生
は欠席日の授業で行われた実習課題をしておくこと。最終課題は必ず提出すること。パソコンや学内ネットワークを利用するので、自分のIDや
パスワードを忘れないこと、またそれらの管理に注意すること。

授業毎の演習課題および最終課題の提出状況とその内容とによって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『情報リテラシー Office2013』 杉本くみ子・大澤栄子 (実教出版 ISBN978-4-407-33253-7)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

高度情報化社会を支えるＩＣＴ(情報通信技術)やメディアとコミュニケーションとの関係の重要性が理解でき、パソコンの実習を通して、「コン
ピュータで何ができるのか」、「教育実践にどのように利用できるのか」などを考えることができ、文書作成、数的処理、プレゼンテーションなど
の基礎的なＩＣＴスキルを習得して教育実践に利用できる。

◆授業内容・計画◆

教育におけるＩＣＴの重要性およびＩＣＴとメディアとコミュニケーションとの関係を理解し、実際にパソコンを利用してＩＣＴの基礎となる情報リテラ
シーを修得する。Microsoft Wordを利用して文書作成の基本的な操作方法や、Microsoft Excelによる表計算の仕方を理解してデータの数的処
理操作・利用方法、さらに、効果的な授業や発表のためにMicrosoft PowerPointを利用して、コンピュータを利用したプレゼンテーションスキル
を習得する。また、コンピュータネットワーク利用で重要な情報倫理を学習する。
第１回　ガイダンス（授業の進め方、成績評価方法など）、メディアとコミュニケーション、教育と情報技術
第２回　InternetとWWWブラウザ、学内LANの利用の仕方
第３回　情報倫理・コンピュータ犯罪、Windowsの基本操作
第４回  Wordの概要と文書作成・編集・保存
第５回  ビジネス文書作成・図表や画像を活用した文書作成
第６回　テキストボックスの利用、ページ罫線の設定など応用操作
第７回　Wordによる文書作成の演習
第８回　Microsoft Excelの概要とデータ入力、ワークシートの編集・保存
第９回　表計算における数式処理と関数の利用
第１０回　グラフの作成方法と数的処理、ピボットテーブル、WordとExcelの連携
第１１回　Excelによる表計算演習
第１２回　Microsoft PowerPointの概要とスライド作成・編集・保存
第１３回　ワードアート・SmartArt・図形の利用
第１４回　アニメーション効果の利用、プレゼンテーション演習
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業前にテキストまたは配布資料の授業該当部分を熟読し問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆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 ０９

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

授業は継続的な実習形式で進めていくので、できるだけ毎回出席すること。また、教科書に従って進めていくので、どうしても出席できない学生
は欠席日の授業で行われた実習課題をしておくこと。最終課題は必ず提出すること。パソコンや学内ネットワークを利用するので、自分のIDや
パスワードを忘れないこと、またそれらの管理に注意すること。

授業毎の演習課題および最終課題の提出状況とその内容とによって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『情報リテラシー Office2013』 杉本くみ子・大澤栄子 (実教出版 ISBN978-4-407-33253-7)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

高度情報化社会を支えるＩＣＴ(情報通信技術)やメディアとコミュニケーションとの関係の重要性が理解でき、パソコンの実習を通して、「コン
ピュータで何ができるのか」、「教育実践にどのように利用できるのか」などを考えることができ、文書作成、数的処理、プレゼンテーションなど
の基礎的なＩＣＴスキルを習得して教育実践に利用できる。

◆授業内容・計画◆

教育におけるＩＣＴの重要性およびＩＣＴとメディアとコミュニケーションとの関係を理解し、実際にパソコンを利用してＩＣＴの基礎となる情報リテラ
シーを修得する。Microsoft Wordを利用して文書作成の基本的な操作方法や、Microsoft Excelによる表計算の仕方を理解してデータの数的処
理操作・利用方法、さらに、効果的な授業や発表のためにMicrosoft PowerPointを利用して、コンピュータを利用したプレゼンテーションスキル
を習得する。また、コンピュータネットワーク利用で重要な情報倫理を学習する。
第１回　ガイダンス（授業の進め方、成績評価方法など）、メディアとコミュニケーション、教育と情報技術
第２回　InternetとWWWブラウザ、学内LANの利用の仕方
第３回　情報倫理・コンピュータ犯罪、Windowsの基本操作
第４回  Wordの概要と文書作成・編集・保存
第５回  ビジネス文書作成・図表や画像を活用した文書作成
第６回　テキストボックスの利用、ページ罫線の設定など応用操作
第７回　Wordによる文書作成の演習
第８回　Microsoft Excelの概要とデータ入力、ワークシートの編集・保存
第９回　表計算における数式処理と関数の利用
第１０回　グラフの作成方法と数的処理、ピボットテーブル、WordとExcelの連携
第１１回　Excelによる表計算演習
第１２回　Microsoft PowerPointの概要とスライド作成・編集・保存
第１３回　ワードアート・SmartArt・図形の利用
第１４回　アニメーション効果の利用、プレゼンテーション演習
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業前にテキストまたは配布資料の授業該当部分を熟読し問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆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 １０

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

授業は継続的な実習形式で進めていくので、できるだけ毎回出席すること。また、教科書に従って進めていくので、どうしても出席できない学生
は欠席日の授業で行われた実習課題をしておくこと。最終課題は必ず提出すること。パソコンや学内ネットワークを利用するので、自分のIDや
パスワードを忘れないこと、またそれらの管理に注意すること。

授業毎の演習課題および最終課題の提出状況とその内容とによって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『情報リテラシー Office2013』 杉本くみ子・大澤栄子 (実教出版 ISBN978-4-407-33253-7)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

高度情報化社会を支えるＩＣＴ(情報通信技術)やメディアとコミュニケーションとの関係の重要性が理解でき、パソコンの実習を通して、「コン
ピュータで何ができるのか」、「教育実践にどのように利用できるのか」などを考えることができ、文書作成、数的処理、プレゼンテーションなど
の基礎的なＩＣＴスキルを習得して教育実践に利用できる。

◆授業内容・計画◆

教育におけるＩＣＴの重要性およびＩＣＴとメディアとコミュニケーションとの関係を理解し、実際にパソコンを利用してＩＣＴの基礎となる情報リテラ
シーを修得する。Microsoft Wordを利用して文書作成の基本的な操作方法や、Microsoft Excelによる表計算の仕方を理解してデータの数的処
理操作・利用方法、さらに、効果的な授業や発表のためにMicrosoft PowerPointを利用して、コンピュータを利用したプレゼンテーションスキル
を習得する。また、コンピュータネットワーク利用で重要な情報倫理を学習する。
第１回　ガイダンス（授業の進め方、成績評価方法など）、メディアとコミュニケーション、教育と情報技術
第２回　InternetとWWWブラウザ、学内LANの利用の仕方
第３回　情報倫理・コンピュータ犯罪、Windowsの基本操作
第４回  Wordの概要と文書作成・編集・保存
第５回  ビジネス文書作成・図表や画像を活用した文書作成
第６回　テキストボックスの利用、ページ罫線の設定など応用操作
第７回　Wordによる文書作成の演習
第８回　Microsoft Excelの概要とデータ入力、ワークシートの編集・保存
第９回　表計算における数式処理と関数の利用
第１０回　グラフの作成方法と数的処理、ピボットテーブル、WordとExcelの連携
第１１回　Excelによる表計算演習
第１２回　Microsoft PowerPointの概要とスライド作成・編集・保存
第１３回　ワードアート・SmartArt・図形の利用
第１４回　アニメーション効果の利用、プレゼンテーション演習
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業前にテキストまたは配布資料の授業該当部分を熟読し問題点を明確にしておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL242N

教育メディア論

若尾　良男

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 金１ 単位数 2単位

備考

原則として、教員による講義形式・板書を中心に進めます。そのため、ノート・テイキングと整理が重要になります。上で述べましたが、履修者
の人数によっては、授業スタイルを演習形式のものとすることも考えています。遅刻、欠席はその度ごとに減点対象とします。

期末試験ないしは期末レポート、報告により評価します（期末試験の場合は、持ち込み不可）。それ以外に毎回の授業ごとの演習や複数回の
レポート課題を課す場合もあります。履修人数によっては、演習形式の報告・レポート提出による授業進行・評価とすることも考えています。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

金原達夫著『やさしい経営学』（文眞堂）

◆留意事項◆

現代社会は、企業活動によって構成されています。私達の身の回りの事柄で、企業が関わらないものはほとんど存在しません。この授業で
は、企業の組織や経営をよりよく理解するための、企業の「戦略」を学んで理解します。また、受講者には演習として、報告やグループワークを
してもらいます。

◆授業内容・計画◆

授業の進捗状況に合わせて、講義の順番・内容を調整・変更していきます。また、受講者の反応や理解に合わせて、適宜、関連する企業事例
や研究トピックを講義に組み込むため、内容・順番ともに変更する可能性があり、おおよその目安として捉えてください。

1　ガイダンス：経営学・企業経営とは何か
2　会社の成立
3　株式市場と株式会社
4　環境変化の展望
5　市場経済の中の企業
6　製品ライフサイクル
7　成長戦略・多角化
8　経験曲線効果
9  SWOT分析
10 プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント
11 競争戦略①-5つの競争要因
12 競争戦略②-価値連鎖
13 演習・報告①
14 演習・報告②
15 まとめ

◆準備学習の内容◆

新聞やニュースなどで、自分の興味・関心に従い、日本経済と日本企業の記事を読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL271N

企業の組織と経営

山本　聡

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 金１ 単位数 2単位

備考

原則として、教員による講義形式・板書を中心に進めます。そのため、ノート・テイキングと整理が重要になります。上で述べましたが、履修者
の人数によっては、授業スタイルを演習形式のものとすることも考えています。遅刻、欠席はその度ごとに減点対象とします。

原則として、期末試験により評価します（持ち込み不可）。それ以外にレポート課題などの平常点を課す場合もあります。履修人数によっては、
演習形式の報告・レポート提出による授業進行・評価とすることも考えています。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

金原達夫著『やさしい経営学』（文眞堂）

◆留意事項◆

現代社会は、企業活動によって構成されています。私達の身の回りの事柄で、企業が関わらないものはほとんど存在しません。この授業で
は、企業の組織や経営をよりよく理解するための、企業の「組織」を学んで理解します。また、受講者には演習として、報告やグループワークを
してもらいます。

◆授業内容・計画◆

1　ガイダンス
2　組織とは何か
3　経営管理
4　組織の中の人間モデル
5　組織理論の発展と特徴
6  組織設計
7  組織文化
8  企業組織の国際比較
9  コーポレート・ガバナンス
10 モチベーション理論
11 リーダーシップ理論
12 参加とリーダーシップ
13 経営者のリーダーシップ
14 演習・報告①
15 演習・報告②

※ 上記の講義項目はそれぞれが密接に関連しています。そのため、受講者の理解や内容、授業の進捗状況に合わせて、講義の順番・内容を
変更・調整していきます。

◆準備学習の内容◆

新聞やニュースを読むことから、自分なりの中小企業への関心を持っておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL271N

企業の組織と経営

山本　聡

◆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 1-225 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

問題意識を持って学ぶ姿勢を重視する。

授業中に理解度確認課題の提出を求め、授業終了後にレポートの提出を求める。理解度確認課題・授業に対する姿勢（50％）、レポート
（50％）を総合して成績評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『財務会計・入門』桜井久勝・須田一幸著（有斐閣）

◆参考図書◆

『決算書がスラスラわかる 財務３表一体理解法』國貞克則著（朝日新聞社）

◆留意事項◆

今日の経済社会でビジネスや生活を営むためには、財産はいくらあるのか、いくら儲かったのか、そしてお金の流れはどうなっているのかを把
握することが必須であり、経済常識として会計の仕組みを知ることが欠かせない。しかし、会計には専門用語や独自の概念が多く、敬遠されが
ちである。
そこで、本講義では、会計の考え方と仕組みについて、企業の財務諸表（決算書）の事例を用いて解説し、会計を身近なものとして理解できる
ようにする。これにより、財産、儲け及びお金の流れの状況を、どのようにして把握し、その情報をどのように活用すればよいかについての基本
的な考え方を修得することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

講義は、以下のステップで進める。

<b>１.会計の役割と基本原則</b>
（会計は何のためにあり、どのような基本原則があるか）
・会計の種類と役割
・財務会計（外部報告会計）のシステムと基本原則

<b>２.企業の経営活動と会計</b>
（企業の経営活動は、会計ではどのように表現されるか）
・企業の設立と資金調達
・仕入・生産活動
・販売活動
・設備投資と研究開発
・資金の管理と運用
・税金と配当

<b>３.財務諸表の作成と報告</b>
（企業の財務諸表は、どのように作成され、公表されるか）
・財務諸表の作成と公開
・企業集団の財務報告

<b>４.財務諸表による経営分析</b>
（企業の財務諸表を比較・分析して、何を読み取るか）
・収益性の分析
・安全性の分析

なお、教科書の第８章国際活動は、応用的な分野であるため、本講義では取り上げない。

◆準備学習の内容◆

教科書『財務会計・入門』を事前に読んでおくこと。また、自らが関心を持っている企業の事業内容と業績について、新聞記事や企業のＷｅｂサ
イトを見て、疑問点を列挙しておくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL272N

日本の社会と経済

石島　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 1-225 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

課題・小テスト（70％）‥基本的知識の獲得および理解の評価
受講態度（30％）‥授業への参加意欲及び態度の評価

◆教科書（使用テキスト）◆

使用しない。参考資料を随時配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

生涯にわたる日常生活のお金に関する基本的知識を修得し、経済社会のしくみや消費生活の現状を理解する。お金に関する基本的な事項に
ついて説明できるようにし、現在発生している消費者問題を踏まえて、私たちはどのように消費生活をしていけばよいか、具体的に考えていくこ
とを目標とする。

◆授業内容・計画◆

本授業では、生涯にわたる日常生活のお金に関する内容を幅広く扱う。各回の授業を通して、私たちはどのように消費生活をしていけばよい
か具体的に考える。グループ活動などを適宜導入する。
１）オリエンテーション
２）大学生の生活設計
３）契約と商品・サービスの購入
４）クレジットカード
５）多重債務問題
６）消費者問題の変遷
７）消費者トラブル
８）消費者関連法規
９）経済・金融のしくみ
10）社会保険
11）生命保険と損害保険
12）税金
13）不動産
14）相続
15）総括

◆準備学習の内容◆

日常生活のお金に関する内容や消費者問題について、新聞やニュースなどで情報収集をして、読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

LAL276N

お金とくらし（生涯生活設計）

神山　久美

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

※試験はすべて暗譜で演奏する。
※伴奏者は本学学部学生（アドヴァンスト・コース生を含む）に限る。
※レパートリー・シート記述曲や試験曲は各セメスターで重複しない。
※前奏、間奏などのカットは可。
※全音出版社のイタリア歌曲集１～４巻に含まれる曲は「アリア」表記であっても歌曲扱いとする。但し「歌曲」として受験する場合は、レチタ
ティーヴォを除く。
※日本歌曲は出版されているものに限定する。

　演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　個々に応じた楽譜を用いる

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　声楽を専門とする学生としての発声・呼吸法を身につけるとともに、歌曲（イタリア歌曲、ドイツ歌曲、フランス歌曲、日本歌曲）の学修を通し
て、個々の豊かな感性と表現力をはぐくみ、心に響く演奏ができるようにする。

◆授業内容・計画◆

　教師と生徒が１対１のレッスン形式で下記を学ぶ。学生の演奏技術や音楽的能力が異なるため、個々の学生に応じた課題曲を扱う。学生は
学んだことをレパートリーシートに記入し、学びの軌跡を振り返るとともに、それをもとに見通しをもって主体的に自らを高められるような仕組み
で行う。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする歌曲１に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする歌曲１の音の確認
第４回：課題とする歌曲１の多様な歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題とする歌曲１の仕上げ
第6回：課題とする歌曲２に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第７回：課題とする歌曲２の音の確認
第８回：課題とする歌曲２の多様な歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題とする歌曲２の仕上げ
第10回：課題とする歌曲３に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第11回：課題とする歌曲３の音の確認
第12回：課題とする歌曲３の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする歌曲３の仕上げ
第14回：歌曲１、２、３のまとめの演奏と演奏試験での曲の決定
第15回：試験で演奏する歌曲の表現の追究
定期試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨む。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

VMP001N

専門実技（声楽）Ⅰ

（Ｖ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

※試験はすべて暗譜で演奏すること。
※伴奏者は本学学部学生（アドヴァンスト・コース生を含む）に限る。
※レパートリー・シート記述曲や試験曲は各セメスターで重複しないこと。
※前奏、間奏などのカットは可。
※全音出版社のイタリア歌曲集１～４巻に含まれる曲は「アリア」表記であっても歌曲扱いとする。但し「歌曲」として受験する場合は、レチタ
ティーヴォを除くこと。
※日本歌曲は出版されているものに限定する。

　演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　演奏実技（声楽）Ⅰの学びの上に立ち、声楽を専門とする学生としての発声・呼吸法を身につけるとともに、歌曲（イタリア歌曲、ドイツ歌曲、フ
ランス歌曲、日本歌曲）の学修を通して、個々の豊かな感性と表現力をはぐくみ、心に響く演奏ができるようにする。

◆授業内容・計画◆

　教師と生徒が１対１のレッスン形式で下記を学ぶ。学生の演奏技術や音楽的能力が異なるため、個々の学生に応じた課題曲を扱う。学生は
学んだことをレパートリーシートに記入し、学びの軌跡を振り返るとともに、それをもとに見通しをもって主体的に自らを高められるような仕組み
で行う。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする歌曲４に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする歌曲４の音の確認
第４回：課題とする歌曲４の多様な歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題とする歌曲４の仕上げ
第6回：課題とする歌曲５に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第７回：課題とする歌曲５の音の確認
第８回：課題とする歌曲５の多様な歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題とする歌曲５の仕上げ
第10回：課題とする歌曲６に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第11回：課題とする歌曲６の音の確認
第12回：課題とする歌曲６の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする歌曲６の仕上げ
第14回：歌曲４、５、６のまとめの演奏と演奏試験での曲の決定
第15回：試験で演奏する歌曲の表現の追究
定期試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨む。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

VMP002N

専門実技（声楽）Ⅱ

（Ｖ）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

※試験はすべて暗譜で演奏すること。
※伴奏者は本学学部学生（アドヴァンスト・コース生を含む）に限る。
※レパートリー・シート記述曲や試験曲は各セメスターで重複しないこと。
※前奏、間奏などのカットは可。
※全音出版社のイタリア歌曲集１～４巻に含まれる曲は「アリア」表記であっても歌曲扱いとする。但し「歌曲」として受験する場合は、レチタ
ティーヴォを除くこと。
※日本歌曲は出版されているものに限定する。

　演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　演奏実技（声楽）Ⅰ、Ⅱの学びの上に立ち、声楽を専門とする学生としての発声・呼吸法を身につけるとともに、歌曲（イタリア歌曲、ドイツ歌
曲、フランス歌曲、日本歌曲）の学修を通して、個々の豊かな感性と表現力をはぐくみ、心に響く演奏ができるようにする。

◆授業内容・計画◆

　教師と生徒が１対１のレッスン形式で下記を学ぶ。学生の演奏技術や音楽的能力が異なるため、個々の学生に応じた課題曲を扱う。学生は
学んだことをレパートリーシートに記入し、学びの軌跡を振り返るとともに、それをもとに見通しをもって主体的に自らを高められるような仕組み
で行う。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする歌曲7に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする歌曲7の音の確認
第４回：課題とする歌曲7の多様な歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題とする歌曲7の仕上げ
第6回：課題とする歌曲8に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第７回：課題とする歌曲8の音の確認
第８回：課題とする歌曲8の多様な歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題とする歌曲8の仕上げ
第10回：課題とする歌曲9に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第11回：課題とする歌曲9の音の確認
第12回：課題とする歌曲9の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする歌曲9の仕上げ
第14回：歌曲7、8、9のまとめの演奏と演奏試験での曲の決定
第15回：試験で演奏する歌曲の表現の追究
定期試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

VMP003N

専門実技（声楽）Ⅲ

（Ｖ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

※試験はすべて暗譜で演奏する。
※伴奏者は本学学部学生（アドヴァンスト・コース生を含む）に限る。
※レパートリー・シート記述曲や試験曲は各セメスターで重複しない。
※前奏、間奏などのカットは可。
※全音出版社のイタリア歌曲集１～４巻に含まれる曲は「アリア」表記であっても歌曲扱いとする。但し「歌曲」として受験する場合は、レチタ
ティーヴォを除く。
※日本歌曲は出版されているものに限定する。

　演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　個々に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　演奏実技（声楽）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの学びの上に立ち、声楽を専門とする学生としての発声・呼吸法を身につけるとともに、歌曲（イタリア歌曲、ドイツ
歌曲、フランス歌曲、日本歌曲）の学修を通して、個々の豊かな感性と表現力をはぐくみ、心に響く演奏ができるようにする。

◆授業内容・計画◆

　教師と生徒が１対１のレッスン形式で下記を学ぶ。学生の演奏技術や音楽的能力が異なるため、個々の学生に応じた課題曲を扱う。学生は
学んだことをレパートリーシートに記入し、学びの軌跡を振り返るとともに、それをもとに見通しをもって主体的に自らを高められるような仕組み
で行う。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：課題とする歌曲10に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第３回：課題とする歌曲10の音の確認
第４回：課題とする歌曲10の多様な歌唱表現の検討と工夫
第５回：課題とする歌曲10の仕上げ
第6回：課題とする歌曲11に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第７回：課題とする歌曲11の音の確認
第８回：課題とする歌曲11の多様な歌唱表現の検討と工夫
第９回：課題とする歌曲11の仕上げ
第10回：課題とする歌曲12に求められる発声法と呼吸法、発音、作品の背景
第11回：課題とする歌曲12の音の確認
第12回：課題とする歌曲12の多様な歌唱表現の検討と工夫
第13回：課題とする歌曲12の仕上げ
第14回：歌曲10、11、12のまとめの演奏と演奏試験での曲の決定
第15回：試験で演奏する歌曲の表現の追究
定期試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨む。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

VMP004N

専門実技（声楽）Ⅳ

（Ｖ）

◆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,3年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）、
『VACCAJ』（RICORDI版）

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）ほかを随時紹介する。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音のヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音の質を高める。

◆授業内容・計画◆

・７つの母音と様々な子音を練習する。
・ディットンギ（二重音）、トゥリットンギ（三重母音）、イアー　ト（母音分離）の練習。
・シッラバ（音節）の分け方を学ぶ。
・アルファベートの発音を練習する。
・VACCAJによる歌唱法を研究する。
・イタリア古典歌曲のアナリーゼをする。
・伊和辞典の使い方I（略語等の解説・小学館出版）

１）オリエンテーション／アルファベットの読み方　ほか
２）アルファベットの読み方の復習
３）７つの母音と子音の練習
４）７つの母音と子音の復習
５）ヴァッカーイ「Manca sollecita」朗誦
６）伊和辞典の使い方、音節の分け方
７）ヴァッカーイ「Semplicetta tortorella」朗誦
８）アクセントと朗誦法の関係性の研究
９）ヴァッカーイ「Lascia il lido」朗誦
10）「Caro mio ben」発音練習　ほか
11）「Sebben crudele」発音練習　ほか
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）前期末試験
14）試験講評／いろいろなイタリア語に慣れる
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS005N

イタリア語ディクションⅠ

小澤　慎吾

◆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,3年 クラス ０２

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）、
『VACCAJ』（RICORDI版）

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）ほかを随時紹介する。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音のヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音の質を高める。

◆授業内容・計画◆

・７つの母音と様々な子音を練習する。
・ディットンギ（二重音）、トゥリットンギ（三重母音）、イアー　ト（母音分離）の練習。
・シッラバ（音節）の分け方を学ぶ。
・アルファベートの発音を練習する。
・VACCAJによる歌唱法を研究する。
・イタリア古典歌曲のアナリーゼをする。
・伊和辞典の使い方I（略語等の解説・小学館出版）

１）オリエンテーション／アルファベットの読み方　ほか
２）アルファベットの読み方の復習
３）７つの母音と子音の練習
４）７つの母音と子音の復習
５）ヴァッカーイ「Manca sollecita」朗誦
６）伊和辞典の使い方、音節の分け方
７）ヴァッカーイ「Semplicetta tortorella」朗誦
８）アクセントと朗誦法の関係性の研究
９）ヴァッカーイ「Lascia il lido」朗誦
10）「Caro mio ben」発音練習　ほか
11）「Sebben crudele」発音練習　ほか
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）前期末試験
14）試験講評／いろいろなイタリア語に慣れる
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS005N

イタリア語ディクションⅠ

小澤　慎吾

◆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,3年 クラス ０３

講義室 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えてください。

平常の授業への取り組み、授業内レポート及び習熟度により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）、
『VACCAJ』（RICORDI版）

※VACCAJは楽譜なので自分の声種にあったものを１冊用意すること。

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）など、随時紹介します。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音のヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究します。

◆授業内容・計画◆

・７つの母音と様々な子音練習。
・ディットンギ（二重音）、トゥリットンギ（三重母音）、イアート（母音分離）練習。
・シッラバ（音節）の分け方を学ぶ。
・アルファベートの発音練習。
・VACCAJによる歌唱法の研究。
・イタリア古典歌曲のアナリーゼ。
・伊和辞典の使い方I（略語等の解説・小学館出版）

１）オリエンテーション
２）アルファベットの読み方　ほか
３）アルファベットの読み方の復習
４）７つの母音と子音の練習
５）７つの母音と子音の復習
６）ヴァッカーイ「Manca sollecita」朗誦
７）伊和辞典の使い方、音節の分け方
８）ヴァッカーイ「Semplicetta tortorella」朗誦
９）アクセントと朗誦法の関係性の研究
10）ヴァッカーイ「Lascia il lido」朗誦
11）「Caro mio ben」発音練習　ほか
12）「Sebben crudele」発音練習　ほか
13）試験課題の説明・練習　ほか
14）前期学習項目の確認など
15）授業内発表の講評／いろいろなイタリア語に慣れる

※各回の授業内容は進度により変更することがあります。

◆準備学習の内容◆

予習に関しては、授業内で朗読をおこなう作品の詩（歌詞）の意味調べをおこなってもらいます。
復習に関しては、授業内で学んだ発音について反復練習が必要な場合には自宅での練習もおこなってもらいます。

◆成績評価の方法◆

VMS005N

イタリア語ディクション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,3年 クラス ０４

講義室 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えてください。

平常の授業への取り組み、授業内レポート及び習熟度により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）、
『VACCAJ』（RICORDI版）

※VACCAJは楽譜なので自分の声種にあったものを１冊用意すること。

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）など、随時紹介します。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音のヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究します。

◆授業内容・計画◆

・７つの母音と様々な子音練習。
・ディットンギ（二重音）、トゥリットンギ（三重母音）、イアート（母音分離）練習。
・シッラバ（音節）の分け方を学ぶ。
・アルファベートの発音練習。
・VACCAJによる歌唱法の研究。
・イタリア古典歌曲のアナリーゼ。
・伊和辞典の使い方I（略語等の解説・小学館出版）

１）オリエンテーション
２）アルファベットの読み方　ほか
３）アルファベットの読み方の復習
４）７つの母音と子音の練習
５）７つの母音と子音の復習
６）ヴァッカーイ「Manca sollecita」朗誦
７）伊和辞典の使い方、音節の分け方
８）ヴァッカーイ「Semplicetta tortorella」朗誦
９）アクセントと朗誦法の関係性の研究
10）ヴァッカーイ「Lascia il lido」朗誦
11）「Caro mio ben」発音練習　ほか
12）「Sebben crudele」発音練習　ほか
13）試験課題の説明・練習　ほか
14）前期学習項目の確認など
15）授業内発表の講評／いろいろなイタリア語に慣れる

※各回の授業内容は進度により変更することがあります。

◆準備学習の内容◆

予習に関しては、授業内で朗読をおこなう作品の詩（歌詞）の意味調べをおこなってもらいます。
復習に関しては、授業内で学んだ発音について反復練習が必要な場合には自宅での練習もおこなってもらいます。

◆成績評価の方法◆

VMS005N

イタリア語ディクション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,3年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）
『VACCAJ』（RICORDI版）

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）ほかを随時紹介する。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音とのヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音の質を高める。

◆授業内容・計画◆

・“Ｅ”，“Ｏ”の開口母音と閉口母音の違いと“Ｕ”を徹底的に練習する。
・アッチェントの位置及びグラーヴェ（｀）、アクート（´）の用い方。
・日本人の苦手な子音の徹底。
（ｃｈ，ｇｈ，ｇｌ，ｒ，ｌ，ｇｎ，ｓｃ，ｖ，ｄｏｐｐｉｏ等）
・音楽用語の発音I
・VACCAJによる歌唱法を研究する。
・イタリア歌曲のアナリーゼを行い朗誦する。
・伊和辞典の使い方II（専門用語、図版の説明・小学館出版）

１）開口母音と閉口母音の練習
２）音楽用語の発音練習・アクセントの復習
３）ヴァッカーイ「Avvezzo a vivere」朗誦
４）ヴァッカーイ「Bella prova」朗誦
５）ヴァッカーイ「Fra l’ombre un lampo solo」朗誦
６）苦手な母音及び子音練習・伊和辞典の使い方と発展
７）トスティ歌曲の朗誦I
８）トスティ歌曲の朗誦II
９）ベッリーニ歌曲の朗誦
10）ロッシーニ歌曲の朗誦
11）ドナウディ歌曲の練朗誦
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）後期末試験
14）試験講評／イタリア歌曲研究
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS006N

イタリア語ディクションⅡ

小澤　慎吾

◆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,3年 クラス ０２

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）
『VACCAJ』（RICORDI版）

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）ほかを随時紹介する。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音とのヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音の質を高める。

◆授業内容・計画◆

・“Ｅ”，“Ｏ”の開口母音と閉口母音の違いと“Ｕ”を徹底的に練習する。
・アッチェントの位置及びグラーヴェ（｀）、アクート（´）の用い方。
・日本人の苦手な子音の徹底。
（ｃｈ，ｇｈ，ｇｌ，ｒ，ｌ，ｇｎ，ｓｃ，ｖ，ｄｏｐｐｉｏ等）
・音楽用語の発音I
・VACCAJによる歌唱法を研究する。
・イタリア歌曲のアナリーゼを行い朗誦する。
・伊和辞典の使い方II（専門用語、図版の説明・小学館出版）

１）開口母音と閉口母音の練習
２）音楽用語の発音練習・アクセントの復習
３）ヴァッカーイ「Avvezzo a vivere」朗誦
４）ヴァッカーイ「Bella prova」朗誦
５）ヴァッカーイ「Fra l’ombre un lampo solo」朗誦
６）苦手な母音及び子音練習・伊和辞典の使い方と発展
７）トスティ歌曲の朗誦I
８）トスティ歌曲の朗誦II
９）ベッリーニ歌曲の朗誦
10）ロッシーニ歌曲の朗誦
11）ドナウディ歌曲の練朗誦
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）後期末試験
14）試験講評／イタリア歌曲研究
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS006N

イタリア語ディクションⅡ

小澤　慎吾

◆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,3年 クラス ０３

講義室 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えてください。

平常の授業への取り組み、授業内レポート及び習熟度により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

伊語ディクションⅠと同様。

『伊和中辞典』（小学館）、
『VACCAJ』（RICORDI版）

※VACCAJは楽譜なので自分の声種にあったものを一冊用意してください。

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）ほか、随時紹介します。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音とのヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究します。

◆授業内容・計画◆

・“Ｅ”，“Ｏ”の開口母音と閉口母音の違い、母音“Ｕ”の徹底的な練習。
・アッチェントの位置及びグラーヴェ（｀）、アクート（´）の用い方。
・日本人の苦手な子音の徹底。
（ｃｈ，ｇｈ，ｇｌ，ｒ，ｌ，ｇｎ，ｓｃ，ｖ，ｄｏｐｐｉｏ等）
・音楽用語の発音I
・VACCAJによる歌唱法の研究。
・イタリア歌曲のアナリーゼを行い朗誦。
・伊和辞典の使い方II（専門用語、図版の説明・小学館出版）

１）イタリア語ディクョンIの復習
２）開口母音と閉口母音の練習
３）音楽用語の発音練習・アクセントの復習
４）ヴァッカーイ「Avvezzo a vivere」朗誦
５）ヴァッカーイ「Bella prova」朗誦
６）ヴァッカーイ「Fra l’ombre un lampo solo」朗誦
７）苦手な母音及び子音練習・伊和辞典の使い方と発展
８）トスティ歌曲の朗誦I
９）トスティ歌曲の朗誦II
10）ベッリーニ歌曲の朗誦
11）ロッシーニ歌曲の朗誦
12）ドナウディ歌曲の朗誦I
13）ドナウディ歌曲の朗読II
14）後期学習内容の確認など
15）授業内発表の講評／イタリア歌曲研究

※各回の授業内容は進度により変更することがあります。

◆準備学習の内容◆

予習に関しては、授業内で扱う作品の詩（歌詞）の意味調べをおこなってもらいます。
復習に関しては、授業で学んだ事項について反復練習が必要な場合には自宅でも練習をしてもらいます。

◆成績評価の方法◆

VMS006N

イタリア語ディクション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,3年 クラス ０４

講義室 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えてください。

平常の授業への取り組み、授業内レポート及び習熟度により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

伊語ディクションⅠと同様。

『伊和中辞典』（小学館）、
『VACCAJ』（RICORDI版）

※VACCAJは楽譜なので自分の声種にあったものを一冊用意してください。

◆参考図書◆

『イタリア歌曲を朗読しよう』（ヤマハミュージックメディア刊）ほか、随時紹介します。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に7つの母音と子音とのヴァリエーション、シラブル、アクセントを学び、テキストの朗読及び舞台発音法を用いた
朗誦を実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究します。

◆授業内容・計画◆

・“Ｅ”，“Ｏ”の開口母音と閉口母音の違い、母音“Ｕ”の徹底的な練習。
・アッチェントの位置及びグラーヴェ（｀）、アクート（´）の用い方。
・日本人の苦手な子音の徹底。
（ｃｈ，ｇｈ，ｇｌ，ｒ，ｌ，ｇｎ，ｓｃ，ｖ，ｄｏｐｐｉｏ等）
・音楽用語の発音I
・VACCAJによる歌唱法の研究。
・イタリア歌曲のアナリーゼを行い朗誦。
・伊和辞典の使い方II（専門用語、図版の説明・小学館出版）

１）イタリア語ディクョンIの復習
２）開口母音と閉口母音の練習
３）音楽用語の発音練習・アクセントの復習
４）ヴァッカーイ「Avvezzo a vivere」朗誦
５）ヴァッカーイ「Bella prova」朗誦
６）ヴァッカーイ「Fra l’ombre un lampo solo」朗誦
７）苦手な母音及び子音練習・伊和辞典の使い方と発展
８）トスティ歌曲の朗誦I
９）トスティ歌曲の朗誦II
10）ベッリーニ歌曲の朗誦
11）ロッシーニ歌曲の朗誦
12）ドナウディ歌曲の朗誦I
13）ドナウディ歌曲の朗読II
14）後期学習内容の確認など
15）授業内発表の講評／イタリア歌曲研究

※各回の授業内容は進度により変更することがあります。

◆準備学習の内容◆

予習に関しては、授業内で扱う作品の詩（歌詞）の意味調べをおこなってもらいます。
復習に関しては、授業で学んだ事項について反復練習が必要な場合には自宅でも練習をしてもらいます。

◆成績評価の方法◆

VMS006N

イタリア語ディクション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,2年,3年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

平常の授業への取り組み、授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』　（小学館）
『VACCAJ』（RICORDI版）

◆参考図書◆

随時紹介する。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に朗読及び舞台発音法を用いた朗誦を身体表現と関連づけて実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音
の精度を高める。

◆授業内容・計画◆

・舞台発音法を身体と共に表現する。
・骨格、筋肉とイタリア語の関係を考察する。
・音楽用語の発音II（歌唱・発声指導用語）
・VACCAJによる歌唱法を研究する。
・オペラアリアとレチタティーヴォのアナリーゼを行い朗誦す　る。
・イタリアに関する書物の紹介。

１）母音における舞台発音法の練習
２）音楽用語及び歌曲の発音における舞台発音法の練習
３）ヴァッカーイ「Quell’onda　che ruina」朗誦
４）ヴァッカーイ「Delira dubbiosa」朗誦
５）ヴァッカーイ「Nel contrasto amor」朗誦
６）古典歌曲のアナリーゼと朗誦
７）古典歌曲の舞台発音法を用いた練習
８）レチタティーヴォの練習
９）「Ombra mai fu」アナリーゼと朗誦
10）「Ombra mai fu」舞台発音法を用いた練習
11）オペラと身体表現の研究
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）前期末試験
14）試験講評／レチタティーヴォとオペラの関連性を研究する。
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS007N

イタリア語ディクションⅢ

小澤　慎吾

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

平常の授業への取り組み、授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』　（小学館）
『VACCAJ』（RICORDI版）

◆参考図書◆

随時紹介する。

◆留意事項◆

音楽用語、歌曲、オペラを題材に朗読及び舞台発音法を用いた朗誦を身体表現と関連づけて実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音
の精度を高める。

◆授業内容・計画◆

・舞台発音法を身体と共に表現する。
・骨格、筋肉とイタリア語の関係を考察する。
・音楽用語の発音II（歌唱・発声指導用語）
・VACCAJによる歌唱法を研究する。
・オペラアリアとレチタティーヴォのアナリーゼを行い朗誦す　る。
・イタリアに関する書物の紹介。

１）母音における舞台発音法の練習
２）音楽用語及び歌曲の発音における舞台発音法の練習
３）ヴァッカーイ「Quell’onda　che ruina」朗誦
４）ヴァッカーイ「Delira dubbiosa」朗誦
５）ヴァッカーイ「Nel contrasto amor」朗誦
６）古典歌曲のアナリーゼと朗誦
７）古典歌曲の舞台発音法を用いた練習
８）レチタティーヴォの練習
９）「Ombra mai fu」アナリーゼと朗誦
10）「Ombra mai fu」舞台発音法を用いた練習
11）オペラと身体表現の研究
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）前期末試験
14）試験講評／レチタティーヴォとオペラの関連性を研究する。
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS007N

イタリア語ディクションⅢ

小澤　慎吾

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）

◆参考図書◆

伊伊辞典（GARZANTI）

◆留意事項◆

音楽用語、オペラを題材に朗読及び舞台発音法を用いた朗誦を身体表現と関連づけて実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音の精度
を高める。

◆授業内容・計画◆

・舞台発音法を用いてセリフのキャッチボールを練習する。
　（デュエット、テルツェット等）
・舞台発音法と感情表現の関係を考察する。
・舞台発音法を用いて、オペラのアンサンブル、モーツァルト
　のレチタティーヴァ付アリア等を演じ、朗誦する。
・伊伊辞典の使い方。

１）「Venite in ginocchiatevi」（フィガロの結婚より）
　　アナリーゼとキャッチボール練習
２）「Venite in ginocchiatevi」朗誦
３）「Venite in ginocchiatevi」舞台発音法を用いた練習
４）「Venite in ginocchiatevi」キャッチボール練習と
　　まとめ
５）6重唱（フィガロの結婚２幕より）アナリーゼ
６）6重唱（フィガロの結婚２幕より）朗誦
７）6重唱（フィガロの結婚２幕より）舞台発音法を用いた練習
８）6重唱（フィガロの結婚２幕より）キャッチボール練習と
　　まとめ
９）レチタティーヴォ付アリア（モーツァルト）アナリーゼと
　　朗誦
10）レチタティーヴォ付アリア（モーツァルト）舞台発音法の
　　練習
11）レチタティーヴォ付アリア（モーツァルト）感情表現の
　　考察
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）後期末試験
14）試験講評／オペラとディクションの関係性を探る
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS008N

イタリア語ディクションⅣ

小澤　慎吾

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

イタリア語学の授業ではなく歌唱に深く関わるものとして捉えていただきたい。

授業内レポート及び実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『伊和中辞典』（小学館）

◆参考図書◆

伊伊辞典（GARZANTI）

◆留意事項◆

音楽用語、オペラを題材に朗読及び舞台発音法を用いた朗誦を身体表現と関連づけて実践し、アナリーゼと共に歌唱法を研究し、発音の精度
を高める。

◆授業内容・計画◆

・舞台発音法を用いてセリフのキャッチボールを練習する。
　（デュエット、テルツェット等）
・舞台発音法と感情表現の関係を考察する。
・舞台発音法を用いて、オペラのアンサンブル、モーツァルト
　のレチタティーヴァ付アリア等を演じ、朗誦する。
・伊伊辞典の使い方。

１）「Venite in ginocchiatevi」（フィガロの結婚より）
　　アナリーゼとキャッチボール練習
２）「Venite in ginocchiatevi」朗誦
３）「Venite in ginocchiatevi」舞台発音法を用いた練習
４）「Venite in ginocchiatevi」キャッチボール練習と
　　まとめ
５）6重唱（フィガロの結婚２幕より）アナリーゼ
６）6重唱（フィガロの結婚２幕より）朗誦
７）6重唱（フィガロの結婚２幕より）舞台発音法を用いた練習
８）6重唱（フィガロの結婚２幕より）キャッチボール練習と
　　まとめ
９）レチタティーヴォ付アリア（モーツァルト）アナリーゼと
　　朗誦
10）レチタティーヴォ付アリア（モーツァルト）舞台発音法の
　　練習
11）レチタティーヴォ付アリア（モーツァルト）感情表現の
　　考察
12）試験課題の説明・練習　ほか
13）後期末試験
14）試験講評／オペラとディクションの関係性を探る
15)学習した事の総復習

※各回の授業内容は進度により変更することがある

◆準備学習の内容◆

授業で使用するテキストを予習し朗読して来る。
復習として日本語訳を参照しながら朗読する。

◆成績評価の方法◆

VMS008N

イタリア語ディクションⅣ

小澤　慎吾

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-25 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（単語の発音）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆
第１回　ガイダンス　独語ディクションとは？
第２回　アルファベットの読み方／ドイツ語辞書の使い方
第３回　母音（長母音・短母音）の練習
第４回　母音（開口母音・閉口母音）の練習
第５回　変母音（長母音・短母音）の練習
第６回　二重母音の練習
第７回　母音の復習
第８回　子音（破裂音、破擦音）の練習
第９回　子音（側音、鼻音）の練習
第10回　子音（摩擦音、震音）の練習
第11回　子音の復習
第12回　発音記号表での練習（母音）
第13回　発音記号表での練習（子音）
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。
　

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げられたドイツ語の単語を教科書を参照しながら復習すること。また発音記号表（配布予定のプリント）の語例欄を埋め、
辞書で発音記号を調べ読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS009N

ドイツ語ディクションⅠ

大島　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,3年 クラス ０２

講義室 2-25 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（単語の発音）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆
第１回　ガイダンス　独語ディクションとは？
第２回　アルファベットの読み方／ドイツ語辞書の使い方
第３回　母音（長母音・短母音）の練習
第４回　母音（開口母音・閉口母音）の練習
第５回　変母音（長母音・短母音）の練習
第６回　二重母音の練習
第７回　母音の復習
第８回　子音（破裂音、破擦音）の練習
第９回　子音（側音、鼻音）の練習
第10回　子音（摩擦音、震音）の練習
第11回　子音の復習
第12回　発音記号表での練習（母音）
第13回　発音記号表での練習（子音）
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。
　

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げられたドイツ語の単語を教科書を参照しながら復習すること。また発音記号表（配布予定のプリント）の語例欄を埋め、
辞書で発音記号を調べ読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS009N

ドイツ語ディクションⅠ

大島　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,3年 クラス ０３

講義室 6-301～303 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（単語の発音）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆
第１回　ガイダンス　独語ディクションとは？
第２回　アルファベットの読み方／ドイツ語辞書の使い方
第３回　母音（長母音・短母音）の練習
第４回　母音（開口母音・閉口母音）の練習
第５回　変母音（長母音・短母音）の練習
第６回　二重母音の練習
第７回　母音の復習
第８回　子音（破裂音、破擦音）の練習
第９回　子音（側音、鼻音）の練習
第10回　子音（摩擦音、震音）の練習
第11回　子音の復習
第12回　発音記号表での練習（母音）
第13回　発音記号表での練習（子音）
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。
　

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げられたドイツ語の単語を教科書を参照しながら復習すること。また発音記号表（配布予定のプリント）の語例欄を埋め、
辞書で発音記号を調べ読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS009N

ドイツ語ディクション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,3年 クラス ０４

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（単語の発音）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆
第１回　ガイダンス　独語ディクションとは？
第２回　アルファベットの読み方／ドイツ語辞書の使い方
第３回　母音（長母音・短母音）の練習
第４回　母音（開口母音・閉口母音）の練習
第５回　変母音（長母音・短母音）の練習
第６回　二重母音の練習
第７回　母音の復習
第８回　子音（破裂音、破擦音）の練習
第９回　子音（側音、鼻音）の練習
第10回　子音（摩擦音、震音）の練習
第11回　子音の復習
第12回　発音記号表での練習（母音）
第13回　発音記号表での練習（子音）
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。
　

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げられたドイツ語の単語を教科書を参照しながら復習すること。また発音記号表（配布予定のプリント）の語例欄を埋め、
辞書で発音記号を調べ読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS009N

ドイツ語ディクションⅠ

小川　哲生

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-25 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（授業で取り上げた詩の朗読）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　前期の復習　ドイツ語の詩に触れる
第２回　課題１（１）単語の発音、アクセントを中心に
第３回　課題１（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第４回　課題１（３）詩の朗読を中心に
第５回　課題２（１）単語の発音、アクセントを中心に
第６回　課題２（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第７回　課題２（３）詩の朗読を中心に
第８回　課題３（１）単語の発音、アクセントを中心に
第９回　課題３（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第10回　課題３（３）詩の朗読を中心に
第11回　課題４（１）単語の発音、アクセントを中心に
第12回　課題４（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第13回　課題４（３）詩の朗読を中心に
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

課題１：シューベルト「野ばら」
課題２：ブラームス「子守唄」
課題３：ベートーヴェン「君を愛す」
課題４：モーツァルト「すみれ」

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げられたドイツ語の詩に関して、単語一つ一つの意味と発音記号を辞書で調べ、読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS010N

ドイツ語ディクションⅡ

大島　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,3年 クラス ０２

講義室 2-25 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（授業で取り上げた詩の朗読）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　前期の復習　ドイツ語の詩に触れる
第２回　課題１（１）単語の発音、アクセントを中心に
第３回　課題１（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第４回　課題１（３）詩の朗読を中心に
第５回　課題２（１）単語の発音、アクセントを中心に
第６回　課題２（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第７回　課題２（３）詩の朗読を中心に
第８回　課題３（１）単語の発音、アクセントを中心に
第９回　課題３（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第10回　課題３（３）詩の朗読を中心に
第11回　課題４（１）単語の発音、アクセントを中心に
第12回　課題４（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第13回　課題４（３）詩の朗読を中心に
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

課題１：シューベルト「野ばら」
課題２：ブラームス「子守唄」
課題３：ベートーヴェン「君を愛す」
課題４：モーツァルト「すみれ」

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げられたドイツ語の詩に関して、単語一つ一つの意味と発音記号を辞書で調べ、読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS010N

ドイツ語ディクションⅡ

大島　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,3年 クラス ０３

講義室 6-301～303 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（授業で取り上げた詩の朗読）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　前期の復習　ドイツ語の詩に触れる
第２回　課題１（１）単語の発音、アクセントを中心に
第３回　課題１（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第４回　課題１（３）詩の朗読を中心に
第５回　課題２（１）単語の発音、アクセントを中心に
第６回　課題２（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第７回　課題２（３）詩の朗読を中心に
第８回　課題３（１）単語の発音、アクセントを中心に
第９回　課題３（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第10回　課題３（３）詩の朗読を中心に
第11回　課題４（１）単語の発音、アクセントを中心に
第12回　課題４（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第13回　課題４（３）詩の朗読を中心に
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

課題１：シューベルト「野ばら」
課題２：ブラームス「子守唄」
課題３：ベートーヴェン「君を愛す」
課題４：モーツァルト「すみれ」

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げられたドイツ語の詩に関して、単語一つ一つの意味と発音記号を辞書で調べ、読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS010N

ドイツ語ディクション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 1年,3年 クラス ０４

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

授業の取り組みと実技試験（授業で取り上げた詩の朗読）の審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・正しいドイツ語の発音能力の習得のみならず、息の流れに乗った自然な発音を目指す。
・ドイツ語の意味を理解するに留まらず、言葉の持つニュアンスを大切にして発音することを学ぶ。
・日常の会話体と舞台ドイツ語の発音の違いを知る。
・音符の上に乗せたときの母音や子音の処理の仕方を、リズム唱や歌唱を通して習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　前期の復習　ドイツ語の詩に触れる
第２回　課題１（１）単語の発音、アクセントを中心に
第３回　課題１（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第４回　課題１（３）詩の朗読を中心に
第５回　課題２（１）単語の発音、アクセントを中心に
第６回　課題２（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第７回　課題２（３）詩の朗読を中心に
第８回　課題３（１）単語の発音、アクセントを中心に
第９回　課題３（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第10回　課題３（３）詩の朗読を中心に
第11回　課題４（１）単語の発音、アクセントを中心に
第12回　課題４（２）詩人、詩の背景の理解を中心に
第13回　課題４（３）詩の朗読を中心に
第14回　試験課題の説明・練習他
第15回　まとめと評価

課題１：シューベルト「野ばら」
課題２：ブラームス「子守唄」
課題３：ベートーヴェン「君を愛す」
課題４：モーツァルト「すみれ」

＊各回の授業内容は進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げられたドイツ語の詩に関して、単語一つ一つの意味と発音記号を辞書で調べ、読めるようにしてくる。

◆成績評価の方法◆

VMS010N

ドイツ語ディクションⅡ

小川　哲生

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 6-304～305 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

正しいドイツ語発音能力の習得のみならず、歌詩の意味を理解し、言葉の持つニュアンスを大切にして、息の流れに乗った自然な発音を目指
す。
日常会話と舞台ドイツ語の発音の違いを知り、音符の上に乗せた時の子音や長母音、短母音の処理の仕方を学ぶ。発音を学びながらドイツ
歌曲(音楽)の世界をを広範囲に渡って体験し、終了時には辞書なしでドイツ語が読めるようにする(発音)。

◆授業内容・計画◆

第1回 ディクションテクニックの確認(発音記号)
第2回 ディクションテクニックの確認(開口母音と閉口母音)
第3回 ディクションテクニックの確認(ウムラウトと二重母音)
第4回 ディクションテクニックの確認(子音)
第5回 古典派の歌曲(ベートーベン①)
第6回 古典派の歌曲(ベートーベン②)
第7回 古典派の歌曲(モーツアルト①)
第8回 古典派の歌曲(モーツアルト②)
第9回 古典派の歌曲(シューベルト③)
第10回 古典派の歌曲(シューベルト①)
第11回 古典派の歌曲(シューベルト②)
第12回 古典派の歌曲(シューベルト③)
第13回 古典派の歌曲(シューベルト④)
第14回 古典派の歌曲(シューベルト⑤)
第15回 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

次回授業教材テキストの発音記号と意味を調べてくること。
授業で取り上げた詩は正しく抑揚を持って朗誦出来るように練習すること。

◆成績評価の方法◆

VMS011N

ドイツ語ディクションⅢ

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,2年,3年 クラス ０２

講義室 6-304～305 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

正しいドイツ語発音能力の習得のみならず、歌詩の意味を理解し、言葉の持つニュアンスを大切にして、息の流れに乗った自然な発音を目指
す。
日常会話と舞台ドイツ語の発音の違いを知り、音符の上に乗せた時の子音や長母音、短母音の処理の仕方を学ぶ。発音を学びながらドイツ
歌曲(音楽)の世界をを広範囲に渡って体験し、終了時には辞書なしでドイツ語が読めるようにする(発音)。

◆授業内容・計画◆

第1回 ディクションテクニックの確認(発音記号)
第2回 ディクションテクニックの確認(開口母音と閉口母音)
第3回 ディクションテクニックの確認(ウムラウトと二重母音)
第4回 ディクションテクニックの確認(子音)
第5回 古典派の歌曲(ベートーベン①)
第6回 古典派の歌曲(ベートーベン②)
第7回 古典派の歌曲(モーツアルト①)
第8回 古典派の歌曲(モーツアルト②)
第9回 古典派の歌曲(シューベルト③)
第10回 古典派の歌曲(シューベルト①)
第11回 古典派の歌曲(シューベルト②)
第12回 古典派の歌曲(シューベルト③)
第13回 古典派の歌曲(シューベルト④)
第14回 古典派の歌曲(シューベルト⑤)
第15回 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

次回授業教材テキストの発音記号と意味を調べてくること。
授業で取り上げた詩は正しく抑揚を持って朗誦出来るように練習すること。

◆成績評価の方法◆

VMS011N

ドイツ語ディクションⅢ

本島　阿佐子

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 6-304～305 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

正しいドイツ語発音能力の習得のみならず、歌詩の意味を理解し、言葉の持つニュアンスを大切にして、息の流れに乗った自然な発音を目指
す。
日常会話と舞台ドイツ語の発音の違いを知り、音符の上に乗せた時の子音や長母音、短母音の処理の仕方を学ぶ。発音を学びながらドイツ
歌曲(音楽)の世界をを広範囲に渡って体験し、終了時には辞書なしでドイツ語が読めるようにする(発音)。

◆授業内容・計画◆

第1回 ロマン派の歌曲(シューマン①)
第2回 ロマン派の歌曲(シューマン②)
第3回 ロマン派の歌曲(シューマン③)
第4回 ロマン派の歌曲(シューマン④)
第5回 ロマン派の歌曲(ブラームス①)
第6回 ロマン派の歌曲(ブラームス②)
第7回 ロマン派の歌曲(ブラームス③)
第8回 ロマン派の歌曲(ヴォルフ①)
第9回 後期ロマン派の歌曲(ヴォルフ①)
第10回 後期ロマン派の歌曲(ヴォルフ②)
第11回 後期ロマン派の歌曲(R.シュトラウス①)
第12回 後期ロマン派の歌曲(R.シュトラウス②)
第13回 後期ロマン派の歌曲(R.シュトラウス③)
第14回 まとめと評価
第15回 総合復習(「歌曲演習」につなげて)

◆準備学習の内容◆

次回授業教材テキストの発音記号と意味を調べてくること。
授業で取り上げた詩は正しく抑揚を持って朗誦出来るように練習すること。

◆成績評価の方法◆

VMS012N

ドイツ語ディクションⅣ

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,2年,3年 クラス ０２

講義室 6-304～305 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

・独和辞典
・歌うドイツ語ハンドブック～歌唱ドイツ語の発音と名曲選 三ヶ尻 正

◆参考図書◆

◆留意事項◆

正しいドイツ語発音能力の習得のみならず、歌詩の意味を理解し、言葉の持つニュアンスを大切にして、息の流れに乗った自然な発音を目指
す。
日常会話と舞台ドイツ語の発音の違いを知り、音符の上に乗せた時の子音や長母音、短母音の処理の仕方を学ぶ。発音を学びながらドイツ
歌曲(音楽)の世界をを広範囲に渡って体験し、終了時には辞書なしでドイツ語が読めるようにする(発音)。

◆授業内容・計画◆

第1回 ロマン派の歌曲(シューマン①)
第2回 ロマン派の歌曲(シューマン②)
第3回 ロマン派の歌曲(シューマン③)
第4回 ロマン派の歌曲(シューマン④)
第5回 ロマン派の歌曲(ブラームス①)
第6回 ロマン派の歌曲(ブラームス②)
第7回 ロマン派の歌曲(ブラームス③)
第8回 ロマン派の歌曲(ヴォルフ①)
第9回 後期ロマン派の歌曲(ヴォルフ①)
第10回 後期ロマン派の歌曲(ヴォルフ②)
第11回 後期ロマン派の歌曲(R.シュトラウス①)
第12回 後期ロマン派の歌曲(R.シュトラウス②)
第13回 後期ロマン派の歌曲(R.シュトラウス③)
第14回 まとめと評価
第15回 総合復習(「歌曲演習」につなげて)

◆準備学習の内容◆

次回授業教材テキストの発音記号と意味を調べてくること。
授業で取り上げた詩は正しく抑揚を持って朗誦出来るように練習すること。

◆成績評価の方法◆

VMS012N

ドイツ語ディクションⅣ

本島　阿佐子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

仏語が全く分からない或いは勉強していない人でも安心していらして下さい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた単語や文章を発音する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の発音記号を理解し、声に出して発音する。美しい流れで詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。講義
は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　　　ガイダンス。
・２回目　　　　　母音についての説明と練習。（口むろ、平唇、円唇、前舌、後舌、鼻母音、あいまい母音）
・３回目　　　　　前回の復習及び半母音についての説明と練習。
・４回目　　　　　前回の復習及び鼻母音について再度の説明と練習
・５回目　　　　　１～４回目の復習。母音を一人ずつ発音する。
・６回目　　　　　１～５回目の復習。母音を一人ずつ発音する。ディスカッション。
・７回目　　　　　１～６回目の復習。仏語の母音と他外国語の母音との比較。
・８回目　　　　　子音字（無声子音と有声子音）の読み方の説明と練習。母音の練習。
・９回目　　　　　音節の特色の説明と練習。母音の練習。
・１０回目　　　　発音総合練習。アルファベットの読み方の説明と練習。
・１１回目　　　　発音総合練習。アクセント（アクサン記号）についての説明と練習。
・１２回目　　　　発音総合練習。単独母音字の読み方の説明と練習。
・１３回目　　　　発音総合練習。一人ずつ発音。
・１４回目　　　　最終発音総合練習と実技試験。
・１５回目　　　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・必ずノートを持参する。
・毎回の授業で与えられた課題の復習と予習をする。
・鏡を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS013N

フランス語ディクションⅠ

秋山　理恵

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

仏語が全く分からない或いは勉強していない人でも安心していらして下さい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた単語や文章を発音する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の発音記号を理解し、声に出して発音する。美しい流れで詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。講義
は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　　　ガイダンス。
・２回目　　　　　母音についての説明と練習。（口むろ、平唇、円唇、前舌、後舌、鼻母音、あいまい母音）
・３回目　　　　　前回の復習及び半母音についての説明と練習。
・４回目　　　　　前回の復習及び鼻母音について再度の説明と練習
・５回目　　　　　１～４回目の復習。母音を一人ずつ発音する。
・６回目　　　　　１～５回目の復習。母音を一人ずつ発音する。ディスカッション。
・７回目　　　　　１～６回目の復習。仏語の母音と他外国語の母音との比較。
・８回目　　　　　子音字（無声子音と有声子音）の読み方の説明と練習。母音の練習。
・９回目　　　　　音節の特色の説明と練習。母音の練習。
・１０回目　　　　発音総合練習。アルファベットの読み方の説明と練習。
・１１回目　　　　発音総合練習。アクセント（アクサン記号）についての説明と練習。
・１２回目　　　　発音総合練習。単独母音字の読み方の説明と練習。
・１３回目　　　　発音総合練習。一人ずつ発音。
・１４回目　　　　最終発音総合練習と実技試験。
・１５回目　　　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・必ずノートを持参する。
・毎回の授業で与えられた課題の復習と予習をする。
・鏡を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS013N

フランス語ディクションⅠ

秋山　理恵

◆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,2年,3年 クラス ０３

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

仏語が全く分からない或いは勉強していない人でも安心していらして下さい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた単語や文章を発音する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の発音記号を理解し、声に出して発音する。美しい流れで詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。講義
は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　　　ガイダンス。
・２回目　　　　　母音についての説明と練習。（口むろ、平唇、円唇、前舌、後舌、鼻母音、あいまい母音）
・３回目　　　　　前回の復習及び半母音についての説明と練習。
・４回目　　　　　前回の復習及び鼻母音について再度の説明と練習
・５回目　　　　　１～４回目の復習。母音を一人ずつ発音する。
・６回目　　　　　１～５回目の復習。母音を一人ずつ発音する。ディスカッション。
・７回目　　　　　１～６回目の復習。仏語の母音と他外国語の母音との比較。
・８回目　　　　　子音字（無声子音と有声子音）の読み方の説明と練習。母音の練習。
・９回目　　　　　音節の特色の説明と練習。母音の練習。
・１０回目　　　　発音総合練習。アルファベットの読み方の説明と練習。
・１１回目　　　　発音総合練習。アクセント（アクサン記号）についての説明と練習。
・１２回目　　　　発音総合練習。単独母音字の読み方の説明と練習。
・１３回目　　　　発音総合練習。一人ずつ発音。
・１４回目　　　　最終発音総合練習と実技試験。
・１５回目　　　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・必ずノートを持参する。
・毎回の授業で与えられた課題の復習と予習をする。
・鏡を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS013N

フランス語ディクションⅠ

小川　浩美

◆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,2年,3年 クラス ０４

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

仏語が全く分からない或いは勉強していない人でも安心していらして下さい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた単語や文章を発音する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の発音記号を理解し、声に出して発音する。美しい流れで詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。講義
は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　　　ガイダンス。
・２回目　　　　　母音についての説明と練習。（口むろ、平唇、円唇、前舌、後舌、鼻母音、あいまい母音）
・３回目　　　　　前回の復習及び半母音についての説明と練習。
・４回目　　　　　前回の復習及び鼻母音について再度の説明と練習
・５回目　　　　　１～４回目の復習。母音を一人ずつ発音する。
・６回目　　　　　１～５回目の復習。母音を一人ずつ発音する。ディスカッション。
・７回目　　　　　１～６回目の復習。仏語の母音と他外国語の母音との比較。
・８回目　　　　　子音字（無声子音と有声子音）の読み方の説明と練習。母音の練習。
・９回目　　　　　音節の特色の説明と練習。母音の練習。
・１０回目　　　　発音総合練習。アルファベットの読み方の説明と練習。
・１１回目　　　　発音総合練習。アクセント（アクサン記号）についての説明と練習。
・１２回目　　　　発音総合練習。単独母音字の読み方の説明と練習。
・１３回目　　　　発音総合練習。一人ずつ発音。
・１４回目　　　　最終発音総合練習と実技試験。
・１５回目　　　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・必ずノートを持参する。
・毎回の授業で与えられた課題の復習と予習をする。
・鏡を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS013N

フランス語ディクションⅠ

小川　浩美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

・疑問・質問がある場合は、即時質問することが望ましい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた作品の詩の朗読。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の持つ美しい流れと発音を理解し、ニュアンスをつけて詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。
講義は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　前期の復習。おもに母音の発音について。辞書の使い方について説明し、実際に使用してみる。
　　　　　　　後期の詩を決定する。
・２回目　　　二つまたはそれ以上の母音字、母音字＋n.m.il.illeの読み方、母音の長さについての説明と練習。
・３回目　　　音節についての説明と練習。実際に歌曲の中の詩を選び、発音記号を書く練習をする。
・４回目　　　h、c、g、qu、二つの子音字の組み合わせ、特殊な綴りの読み方、語尾の子音字についての説明と練習。３回目に取り上げた詩を
発音する。
・５回目　　　リエゾン（連音）の説明と練習。アンシェヌマン（連読）、エリジィオン（母音字省略）、句読記号についての説明と練習。４回目に取り
上げた詩を発音する。
・６回目　　　イントネーションについての説明と練習。長母音、半長母音についての長さの説明。２曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後
発音する。
・７回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。
・８回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。３曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後、発音する。
・９回目　　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。
・１０回目　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。　ディスカッション。
・１１回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。二人一組になり、お互いに読みあう。
・１２回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。
・１３回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。ディスカッション。
・１４回目　　最終発音総合練習及び実技試験。
・１５回目　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・前期の復習を必ず行ってくる。
・前期からのノートを忘れずに持参する。
・辞書を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS014N

フランス語ディクションⅡ

秋山　理恵

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

・疑問・質問がある場合は、即時質問することが望ましい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた作品の詩の朗読。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の持つ美しい流れと発音を理解し、ニュアンスをつけて詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。
講義は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　前期の復習。おもに母音の発音について。辞書の使い方について説明し、実際に使用してみる。
　　　　　　　後期の詩を決定する。
・２回目　　　二つまたはそれ以上の母音字、母音字＋n.m.il.illeの読み方、母音の長さについての説明と練習。
・３回目　　　音節についての説明と練習。実際に歌曲の中の詩を選び、発音記号を書く練習をする。
・４回目　　　h、c、g、qu、二つの子音字の組み合わせ、特殊な綴りの読み方、語尾の子音字についての説明と練習。３回目に取り上げた詩を
発音する。
・５回目　　　リエゾン（連音）の説明と練習。アンシェヌマン（連読）、エリジィオン（母音字省略）、句読記号についての説明と練習。４回目に取り
上げた詩を発音する。
・６回目　　　イントネーションについての説明と練習。長母音、半長母音についての長さの説明。２曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後
発音する。
・７回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。
・８回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。３曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後、発音する。
・９回目　　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。
・１０回目　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。　ディスカッション。
・１１回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。二人一組になり、お互いに読みあう。
・１２回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。
・１３回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。ディスカッション。
・１４回目　　最終発音総合練習及び実技試験。
・１５回目　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・前期の復習を必ず行ってくる。
・前期からのノートを忘れずに持参する。
・辞書を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS014N

フランス語ディクションⅡ

秋山　理恵

◆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,2年,3年 クラス ０３

講義室 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

・疑問・質問がある場合は、即時質問することが望ましい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた作品の詩の朗読。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の持つ美しい流れと発音を理解し、ニュアンスをつけて詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。
講義は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　前期の復習。おもに母音の発音について。辞書の使い方について説明し、実際に使用してみる。
　　　　　　　後期の詩を決定する。
・２回目　　　二つまたはそれ以上の母音字、母音字＋n.m.il.illeの読み方、母音の長さについての説明と練習。
・３回目　　　音節についての説明と練習。実際に歌曲の中の詩を選び、発音記号を書く練習をする。
・４回目　　　h、c、g、qu、二つの子音字の組み合わせ、特殊な綴りの読み方、語尾の子音字についての説明と練習。３回目に取り上げた詩を
発音する。
・５回目　　　リエゾン（連音）の説明と練習。アンシェヌマン（連読）、エリジィオン（母音字省略）、句読記号についての説明と練習。４回目に取り
上げた詩を発音する。
・６回目　　　イントネーションについての説明と練習。長母音、半長母音についての長さの説明。２曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後
発音する。
・７回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。
・８回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。３曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後、発音する。
・９回目　　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。
・１０回目　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。　ディスカッション。
・１１回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。二人一組になり、お互いに読みあう。
・１２回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。
・１３回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。ディスカッション。
・１４回目　　最終発音総合練習及び実技試験。
・１５回目　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・前期の復習を必ず行ってくる。
・前期からのノートを忘れずに持参する。
・辞書を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS014N

フランス語ディクションⅡ

小川　浩美

◆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,2年,3年 クラス ０４

講義室 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

・疑問・質問がある場合は、即時質問することが望ましい。

・実技試験の審査により評価する。
・授業で取り上げた作品の詩の朗読。

◆教科書（使用テキスト）◆

・仏和辞典（出版社は問わない）
・適宜プリントを配布する。

◆参考図書◆

「フランス語の発音のすべて　La prononciation francaise」　丸山圭三郎著　駿河台出版社

◆留意事項◆

仏語の持つ美しい流れと発音を理解し、ニュアンスをつけて詩を朗読できるようにする。また同様にそれを歌唱に生かせるようにする。
講義は１５回の予定で、以下の項目について説明し、実際にそれを声に出して発音する。

◆授業内容・計画◆

・１回目　　　前期の復習。おもに母音の発音について。辞書の使い方について説明し、実際に使用してみる。
　　　　　　　後期の詩を決定する。
・２回目　　　二つまたはそれ以上の母音字、母音字＋n.m.il.illeの読み方、母音の長さについての説明と練習。
・３回目　　　音節についての説明と練習。実際に歌曲の中の詩を選び、発音記号を書く練習をする。
・４回目　　　h、c、g、qu、二つの子音字の組み合わせ、特殊な綴りの読み方、語尾の子音字についての説明と練習。３回目に取り上げた詩を
発音する。
・５回目　　　リエゾン（連音）の説明と練習。アンシェヌマン（連読）、エリジィオン（母音字省略）、句読記号についての説明と練習。４回目に取り
上げた詩を発音する。
・６回目　　　イントネーションについての説明と練習。長母音、半長母音についての長さの説明。２曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後
発音する。
・７回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。
・８回目　　　２曲目の詩を発音した後、１曲目の発音の復習。３曲目の詩を取り上げ、発音記号を書いた後、発音する。
・９回目　　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。
・１０回目　　３曲目の詩を発音した後、１・２曲目の発音の復習。　ディスカッション。
・１１回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。二人一組になり、お互いに読みあう。
・１２回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。
・１３回目　　３つの詩の発音練習及び朗読。ディスカッション。
・１４回目　　最終発音総合練習及び実技試験。
・１５回目　　まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

・前期の復習を必ず行ってくる。
・前期からのノートを忘れずに持参する。
・辞書を持参する。

◆成績評価の方法◆

VMS014N

フランス語ディクションⅡ

小川　浩美

◆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 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

譜読みが定かでないままに夢中になると声に支障をきたしかねないので、読譜力の弱い者は予習を怠らないこと。

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

フォーレ　小ミサ曲　 （音楽之友社版）
プリント教材　　　　 （その都度配布）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

(1)合唱を通して、楽譜を正確に読む習慣を身につける。    (2)合唱を通して、楽譜を誠実に読む習慣を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回 　オリエンテーション 　（パート分け・席決め・役員選出等）
第２回　 ハーモニーについて。　(プリント教材にて実習）
第３回   ポリフォニーについて。(プリント教材にて実習）
第４回   Kyrie (1)フレーズの歌い方。
第５回   Kyrie　(2)言葉の発音を学ぶ。
第６回   Sanctus(1)ハーモニーを感じる。
第７回   Sanctus(2)子音のタイミングを計る。
第８回   Sanctus(3)母音の種類を学ぶ。
第９回 　Benedictus(1)音程の正確さを目指す。
第10回   Benedictus(2)ユニゾンをそろえる。
第11回   Agnus Dei(1)表示記号について考察する。
第12回   Agnus Dei(2)伴奏パートを知る。
第13回   Agnus Dei(3)息の使い方を考える。
第14回   第５回～第13回のまとめ。
第15回   ミサ曲全体の通し練習

基本はミサの曲順だが授業の進捗状況
により大きく順番が変わることもある。

毎回の授業終了時に次回内容を発表する。

◆準備学習の内容◆

楽典（特に音符の長さ）を勉強しておくこと。
テキストの日本語訳文を必ず読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

VMS015N

合唱Ⅰ

１Ｖ女

永井　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 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

譜読みが定かでないままに夢中になると声に支障をきたしかねないので、読譜力の弱い者は予習を怠らないこと。

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

フォーレ　小ミサ曲　 （音楽之友社版）
プリント教材　　　　　（必要に応じて配布）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

(1)合唱を通して、楽譜を正確に読む習慣を身につける。
(2)合唱を通じて、楽譜を誠実に読む習慣を身につける。
(3)声楽専修合唱演奏会に於いて充実した演奏を目指す。

◆授業内容・計画◆

第１回キリエ
第２回キリエとサンクトゥス
第３回サンクトゥス
第４回サンクトゥスとべネディクトゥス
第５回べネディクトゥス
第６回べネディクトゥスとアニュスデイ
第７回アニュスデイ
第８回第1回～第８回までのまとめ
第９回演奏会に向けての通し練習 ①ピアノ伴奏で。
第10回演奏会に向けての通し練習 ②オルガン伴奏で。
第11回無伴奏合唱曲の実習（プリント教材）
第12回伴奏付き合唱曲の実習（プリント教材）
第13回後期のまとめ
第14回一年間のまとめ①（フレーズについて）
第15回一年間のまとめ②（和声進行について）

授業の進捗状況により大きく順番が変わることがある。
毎回の授業終了時に次回内容を発表する。

第９回以降の曲目は演奏会(11/14)の問題点を考慮した上で決める。

◆準備学習の内容◆

楽典（特に音符の長さ）を勉強しておくこと。
テキストの日本語訳文を必ず読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

VMS016N

合唱Ⅱ

１Ｖ女

永井　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 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

譜読みが定かでないままに夢中になると声に支障をきたしかねないので、読譜力の弱い者は予習を怠らないこと。

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

フォーレ合唱曲集　混声合唱篇　（カワイ出版）

◆参考図書◆

楽典（どんな版でも良い）

◆留意事項◆

合唱を通して、楽譜に忠実(作曲者の意図を最優先する）で、誠実な演奏態度を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回 オリエンテーション（パート分け・席決め・役員選出等）
第２回 Ecce Fidelis servus ① １～２３小節
第３回 Ecce Fidelis servus ②２４～３５小節
第４回 Ecce Fidelis servus ③１６～４０小節
第５回 Salve Regina ①　１～２１小節
第６回 Salve Regina ②１０～２９小節
第７回 Salve Regina ③２１～４９小節
第８回 Ave Maria ①　１～２９小節
第９回 Ave Maria ②２１～３６小節
第10回 Ave Maria ③２５～４４小節
第11回 Tantum ergo ①　１～２１小節
第12回 Tantum ergo ②１０～２９小節
第13回 Tantum ergo ③２１～４９小節
第14回 モテット4曲の通し練習
第15回前期のまとめ。

◆準備学習の内容◆

スコアをピアノで弾いて、和声の中での自分の位置を把握しておく。
楽典は必ず勉強しておくこと。特に男性はへ音譜表を読めるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

VMS017N

合唱Ⅲ

永井　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 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

譜読みが定かでないままに夢中になると声に支障をきたしかねないので、読譜力の弱い者は予習を怠らないこと。

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

フォーレ合唱曲集　混声合唱篇（カワイ出版）

◆参考図書◆

楽典（どんな版でも良い）

◆留意事項◆

（１)合唱を通して、楽譜に忠実(作曲者の意図を最優先する）で、誠実な演奏態度を身につける。 (２)声楽専修合唱演奏会での高度な演奏表現
を実現する。

◆授業内容・計画◆

第１回 Ecce Fidelis servus,Salve Regina
第２回 Ecce Fidelis servus,Ave Maria
第３回 Ecce Fidelis servus,Tantum ergo
第４回 Salve Regina,Ave Maria
第５回 Salve Regina,Tantum ergo
第６回 Ave Maria,Tantum ergo
第７回 Ave Maria,Ecce Fidelis servus,Salve Regina
第８回 Tantum ergo,Ecce Fidelis servus,Ave Maria
第９回 Ecce Fidelis servus,Salve Regina,Ave Maria,Tantum ergo
第10回 演奏会の反省
第11回 ドイツ語合唱作品の実習
第12回 １９世紀合唱作品の実習
第13回 管弦楽付合唱作品の実習
第14回 第10回～第13回のまとめ①テキスト中心に
第15回 第10回～第14回のまとめ②和声進行中心に

第１１回以降の教材は前期からの授業の成果に応じて
決定し、１０月中旬頃に発表する。

◆準備学習の内容◆

スコアをピアノで弾いて、和声の中での自分の位置を把握しておく。
楽典は必ず勉強しておくこと。特に男性はへ音譜表を読めるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

VMS018N

合唱Ⅳ

永井　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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

演奏会での評価も加味し、平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）ピアノ演奏の基本的な技術を学び、豊かな表現力を身に
　つける。
（２）バロック、古典派に重点を置き、小規模、中規模の作品
　及びエチュードを、曲にふさわしい奏法、様式感で演奏する
　力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回 セメスターの学習計画を立てる。
　演奏の基本となる全調のスケール、アルペッジョを学ぶ。
第２回 バロック、古典派の曲、エチュードを学ぶ（１）
　時代背景、様式を中心に
第３回 バロック、古典派の曲、エチュードを学ぶ（２）
　形式、和声を中心に
第４回 バロック、古典派の曲、エチュードを学ぶ（３）
　奏法を中心に
第５回 バロック、古典派の曲、エチュードを学ぶ（４）
　表現法、音色を中心に
第６回 バロック、古典派の曲、エチュードを学ぶ（５）
　表現の掘り下げ
第７回 バロック、古典派の曲、エチュードを学ぶ（６）
　仕上げとまとめ
第８回 前期コンサート課題曲へのアプローチ法を探る。
第９回 課題曲を学ぶ（１）時代背景、様式を中心に
第１０回 課題曲を学ぶ（２）形式、和声を中心に
第１１回 課題曲を学ぶ（３）奏法を中心に
第１２回 課題曲を学ぶ（４）表現法、音色を中心に
第１３回 課題曲を学ぶ（５）表現の掘り下げ
第１４回 演奏会形式での発表
第１５回 まとめ

*上記に加え、必要に応じて適宜楽曲を学ぶ。
*各回の授業内容は、進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

・充分な練習、準備をして毎回の授業に臨む。
・事前に作品に対する知識、理解を深めておく。

◆成績評価の方法◆

KBP001N

専門実技（ピアノ）Ⅰ

（Ｐ）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

各自の卒業後の進路に役立つ音楽能力を身に付け、他の授業との連係を図るために、個人カルテを作成し目標達成に活用していく。

授業内での演奏試験と、楽譜の書き方などで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各授業内で指示する。
取り組む曲の資料・スコア・参考音源は各自で用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・電子オルガンの基礎テクニックを見直し、表現力を養う基礎を学ぶ。
・各時代様式を学ぶことで、豊かな表現力と、自ら編曲・作曲するための基礎能力を養う。

◆授業内容・計画◆

ジャンル・スタイルは問わず、自編及び自作のレパートリーを増やし、編曲・作曲の技法を学びつつ、音色作成、演奏力の充実、特に基本の
タッチによる演奏表現、構成を把握した演奏を中心に追求する。

次の中から各自の卒業後の進路に合わせて選び、レパートリーを作成する。
A)室内楽 及び オーケストラ作品をスコアから編曲し、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
B)ピアノ譜 等の楽譜を、オーケストレーションしたり電子音を使用しながら、エレクトーンのsolo作品として完成させる。

15回の授業計画

1)スコアからの編曲の仕方を学ぶ（1）
2)スコアからの編曲の仕方を学ぶ（2）
3)スコアからの編曲の仕方を学ぶ（3）
4)スコアからの編曲の仕方を学ぶ（4）
5)スコアからの編曲の仕方を学ぶ（5）
6)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（6）
7)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（7）
8)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（8）
9)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（9）
10)音色面（レジストレーション）の音色やバランスの作り方を確認しながら、頭から通す。テンポはゆっくりに落とす。
11)曲の前半、後半 etc.に分け、部分のみの細かい音出し。テクニック面、表現面を中心に学ぶ (3)　テンポを上げて演奏。
12)レジスト、バランス、テクニックを確認しながら原曲のテンポで演奏。
13)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す (1)
14)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す（2）
15)授業内演奏試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP002N

専門実技（電子オルガン）Ⅰ

（電オル）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

オルガン奏法の基礎的知識、技術（運指法、アーティキュレーション、タッチ、ペダル奏法等）の習得。
主に歴史的奏法を習得する。

◆授業内容・計画◆

―バロック作品を課題とする―
課題曲：J.S.バッハの前奏曲とフーガ、コラール作品等

第１回：能力に応じた作品を選び、作品の様式、奏法を学ぶ
第２回：表現力を学ぶ
第３回：仕上げに結びつける
第４回：任意の作品の様式、奏法を学ぶ
第５回：表現力を学ぶ
第６回：表現の内容を更に発展させる
第７回：仕上げに結びつける
第８回：能力に応じ発表会の課題曲を選び、様式、奏法を学ぶ
第９回：表現力を学ぶ
第１０回：表現の内容を更に発展させる
第１１回：仕上げに結びつける
第１２回：発表会へ向けて内容を掘り下げる
第１３回：発表会へ向けて更に内容を磨く
第１４回：発表会へ向けての表現力を磨く
第１５回：ゼメスタのまとめとして、演奏会形式で発表を行う

◆準備学習の内容◆

・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP003N

専門実技（オルガン）Ⅰ

（Ｏ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

実技試験により評価する｡

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）ピアノ演奏の基本的な技術を学び、豊かな表現力を身に
　つける。
（２）バロック時代のポリフォニー音楽、舞踏組曲を学び、時
　代様式を考慮して演奏する能力を養う。
（３）古典派､ロマン派の小規模､中規模の作品及びエチュード
　を、曲にふさわしい奏法、様式感で演奏する力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回 セメスターの学習計画を立てる。
第２回 古典派、ロマン派の小曲､エチュードを学ぶ（１）
　時代背景､様式を中心に
第３回 古典派、ロマン派の小曲､エチュードを学ぶ（２）
　形式､和声を中心に
第４回 古典派、ロマン派の小曲､エチュードを学ぶ（３）
　表現法､奏法を中心に
第５回 後期試験の課題曲についてアプローチ法を探る
第６回 課題曲を学ぶ（１）時代背景､様式を中心に
第７回 課題曲を学ぶ（２）楽譜の読み方を中心に
第８回 課題曲を学ぶ（３）原典版と解釈版について
第９回 課題曲を学ぶ（４）形式を中心に
第１０回 課題曲を学ぶ（５）和声を中心に
第１１回 課題曲を学ぶ（６）装飾音、強弱法を中心に
第１２回 課題曲を学ぶ（７）表現法、音色を中心に
第１３回 課題曲を学ぶ（８）楽曲全体の構成を中心に
第１４回 課題曲を学ぶ（９）表現の掘り下げ
第１５回 まとめ

*上記に加え、必要に応じて適宜楽曲を学ぶ。
*各回の授業内容は、進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

・充分な練習、準備をして毎回の授業に臨む｡
・事前に作品に対する知識、理解を深めておく。

◆成績評価の方法◆

KBP004N

専門実技（ピアノ）Ⅱ

（Ｐ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

各自の卒業後の進路に役立つ音楽能力を身に付け、他の授業との連係を図るために、個人カルテを作成し目標達成に活用していく。

専門実技の演奏試験日に、暗譜による演奏で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各授業内で指示する。
取り組む曲の資料・スコア・参考音源は各自で用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・電子オルガンの基礎テクニックを見直し、表現力を養う基礎を学ぶ。
・各時代様式を学ぶことで、豊かな表現力と、自ら編曲・作曲するための基礎能力を養う。

◆授業内容・計画◆

ジャンル・スタイルは問わず、自編及び自作のレパートリーを増やし、編曲・作曲の技法を学びつつ、音色作成、演奏力の充実、特に基本の
タッチによる演奏表現、構成を把握した演奏を中心に追求する。

次の中から各自の卒業後の進路に合わせて選び、レパートリーを作成する。
A)室内楽 及び オーケストラ作品をスコアから編曲し、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
B)ピアノ譜 等の楽譜を、オーケストレーションしたり電子音を使用しながら、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
　
15回の授業計画

1)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（1）
2)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（2）
3)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（3）
4)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（4）
5)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（5）
6)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（6）
7)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（7）
8)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（8）
9)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（9）
10)音色面（レジストレーション）の音色やバランスの作り方を確認しながら、頭から通す。テンポはゆっくりに落とす。
11)曲の前半、後半 etc.に分け、部分のみの細かい音出し。テクニック面、表現面を中心に学ぶ (3)　テンポを上げて演奏。
12)レジスト、バランス、テクニックを確認しながら原曲のテンポで演奏。
13)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す (1)
14)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す（2）
15)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す（3）

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP005N

専門実技（電子オルガン）Ⅱ

（電オル）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

オルガン専門実技Iに続き、オルガン演奏の基礎的知識、技術（運指法、アーティキュレーション、タッチ、ペダル奏法等）の習得。
主に歴史的奏法を習得する。

◆授業内容・計画◆

専門実技Iで習得した基礎をさらに深め、引き続きドイツバロック作品を課題とする。
課題曲:J.S.バッハ、D.ブクステフーデ、J.パッヒェルベル、J.Jフローベルガー、他の作品

第１回：能力に応じた任意の作品を選び、様式、奏法を学ぶ
第２回：表現力を学ぶ
第３回：仕上げに結びつける
第４回：任意の作品の様式、奏法を学ぶ
第５回：表現力を学ぶ
第６回：表現を更に発展させる
第７回：仕上げに結びつける
第８回：後期試験課題曲の様式、奏法を学ぶ
第９回：表現力を学ぶ
第１０回：表現を更に発展させる
第１１回：仕上げに結びつける
第１２回：試験へ向けて内容を掘り下げる
第１３回：試験へ向けて更に内容を磨く
第１４回：試験へ向けての表現力を磨く
第１５回：ゼメスタのまとめとして演奏会形式で発表を行う

◆準備学習の内容◆

作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP006N

専門実技（オルガン）Ⅱ

（Ｏ）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

実技試験及び平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）ピアノ演奏の基本的な技術を学び、豊かな表現力を養
　う。
（２）古典派、ロマン派の作品及びエチュードを幅広く学び、
　時代様式に沿った演奏法を習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回 セメスターの学習計画を立てる。古典派、ロマン派の
　特色について学ぶ。
第２回 古典派・ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（１）
　時代背景、様式を中心に
第３回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（２）
　形式、和声を中心に
第４回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（３）
　奏法を中心に
第５回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（４）
　表現法、音色を中心に
第６回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（５）
　表現の掘り下げ
第７回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（６）
　仕上げとまとめ。
第８回 前期試験課題曲へのアプローチ法を探る。
第９回 課題曲を学ぶ（１）時代背景、様式を中心に
第１０回 課題曲を学ぶ（２）形式、和声を中心に
第１１回 課題曲を学ぶ（３）奏法を中心に
第１２回 課題曲を学ぶ（４）表現法、音色を中心に
第１３回 課題曲を学ぶ（５）表現の掘り下げ
第１４回 演奏発表
第１５回 まとめ

*上記に加え、必要に応じて適宜楽曲を学ぶ。
*各回の授業内容は、進度により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

・充分な練習、準備をして毎回のレッスンに臨む｡
・事前に作品に対する知識、理解を深めておく。

◆成績評価の方法◆

KBP007N

専門実技（ピアノ）Ⅲ

（Ｐ）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

各自の卒業後の進路に役立つ音楽能力を身に付け、他の授業との連係を図るために、個人カルテを作成し目標達成に活用していく。

授業内での演奏試験と、楽譜の書き方などで評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各授業内で指示する。
取り組む曲の資料・スコア・参考音源は各自で用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・リズムに注目し、各フレーズのリズムの捉え方や全体の構成の中における楽曲のテンポの変え方等に重点を置き、各自が把握出来ることを
目標とする。・各時代様式を学ぶことで、豊かな表現力と、自ら編曲・作曲するための基礎能力を養う。

◆授業内容・計画◆

ジャンル・スタイルは問わず、自編及び自作のレパートリーを増やし、編曲・作曲の技法を学びつつ、音色作成、演奏力の充実、特に基本の
タッチによる演奏表現、構成を把握した演奏を中心に追求する。

次の中から各自の卒業後の進路に合わせて選び、レパートリーを作成する。
A)室内楽 及び オーケストラ作品をスコアから編曲し、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
B)ピアノ譜 等の楽譜を、オーケストレーションしたり電子音を使用しながら、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
C)エレクトーンの為のsolo作品を作曲する。
　
15回の授業計画

1)スコアからの編曲の仕方や、作曲に必要なモティーフの作り方 等を学ぶ（1）
2)スコアからの編曲の仕方や、作曲に必要なモティーフの作り方 等を学ぶ（2）
3)スコアからの編曲の仕方や、作曲に必要なモティーフの作り方 等を学ぶ（3）
4)スコアからの編曲の仕方や、作曲に必要なモティーフの作り方 等を学ぶ（4）
5)スコアからの編曲の仕方や、作曲に必要なモティーフの作り方 等を学ぶ（5）
6)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（6）
7)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（7）
8)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（8）
9)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（9）
10)音色面（レジストレーション）の音色やバランスの作り方を確認しながら、頭から通す。テンポはゆっくりに落とす。
11)曲の前半、後半 etc.に分け、部分のみの細かい音出し。テクニック面、表現面を中心に学ぶ (3)　テンポを上げて演奏。
12)レジスト、バランス、テクニックを確認しながら原曲のテンポで演奏。
13)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す (1)
14)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す（2）
15)授業内演奏試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP008N

専門実技（電子オルガン）Ⅲ

（電オル）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

専門実技IIに続き、オルガン奏法についての知識と技術（運指法、アーティキュレーション、タッチ、ペダル奏法等）の習得。
ドイツの歴史的奏法に加え、イタリアのバロック奏法を習得する。

◆授業内容・計画◆

専門実技I、IIで習得した基礎をさらに深め、イタリア初期バロックの奏法も学ぶ。

課題曲：J.S.バッハのオルガン作品、Ｇ.フレスコバルディの「フィオ－リ・ムジカ－リ」　他

第１回：能力に応じた作品を選び、作品の様式、奏法を学ぶ
第２回：表現力を学ぶ
第３回：仕上げに結びつける
第４回：任意の作品の様式、奏法を学ぶ
第５回：表現力を学ぶ
第６回：表現の内容を更に発展させる
第７回：仕上げに結びつける
第８回：能力に応じ発表会の課題曲を選び、様式、奏法を学ぶ
第９回：表現力を学ぶ
第１０回：表現の内容を更に発展させる
第１１回：仕上げに結びつける
第１２回：発表会へ向けて内容を掘り下げる
第１３回：発表会へ向けて更に内容を磨く
第１４回：発表会へ向けての表現力を磨く
第１５回：ゼメスタのまとめとして、演奏会形式で発表を行う

◆準備学習の内容◆

作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP009N

専門実技（オルガン）Ⅲ

（Ｏ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

実技試験により評価する｡

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）ピアノ演奏の基本的な技術を学び、豊かな表現力養う。
（２）古典派に重点を置き、古典派のソナタ及びソナタ形式に
　ついて深く学ぶ｡
（３）古典派、ロマン派の作品、エチュードを幅広く学び、時
　代様式に沿った演奏法を習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回 セメスターの学習計画を立てる。
第２回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（１）
　時代背景、様式を中心に
第３回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（２）
　形式、和声を中心に
第４回 古典派、ロマン派の曲、エチュードを学ぶ（３）
　表現法、奏法を中心に
第５回 後期試験の課題曲へのアプローチ法を探る。
第６回 課題曲を学ぶ（１）時代背景を中心に
第７回 課題曲を学ぶ（２）ソナタ及びソナタ形式について
第８回 課題曲を学ぶ（３）原典版と解釈版について
第９回 課題曲を学ぶ（４）形式を中心に
第１０回 課題曲を学ぶ（５）和声を中心に
第１１回 課題曲を学ぶ（６）強弱、コントラストのつけ方を
　中心に
第１２回 課題曲を学ぶ（７）奏法、音色を中心に
第１３回 課題曲を学ぶ（８）楽曲全体の構成を中心に
第１４回 課題曲を学ぶ（９）表現の掘り下げ
第１５回 まとめ

*上記に加え、必要に応じて適宜楽曲を学ぶ。
*各回の授業内容は、進度により変更することがある｡

◆準備学習の内容◆

・充分な練習、準備をして毎回の授業に臨む
・事前に作品に対する知識、理解を深めておく。

◆成績評価の方法◆

KBP010N

専門実技（ピアノ）Ⅳ

（Ｐ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

各自の卒業後の進路に役立つ音楽能力を身に付け、他の授業との連係を図るために、個人カルテを作成し目標達成に活用していく。

専門実技の演奏試験日に、暗譜による演奏で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各授業内で指示する。
取り組む曲の資料・スコア・参考音源は各自で用意すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

〔楽曲演奏〕・表現力を養うことを中心とし、歌い方に必要なタッチの使い方を学ぶ。
・各時代様式を学ぶことで、豊かな表現力と、自ら編曲・作曲するための基礎能力を養う。

◆授業内容・計画◆

ジャンル・スタイルは問わず、自編及び自作のレパートリーを増やし、編曲・作曲の技法を学びつつ、音色作成、演奏力の充実、特に基本の
タッチによる演奏表現、構成を把握した演奏を中心に追求する。

次の中から各自の卒業後の進路に合わせて選び、レパートリーを作成する。
A)室内楽 及び オーケストラ作品をスコアから編曲し、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
B)ピアノ譜 等の楽譜を、オーケストレーションしたり電子音を使用しながら、エレクトーンのsolo作品として完成させる。
C)エレクトーンの為のsolo作品を作曲する。
　
15回の授業計画

1)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（1）
2)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（2）
3)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（3）
4)音色作成、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（4）
5)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（5）
6)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（6）
7)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（7）
8)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（8）
9)音色作成、演奏力の充実、特に基本のタッチによる演奏表現を学ぶ（9）
10)音色面（レジストレーション）の音色やバランスの作り方を確認しながら、頭から通す。テンポはゆっくりに落とす。
11)曲の前半、後半 etc.に分け、部分のみの細かい音出し。テクニック面、表現面を中心に学ぶ (3)　テンポを上げて演奏。
12)レジスト、バランス、テクニックを確認しながら原曲のテンポで演奏。
13)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す (1)
14)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す（2）
15)テンポや全体の減り張りに留意し、作曲家の意図をくみ取りながら、表現力の向上を目指す（3）

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP011N

専門実技（電子オルガン）Ⅳ

（電オル）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

専門実技IIIに続き、オルガン奏法についての様式と技術（運指法、アーティキュレーション、タッチ、ペダル奏法等）の習得。ドイツ、イタリアの歴
史的奏法に加え、フランス古典（バロック期）の歴史的奏法を習得する。

◆授業内容・計画◆

専門実技IIIに加え、J.S.バッハの室内楽的オルガン作品、フランス古典様式の奏法を学ぶ。

課題曲：J.S.バッハ「トリオソナタ」、F.クープラン「ミサ曲」等

第１回：能力に応じた任意の作品を選び、様式、奏法を学ぶ
第２回：表現力を学ぶ
第３回：仕上げに結びつける
第４回：任意の作品の様式、奏法を学ぶ
第５回：表現力を学ぶ
第６回：表現を更に発展させる
第７回：仕上げに結びつける
第８回：後期試験課題曲の様式、奏法を学ぶ
第９回：表現力を学ぶ
第１０回：表現を更に発展させる
第１１回：仕上げに結びつける
第１２回：試験へ向けて内容を掘り下げる
第１３回：試験へ向けて更に内容を磨く
第１４回：試験へ向けての表現力を磨く
第１５回：ゼメスタのまとめとして演奏会形式で発表を行う

◆準備学習の内容◆

作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

KBP012N

専門実技（オルガン）Ⅳ

（Ｏ）

◆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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

楽器学資料館等学内施設の楽器見学を実施する予定です。

期末レポート、授業内試験、各種ワークシートの提出などにより総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント資料を随時配付します。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介します。

◆留意事項◆

音楽を学ぶ上で楽器は常に身近にあり、欠くことのできないパートナーです。器楽を専攻する場合、楽器を知らずに演奏活動を行うことはあり
得ないと言えるのですが、鍵盤楽器の場合は時として知らなくても演奏ができます。楽器の特性を理解して演奏活動を行う必要はないのでしょ
うか。その答えを探る手がかりとして、この授業では、鍵盤楽器について基礎的知識を得ることを目標とします。
楽器学的視点に基づいて総合的かつ俯瞰的に楽器を知ることが、個々の楽器の特性への理解を深めることになりますので、対象とする楽器
は鍵盤楽器全般です。各人が答えを得て、今後の演奏や音楽表現、創作などの活動に役立つことになるよう期待します。

◆授業内容・計画◆

以下の内容を予定しています。
 1　導入
 2　鍵盤楽器の種類
 3　鍵盤楽器各論：オルガン
 4　鍵盤楽器各論：クラヴィコード
 5　鍵盤楽器各論：ハープシコード
 6　鍵盤楽器各論：ピアノ（構成要素）
 7　鍵盤楽器各論：ピアノ（ピアノと調律）
 8　鍵盤楽器各論：ピアノ（メーカー）
 9　鍵盤楽器各論：ピアノ（ピアノの変遷）
10　見学：パイプオルガンほか
11　見学：ピアノ
12　見学：鍵盤楽器各種
13　いろいろな鍵盤楽器
14　鍵盤楽器の未来
15　まとめと評価

上記数字はあくまでも予定です。10～12の見学を随時組み込む場合もあるので、日程とはならない可能性があります。

授業では視聴覚資料や学内諸施設の楽器見学を利用して、文字による知識のみならず、鍵盤楽器を分析する力を身につけることもめざしま
す。従ってワークシートを使って、授業で学んだことの確認を行います。

◆準備学習の内容◆

予習の参考として、次回授業の内容に関するキーワードを提示します。レポートにまとめて提出することを推奨します。

復習としてテーマごとにワークシートを用意します。

◆成績評価の方法◆

KBL013N

鍵盤楽器講義（鍵盤楽器学）

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 ０２

講義室 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

楽器学資料館等学内施設の楽器見学を実施する予定です。

期末レポート、授業内試験、各種ワークシートの提出などにより総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント資料を随時配付します。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介します。

◆留意事項◆

音楽を学ぶ上で楽器は常に身近にあり、欠くことのできないパートナーです。器楽を専攻する場合、楽器を知らずに演奏活動を行うことはあり
得ないと言えるのですが、鍵盤楽器の場合は時として知らなくても演奏ができます。楽器の特性を理解して演奏活動を行う必要はないのでしょ
うか。その答えを探る手がかりとして、この授業では、鍵盤楽器について基礎的知識を得ることを目標とします。
楽器学的視点に基づいて総合的かつ俯瞰的に楽器を知ることが、個々の楽器の特性への理解を深めることになりますので、対象とする楽器
は鍵盤楽器全般です。各人が答えを得て、今後の演奏や音楽表現、創作などの活動に役立つことになるよう期待します。

◆授業内容・計画◆

以下の内容を予定しています。
 1　導入
 2　鍵盤楽器の種類
 3　鍵盤楽器各論：オルガン
 4　鍵盤楽器各論：クラヴィコード
 5　鍵盤楽器各論：ハープシコード
 6　鍵盤楽器各論：ピアノ（構成要素）
 7　鍵盤楽器各論：ピアノ（ピアノと調律）
 8　鍵盤楽器各論：ピアノ（メーカー）
 9　鍵盤楽器各論：ピアノ（ピアノの変遷）
10　見学：パイプオルガンほか
11　見学：ピアノ
12　見学：鍵盤楽器各種
13　いろいろな鍵盤楽器
14　鍵盤楽器の未来
15　まとめと評価

上記数字はあくまでも予定です。10～12の見学を随時組み込む場合もあるので、日程とはならない可能性があります。

授業では視聴覚資料や学内諸施設の楽器見学を利用して、文字による知識のみならず、鍵盤楽器を分析する力を身につけることもめざしま
す。従ってワークシートを使って、授業で学んだことの確認を行います。

◆準備学習の内容◆

予習の参考として、次回授業の内容に関するキーワードを提示します。レポートにまとめて提出することを推奨します。

復習としてテーマごとにワークシートを用意します。

◆成績評価の方法◆

KBL013N

鍵盤楽器講義（鍵盤楽器学）

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 2-11 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

五線紙必携。配布したプリントを繰り返し使うので、保管に注意すること。

平常点と作品発表、定期試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『総合和声』島岡　譲著（音楽之友社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

分析から作曲者の意図を読み取り、解釈による演奏の違いなどを吟味、比較しながら、様式感のある活き活きとした演奏表現に役立てること
ができる。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器の重要なレパートリーである、古典派、ロマン派の作品を中心に、演奏解釈の拠りどころとなる楽曲分析の基礎を理論的なアプロー
チから学ぶ。また、小曲の作曲により、流れを大きく掴むことと一つ一つの音の吟味の両立、演奏者と作曲者、双方の視点を合わせ持つ体験を
する。

具体的学習内容は次の通り。

１.　和声分析の基礎、伴奏形の分析、楽譜の還元
２.　ゆれ、転位音の分析（１）
３.　二部形式・三部形式（１）、フレーズの分析
４.　二部形式・三部形式（２）、保続低音 、近親転調（1）
５.　転位音の分析（２）、近親調転調（2）
６.　部分、主題、フレーズ、モティーフ等の比較
７,　複合三部形式、借用和音（１）
８.　ロンド形式（１）借用和音（２）
９.　ロンド形式（２）、属九の和音
10.　ソナタ形式（１）
11.　ソナタ形式（２）、和音の拡充（１）
12.　ソナタ形式(３)、和音の拡充（２）
13.　作曲課題の添削、和音の拡充（３）
14.　作曲課題の添削、ロマン派の作品
15.　作品発表とまとめ

◆準備学習の内容◆

1.宿題は復習だけでなく予習を含む内容を出すため、教科書の先を読みながら解いて授業の準備をすること。
2.授業で学習した楽曲について、分析をもとに解釈の可能性を考え、実際の演奏に反映させる。
3.専修のレッスンで取り組んでいる楽曲において、授業内容を生かした楽曲分析を行う。音楽を語る語彙を増やし、表現の工夫を出来る限り具
体的な言葉で表す。

◆成績評価の方法◆

KBL014N

鍵盤楽器講義（楽曲分析概論）

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 ０２

講義室 2-11 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

五線紙必携。配布したプリントを繰り返し使うので、保管に注意すること。

平常点と作品発表、定期試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『総合和声』島岡　譲著（音楽之友社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

分析から作曲者の意図を読み取り、解釈による演奏の違いなどを吟味、比較しながら、様式感のある活き活きとした演奏表現に役立てること
ができる。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器の重要なレパートリーである、古典派、ロマン派の作品を中心に、演奏解釈の拠りどころとなる楽曲分析の基礎を理論的なアプロー
チから学ぶ。また、小曲の作曲により、流れを大きく掴むことと一つ一つの音の吟味の両立、演奏者と作曲者、双方の視点を合わせ持つ体験を
する。

具体的学習内容は次の通り。

１.　和声分析の基礎、伴奏形の分析、楽譜の還元
２.　ゆれ、転位音の分析（１）
３.　二部形式・三部形式（１）、フレーズの分析
４.　二部形式・三部形式（２）、保続低音 、近親転調（1）
５.　転位音の分析（２）、近親調転調（2）
６.　部分、主題、フレーズ、モティーフ等の比較
７,　複合三部形式、借用和音（１）
８.　ロンド形式（１）借用和音（２）
９.　ロンド形式（２）、属九の和音
10.　ソナタ形式（１）
11.　ソナタ形式（２）、和音の拡充（１）
12.　ソナタ形式(３)、和音の拡充（２）
13.　作曲課題の添削、和音の拡充（３）
14.　作曲課題の添削、ロマン派の作品
15.　作品発表とまとめ

◆準備学習の内容◆

1.宿題は復習だけでなく予習を含む内容を出すため、教科書の先を読みながら解いて授業の準備をすること。
2.授業で学習した楽曲について、分析をもとに解釈の可能性を考え、実際の演奏に反映させる。
3.専修のレッスンで取り組んでいる楽曲において、授業内容を生かした楽曲分析を行う。音楽を語る語彙を増やし、表現の工夫を出来る限り具
体的な言葉で表す。

◆成績評価の方法◆

KBL014N

鍵盤楽器講義（楽曲分析概論）

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 2-11 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

五線紙必携。配布したプリントを繰り返し使うので、保管に注意すること。

平常点と作品発表、定期試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『総合和声』島岡　譲著（音楽之友社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

分析から作曲者の意図を読み取り、解釈による演奏の違いなどを吟味、比較しながら、様式感のある活き活きとした演奏表現に役立てること
ができる。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器の重要なレパートリーである、古典派、ロマン派の作品を中心に、演奏解釈の拠りどころとなる楽曲分析の基礎を理論的なアプロー
チから学ぶ。また、小曲の作曲により、流れを大きく掴むことと一つ一つの音の吟味の両立、演奏者と作曲者、双方の視点を合わせ持つ体験を
する。

具体的学習内容は次の通り。

１.　和声分析の基礎、伴奏形の分析、楽譜の還元
２.　ゆれ、転位音の分析（１）
３.　二部形式・三部形式（１）、フレーズの分析
４.　二部形式・三部形式（２）、保続低音 、近親転調（1）
５.　転位音の分析（２）、近親調転調（2）
６.　部分、主題、フレーズ、モティーフ等の比較
７,　複合三部形式、借用和音（１）
８.　ロンド形式（１）借用和音（２）
９.　ロンド形式（２）、属九の和音
10.　ソナタ形式（１）
11.　ソナタ形式（２）、和音の拡充（１）
12.　ソナタ形式(３)、和音の拡充（２）
13.　作曲課題の添削、和音の拡充（３）
14.　作曲課題の添削、ロマン派の作品
15.　作品発表とまとめ

◆準備学習の内容◆

1.宿題は復習だけでなく予習を含む内容を出すため、教科書の先を読みながら解いて授業の準備をすること。
2.授業で学習した楽曲について、分析をもとに解釈の可能性を考え、実際の演奏に反映させる。
3.専修のレッスンで取り組んでいる楽曲において、授業内容を生かした楽曲分析を行う。音楽を語る語彙を増やし、表現の工夫を出来る限り具
体的な言葉で表す。

◆成績評価の方法◆

KBL014N

鍵盤楽器講義（楽曲分析概論）

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 ０４

講義室 2-11 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

五線紙必携。配布したプリントを繰り返し使うので、保管に注意すること。

平常点と作品発表、定期試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『総合和声』島岡　譲著（音楽之友社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

分析から作曲者の意図を読み取り、解釈による演奏の違いなどを吟味、比較しながら、様式感のある活き活きとした演奏表現に役立てること
ができる。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器の重要なレパートリーである、古典派、ロマン派の作品を中心に、演奏解釈の拠りどころとなる楽曲分析の基礎を理論的なアプロー
チから学ぶ。また、小曲の作曲により、流れを大きく掴むことと一つ一つの音の吟味の両立、演奏者と作曲者、双方の視点を合わせ持つ体験を
する。

具体的学習内容は次の通り。

１.　和声分析の基礎、伴奏形の分析、楽譜の還元
２.　ゆれ、転位音の分析（１）
３.　二部形式・三部形式（１）、フレーズの分析
４.　二部形式・三部形式（２）、保続低音 、近親転調（1）
５.　転位音の分析（２）、近親調転調（2）
６.　部分、主題、フレーズ、モティーフ等の比較
７,　複合三部形式、借用和音（１）
８.　ロンド形式（１）借用和音（２）
９.　ロンド形式（２）、属九の和音
10.　ソナタ形式（１）
11.　ソナタ形式（２）、和音の拡充（１）
12.　ソナタ形式(３)、和音の拡充（２）
13.　作曲課題の添削、和音の拡充（３）
14.　作曲課題の添削、ロマン派の作品
15.　作品発表とまとめ

◆準備学習の内容◆

1.宿題は復習だけでなく予習を含む内容を出すため、教科書の先を読みながら解いて授業の準備をすること。
2.授業で学習した楽曲について、分析をもとに解釈の可能性を考え、実際の演奏に反映させる。
3.専修のレッスンで取り組んでいる楽曲において、授業内容を生かした楽曲分析を行う。音楽を語る語彙を増やし、表現の工夫を出来る限り具
体的な言葉で表す。

◆成績評価の方法◆

KBL014N

鍵盤楽器講義（楽曲分析概論）

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 2-01 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

五線紙を必ず持参すること。
授業で与えられる曲以外にも、自分で沢山の楽譜を読み、主にバロック・古典派の様々な作品に触れてほしい。和声、モチーフ、構成等を常に
考えて欲しい。しかし、曲が良くできているという事が「最も大切なこと」ではない。作品の分析によって曲を理解できたと思って満足してはいけ
ない。分析は、曲自体のenergyを感じるための手段の１つである。分析からわかったことををもとに自分なりの解釈を試み、作曲家がその曲に
託したメッセージは何であるかを各自で探すこと。

平常点及び共通試験による。平常点は、提出物・学習意欲等。共通試験をセメスターの終わりに行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。配布する楽譜、プリントを毎回持参すること。

◆参考図書◆

「バッハ　平均律クラヴィーア曲集 第１巻　演奏のための分析ノート１・２」土田英介・著（音楽之友社）

◆留意事項◆

J.S.Bach、Mozart、Beethovenの作品を中心に、彼等の作品の中で和声、対位法、形式、動機の展開がどのようになされているか、作曲技法的
に分析し、考察する。自分で考え、楽譜を解釈する力を養い、それを演奏に結びつけられるようにする。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器作品が中心であることは勿論だが、より深い理解のため、J.S.Bachではコラール、Mozartではオペラ、室内楽、Beerhovenでは交響曲
等の他のジャンルにも触れていく。バロック、古典派の作品の各々の分析の提出も義務づけられている。分析をより深く理解するための、演奏
による実習も適宜行う。終わりの５回では、ロマン派近現代派の作品の分析法にも触れる。
  １～４回目は J.S.Bach
  ５～７回目は Mozart
  ８～10回目は Beethoven
  11～15回目は　その他の作曲家を取り扱う予定

◆準備学習の内容◆

教師が与える色々なヒントをもとに、学生自らがそれをふくらませていかなければならない。自分で分析を試み、積極的に教師に見せ、意見交
換をすることが望まれる。

◆成績評価の方法◆

KBL015N

鍵盤楽器講義（作品分析概論）

松本　望

◆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 2-01 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

五線紙を必ず持参すること。
授業で与えられる曲以外にも、自分で沢山の楽譜を読み、主にバロック・古典派の様々な作品に触れてほしい。和声、モチーフ、構成等を常に
考えて欲しい。しかし、曲が良くできているという事が「最も大切なこと」ではない。作品の分析によって曲を理解できたと思って満足してはいけ
ない。分析は、曲自体のenergyを感じるための手段の１つである。分析からわかったことををもとに自分なりの解釈を試み、作曲家がその曲に
託したメッセージは何であるかを各自で探すこと。

平常点及び共通試験による。平常点は、提出物・学習意欲等。共通試験をセメスターの終わりに行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。配布する楽譜、プリントを毎回持参すること。

◆参考図書◆

「バッハ　平均律クラヴィーア曲集 第１巻　演奏のための分析ノート１・２」土田英介・著（音楽之友社）

◆留意事項◆

J.S.Bach、Mozart、Beethovenの作品を中心に、彼等の作品の中で和声、対位法、形式、動機の展開がどのようになされているか、作曲技法的
に分析し、考察する。自分で考え、楽譜を解釈する力を養い、それを演奏に結びつけられるようにする。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器作品が中心であることは勿論だが、より深い理解のため、J.S.Bachではコラール、Mozartではオペラ、室内楽、Beerhovenでは交響曲
等の他のジャンルにも触れていく。バロック、古典派の作品の各々の分析の提出も義務づけられている。分析をより深く理解するための、演奏
による実習も適宜行う。終わりの５回では、ロマン派近現代派の作品の分析法にも触れる。
  １～４回目は J.S.Bach
  ５～７回目は Mozart
  ８～10回目は Beethoven
  11～15回目は　その他の作曲家を取り扱う予定

◆準備学習の内容◆

教師が与える色々なヒントをもとに、学生自らがそれをふくらませていかなければならない。自分で分析を試み、積極的に教師に見せ、意見交
換をすることが望まれる。

◆成績評価の方法◆

KBL015N

鍵盤楽器講義（作品分析概論）

松本　望

◆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 2-01 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

五線紙を必ず持参すること。
授業で与えられる曲以外にも、自分で沢山の楽譜を読み、主にバロック・古典派の様々な作品に触れてほしい。和声、モチーフ、構成等を常に
考えて欲しい。しかし、曲が良くできているという事が「最も大切なこと」ではない。作品の分析によって曲を理解できたと思って満足してはいけ
ない。分析は、曲自体のenergyを感じるための手段の１つである。分析からわかったことををもとに自分なりの解釈を試み、作曲家がその曲に
託したメッセージは何であるかを各自で探すこと。

平常点及び共通試験による。平常点は、提出物・学習意欲等。共通試験をセメスターの終わりに行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。配布する楽譜、プリントを毎回持参すること。

◆参考図書◆

「バッハ　平均律クラヴィーア曲集 第１巻　演奏のための分析ノート１・２」土田英介・著（音楽之友社）

◆留意事項◆

J.S.Bach、Mozart、Beethovenの作品を中心に、彼等の作品の中で和声、対位法、形式、動機の展開がどのようになされているか、作曲技法的
に分析し、考察する。自分で考え、楽譜を解釈する力を養い、それを演奏に結びつけられるようにする。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器作品が中心であることは勿論だが、より深い理解のため、J.S.Bachではコラール、Mozartではオペラ、室内楽、Beerhovenでは交響曲
等の他のジャンルにも触れていく。バロック、古典派の作品の各々の分析の提出も義務づけられている。分析をより深く理解するための、演奏
による実習も適宜行う。終わりの５回では、ロマン派近現代派の作品の分析法にも触れる。
  １～４回目は J.S.Bach
  ５～７回目は Mozart
  ８～10回目は Beethoven
  11～15回目は　その他の作曲家を取り扱う予定

◆準備学習の内容◆

教師が与える色々なヒントをもとに、学生自らがそれをふくらませていかなければならない。自分で分析を試み、積極的に教師に見せ、意見交
換をすることが望まれる。

◆成績評価の方法◆

KBL015N

鍵盤楽器講義（作品分析概論）

松本　望

◆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 2-01 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

五線紙を必ず持参すること。
授業で与えられる曲以外にも、自分で沢山の楽譜を読み、主にバロック・古典派の様々な作品に触れてほしい。和声、モチーフ、構成等を常に
考えて欲しい。しかし、曲が良くできているという事が「最も大切なこと」ではない。作品の分析によって曲を理解できたと思って満足してはいけ
ない。分析は、曲自体のenergyを感じるための手段の１つである。分析からわかったことををもとに自分なりの解釈を試み、作曲家がその曲に
託したメッセージは何であるかを各自で探すこと。

平常点及び共通試験による。平常点は、提出物・学習意欲等。共通試験をセメスターの終わりに行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。配布する楽譜、プリントを毎回持参すること。

◆参考図書◆

「バッハ　平均律クラヴィーア曲集 第１巻　演奏のための分析ノート１・２」土田英介・著（音楽之友社）

◆留意事項◆

J.S.Bach、Mozart、Beethovenの作品を中心に、彼等の作品の中で和声、対位法、形式、動機の展開がどのようになされているか、作曲技法的
に分析し、考察する。自分で考え、楽譜を解釈する力を養い、それを演奏に結びつけられるようにする。

◆授業内容・計画◆

鍵盤楽器作品が中心であることは勿論だが、より深い理解のため、J.S.Bachではコラール、Mozartではオペラ、室内楽、Beerhovenでは交響曲
等の他のジャンルにも触れていく。バロック、古典派の作品の各々の分析の提出も義務づけられている。分析をより深く理解するための、演奏
による実習も適宜行う。終わりの５回では、ロマン派近現代派の作品の分析法にも触れる。
  １～４回目は J.S.Bach
  ５～７回目は Mozart
  ８～10回目は Beethoven
  11～15回目は　その他の作曲家を取り扱う予定

◆準備学習の内容◆

教師が与える色々なヒントをもとに、学生自らがそれをふくらませていかなければならない。自分で分析を試み、積極的に教師に見せ、意見交
換をすることが望まれる。

◆成績評価の方法◆

KBL015N

鍵盤楽器講義（作品分析概論）

松本　望

◆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 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

学習意欲（講義における質問、ディスカッションなど）と到達度（公開演奏の内容）に応じ総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

「音楽と音楽家」シューマン（岩波書店）

「ピアノ演奏解釈」アルフレッド・コルトー（ムジカノーヴァ）

「聴く人～音楽の解釈をめぐって」近藤譲（アルテス）

「モーツァルトのピアノ音楽研究」久元祐子（音楽之友社）

◆留意事項◆

鍵盤楽器は、チェンバロからフォルテピアノ、そして、近代のピアノ、現代のピアノへと進化してきた。今日では、電子ピアノも幅広く使われてい
る。それぞれの作品には、その作品が創造された楽器の特性も反映されている。他の芸術との関連にも触れながら、古今東西の鍵盤楽器曲を
幅広く聴き比べ、楽器と時代様式を探り、作品解釈を深めていく。
鍵盤楽器作品を幅広く取り上げ、多様な作品のありように触れ、演奏として伝えていける基礎をつくりあげる。

◆授業内容・計画◆

第1回　鍵盤楽器の歴史～楽器の進歩と作品の密接な関係～
第2回　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲　第2番 ハ短調　作品18
　～ラフマニノフ自身の演奏とスコア表記を比べながら～
第3回　モーツァルト：ピアノ協奏曲 イ長調 KV488
　～絶頂期の作風の表現方法、即興的装飾など～
第4回　モーツァルト：ピアノ・ソナタ イ短調 KV310
　～メイナード・ソロモンの解釈を巡って～
第5回　モーツァルト：円熟期のピアノ・ソナタ　K333
　～スコアの読み方、ディナーミクなど～
第6回　モーツァルトとヴァルター・ピアノ
第7回　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ ハ短調「悲愴」作品13
　～モーツァルトのハ短調 KV457,475との比較、第1楽章の反復の考え方など～
第8回　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ ハ長調 作品53「ワルトシュタイン」
　～作曲手法の特徴、中期の作風の特徴を踏まえた演奏へのアプローチ～
第9回　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ　作品110
　～ベートーヴェン晩年の世界～
第10回　ショパン：ピアノ・ソナタ 変ロ短調 作品35「葬送」
　　　　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 変イ長調 作品26「葬送」
　～2つの名曲に見る「葬送」イメージの違いと演奏アプローチ～
第11回　リスト：「二つの伝説」
　～スコアの序文が描く情景からのインスピレーション～
第12回　ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
　～ハルトマンの絵画からのインスピレーション～
第13回　シェーンベルク：6つの小さなピアノ曲　作品19
　～ウィーン楽派の作曲技法・自筆譜から見えるもの～
第14回　シューマン:「子どもの情景」「子供のためのアルバム」
　～シューマンの音楽評論から見える音楽の理想と作品イメージ～
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習としては、次回に取り上げる作品を告知するので、いずれかの作品を、自分で弾いてみるか、文献で当たっておくこと。また復習としては、
取り上げた作品を自身の解釈により実際に演奏してみること。

◆成績評価の方法◆

KBL016N

鍵盤楽器講義（演奏解釈）

◆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 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

学習意欲（講義における質問、ディスカッションなど）と到達度（公開演奏の内容）に応じ総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

「音楽と音楽家」シューマン（岩波書店）

「ピアノ演奏解釈」アルフレッド・コルトー（ムジカノーヴァ）

「聴く人～音楽の解釈をめぐって」近藤譲（アルテス）

「モーツァルトのピアノ音楽研究」久元祐子（音楽之友社）

◆留意事項◆

鍵盤楽器は、チェンバロからフォルテピアノ、そして、近代のピアノ、現代のピアノへと進化してきた。今日では、電子ピアノも幅広く使われてい
る。それぞれの作品には、その作品が創造された楽器の特性も反映されている。他の芸術との関連にも触れながら、古今東西の鍵盤楽器曲を
幅広く聴き比べ、楽器と時代様式を探り、作品解釈を深めていく。
鍵盤楽器作品を幅広く取り上げ、多様な作品のありように触れ、演奏として伝えていける基礎をつくりあげる。

◆授業内容・計画◆

第1回　鍵盤楽器の歴史～楽器の進歩と作品の密接な関係～
第2回　ラフマニノフ：ピアノ協奏曲　第2番 ハ短調　作品18
　～ラフマニノフ自身の演奏とスコア表記を比べながら～
第3回　モーツァルト：ピアノ協奏曲 イ長調 KV488
　～絶頂期の作風の表現方法、即興的装飾など～
第4回　モーツァルト：ピアノ・ソナタ イ短調 KV310
　～メイナード・ソロモンの解釈を巡って～
第5回　モーツァルト：円熟期のピアノ・ソナタ　K333
　～スコアの読み方、ディナーミクなど～
第6回　モーツァルトとヴァルター・ピアノ
第7回　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ ハ短調「悲愴」作品13
　～モーツァルトのハ短調 KV457,475との比較、第1楽章の反復の考え方など～
第8回　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ ハ長調 作品53「ワルトシュタイン」
　～作曲手法の特徴、中期の作風の特徴を踏まえた演奏へのアプローチ～
第9回　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ　作品110
　～ベートーヴェン晩年の世界～
第10回　ショパン：ピアノ・ソナタ 変ロ短調 作品35「葬送」
　　　　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 変イ長調 作品26「葬送」
　～2つの名曲に見る「葬送」イメージの違いと演奏アプローチ～
第11回　リスト：「二つの伝説」
　～スコアの序文が描く情景からのインスピレーション～
第12回　ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」
　～ハルトマンの絵画からのインスピレーション～
第13回　シェーンベルク：6つの小さなピアノ曲　作品19
　～ウィーン楽派の作曲技法・自筆譜から見えるもの～
第14回　シューマン:「子どもの情景」「子供のためのアルバム」
　～シューマンの音楽評論から見える音楽の理想と作品イメージ～
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習としては、次回に取り上げる作品を告知するので、いずれかの作品を、自分で弾いてみるか、文献で当たっておくこと。また復習としては、
取り上げた作品を自身の解釈により実際に演奏してみること。

◆成績評価の方法◆

KBL016N

鍵盤楽器講義（演奏解釈）

◆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 2-16 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業内にプリントを配布するが、発表担当教材については、各自研究室、図書館で借りる。

研究発表､授業内レポート、演奏発表などにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

バルトーク『ミクロコスモス』、クルターク『遊び』、
ピュイグ・ロジェピアノ教本、
Ａ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィア曲集
Ｗ・Ｆ・バッハのための小曲集
トンプソン 、バスティン、 ペース、 バーナム
メトードローズ、 バイエル
スオミ 、 ミヨシメソード
ピアノランド、子供の宇宙など

◆参考図書◆

井上直幸｢ピアノ奏法｣
ネイガウス｢ピアノ演奏芸術｣
御木本澄子｢正しいピアノ奏法｣

◆留意事項◆

（１）各国の代表的なピアノ教材を研究し、歴史的背景教育  理念、特色、長所、短所などを批判的に検証する能力を養い、ピアノ指導の実践に
向け知識を身につける。
（２）バッハ、シューマン、バルトークなど著名な作曲家の初心者向けの作品への理解を深める。
（３）基本的なピアノ奏法について考察し、教本中の記述への適確な判断力を養う。
（４）グループ発表・討論を通じてプレゼンテーション能力、他の発表に対する批評力を磨く。

．

◆授業内容・計画◆

教材の様々な可能性を考察する素材として、高い理想や理念を持った教材について学ぶと共に、実践の場で使用しやすい導入期のピアノ教
材を取り上げ、各教材のねらい、指導プロセス、特色、長所、短所、効果的な使用法などをグループ発表、ディスカッション、演奏を通して比較
検討し、知識を深める｡

第1回ピアノ教本の歴史と、代表的な教則本の時代背景および   意義について考察。
第２回グループによる研究発表のためのガイダンス。
第３回 研究発表（１）ポリフォニー教材を中心に
第４回 研究発表（２）アメリカの教材～１
第５回 研究発表（３）アメリカの教材～２
第６回 研究発表（４）ハンガリーの教材
第７回ピアノ指導の導入方法およびピアノ奏法の基礎について    のディスカッション
第８回 研究発表（５）フィンランドの教材
第９回 研究発表（６）ロシアの教材
第１０回 研究発表（７）ドイツ・フランスの教材
第１１回 研究発表（８）日本の教材
第１２回 研究発表（９）テクニック教材、ソルフェージュ教      材を中心に
第１３回著名な作曲家による子供用の作品を学ぶ
第１４回子供用の小品、連弾作品による演奏発表
第１５回まとめ

◆準備学習の内容◆

できるだけ多くの教材に目を通し、内容を把握しておく｡

◆成績評価の方法◆

KBL017N

鍵盤楽器講義(ピアノ教材研究概論)

近藤　伸子

◆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 ０２

講義室 2-16 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業内にプリントを配布するが、発表担当教材については、各自研究室、図書館で借りる。

研究発表､授業内レポート、演奏発表などにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

バルトーク『ミクロコスモス』、クルターク『遊び』、
ピュイグ・ロジェピアノ教本、
Ａ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィア曲集
Ｗ・Ｆ・バッハのための小曲集
トンプソン 、バスティン、 ペース、 バーナム
メトードローズ、 バイエル
スオミ 、 ミヨシメソード
ピアノランド、子供の宇宙など

◆参考図書◆

井上直幸｢ピアノ奏法｣
ネイガウス｢ピアノ演奏芸術｣
御木本澄子｢正しいピアノ奏法｣

◆留意事項◆

（１）各国の代表的なピアノ教材を研究し、歴史的背景教育  理念、特色、長所、短所などを批判的に検証する能力を養い、ピアノ指導の実践に
向け知識を身につける。
（２）バッハ、シューマン、バルトークなど著名な作曲家の初心者向けの作品への理解を深める。
（３）基本的なピアノ奏法について考察し、教本中の記述への適確な判断力を養う。
（４）グループ発表・討論を通じてプレゼンテーション能力、他の発表に対する批評力を磨く。

．

◆授業内容・計画◆

教材の様々な可能性を考察する素材として、高い理想や理念を持った教材について学ぶと共に、実践の場で使用しやすい導入期のピアノ教
材を取り上げ、各教材のねらい、指導プロセス、特色、長所、短所、効果的な使用法などをグループ発表、ディスカッション、演奏を通して比較
検討し、知識を深める｡

第1回ピアノ教本の歴史と、代表的な教則本の時代背景および   意義について考察。
第２回グループによる研究発表のためのガイダンス。
第３回 研究発表（１）ポリフォニー教材を中心に
第４回 研究発表（２）アメリカの教材～１
第５回 研究発表（３）アメリカの教材～２
第６回 研究発表（４）ハンガリーの教材
第７回ピアノ指導の導入方法およびピアノ奏法の基礎について    のディスカッション
第８回 研究発表（５）フィンランドの教材
第９回 研究発表（６）ロシアの教材
第１０回 研究発表（７）ドイツ・フランスの教材
第１１回 研究発表（８）日本の教材
第１２回 研究発表（９）テクニック教材、ソルフェージュ教      材を中心に
第１３回著名な作曲家による子供用の作品を学ぶ
第１４回子供用の小品、連弾作品による演奏発表
第１５回まとめ

◆準備学習の内容◆

できるだけ多くの教材に目を通し、内容を把握しておく｡

◆成績評価の方法◆

KBL017N

鍵盤楽器講義(ピアノ教材研究概論)

近藤　伸子

◆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 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

期末試験と提出物による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で印刷物を配付する。
使用するスコアなどを指定する場合がある。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

１）簡単な作品を分析（analysis）できる。
２）基礎的な楽式を理解する。
３）副属９位までの和声分析が出来る。
４）オーケストラの楽器について基礎的な知識を得る。

◆授業内容・計画◆

１) ガイダンス1。分析のために～属９、副属の和音
２) ガイダンス2。分析のために～非和声音について
３）基礎形式　Lied Formついて1
４）基礎形式　Lied Formついて2
５）複合二／三部形式1
６）複合二／三部形式2
７) 様々な和音（準固有、増６の和音等）について
８）古典派の交響曲＜Haydn のシンフォニー＞1
９）古典派の交響曲＜Haydn のシンフォニー＞2
10) オーケストラの楽器について
11) ロマン派の和声＜Chopinのピアノ曲 ＞1
12）ロマン派の和声＜Chopinのピアノ曲 ＞2
13）ソナタ形式＜Beethovenのピアノソナタ＞1
14）ソナタ形式＜Beethovenのピアノソナタ＞2
15) まとめと評価

（参加者の学習進度と興味に応じて変更の可能性あり）

◆準備学習の内容◆

学習した内容を復習し、理解出来ていないところを明確にすること。

◆成績評価の方法◆

KBL018N

鍵盤楽器講義（楽曲分析Ⅰ）

藤井　喬梓, 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 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

分析したい曲があれば申し出て下さい。

学期末試験と授業内での提出物による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で印刷物を配付する。
使用するスコアなどを指定する場合がある。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

(1)前期に引き続き、発展的な様々な和声を学ぶ。
(2)近代以降の作品の分析を試みる。
(3)オーケストレーションの要点を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

１）前期の復習。コードネーム。
２）テンションとサブコード１
３）テンションとサブコード２
４）偶成和音、様々な和音1
５）偶成和音、様々な和音2
６）リハーモナイズについて
７） これまでの復習。和音数字。
８）旋法による実習
９）＜Faure ”月の光” ＞1
10）＜Faure ”月の光” ＞2
11）＜Debussy ”月の光”＞
12）＜Debussy ”月の光”オーケストラ版＞
13）平行和音／複調／無調1
14）平行和音／複調／無調2
15）まとめと評価

（参加者の学習進度と興味に応じて変更の可能性あり）

◆準備学習の内容◆

学習した内容を復習し、理解出来ていないところを明確にすること。

◆成績評価の方法◆

KBL019N

鍵盤楽器講義（楽曲分析Ⅱ）

藤井　喬梓, 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 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

「動き」の授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『子どものための６つの小品 Op.34（連弾）』アントン・アレンスキー（全音楽譜出版社）
その他必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業と「動き」の授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたも
のを単に音にするというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・『フランス・バロック舞曲集』の初見、メロディーの視唱、簡単な楽曲分析等を通して古典舞曲の基礎を学ぶ。
・『リズムの練習』で正確に読み、打ち、歌う練習を行う。
・アレンスキー『子どものための６つの小品Op.34 （連弾）』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養
う。
・ディアベルリ『ソナチネアルバム』、グルリット『こどものためのアルバム』、三善晃『音の森』から適宜数曲を選び、初見・移調奏等を通してアー
ティキュレーション、フレージング、アウフタクト、和声感等、演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○「動き」の授業　古典舞踏を体験し舞曲への理解を深める。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　ガイダンス／導入
2.「動き」①　動きの導入
3.クラス授業②　2拍子／タンブラン、ガヴォット
4.クラス授業③　3拍子／連弾 アレンスキーNo.1,2
5.「動き」②　メヌエットのステップと舞踏
6.クラス授業④　4拍子／連弾 アレンスキーNo.3,4
7.クラス授業⑤　5拍子／連弾 アレンスキーNo.5,6
8.「動き」③　ガヴォットのステップと舞踏
9.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点
10.クラス授業⑦　連弾 全員で各演奏の問題点を探る
11.クラス授業⑧　連弾 コンサートに向け表現の練磨
12.「動き」④　動きのまとめ（3クラス合同）
13.ミニコンサートのリハーサル　動き及び連弾
14.ミニコンサート　動き及び連弾
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲と動きは、相手の学生との事前の合わせを含めて責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS020N

鍵盤楽器基礎Ⅰ

１鍵b

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 ０２

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

「動き」の授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『子どものための６つの小品 Op.34（連弾）』アントン・アレンスキー（全音楽譜出版社）
その他必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業と「動き」の授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたも
のを単に音にするというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・『フランス・バロック舞曲集』の初見、メロディーの視唱、簡単な楽曲分析等を通して古典舞曲の基礎を学ぶ。
・『リズムの練習』で正確に読み、打ち、歌う練習を行う。
・アレンスキー『子どものための６つの小品Op.34 （連弾）』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養
う。
・ディアベルリ『ソナチネアルバム』、グルリット『こどものためのアルバム』、三善晃『音の森』から適宜数曲を選び、初見・移調奏等を通してアー
ティキュレーション、フレージング、アウフタクト、和声感等、演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○「動き」の授業　古典舞踏を体験し舞曲への理解を深める。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　ガイダンス／導入
2.「動き」①　動きの導入
3.クラス授業②　2拍子／タンブラン、ガヴォット
4.クラス授業③　3拍子／連弾 アレンスキーNo.1,2
5.「動き」②　メヌエットのステップと舞踏
6.クラス授業④　4拍子／連弾 アレンスキーNo.3,4
7.クラス授業⑤　5拍子／連弾 アレンスキーNo.5,6
8.「動き」③　ガヴォットのステップと舞踏
9.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点
10.クラス授業⑦　連弾 全員で各演奏の問題点を探る
11.クラス授業⑧　連弾 コンサートに向け表現の練磨
12.「動き」④　動きのまとめ（3クラス合同）
13.ミニコンサートのリハーサル　動き及び連弾
14.ミニコンサート　動き及び連弾
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲と動きは、相手の学生との事前の合わせを含めて責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS020N

鍵盤楽器基礎Ⅰ

１鍵a

堀江　志磨

◆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 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

「動き」の授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『子どものための６つの小品 Op.34（連弾）』アントン・アレンスキー（全音楽譜出版社）
その他必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業と「動き」の授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたも
のを単に音にするというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・『フランス・バロック舞曲集』の初見、メロディーの視唱、簡単な楽曲分析等を通して古典舞曲の基礎を学ぶ。
・『リズムの練習』で正確に読み、打ち、歌う練習を行う。
・アレンスキー『子どものための６つの小品Op.34 （連弾）』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養
う。
・ディアベルリ『ソナチネアルバム』、グルリット『こどものためのアルバム』、三善晃『音の森』から適宜数曲を選び、初見・移調奏等を通してアー
ティキュレーション、フレージング、アウフタクト、和声感等、演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○「動き」の授業　古典舞踏を体験し舞曲への理解を深める。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　ガイダンス／導入
2.「動き」①　動きの導入
3.クラス授業②　2拍子／タンブラン、ガヴォット
4.クラス授業③　3拍子／連弾 アレンスキーNo.1,2
5.「動き」②　メヌエットのステップと舞踏
6.クラス授業④　4拍子／連弾 アレンスキーNo.3,4
7.クラス授業⑤　5拍子／連弾 アレンスキーNo.5,6
8.「動き」③　ガヴォットのステップと舞踏
9.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点
10.クラス授業⑦　連弾 全員で各演奏の問題点を探る
11.クラス授業⑧　連弾 コンサートに向け表現の練磨
12.「動き」④　動きのまとめ（3クラス合同）
13.ミニコンサートのリハーサル　動き及び連弾
14.ミニコンサート　動き及び連弾
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲と動きは、相手の学生との事前の合わせを含めて責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS020N

鍵盤楽器基礎Ⅰ

１鍵f

駒沢　とみ子

◆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 ０４

講義室 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

「動き」の授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『子どものための６つの小品 Op.34（連弾）』アントン・アレンスキー（全音楽譜出版社）
その他必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業と「動き」の授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたも
のを単に音にするというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・『フランス・バロック舞曲集』の初見、メロディーの視唱、簡単な楽曲分析等を通して古典舞曲の基礎を学ぶ。
・『リズムの練習』で正確に読み、打ち、歌う練習を行う。
・アレンスキー『子どものための６つの小品Op.34 （連弾）』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養
う。
・ディアベルリ『ソナチネアルバム』、グルリット『こどものためのアルバム』、三善晃『音の森』から適宜数曲を選び、初見・移調奏等を通してアー
ティキュレーション、フレージング、アウフタクト、和声感等、演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○「動き」の授業　古典舞踏を体験し舞曲への理解を深める。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　ガイダンス／導入
2.「動き」①　動きの導入
3.クラス授業②　2拍子／タンブラン、ガヴォット
4.クラス授業③　3拍子／連弾 アレンスキーNo.1,2
5.「動き」②　メヌエットのステップと舞踏
6.クラス授業④　4拍子／連弾 アレンスキーNo.3,4
7.クラス授業⑤　5拍子／連弾 アレンスキーNo.5,6
8.「動き」③　ガヴォットのステップと舞踏
9.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点
10.クラス授業⑦　連弾 全員で各演奏の問題点を探る
11.クラス授業⑧　連弾 コンサートに向け表現の練磨
12.「動き」④　動きのまとめ（3クラス合同）
13.ミニコンサートのリハーサル　動き及び連弾
14.ミニコンサート　動き及び連弾
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲と動きは、相手の学生との事前の合わせを含めて責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS020N

鍵盤楽器基礎Ⅰ

１鍵e

江澤　聖子

◆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 ０５

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

「動き」の授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『子どものための６つの小品 Op.34（連弾）』アントン・アレンスキー（全音楽譜出版社）
その他必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業と「動き」の授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたも
のを単に音にするというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・『フランス・バロック舞曲集』の初見、メロディーの視唱、簡単な楽曲分析等を通して古典舞曲の基礎を学ぶ。
・『リズムの練習』で正確に読み、打ち、歌う練習を行う。
・アレンスキー『子どものための６つの小品Op.34 （連弾）』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養
う。
・ディアベルリ『ソナチネアルバム』、グルリット『こどものためのアルバム』、三善晃『音の森』から適宜数曲を選び、初見・移調奏等を通してアー
ティキュレーション、フレージング、アウフタクト、和声感等、演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○「動き」の授業　古典舞踏を体験し舞曲への理解を深める。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　ガイダンス／導入
2.「動き」①　動きの導入
3.クラス授業②　2拍子／タンブラン、ガヴォット
4.クラス授業③　3拍子／連弾 アレンスキーNo.1,2
5.「動き」②　メヌエットのステップと舞踏
6.クラス授業④　4拍子／連弾 アレンスキーNo.3,4
7.クラス授業⑤　5拍子／連弾 アレンスキーNo.5,6
8.「動き」③　ガヴォットのステップと舞踏
9.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点
10.クラス授業⑦　連弾 全員で各演奏の問題点を探る
11.クラス授業⑧　連弾 コンサートに向け表現の練磨
12.「動き」④　動きのまとめ（3クラス合同）
13.ミニコンサートのリハーサル　動き及び連弾
14.ミニコンサート　動き及び連弾
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲と動きは、相手の学生との事前の合わせを含めて責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS020N

鍵盤楽器基礎Ⅰ

１鍵d

濵尾　夕美

◆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 ０６

講義室 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

「動き」の授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『子どものための６つの小品 Op.34（連弾）』アントン・アレンスキー（全音楽譜出版社）
その他必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業と「動き」の授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたも
のを単に音にするというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・『フランス・バロック舞曲集』の初見、メロディーの視唱、簡単な楽曲分析等を通して古典舞曲の基礎を学ぶ。
・『リズムの練習』で正確に読み、打ち、歌う練習を行う。
・アレンスキー『子どものための６つの小品Op.34 （連弾）』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養
う。
・ディアベルリ『ソナチネアルバム』、グルリット『こどものためのアルバム』、三善晃『音の森』から適宜数曲を選び、初見・移調奏等を通してアー
ティキュレーション、フレージング、アウフタクト、和声感等、演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○「動き」の授業　古典舞踏を体験し舞曲への理解を深める。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　ガイダンス／導入
2.「動き」①　動きの導入
3.クラス授業②　2拍子／タンブラン、ガヴォット
4.クラス授業③　3拍子／連弾 アレンスキーNo.1,2
5.「動き」②　メヌエットのステップと舞踏
6.クラス授業④　4拍子／連弾 アレンスキーNo.3,4
7.クラス授業⑤　5拍子／連弾 アレンスキーNo.5,6
8.「動き」③　ガヴォットのステップと舞踏
9.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点
10.クラス授業⑦　連弾 全員で各演奏の問題点を探る
11.クラス授業⑧　連弾 コンサートに向け表現の練磨
12.「動き」④　動きのまとめ（3クラス合同）
13.ミニコンサートのリハーサル　動き及び連弾
14.ミニコンサート　動き及び連弾
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲と動きは、相手の学生との事前の合わせを含めて責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS020N

鍵盤楽器基礎Ⅰ

１鍵c

梅本　実

◆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 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

リトミックの授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『こどもの遊び　Op.22（連弾）』ジョルジュ・ビゼー（全音楽譜出版社）
その他、必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたものを単に音にす
るというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・ビゼー『こどもの遊びOp.22』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養う。
・パッヘルベル『コラール変奏曲』を用い、指揮、伴奏、合唱の調和を目標に演奏法を探求する。
・『リズムの練習』から前期の復習及び6拍子等を実践する。
・ピュイグ＝ロジェ『ピアノ教本』、カバレフスキー『こどものためのピアノ小曲集』、メンデルスゾーン『無言歌集』から適宜数曲選び、初見・移調
奏等を通してアーティキュレーション、フレージング、和声感等演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○リトミック　身体表現を通してビゼーの音楽的表現を学ぶ。
○アナリーゼ　ビゼーの楽曲の様式、形式、語法等を学ぶ。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　夏休みの宿題発表　レポート発表及び演奏
2.リトミック①　リズムを体感する（3クラス合同）
3.クラス授業②　連弾 ビゼーNo.1～3／6拍子
4.クラス授業③　連弾 ビゼーNo.4～6／合唱 コラールとは
5.リトミック②　身体表現
6.クラス授業④　連弾 ビゼーNo.7～9／合唱 移調譜作成
7.クラス授業⑤　連弾 ビゼーNo.10～12／合唱 パート練習
8.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点／合唱 指揮・伴奏付き
9.クラス授業⑦　連弾 呼吸の合わせ方／合唱 声部バランス
10.アナリーゼ　ビゼーNo.1～12（3クラス合同）
11.クラス授業⑧　連弾 音量バランス／合唱 表現練磨
12.クラス授業⑨　連弾 仕上げ／合唱 仕上げ
13.ミニコンサートのリハーサル　連弾及びコラール合唱
14.ミニコンサート　連弾及びコラール合唱
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲は相手の学生との事前の合わせを含め、責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS021N

鍵盤楽器基礎Ⅱ

１鍵b

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 ０２

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

リトミックの授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『こどもの遊び　Op.22（連弾）』ジョルジュ・ビゼー（全音楽譜出版社）
その他、必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたものを単に音にす
るというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・ビゼー『こどもの遊びOp.22』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養う。
・パッヘルベル『コラール変奏曲』を用い、指揮、伴奏、合唱の調和を目標に演奏法を探求する。
・『リズムの練習』から前期の復習及び6拍子等を実践する。
・ピュイグ＝ロジェ『ピアノ教本』、カバレフスキー『こどものためのピアノ小曲集』、メンデルスゾーン『無言歌集』から適宜数曲選び、初見・移調
奏等を通してアーティキュレーション、フレージング、和声感等演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○リトミック　身体表現を通してビゼーの音楽的表現を学ぶ。
○アナリーゼ　ビゼーの楽曲の様式、形式、語法等を学ぶ。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　夏休みの宿題発表　レポート発表及び演奏
2.リトミック①　リズムを体感する（3クラス合同）
3.クラス授業②　連弾 ビゼーNo.1～3／6拍子
4.クラス授業③　連弾 ビゼーNo.4～6／合唱 コラールとは
5.リトミック②　身体表現
6.クラス授業④　連弾 ビゼーNo.7～9／合唱 移調譜作成
7.クラス授業⑤　連弾 ビゼーNo.10～12／合唱 パート練習
8.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点／合唱 指揮・伴奏付き
9.クラス授業⑦　連弾 呼吸の合わせ方／合唱 声部バランス
10.アナリーゼ　ビゼーNo.1～12（3クラス合同）
11.クラス授業⑧　連弾 音量バランス／合唱 表現練磨
12.クラス授業⑨　連弾 仕上げ／合唱 仕上げ
13.ミニコンサートのリハーサル　連弾及びコラール合唱
14.ミニコンサート　連弾及びコラール合唱
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲は相手の学生との事前の合わせを含め、責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS021N

鍵盤楽器基礎Ⅱ

１鍵a

堀江　志磨

◆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 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

リトミックの授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『こどもの遊び　Op.22（連弾）』ジョルジュ・ビゼー（全音楽譜出版社）
その他、必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたものを単に音にす
るというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・ビゼー『こどもの遊びOp.22』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養う。
・パッヘルベル『コラール変奏曲』を用い、指揮、伴奏、合唱の調和を目標に演奏法を探求する。
・『リズムの練習』から前期の復習及び6拍子等を実践する。
・ピュイグ＝ロジェ『ピアノ教本』、カバレフスキー『こどものためのピアノ小曲集』、メンデルスゾーン『無言歌集』から適宜数曲選び、初見・移調
奏等を通してアーティキュレーション、フレージング、和声感等演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○リトミック　身体表現を通してビゼーの音楽的表現を学ぶ。
○アナリーゼ　ビゼーの楽曲の様式、形式、語法等を学ぶ。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　夏休みの宿題発表　レポート発表及び演奏
2.リトミック①　リズムを体感する（3クラス合同）
3.クラス授業②　連弾 ビゼーNo.1～3／6拍子
4.クラス授業③　連弾 ビゼーNo.4～6／合唱 コラールとは
5.リトミック②　身体表現
6.クラス授業④　連弾 ビゼーNo.7～9／合唱 移調譜作成
7.クラス授業⑤　連弾 ビゼーNo.10～12／合唱 パート練習
8.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点／合唱 指揮・伴奏付き
9.クラス授業⑦　連弾 呼吸の合わせ方／合唱 声部バランス
10.アナリーゼ　ビゼーNo.1～12（3クラス合同）
11.クラス授業⑧　連弾 音量バランス／合唱 表現練磨
12.クラス授業⑨　連弾 仕上げ／合唱 仕上げ
13.ミニコンサートのリハーサル　連弾及びコラール合唱
14.ミニコンサート　連弾及びコラール合唱
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲は相手の学生との事前の合わせを含め、責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS021N

鍵盤楽器基礎Ⅱ

１鍵f

駒沢　とみ子

◆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 ０４

講義室 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

リトミックの授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『こどもの遊び　Op.22（連弾）』ジョルジュ・ビゼー（全音楽譜出版社）
その他、必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたものを単に音にす
るというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・ビゼー『こどもの遊びOp.22』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養う。
・パッヘルベル『コラール変奏曲』を用い、指揮、伴奏、合唱の調和を目標に演奏法を探求する。
・『リズムの練習』から前期の復習及び6拍子等を実践する。
・ピュイグ＝ロジェ『ピアノ教本』、カバレフスキー『こどものためのピアノ小曲集』、メンデルスゾーン『無言歌集』から適宜数曲選び、初見・移調
奏等を通してアーティキュレーション、フレージング、和声感等演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○リトミック　身体表現を通してビゼーの音楽的表現を学ぶ。
○アナリーゼ　ビゼーの楽曲の様式、形式、語法等を学ぶ。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　夏休みの宿題発表　レポート発表及び演奏
2.リトミック①　リズムを体感する（3クラス合同）
3.クラス授業②　連弾 ビゼーNo.1～3／6拍子
4.クラス授業③　連弾 ビゼーNo.4～6／合唱 コラールとは
5.リトミック②　身体表現
6.クラス授業④　連弾 ビゼーNo.7～9／合唱 移調譜作成
7.クラス授業⑤　連弾 ビゼーNo.10～12／合唱 パート練習
8.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点／合唱 指揮・伴奏付き
9.クラス授業⑦　連弾 呼吸の合わせ方／合唱 声部バランス
10.アナリーゼ　ビゼーNo.1～12（3クラス合同）
11.クラス授業⑧　連弾 音量バランス／合唱 表現練磨
12.クラス授業⑨　連弾 仕上げ／合唱 仕上げ
13.ミニコンサートのリハーサル　連弾及びコラール合唱
14.ミニコンサート　連弾及びコラール合唱
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲は相手の学生との事前の合わせを含め、責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS021N

鍵盤楽器基礎Ⅱ

１鍵e

江澤　聖子

◆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 ０５

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

リトミックの授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『こどもの遊び　Op.22（連弾）』ジョルジュ・ビゼー（全音楽譜出版社）
その他、必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたものを単に音にす
るというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・ビゼー『こどもの遊びOp.22』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養う。
・パッヘルベル『コラール変奏曲』を用い、指揮、伴奏、合唱の調和を目標に演奏法を探求する。
・『リズムの練習』から前期の復習及び6拍子等を実践する。
・ピュイグ＝ロジェ『ピアノ教本』、カバレフスキー『こどものためのピアノ小曲集』、メンデルスゾーン『無言歌集』から適宜数曲選び、初見・移調
奏等を通してアーティキュレーション、フレージング、和声感等演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○リトミック　身体表現を通してビゼーの音楽的表現を学ぶ。
○アナリーゼ　ビゼーの楽曲の様式、形式、語法等を学ぶ。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　夏休みの宿題発表　レポート発表及び演奏
2.リトミック①　リズムを体感する（3クラス合同）
3.クラス授業②　連弾 ビゼーNo.1～3／6拍子
4.クラス授業③　連弾 ビゼーNo.4～6／合唱 コラールとは
5.リトミック②　身体表現
6.クラス授業④　連弾 ビゼーNo.7～9／合唱 移調譜作成
7.クラス授業⑤　連弾 ビゼーNo.10～12／合唱 パート練習
8.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点／合唱 指揮・伴奏付き
9.クラス授業⑦　連弾 呼吸の合わせ方／合唱 声部バランス
10.アナリーゼ　ビゼーNo.1～12（3クラス合同）
11.クラス授業⑧　連弾 音量バランス／合唱 表現練磨
12.クラス授業⑨　連弾 仕上げ／合唱 仕上げ
13.ミニコンサートのリハーサル　連弾及びコラール合唱
14.ミニコンサート　連弾及びコラール合唱
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲は相手の学生との事前の合わせを含め、責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS021N

鍵盤楽器基礎Ⅱ

１鍵d

濵尾　夕美

◆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 ０６

講義室 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

リトミックの授業の際は、動きやすい服装とシューズ。

平常の授業への取り組み（積極性、協調性、努力度、授業態度、演奏）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フランス・バロック舞曲集』ローラン・テシュネ、結城八千代編（音楽之友社）
『リズムの練習』木村和子著（ＫＭＰ）
『こどもの遊び　Op.22（連弾）』ジョルジュ・ビゼー（全音楽譜出版社）
その他、必要に応じて指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

クラス授業の中で、ピアノを演奏する上で基礎となる「リズム」「メロディー」「ハーモニー」を一体として学び、楽譜に書かれたものを単に音にす
るというだけでなく、より音楽的に演奏する事の出来る表現力・読譜力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

○クラス授業
・ビゼー『こどもの遊びOp.22』を読譜し、全曲を学ぶ。また他者の演奏を聴き批評することにより、音楽的な耳を養う。
・パッヘルベル『コラール変奏曲』を用い、指揮、伴奏、合唱の調和を目標に演奏法を探求する。
・『リズムの練習』から前期の復習及び6拍子等を実践する。
・ピュイグ＝ロジェ『ピアノ教本』、カバレフスキー『こどものためのピアノ小曲集』、メンデルスゾーン『無言歌集』から適宜数曲選び、初見・移調
奏等を通してアーティキュレーション、フレージング、和声感等演奏上の基本的な事柄を学ぶ。
○リトミック　身体表現を通してビゼーの音楽的表現を学ぶ。
○アナリーゼ　ビゼーの楽曲の様式、形式、語法等を学ぶ。
○ミニコンサート　授業で学んだ成果を披露する。

1.クラス授業①　夏休みの宿題発表　レポート発表及び演奏
2.リトミック①　リズムを体感する（3クラス合同）
3.クラス授業②　連弾 ビゼーNo.1～3／6拍子
4.クラス授業③　連弾 ビゼーNo.4～6／合唱 コラールとは
5.リトミック②　身体表現
6.クラス授業④　連弾 ビゼーNo.7～9／合唱 移調譜作成
7.クラス授業⑤　連弾 ビゼーNo.10～12／合唱 パート練習
8.クラス授業⑥　連弾 連弾の留意点／合唱 指揮・伴奏付き
9.クラス授業⑦　連弾 呼吸の合わせ方／合唱 声部バランス
10.アナリーゼ　ビゼーNo.1～12（3クラス合同）
11.クラス授業⑧　連弾 音量バランス／合唱 表現練磨
12.クラス授業⑨　連弾 仕上げ／合唱 仕上げ
13.ミニコンサートのリハーサル　連弾及びコラール合唱
14.ミニコンサート　連弾及びコラール合唱
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業で取り上げた曲を復習し、次週の授業で取り上げる曲が指定された場合は必ずその曲に目を通して、授業で演奏できる状態に準
備しておく。
またミニコンサートで発表する各自の担当曲は相手の学生との事前の合わせを含め、責任を持って仕上げる。

◆成績評価の方法◆

KBS021N

鍵盤楽器基礎Ⅱ

１鍵c

梅本　実

◆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 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.Bach：Invention（版は問わない）
C.Debussy：小組曲（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1年次の鍵盤基礎で学んだ『ピアノ演奏と音楽の3要素』を基として、楽譜を深く丁寧に読み、理解をして音で表現する。

◆授業内容・計画◆

1.バッハ：インヴェンションを教材に、将来指導する立場になることも想定して構造の理解、奏法、指導法を研究する。
2.連弾を通して、同じ楽器での響きの融合、アンサンブルに必要な様々な能力を習得する。

第1回　授業内容の説明、導入（Bach：Invention）
第2回　Bach：Invention No.1　楽曲分析し、ポリフォニーについて理解を深める。
第3回　Bach：Invention No.1　学生間で模擬レッスンを行う。
第4回　Bach：Invention No.8　楽曲分析と奏法の研究をする。
第5回　Bach：Invention No.8　学生間で模擬レッスンを行う。
第6回　Debussy：小組曲「小舟にて」連弾演奏の留意点を確認する。
第7回　Debussy：小組曲「小舟にて」お互いの演奏を聴き合いながら音色を研究する。
第8回　Debussy：小組曲「行列」リズム感を中心に細かな動きを分析する。
第9回   Debussy：小組曲「行列」テンポを上げて明るく楽しい雰囲気を作る。
第10回　Debussy：小組曲「メヌエット」長調と短調を行き来する旋律を理解する。
第11回　Debussy：小組曲「メヌエット」内声の美しい動きを合わせ、優雅な旋律を浮き立たせる研究をする。
第12回　Debussy：小組曲「バレエ」細かい動きを確認しながら間合いの研究をする。
第13回　Debussy：小組曲「バレエ」活発なリズムを表現出来るように仕上げる。
第14回　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS022N

鍵盤楽器基礎Ⅲ

草野　明子

◆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 ０２

講義室 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.Bach：Invention（版は問わない）
C.Debussy：小組曲（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1年次の鍵盤基礎で学んだ『ピアノ演奏と音楽の3要素』を基として、楽譜を深く丁寧に読み、理解をして音で表現する。

◆授業内容・計画◆

1.バッハ：インヴェンションを教材に、将来指導する立場になることも想定して構造の理解、奏法、指導法を研究する。
2.連弾を通して、同じ楽器での響きの融合、アンサンブルに必要な様々な能力を習得する。

第1回　授業内容の説明、導入（Bach：Invention）
第2回　Bach：Invention No.1　楽曲分析し、ポリフォニーについて理解を深める。
第3回　Bach：Invention No.1　学生間で模擬レッスンを行う。
第4回　Bach：Invention No.8　楽曲分析と奏法の研究をする。
第5回　Bach：Invention No.8　学生間で模擬レッスンを行う。
第6回　Debussy：小組曲「小舟にて」連弾演奏の留意点を確認する。
第7回　Debussy：小組曲「小舟にて」お互いの演奏を聴き合いながら音色を研究する。
第8回　Debussy：小組曲「行列」リズム感を中心に細かな動きを分析する。
第9回   Debussy：小組曲「行列」テンポを上げて明るく楽しい雰囲気を作る。
第10回　Debussy：小組曲「メヌエット」長調と短調を行き来する旋律を理解する。
第11回　Debussy：小組曲「メヌエット」内声の美しい動きを合わせ、優雅な旋律を浮き立たせる研究をする。
第12回　Debussy：小組曲「バレエ」細かい動きを確認しながら間合いの研究をする。
第13回　Debussy：小組曲「バレエ」活発なリズムを表現出来るように仕上げる。
第14回　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS022N

鍵盤楽器基礎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 ０３

講義室 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.Bach：Invention（版は問わない）
C.Debussy：小組曲（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1年次の鍵盤基礎で学んだ『ピアノ演奏と音楽の3要素』を基として、楽譜を深く丁寧に読み、理解をして音で表現する。

◆授業内容・計画◆

1.バッハ：インヴェンションを教材に、将来指導する立場になることも想定して構造の理解、奏法、指導法を研究する。
2.連弾を通して、同じ楽器での響きの融合、アンサンブルに必要な様々な能力を習得する。

第1回　授業内容の説明、導入（Bach：Invention）
第2回　Bach：Invention No.1　楽曲分析し、ポリフォニーについて理解を深める。
第3回　Bach：Invention No.1　学生間で模擬レッスンを行う。
第4回　Bach：Invention No.8　楽曲分析と奏法の研究をする。
第5回　Bach：Invention No.8　学生間で模擬レッスンを行う。
第6回　Debussy：小組曲「小舟にて」連弾演奏の留意点を確認する。
第7回　Debussy：小組曲「小舟にて」お互いの演奏を聴き合いながら音色を研究する。
第8回　Debussy：小組曲「行列」リズム感を中心に細かな動きを分析する。
第9回   Debussy：小組曲「行列」テンポを上げて明るく楽しい雰囲気を作る。
第10回　Debussy：小組曲「メヌエット」長調と短調を行き来する旋律を理解する。
第11回　Debussy：小組曲「メヌエット」内声の美しい動きを合わせ、優雅な旋律を浮き立たせる研究をする。
第12回　Debussy：小組曲「バレエ」細かい動きを確認しながら間合いの研究をする。
第13回　Debussy：小組曲「バレエ」活発なリズムを表現出来るように仕上げる。
第14回　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS022N

鍵盤楽器基礎Ⅲ

星野　明子

◆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 ０４

講義室 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.Bach：Invention（版は問わない）
C.Debussy：小組曲（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1年次の鍵盤基礎で学んだ『ピアノ演奏と音楽の3要素』を基として、楽譜を深く丁寧に読み、理解をして音で表現する。

◆授業内容・計画◆

1.バッハ：インヴェンションを教材に、将来指導する立場になることも想定して構造の理解、奏法、指導法を研究する。
2.連弾を通して、同じ楽器での響きの融合、アンサンブルに必要な様々な能力を習得する。

第1回　授業内容の説明、導入（Bach：Invention）
第2回　Bach：Invention No.1　楽曲分析し、ポリフォニーについて理解を深める。
第3回　Bach：Invention No.1　学生間で模擬レッスンを行う。
第4回　Bach：Invention No.8　楽曲分析と奏法の研究をする。
第5回　Bach：Invention No.8　学生間で模擬レッスンを行う。
第6回　Debussy：小組曲「小舟にて」連弾演奏の留意点を確認する。
第7回　Debussy：小組曲「小舟にて」お互いの演奏を聴き合いながら音色を研究する。
第8回　Debussy：小組曲「行列」リズム感を中心に細かな動きを分析する。
第9回   Debussy：小組曲「行列」テンポを上げて明るく楽しい雰囲気を作る。
第10回　Debussy：小組曲「メヌエット」長調と短調を行き来する旋律を理解する。
第11回　Debussy：小組曲「メヌエット」内声の美しい動きを合わせ、優雅な旋律を浮き立たせる研究をする。
第12回　Debussy：小組曲「バレエ」細かい動きを確認しながら間合いの研究をする。
第13回　Debussy：小組曲「バレエ」活発なリズムを表現出来るように仕上げる。
第14回　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS022N

鍵盤楽器基礎Ⅲ

河村　初音

◆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 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.Bach：Invention（版は問わない）
C.Debussy：小組曲（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1年次の鍵盤基礎で学んだ『ピアノ演奏と音楽の3要素』を基として、楽譜を深く丁寧に読み、理解をして音で表現する。

◆授業内容・計画◆

1.バッハ：インヴェンションを教材に、将来指導する立場になることも想定して構造の理解、奏法、指導法を研究する。
2.連弾を通して、同じ楽器での響きの融合、アンサンブルに必要な様々な能力を習得する。

第1回　授業内容の説明、導入（Bach：Invention）
第2回　Bach：Invention No.1　楽曲分析し、ポリフォニーについて理解を深める。
第3回　Bach：Invention No.1　学生間で模擬レッスンを行う。
第4回　Bach：Invention No.8　楽曲分析と奏法の研究をする。
第5回　Bach：Invention No.8　学生間で模擬レッスンを行う。
第6回　Debussy：小組曲「小舟にて」連弾演奏の留意点を確認する。
第7回　Debussy：小組曲「小舟にて」お互いの演奏を聴き合いながら音色を研究する。
第8回　Debussy：小組曲「行列」リズム感を中心に細かな動きを分析する。
第9回   Debussy：小組曲「行列」テンポを上げて明るく楽しい雰囲気を作る。
第10回　Debussy：小組曲「メヌエット」長調と短調を行き来する旋律を理解する。
第11回　Debussy：小組曲「メヌエット」内声の美しい動きを合わせ、優雅な旋律を浮き立たせる研究をする。
第12回　Debussy：小組曲「バレエ」細かい動きを確認しながら間合いの研究をする。
第13回　Debussy：小組曲「バレエ」活発なリズムを表現出来るように仕上げる。
第14回　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS022N

鍵盤楽器基礎Ⅲ

有森　直樹

◆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 6-113 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.Bach：Invention（版は問わない）
C.Debussy：小組曲（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1年次の鍵盤基礎で学んだ『ピアノ演奏と音楽の3要素』を基として、楽譜を深く丁寧に読み、理解をして音で表現する。

◆授業内容・計画◆

1.バッハ：インヴェンションを教材に、将来指導する立場になることも想定して構造の理解、奏法、指導法を研究する。
2.連弾を通して、同じ楽器での響きの融合、アンサンブルに必要な様々な能力を習得する。

第1回　授業内容の説明、導入（Bach：Invention）
第2回　Bach：Invention No.1　楽曲分析し、ポリフォニーについて理解を深める。
第3回　Bach：Invention No.1　学生間で模擬レッスンを行う。
第4回　Bach：Invention No.8　楽曲分析と奏法の研究をする。
第5回　Bach：Invention No.8　学生間で模擬レッスンを行う。
第6回　Debussy：小組曲「小舟にて」連弾演奏の留意点を確認する。
第7回　Debussy：小組曲「小舟にて」お互いの演奏を聴き合いながら音色を研究する。
第8回　Debussy：小組曲「行列」リズム感を中心に細かな動きを分析する。
第9回   Debussy：小組曲「行列」テンポを上げて明るく楽しい雰囲気を作る。
第10回　Debussy：小組曲「メヌエット」長調と短調を行き来する旋律を理解する。
第11回　Debussy：小組曲「メヌエット」内声の美しい動きを合わせ、優雅な旋律を浮き立たせる研究をする。
第12回　Debussy：小組曲「バレエ」細かい動きを確認しながら間合いの研究をする。
第13回　Debussy：小組曲「バレエ」活発なリズムを表現出来るように仕上げる。
第14回　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS022N

鍵盤楽器基礎Ⅲ

進藤　郁子

◆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 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Bach:Sinfonia（版は問わない）
M.Clementi:2台のピアノのためのソナタOp.12（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の学びを踏まえて、シンフォニアへと発展させ、演奏、指導法を研究する。 また、2台ピアノ演奏を通して古典ソナタの構築、ピアノ・デユオ
の基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1. バッハ：シンフォニアを教材にポリフォニー奏法を再確認する。自らの演奏を高めると共に、学生同士で模擬レッスンを行い、適切な指導法を
学ぶ。
2.二台ピアノの作品を通して、同じ楽器での響きの融合、掛け合い、バランスなど様々な事柄に留意しながら、演奏能力、アンサンブル能力を
高める。

第1回　Bach：Sinfonia No.6　構造、和声の分析をする。
第2回　Bach：Sinfonia No.6　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第3回　Bach：Sinfonia No.11　構造、和声の分析をする。
第4回　Bach：Sinfonia No.11　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第5回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　構造、和声を分析する。
第6回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　良く聴き合い、表現する。
第7回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　ペアの問題点を分析、改善する。
第8回　Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　構造、和声を分析する。
第9回   Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　音色を合わせるよう研究する。
第10回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　構造を分析する。
第11回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　良く聴き合い、表現する。
第12回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　軽やかなタッチで表現する。
第13回　Clementi：Sonata Op.12　全楽章を弾き、流れを研究する。
第14回　Clementi：Sonata Op.12　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS023N

鍵盤楽器基礎Ⅳ

草野　明子

◆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 ０２

講義室 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Bach:Sinfonia（版は問わない）
M.Clementi:2台のピアノのためのソナタOp.12（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の学びを踏まえて、シンフォニアへと発展させ、演奏、指導法を研究する。 また、2台ピアノ演奏を通して古典ソナタの構築、ピアノ・デユオ
の基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1. バッハ：シンフォニアを教材にポリフォニー奏法を再確認する。自らの演奏を高めると共に、学生同士で模擬レッスンを行い、適切な指導法を
学ぶ。
2.二台ピアノの作品を通して、同じ楽器での響きの融合、掛け合い、バランスなど様々な事柄に留意しながら、演奏能力、アンサンブル能力を
高める。

第1回　Bach：Sinfonia No.6　構造、和声の分析をする。
第2回　Bach：Sinfonia No.6　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第3回　Bach：Sinfonia No.11　構造、和声の分析をする。
第4回　Bach：Sinfonia No.11　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第5回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　構造、和声を分析する。
第6回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　良く聴き合い、表現する。
第7回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　ペアの問題点を分析、改善する。
第8回　Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　構造、和声を分析する。
第9回   Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　音色を合わせるよう研究する。
第10回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　構造を分析する。
第11回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　良く聴き合い、表現する。
第12回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　軽やかなタッチで表現する。
第13回　Clementi：Sonata Op.12　全楽章を弾き、流れを研究する。
第14回　Clementi：Sonata Op.12　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS023N

鍵盤楽器基礎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 2年 クラス ０３

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Bach:Sinfonia（版は問わない）
M.Clementi:2台のピアノのためのソナタOp.12（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の学びを踏まえて、シンフォニアへと発展させ、演奏、指導法を研究する。 また、2台ピアノ演奏を通して古典ソナタの構築、ピアノ・デユオ
の基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1. バッハ：シンフォニアを教材にポリフォニー奏法を再確認する。自らの演奏を高めると共に、学生同士で模擬レッスンを行い、適切な指導法を
学ぶ。
2.二台ピアノの作品を通して、同じ楽器での響きの融合、掛け合い、バランスなど様々な事柄に留意しながら、演奏能力、アンサンブル能力を
高める。

第1回　Bach：Sinfonia No.6　構造、和声の分析をする。
第2回　Bach：Sinfonia No.6　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第3回　Bach：Sinfonia No.11　構造、和声の分析をする。
第4回　Bach：Sinfonia No.11　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第5回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　構造、和声を分析する。
第6回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　良く聴き合い、表現する。
第7回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　ペアの問題点を分析、改善する。
第8回　Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　構造、和声を分析する。
第9回   Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　音色を合わせるよう研究する。
第10回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　構造を分析する。
第11回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　良く聴き合い、表現する。
第12回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　軽やかなタッチで表現する。
第13回　Clementi：Sonata Op.12　全楽章を弾き、流れを研究する。
第14回　Clementi：Sonata Op.12　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS023N

鍵盤楽器基礎Ⅳ

星野　明子

◆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 ０４

講義室 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Bach:Sinfonia（版は問わない）
M.Clementi:2台のピアノのためのソナタOp.12（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の学びを踏まえて、シンフォニアへと発展させ、演奏、指導法を研究する。 また、2台ピアノ演奏を通して古典ソナタの構築、ピアノ・デユオ
の基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1. バッハ：シンフォニアを教材にポリフォニー奏法を再確認する。自らの演奏を高めると共に、学生同士で模擬レッスンを行い、適切な指導法を
学ぶ。
2.二台ピアノの作品を通して、同じ楽器での響きの融合、掛け合い、バランスなど様々な事柄に留意しながら、演奏能力、アンサンブル能力を
高める。

第1回　Bach：Sinfonia No.6　構造、和声の分析をする。
第2回　Bach：Sinfonia No.6　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第3回　Bach：Sinfonia No.11　構造、和声の分析をする。
第4回　Bach：Sinfonia No.11　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第5回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　構造、和声を分析する。
第6回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　良く聴き合い、表現する。
第7回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　ペアの問題点を分析、改善する。
第8回　Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　構造、和声を分析する。
第9回   Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　音色を合わせるよう研究する。
第10回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　構造を分析する。
第11回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　良く聴き合い、表現する。
第12回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　軽やかなタッチで表現する。
第13回　Clementi：Sonata Op.12　全楽章を弾き、流れを研究する。
第14回　Clementi：Sonata Op.12　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS023N

鍵盤楽器基礎Ⅳ

河村　初音

◆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 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Bach:Sinfonia（版は問わない）
M.Clementi:2台のピアノのためのソナタOp.12（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の学びを踏まえて、シンフォニアへと発展させ、演奏、指導法を研究する。 また、2台ピアノ演奏を通して古典ソナタの構築、ピアノ・デユオ
の基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1. バッハ：シンフォニアを教材にポリフォニー奏法を再確認する。自らの演奏を高めると共に、学生同士で模擬レッスンを行い、適切な指導法を
学ぶ。
2.二台ピアノの作品を通して、同じ楽器での響きの融合、掛け合い、バランスなど様々な事柄に留意しながら、演奏能力、アンサンブル能力を
高める。

第1回　Bach：Sinfonia No.6　構造、和声の分析をする。
第2回　Bach：Sinfonia No.6　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第3回　Bach：Sinfonia No.11　構造、和声の分析をする。
第4回　Bach：Sinfonia No.11　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第5回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　構造、和声を分析する。
第6回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　良く聴き合い、表現する。
第7回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　ペアの問題点を分析、改善する。
第8回　Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　構造、和声を分析する。
第9回   Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　音色を合わせるよう研究する。
第10回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　構造を分析する。
第11回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　良く聴き合い、表現する。
第12回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　軽やかなタッチで表現する。
第13回　Clementi：Sonata Op.12　全楽章を弾き、流れを研究する。
第14回　Clementi：Sonata Op.12　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS023N

鍵盤楽器基礎Ⅳ

有森　直樹

◆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 6-113 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業内評価：授業への取り組み及び授業内発表での演奏成果により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Bach:Sinfonia（版は問わない）
M.Clementi:2台のピアノのためのソナタOp.12（全音版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の学びを踏まえて、シンフォニアへと発展させ、演奏、指導法を研究する。 また、2台ピアノ演奏を通して古典ソナタの構築、ピアノ・デユオ
の基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1. バッハ：シンフォニアを教材にポリフォニー奏法を再確認する。自らの演奏を高めると共に、学生同士で模擬レッスンを行い、適切な指導法を
学ぶ。
2.二台ピアノの作品を通して、同じ楽器での響きの融合、掛け合い、バランスなど様々な事柄に留意しながら、演奏能力、アンサンブル能力を
高める。

第1回　Bach：Sinfonia No.6　構造、和声の分析をする。
第2回　Bach：Sinfonia No.6　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第3回　Bach：Sinfonia No.11　構造、和声の分析をする。
第4回　Bach：Sinfonia No.11　声部の弾き分けと学生間の模擬レッスンを行う。
第5回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　構造、和声を分析する。
第6回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　良く聴き合い、表現する。
第7回　Clementi：Sonata Op.12　第1楽章　ペアの問題点を分析、改善する。
第8回　Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　構造、和声を分析する。
第9回   Clementi：Sonata Op.12　第2楽章　音色を合わせるよう研究する。
第10回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　構造を分析する。
第11回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　良く聴き合い、表現する。
第12回　Clementi：Sonata Op.12　第3楽章　軽やかなタッチで表現する。
第13回　Clementi：Sonata Op.12　全楽章を弾き、流れを研究する。
第14回　Clementi：Sonata Op.12　授業内発表。
第15回　まとめ。

◆準備学習の内容◆

出されている課題を研究、またアンサンブルはパートナーに迷惑が掛からないように、しっかり準備すること。

◆成績評価の方法◆

KBS023N

鍵盤楽器基礎Ⅳ

進藤　郁子

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-403 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

特になし

授業への取り組みにより、評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・シューマン：ユーゲントアルバム Op.68
・カバレフスキー：こどものためのピアノ小曲集 Op.27
その他必要に応じて楽曲やテクニックの基礎的な教材を使用する。

◆参考図書◆

井上直幸：ピアノ奏法
ネイガウス：ピアノ演奏芸術

◆留意事項◆

質の高いピアノ指導者をめざすため、演奏実習を通して、脱力、様々な音色とタッチ、楽曲の構造、原典版と解釈版の比較、時代背景など、指
導の基礎となる事項を再確認するとともに、適切な批評眼とコミュニケーション能力を磨く。

◆授業内容・計画◆

グループレッスンの形態をとり、下記の教材の演習を通してピアノ奏法の基礎を再確認する。また、模擬授業なども行ない、ピアノ指導に必要
な表現法や練習法について学ぶ。
随時、子供向け教材に幅広く触れ、レパートリーを広げる。

 第１回　J.S.バッハの初歩的な小品､シューマン《ユーゲントアルバム》へのアプローチ法､およびピアノ奏法全般についてディスカッションする
 第２回　ポリフォニー作品のテクニックや練習方法などバロック特有の表現法などを多角的に研究する
 第３回　楽器学博物館にて、クラヴィコード、チェンバロ、ブロードウッド社製ピアノなど様々な時代の鍵盤楽器を試奏する
 第４回　演奏発表
 第５回　井上直幸「ピアノ奏法」のビデオを鑑賞し、ディスカッションする
 第６回　シューマン《ユーゲントアルバム》を中心にロマン派の小品の表現法とテクニックを研究する
 第７回　模擬レッスン①コミュニケーションの取り方
 第８回　カバレフスキー《こどものためのピアノ小曲集》を中心に近現代の小品の表現法とテクニックを研究する
 第９回　海外の著名なピアニストによるレッスンのビデオを鑑賞し、指導法を学ぶ
 第10回　模擬レッスン②イメージを演奏表現につなげていく指導法
 第11回　模擬レッスンの形態で演奏発表をする
 第12回　様々なテクニック教材，古典派の小品について研究する
 第13回　ロマン派の小品、邦人作品を含めた近現代の小品などについて研究する
 第14回　模擬レッスンの形態で演奏発表をする
 第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で出された課題を作品研究ならびに分析し、それらの知識や考えを生かして、演奏表現につなげられるように練習する。

◆成績評価の方法◆

KBS024N

ピアノ指導研究入門

山内　のり子

◆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,3年 クラス ０２

講義室 N-311 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

特になし

授業への取り組みにより、評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・シューマン：ユーゲントアルバム Op.68
・カバレフスキー：こどものためのピアノ小曲集 Op.27
その他必要に応じて楽曲やテクニックの基礎的な教材を使用する。

◆参考図書◆

井上直幸：ピアノ奏法
ネイガウス：ピアノ演奏芸術

◆留意事項◆

質の高いピアノ指導者をめざすため、演奏実習を通して、脱力、様々な音色とタッチ、楽曲の構造、原典版と解釈版の比較、時代背景など、指
導の基礎となる事項を再確認するとともに、適切な批評眼とコミュニケーション能力を磨く。

◆授業内容・計画◆

グループレッスンの形態をとり、下記の教材の演習を通してピアノ奏法の基礎を再確認する。また、模擬授業なども行ない、ピアノ指導に必要
な表現法や練習法について学ぶ。
随時、子供向け教材に幅広く触れ、レパートリーを広げる。

 第１回　J.S.バッハの初歩的な小品､シューマン《ユーゲントアルバム》へのアプローチ法､およびピアノ奏法全般についてディスカッションする
 第２回　ポリフォニー作品のテクニックや練習方法などバロック特有の表現法などを多角的に研究する
 第３回　楽器学博物館にて、クラヴィコード、チェンバロ、ブロードウッド社製ピアノなど様々な時代の鍵盤楽器を試奏する
 第４回　演奏発表
 第５回　井上直幸「ピアノ奏法」のビデオを鑑賞し、ディスカッションする
 第６回　シューマン《ユーゲントアルバム》を中心にロマン派の小品の表現法とテクニックを研究する
 第７回　模擬レッスン①コミュニケーションの取り方
 第８回　カバレフスキー《こどものためのピアノ小曲集》を中心に近現代の小品の表現法とテクニックを研究する
 第９回　海外の著名なピアニストによるレッスンのビデオを鑑賞し、指導法を学ぶ
 第10回　模擬レッスン②イメージを演奏表現につなげていく指導法
 第11回　模擬レッスンの形態で演奏発表をする
 第12回　様々なテクニック教材，古典派の小品について研究する
 第13回　ロマン派の小品、邦人作品を含めた近現代の小品などについて研究する
 第14回　模擬レッスンの形態で演奏発表をする
 第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で出された課題を作品研究ならびに分析し、それらの知識や考えを生かして、演奏表現につなげられるように練習する。

◆成績評価の方法◆

KBS024N

ピアノ指導研究入門

濵尾　夕美

◆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 ０３

講義室 N-406 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

特になし

授業への取り組みにより、評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・シューマン：ユーゲントアルバム Op.68
・カバレフスキー：こどものためのピアノ小曲集 Op.27
その他必要に応じて楽曲やテクニックの基礎的な教材を使用する。

◆参考図書◆

井上直幸：ピアノ奏法
ネイガウス：ピアノ演奏芸術

◆留意事項◆

質の高いピアノ指導者をめざすため、演奏実習を通して、脱力、様々な音色とタッチ、楽曲の構造、原典版と解釈版の比較、時代背景など、指
導の基礎となる事項を再確認するとともに、適切な批評眼とコミュニケーション能力を磨く。

◆授業内容・計画◆

グループレッスンの形態をとり、下記の教材の演習を通してピアノ奏法の基礎を再確認する。また、模擬授業なども行ない、ピアノ指導に必要
な表現法や練習法について学ぶ。
随時、子供向け教材に幅広く触れ、レパートリーを広げる。

 第１回　J.S.バッハの初歩的な小品､シューマン《ユーゲントアルバム》へのアプローチ法､およびピアノ奏法全般についてディスカッションする
 第２回　ポリフォニー作品のテクニックや練習方法などバロック特有の表現法などを多角的に研究する
 第３回　楽器学博物館にて、クラヴィコード、チェンバロ、ブロードウッド社製ピアノなど様々な時代の鍵盤楽器を試奏する
 第４回　演奏発表
 第５回　井上直幸「ピアノ奏法」のビデオを鑑賞し、ディスカッションする
 第６回　シューマン《ユーゲントアルバム》を中心にロマン派の小品の表現法とテクニックを研究する
 第７回　模擬レッスン①コミュニケーションの取り方
 第８回　カバレフスキー《こどものためのピアノ小曲集》を中心に近現代の小品の表現法とテクニックを研究する
 第９回　海外の著名なピアニストによるレッスンのビデオを鑑賞し、指導法を学ぶ
 第10回　模擬レッスン②イメージを演奏表現につなげていく指導法
 第11回　模擬レッスンの形態で演奏発表をする
 第12回　様々なテクニック教材，古典派の小品について研究する
 第13回　ロマン派の小品、邦人作品を含めた近現代の小品などについて研究する
 第14回　模擬レッスンの形態で演奏発表をする
 第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で出された課題を作品研究ならびに分析し、それらの知識や考えを生かして、演奏表現につなげられるように練習する。

◆成績評価の方法◆

KBS024N

ピアノ指導研究入門

近藤　伸子

◆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 N-024 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

コードネームを習得すること。
即興演奏に慣れる。

授業内の平常点と編集ノート提出により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

レッツプレイエレクトーン改訂版　１、２
　柏木玲子編
ヤマハミュージックファンデーション

◆参考図書◆

◆留意事項◆

童謡、世界民謡、有名なクラシック、スタンダード・・・等世の中に知られている音楽はなるべく即座に演奏できるように習得する。それぞれの場
面で即興的に対応した演奏ができるよう実践し、アンサンブル体験する。ＣＤ鑑賞の時間をとり幅広い音楽に親しむ時間を持つ。

◆授業内容・計画◆

1)　オリエンテーション・コードネームの確認
2)　簡単な1段譜をコードネームを見て弾く
3)　音楽ジャンルによっての伴奏適応の研究
4)　多彩なジャンルの音楽鑑賞、アナリーゼ
5)　即興演奏の実践（１）
6)　即興演奏の実践（２）
7） 鑑賞した作品についてアナリーゼしてクラス内で発表
8)　簡単なアンサンブル体験
9)  毎回任意の曲を、電子オルガンで各自演奏しながら編曲(1)
10)　毎回任意の曲を、電子オルガンで各自演奏しながら編曲(2)
11)　前期試験曲を決定する
12)　試験曲の実践(1)
13)　試験曲の実践(2)
14)　試験の実施
15)  まとめと評価
その他適宜にラベル、ドビュッシー弦楽四重奏をアンサンブル実習する。
計画は生徒の進行状況によって変更することがある。

◆準備学習の内容◆

１段譜面を見て音楽表現ができるようにする。
スタンダード曲に親しんでおく。

◆成績評価の方法◆

KBS025N

電子オルガン編曲Ⅰ

柏木　玲子

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-024 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

任意の曲を編曲し、演奏したものを評価する。レポート提出物を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

レッツプレイエレクトーン
その他、授業内で指示する。

◆参考図書◆

授業内で提示

◆留意事項◆

電子オルガン編曲１で習得したものをより高度な内容になるように、ＣＤ鑑賞などで編曲について分析する。それぞれ合った音楽に変奏、アドリ
ブなどより自由に演奏できるように実習する。又その曲を複数でのアンサンブルで楽しむことができるよう実践する。電子オルガン、ピアノでの
即興演奏についてあらゆる可能性を追求し、習得する。

◆授業内容・計画◆

前期に体験した内容の強化を図る。
1）オリエンテーション
2)伴奏力の強化、転調。
3)ピアノでの演奏実践。
4)アンサンブル体験（１）
5)アンサンブルの体験（２）
6)ＣＤから任意の曲をアナリーゼする（１）
7)ＣＤから任意の曲をアナリーゼする（２）
8)弦楽四重奏の実践（１）
9)弦楽四重奏の実践（２）
10)アンサンブル実践（１）
11)アンサンブル実践（２）
12)アドリブの研究
13)試験曲の実践
14）試験曲の仕上げ
15)まとめと評価

◆準備学習の内容◆

即興演奏について苦手意識を克服する。

◆成績評価の方法◆

KBS026N

電子オルガン編曲Ⅱ

柏木　玲子

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 4単位

備考

上記第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。楽器の特性や履修者の実態に応じて、担当教員により進め方が異なるため、
第1回の授業でよく確認をすること。

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各教員指定の練習曲や作品の楽譜。

◆参考図書◆

必要に応じてその都度紹介する。

◆留意事項◆

楽器の演奏に必要なウォーム・アップの方法、及び基礎訓練的な練習方法を習得する。基礎課程にふさわしい作品の演奏を通して、ソリスト、
室内楽奏者、オーケストラ奏者等プロフェッショナルな音楽家として通用する音楽性と演奏技術の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　楽器の扱い方、練習方法
第３回　基本的な奏法
第４回　練習曲Ⅰ-①確認、課題曲Ⅰ-①確認
第５回　練習曲Ⅰ-①定着、課題曲Ⅰ-①表現の工夫
第６回　練習曲Ⅰ-②確認、課題曲Ⅰ-①仕上げの演奏
第７回　練習曲Ⅰ-②定着、課題曲Ⅰ-②確認
第８回　練習曲Ⅰ-③確認、課題曲Ⅰ-②表現の工夫
第９回　練習曲Ⅰ-③定着、課題曲Ⅰ-②仕上げの演奏
第10回　練習曲Ⅰ-④確認、課題曲Ⅰ-③確認
第11回　練習曲Ⅰ-④定着、課題曲Ⅰ-③表現の工夫
第12回　練習曲Ⅰ-⑤確認、課題曲Ⅰ-③仕上げの演奏
第13回　練習曲Ⅰ-⑤定着、課題曲Ⅰ-④確認
第14回　課題曲Ⅰ-④表現の工夫
第15回　演奏試験に向けた課題曲④のまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

毎回の授業に次を行って臨むこと。
日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行った上で、課題曲の練習をする。
作曲者及びその時代背景等、作品に対する知識を得るとともに、参考音源を聴いておく。

◆成績評価の方法◆

専門実技（弦管打）Ⅰ

（Ｓ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 4単位

備考

上記第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。楽器の特性や履修者の実態に応じて、担当教員により進め方が異なるため、
第1回の授業でよく確認をすること。

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各教員指定の練習曲や作品の楽譜。

◆参考図書◆

必要に応じてその都度紹介する。

◆留意事項◆

楽器の演奏に必要なウォーム・アップの方法、及び基礎訓練的な練習方法を習得し、基礎課程にふさわしい作品の演奏を通して、ソリスト、室
内楽奏者、オーケストラ奏者等プロフェッショナルな音楽家として通用する音楽性と演奏技術を習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　専門実技Ⅱの目標と進め方の確認
第２回　専門実技Ⅰの復習と自己の課題確認のための演奏
第３回　練習曲Ⅱ-①確認、課題曲Ⅱ-①確認
第４回　練習曲Ⅱ-①定着、課題曲Ⅱ-①表現の工夫
第５回　練習曲Ⅱ-②確認、課題曲Ⅱ-①仕上げの演奏
第６回　練習曲Ⅱ-②定着、課題曲Ⅱ-②確認
第７回　練習曲Ⅱ-③確認、課題曲Ⅱ-②表現の工夫
第８回　練習曲Ⅱ-③定着、課題曲Ⅱ-②仕上げの演奏
第９回　練習曲Ⅱ-④確認、課題曲Ⅱ-③確認
第10回　練習曲Ⅱ-④定着、課題曲Ⅱ-③表現の工夫
第11回　練習曲Ⅱ-⑤確認、課題曲Ⅱ-③仕上げの演奏
第12回　練習曲Ⅱ-⑤定着、課題曲Ⅱ-④確認
第13回　課題曲Ⅱ-④曲に応じた表現の研究
第14回　課題曲Ⅱ-④曲に応じた表現の工夫
第15回　演奏試験に向けた課題曲Ⅱ-④のまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

毎回の授業に次を行って臨むこと。
日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行った上で、課題曲の練習をする。
作曲者及びその時代背景等、作品に対する知識を得るとともに、参考音源を聴いておく。

◆成績評価の方法◆

専門実技（弦管打）Ⅱ

（Ｓ）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 4単位

備考

上記第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。楽器の特性や履修者の実態に応じて、担当教員により進め方が異なるため、
第1回の授業でよく確認をすること。

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各教員指定の練習曲や作品の楽譜。

◆参考図書◆

必要に応じてその都度紹介する。

◆留意事項◆

楽器の演奏に必要なウォーム・アップの方法、及び基礎訓練的な練習方法を習得し、基礎課程にふさわしい作品の演奏を通して、ソリスト、室
内楽奏者、オーケストラ奏者等プロフェッショナルな音楽家として通用する音楽性と演奏技術を高める。

◆授業内容・計画◆

第１回  専門実技Ⅲの目標と進め方の確認
第２回  専門実技Ⅱの復習と自己の課題確認のための演奏
第３回  練習曲Ⅲ-①確認、課題曲Ⅲ-①確認
第４回  練習曲Ⅲ-①定着、課題曲Ⅲ-①表現の工夫
第５回  練習曲Ⅲ-②確認、課題曲Ⅲ-①仕上げの演奏
第６回  練習曲Ⅲ-②定着、課題曲Ⅲ-②確認
第７回  練習曲Ⅲ-③確認、課題曲Ⅲ-②表現の工夫
第８回  練習曲Ⅲ-③定着、課題曲Ⅲ-②仕上げの演奏
第９回  練習曲Ⅲ-④確認、課題曲Ⅲ-③確認
第10回  練習曲Ⅲ-④定着、課題曲Ⅲ-③表現の工夫
第11回  練習曲Ⅲ-⑤確認、課題曲Ⅲ-③仕上げの演奏
第12回  練習曲Ⅲ-⑤定着、課題曲Ⅲ-④確認
第13回  課題曲Ⅲ-④曲に応じた表現の研究
第14回  課題曲Ⅲ-④曲に応じた表現の工夫
第15回  演奏試験に向けた課題曲Ⅲ-④のまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

毎回の授業に次を行って臨むこと。
日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行った上で、課題曲の練習をする。
作曲者及びその時代背景等、作品に対する知識を得るとともに、参考音源を聴いておく。

◆成績評価の方法◆

専門実技（弦管打）Ⅲ

（Ｓ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 4単位

備考

上記第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。楽器の特性や履修者の実態に応じて、担当教員により進め方が異なるため、
第1回の授業でよく確認をすること。

演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各教員指定の練習曲や作品の楽譜。

◆参考図書◆

必要に応じてその都度紹介する。

◆留意事項◆

楽器の演奏に必要なウォーム・アップの方法、及び基礎訓練的な練習方法を習得し、基礎課程のまとめにふさわしい作品の演奏を通して、ソリ
スト、室内楽奏者、オーケストラ奏者等プロフェッショナルな音楽家として通用する音楽性と演奏技術を磨く。

◆授業内容・計画◆

第１回  専門実技Ⅳの目標と進め方の確認
第２回  専門実技Ⅲの復習と自己の課題確認のための演奏
第３回  練習曲Ⅳ-①確認、課題曲Ⅳ-①確認
第４回  練習曲Ⅳ-①定着、課題曲Ⅳ-①表現の工夫
第５回  練習曲Ⅳ-②確認、課題曲Ⅳ-①仕上げの演奏
第６回  練習曲Ⅳ-②定着、課題曲Ⅳ-②確認
第７回  練習曲Ⅳ-③確認、課題曲Ⅳ-②表現の工夫
第８回  練習曲Ⅳ-③定着、課題曲Ⅳ-②仕上げの演奏
第９回  練習曲Ⅳ-④確認、課題曲Ⅳ-③確認
第10回  練習曲Ⅳ-④定着、課題曲Ⅳ-③表現の工夫
第11回  練習曲Ⅳ-⑤確認、課題曲Ⅳ-③仕上げの演奏
第12回  練習曲Ⅳ-⑤定着、課題曲Ⅳ-④確認
第13回  課題曲Ⅳ-④曲に応じた表現の研究
第14回  課題曲Ⅳ-④曲に応じた表現の工夫
第15回  演奏試験に向けた課題曲Ⅳ-④のまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

毎回の授業に次を行って臨むこと。
日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行った上で、課題曲の練習をする。
作曲者及びその時代背景等、作品に対する知識を得るとともに、参考音源を聴いておく。

◆成績評価の方法◆

専門実技（弦管打）Ⅳ

（Ｓ）

◆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 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

ヴィオラは音楽資料課より貸与される。

作品と演奏への取り組み姿勢により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

ヴィヴァルディー：４Vl.のための協奏曲(RV 580)
                  弦楽のための協奏曲(RV 151)など
モーツァルト：ディヴェルティメントより
モーツァルト：「アダージョとフーガ」
J.S.バッハ：「フーガの技法」より
バッハ：「シャコンヌ」（ニルセン/永峰編曲）
などから選曲する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

集団演奏の第一歩として同属楽器の均質な音の融合と奏法の統一、アンサンブルの基本的な知識、技術、演奏表現を実習する。

◆授業内容・計画◆

主としてバロック~古典的合奏作品を教材とし、その奏法とアンサンブルの基本を以下の点を重視しつつ演奏実習する。

学生の総体的レヴェル等を考慮し、選曲並びに授業の進行に関して立案する。

(1)まずは個々の読譜の結果を合奏として体験する。
(2)(1)の結果を基に各個人の奏法等について検討を始める。
(3)各個人の奏法等についての検討を続ける。
(4)(3)までの結果に従い、個々の奏法の修正等を行う。
(5)引き続き個々の奏法の修正等を行う。
(6)(5)までの成果によっては、表現と奏法との関連を学ぶ。
(7)音楽表現における語法・文法の基礎的部分を経験する。
(8)その時々の語法(表現)に応じたアンサンブル技術の必要性を、演奏を通じて体感する。
(9)音程・テンポ・リズム・表現を他の奏者と共有すること。
(10)他のパートを聴く=歌いながら弾くことを習慣づける。
(11)演奏の進度に従い一定の成果を見たのち、次曲を選定する。
(12)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。
(13)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。
(14)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。
(15)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。

上記は個別に習得するものではなく、相互に関連づけて習得する必要があり、
これらを常に留意の上演奏することをアンサンブルの第一歩として学ぶ。
また、授業の進度については各回の成果次第となる。選曲に関しても同様である。

曲によってはプルトは固定せず、必要に応じ、単パートによる分奏を行う。
ヴァイオリン専攻生は交代でヴィオラを担当する。

◆準備学習の内容◆

楽譜配布後は、最初の合奏までに自パートを自習しておく。
ヴィオラ担当のヴァイオリン専攻生は特に事前の準備に留意すること。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

永峰　高志

◆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 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

アンサンブルを組む他のメンバーに事前の練習合わせや授業内演奏等で迷惑の掛からぬよう十分な準備をすること。無断欠席は厳禁。

授業内演奏に対する姿勢、理解度、習熟度

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で取り上げる楽曲は、学生の技術及び音楽的レヴェルを考慮して授業内にて指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

様々な作品の演奏を通じて、アンサンブルにとって重要な協調性や積極性を養うと同時に、合図の仕方、音程の合わせ方、音色の合わせ方等
の基本的技術を身につけることができる。

◆授業内容・計画◆

主にバロックからフランス近代までの二重奏から四重奏程度のスタンダードなアンサンブル作品の演奏を授業毎に発表会形式で行い、演奏終
了後に良かった点や問題点、改善法等について授業履修者全員でディスカッションして演奏の向上を図る。尚、アンサンブルメンバーの組み合
わせならびにパート分担は固定されず常に交代される。

１）オリエンテーション/授業の進め方の説明
　　アンサンブルの基本について
２）バロックの二重奏作品の演奏
３）バロックの二重奏作品の演奏
４）バロックの二重奏作品の演奏
５）やさしい三重奏曲作品の演奏
６）やさしい三重奏曲作品の演奏
７）やさしい三重奏曲作品の演奏
８）古典派からロマン派の四重奏作品の演奏
９）古典派からロマン派の四重奏作品の演奏
10）古典派からロマン派の四重奏作品の演奏
11）フランス近代の四重奏曲作品の演奏
12）フランス近代の四重奏曲作品の演奏
13)フランス近代の四重奏曲作品の演奏
14）後期授業で取り上げる大編成の作品演奏の為の準備練習
　　特殊管についての説明
15）後期授業で取り上げる大編成の作品演奏の為の準備練習
　　特殊管についての説明

◆準備学習の内容◆

授業内で指示された課題曲の担当パートを各自が練習した上で、授業内発表演奏に向けてグループごとに練習すること。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

大友　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 N-325 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

アンサンブルをするうえで重要な事は　他者の音を聴ける＜耳＞を持てるかどうか　という点。
常に考え、感じ取る努力をする。

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

相手の音を聴き取りながら、同時に演奏していける「耳」を鍛える。

◆授業内容・計画◆

今後、皆さんは少人数での室内楽からオーケストラのような大人数のアンサンブルも始まります。
その時に起こる危険な事は〈自分の譜面に書いてある音〉を〈ただ吹いていく〉という点。
これではアンサンブルは成立しません。

以下にあげる事柄
・音色感
・音の在り方－音符の捉え方
・音の方向性－生きたフレーズ
・ピアノと管楽器の音の保持力の違い
・弦楽器と管楽器の音の見え方
・視覚として見る事が出来ない「息」-見えない物を感じ取る

何となく分かっていそうで実は分かっていない上記の事柄を整理しながら、短い曲を使い考察していく。

1)オリエンテーション
2)ロングトーンの効用（音色感ー息のスピードの変化）
3)ロングトーンの楽曲に於ける意味（息の方向性の捉え方）
4)楽譜の読み方Ａ(4+4 8+8 16+16)
5)楽譜の読み方Ｂ(4+3 3+3)
6)ピッチについての考察
7)A=440とA=442の違い
8)音叉の効用と音色との関わり
9)チューナーの正しい使い方
10)楽譜の読み方Ｃ(速度記号　強弱記号)
11)楽譜の読み方Ｄ(表情記号をどう読むのか)
12)楽譜の読み方Ｅ（横に読む×縦に読む）
13)曲のまとめ
14)曲の仕上げ
15)前期のまとめ
以上について　簡単な２重奏を使い進める。

◆準備学習の内容◆

授業前に、演奏する曲を十分に練習し数回のあわせをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

坪井　隆明

◆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 ０４

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

選曲は基本、授業外での作業とし各自積極的に提案すること。

授業以外の時間での積極的な練習を心がける。

アンサンブル、団体での所作、係り業務、指示系統の確認を大事にする。

平常の授業への取り組みによる評価。

また、各係りに伴う積極的な姿勢による評価や、アンサンブル内においての個々の役割の理解度による評価も考慮する。

◆教科書（使用テキスト）◆

図書館、研究室所蔵、または講師及び個人所持の楽譜を使用。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管楽アンサンブルにおける基本事項を学ぶ。

クラリネットの各特殊楽器を体験し、適正を確認する。

アンサンブルの中での拍の捉え方やテンポキープ等を意識することや、バランスを意識した音色音程合わせを習得する。

また、録音を通して、音楽の創作、及び音楽における作品を完成させるという作業を体現し、探求する姿勢づくりを第一の趣旨として、演奏す
るという自己責任を自覚する。

◆授業内容・計画◆

作品、「レスピーギ：リュートのための古代舞曲とアリア」を使用し全体合奏し、アンサンブル基本事項を習得する。

4～8重奏を編成し、各々曲を選定し大小さまざまなアンサンブル形態を体現する。

授業計画：

1.前期授業計画及び留意事項理解確認
2.古典曲、各特殊管奏法①
3.古典曲、各特殊管奏法②
4.古典曲、各特殊管奏法③
5.4～8重奏曲①
6.4～8重奏曲②
7.4～8重奏曲③
8.録音曲選曲、確認
9.録音曲練習①
10.録音曲練習②
11.録音曲練習③
12.録音
13.録音
14.録音
15.まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

主体的な選曲を試みること。
バランスの良いパート配置を考えること。

オリジナルを聞いての楽曲の印象や、事前の譜読みは丁寧に行う。

各パート譜作成や、スコアの製本は必須。
また、楽譜の取り扱いについても注意を払うと共に、保管についても責任をもって行う。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

大和田　智彦

◆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 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

パートナーシップを大切にする。

平常の授業への取り組み・態度、パートナーシップ、理解度、習熟度、演奏試験により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適時に配布または指定

◆参考図書◆

授業内に指示

◆留意事項◆

サクソフォーンアンサンブルを通じて、個人の積極性、グループでの協調性や責任感を養い、アンサンブルの基本的技術を身につけることがで
きる。

◆授業内容・計画◆

主にバロック以降の編曲作品に取り組む。授業毎に発表し、感想・意見を全員で交換しあい、演奏内容の充実と向上をねらう。パート分けは履
修者を中心に決定し、パート交代や特殊管に柔軟に対応できるようにする。
履修学年を超えて大編成を組織し、ラージアンサンブルにも取り組む。上位学年ソリストによる協奏曲のラージアンサンブル伴奏も体験する。

第１回　授業進行・内容説明、自己紹介
第２回　独奏、特殊管についての説明、運指についての説明
第３回　バロック作品の演奏(1)、主にアルト使用
第４回　バロック作品の演奏(2)、主に特殊管使用
第５回　バロック作品の演奏(3)、主に特殊管使用
第６回　古典作品の演奏(1)、二重奏から三重奏
第７回　古典作品の演奏(2)、二重奏から三重奏
第８回　古典作品の演奏(3)、二重奏から三重奏
第９回　古典作品の演奏(1)、四重奏
第１０回　古典作品の演奏(2)、四重奏
第１１回　古典作品の演奏(3)、四重奏
第１２回　ラージアンサンブル、協奏曲伴奏(前)
第１３回　特殊奏法・現代曲楽譜表記の考察と実習(前)
第１４回　試験前予行演習
第１５回　まとめと評価、演奏会を想定した演奏試験

◆準備学習の内容◆

事前にパートナーやグループで合わせ練習し授業に備える。改善点がある場合は次の授業に向け修正し、前向きな姿勢で取り組めるよう準備
をする。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

滝上　典彦

◆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 N-226 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業には必ず予習をしてから出席すること。

各自の技量に応じた合奏能力の習得、授業に取り組む姿勢等を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜担当教官と相談し用意する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ホルンアンサンブルを通じて、基礎的な演奏スタイルとともに、ハーモニー、バランス等アンサンブルの基礎を学ぶ。また、音楽を楽しみながら
仲間とのコミュニケーションを大切にし、責任感、社会性を習得する。

◆授業内容・計画◆

ホルンの合奏により、さまざまな音楽表現を実践する。
第１回　オリエンテーション、ホルン５度の実践によるハーモニートレーニング。
第２回   簡単なコラールによるハーモニー作り
第３回　ファンファーレ曲によるバランス作り
第４回　ハーモニーバランス作りの実践
第５回　難易度の低い４重奏（オリジナル作品）グループＡ
第６回　難易度の低い４重奏グループＢ
第７回　難易度の低い４重奏グループＣ
第８回　４重奏曲表現の確認
第９回　古典派の代表的作品であるライヒャ作曲トリオグループＡ
第10回　古典派の代表的作品であるライヒャ作曲トリオグループＢ
第11回　古典派の代表的作品であるライヒャ作曲トリオグループＣ
第12回　ライヒャ作曲トリオの表現を確認
第13回　発表会用の作品研究①
第14回　発表会用の作品研究②
第15回　授業内発表会

◆準備学習の内容◆

予め発表された曲目を、合奏に耐えられるレベルまで各自練習して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

中島　大之

◆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 ０７

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

アンサンブルにおける各個人の責任と、楽譜・楽器などの管理と確認。

授業に対する取り組み姿勢、表現力や演奏技術の向上により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教員と相談し、授業に必要な曲のスコアとパート譜を用意する。

◆参考図書◆

ロバート・キング社：ブラスプレイヤーズガイド
R.KING：THE BRASS PLAYERS GUIDE

◆留意事項◆

同属楽器（トランペット）の組み合わせ（二重奏から四重奏またはそれ以上）を通して、音色の調和、音程のとり方、音楽の作り方を研究し、アン
サンブルの基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　二重奏の課題 1楽譜の確認
第３回　二重奏の課題 2 表現の工夫
第４回　二重奏の課題 3 仕上げの演奏
第５回　三重奏の課題 1楽譜の確認
第６回　三重奏の課題 2表現の工夫
第７回　三重奏の課題 3さらなる表現の工夫
第８回　三重奏の課題 4仕上げの演奏
第９回　四重奏の課題 1楽譜の確認
第10回　四重奏の課題 2表現の工夫
第11回　四重奏の課題 3さらなる表現の工夫
第12回　四重奏の課題 4仕上げの演奏
第13回　多重奏の課題 1楽譜の確認
第14回　多重奏の課題 2楽譜の確認
第15回　まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる曲目について、充分練習し、また作曲家についてとその楽曲についてできる限り調べておく。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

山本　英助

◆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 N-027 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

平常授業への取組態度。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

同属楽器（トロンボーン）の組み合わせ（二重奏から四重奏ま
たはそれ以上）を通して、音色の調和、音程のとり方、音楽の
作り方を研究し、アンサンブルの基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回：ガイダンス
トロンボーンを吹くにあたっての心得、これからのレッスンの決め方の説明など。

第２回目～第１１回目
トロンボーンの基礎的なテクニックを磨く、オーケストラの曲を吹くための基礎的な練習の方法をレッスン。

第１２回目～第１５回目
前期試験に向けて、曲を吹くための基礎的なテクニック、曲の仕上げ方などをレッスン。

◆準備学習の内容◆

授業前に演奏する曲を十分に練習してくること。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

黒金　寛行

◆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 ０９

講義室 N-121 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

各授業に対する準備、平常の授業への取り組み、アンサンブル的演奏技量などを評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ユーフォニアムとチューバで構成されるアンサンブルを通して、室内楽演奏に必要な知識と技術を学び、演奏で実践をしていく。

◆授業内容・計画◆

四重奏を中心にし、二重奏から八重奏までを学習する。オリジナル作品と編曲作品を取り上げる。必要に応じて作・編曲も行う。単に演奏技術
向上を目指すだけではなく音楽的考察を高める。
曲の背景理解のために楽曲分析なども行う。授業内発表を定期的に取り入れ、より実践に役立つ演奏を学ぶ。また初見演奏などの技術も高
める。

１、ガイダンス
２、デュエット１、初見課題を用いて
３、デュエット２、バッハのインヴェンションを用いて
４、デュエットの演奏実践
５、カルテット編曲作品１、コラールを用いて
６、カルテット編曲作品２、フーガを用いて
７、カルテット編曲作品の演奏実践
８、大編成アンサンブル基礎
９、大編成アンサンブル応用
１０、１９００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１１、１９００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１２、２０００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１３、２０００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１４、カルテットオリジナル作品の演奏実践
１５、実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

譜読みなどの個々の技術的準備、課題曲のリハーサル、曲の背景の調査など。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

齋藤　充

◆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 １０

講義室 N-025 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

授業に対する姿勢、および演奏会への参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

打楽器アンサンブルを通して、初源的かつ最も身近な楽器たる打楽器の可能性を追求し、様々なジャンルで活躍する打楽器の役割、合奏の基
礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

オーケストラ等で使われる基本的な楽器の基礎奏法を習得し、また構造、歴史等必要な知識を学ぶ。
楽器の名称や種別を体系的におぼえ、学内定期演奏会に参加し、演奏に必要な設置方法、舞台裏のノウハウなどを体験する。

演奏曲目（予定）
IONISATION (Edgard Varese)
TOCCATA for Percussion (Carlos Chavez)

第1回 ガイダンス「打楽器」とは?「アンサンブル」とは?
第2回 楽器の構造及び取り扱い方法について
第3回 合奏「イオニゼーション1」譜読み・アナリーゼ
第4回 合奏「イオニゼーション2」セッティングに関する考察
第5回 合奏「イオニゼーション3」楽器奏法習得・理解
第6回 合奏「イオニゼーション4」特殊楽器とは?
第7回 合奏「イオニゼーション5」スティック・マレット等の選択に関する考察
第8回 学内演奏会 演奏・運営両面から評価
第9回 講義1 打楽器の歴史「儀式としての打楽器から民族音楽まで」
第10回 講義2 打楽器の歴史「西洋音楽から考える打楽器の歴史」
第11回 合奏「木片のための音楽1」ミニマリズムについて・音楽における打楽器の役割とは?
第12回 合奏「木片のための音楽2」単純な構造楽器から学ぶ音色の作り方
第13回 合奏「木片のための音楽3」メロディ・リズム・テンポ考
第14回 合奏「木片のための音楽4」発表・演奏についてディスカッション
第15回 前期総括 打楽器アンサンブルの実践と理解

◆準備学習の内容◆

演奏曲スコアの精読。各楽器の名称、奏法等理解をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS065N

基礎アンサンブルⅠ

植松　透

◆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 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

前期に同じ。

作品と演奏への取り組み姿勢により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲第３番
ロッシーニ :弦楽のためのソナタより
ニールセン：小組曲op.1
ブリテン：シンプル・シンフォニー
などより選曲する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期を継承し、更なるアンサンブル技術の向上とともに、「個」の集合体としてのアンサンブルにおいて、自らの表現と全体のそれとの接点を感
受できるようになることを目指す。

◆授業内容・計画◆

アンサンブルにおける留意点については、どの時点・レヴェルにあっても相違はないが、後期においては古典～近代の作品の中からクラスのメ
ンバー構成、
能力に応じて次のような観点から選曲する。

・バロック～古典の接点。国・民族によるスタイルの相違を知る。スタイルに応じた演奏法・技術の体験など。

(1)まずは個々の読譜の結果を合奏として体験する。
(2)(1)の結果を基に各個人の奏法等について検討を始める。
(3)各個人の奏法等についての検討を続ける。
(4)(3)までの結果に従い、個々の奏法の修正等を行う。
(5)引き続き個々の奏法の修正等を行う。
(6)(5)までの成果によっては、表現と奏法との関連を学ぶ。
(7)音楽表現における語法・文法の基礎的部分を経験する。
(8)その時々の語法(表現)に応じたアンサンブル技術の必要性を、演奏を通じて体感する。
(9)音程・テンポ・リズム・表現を他の奏者と共有すること。
(10)他のパートを聴く=歌いながら弾くことを習慣づける。
(11)演奏の進度に従い一定の成果を見たのち、次曲を選定する。
(12)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。
(13)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。
(14)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。
(15)新曲に進んだ後はほぼ上記(1)~(10)までの内容の反復となる。

上記は個別に習得するものではなく、相互に関連づけて習得する必要があり、これらを常に留意の上演奏することをアンサンブルの第一歩とし
て学ぶ。

また、授業の進度については各回の成果次第となる。選曲に関しても同様である。

授業終了前後を問わず機会を求め、公開演奏をもって成果を示す。

◆準備学習の内容◆

楽譜配布後は、最初の授業までに自パート（特にヴィオラ担当のヴァイオリン専攻生において）の譜読みを終了しておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

永峰　高志

◆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 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

アンサンブルを組む他のメンバーに事前の練習合わせや授業内演奏等で迷惑が掛からぬように各自十分な準備をすること。無断欠席は厳
禁。

授業内演奏に対する姿勢、理解度、習熟度

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で取り上げる楽曲は、学生の技術及び音楽的レヴェルに応じて選択し、授業内にて指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

様々な作品の演奏を通じて、アンサンブルにとって重要な協調性や積極性を養うと同時に、合図の仕方、音程の合わせ方、音色の合わせ方等
の基本的技術を身につけることができる。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続き主にロマン派の四重奏程度のアンサンブル作品に取り組むが、更にフランス近代及び現代の代表的な作品にも触れる。又、同
族特殊管（アルトフルート・バスフルート等）を加えて大編成の合奏を体験する。その際採り上げる曲は現代作品にまで広げる。
前期同様発表会の授業形式を採り、演奏終了後に良かった点や問題点、改善点等についてディスカッションして演奏の向上を図る。尚、アンサ
ンブルメンバーの組み合わせならびにパート分担は固定されず常に交代される。

 1）後期授業の内容説明。初見による簡単な作品演奏
 2）特殊管を加えたフランス近現代作品の演奏
 3）特殊管を加えたフランス近現代作品の演奏
 4）特殊管を加えたフランス近現代作品の演奏
 5）四重奏の小品曲の演奏
 6）四重奏の小品曲の演奏
 7）フランス近現代四重奏作品の演奏
 8）フランス近現代四重奏作品の演奏
 9) 特殊管を加えた大編成アンサンブルの体験
10) 特殊管を加えた大編成アンサンブルの体験
11) 特殊管を加えた大編成アンサンブルの体験
12) ロマン派の代表的四重奏作品の演奏
13) ロマン派の代表的四重奏作品の演奏
14) ロマン派の代表的四重奏作品の演奏
15) 初見による簡単な作品演奏。次学年に向けての準備

◆準備学習の内容◆

授業内で指示された課題曲の担当パートを各自が練習した上で、授業内発表演奏に向けてグループごとに練習すること。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

大友　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 N-325 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

アンサンブルをするうえで重要な事は、他者の音を聴ける＜耳＞を持てるかどうか、という点。
常に考え、感じ取る努力をする。

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

相手の音を聴き取りながら、同時に演奏していける「耳」を鍛える。

◆授業内容・計画◆

今後、皆さんは少人数での室内楽からオーケストラのような大人数のアンサンブルも始まります。
その時に起こる危険な事は〈自分の譜面に書いてある音〉を〈ただ吹いていく〉という点。
これではアンサンブルは成立しません。

前期に取り組んできた事を踏まえつつ、後期では

・安定した音造り
・ダブルリードに起こるリードの問題点 等

現実的な諸問題を実際に演奏するなかで、考察していく。

1)前期の復習
2)前期の復習（聴衆に対しての音楽演奏の意味）
3)体の使い方Ａ(運指と頭脳と眼の関係)
4)体の使い方Ｂ(呼吸とは？　腹式呼吸の間違った解釈）
5)アンブシュア考察Ａ(日本語と西洋言語の違い)
6)アンブシュア考察Ｂ(アパチュアに関して　金管奏者から学べる事)
7)ダブルリードの息の流れ(マウスピースが無い事とFlとの違いから考えられる事)
8)リードに何を求めているのか？
9)リードに求めてはいけないこと
10)長調と短調(長３和音と短３和音の捉え方)
11)調性による色彩を感じ取る（現時代の弊害）
12)日常生活の中にある音楽のヒント
13)曲のまとめ
14)曲の仕上げ
15)１年間のまとめ

以上のついて後期では　３重奏（３声）の編成で取り組む。

◆準備学習の内容◆

授業前に、演奏する曲を十分に練習し、数回のあわせをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

坪井　隆明

◆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 ０４

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

選曲は基本、授業外での作業とし各自積極的に提案すること。

授業以外の時間での積極的な練習を心がける。

アンサンブル、団体での所作、係り業務、指示系統の確認を大事にする。

平常の授業への取り組みにより評価する。

また、各係りに伴う積極的な姿勢による評価や、アンサンブル内においての個々の役割の理解度による評価も考慮する。

◆教科書（使用テキスト）◆

図書館、研究室所蔵、または講師及び個人所持の楽譜を使用。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期に順じ、管楽アンサンブルにおける基本事項及び、応用力を学ぶ。

合奏内における強弱の違い。個々での音量差異と合奏内での差異の違いを理解する。

各特殊管による拍感の違いや音量バランスを習得する。

12月定期演奏会へ向けて、本番へ向けての積極的な行動や意識を養う。

◆授業内容・計画◆

全体合奏曲を中心に選曲し団体の中での演奏方法を体現する。

授業計画：

1.後期授業計画及び留意事項の確認
2.オリジナル作品①
3.オリジナル作品②
4.オリジナル作品③
5.編曲作品①
6.編曲作品②
7.編曲作品③
8.その他の楽曲①
9.その他の楽曲②
10.その他の楽曲③
11.定期演奏会曲①
12.定期演奏会曲②
13.定期演奏会曲③
14.本番リハーサル
15.まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

主体的な選曲を試みること。
バランスの良いパート配置を考えること。

オリジナルを聞いての楽曲の印象や、事前の譜読みは丁寧に行う。

各パート譜作成や、スコアの製本は必須。
また、楽譜の取り扱いについても注意を払うと共に、保管についても責任をもって行う。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

大和田　智彦

◆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 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

パートナーシップを大切にする。

平常の授業への取り組み・態度、パートナーシップ、理解度、習熟度、演奏試験により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適時に配布または指定

◆参考図書◆

授業内に指示

◆留意事項◆

サクソフォーンアンサンブルを通じて、個人の積極性、グループでの協調性や責任感を養い、アンサンブルの基本的技術を身につけることがで
きる。

◆授業内容・計画◆

主にロマン派以降フランス近現代のアンサンブル作品に取り組む。前期と同様に、授業毎に発表し、感想・意見を全員で交換しあい、演奏内容
の充実と向上をねらう。より一層特殊管の習得度を向上させる。パート分けは履修者を中心に決定し、パート交代や特殊管に柔軟に対応でき
るようにする。
履修学年を超えて大編成を組織し、ラージアンサンブルにも取り組む。上位学年ソリストによる協奏曲のラージアンサンブル伴奏を体験する。

第１回　授業進行・内容説明、四重奏予行
第２回　ロマン派からフランス近代作品の演奏(1)、四重奏
第３回　ロマン派からフランス近代作品の演奏(2)、四重奏
第４回　ロマン派からフランス近代作品の演奏(3)、四重奏
第５回　近代オリジナル小品の演奏(1)、四重奏
第６回　近代オリジナル小品の演奏(2)、四重奏
第７回　近代オリジナル小品の演奏(3)、四重奏
第８回　近代オリジナル小品の演奏(4)、四重奏
第９回　ラージアンサンブル、協奏曲伴奏(後1)
第１０回　ラージアンサンブル、協奏曲伴奏(後2)
第１１回　特殊奏法・現代曲楽譜表記の考察と実習(後)
第１２回　試験前予行演習
第１３回　試験前予行演習
第１４回　試験前予行演習
第１５回　まとめと評価、演奏会を想定した演奏試験

◆準備学習の内容◆

事前にパートナーやグループで合わせ練習し授業に備える。改善点がある
場合は次の授業に向け修正し、前向きな姿勢で取り組めるよう
準備をする。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

滝上　典彦

◆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 N-226 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業には必ず予習をしてから出席すること。

各自の技量に応じた合奏能力の習得、授業に取り組む姿勢等を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜担当教官と相談し用意する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ホルンアンサンブルを通じて、基礎的な演奏スタイルとともに、ハーモニー、バランス等アンサンブルの基礎を学ぶ。また、音楽を楽しみながら
仲間とのコミュニケーションを大切にし、責任感、社会性を習得する。

◆授業内容・計画◆

より高度なホルンの合奏により、さまざまな音楽表現を実践する。
第１回　難易度中程度の４重奏曲（オリジナル作品）の作品研究グループＡ
第２回　難易度中程度の４重奏曲（オリジナル作品）の作品研究グループＢ
第３回　難易度中程度の４重奏曲（オリジナル作品）の作品研究グループＣ
第４回　ベートーベンの初期の管弦楽作品からオーケストラにおけるアンサンブルの基礎研究①
第５回　ベートーベンの初期の管弦楽作品からオーケストラにおけるアンサンブルの基礎研究②
第６回　ベートーベンの初期の管弦楽作品からオーケストラにおけるアンサンブルの基礎研究③
第７回　ベートーベンの後期の管弦楽作品からオーケストラにおけるアンサンブルの基礎研究①
第８回　ベートーベンの後期の管弦楽作品からオーケストラにおけるアンサンブルの基礎研究②
第９回　ベートーベンの後期の管弦楽作品からオーケストラにおけるアンサンブルの基礎研究③
第10回　近現代のオリジナル作品研究グループ演奏Ａ
第11回　近現代のオリジナル作品研究グループ演奏Ｂ
第12回　近現代のオリジナル作品研究グループ演奏Ｃ
第13回　発表会に向けた作品研究①
第14回　発表会に向けた作品研究②
第15回　授業内発表会

◆準備学習の内容◆

予め発表された曲目を、合奏に耐えられるレベルまで各自練習して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

中島　大之

◆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 ０７

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

アンサンブルにおける各個人の責任と、楽譜・楽器などの管理と確認。

授業に対する取り組み姿勢、表現力や演奏技術の向上により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

教員と相談し、授業に必要な曲のスコアとパート譜を用意する。

◆参考図書◆

ロバート・キング社：ブラスプレイヤーズガイド
R.KING：THE BRASS PLAYERS GUIDE

◆留意事項◆

同属楽器（トランペット）の組み合わせ（二重奏から四重奏またはそれ以上）を通して、音色の調和、音程のとり方、音楽の作り方を研究し、アン
サンブルの基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　多重奏の課題A 1楽譜の確認
第３回　多重奏の課題A 2表現の工夫
第４回　多重奏の課題A 3仕上げの演奏
第５回　多重奏の課題B 4楽譜の確認
第６回　多重奏の課題B 5表現の工夫
第７回　多重奏の課題B 6仕上げの演奏
第８回　多重奏の課題C 1楽譜の確認
第９回　多重奏の課題C 2表現の工夫
第10回　多重奏の課題C 3仕上げの演奏
第11回　自由編曲の課題 1楽譜の確認
第12回　自由編曲の課題 2表現の工夫
第13回　自由編曲の課題 3仕上げの演奏
第14回　演奏発表会の準備
第15回　まとめの演奏発表会

◆準備学習の内容◆

授業で取り上げる曲目について、充分練習し、また作曲家についてとその楽曲についてできる限り調べておく。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

山本　英助

◆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 N-027 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

平常授業への取組態度。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

同属楽器（トロンボーン）の組み合わせ（二重奏から四重奏ま
たはそれ以上）を通して、音色の調和、音程のとり方、音楽の
作り方を研究し、アンサンブルの基礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回：ガイダンス
トロンボーンを吹くにあたっての心得、これからのレッスンの決め方の説明など。

第２回目～第１１回目
トロンボーンの基礎的なテクニックを磨く、オーケストラの曲を吹くための基礎的な練習の方法をレッスン。

第１２回目～第１５回目
前期試験に向けて、曲を吹くための基礎的なテクニック、曲の仕上げ方などをレッスン。

◆準備学習の内容◆

授業前に演奏する曲を十分に練習してくること。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

黒金　寛行

◆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 ０９

講義室 N-121 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

各授業に対する準備、平常の授業への取り組み、アンサンブル的演奏技量などを評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ユーフォニアムとチューバで構成されるアンサンブルを通して、室内楽演奏に必要な知識と技術を学び、演奏で実践をしていく。

◆授業内容・計画◆

四重奏を中心にし、二重奏から八重奏までを学習する。オリジナル作品と編曲作品を取り上げる。必要に応じて作・編曲も行う。単に演奏技術
向上を目指すだけではなく音楽的考察を高める。
曲の背景理解のために楽曲分析なども行う。授業内発表を定期的に取り入れ、より実践に役立つ演奏を学ぶ。また初見演奏などの技術も高
める。

１、ガイダンス
２、トリオ１、バッハシンフォニアを用いて
３、トリオ２、オリジナル作品を用いて
４、トリオの演奏実演
５、カルテット編曲作品１、ガブリエリの作品を用いて
６、カルテット編曲作品２、弦楽四重奏作品の編曲実習
７、カルテット編曲作品３、弦楽四重奏作品の演奏実演
８、大編成アンサンブル基礎
９、大編成アンサンブル応用
１０、１９００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１１、１９００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１２、２０００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１３、２０００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１４、カルテットオリジナル作品の演奏実践
１５、実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

譜読みなどの個々の技術的準備、課題曲のリハーサル、曲の背景の調査など。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

齋藤　充

◆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 １０

講義室 N-025 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

授業に対する姿勢、および演奏会への参加。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

打楽器アンサンブルを通して、初源的かつ最も身近な楽器たる打楽器の可能性を追求し、様々なジャンルで活躍する打楽器の役割、合奏の基
礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

基本的な打楽器アンサンブル作品を通して音色やハーモニー、リズムの理解などアンサンブルの基礎を学ぶ。
特殊な楽器や奏法に対する理解を深める。また定期演奏会に参加し、演奏会運営に携わる。

演奏曲目（予定）
IONISATION (Edgard Varese)
TOCCATA for Percussion (Carlos Chavez)

第1回 ガイダンス「演奏会」とは?
第2回 楽譜管理・楽器準備・舞台設営ノウハウの習得に向けて
第3回 合奏「鐘1」譜読み・アナリーゼ
第4回 合奏「鐘2」ソロとアンサンブル・発音の共有と対峙
第5回 合奏「鐘3」楽音と騒音についての考察
第6回 合奏「鐘4」指揮に合わせること・呼吸を意識した演奏とは?
第7回 合奏「鐘5」空間を意識したアンサンブルとは?
第8回 定期演奏会 演奏・運営両面から評価
第9回 反省会「演奏会」とはなんだったのか
第10回 講義3 打楽器アンサンブルの歴史「ヴァレーズ・ケージ・クセナキス」
第11回 講義4 打楽器アンサンブルの歴史「現代音楽における打楽器の役割」
第12回 講義5 打楽器アンサンブルの歴史「日本の作曲家による作品について」
第13回 合奏「四季1」編曲の実践・ハーモニーへの理解
第14回 合奏「四季2」鍵盤楽器によるアンサンブル、打楽器の特性を知る
第15回 後期総括 打楽器を通して音楽全般への興味・理解が深まったか、演奏を通して音楽を具現化するためのノウハウを得たかを中心に評
価。

◆準備学習の内容◆

演奏曲スコアの精読。各楽器の名称、奏法等理解をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS066N

基礎アンサンブルⅡ

植松　透

◆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 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 2単位

備考

ヴァイオリンの学生は交代でヴィオラを担当することがある。

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

アンサンブルに必要不可欠な楽譜の読み方、音程の取り方、各楽器間の音のバランス感覚を正しく理解して演奏することができる。

◆授業内容・計画◆

１）楽譜を正しく読む  ガイダンス
２）楽譜に書かれていることが正しく演奏されているか  古典派の音楽を取り上げる
３）楽譜に書かれていることが正しく演奏されているか  アーティキュレーションを学ぶ
４）音程を正確にとる  呼吸の重要性
５）合奏の中での音程のとり方  テンポの決め方
６）合奏の中での音程のとり方  基本的な奏法と弓使いの決め方
７）正しく取った音程がその演奏箇所で適当かの判断  リズムの感じ方と弓使いの技術
８）正しく取った音程がその演奏箇所で適当かの判断  左手の指使いの決め方
９）和声的にみた場合における音楽的バランス判断  合奏の中での音程の取り方
１０）和声的にみた場合における音楽的バランス判断  ソロと合奏との音程の取り方の違い
１１）リズムの感じ方  フォルテ、ピアノの奏法の区別
１２）リズムの感じ方  各楽器間の音量バランスの取り方
１３）曲を仕上げる  アクセント、スフォルツァンドなどの奏法と処理のしかた
１４）曲を仕上げる  和声的にみた場合の強弱と表現のしかたと効果
１５）まとめ  学んだことをもとに、作品全体の解釈とまとめ

◆準備学習の内容◆

授業で用いる楽曲は前もって発表するので、準備をしてくること

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

永峰　高志

◆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 6-112 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

アンサンブルを組んだ他のメンバーに迷惑がかからぬ様十分な準備をすること。無断欠席は厳禁。
授業内容は進度の具合により変更あり。

授業に対する姿勢、理解度、演奏技術を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて授業履修生と相談の上指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

○様々な作品の演奏を通じてアンサンブルに必要な基本技術を習得することができる。
○フルートアンサンブルの主要レパートリーを演奏できる。
○ディスカッションすることにより、感じたことを伝えるコミュニケーション力を身につけることができる。

◆授業内容・計画◆

 フルートを中心とした様々な時代の二重奏から小編成の合奏までの作品の演奏を、毎週発表会形式で行ない、演奏終了後に演奏の良かった
点、問題点や改善点等について授業履修者全員でディスカッションする。
１．授業の進め方の説明・次回曲決定・
　　アンサンブルエチュード
２．二重奏①　教則本「ALTES」より2重奏 基礎
３．二重奏②　教則本「ALTES」より2重奏 応用
４．三重奏①　F.Devienne「TRIO」1.2楽章 1. Allegro poco agitato（合図の出し方、アーティキュレーション）
５．三重奏②　F.Devienne「TRIO」1.2楽章　2.Largo（テンポ設定の見つけ方、音程）
６．三重奏③　F.Devienne「TRIO」1.2楽章　3.Prestp（発音の仕方、種類）
７．四重奏①　casterede:Flutes en vacances Ⅰ. FLÛTES PASTORALES
８．四重奏②　casterede:Flutes en vacances Ⅱ. FLÛTES JOYEUSES
９．四重奏③　casterede:Flutes en vacances Ⅲ. FLÛTES RÉVEUSES
10．四重奏④　casterede:Flutes en vacances Ⅳ. FLÛTES LÉGÉRES
11．二重奏①　W.A.Mozart「魔笛」 for Tow Fietes より　Der Vogelfänger bin ich ja　（アーティキュレーション）
12．二重奏②　W.A.Mozart「魔笛」 for Tow Fietes より　Das klinget so Herrlich　（スタッカート）
13．四重奏①　Janjan:sky-symphonie　基礎
14．四重奏②　Janjan:sky-symphonie　応用
15.まとめ　半期の内容をディスカッションして振り返る
※進行状況により、変更有り。

◆準備学習の内容◆

一週間で発表できるよう、個人の丁寧な譜読み、グループで音楽表現を出来るようになるまでの合わせ練習をすること。

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

菅井　春恵

◆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 N-027 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

授業に対する姿勢を重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ダブルリード楽器による合奏を通して、アンサンブルに必要な基本的技術と表現能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回：ガイダンス　アンサンブルⅢで用いるテキスト準備について。
第２回：Ｊ.S.Bach「ヨハネ受難曲」（１）第一部：プロローグ
　　　　　　　　　　　　　　　　　動機とフーガについて学び長大なフレーズを無理なく表現するために
　　　　　　　　　　　　　　　　　必要な奏法を研究し合奏技術を高める。
第３回：Ｊ.S.Bach「ヨハネ受難曲」（２）第一部：コラール
　　　　　　　　　　　　　　　　　アンサンブルにおける和声についての基礎を学ぶ。和声進行（特にＤ→Ｔ）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　展開と転調、歌詞などからフレーズとダイナミクスを考察する。
第４回：Ｊ.S.Bach「ヨハネ受難曲」（３）第一部：アリア（no.7）イエスの捕縛
        　　　　　　　　　　　　　アルト、オーボエ２、通奏低音というシンプルな編成に求められる精密な
　　　　　　　　　　　　　　　　　アンサンブルを体験し具現に必要な心構えを知りコミュニケーションを
　　　　　　　　　　　　　　　　　研究する。（尚アルトソロはピアノを代用）
第５回：Ｊ.S.Bach「ヨハネ受難曲」（４）第一部：復習
　　　　　　　　　　　　　　　　　個々の役割を理解するためにパートを入れ替え（１）～（３）の復習。
第６回：Ｊ.S.Bach「ヨハネ受難曲」（５）第二部：コラール
　　　　　　　　　　　　　　　　　技術的難易度の高い楽曲を通しトリルの技法と倚音を研究しアンサンブルの
　　　　　　　　　　　　　　　　　制度を高める。
第７回：Ｊ.S.Bach「ヨハネ受難曲」（６）第二部：アリア（no.35）
　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊楽器を用いた曲を通しその奏法を研究し独特の響きのアンサンブルを
　　　　　　　　　　　　　　　　　学ぶ。
第８回：ロ短調ミサ曲（１）：Kyrie
第９回：ロ短調ミサ曲（２）：Gloria
第10回：ロ短調ミサ曲（３）：ﾆｶｲｱｲ信条
第11回：ロ短調ミサ曲（４）：Sanctus~Agnus Dei
　　　　　　　　　　　　　　ダブルリード族にとって極めて魅力的なアリアからフーガや対位法を存分に学び
　　　　　　　　　　　　　　体感的に音楽の仕組みを理解する、オーボエ・ダモーレの特徴と奏法を学ぶ。
第12回：任意課題　（１）その年度に適した編成による古典～近代の作品を担当教官も含めアンサンブルの
　　　　　　　　　　　　ノウハウを学ぶ。
第13回：任意課題　（２）（１）を引き続き実践・研究する。
第14回：授業内での発表と反省
第15回：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

パート譜のみならずスコアにも目を通す。
様々な表現に対応できるリードを備える。

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

井上　昌彦

◆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 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

選曲は基本、授業外での作業とし各自積極的に提案すること。

授業以外の時間での積極的な練習を心がける。

アンサンブル、団体での所作、係り業務、指示系統の確認を大事にする。

授業内評価及び各演奏会にての演奏評価。

また、各係りに伴う積極的な姿勢による評価や、アンサンブル内においての個々の役割の理解度による評価も考慮する。

◆教科書（使用テキスト）◆

図書館、研究室所蔵、または講師及び個人所持の楽譜を使用。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

専門課程におけるさまざまな合奏授業（室内楽、オーケストラ、吹奏楽）への準備段階とする

様々なアンサンブルの演奏を通じて、音色の作り方、音楽の組み立て方、イニシァティブ、またはそれに付ける応用力を磨く。

また、録音を通して、音楽の創作、及び音楽における作品を完成させるという作業を体現し、探求する姿勢づくりを第一の趣旨として、演奏する
という自己責任を自覚する。

◆授業内容・計画◆

原曲、編曲問わずアンサンブルの可能性を求め様々なアイデアからの選曲を提案する。

編曲の場合、原曲との比較をし、演奏表現の研究をする。

パートの役割や、奏者としての聞こえ方と客観的な聞こえ方の比較し研究する。

授業計画：

1.前期授業計画及び留意事項理解確認
2.全体合奏①
3.全体合奏②
4.全体合奏③
5.4～8重奏曲①
6.4～8重奏曲②
7.4～8重奏曲③
8.録音曲選曲、確認
9.録音曲練習①
10.録音曲練習②
11.録音曲練習③
12.録音
13.録音
14.録音
15.まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

主体的な選曲を試みること。
バランスの良いパート配置を考えること。

オリジナルを聞いての楽曲の印象や、事前の譜読みは丁寧に行う。

各パート譜作成や、スコアの製本は必須。
また、楽譜の取り扱いについても注意を払うと共に、保管についても責任をもって行う。

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

大和田　智彦

◆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 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

パートナーシップを大切にする。

平常の授業への取り組み・態度、パートナーシップ、理解度、習熟度、演奏試験により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適時に配布または指定

◆参考図書◆

授業内に指示

◆留意事項◆

サクソフォーンアンサンブルを通して、また様々な作品の演奏を通して、演奏時の自己発想・コミュニケーション等の社会性と、合図・音程・音色
等基礎技術を習得し、また主要なレパートリーを体得することが出来る。

◆授業内容・計画◆

アンサンブルの基礎技術、表現・ブレス・合図・発音・音色・音程の考察をし実践する。
二重奏・三重奏・四重奏(またはそれ以上の編成)作品の演奏に取り組む。表現はもとより楽器持ち替えを研究する。現代奏法をソロ曲を用いて
考察する。履修学年を超えて大編成を組織し、ラージアンサンブルや上位学年ソリストによる協奏曲のラージアンサンブル伴奏を体験する。

第１回　授業進行・内容説明
第２回　独奏、特殊管についての説明、運指についての説明
第３回　バロック作品の演奏(1)、二重奏から三重奏
第４回　バロック作品の演奏(2)、二重奏から三重奏
第５回　バロック作品の演奏(3)、二重奏から三重奏
第６回　バロック作品の演奏(1)、四重奏またはそれ以上の編成
第７回　バロック作品の演奏(2)、四重奏またはそれ以上の編成
第８回　バロック作品の演奏(3)、四重奏またはそれ以上の編成
第９回　古典作品の演奏(1)、四重奏またはそれ以上の編成
第１０回　古典作品の演奏(2)、四重奏またはそれ以上の編成
第１１回　古典作品の演奏(3)、四重奏またはそれ以上の編成
第１２回　ラージアンサンブル、協奏曲伴奏(前)
第１３回　特殊奏法・現代曲楽譜表記の考察と実習(前)
第１４回　試験前予行演習
第１５回　まとめと評価、演奏会を想定した演奏試験

◆準備学習の内容◆

事前にパートナーやグループで合わせ練習し授業に備える。次の授業に向け改善点を修正し、前向きな姿勢で発表できるよう準備をする。

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

滝上　典彦

◆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 N-226 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

各アンサンブルは固定メンバーで組織され登録すること

平常の授業へ取り組み姿勢等の授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

採り上げる楽曲のスコアとパート譜

◆参考図書◆

◆留意事項◆

金管アンサンブルのレパートリーを通じてオーケストラや吹奏楽団のなかでの金管楽器同士のバランス、音色の調和など金管アンサンブルの
基本を研究する。

◆授業内容・計画◆

金管５重奏（トランペット２・ホルン・トロンボーン・チューバ）の編成を中心に古典的な楽曲を取り上げ、音色の調和、メロディー、ハーモニー、リ
ズムの三要素を理解し表現することによって、金管アンサンブルの基本を学ぶ。
アンサンブル発表会を行う。

第１回　オリエンテーション/アンサンブル発表会のプログラムを作成しパートを決め、レッスンスケジュールを決める
第２回　レッスン①基礎的な合図、ブレスなどのタイミングの取り方①
第３回　レッスン②基礎的な合図、ブレスなどのタイミングの取り方②
第４回　レッスン③基礎的な合図、ブレスなどのタイミングの取り方③
第５回　レッスン④メロディーと伴奏とのダイナミクスの作り方、バランスの作り方①
第６回　レッスン⑤メロディーと伴奏とのダイナミクスの作り方、バランスの作り方②
第７回　レッスン⑥メロディーと伴奏とのダイナミクスの作り方、バランスの作り方③
第８回　レッスン⑦音楽的イニシアティブの取り方①
第９回　レッスン⑧音楽的イニシアティブの取り方②
第１０回　レッスン⑨音楽的イニシアティブの取り方③
第１１回　レッスン⑩各楽曲の総合的なまとめ①
第１２回　レッスン⑪各楽曲の総合的なまとめ②
第１３回　レッスン⑫各楽曲の総合的なまとめ③
第１４回　学内発表会
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各グループは演奏する曲を必ず譜読み・予習をしてから授業に臨むこと

必ずスコアを用意すること

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

井手　詩朗

◆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 ０７

講義室 N-121 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

各授業に対する準備、平常の授業への取り組み、アンサンブル的演奏技量などを評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ユーフォニアムとチューバで構成されるアンサンブルを通して、室内楽演奏に必要な知識と技術を学び、演奏で実践をしていく。

◆授業内容・計画◆

四重奏を中心にし、二重奏から八重奏までを学習する。オリジナル作品と編曲作品を取り上げる。必要に応じて作・編曲も行う。単に演奏技術
向上を目指すだけではなく音楽的考察を高める。
曲の背景理解のために楽曲分析なども行う。授業内発表を定期的に取り入れ、より実践に役立つ演奏を学ぶ。また初見演奏などの技術も高
める。

１、ガイダンス
２、デュエット１、初見課題を用いて
３、デュエット２、バッハのインヴェンションを用いて
４、デュエットの演奏実践
５、カルテット編曲作品１、コラールを用いて
６、カルテット編曲作品２、フーガを用いて
７、カルテット編曲作品の演奏実践
８、大編成アンサンブル基礎
９、大編成アンサンブル応用
１０、１９００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１１、１９００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１２、２０００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１３、２０００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１４、カルテットオリジナル作品の演奏実践
１５、実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

譜読みなどの個々の技術的準備、課題曲のリハーサル、曲の背景の調査など。

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

齋藤　充

◆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 N-025 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

授業に対する姿勢、および演奏会への参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

打楽器アンサンブルを通して、初源的かつ最も身近な楽器たる打楽器の可能性を追求し、様々なジャンルで活躍する打楽器の役割、合奏の基
礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

上級生とのアンサンブルを通し、チームワーク、多種多様な楽器の組み合わせ、特殊な奏法などを学ぶ。
学内定期演奏会に参加、演奏会運営のノウハウを習得する。

第1回 ガイダンス「打楽器」とは?「アンサンブル」とは?
第2回 楽器の構造及び取り扱い方法について
第3回 合奏1 学内演奏会譜読み・アナリーゼ
第4回 合奏2 セッティングに関する考察
第5回 合奏3 楽器奏法習得・理解
第6回 合奏4 特殊楽器とは?
第7回 合奏5 スティック・マレット等の選択に関する考察
第8回 学内演奏会 演奏・運営両面から評価
第9回 講義1 打楽器演奏法「膜鳴楽器・体鳴楽器」
第10回 講義2 打楽器演奏法「木質・金属・皮」
第11回 合奏「トッカータ1」リズムの体系的習得
第12回 合奏「トッカータ2」音響の統一・音色の統一
第13回 合奏「トッカータ3」室内楽としての演奏法・指揮者なしの意義
第14回 合奏「トッカータ4」発表・演奏についてディスカッション
第15回 前期総括 打楽器アンサンブルの実践と理解

◆準備学習の内容◆

演奏曲スコアの精読。必要に応じて特殊楽器、創作楽器の準備、設置方法の検討など。

◆成績評価の方法◆

SWS067N

基礎アンサンブルⅢ

植松　透

◆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 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 水１ 単位数 2単位

備考

ヴァイオリンの学生は交代でヴィオラを担当することがある。

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

アンサンブルⅢの復習とさらに高度な演奏ができる

◆授業内容・計画◆

１）前期で学んだことの復習  ガイダンス
２）前期で学んだことの復習  ロマン派の楽曲を取り上げる
３）弓使い、指使いの決め方、選び方  古典派の音楽との奏法の違い
４）さらに深い表現をするために  楽譜から理解すること
５）さらに深い表現をするために  音色の変化
６）合奏のなかでのソロの仕方。表現の基礎。
７）合奏のなかでのソロの仕方  より深い表現をする技術
８）リーダーの役目  合奏の中でソロの役割と演奏のしかた
９）リーダーの役目  通奏低音の演奏のしかた
１０）指揮の方法  合奏の中でのアインザッツの仕方
１１）指揮の方法  効果的なヴィブラートとテンポの決め方
１２）アンサンブルの指導法  リーダー（コンサートマスター）の役割
１３）アンサンブルの指導法  指揮法
１４）曲を仕上げる  アンサンブルの指導法
１５) まとめ

◆準備学習の内容◆

前期より難度の高い楽曲での授業となるため、よりしっかりした準備をしてくること

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

永峰　高志

◆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 6-112 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

アンサンブルを組んだメンバーに迷惑のかからない様十分な準備をすること。無断欠席は厳禁。
授業内容は進度の具合により変更あり。

授業に対する姿勢、理解度、演奏技術を総合的に判断し評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて授業履修生相談の指示。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

様々な作品の演奏を通じてアンサンブルに必要な基本技術を習得すると同時にフルートアンサンブルの主要レパートリーを身につける。
授業はフルートを中心とした様々な時代の二重奏から小編成の合奏までの作品の演奏を授業毎に発表会形式で行ない、演奏終了後に演奏
の良かった点、問題点や改善点等について授業履修者全員でディスカッションし、演奏の向上を図る。

◆授業内容・計画◆

1.四重奏　Berthomieu:Chats　（3fl+Altfl）　1.ペルサ・ブルー　2.ピューマ
2.四重奏　Berthomieu:Chats　（3fl+Altfl）　3.シャモワ　4.リンクス
3.四重奏　Berthomieu:Chats　（3fl+Altfl）　5.シャ・ペルシェ
4.四重奏　Berthomieu:ARCADIE　1.BERGERS
5.四重奏　Berthomieu:ARCADIE　2.LASYRINX MAGIQUE
6..四重奏　Berthomieu:ARCADIE　3.DRYADES
7..四重奏　Berthomieu:ARCADIE　4.仕上げ
8.八重奏  Mozart:Ave verum corpus　(和声・音程）
9.八重奏  Mozart:Ave verum corpus　（フレージング）
10.八重奏  Mozart:Ave verum corpus　（仕上げ）
11.フルートオーケストラ（基礎）
12.フルートオーケストラ（ディスカッションを含む）
13.フルートオーケストラ（ディスカッションを含む）
14.フルートオーケストラ（仕上げ）
15.まとめ　半期内容をディスカッションにて振りかえる

◆準備学習の内容◆

一週間で発表できるよう、個人の丁寧な譜読み、グループで音楽表現を出来るようになるまでの合わせをしておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

菅井　春恵

◆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 N-027 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

授業に対する姿勢を重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ダブルリード楽器による合奏を通して、アンサンブルに必要な基本的技術と表現能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回：ガイダンス　アンサンブルⅣで用いるテキストと準備について。
第２回：マタイ受難曲（１）第一部より「プロローグ」、「アリア（１３）」
　　　　　　　　　　　大規模編成におけるダブルリード群の役割を考察する。
　　　　　　　　　　　6/8のリズムとフレージングを解析する。
第３回：マタイ受難曲（２）第一部より「二重のアリア「no.27a-27b」、各コラール通奏低音の重要性を理解し
　　　　　　　　　　　表現の幅を広げる。
第４回：マタイ受難曲（３）第二部より「ｱｶﾝﾊﾟﾆｬｰﾄno.48-アリアno.49」
第５回：マタイ受難曲（４）第二部より「ｱｶﾝﾊﾟﾆｬｰﾄno.59-アリアno.50」
　　　　　　　　　　　コースアングレ、ファゴット共に劇音楽のクライマックスを感じ取りアンサンブルの
　　　　　　　　　　　高まりと躍動を意識する。
第６回：クリスマスオラトリオ「第一部から第四部まで」（１）第一祝日１・７
第７回：クリスマスオラトリオ「第一部から第四部まで」（２）第二祝日10・19
第８回：クリスマスオラトリオ「第一部から第四部まで」（３）第二祝日21・23
第９回：クリスマスオラトリオ「第一部から第四部まで」（４）第三祝日24・29
第10回：クリスマスオラトリオ「第一部から第四部まで」（５）第四祝日39
第11回：クリスマスオラトリオ「第一部から第四部まで」（６）コラールと（１）～（５）の復習
　　　　　　　　　　　　これまでに学んだ基礎を踏まえ全般に渡り目まぐるしく展開する進行を冷静に
　　　　　　　　　　　　判断・対応し破綻なく表現するためのアンサンブル能力を身につける。
第12回：任意課題　（１）その年度に適した編成による近代～現代の作品を担当教官も含めより複雑な
　　　　　　　　　　　　アンサンブルのノウハウを学ぶ。
第13回：任意課題　（２）（１）を引き続き実践・研究する。
第14回：授業内での発表と反省
第15回：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

パート譜のみならずスコアにも目を通す。
様々な表現に対応できるリードを備える。

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

井上　昌彦

◆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 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

選曲は基本、授業外での作業とし各自積極的に提案すること。

授業以外の時間での積極的な練習を心がける。

アンサンブル、団体での所作、係り業務、指示系統の確認を大事にする。

授業内評価及び各演奏会にての演奏評価。

また、各係りに伴う積極的な姿勢による評価や、アンサンブル内においての個々の役割の理解度による評価も考慮する。

◆教科書（使用テキスト）◆

図書館、研究室所蔵、または講師及び個人所持の楽譜を使用。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期に順じ、専門課程におけるさまざまな合奏授業（室内楽、オーケストラ、吹奏楽）への準備段階とする。

発音の種類や、音の処理、語尾を注意し、表現の幅を広げる。

12月定期演奏会へ向けて、本番へ向けての積極的な行動や意識を養う。

◆授業内容・計画◆

全体合奏曲を中心に選曲し団体の中での演奏方法を体現する。

授業計画：

1.後期授業計画及び留意事項の確認
2.オリジナル作品①
3.オリジナル作品②
4.オリジナル作品③
5.編曲作品①
6.編曲作品②
7.編曲作品③
8.その他の楽曲①
9.その他の楽曲②
10.その他の楽曲③
11.定期演奏会曲①
12.定期演奏会曲②
13.定期演奏会曲③
14.本番リハーサル
15.まとめの演奏

◆準備学習の内容◆

主体的な選曲を試みること。
バランスの良いパート配置を考えること。

オリジナルを聞いての楽曲の印象や、事前の譜読みは丁寧に行う。

各パート譜作成や、スコアの製本は必須。
また、楽譜の取り扱いについても注意を払うと共に、保管についても責任をもって行う。

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

大和田　智彦

◆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 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

パートナーシップを大切にする。

平常の授業への取り組み・態度、パートナーシップ、理解度、習熟度、演奏試験により、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適時に配布または指定

◆参考図書◆

授業内に指示

◆留意事項◆

サクソフォーンアンサンブルを通して、また様々な作品の演奏を通して、演奏時の自己発想・コミュニケーション等の社会性と、合図・音程・音色
等基礎技術を習得し、また主要なレパートリーを体得することが出来る。

◆授業内容・計画◆

前期を応用し、アンサンブルの基礎技術、表現・ブレス・合図・発音・音色・音程の考察をし実践し発展させる。オリジナル作品に取り組み、レ
パートリーの拡充、演奏の充実を図る。現代奏法をソロ曲を用いて考察する。履修学年を超えて大編成を組織し、ラージアンサンブルや上位学
年ソリストによる協奏曲のラージアンサンブル伴奏を体験する。

第１回　授業進行・内容説明、四重奏予行
第２回　近代オリジナル小品の演奏(1)、四重奏
第３回　近代オリジナル小品の演奏(2)、四重奏
第４回　近代オリジナル小品の演奏(3)、四重奏
第５回　オリジナル作品の演奏(1)、四重奏
第６回　オリジナル作品の演奏(2)、四重奏
第７回　オリジナル作品の演奏(3)、四重奏
第８回　オリジナル作品の演奏(4)、四重奏
第９回　ラージアンサンブル、協奏曲伴奏(1)
第１０回　ラージアンサンブル、協奏曲伴奏(2)
第１１回　特殊奏法・現代曲楽譜表記の考察と実習(後)
第１２回　試験前予行演習
第１３回　試験前予行演習
第１４回　試験前予行演習
第１５回　まとめと評価、演奏会を想定した演奏試験

◆準備学習の内容◆

事前にパートナーやグループで合わせ練習し授業に備える。次の授業に向け改善点を修正し、前向きな姿勢で発表できるよう準備をする。

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

滝上　典彦

◆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 N-226 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

各アンサンブルは固定メンバーで組織され登録すること

平常の授業への取り組み姿勢等の授業内評価

◆教科書（使用テキスト）◆

採り上げる楽曲のスコアとパート譜

◆参考図書◆

◆留意事項◆

金管アンサンブルのレパートリーを通じてオーケストラや吹奏楽団のなかでの金管楽器同士のバランス、音色の調和など金管アンサンブルの
基本を研究する。

◆授業内容・計画◆

金管５重奏（トランペット２・ホルン・トロンボーン・チューバ）の編成を中心にアンサンブルIIIの範囲をより拡げ、レパートリーを拡げることと、より
豊かな表現力の習得を目指す。
アンサンブル発表会

第１回　オリエンテーション/アンサンブル発表会のプログラムを作成しパートを決め、レッスンスケジュールを決める
第２回　レッスン①基礎的な合図、ブレスなどのタイミングの取り方①
第３回　レッスン②基礎的な合図、ブレスなどのタイミングの取り方②
第４回　レッスン③基礎的な合図、ブレスなどのタイミングの取り方③
第５回　レッスン④メロディーと伴奏とのダイナミクスの作り方、バランスの作り方①
第６回　レッスン⑤メロディーと伴奏とのダイナミクスの作り方、バランスの作り方②
第７回　レッスン⑥メロディーと伴奏とのダイナミクスの作り方、バランスの作り方③
第８回　レッスン⑦音楽的イニシアティブの取り方①
第９回　レッスン⑧音楽的イニシアティブの取り方②
第１０回　レッスン⑨音楽的イニシアティブの取り方③
第１１回　レッスン⑩各楽曲の総合的なまとめ①
第１２回　レッスン⑪各楽曲の総合的なまとめ②
第１３回　レッスン⑫各楽曲の総合的なまとめ③
第１４回　学内発表会
第１５回　まとめ

◆準備学習の内容◆

各グループは演奏する曲を必ず譜読み・予習をしてから授業に臨むこと

必ずスコアを用意すること

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

井手　詩朗

◆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 ０７

講義室 N-121 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

各授業に対する準備、平常の授業への取り組み、アンサンブル的演奏技量などを評価の対象とする。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ユーフォニアムとチューバで構成されるアンサンブルを通して、室内楽演奏に必要な知識と技術を学び、演奏で実践をしていく。

◆授業内容・計画◆

四重奏を中心にし、二重奏から八重奏までを学習する。オリジナル作品と編曲作品を取り上げる。必要に応じて作・編曲も行う。単に演奏技術
向上を目指すだけではなく音楽的考察を高める。
曲の背景理解のために楽曲分析なども行う。授業内発表を定期的に取り入れ、より実践に役立つ演奏を学ぶ。また初見演奏などの技術も高
める。

１、ガイダンス
２、トリオ１、バッハシンフォニアを用いて
３、トリオ２、オリジナル作品を用いて
４、トリオの演奏実演
５、カルテット編曲作品１、ガブリエリの作品を用いて
６、カルテット編曲作品２、弦楽四重奏作品の編曲実習
７、カルテット編曲作品３、弦楽四重奏作品の演奏実演
８、大編成アンサンブル基礎
９、大編成アンサンブル応用
１０、１９００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１１、１９００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１２、２０００年代のカルテットオリジナル作品の研究
１３、２０００年代のカルテットオリジナル作品の実演
１４、カルテットオリジナル作品の演奏実践
１５、実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

譜読みなどの個々の技術的準備、課題曲のリハーサル、曲の背景の調査など。

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

齋藤　充

◆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 N-025 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

授業に対する姿勢、および演奏会への参加

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

打楽器アンサンブルを通して、初源的かつ最も身近な楽器たる打楽器の可能性を追求し、様々なジャンルで活躍する打楽器の役割、合奏の基
礎を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

基本的な打楽器アンサンブル演奏技術・方法の確立を目指す。クラシック、ジャズ、民族音楽等、様々な音楽の演奏法の研究、作編曲の実
践。
定期演奏会に参加。演奏会の企画、立案の実践。

第1回 ガイダンス「演奏会」とは?
第2回 楽譜管理・楽器準備・舞台設営ノウハウの習得に向けて
第3回 合奏1 定期演奏会譜読み・アナリーゼ
第4回 合奏2 パートによるイニシアチブ、主と従について
第5回 合奏3 演奏と演出の融合の是非
第6回 合奏4 指揮に合わせること・呼吸を意識した演奏とは?
第7回 合奏5 空間を意識したアンサンブルとは?
第8回 定期演奏会 演奏・運営両面から評価
第9回 反省会「演奏会」とはなんだったのか
第10回 講義3 打楽器アンサンブル「物体の打楽器化、SE・イメージからのアンサンブル」
第11回 講義4 打楽器アンサンブル「芸術?パフォーマンス?
第12回 講義5 打楽器アンサンブル「打楽器奏者とは?」
第13回 合奏6 学内演奏家へ向けて、大編成アンサンブル作編曲の実践
第14回 合奏7 試演・ディスカッション
第15回 後期総括 打楽器を通して音楽全般への興味・理解が深まったか、演奏を通して音楽を具現化するためのノウハウを得たかを中心に評
価。

◆準備学習の内容◆

演奏曲スコアの精読。作品の時代背景等の理解。また演奏会運営に関する情報の整理、精査。

◆成績評価の方法◆

SWS068N

基礎アンサンブルⅣ

植松　透

◆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 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 水３,水４ 単位数 2単位

備考

・ヴァイオリン専修の履修生は、担当教官の指示により、ヴィオラ　を担当する事がある。
・人員の不足するパートには演奏補助員が加わる事がある。
・必要に応じて臨時練習を行うことがある。
・全履修生は、｢国立音大オーケストラ定期演奏会｣の聴講をする。
・オーケストラの編成上、常に履修生全員が演奏参加できるとは限らない。
・オーケストラの演奏は編成の一人が欠けても大きな支障を生ずるので各自責任感を持って参加する事。

演奏会への出演と、授業への取り組みにより評価する。
授業内容にあるように、この授業ではプログラムごとに出られる人と出られない人が生じる。したがって単に出欠席率による合否判定はなされな
い。また、以下の項目に該当する履修生には原則として単位の認定がなされない。
・演奏会に出演すべき履修生が出演できなかった場合。
・演奏会に出演しない履修生が指定された演奏会を聴講しなかった場合。
尚、履修生の授業への取り組み姿勢によっては演奏会に出演出来ない場合がある。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で取り上げる曲目は、それぞれの演奏会の目的に沿った
もので、管弦楽学習としての有効性、演奏の難易度、楽器編成
などを考慮し選択される。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管弦楽I～IVは、オーケストラ演奏における初心者或いは経験の少ない１S、２S合同のオーケストラ実習授業である。
オーケストラは多様な楽器編成による膨大なレパートリーを持つ。
指揮者によるコントロール、多人数でのアンサンブルといった条件下で自己の演奏力を発揮するには多くの経験を必要とする。
この授業ではオーケストラの知識、慣習、奏法、アンサンブル、指揮者とのコンタクトなどの基本学習と、共同体の一員としての自覚と社会性、責
任感を習得することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

演奏会を目標として練習授業が行われ、ハープを除く弦楽器履修生は原則として全演奏会、管打楽器及びハープは指名された演奏会に出演す
る。練習授業は指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
練習成果の発表の場として、前期・後期それぞれに「学内演奏会」、その中間には近隣の小・中学生を対象とする「音楽鑑賞教室」がある。

１　ガイダンス
２　前期学内演奏会への導入
３　全体リハーサル①
４　管打分奏、弦分奏①
５　管打分奏、弦分奏②
６　全体リハーサル②
７　全体リハーサル③
８　前期学内演奏会への仕上げ
９　前期学内演奏会への総練習
１０　前期学内演奏会
１１　音楽鑑賞教室への導入
１２　全体リハーサル①
１３　管打分奏、弦分奏
１４　Aオーケストラ前期定期演奏会鑑賞
１５　前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

予め発表された曲目を、合奏に耐えられるレベルまで各自練習して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

SWS069N

管弦楽Ⅰ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 福田　隆, 栗田　博文, 永峰　高志

◆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 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 水３,水４ 単位数 2単位

備考

・ヴァイオリン専修の履修生は、担当教官の指示により、ヴィオラ　を担当する事がある。
・人員の不足するパートには演奏補助員が加わる事がある。
・必要に応じて臨時練習を行うことがある。
・全履修生は、｢国立音大オーケストラ定期演奏会｣の聴講をする。
・オーケストラの編成上、常に履修生全員が演奏参加できるとは限らない。
・オーケストラの演奏は編成の一人が欠けても大きな支障を生　ずるので各自責任感を持って参加する事。

演奏会への出演と、授業への取り組みにより評価する。
授業内容にあるように、この授業ではプログラムごとに出られる人と出られない人が生じる。したがって単に出欠席率による合否判定はなさ
れない。また、以下の項目に該当する履修生には原則として単位の認定がなされない。
・演奏会に出演すべき履修生が出演できなかった場合。
・演奏会に出演しない履修生が指定された演奏会を聴講しなかった場合。
尚、履修生の授業への取り組み姿勢によっては演奏会に出演出来ない場合がある。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で取り上げる曲目は、それぞれの演奏会の目的に沿った
もので、管弦楽学習としての有効性、演奏の難易度、楽器編成
などを考慮し選択される。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管弦楽I～IVは、オーケストラ演奏における初心者或いは経験の少ない１S、２S合同のオーケストラ実習授業である。
オーケストラは多様な楽器編成による膨大なレパートリーを持つ。
指揮者によるコントロール、多人数でのアンサンブルといった条件下で自己の演奏力を発揮するには多くの経験を必要とする。
この授業ではオーケストラの知識、慣習、奏法、アンサンブル、指揮者とのコンタクトなどの基本学習と、共同体の一員としての自覚と社会
性、責任感を習得することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

演奏会を目標として練習授業が行われ、ハープを除く弦楽器履修生は原則として全演奏会、管打楽器及びハープは指名された演奏会に出
演する。練習授業は指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
練習成果の発表の場として、前期・後期それぞれに「学内演奏会」、その中間には近隣の小・中学生を対象とする「音楽鑑賞教室」がある。

１　音楽鑑賞教室全体リハーサル②
２　音楽鑑賞教室への仕上げ
３　音楽鑑賞教室ゲネプロ
４　音楽鑑賞教室
５　後期学内演奏会への導入
６　全体リハーサル①
７　管打分奏、弦分奏①
８　管打分奏、弦分奏②
９　全体リハーサル②
１０　全体リハーサル③
１１　全体リハーサル④
１２　後期学内演奏会への仕上げ
１３　後期学内演奏会への総練習
１４　後期学内演奏会、後期のまとめ
１５　Aオーケストラ後期定期演奏会鑑賞

◆準備学習の内容◆

予め発表された曲目を、合奏に耐えられるレベルまで各自練習して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

SWS070N

管弦楽Ⅱ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 福田　隆, 永峰　高志

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 前期

曜日・時限 水３,水４ 単位数 2単位

備考

・ヴァイオリン専修の履修生は、担当教官の指示により、ヴィオラを担当する事がある。
・人員の不足するパートには演奏補助員が加わる事がある。
・必要に応じて臨時練習を行うことがある。
・全履修生は、｢国立音大オーケストラ定期演奏会｣の聴講をする。
・オーケストラの編成上、常に履修生全員が演奏参加できるとは限らない。
・オーケストラの演奏は編成の一人が欠けても大きな支障を生ずるので各自責任感を持って参加する事。

演奏会への出演と、授業への取り組みにより評価する。
授業内容にあるように、この授業ではプログラムごとに出られる人と出られない人が生じる。したがって単に出欠席率による合否判定はなされな
い。また、以下の項目に該当する履修生には原則として単位の認定がなされない。
・演奏会に出演すべき履修生が出演できなかった場合。
・演奏会に出演しない履修生が指定された演奏会を聴講しなかった場合。
尚、履修生の授業への取り組み姿勢によっては演奏会に出演出来ない場合がある。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で取り上げる曲目は、それぞれの演奏会の目的に沿った
もので、管弦楽学習としての有効性、演奏の難易度、楽器編成
などを考慮し選択される。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管弦楽I～IVは、オーケストラ演奏における初心者或いは経験の少ない１S、２S合同のオーケストラ実習授業である。
オーケストラは多様な楽器編成による膨大なレパートリーを持つ。
指揮者によるコントロール、多人数でのアンサンブルといった条件下で自己の演奏力を発揮するには多くの経験を必要とする。
この授業ではオーケストラの知識、慣習、奏法、アンサンブル、指揮者とのコンタクトなどの基本学習と、共同体の一員としての自覚と社会性、責
任感を習得することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

演奏会を目標として練習授業が行われ、ハープを除く弦楽器履修生は原則として全演奏会、管打楽器及びハープは指名された演奏会に出演す
る。練習授業は指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
練習成果の発表の場として、前期・後期それぞれに「学内演奏会」、その中間には近隣の小・中学生を対象とする「音楽鑑賞教室」がある。

１  ガイダンス
２  前期学内演奏会への導入
３  全体リハーサル①
４  管打分奏、弦分奏①
５  管打分奏、弦分奏②
６  全体リハーサル②
７  全体リハーサル③
８  前期学内演奏会への仕上げ
９  前期学内演奏会への総練習
１０  前期学内演奏会
１１  音楽鑑賞教室への導入
１２  全体リハーサル①
１３  管打分奏、弦分奏
１４  Aオーケストラ前期定期演奏会鑑賞
１５  前期のまとめ

◆準備学習の内容◆

予め発表された曲目を、合奏に耐えられるレベルまで各自練習して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

SWS071N

管弦楽Ⅲ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 福田　隆, 栗田　博文, 永峰　高志

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-142 開講学期 後期

曜日・時限 水３,水４ 単位数 2単位

備考

・ヴァイオリン専修の履修生は、担当教官の指示により、ヴィオラを担当する事がある。
・人員の不足するパートには演奏補助員が加わる事がある。
・必要に応じて臨時練習を行うことがある。
・全履修生は、｢国立音大オーケストラ定期演奏会｣の聴講をする。
・オーケストラの編成上、常に履修生全員が演奏参加できるとは限らない。
・オーケストラの演奏は編成の一人が欠けても大きな支障を生ずるので各自責任感を持って参加する事。

演奏会への出演と、授業への取り組みにより評価する。
授業内容にあるように、この授業ではプログラムごとに出られる人と出られない人が生じる。したがって単に出欠席率による合否判定はなされな
い。また、以下の項目に該当する履修生には原則として単位の認定がなされない。
・演奏会に出演すべき履修生が出演できなかった場合。
・演奏会に出演しない履修生が指定された演奏会を聴講しなかった場合。
尚、履修生の授業への取り組み姿勢によっては演奏会に出演出来ない場合がある。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業で取り上げる曲目は、それぞれの演奏会の目的に沿った
もので、管弦楽学習としての有効性、演奏の難易度、楽器編成
などを考慮し選択される。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管弦楽I～IVは、オーケストラ演奏における初心者或いは経験の少ない１S、２S合同のオーケストラ実習授業である。
オーケストラは多様な楽器編成による膨大なレパートリーを持つ。
指揮者によるコントロール、多人数でのアンサンブルといった条件下で自己の演奏力を発揮するには多くの経験を必要とする。
この授業ではオーケストラの知識、慣習、奏法、アンサンブル、指揮者とのコンタクトなどの基本学習と、共同体の一員としての自覚と社会性、責
任感を習得することを目標とする。

◆授業内容・計画◆

演奏会を目標として練習授業が行われ、ハープを除く弦楽器履修生は原則として全演奏会、管打楽器及びハープは指名された演奏会に出演す
る。練習授業は指揮者及び担当教員による集団指導で行われる。
練習成果の発表の場として、前期・後期それぞれに「学内演奏会」、その中間には近隣の小・中学生を対象とする「音楽鑑賞教室」がある。

１  音楽鑑賞教室全体リハーサル②
２  音楽鑑賞教室への仕上げ
３  音楽鑑賞教室ゲネプロ
４  音楽鑑賞教室
５  後期学内演奏会への導入
６  全体リハーサル①
７  管打分奏、弦分奏①
８  管打分奏、弦分奏②
９  全体リハーサル②
１０  全体リハーサル③
１１  全体リハーサル④
１２  後期学内演奏会への仕上げ
１３  後期学内演奏会への総練習
１４  後期学内演奏会、後期のまとめ
１５  Aオーケストラ後期定期演奏会鑑賞

◆準備学習の内容◆

予め発表された曲目を、合奏に耐えられるレベルまで各自練習して授業に臨む。

◆成績評価の方法◆

SWS072N

管弦楽Ⅳ

中島　大之, 三戸　誠, 山川　奈緒子, 福田　隆, 永峰　高志

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 木３,木４,木５ 単位数 2単位

備考

履修生で当該演奏会に出演しない者も、練習・学内演奏会の聴講、及びブラスオルケスター定期演奏会の聴講を積極的に行うこと。

授業・演奏会等への出席・参加によって、単位を認定する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ウインド・シンフォニーという合奏形態を通じ、吹奏楽すべてのジャンルの音楽を演奏体験し、研究することを学習目標とする。

◆授業内容・計画◆

・吹奏楽としてのアンサンブルの基礎を学習する。
・研究発表の場として、学内演奏会を実施する。
・演奏会のための臨時練習あり。

【前期演習予定曲】

マーチ　グリーンフォレスト（内藤淳一）
子供のマーチ（グレンジャー）
カンタベリーコラール（ヤン・ヴァンデルロースト）
碧い惑星の存在について（柳谷清道、本学作曲学科教員）
序曲「パンチネルロ」（Ａ.リード）

フィンランデア（シベリウス）
悲しきワルツ（シベリウス）
カレワラ　作品95（クレストン）
２つの交響的断章（ネリベリ）
バラード（シベリウス）

以上の曲目は予定であり、変更の可能性がある。

◆準備学習の内容◆

随時、自発的に個人＆パート練習を行っておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS073N

吹奏楽Ⅰ

下地　啓二, 新田　ユリ

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 木３,木４,木５ 単位数 2単位

備考

履修生で当該演奏会に出演しない者も、練習・学内演奏会、及びシンフォニック・ウインド・アンサンブル定期演奏会の聴講を積極的に行うこ
と。

授業・演奏会等への出席・参加によって、単位を認定する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ウインド・シンフォニーという合奏形態を通じ、吹奏楽すべてのジャンルを演奏体験し、研究することを学習目標とする。

◆授業内容・計画◆

・吹奏楽としてのアンサンブルの基礎と応用を学習する。
・研究発表の場として、学内演奏会を実施する。
・演奏会のための臨時練習あり。

【後期演習予定曲】

マーチ　マーチ（兼田敏）
レミニサンス（長生淳）
ティエラ（シベリウス）
大阪俗謡による幻想曲（大栗裕）
オルガンと吹奏楽のための「祝典」（菊池幸夫　本学作曲学科教員）
ドラゴンの年（スパーク）
２つの世界のはざまに（スパーク）

以上の曲目はあくまで予定であり、変更の可能性がある。

◆準備学習の内容◆

随時、自発的に個人＆パート練習を行っておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS074N

吹奏楽Ⅱ

下地　啓二, 新田　ユリ

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 木３,木４,木５ 単位数 2単位

備考

履修生で当該演奏会に出演しない者も、練習・学内演奏会の聴講、及びブラスオルケスター定期演奏会の聴講を積極的に行うこと。

授業・演奏会等への出席・参加によって、単位を認定する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ウインド・シンフォニーという合奏形態を通じ、吹奏楽すべてのジャンルの音楽を演奏体験し、研究することを学習目標とする。

◆授業内容・計画◆

・吹奏楽としてのアンサンブルの基礎を学習する。
・研究発表の場として、学内演奏会を実施する。
・演奏会のための臨時練習あり。

【前期演習予定曲】

・マーチ　グリーンフォレスト（内藤淳一）
・子供のマーチ（グレインジャー）
・カンタベリーコラール（ヤン・バンデルロースト）
・碧い惑星の存在について（柳谷清道　本学作曲学科教員）
・序曲「パンチネルロ」（Ａ.リード）

・フィンランデア（シベリウス）
・悲しきワルツ（シベリウス）
・カレワラ　作品95（クレストン）
・２つの交響的断章（ネリベル）
・バラード（シベリウス）
 

 

 

 
 

◆準備学習の内容◆

随時、自発的に個人＆パート練習を行っておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS075N

吹奏楽Ⅲ

下地　啓二, 新田　ユリ

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 木３,木４,木５ 単位数 2単位

備考

履修生で当該演奏会に出演しない者も、練習・学内演奏会、及びシンフォニック・ウインド・アンサンブル定期演奏会の聴講を積極的に行うこ
と。

授業・演奏会等への出席・参加によって、単位を認定する。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ウインド・シンフォニーという合奏形態を通じ、吹奏楽すべてのジャンルを演奏体験し、研究することを学習目標とする。

◆授業内容・計画◆

・吹奏楽としてのアンサンブルの基礎と応用を学習する。
・研究発表の場として、学内演奏会を実施する。
・演奏会のための臨時練習あり。

【後期演習予定曲】

・マーチ　マーチ（兼田敏）
・レミニサンス（長生淳）
・ティエラ（シベリウス）
・大阪俗謡による幻想曲（大栗裕）

・オルガンと吹奏楽のための「祝典」（菊池幸夫　本学作曲学科教員）
・ドラゴンの年（スパーク）
・2つの世界のはざまに（スパーク）

以上の曲目はあくまで予定であり、変更の可能性がある。

◆準備学習の内容◆

随時、自発的に個人＆パート練習を行っておくこと。

◆成績評価の方法◆

SWS076N

吹奏楽Ⅳ

下地　啓二, 新田　ユリ

◆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,3年 クラス ０１

講義室 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

五線紙持参のこと。

授業内試験による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で適宜資料を配付する。

◆参考図書◆

G.ヤコブ著　管弦楽技法
W.ピストン著　管弦楽法
伊福部昭著　管弦楽法
ベルリオーズ、R.シュトラウス、リムスキー・コルサコフ等の管弦楽法著書

◆留意事項◆

西洋音楽がその長い歴史のなかで作り上げてきた絢爛たる音色の世界オーケストラ――古典から近現代までの豊かなオーケストレーションの
メカニズムを知ることにより作品への理解を深め、演奏・作曲・編曲に生かす。オーケストラの領域を知ることは、あらゆる音楽の現場において
重要なことである。
（1）実演、映像、音源等により、楽器のメカニズム、特性と奏法等を学ぶ。
（2）様々なオーケストラ・スコアと、ピアノ曲の優れたオーケストレーションの例を分析し、書法を学ぶ。
（3）ピアノの名曲による様々な小課題をオーケストレーションすることにより、スコアリングの技術を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第1回　序論
第2回　弦楽器について理解を深める（弦楽合奏研究）
第3回　スコアリング実習（1）：弦楽器の書法を身につける
第4回　スコアリング実習（2）：弦楽器の書法を身につける
第5回　木管楽器について理解を深める（木管合奏研究）
第6回　スコアリング実習（3）：木管楽器の書法を身につける
第7回　スコアリング実習（4）：木管楽器の書法を身につける
第8回　金管楽器について理解を深める（金管合奏研究）
第9回　スコアリング実習（5）：金管楽器の書法を身につける
第10回　スコアリング実習（6）：金管楽器の書法を身につける
第11回　打楽器について理解を深める（打楽器合奏研究）
第12回　スコアリング実習（7）：打楽器の書法を身につける
第13回　スコアリング実習（8）：打楽器の書法を身につける
第14回　スコアリング実習（9）：オーケストラ・スコアの書き方について理解を深める
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

オーケストラ作品をただ聴くだけでなく、普段からスコアと併せて学習するよう心がける。

◆成績評価の方法◆

SWS469N

管弦楽法ＢⅠ

足本　憲治

◆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,3年 クラス ０１

講義室 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

五線紙持参のこと。

授業内試験による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で適宜資料を配付する。

◆参考図書◆

G.ヤコブ著　管弦楽技法
W.ピストン著　管弦楽法
伊福部昭著　管弦楽法
ベルリオーズ、R.シュトラウス、リムスキー・コルサコフ等の管弦楽法著書

◆留意事項◆

西洋音楽がその長い歴史のなかで作り上げてきた絢爛たる音色の世界オーケストラ――古典から近現代までの豊かなオーケストレーションの
メカニズムを知ることにより作品への理解を深め、演奏・作曲・編曲に生かす。オーケストラの領域を知ることは、あらゆる音楽の現場において
重要なことである。
（1）実演、映像、音源等により、楽器のメカニズム、特性と奏法等を学ぶ。
（2）様々なオーケストラ・スコアと、ピアノ曲の優れたオーケストレーションの例を分析し、書法を学ぶ。
（3）ピアノの名曲による様々な小課題をオーケストレーションすることにより、スコアリングの技術を学ぶ。
（4）受講生が選んだ楽曲又は自作曲のオーケストレーションを行う。

◆授業内容・計画◆

第1回　総譜（スコア）の書き方について理解を深める
第2回　2管編成の研究
第3回　スコアリング実習（1）：２管編成の書法を学ぶ
第4回　スコアリング実習（2）：２管編成の書法を学ぶ
第5回　3管編成の研究
第6回　スコアリング実習（3）：３管編成の書法を学ぶ
第7回　スコアリング実習（4）：３管編成の書法を学ぶ
第8回　パート譜の書き方について理解を深める
第9回　スコアリング実習（5）：総合的な視点を学ぶ
第10回　スコアリング実習（6）：総合的な視点を学ぶ
第11回　スコアリング実習（7）：オーケストレーションを仕上げる
第12回　スコアリング実習（8）：オーケストレーションを仕上げる
第13回　オーケストラによる試演を通じ知識を体感する
第14回　オーケストラによる試演を通じ知識を体感する
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

オーケストラ作品をただ聴くだけでなく、普段からスコアと併せて学習するよう心がける。

◆成績評価の方法◆

SWS470N

管弦楽法ＢⅡ

足本　憲治

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

各専攻楽器により、教材、内容等の指定があります。第１回目ガイダンスでの指示に注意すること。

課題の理解度とその実践力。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・楽器奏法の基礎を学び、その訓練方法を習得する。
・ジャズ・インプロヴィゼイションに必要な基礎的なテクニックを身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　楽器の仕組みと奏法の基礎
第３回　演奏姿勢と呼吸法
第４回　音作りの研究
第５回　トライアド：ナンバリングと視覚化
第６回　トライアド：転回形とその視覚化
第７回　セブンス・コードとドミナント・モーション
第８回　コードトーンによるインプロヴィゼーション：Take the A Train
第９回　コードトーンによるインプロヴィゼーション：Blues
第10回　コードトーンによるインプロヴィゼーション：まとめ
第11回　スケールのナンバリングとハーモニク・リズムの理解
第12回　ドミナント・スケール
第13回　ドミナント・スケールによるフレーズの作成
第14回　サブドミナント・スケール
第15回　ジャズ演奏実技Ⅰのまとめ

◆準備学習の内容◆

奏法の研究に充分な練習時間を費やすこと。
演奏する内容を口で歌えるようにすること。

◆成績評価の方法◆

専門実技（ジャズ）Ⅰ

（Ｊ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

各専攻楽器により、教材、内容等の指定があります。第１回目ガイダンスでの指示に注意すること。

課題の理解度とその実践力。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・楽器奏法の基礎を学び、その訓練方法を習得する。
・ジャズ・インプロヴィゼイションに必要な基礎的なテクニックを身に着ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　奏法と呼吸法の確認
第３回　テトラコード：基本形
第４回　テトラコード：転回形
第５回　マイナー・テトラコード
第６回　テトラコードによるメロディーラインの作成
第７回　スイングビートにおける８分音符の演奏法
第８回　ビバップ・ラインの演奏法
第９回　ドミナント・ビバップ・スケール
第10回　ドミナント・ビバップ・スケールによるフレーズの作成
第11回　Ⅴ7 - Ⅰ：コードトーンとスケール
第12回　Ⅴ7 - Ⅰ：フレーズの作成
第13回　Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ：コードトーンとスケール
第14回　Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ：フレーズの作成
第15回　ジャズ演奏実技Ⅱのまとめ

◆準備学習の内容◆

奏法の研究に充分な時間を費やすこと。
吹く内容を口で歌えるようにすること。

◆成績評価の方法◆

専門実技（ジャズ）Ⅱ

（Ｊ）

◆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

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 4単位

備考

各専攻楽器により、教材、内容等の指定があります。第１回目ガイダンスでの指示に注意すること。

課題の理解度とその実践力。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ビバップ的ラインの作り方について学び、ハーモニー感覚を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ジャズ専門実技ⅠⅡの復習と課題の確認
第３回　Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ：スタンダードナンバーでの実践
第４回　Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ：アイデアの発展
第５回　ハーモニックマイナー・パーフェクト5th・ビロウ
第６回　Ⅱm7b5 - Ⅴ7b9 - Ⅰm：フレーズの作成
第７回　Ⅱm7b5 - Ⅴ7b9 - Ⅰm：スタンダードナンバーでの実践
第８回　Ⅲm7b5 - Ⅵ7b9 - Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ：仕組み
第９回　Ⅲm7b5 - Ⅵ7b9 - Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ：フレーズの作成
第10回　#Ⅳm7b5 - Ⅶ7b9 - Ⅲm7 - Ⅵ7b9 - Ⅱm7 - Ⅴ7 - Ⅰ
第11回　メジャー・ビバップ・スケール
第12回　メジャー・ビバップ・スケールによるフレーズの作成
第13回　ドミナントとメジャー・ビバップ・スケールの連結
第14回　その他のビバップ・スケール
第15回　ジャズ演奏実技Ⅲのまとめ

◆準備学習の内容◆

積極的にトランスクライブをし、それについて分析すること。

◆成績評価の方法◆

専門実技（ジャズ）Ⅲ

（Ｊ）

◆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

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 4単位

備考

各専攻楽器により、教材、内容等の指定があります。第１回目ガイダンスでの指示に注意すること。

課題の理解度とその実践力。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ビバップ的ラインの作り方について学び、ハーモニー感覚を身につける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ジャズ専門実技Ⅲの復習と課題の確認
第３回　ガイドトーン・ライン
第４回　ガイドトーンのソロへの応用
第５回　ブルースの構造
第６回　ブルーススケールとペンタトニック
第７回　ペンタトニック・スケールの基礎
第８回　ペンタトニック・ライン
第９回　コードとペンタトニック
第10回　マイナー6th ペンタトニック
第11回　ペンタトニック on Blues
第12回　楽曲でのペンタトニックの使用法
第13回　ボキャブラリーの習得とその発展の方法
第14回　トランスクライブしたソロのアナライズ
第15回　ジャズ演奏実技Ⅳのまとめ

◆準備学習の内容◆

積極的にトランスクライブをし、それについて分析すること。

◆成績評価の方法◆

専門実技（ジャズ）Ⅳ

（Ｊ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ００

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

各担当者の裁量により、学生の資質、レベルに応じて学習内容が決定され、
授業内で行われる成績評価をすべく、前期末の到達目標を設定し計画的に進められる。

担当者による授業内評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員が指定した基礎練習のテキスト、教則本、履修する楽曲の楽譜。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

楽器演奏に必要な、基礎技術、基礎訓練方法、練習方法をクラシック音楽等の学習を通じて習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　基本奏法
第３回　練習方法
第４回　音の確認と課題発見　課題曲１による
第５回　まとまりのある演奏に向けた工夫　課題曲１による
第６回　仕上げ　課題曲１による
第７回　音の確認と課題発見　課題曲２による
第８回　演奏表現の検討　課題曲２による
第９回　演奏表現の工夫　課題曲２による
第10回　仕上げ　課題曲２による
第11回　音の確認、演奏のポイント　課題曲３による
第12回　楽曲の背景と演奏表現の検討　　課題曲３による
第13回　演奏表現の工夫　課題曲３による
第14回　仕上げ　　課題曲３による
第15回　器楽表現Ⅰのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

レッスン前に演奏する曲を十分に練習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZP025N

クラシック基礎実技Ⅰ

（Ｊ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ００

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

各担当者の裁量により、学生の資質、レベルに応じて学習内容が決定され、
授業内で行われる成績評価をすべく、学年末の到達目標を設定し計画的に進められる。

各担当者による授業内評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当者による指示教材。

◆参考図書◆

各担当者による推薦図書。

◆留意事項◆

クラシック基礎実技Iに引き続き、楽器演奏に必要な、基礎技術、基礎訓練方法、練習方法をクラシック音楽等の学習を通じて習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　クラシック基礎実技Iの復習としての演奏と自己の演奏上の課題の確認
第３回　音の確認、演奏のポイント　課題曲４による
第４回　楽曲の背景と演奏表現の検討　課題曲４による
第５回　演奏表現の工夫　課題曲４による
第６回　仕上げ　課題曲４による
第７回　音の確認と演奏のポイント　課題曲５による
第８回　楽曲の背景と演奏表現の検討　課題曲５による
第９回　演奏表現の工夫　課題曲５による
第10回　仕上げ　課題曲５による
第11回　音の確認と演奏のポイント　課題曲６による
第12回　楽曲の背景と演奏表現の検討　課題曲６による
第13回　アンサンブル　互いに聴き合った演奏表現の工夫
第14回　アンサンブル　仕上げ
第15回　器楽表現Ⅱのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

レッスン前に、演奏する曲を十分に練習しておく。

◆成績評価の方法◆

JZP026N

クラシック基礎実技Ⅱ

（Ｊ）

◆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 3別-A 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

毎回の授業には必ず専門楽器を持参すること

授業内での理解度と実践力
宿題の提出

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配布

◆参考図書◆

「インサイド・インプロヴィゼイション・シリーズ」
Vol.1 メロディック・ストラクチャー
Vol.3 ジャズ・ライン
ジェリー・バーガンジィ著（ATN,inc）

「ザ・ジャズ・セオリー」
Mark Levine著（ATN,inc）

◆留意事項◆

(1)コードトーンのみを使ってインプロヴァイズする訓練を積み、徐々にスケールの使用まで発展することができる。
(2)コード・トーンの構成音と基本的なスケールの関係を理解し、ハーモニック・リズムを学び、ラインを作ることができる。
(3)ドミナント・モーションでの基本的なリックを身に付け実践することができる。

◆授業内容・計画◆

(1)ジャズ誕生までの歴史　ディスカッション
(2)コード・プログレッション
(3)ダイアトニック・スケール・コード
(4)セカンダリー・ドミナント
(5)トライアドとコードトーン
(6)テトラコード
(7)ドミナント・モーション
(8)メジャー・キーにおけるII-V-I プログレッション
(9)ガイドトーン・ライン
(10)ビバップ・スケール
(11)マイナー・キーにおけるII-V-I プログレッション
(12)ハーモニックマイナー・パーフェクト・フィフス・ビロウ
(13)ロクリアン＃２
(14)代理コード
(15)まとめ

基本的に随所で伴奏に合わせてそれぞれの楽器を演奏し、理論の理解と実践を並行して授業を進める。

◆準備学習の内容◆

コードとスケールの関係を理解し、頭の中で視覚化できるように訓練を重ねる。

◆成績評価の方法◆

JZS027N

即興演奏Ⅰ

池田　篤

◆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 3別-A 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

常に楽器を通して学ぶこと。

授業内での理解度と実践力
宿題、レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配布

◆参考図書◆

「インサイド・インプロヴィゼイション・シリーズ」
Vol.2 ペンタトニック・スケール
ジェリー・バーガンジィ著（ATN,inc.）

◆留意事項◆

即興演奏Iで学んだ基本的なことからさらに発展し、それぞれのコード上での可能性を広げ、演奏することができる。。
譜面を見るという行為から極力離れ、より自由にインプロヴァイズする能力を高められる。

◆授業内容・計画◆

ドミナント・モーションを中心に、より深くコード・チェンジを理解し実践する。

(1)ペンタトニック・スケール#1
(2)ペンタトニック・スケール#2
(3)ペンタトニック・スケール#3
(4)テンション・ノート
(5)テンション・リゾルヴ(緊張音の解決)
(6)デミニッシュ・スケール half/whole, whole/half
(7)デミニッシュ・スケールの応用
(8)オルタード・スケール#1
(9)オルタード・スケール#2
(10)ジャズ・メロデッィクマイナー・スケールの応用
(11)リディアン♭7スケール#1
(12)リディアン♭7スケール#2
(13)セッション#1
(14)セッション#2
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

それぞれの課題は、テクニカルな練習と並行し、スタンダード・ナンバーなどのコード・チェンジにのせ実践的な練習を積む。

◆成績評価の方法◆

JZS028N

即興演奏Ⅱ

池田　篤

◆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 3別-A 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

楽器を通して学ぶこと。

宿題、レポート
授業内での理解力と実践力

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配布

◆参考図書◆

「メロディック・マイナー・スケール」
ラーモン・リッカー（ATN,inc.）

「ザ・ジャズ・セオリー」
Mark Levine著（ATN,inc)

◆留意事項◆

より高度なことをより単純明快に、そして瞬時に考え実践することができる。

◆授業内容・計画◆

(1)トライアド・ペア（ヘクサトニック）
(2)モードにおけるトライアド・ペアの使用法
(3)トライアド・ペア応用
(4)トライアド・ペアまとめ
(5)ディミニッシュ・コードにおけるアプローチ
(6)コルトレーン・チェンジ Giant Steps
(7)コルトレーン・チェンジ その他の曲
(8)コルトレーン・チェンジの応用
(9)ボキャブラリーの習得とその発展の方法
(10)ジャズのリズムと言語との関係
(11)リズム・セクションのあり方
(12)ビバップ的作曲と演奏#1
(13)ビバップ的作曲と演奏#2
(14)セッション
(15)まとめ

それぞれの課題を様々なコード・プログレッションで試す。
また実際のスタンダード・ナンバーに合わせて実践する。

◆準備学習の内容◆

トランスクライブを積極的に行う。
そして、学習したことに照らし合わせアナライズする。

◆成績評価の方法◆

JZS029N

即興演奏Ⅲ

池田　篤

◆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 3別-A 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

No Thinking !
演奏する時に考えてはだめ。感じること。
しかしそれは、考える練習をとことんやった上での話である。

授業内での理解力と実践力
レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配布

◆参考図書◆

「ハウ・トゥ・インプロヴァイズ」
ハル・クルック著（ATN,inc）

◆留意事項◆

Ⅰ、ⅠⅠ、ⅠⅠⅠ を通して学んできたジャズ・インプロヴィゼーションをするためのスキルを基にセッション形式で実践し、意識を持って演奏す
ることができる。

◆授業内容・計画◆

(1)歌詞とメロディーの関係
(2)コンスタント・ストラクチャー
(3)コンスタント・ストラクチャーによる作曲と演奏#1
(4)コンスタント・ストラクチャーによる作曲と演奏#2
(5)バラードの演奏法
(6)バラードの作曲と演奏
(7)スタンダード・ナンバー#1
(8)スタンダード・ナンバー#2（Ⅰ,ⅠⅠ,ⅠⅠⅠ,Ⅳで学んだことを踏まえセッション形式で実践する）
(9)ボサノバ#1
(10)ボサノバ#2
(11)セッション#1
(12)セッション#2
(13)オリジナル曲の作曲と演奏#1
(14)オリジナル曲の作曲と演奏#2
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

決められた曲の中で、どのようなアイデアを使うことができるのかを考える。
インプロヴィゼーションの場になったら暗譜で演奏できるように、１曲づつ地道に覚えていく。

◆成績評価の方法◆

JZS030N

即興演奏Ⅳ

池田　篤

◆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 3別-A 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

ジャズを演奏するにあたって何よりもリズムが大切であるという意識をしっかりと学習する。
スイング感を頭でなく、体で覚えて行く感覚を養う。
アンサンブルをする時にまず自分よりも相手の音を聞くということを習得する。

実技、コンサートの構成力

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて作成します。

◆参考図書◆

Real Book

◆留意事項◆

スイングのリズムに対する意識の持ち方を習得する。
アンサンブルにおいて、コール＆レスポンスの基本を習得。

楽譜に表記出来ないリズム（基本形）を体感し習得する。

◆授業内容・計画◆

授業内容は下記の様に分類して行うものとする。

小曽根　真
第１回：　　スイング感の習得（デキシーランド・スタイルを演奏、学習）
第５回：　　バラード、変拍子の演奏方法
第９回：　　ラテンのリズムを習得
第１３回：　前期、後期合わせて習得した内容の復習

宮本　貴奈
第２回：　２ビートスイングの演奏方法
第３回：　４ビートスイングの演奏方法
第４回：　ポリリズムが複合されたスイング感の習得

第５回：　バラードの演奏方法習得
第８回：　３拍子、５拍子、７拍子の授業（その１）基本的なグルーヴの習得
第７回：　３拍子、５拍子、７拍子の授業（その２）小節線を越えるリズムのバリエーション

第１０回：　サルサ、サンバなどラテンリズムの演奏法 基本的なグルーヴの習得
第１１回：　サルサ、ソンゴなどラテンリズムの演奏法 小節線を越えるリズムのバリエーション
第１２回：　サンバ、ボサノヴァ等、ブラジルのリズム習得

第１４回：スイング、ラテン、変拍子を複合する楽曲の演奏法を習得
第１５回：生徒の選曲、編曲による発表会

◆準備学習の内容◆

次の授業で演奏する曲のスタイルの楽曲をCD等で前もって聞いておくこと。
どういうスタイルの音楽を聞けば良いかは毎回の授業終了後に口頭で伝えます。

◆成績評価の方法◆

JZS031N

ジャズ・アンサンブルⅠ

小曽根　真

◆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 3別-A 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

このクラスはアンサンブルの基本を習得するクラスです。
ジャズで「グルーヴする」という言葉をよく耳にしますが、本当の意味のグルーヴというのは相手を聞く事からしか作れないという事をこのクラス
で習得します。

それによってアンサンブルがより楽しいものになり、演奏をしている時の視野が広がり、結果として自分の即興演奏が楽に、
そして一層意味のある物語をになって行きます。
そのまずベースをこのクラスでしっかりと楽しみながら習得して欲しいです。

実技、クラス内での発表会

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期で習得したリズムスタイルを更に深く、また変拍子のリズムも学習する。

ジャズコンボにおける曲の構成について学習する。

テーマ（曲）を基にして即興でイントロからエンディングまで演奏する技術と知識を習得する。

◆授業内容・計画◆

授業内容は下記の様に分類して行うものとする。

小曽根　真
第１回：　　アドリブのスタイルの違いを研究、実践する。
第５回：　　ダイナミックスやテンポの即興性を高める。
第９回：　　他の演奏者の音を聞いて、ビート（四分音符）を読み（感じ）取る聴力を養う。
第１３回：　変拍子、ルバートの研究（授業）

宮本　貴奈
第２回：　　トラディショナルなスタイルでのソロスタイル
第３回：　　モダンジャズにおいてのソロスタイル
第４回：　　アドリブにおいて「間」の取り方の意識を高める

第６回：　　音量（ダイナミクス）の即興性、順応性を高める
第７回：　　テンポの即興性、順応性を高める
第８回：　　上記２点を同時に応用できる実力を高める

第１０回：　アドリブのリズム性（その１）　一音一音の強弱や音の長さのコントロールを習得
第１１回：　アドリブのリズム性（その２）　基本グルーヴから外れて自由に表現する方法を習得
第１２回：　ポリリズムを用いた即興メロディの習得

第１４回：　変拍子、ルバートの研究（実践）

第１５回：　発表会

◆準備学習の内容◆

メトロノームやドラム演奏をガイドに、自由なリズムを演奏する練習をすること。
4分や8分、また3連や5連音符といった割り切れる音符を用いずに即興のメロディーを演奏しながら、
自分の体の中で正確なリズム(テンポ)をキープする練習を毎日行うこと。

◆成績評価の方法◆

JZS032N

ジャズ・アンサンブルⅡ

小曽根　真

◆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 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

あくまで各楽器のグルーブを大切にしながら、お互いの音を聞くことによって得られる、インプロビゼーションの表現力を磨くこと。
優れたインプロバイザーとは何かを考えることを忘れないようにする。

実技、授業への取り組み。

◆教科書（使用テキスト）◆

ジャズスタンダードの楽譜集。作成された譜面。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

Ⅰ、Ⅱで得た基本を元により密度の濃いインタープレイを即興的に作り上げる方法を模索、体験し習得する。

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス
第2回基本的なジャズスタンダードナンバーAABA形式の楽曲の演奏。
第3回基本的なジャズスタンダードナンバーABAB形式の楽曲の演奏。
第4回基本的なブルース形式の楽曲の演奏。
第5回変則的なスタンダードナンバーの楽曲の演奏。
第6回変則的なジャズスタンダードナンバーの楽曲の演奏。
第7回アップテンポにおけるリズムセクションの作り方。
第8回スローテンポにおけるリズムセクションの作り方。
第9回スイング形式における各個人のビートの独立性の捉え方。
第10回ラテン音楽に準じた各個人のビートの独立性の捉え方。
第11回ロックリズムにおける各個人のビートの独立性の捉え方。
第12回基本的なスタンダードナンバーAABA形式に変化を加えた演奏。
第13回基本的なスタンダードナンバーABAB形式に変化を加えた演奏。
第14回ブルース形式に立ち戻りビートの発展性を確かめる。
第15回まとめ

◆準備学習の内容◆

沢山の音源を聞き、ジャズの伝統の根源に流れるものを体得しておく。

◆成績評価の方法◆

JZS033N

ジャズ・アンサンブルⅢ

井上　陽介

◆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 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

ジャズの根幹に根差したものを失わずにより自由なアンサンブルへ視野を広げる。
あくまでグルーブを大切に。他人の音を聞くことを忘れずに。

実技、授業への取り組み。

◆教科書（使用テキスト）◆

ジャズスタンダードの譜面集。作成された譜面。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズアンサンブルIIIで習得した能力をもとに、各生徒の個別のコンセプトを  追求し、グループに還元させていく能力を身につける。そのため
にアイデアを  生徒に提出してもらい、アンサンブル全体で実践して成果を確かめていく。

◆授業内容・計画◆

第1回 ガイダンス
第2回生徒自身のアレンジのアイデアとアンサンブルにおける指導力を試す(1)
第3回生徒自身のアレンジのアイデアとアンサンブルにおける指導力を試す(2)
第4回生徒自身のアレンジのアイデアとアンサンブルにおける指導力を試す(3)
第5回歴史的名演のアレンジを研究し個人のアイデアとの比較(1)
第6回歴史的名演のアレンジを研究し個人のアイデアとの比較(2)
第7回生徒自身のオリジナルナンバーの演奏しアンサンブルにおけるアレンジ力を試す(1)
第8回生徒自身のオリジナルナンバーの演奏しアンサンブルにおけるアレンジ力を試す(2)
第9回生徒自身のオリジナルナンバーの演奏しアンサンブルにおけるアレンジ力を試す(3)
第10回各個人をフィーチャーし、実際のコンサート時に必要な能力を考える(1)
第11回各個人をフィーチャーし、実際のコンサート時に必要な能力を考える(2)
第12回基本的なスタンダードナンバーに立ち戻り成果を確かめる。
第13回基本的なブルースナンバーに立ち戻り成果を確かめる。
第14回アップテンポの演奏で成果を確かめ、技術的な完成を目指す。
第15回まとめ

◆準備学習の内容◆

沢山の音源を聞き、ジャズにおける根源となるものへの研究。ジャズ以外の音楽にも目を向ける。音楽の根源となるものを模索する。

◆成績評価の方法◆

JZS034N

ジャズ・アンサンブルⅣ

井上　陽介

◆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 6-111 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

ジャズにおける即興演奏の技術は他のどんなジャンルの音楽にも柔軟に対応でき、またその精神性は世界中のあらゆる音楽家との共演を可
能にします。そんな共通言語とも言えるジャズを習得することは必ずや生涯の財産となる筈です。

しかしそれは決して一朝一夕に身に付くものではなく、音楽に対する「ひたむきさ」、つまりそこへと向かう<u>情熱の持続</u>が必要不可欠で
す。

その道を私と共に歩んでいきましょう。

実技、聴音

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて作成します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

基礎となる演奏技術を身につけると同時に、ピアノによる表現の本質、主にリズム、ハーモニー、音色について研究する。

最終的に即興演奏の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス
第2回　リズム（1）リズム・グルーヴ概論
第3回　リズム（2）身体的運動による体得
第4回　リズム（3）key on、各指の分離
第5回　リズム（4）key off
第6回　リズム（5）休符
第7回　リズム（6）リズムのゆらぎ
第8回　リズム（7）「なまり」とスピード感の関係I
第9回　リズム（8）「なまり」とスピード感の関係II
第10回　リズム（9）変拍子
第11回　リズム（10）等価小節内3、4拍子の交換I
第12回　リズム（11）等価小節内3、4拍子の交換II
第13回　ハーモニー（1）クラシック和声概論
第14回　ハーモニー（2）ジャズにおける和声概論
第15回　ハーモニー（3）Diatonic Harmonize

◆準備学習の内容◆

（前期・後期を通じて）
　耳コピーによる聴音、楽器を使わないリズム演習。

◆成績評価の方法◆

JZS035N

専門楽器演習Ⅰ

ピアノ

塩谷　哲

◆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 3別-A 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

楽器の基礎的な練習を常に心がける。楽器奏法の基礎があった上で様々な表現が可能となります。

レポート提出

◆教科書（使用テキスト）◆

各授業内で配布

◆参考図書◆

Jazz Bass Book -Technique and Tradition / John Goldsby

◆留意事項◆

スタンダードチューンにおけるベースラインの構築、さらにはインプロヴィゼーションのための基本トレーニングなどから、ジャズベーシストとして
の基礎スキルと奏法を学ぶことを目的とする。

◆授業内容・計画◆

[1] 2Beat Line
[2] 4Beat Line
[3] 2 FeelとFill In
[4] Ballard
[5] Jazz Waltz
[6] Latin / Bossa Nova
[7] Irregular Beat
[8] Jazz pizzicato奏法研究
[9] Jazz arco奏法研究
[10] インプロヴィゼーションのためのエクセサイズ(1)コードアプローチ
[11] インプロヴィゼーションのためのエクセサイズ(2)スケールアプローチ
[12] リズムトレーニングの方法と実践
[13] イヤートレーニングの方法と実践
[14] コミュニケーション・トレーニングの方法と実践
[15] まとめ

◆準備学習の内容◆

様々なベーシストの演奏を聴き、その特徴的なスタイルを研究するために、
音源入手⇒トランスクライブ⇒アナリーゼ　といった行程を実践する。
また既存の資料も活用し、アナリーゼの題材とする。

◆成績評価の方法◆

JZS035N

専門楽器演習Ⅰ

ベース

金子　健

◆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 3別-D 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズの誕生から、様々なプレーヤーが生まれ、そのドラミングも、ジャズのスタイルとともに進化してきた。
その偉大なる先人たちのプレイを、同じように、感じ
プレイすることで、伝統をふまえた上で、現代に生きるプレーヤーとなることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

　１）ニューオリンズスタイル研究①
　２）ニューオリンズスタイル研究②
　３）ニューオリンズスタイル研究③
　４）SWINGスタイル研究①
　５）SWINGスタイル研究②
　６）SWINGスタイル研究③
　７）BE-BOPスタイル研究（１９４０～５０年代）Kenny Clark
　８）BE-BOPスタイル研究（１９４０～５０年代）Kenny Clark
　９）BE-BOPスタイル研究（１９４０～５０年代）Max Roach
１０）BE-BOPスタイル研究（１９４０～５０年代）Max Roach
１１）BE-BOPスタイル研究（１９４０～５０年代）Art Blakey
１４）BE-BOPスタイル研究（１９４０～５０年代）Art Blakey
１５）まとめ

取り上げる予定のプレーヤー
Gene Krupa/Budy Rich/Jo Jones
Kenny Clark/Max Roach/Art BlaKey
その他、現代のニューオリンズスタイルとして
Herlin Riley/Jason Marsalis など。

◆準備学習の内容◆

上記のアーティストの音源を可能な限り多く聴いておくこと。

音源はデータではなくディスクで所有するのが望ましい。

◆成績評価の方法◆

JZS035N

専門楽器演習Ⅰ

ドラムス

教員

◆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 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

ジャズにおける即興演奏の技術は他のどんなジャンルの音楽にも柔軟に対応でき、またその精神性は世界中のあらゆる音楽家との共演を可
能にします。そんな共通言語とも言えるジャズを習得することは必ずや生涯の財産となる筈です。

しかしそれは決して一朝一夕に身に付くものではなく、音楽に対する「ひたむきさ」、つまりそこへと向かう<u>情熱の持続</u>が必要不可欠で
す。

その道を私と共に歩んでいきましょう。

実技、聴音

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて作成します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

基礎となる演奏技術を身につけると同時に、ピアノによる表現の本質、主にリズム、ハーモニー、音色について研究する。

最終的に即興演奏の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回　ハーモニー（4）Chromatic Harmonize
第2回　ハーモニー（5）Cliche
第3回　ハーモニー（6）Drop Two
第4回　ハーモニー（7）Dubble Lead
第5回　ハーモニー（8）短3度、長3度進行
第6回　ハーモニー（9）全音階、反進行
第7回　ハーモニー（10）Triad Harmonize
第8回　ハーモニー（11）4th Build Harmonize
第9回　リズムとハーモニーのまとめ
第10回　実演によるアドバイス（1）ジャズ・スタンダード
第11回　実演によるアドバイス（2）ジャズ・スタンダード
第12回　実演によるアドバイス（3）ラテン
第13回　実演によるアドバイス（4）ラテン
第14回　実演によるアドバイス（5）その他
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

（前期・後期を通じて）
　耳コピーによる聴音、楽器を使わないリズム演習。

◆成績評価の方法◆

JZS036N

専門楽器演習Ⅱ

ピアノ

塩谷　哲

◆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 3別-A 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

楽器の基礎的な練習を常に心がける。楽器奏法の基礎があった上で様々な表現が可能となります。

レポート提出

◆教科書（使用テキスト）◆

各授業内で配布

◆参考図書◆

Jazz Bass Book -Technique and Tradition / John Goldsby

◆留意事項◆

ベーシストのスタイル研究を通して、ボキャブラリーの獲得、表現方法の向上を目的とし、
トランスクライブ⇒アナリーゼ⇒実践を学ぶ。
またジャズオリジナル、コンテンポラリーな楽曲におけるアプローチも学ぶ。

◆授業内容・計画◆

[1] Jimmy Blanton (1) Line & Improvisation
[2] Jimmy Blanton (2) Arco in Ballard
[3] Slam Stewart (1) Arco Improvisation
[4] Oscar Pettiford (1) Melody in Ballard & Swing
[5] Oscar Pettiford (2) Line
[6] Oscar Pettiford (3) Improvisation
[7] Ray Brown (1) Melody in Ballard & Swing
[8] Ray Brown (2) Line
[9] Ray Brown (3) Improvisation
[10] Paul Chambers (1) Melody in Ballard & Swing
[11] Paul Chambers (2) Line
[12] Paul Chambers (3) Improvisation
[13] Ron Carter (1) Melody in Ballard & Swing
[14] Ron Carter (2) Line
[15] Ron Carter (3) Improvisation

◆準備学習の内容◆

様々なベーシストの演奏を聴き、その特徴的なスタイルを研究するために、音源入手⇒トランスクライブ⇒アナリーゼ　といった行程を実践す
る。
また既存の資料も活用し、アナリーゼの題材とする。

◆成績評価の方法◆

JZS036N

専門楽器演習Ⅱ

ベース

金子　健

◆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 3別-D 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

平常の授業への取り組みにより評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内にて指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズの誕生から、様々なプレーヤーが生まれ、そのドラミングも、ジャズのスタイルとともに進化してきた。
その偉大なる先人たちのプレイを、同じように、感じ
プレイすることで、伝統をふまえた上で、現代に生きるプレーヤーとなることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

　１）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Philly"joe"Jones
　２）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Philly"joe"Jones
　３）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Jimmy Cobb
　４）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Elvin Jones
　５）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Elvin Jones
　６）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Tony Williams
　７）続・Be-Bopスタイルの研究（１９５０～６０年代）Tony Williams
　８）ジャズロック・クロスオーバースタイルの研究         Billy Higgins
　９）ジャズロック・クロスオーバースタイルの研究         Billy Higgins
１０）ジャズロック・クロスオーバースタイルの研究         Idris Muhammad
１１）ジャズロック・クロスオーバースタイルの研究         Idris Muhammad
１２）ジャズロック・クロスオーバースタイルの研究         Jack De Johnette
１３）ジャズロック・クロスオーバースタイルの研究         Jack De Johnette
１４）フリージャズへの考察
１５）まとめ

Philly"joe"Jones/Jimmy Cobb
Elvin Jones/Tony Williams
Billy Higgins/Idris Muhammad
Jack De Johnette
その他、コンテンポラリージャズドラマーとして
Lewis Nash/Jeff"Tain"Wattsなど

◆準備学習の内容◆

上記のアーティストの音源を可能な限り多く聴いておくこと。

音源はデータではなくディスクで所有するのが望ましい。

◆成績評価の方法◆

JZS036N

専門楽器演習Ⅱ

ドラムス

教員

◆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 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

ジャズの演奏の基本であるリズムセクションの大切さ、アンサンブルの大切さを体験し認識する事。

実技、演奏要望の伝え方等、コミュニケーション方法。

◆教科書（使用テキスト）◆

ジャズスタンダード等の譜面集

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ピアノトリオにおける伴奏のバリエーションをリズム、ハーモニー、スタイルなど様々な観点から研究していく。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス
第2回　ジャズ・スタンダード（1）テーマの弾き方
第3回　ジャズ・スタンダード（2）グルーヴ
第4回　ジャズ・スタンダード（3）アンサンブル
第5回　ジャズ・スタンダード（4）イントロ・エンディング
第6回　ジャズ・スタンダード（5）アドリブ
第7回　ジャズ・スタンダード（6）アドリブ
第8回　ジャズ・スタンダード（7）アドリブ
第9回　ジャズ・スタンダード（8）アドリブ
第10回　ジャズ・スタンダード（10）2台ピアノ
第11回　ラテン（1）クラーヴェ
第12回　ラテン（2）モントゥーノI
第13回　ラテン（3）モントゥーノII
第14回　ラテン（4）各楽器の役割
第15回　ラテン（5）グルーヴ

◆準備学習の内容◆

様々なリズムスタイル、様々な楽器編成における的確な伴奏の例を、普段からその点に着目しながらCDや生演奏を聴くことで掴んでおく。

◆成績評価の方法◆

JZS037N

ジャズ伴奏法Ⅰ

塩谷　哲

◆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 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

伴奏によって演奏のクオリティーが大きく変わる事を認識する。各楽器のアンサンブル時における反応、対応の力を磨き、様々な現場で対処出
来る力を作る基礎を固める事の大切さを感じ取る。

実技、演奏要望の伝え方等のコミュニケーション方法。

◆教科書（使用テキスト）◆

ジャズスタンダード等の楽譜集

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズコンピングⅠで習得したものをさらに発展させる。実際の管楽器等のソリストの伴奏を体験し、本質と可能性について考察する。
スイング以外のリズム、特にラテン音楽を体験し、各楽器の役割とアンサンブルのあり方を認識する。

◆授業内容・計画◆

第1回　ラテン（6）アンサンブルI
第2回　ラテン（7）アンサンブルII
第3回　ラテン（8）Rumba,Salsa,Mambo etc.
第4回　ラテン（9）Samba,Bossa Nova etc.
第5回　ラテン（10）Tango
第6回　トリオ研究（1）Oscar Peterson
第7回　トリオ研究（2）Bill Evans
第8回　トリオ研究（3）Herbie Hancock
第9回　トリオ研究（4）Chick Corea
第10回　トリオ研究（5）Keith Jarrett
第11回　学生によるオリジナル曲（1）
第12回　学生によるオリジナル曲（2）
第13回　学生によるオリジナル曲（3）
第14回　学生によるオリジナル曲（4）
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

ジャズコンピングⅠと同様に様々な観点から実際に演奏されたものを聴き、考察する。

◆成績評価の方法◆

JZS038N

ジャズ伴奏法Ⅱ

塩谷　哲

◆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 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

出席、時間厳守。

実技、受講態度

◆教科書（使用テキスト）◆

そのつど配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズの代表的なバンド形態のひとつであるビッグバンド。デューク・エリントンやカウント・ベイシー等の作品を深く研究し演奏することで、ジャ
ズ・アンサンブルの基礎を築きます。

◆授業内容・計画◆

１、ビックバンドというスタイルが出来上がった歴史を学びながら、編成などを覚えます。
２、ダンスミュージックだったビックバンド音楽がどのようにして一般に浸透していったかを当時の代表曲を題材に学びます。
３、コンボ編成とビックバンド編成のリズム隊の演奏の仕方を学びます。
４、スイングジャズとビックバンドの関係を代表曲を題材に学びます。
５、ラテンジャズとビックバンドの関係を代表曲を題材に学びます。
６、コンボ編成の代表曲やコンテンポラリーの代表曲をビックバンド編成に編曲したものでスイング、ラテンなどとの違いを学びます。
７、ビックバンドにおけるセクションのあり方を各セクションごとに代表曲を題材に学びます。
８、トランペット、トロンボーン、サックス、各セクションビックバンドにおける役割を代表曲を題材に学びます。
９、リズム隊とブラスセクションのビックバンドでの役割を代表曲を題材に学びます。
１０、ドラムとリードトランペット。リードトランペットとその他のTb、Saxセクションとの細かい結びつきを代表曲を題材に学びます。
１１、ピアニストがリーダーだった作品の代表曲を題材に学びます。
１２、ドラマーがリーダーだった作品の代表曲を題材に学びます。
１３、ベーシストがリーダーだった作品の代表曲を題材に学びます。
１４、トランペットがリーダーだった作品の代表曲を題材に学びます。
１５、１１〜１４でやらなかったその他の演奏家がリーダーだった作品の代表曲を題材に学びます。

◆準備学習の内容◆

授業では技術的な話を短時間でしなければ行けないので、演奏曲目のオリジナル楽曲をCDなどで聞いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZS039N

ビッグバンドＡ

中川　英二郎, 奥村　晶, 本田　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 ０１

講義室 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

出席、時間厳守。

実技、受講態度

◆教科書（使用テキスト）◆

そのつど配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズの代表的なバンド形態のひとつであるビッグバンド。デューク・エリントンやカウント・ベイシー等の作品を深く研究し演奏することで、ジャ
ズ・アンサンブルの基礎を築きます。

◆授業内容・計画◆

１、ビックバンドからコンボ編成中心の時代を代表曲を題材に学びます。
２、現代のビックバンドとビックバンドという形態が出来た当時の音楽との違いを代表曲を題材に学びます。
３、ビックバンドにおけるソロ演奏の仕方を学びます。
４、初見の演奏方法を代表曲を題材に学びます。
５、譜面に書いてあることを、書ききれない事などを代表曲を題材に学びます。
６、特殊な編成のビックバンドを代表曲を題材に学びます。
７、セクションごとにフィーチャーされら代表曲を題材に学びます。
８、実際のコンサートで、音場環境がよくない場所における演奏方法を代表曲を題材に学びます。
９、既にある曲を自分たちで変えたい場合のアレンジ方法、ソロの配分考慮を学びます。
１０、Saxセクションが様々な楽器を持ち替える（フルート、クラリネット）を代表曲を題材に学びます。
１１、ブラスセクションのミュートの使い方を代表曲を題材に学びます。
１２、大きいサイズの演奏場所と小さい場所の演奏ノウハウを代表曲を題材に学びます。
１３、録音スタジオでの作品の作り方、代表曲を題材に学びます。
１４、録音したものと自分が演奏して直接聞こえる感覚の違いを代表曲を題材に学びます。
１５、大きな音、小さな音の作品を代表曲を題材に学びます。

◆準備学習の内容◆

授業では技術的な話を短時間でしなければいけないので、演奏曲目のオリジナル楽曲をCDなどで聞いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZS040N

ビッグバンドＢ

中川　英二郎, 奥村　晶, 本田　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 2年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

出席、時間厳守。

実技、受講態度

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズの代表的なバンド形態のひとつであるビッグバンド。デューク・エリントンやカウント・ベイシー等の作品を深く研究し演奏することで、ジャ
ズ・アンサンブルの基礎を築きます。

◆授業内容・計画◆

１、現代ビックバンド代表曲を題材に学びます。
２、現代のビックバンドとダンスビックバンドという形態が出来た当時の音楽の共通点を代表曲を題材に学びます。
３、ビックバンドにおけるラテン音楽の仕方を学びます。特にパーカッション
４、バリトンサックスとバストロンボーンの重要性、演奏方法を代表曲を題材に学びます。
５、バラードなどで必要な音程感を代表曲を題材に学びます。
６、１６のビートを代表曲を題材に学びます。
７、フルートがフィーチャーされた代表曲を題材に学びます。
８、実際のコンサートで、音場環境がよくない場所における演奏方法を代表曲を題材に学びます。
９、既にある曲のｿﾛの配分考慮を学びます。
１０、楽器を持ち替える（フルート、クラリネット）を代表曲を題材に学びます。
１１、ビックバンドの代表曲で数パターンのアレンジがある作品を学びます。
１２、長時間のリハーサルを行う時重要なポイントなのを代表曲を題材に学びます。
１３、録音の際のマイクの使い方で代表曲を題材に学びます。
１４、マイクの特性とマイク選びを代表曲を題材に学びます。
１５、まとめ

◆準備学習の内容◆

授業では技術的な話を短時間でしなければ行けないので、演奏曲目のオリジナル楽曲をCDなどで聞いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZS041N

ビッグバンドＣ

中川　英二郎, 奥村　晶, 本田　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 2年 クラス ０１

講義室 6-110 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

出席、時間厳守。

実技、平常の授業への取り組み、受講態度

◆教科書（使用テキスト）◆

その都度配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズの代表的なバンド形態のひとつであるビッグバンド。デューク・エリントンやカウント・ベイシー等の作品を深く研究し演奏することで、ジャ
ズ・アンサンブルの基礎を築きます。

◆授業内容・計画◆

１、ビックバンドの代表曲を題材に、アーティキレイションを学びます。
２、編曲家によってアティキレーイション違いを代表曲を題材に学びます。
３、ソロ演奏時の効果的バックグラウンドの仕方を学びます。
４、長い時間の曲（２０分以上）演奏方法を代表曲を題材に学びます。
５、譜面に書いてあることを、書ききれない事などを代表曲を題材に学びます。
６、ビックバンドの一般的な配置と普段あまりやらない配置の違い、それを演奏する時のコツなど
７、セクションごとにフィーチャーされら代表曲を題材に学びます。
８、ライブハウスとコンサートホール、場所における演奏方法の違いを題材に学びます。
９、もしビックバンドで演奏していて、不慮の事態に備える方法を学びます。
１０、リズムセクションが様々な楽器を持ち替える（ベース、エレキベース、ピアノ、キーボード）を代表曲を題材に学びます。
１１、ブラスセクションのミュートの効果的な使い方を代表曲を題材に学びます。
１２、リードの役割とサイドの役割を代表作を題材に学びます。
１３、スタジオでの作品の作り方、代表曲を題材に学びます。
１４、スタジオで録音したものとホールで録音したものの比較を題材に学びます。
１５、まとめ

◆準備学習の内容◆

授業では技術的な話を短時間でしなければ行けないので、演奏曲目のオリジナル楽曲をCDなどで聞いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZS042N

ビッグバンドＤ

中川　英二郎, 奥村　晶, 本田　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 ０１

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆

およそ、１００年間で急速に発展した”ジャズ”。その発展の過程に現れた偉大な音楽家たちの残した遺産（レコード・映像・著書など）を、より深
く、広範囲に知り、自らの目、耳で確かめることで、自己の音楽観を幅広いものにしていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

膨大に残された、音源・映像の中から、ジャズの発展と変貌で重要な役割をはたしてきた音楽家を毎回、時代を追って取り上げ、その活動歴を
たどる。
授業で採り上げる主なミュージシャン(予定）

1.King Oliver /Scott Joplin/Jelly Roll Morton
2.Louis Arnstrong
3.Bix Beiderbecke / Duke Ellington
4.Glenn Miller / Benny Goodman/Count Basie
5.Charlie Parker / Dizzy Gillespie
6.Bud Powell / Thelonious Monk
7.Stan Getz/Paul Desmond/Dave Brubeck/Art Pepper
8.Clifford Brown~Max Roach/ArtBlakey＆The Jazz Messngers
9.Sonny Rollins
10.Cannonball Adderley /M.J.Q/ Sonny Stitt
11.Bill Evans/John Coltrane
12 Eric Dolphy/Charles Mingus
13.Miles Davis１
14.Miles Davis２
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

上記のアーティストの音源を可能な限り多く聴いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZL043N

ジャズ史Ⅰ

髙橋　徹

◆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 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし

◆参考図書◆

◆留意事項◆

およそ、１００年間で急速に発展した”ジャズ”。その発展の過程に現れた偉大な音楽家たちの残した遺産（レコード・映像・著書など）を、より深
く、広範囲に知り、自らの目、耳で確かめることで、自己の音楽観を幅広いものにしていくことを目標とする。

◆授業内容・計画◆

膨大に残された、音源・映像の中から、ジャズの発展と変貌で重要な役割をはたしてきた音楽家を毎回、時代を追って取り上げ、その活動歴を
たどる。
授業で採り上げる主なミュージシャン（予定）

1.Ornette Coleman / Albert Ayler / Cecil Tayler
2.Herbie Hancock/Lee Morgan /Wayne Shorter
3.Elvin Jones/Tony Williams
4.Weather Report
5.Chick Corea~Return to Forever
6.Kieth Jarrett
7.Headhunters
8.Jaco Pastorius
9.VSOP / GJT / Fusion
10.Wynton Marsalis/Brnford Marsalis
11.Pat Metheny/John Scofield
12.Michael Brecker
13.Michel Petrucciani/Brad Mehldau
14.Joshua Redman/Mark Turner
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

上記のアーティストの音源を可能な限り多く聴いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZL044N

ジャズ史Ⅱ

髙橋　徹

◆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 3別-D 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 1単位

備考

各自でスティックを準備すること。

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

どんな楽器を演奏するにしても、体内に正しく太いリズムが常に流れ続けるのが理想である。
この授業では、確固たる4分音符を感じながら自らの楽器を演奏できるようになることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

ドラムセットを使っての様々なリズムのベーシックの形を習得する。平行して基本的なスティックコントロールの練習もしていく予定。

第1回 8th note feel (1) キックをキープしながらカウント
第2回 8th note feel (2) ハット・ライドを使ったリズムパターン
第3回 8th note feel (3) 右手のバリエーション
第4回 8th note feel (4) キックのバリエーション
第5回 Swing feel (1) キックをキープしながらカウント
第6回 Swing feel (2) ハット・ライドを使ったリズムパターン
第7回 Swing feel (3) 様々なパターン
第8回 Swing feel (4) 左手コンピング
第9回 Funk feel (1) キックをキープしながらカウント
第10回 Funk feel (2) 16th
第11回 Funk feel (3) キックの簡単なバリエーション
第12回 Latin feel (1) キックをキープしながらカウント
第13回 Latin feel (2) ブラジルのリズム
第14回 Latin feel (3) キューバのリズム
第15回 まとめ

平行して4分音符をキックしながらの、オルタネイトスティッキングでの、４分．８分.３連.１６分音符の練習。

◆準備学習の内容◆

日頃、様々な音楽のドラムのパターンを興味をもって聴いておくこと。

◆成績評価の方法◆

JZS045N

リズム・トレーニングＡ

髙橋　徹

◆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 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

実技テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ラテンパーカッションを学ぶことを通して、リズム感を養う。

◆授業内容・計画◆

1)　リズム感テスト
2)  ボディームーブメント
3)  振る（シェーカー、マラカス等）、こする（グィロ、カバ　　サ等）
4)  叩く（ハンドストローク、スティックストローク）
5)  ボディームーブメント２
6)  アフロリズム（アバクア、ベンベ）
7)  クラーベについて
8)  チャチャ
9)  マンボ
10) サンバ
11) ジャンベによるリズムアンサンブル
12) メトロノームによるリズムトレーニング法
13) ポリリズムについて
14) Solo パフォーマンス
15) 総括とテスト

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習と実践

◆成績評価の方法◆

JZS046N

リズム・トレーニングＢ

カルロス　菅野

◆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 3別-A 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

遅刻、出席管理を厳しく行います。

期末提出作品評価と平常点

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布のハンドアウト

◆参考図書◆

◆留意事項◆

作編曲AB（３年次に開講）で学ぶ「ビッグバンド・アレンジ」の為に必要な編曲の基本的事項を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1.　予備知識
2.　ツーパート・ソリ
3.　ツーパート・ソリ(2)
4.　アンティシペーションのハーモナイズ
5.　トランペットの用法
6.　サキソフォンの用法
7.　サキソフォンの用法(2)
8.　フォーパート・ソリ
9.　様々なアプローチ
10.　ロー・インターバル・リミット
11.　トロンボーンの用法
12.　トロンボーンの用法(2)
13.　ベース・ライン
14.　ドラム記譜
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

課題を必ず完成させ、次回授業時に持参する。

◆成績評価の方法◆

JZS047N

ジャズ編曲Ⅰ

栗山　和樹

◆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 3別-A 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

期末提出作品評価と平常点

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布のハンドアウト

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ジャズ編曲Iで学んだヴォイシングを更に拡充し、オープンヴォイシングスを用いた編曲を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

1.　ヴォーカル曲のアレンジ
2.　ヴォーカル曲のピアノ収録
3.　ドラムスのアレンジ
4.　ドラムスの収録
5.　リバーブ
6.　ミックス
7.　Drop2
8.　スプレッド・ボイシング
9.　スプレッド・ボイシング(2)
10.　アッパー・ストラクチャーズ
11.　フォース・コードとso whatコード
12.　ホーンセクションのヴォイシングス
13.　Basie choral
14.　ギター
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

課題を確実に実施、学習する。

◆成績評価の方法◆

JZS048N

ジャズ編曲Ⅱ

栗山　和樹

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-305 開講学期 前期

曜日・時限 金放 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。試験は四声体のソプラノ課題。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的かつ繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Iでは四声体による機能和声の基礎的な書法の確認に重点がおかれる。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の復習
3)カデンツと終止
4)フレーズ構成
5)全体の構成
6)非和声音
7)偶成和音
8)反復進行
9)保続音上の和声進行
10)ソプラノ課題におけるバス・ライン
11)バス課題におけるソプラノ・ライン
12)遠隔調への転調と異名同音転調
13)実作品における和声進行（古典派）
14)実作品における和音進行（ロマン派）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS001N

和声Ⅰ

石井　佑輔

◆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,3年 クラス ０２

講義室 N-301 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。試験は四声体のソプラノ課題。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的かつ繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Iでは四声体による機能和声の基礎的な書法の確認に重点がおかれる。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の復習
3)カデンツと終止
4)フレーズ構成
5)全体の構成
6)非和声音
7)偶成和音
8)反復進行
9)保続音上の和声進行
10)ソプラノ課題におけるバス・ライン
11)バス課題におけるソプラノ・ライン
12)遠隔調への転調と異名同音転調
13)実作品における和声進行（古典派）
14)実作品における和音進行（ロマン派）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS001N

和声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,3年 クラス ０３

講義室 N-303 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。試験は四声体のソプラノ課題。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的かつ繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Iでは四声体による機能和声の基礎的な書法の確認に重点がおかれる。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の復習
3)カデンツと終止
4)フレーズ構成
5)全体の構成
6)非和声音
7)偶成和音
8)反復進行
9)保続音上の和声進行
10)ソプラノ課題におけるバス・ライン
11)バス課題におけるソプラノ・ライン
12)遠隔調への転調と異名同音転調
13)実作品における和声進行（古典派）
14)実作品における和音進行（ロマン派）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS001N

和声Ⅰ

小河原　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,3年 クラス ０４

講義室 N-304 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。試験は四声体のソプラノ課題。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的かつ繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Iでは四声体による機能和声の基礎的な書法の確認に重点がおかれる。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の復習
3)カデンツと終止
4)フレーズ構成
5)全体の構成
6)非和声音
7)偶成和音
8)反復進行
9)保続音上の和声進行
10)ソプラノ課題におけるバス・ライン
11)バス課題におけるソプラノ・ライン
12)遠隔調への転調と異名同音転調
13)実作品における和声進行（古典派）
14)実作品における和音進行（ロマン派）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS001N

和声Ⅰ

丸山　和範

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-305 開講学期 後期

曜日・時限 金放 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は和声Iよりやや高度な四声体のアルテルネ。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Ⅱではアルテルネの実習とフランス和声（シャラン、フォーシェ等）を中心に行う。基礎的な書法に加え、転調や非和声音のより複雑な
課題が含まれる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期内容の復習
3)基礎的内容の確認
4)アルテルネの実習（バス課題部分の構成）
5)アルテルネの実習（ソプラノ課題部分の構成）
6)アルテルネの実習（バス・ソプラノ課題の接続部分）
7)フランス和声（シャランのバス課題）
9)フランス和声（シャランのソプラノ課題）
8)フランス和声（フォーシェ等）
11)実作品における和声進行（古典派）
10)実作品における和声進行（ロマン派）
13)実作品における和声進行（近代）
12)実作品の声部書法（古典派）
13)実作品の声部書法（ロマン派）
14)実作品の声部書法（近代）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS002N

和声Ⅱ

石井　佑輔

◆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,3年 クラス ０２

講義室 N-301 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は和声Iよりやや高度な四声体のアルテルネ。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Ⅱではアルテルネの実習とフランス和声（シャラン、フォーシェ等）を中心に行う。基礎的な書法に加え、転調や非和声音のより複雑な
課題が含まれる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期内容の復習
3)基礎的内容の確認
4)アルテルネの実習（バス課題部分の構成）
5)アルテルネの実習（ソプラノ課題部分の構成）
6)アルテルネの実習（バス・ソプラノ課題の接続部分）
7)フランス和声（シャランのバス課題）
9)フランス和声（シャランのソプラノ課題）
8)フランス和声（フォーシェ等）
11)実作品における和声進行（古典派）
10)実作品における和声進行（ロマン派）
13)実作品における和声進行（近代）
12)実作品の声部書法（古典派）
13)実作品の声部書法（ロマン派）
14)実作品の声部書法（近代）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS002N

和声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,3年 クラス ０３

講義室 N-303 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は和声Iよりやや高度な四声体のアルテルネ。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Ⅱではアルテルネの実習とフランス和声（シャラン、フォーシェ等）を中心に行う。基礎的な書法に加え、転調や非和声音のより複雑な
課題が含まれる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期内容の復習
3)基礎的内容の確認
4)アルテルネの実習（バス課題部分の構成）
5)アルテルネの実習（ソプラノ課題部分の構成）
6)アルテルネの実習（バス・ソプラノ課題の接続部分）
7)フランス和声（シャランのバス課題）
9)フランス和声（シャランのソプラノ課題）
8)フランス和声（フォーシェ等）
11)実作品における和声進行（古典派）
10)実作品における和声進行（ロマン派）
13)実作品における和声進行（近代）
12)実作品の声部書法（古典派）
13)実作品の声部書法（ロマン派）
14)実作品の声部書法（近代）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS002N

和声Ⅱ

小河原　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,3年 クラス ０４

講義室 N-304 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は和声Iよりやや高度な四声体のアルテルネ。

◆教科書（使用テキスト）◆

共通のテキストは用いないが、適宜教員が指示する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で美しい和声課題を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生によって異なる。
特に和声Ⅱではアルテルネの実習とフランス和声（シャラン、フォーシェ等）を中心に行う。基礎的な書法に加え、転調や非和声音のより複雑な
課題が含まれる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期内容の復習
3)基礎的内容の確認
4)アルテルネの実習（バス課題部分の構成）
5)アルテルネの実習（ソプラノ課題部分の構成）
6)アルテルネの実習（バス・ソプラノ課題の接続部分）
7)フランス和声（シャランのバス課題）
9)フランス和声（シャランのソプラノ課題）
8)フランス和声（フォーシェ等）
11)実作品における和声進行（古典派）
10)実作品における和声進行（ロマン派）
13)実作品における和声進行（近代）
12)実作品の声部書法（古典派）
13)実作品の声部書法（ロマン派）
14)実作品の声部書法（近代）
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS002N

和声Ⅱ

丸山　和範

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は弦楽四重奏。試験当日に演奏審査をする。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で弦楽四重奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅲでは弦楽四重奏の基礎的な書法をと実作品の研究を中心に学修する。

1)1年後期の試験課題解答の学修
2)１年の復習
3)弦楽器の基礎知識（楽器の特性、音域、奏法等）
4)弦楽四重奏の書法①（古典派）
5)弦楽四重奏の書法②（古典派）
6)弦楽四重奏の書法③（古典派）
7)弦楽四重奏の書法④（古典派）
8)弦楽四重奏の書法⑤（ロマン派）
9)弦楽四重奏の書法⑥（ロマン派）
10)弦楽四重奏の書法⑦（ロマン派）
11)弦楽四重奏の書法⑧（ロマン派）
12)弦楽四重奏の書法⑨（その他）
13)課題作成の要点①
14)課題作成の要点②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山の弦楽四重奏曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS003N

和声Ⅲ

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,2年,4年 クラス ０２

講義室 N-301 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は弦楽四重奏。試験当日に演奏審査をする。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で弦楽四重奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅲでは弦楽四重奏の基礎的な書法をと実作品の研究を中心に学修する。

1)1年後期の試験課題解答の学修
2)１年の復習
3)弦楽器の基礎知識（楽器の特性、音域、奏法等）
4)弦楽四重奏の書法①（古典派）
5)弦楽四重奏の書法②（古典派）
6)弦楽四重奏の書法③（古典派）
7)弦楽四重奏の書法④（古典派）
8)弦楽四重奏の書法⑤（ロマン派）
9)弦楽四重奏の書法⑥（ロマン派）
10)弦楽四重奏の書法⑦（ロマン派）
11)弦楽四重奏の書法⑧（ロマン派）
12)弦楽四重奏の書法⑨（その他）
13)課題作成の要点①
14)課題作成の要点②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山の弦楽四重奏曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS003N

和声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 1年,2年,4年 クラス ０３

講義室 N-303 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は弦楽四重奏。試験当日に演奏審査をする。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で弦楽四重奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅲでは弦楽四重奏の基礎的な書法をと実作品の研究を中心に学修する。

1)1年後期の試験課題解答の学修
2)１年の復習
3)弦楽器の基礎知識（楽器の特性、音域、奏法等）
4)弦楽四重奏の書法①（古典派）
5)弦楽四重奏の書法②（古典派）
6)弦楽四重奏の書法③（古典派）
7)弦楽四重奏の書法④（古典派）
8)弦楽四重奏の書法⑤（ロマン派）
9)弦楽四重奏の書法⑥（ロマン派）
10)弦楽四重奏の書法⑦（ロマン派）
11)弦楽四重奏の書法⑧（ロマン派）
12)弦楽四重奏の書法⑨（その他）
13)課題作成の要点①
14)課題作成の要点②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山の弦楽四重奏曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS003N

和声Ⅲ

小河原　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,2年,4年 クラス ０４

講義室 N-304 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験は弦楽四重奏。試験当日に演奏審査をする。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない声部書法で弦楽四重奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅲでは弦楽四重奏の基礎的な書法をと実作品の研究を中心に学修する。

1)1年後期の試験課題解答の学修
2)１年の復習
3)弦楽器の基礎知識（楽器の特性、音域、奏法等）
4)弦楽四重奏の書法①（古典派）
5)弦楽四重奏の書法②（古典派）
6)弦楽四重奏の書法③（古典派）
7)弦楽四重奏の書法④（古典派）
8)弦楽四重奏の書法⑤（ロマン派）
9)弦楽四重奏の書法⑥（ロマン派）
10)弦楽四重奏の書法⑦（ロマン派）
11)弦楽四重奏の書法⑧（ロマン派）
12)弦楽四重奏の書法⑨（その他）
13)課題作成の要点①
14)課題作成の要点②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山の弦楽四重奏曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS003N

和声Ⅲ

丸山　和範

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験はピアノ伴奏課題。試験当日に演奏審査をする。
創作和声課題１題以上の提出が義務づけられる。
提出された創作和声課題のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない書法により、ピアノ伴奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅳではピアノ伴奏の書法と実作品の研究を中心に学修する。
また和声課題を創作することにより、和声Ⅰ～Ⅳの学修内容全体の定着をはかる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期の内容の復習
3)ピアノの基礎知識（倍音、各音域の音質と音量、ペダル等）
4)ピアノ伴奏の書法①（和音構成音の配置と音域の使い方）
5)ピアノ伴奏の書法②（分散和音の書き方と伴奏形の変化）
6)ピアノ伴奏の書法③（モティーフの組み合わせ）
7)ピアノ伴奏の書法④（転調と終止）
8)ピアノ伴奏の書法⑤（全体の構成）
9)実作品の研究（古典派）
10)実作品の研究（古典派）
11)実作品の研究（ロマン派）
12)実作品の研究（ロマン派）
13)創作和声の添削①
14)創作和声の添削②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山のピアノを含む室内楽、歌曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS004N

和声Ⅳ

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,2年,4年 クラス ０２

講義室 N-301 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験はピアノ伴奏課題。試験当日に演奏審査をする。
創作和声課題１題以上の提出が義務づけられる。
提出された創作和声課題のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない書法により、ピアノ伴奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅳではピアノ伴奏の書法と実作品の研究を中心に学修する。
また和声課題を創作することにより、和声Ⅰ～Ⅳの学修内容全体の定着をはかる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期の内容の復習
3)ピアノの基礎知識（倍音、各音域の音質と音量、ペダル等）
4)ピアノ伴奏の書法①（和音構成音の配置と音域の使い方）
5)ピアノ伴奏の書法②（分散和音の書き方と伴奏形の変化）
6)ピアノ伴奏の書法③（モティーフの組み合わせ）
7)ピアノ伴奏の書法④（転調と終止）
8)ピアノ伴奏の書法⑤（全体の構成）
9)実作品の研究（古典派）
10)実作品の研究（古典派）
11)実作品の研究（ロマン派）
12)実作品の研究（ロマン派）
13)創作和声の添削①
14)創作和声の添削②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山のピアノを含む室内楽、歌曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS004N

和声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,2年,4年 クラス ０３

講義室 N-303 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験はピアノ伴奏課題。試験当日に演奏審査をする。
創作和声課題１題以上の提出が義務づけられる。
提出された創作和声課題のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない書法により、ピアノ伴奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅳではピアノ伴奏の書法と実作品の研究を中心に学修する。
また和声課題を創作することにより、和声Ⅰ～Ⅳの学修内容全体の定着をはかる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期の内容の復習
3)ピアノの基礎知識（倍音、各音域の音質と音量、ペダル等）
4)ピアノ伴奏の書法①（和音構成音の配置と音域の使い方）
5)ピアノ伴奏の書法②（分散和音の書き方と伴奏形の変化）
6)ピアノ伴奏の書法③（モティーフの組み合わせ）
7)ピアノ伴奏の書法④（転調と終止）
8)ピアノ伴奏の書法⑤（全体の構成）
9)実作品の研究（古典派）
10)実作品の研究（古典派）
11)実作品の研究（ロマン派）
12)実作品の研究（ロマン派）
13)創作和声の添削①
14)創作和声の添削②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山のピアノを含む室内楽、歌曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS004N

和声Ⅳ

小河原　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,2年,4年 クラス ０４

講義室 N-304 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
試験はピアノ伴奏課題。試験当日に演奏審査をする。
創作和声課題１題以上の提出が義務づけられる。
提出された創作和声課題のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆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◆

様々な時代の作曲家の様式を学修する。知的で繊細な耳を養い、響きのバランス、構成等を考えながら無駄のない書法により、ピアノ伴奏の
和声課題が作成できる。

◆授業内容・計画◆

個々の学生によって進度が異なる。
特に和声Ⅳではピアノ伴奏の書法と実作品の研究を中心に学修する。
また和声課題を創作することにより、和声Ⅰ～Ⅳの学修内容全体の定着をはかる。

1)前期試験課題解答の学修
2)前期の内容の復習
3)ピアノの基礎知識（倍音、各音域の音質と音量、ペダル等）
4)ピアノ伴奏の書法①（和音構成音の配置と音域の使い方）
5)ピアノ伴奏の書法②（分散和音の書き方と伴奏形の変化）
6)ピアノ伴奏の書法③（モティーフの組み合わせ）
7)ピアノ伴奏の書法④（転調と終止）
8)ピアノ伴奏の書法⑤（全体の構成）
9)実作品の研究（古典派）
10)実作品の研究（古典派）
11)実作品の研究（ロマン派）
12)実作品の研究（ロマン派）
13)創作和声の添削①
14)創作和声の添削②
15)まとめ

研究対象となる作曲家、作品は適宜教員が選択し、その都度指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
古典派、ロマン派を中心に沢山のピアノを含む室内楽、歌曲の楽譜を見て聴くこと。

◆成績評価の方法◆

CRS004N

和声Ⅳ

丸山　和範

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-301 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

受講者は必ず厳格対位法を履修すること。
共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験はフーガ的構成を持つバス課題。

◆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◆

知的で繊細な耳を養い、対位法的書法の技術と感覚を磨き、フーガ的構成をもつバス課題作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

特に対位法Ⅰでは「フーガ的構成を持つバス課題」を中心に学修する。バス課題の中には、フーガ的な導入や構成をもつ課題が多い。それら
を通して様々なバロックの考え方を学ぶ。J.S.バッハの曲を多数分析し、又、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールヴァリエーション、
インヴェンション、転回可能対位法等、様々な対位法を展開することがある。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の確認
3)ポリフォニーの基礎
4)和声進行とポリフォニー
5)主唱の和音構成
6)答唱と対唱、答対唱
7)主唱、答唱の導入と主要提示部
8)転調と反復進行
9)平行調提示部
10)嬉遊部とモティーフの展開
11)下属調提示部と下属調平行調提示部
12)真正追迫
13)J.S.バッハのフーガ①
14)J.S.バッハのフーガ②
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS005N

対位法Ⅰ

小河原　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,3年 クラス ０２

講義室 N-304 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

受講者は必ず厳格対位法を履修すること。
共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験はフーガ的構成を持つバス課題。

◆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◆

知的で繊細な耳を養い、対位法的書法の技術と感覚を磨き、フーガ的構成をもつバス課題作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

特に対位法Ⅰでは「フーガ的構成を持つバス課題」を中心に学修する。バス課題の中には、フーガ的な導入や構成をもつ課題が多い。それら
を通して様々なバロックの考え方を学ぶ。J.S.バッハの曲を多数分析し、又、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールヴァリエーション、
インヴェンション、転回可能対位法等、様々な対位法を展開することがある。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の確認
3)ポリフォニーの基礎
4)和声進行とポリフォニー
5)主唱の和音構成
6)答唱と対唱、答対唱
7)主唱、答唱の導入と主要提示部
8)転調と反復進行
9)平行調提示部
10)嬉遊部とモティーフの展開
11)下属調提示部と下属調平行調提示部
12)真正追迫
13)J.S.バッハのフーガ①
14)J.S.バッハのフーガ②
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS005N

対位法Ⅰ

奥定　美和

◆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,3年 クラス ０３

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

受講者は必ず厳格対位法を履修すること。
共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験はフーガ的構成を持つバス課題。

◆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◆

知的で繊細な耳を養い、対位法的書法の技術と感覚を磨き、フーガ的構成をもつバス課題作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

特に対位法Ⅰでは「フーガ的構成を持つバス課題」を中心に学修する。バス課題の中には、フーガ的な導入や構成をもつ課題が多い。それら
を通して様々なバロックの考え方を学ぶ。J.S.バッハの曲を多数分析し、又、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールヴァリエーション、
インヴェンション、転回可能対位法等、様々な対位法を展開することがある。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の確認
3)ポリフォニーの基礎
4)和声進行とポリフォニー
5)主唱の和音構成
6)答唱と対唱、答対唱
7)主唱、答唱の導入と主要提示部
8)転調と反復進行
9)平行調提示部
10)嬉遊部とモティーフの展開
11)下属調提示部と下属調平行調提示部
12)真正追迫
13)J.S.バッハのフーガ①
14)J.S.バッハのフーガ②
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS005N

対位法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,3年 クラス ０４

講義室 N-304 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

受講者は必ず厳格対位法を履修すること。
共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験はフーガ的構成を持つバス課題。

◆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◆

知的で繊細な耳を養い、対位法的書法の技術と感覚を磨き、フーガ的構成をもつバス課題作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

特に対位法Ⅰでは「フーガ的構成を持つバス課題」を中心に学修する。バス課題の中には、フーガ的な導入や構成をもつ課題が多い。それら
を通して様々なバロックの考え方を学ぶ。J.S.バッハの曲を多数分析し、又、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールヴァリエーション、
インヴェンション、転回可能対位法等、様々な対位法を展開することがある。

1)ガイダンス
2)受験前の学習内容の確認
3)ポリフォニーの基礎
4)和声進行とポリフォニー
5)主唱の和音構成
6)答唱と対唱、答対唱
7)主唱、答唱の導入と主要提示部
8)転調と反復進行
9)平行調提示部
10)嬉遊部とモティーフの展開
11)下属調提示部と下属調平行調提示部
12)真正追迫
13)J.S.バッハのフーガ①
14)J.S.バッハのフーガ②
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS005N

対位法Ⅰ

吉田　真梨

◆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,3年 クラス ０１

講義室 N-301 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「学習フーガの主要提示部の作成」。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガの実習。様々な主唱により主要提示部を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

様々な主唱による答唱、対唱の可能性を探る。
特に掛留音の効果的な使用法を身に付けたい。
J.S.バッハのフーガの作品を多数分析し、また、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールバリエーション、インヴェンション、転回可能対
位法等、さまざまな対位法を展開することがある。

1)前期共通試験解答の学修
2)学習フーガの構成①（形式）
3)学習フーガの構成②（響きの密度、クライマックス）
3)主唱の和音構成
4)答唱と正応・変応①（主頭の変応）
5)答唱と正応・変応②（転調による変応）
6)対唱と答対唱①（対唱作成上の注意点）
7)対唱と答対唱②（変応と答対唱）
8)結句と主唱、答唱の導入
9)自由唱と声部の増減
10)リズムの密度と響きのバランス
11)実習①（転調のない主唱）
12)実習②（転調する主唱）
13)実習③（半音階的な主唱）
14)実習④（短調における増音程）
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS006N

対位法Ⅱ

小河原　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,3年 クラス ０２

講義室 N-304 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「学習フーガの主要提示部の作成」。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガの実習。様々な主唱により主要提示部を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

様々な主唱による答唱、対唱の可能性を探る。
特に掛留音の効果的な使用法を身に付けたい。
J.S.バッハのフーガの作品を多数分析し、また、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールバリエーション、インヴェンション、転回可能対
位法等、さまざまな対位法を展開することがある。

1)前期共通試験解答の学修
2)学習フーガの構成①（形式）
3)学習フーガの構成②（響きの密度、クライマックス）
3)主唱の和音構成
4)答唱と正応・変応①（主頭の変応）
5)答唱と正応・変応②（転調による変応）
6)対唱と答対唱①（対唱作成上の注意点）
7)対唱と答対唱②（変応と答対唱）
8)結句と主唱、答唱の導入
9)自由唱と声部の増減
10)リズムの密度と響きのバランス
11)実習①（転調のない主唱）
12)実習②（転調する主唱）
13)実習③（半音階的な主唱）
14)実習④（短調における増音程）
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS006N

対位法Ⅱ

奥定　美和

◆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,3年 クラス ０３

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「学習フーガの主要提示部の作成」。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガの実習。様々な主唱により主要提示部を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

様々な主唱による答唱、対唱の可能性を探る。
特に掛留音の効果的な使用法を身に付けたい。
J.S.バッハのフーガの作品を多数分析し、また、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールバリエーション、インヴェンション、転回可能対
位法等、さまざまな対位法を展開することがある。

1)前期共通試験解答の学修
2)学習フーガの構成①（形式）
3)学習フーガの構成②（響きの密度、クライマックス）
3)主唱の和音構成
4)答唱と正応・変応①（主頭の変応）
5)答唱と正応・変応②（転調による変応）
6)対唱と答対唱①（対唱作成上の注意点）
7)対唱と答対唱②（変応と答対唱）
8)結句と主唱、答唱の導入
9)自由唱と声部の増減
10)リズムの密度と響きのバランス
11)実習①（転調のない主唱）
12)実習②（転調する主唱）
13)実習③（半音階的な主唱）
14)実習④（短調における増音程）
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS006N

対位法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,3年 クラス ０４

講義室 N-304 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「学習フーガの主要提示部の作成」。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガの実習。様々な主唱により主要提示部を作成することができる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。

様々な主唱による答唱、対唱の可能性を探る。
特に掛留音の効果的な使用法を身に付けたい。
J.S.バッハのフーガの作品を多数分析し、また、学生の能力に応じて、カノン、コラール、コラールバリエーション、インヴェンション、転回可能対
位法等、さまざまな対位法を展開することがある。

1)前期共通試験解答の学修
2)学習フーガの構成①（形式）
3)学習フーガの構成②（響きの密度、クライマックス）
3)主唱の和音構成
4)答唱と正応・変応①（主頭の変応）
5)答唱と正応・変応②（転調による変応）
6)対唱と答対唱①（対唱作成上の注意点）
7)対唱と答対唱②（変応と答対唱）
8)結句と主唱、答唱の導入
9)自由唱と声部の増減
10)リズムの密度と響きのバランス
11)実習①（転調のない主唱）
12)実習②（転調する主唱）
13)実習③（半音階的な主唱）
14)実習④（短調における増音程）
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。

◆成績評価の方法◆

CRS006N

対位法Ⅱ

吉田　真梨

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 金放 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「嬉遊部と副提示部」を含む予定。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、嬉遊部と副提示部を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。レヴェルの高い学生は追迫部に入ることもある。

次第に規模が大きくなる３つの嬉遊部の書法と属音保続上の嬉遊句の展開が中心となる。
特に、自然かつ効果的な嬉遊句の使用と転調、自由唱の書き方や休ませ方、リズムの密度と響きのバランス、クライマックスの作り方など細部
の書法を洗練させる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では課題の添削とともにJ.S.バッハの対位法的作品を研究し、学習フーガ作成
に応用する。

1)１年後期試験解答の学修
2)１年次の復習
3)副提示部の主唱、答唱
4)副提示部の対唱、答対唱
5)副提示部の主題配分
6)嬉遊部の嬉遊句選択
7)第１嬉遊部①（嬉遊句を用いた転調）
8)第１嬉遊部②（嬉遊句の各声部への配分）
9)第１嬉遊部③（自由唱の書き方）
10)第２嬉遊部（嬉遊句の重なり）
11)第３嬉遊部①（嬉遊句の縮小形、反行形とたたみかけ）
12)第３嬉遊部②（嬉遊句の拡大形と保続低音）
13)第３嬉遊部③（保続低音上の和声進行）
14)嬉遊部のまとめ
15)まとめ（主要提示部ー第１嬉遊部ー平行調提示部ー第２嬉遊部ー下属調提示部ー下属調平行調提示部ー第３嬉遊部）

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
J.S.バッハ及び対位法的作品の研究、分析。

◆成績評価の方法◆

CRS007N

対位法Ⅲ

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,2年,4年 クラス ０２

講義室 N-301 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「嬉遊部と副提示部」を含む予定。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、嬉遊部と副提示部を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。レヴェルの高い学生は追迫部に入ることもある。

次第に規模が大きくなる３つの嬉遊部の書法と属音保続上の嬉遊句の展開が中心となる。
特に、自然かつ効果的な嬉遊句の使用と転調、自由唱の書き方や休ませ方、リズムの密度と響きのバランス、クライマックスの作り方など細部
の書法を洗練させる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では課題の添削とともにJ.S.バッハの対位法的作品を研究し、学習フーガ作成
に応用する。

1)１年後期試験解答の学修
2)１年次の復習
3)副提示部の主唱、答唱
4)副提示部の対唱、答対唱
5)副提示部の主題配分
6)嬉遊部の嬉遊句選択
7)第１嬉遊部①（嬉遊句を用いた転調）
8)第１嬉遊部②（嬉遊句の各声部への配分）
9)第１嬉遊部③（自由唱の書き方）
10)第２嬉遊部（嬉遊句の重なり）
11)第３嬉遊部①（嬉遊句の縮小形、反行形とたたみかけ）
12)第３嬉遊部②（嬉遊句の拡大形と保続低音）
13)第３嬉遊部③（保続低音上の和声進行）
14)嬉遊部のまとめ
15)まとめ（主要提示部ー第１嬉遊部ー平行調提示部ー第２嬉遊部ー下属調提示部ー下属調平行調提示部ー第３嬉遊部）

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
J.S.バッハ及び対位法的作品の研究、分析。

◆成績評価の方法◆

CRS007N

対位法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 1年,2年,4年 クラス ０３

講義室 N-301 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「嬉遊部と副提示部」を含む予定。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、嬉遊部と副提示部を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。レヴェルの高い学生は追迫部に入ることもある。

次第に規模が大きくなる３つの嬉遊部の書法と属音保続上の嬉遊句の展開が中心となる。
特に、自然かつ効果的な嬉遊句の使用と転調、自由唱の書き方や休ませ方、リズムの密度と響きのバランス、クライマックスの作り方など細部
の書法を洗練させる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では課題の添削とともにJ.S.バッハの対位法的作品を研究し、学習フーガ作成
に応用する。

1)１年後期試験解答の学修
2)１年次の復習
3)副提示部の主唱、答唱
4)副提示部の対唱、答対唱
5)副提示部の主題配分
6)嬉遊部の嬉遊句選択
7)第１嬉遊部①（嬉遊句を用いた転調）
8)第１嬉遊部②（嬉遊句の各声部への配分）
9)第１嬉遊部③（自由唱の書き方）
10)第２嬉遊部（嬉遊句の重なり）
11)第３嬉遊部①（嬉遊句の縮小形、反行形とたたみかけ）
12)第３嬉遊部②（嬉遊句の拡大形と保続低音）
13)第３嬉遊部③（保続低音上の和声進行）
14)嬉遊部のまとめ
15)まとめ（主要提示部ー第１嬉遊部ー平行調提示部ー第２嬉遊部ー下属調提示部ー下属調平行調提示部ー第３嬉遊部）

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
J.S.バッハ及び対位法的作品の研究、分析。

◆成績評価の方法◆

CRS007N

対位法Ⅲ

小河原　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,2年,4年 クラス ０４

講義室 N-307 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点。
共通試験は「嬉遊部と副提示部」を含む予定。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、嬉遊部と副提示部を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は個々の学生により異なる。レヴェルの高い学生は追迫部に入ることもある。

次第に規模が大きくなる３つの嬉遊部の書法と属音保続上の嬉遊句の展開が中心となる。
特に、自然かつ効果的な嬉遊句の使用と転調、自由唱の書き方や休ませ方、リズムの密度と響きのバランス、クライマックスの作り方など細部
の書法を洗練させる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では課題の添削とともにJ.S.バッハの対位法的作品を研究し、学習フーガ作成
に応用する。

1)１年後期試験解答の学修
2)１年次の復習
3)副提示部の主唱、答唱
4)副提示部の対唱、答対唱
5)副提示部の主題配分
6)嬉遊部の嬉遊句選択
7)第１嬉遊部①（嬉遊句を用いた転調）
8)第１嬉遊部②（嬉遊句の各声部への配分）
9)第１嬉遊部③（自由唱の書き方）
10)第２嬉遊部（嬉遊句の重なり）
11)第３嬉遊部①（嬉遊句の縮小形、反行形とたたみかけ）
12)第３嬉遊部②（嬉遊句の拡大形と保続低音）
13)第３嬉遊部③（保続低音上の和声進行）
14)嬉遊部のまとめ
15)まとめ（主要提示部ー第１嬉遊部ー平行調提示部ー第２嬉遊部ー下属調提示部ー下属調平行調提示部ー第３嬉遊部）

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題を必ず作成すること。
J.S.バッハ及び対位法的作品の研究、分析。

◆成績評価の方法◆

CRS007N

対位法Ⅲ

奥定　美和

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 金放 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点（１曲以上の学習フーガの提出を含む）。
共通試験は「追迫部全体の作成」を予定している。
提出されたフーガ作品のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、追迫部全体を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は学生により異なる。
学期末に学習フーガ１曲以上の提出が義務である。

追迫部を学修し、学習フーガを完成させる。
特に真正追迫にいたるまでの追迫の間隔、フーガ全体のクライマックスの作り方が中心となる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では、多数の学習フーガや実作品の研究、分析も行う。フーガの考え方は古典
派以降も現代まで脈々と受け継がれていることを実作品を通して学ぶ。

1)前期共通試験主題による復習
2)第３嬉遊部までの復習
3)追迫とは
4)追迫の間隔
5)主要追迫部のプラン
6)対唱追迫部のプランと転調
7)平行調追迫部のプラン
8)真正追迫と終止カデンツ
9)コーダ
10)実作品の研究①（オルガン、鍵盤楽器の作品）
11)実作品の研究②（弦楽四重奏曲）
12)実作品の研究③（その他の室内楽曲）
13)実作品の研究④（交響曲、管弦楽曲）
14)提出作品の確認
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題は必ず作成すること。
J.S.バッハ及びその他の作曲家の対位法的作品の研究、分析。特にJ.S.バッハ以外の様々なフーガを研究し、対位法の意味とその変遷を学ん
で欲しい。

◆成績評価の方法◆

CRS008N

対位法Ⅳ

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,2年,4年 クラス ０２

講義室 N-301 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 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◆

CRS008N

対位法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,2年,4年 クラス ０３

講義室 N-301 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点（１曲以上の学習フーガの提出を含む）。
共通試験は「追迫部全体の作成」を予定している。
提出されたフーガ作品のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、追迫部全体を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は学生により異なる。
学期末に学習フーガ１曲以上の提出が義務である。

追迫部を学修し、学習フーガを完成させる。
特に真正追迫にいたるまでの追迫の間隔、フーガ全体のクライマックスの作り方が中心となる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では、多数の学習フーガや実作品の研究、分析も行う。フーガの考え方は古典
派以降も現代まで脈々と受け継がれていることを実作品を通して学ぶ。

1)前期共通試験主題による復習
2)第３嬉遊部までの復習
3)追迫とは
4)追迫の間隔
5)主要追迫部のプラン
6)対唱追迫部のプランと転調
7)平行調追迫部のプラン
8)真正追迫と終止カデンツ
9)コーダ
10)実作品の研究①（オルガン、鍵盤楽器の作品）
11)実作品の研究②（弦楽四重奏曲）
12)実作品の研究③（その他の室内楽曲）
13)実作品の研究④（交響曲、管弦楽曲）
14)提出作品の確認
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題は必ず作成すること。
J.S.バッハ及びその他の作曲家の対位法的作品の研究、分析。特にJ.S.バッハ以外の様々なフーガを研究し、対位法の意味とその変遷を学ん
で欲しい。

◆成績評価の方法◆

CRS008N

対位法Ⅳ

小河原　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,2年,4年 クラス ０４

講義室 N-307 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

共通試験課題に空白部分がある場合には、課題を再提出させることがある。

共通試験及び平常点（１曲以上の学習フーガの提出を含む）。
共通試験は「追迫部全体の作成」を予定している。
提出されたフーガ作品のうち優秀なものは次年度に試演会を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

『フーガの実習』島岡譲著（国立音楽大学）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

学習フーガ全体の見通しを持ちつつ、追迫部全体を作成できる。

◆授業内容・計画◆

進度は学生により異なる。
学期末に学習フーガ１曲以上の提出が義務である。

追迫部を学修し、学習フーガを完成させる。
特に真正追迫にいたるまでの追迫の間隔、フーガ全体のクライマックスの作り方が中心となる。
学習フーガを緻密に学ぶことは書式の訓練の宝庫である。授業では、多数の学習フーガや実作品の研究、分析も行う。フーガの考え方は古典
派以降も現代まで脈々と受け継がれていることを実作品を通して学ぶ。

1)前期共通試験主題による復習
2)第３嬉遊部までの復習
3)追迫とは
4)追迫の間隔
5)主要追迫部のプラン
6)対唱追迫部のプランと転調
7)平行調追迫部のプラン
8)真正追迫と終止カデンツ
9)コーダ
10)実作品の研究①（オルガン、鍵盤楽器の作品）
11)実作品の研究②（弦楽四重奏曲）
12)実作品の研究③（その他の室内楽曲）
13)実作品の研究④（交響曲、管弦楽曲）
14)提出作品の確認
15)まとめ

分析する実作品は、適宜教員が授業内で指示する。

◆準備学習の内容◆

原則学生が準備してきた課題を添削する形で進むため、指示された課題は必ず作成すること。
J.S.バッハ及びその他の作曲家の対位法的作品の研究、分析。特にJ.S.バッハ以外の様々なフーガを研究し、対位法の意味とその変遷を学ん
で欲しい。

◆成績評価の方法◆

CRS008N

対位法Ⅳ

奥定　美和

◆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 N-304 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

作曲Iでは、創作の基礎研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲Iの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS009N

作曲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 ０３

講義室 N-306 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

作曲Iでは、創作の基礎研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲Iの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS009N

作曲Ⅰ

神本　真理

◆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 N-305 開講学期 前期

曜日・時限 火放 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。

◆授業内容・計画◆

作曲Iでは、創作の基礎研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲Iの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS009N

作曲Ⅰ

清水　祥平

◆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 ０２

講義室 N-304 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）作品発表までの様々な過程を、実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IIでは、作曲Iをふまえて、創作の基礎研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IIでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第3回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第4回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第5回　後期提出作品創作実習（1）
第6回　後期提出作品創作実習（2）
第7回　後期提出作品創作実習（3）
第8回　後期提出作品創作実習（4）
第9回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第10回　演奏審査会への準備
第11回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第12回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第13回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第14回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IIの提出作品は「ピアノを伴う二重奏作品（声も可、詳細は担当教員と相談のこと）」とする。ただし前期に完成作品を提出した場合、後期で
はそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は11月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS010N

作曲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 ０３

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）作品発表までの様々な過程を、実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IIでは、作曲Iをふまえて、創作の基礎研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IIでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第3回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第4回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第5回　後期提出作品創作実習（1）
第6回　後期提出作品創作実習（2）
第7回　後期提出作品創作実習（3）
第8回　後期提出作品創作実習（4）
第9回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第10回　演奏審査会への準備
第11回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第12回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第13回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第14回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IIの提出作品は「ピアノを伴う二重奏作品（声も可、詳細は担当教員と相談のこと）」とする。ただし前期に完成作品を提出した場合、後期で
はそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は11月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS010N

作曲Ⅱ

神本　真理

◆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 N-305 開講学期 後期

曜日・時限 火放 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）作品発表までの様々な過程を、実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IIでは、作曲Iをふまえて、創作の基礎研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IIでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第3回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第4回　後期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第5回　後期提出作品創作実習（1）
第6回　後期提出作品創作実習（2）
第7回　後期提出作品創作実習（3）
第8回　後期提出作品創作実習（4）
第9回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第10回　演奏審査会への準備
第11回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第12回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第13回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第14回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IIの提出作品は「ピアノを伴う二重奏作品（声も可、詳細は担当教員と相談のこと）」とする。ただし前期に完成作品を提出した場合、後期で
はそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は11月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS010N

作曲Ⅱ

清水　祥平

◆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 N-302 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。

◆授業内容・計画◆

作曲IIIでは、作曲IIをふまえてさらに進んだ創作研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲IIIの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS011N

作曲Ⅲ

菊池　幸夫

◆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 N-307 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。

◆授業内容・計画◆

作曲IIIでは、作曲IIをふまえてさらに進んだ創作研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲IIIの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS011N

作曲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 ０３

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。

◆授業内容・計画◆

作曲IIIでは、作曲IIをふまえてさらに進んだ創作研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲IIIの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS011N

作曲Ⅲ

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 2年 クラス ０４

講義室 N-303 開講学期 前期

曜日・時限 水放 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

学期末の提出作品と、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）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。

◆授業内容・計画◆

作曲IIIでは、作曲IIをふまえてさらに進んだ創作研究を行う。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。

第1回　オリエンテーション
第2回　前期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第3回　前期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第4回　前期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第5回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第6回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第7回　前期提出作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第8回　前期提出作品創作実習（1）
第9回　前期提出作品創作実習（2）
第10回　前期提出作品創作実習（3）
第11回　前期提出作品の完成
第12回　後期提出作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第13回　後期提出作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第14回　後期提出作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第15回　まとめ（夏休み中に後期提出作品の作曲を進めておく）

作曲IIIの提出作品は「自由な作品（未完成も可）またはスケッチや構想プログラムなど創作過程が判る資料」とする。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS011N

作曲Ⅲ

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 2年 クラス ０１

講義室 N-306 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。
（4）作品の発表までの様々な過程を実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IVでは、作曲IIIをふまえてさらに進んだ創作研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IVでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品創作実習（1）
第3回　後期提出作品創作実習（2）
第4回　後期提出作品創作実習（3）
第5回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第6回　演奏審査会への準備
第7回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第8回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第9回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第10回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第11回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第12回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第13回　次作品創作実習（1）
第14回　次作品創作実習（2）
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IVの提出作品は「演奏者3～7名までの作品（全体の半数までは声も可。詳細は担当教員と相談のこと）」ただし前期に完成作品を提出し
た場合、後期ではそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は10月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS012N

作曲Ⅳ

菊池　幸夫

◆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 N-307 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。
（4）作品の発表までの様々な過程を実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IVでは、作曲IIIをふまえてさらに進んだ創作研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IVでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品創作実習（1）
第3回　後期提出作品創作実習（2）
第4回　後期提出作品創作実習（3）
第5回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第6回　演奏審査会への準備
第7回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第8回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第9回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第10回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第11回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第12回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第13回　次作品創作実習（1）
第14回　次作品創作実習（2）
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IVの提出作品は「演奏者3～7名までの作品（全体の半数までは声も可。詳細は担当教員と相談のこと）」ただし前期に完成作品を提出し
た場合、後期ではそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は10月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS012N

作曲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 2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

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。
（4）作品の発表までの様々な過程を実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IVでは、作曲IIIをふまえてさらに進んだ創作研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IVでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品創作実習（1）
第3回　後期提出作品創作実習（2）
第4回　後期提出作品創作実習（3）
第5回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第6回　演奏審査会への準備
第7回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第8回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第9回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第10回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第11回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第12回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第13回　次作品創作実習（1）
第14回　次作品創作実習（2）
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IVの提出作品は「演奏者3～7名までの作品（全体の半数までは声も可。詳細は担当教員と相談のこと）」ただし前期に完成作品を提出し
た場合、後期ではそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は10月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS012N

作曲Ⅳ

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 2年 クラス ０４

講義室 N-303 開講学期 後期

曜日・時限 水放 単位数 2単位

備考

・過去から最先端の音楽、絵画、文学、舞台作品、インスタレーション等に関して興味を持ち、広範な知識を得るようにすること。
・機会を見つけて、多くのコンサートや舞台の公演にふれること。
・可能な限り演奏の現場に立ち会い、参加して作品の演奏に際して生じる様々な問題点を体験すること。

作品の提出と演奏審査により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（1）現代における芸術音楽作品の創作を行うことができる。
（2）幅広い音楽作品に触れ、創作のための方法論、技術等を学ぶことができる。
（3）大きな編成による室内楽等規模の大きな作品を創作することができる。
（4）作品の発表までの様々な過程を実践的に身につける。

◆授業内容・計画◆

作曲IVでは、作曲IIIをふまえてさらに進んだ創作研究を継続する。
授業は担当教員ごとに、履修学生の希望や適正を考慮して個別に進められる。音楽作品の分析、楽器奏法、記譜法、構成法、音響構造と楽
器編成による特性等を解明し、作品創作実習によってそれらを実作品に具現化する。
また、作曲IVでは演奏審査会において、演奏家とのリレーション、リハーサル、本番でのプログラム作成、舞台スタッフ、運営等を実際に経験す
ることが求められる。

第1回　オリエンテーション
第2回　後期提出作品創作実習（1）
第3回　後期提出作品創作実習（2）
第4回　後期提出作品創作実習（3）
第5回　後期提出作品の完成・パート譜作成等
第6回　演奏審査会への準備
第7回　次作品のための楽曲研究（1）分析法・楽器奏法
第8回　次作品のための楽曲研究（2）記譜法・構成法
第9回　次作品のための楽曲研究（3）音響構造と楽器編成による特性等
第10回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（1）
第11回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（2）
第12回　次作品の構想プログラム、スケッチ等の作成（3）
第13回　次作品創作実習（1）
第14回　次作品創作実習（2）
第15回　まとめ（春休み中に次作品の完成を目指す）

作曲IVの提出作品は「演奏者3～7名までの作品（全体の半数までは声も可。詳細は担当教員と相談のこと）」ただし前期に完成作品を提出し
た場合、後期ではそれと異なる作品を提出、演奏しなければならない。提出作品は10月の演奏審査会で演奏される。

◆準備学習の内容◆

作品完成に向け楽譜やスケッチ等を出来るだけ多く書いてくること。

◆成績評価の方法◆

CRS012N

作曲Ⅳ

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 2-11 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

１）毎回の受講態度（授業への能動的参加の姿勢）＝10％
２）授業内における分析発表＝40％
　自身の見解を持ち、それを論理的にプレゼンテーションする能力を見る。授業内で発表しない者についてはレポート提出を課すことでそれに
代える。
３）期末試験＝50％

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）中世にはじまり古典派までの時代の音楽について、楽曲分析を通じて理解できる。
（２）中世にはじまり古典派までの時代の音楽について、自ら楽曲分析を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

「アナリーゼI」では、西洋音楽史の黎明から中世、ルネッサンス、バロックを経て古典派に至るまでの各時期から、代表的な音楽を分析する。

（１）～（10）は講義形式で、各回１～２曲の楽曲分析を実践する。
（11）～（14）では、古典派までの時代から、受講者自らが選曲し、分析発表する。

（１）民族音楽、グレゴリオ聖歌とおらしょ、カノン『夏は来たりぬ』
（２）中世の様々な音楽技法～ルネッサンスの様々な実験
（３）パッヘルベル『カノン』、ヴィヴァルディ『四季』
（４）J.S.バッハ『平均律クラヴィア曲集』
（５）クレメンティ『ソナチネ』、モーツァルト『トルコ行進曲付』
（６）モーツァルト『交響曲第40番（第1楽章）＆41番（終楽章）』
（７）ベートーヴェン『ピアノソナタ第1番』
（８）ベートーヴェン『ピアノソナタ第８番』
（９）ハイドンの交響曲（『告別』『驚愕』『90番』『時計』）
（10）ベートーヴェン『交響曲第9番』
（11）古典派までの時代から、受講者A、Bが自ら選曲し、分析発表する。
（12）古典派までの時代から、受講者C、Dが自ら選曲し、分析発表する。
（13）古典派までの時代から、受講者E、Fが自ら選曲し、分析発表する。
（14）古典派までの時代から、受講者G、Hが自ら選曲し、分析発表する。
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

和声学についての理解を前提として授業は進められる。毎回の授業では、扱う楽曲について全てを鑑賞する時間を確保できないため、事前・
事後の鑑賞、読譜を欠かさないように。著名な楽曲については、周知のものとして授業を進めるので、万が一知らない場合は、事前に聴いてお
くように。授業内容は、それぞれの楽曲をより詳しく分析するためのヒントに過ぎない。授業で示されたことをもとに、各自より深い分析を進める
こと。

◆成績評価の方法◆

アナリーゼ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 ０１

講義室 2-11 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

１）毎回の受講態度（授業への能動的参加の姿勢）＝10％
２）授業内における分析発表＝40％
　自身の見解を持ち、それを論理的にプレゼンテーションする能力を見る。授業内で発表しない者についてはレポート提出を課すことでそれに
代える。
３）期末試験＝50％

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）古典派以後、19世紀の音楽（ロマン派を経て、国民楽派に至る時代）の音楽について、楽曲分析を通じて理解できる。
（２）古典派以後、19世紀の音楽（ロマン派を経て、国民楽派に至る時代）の音楽について、自ら楽曲分析を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

「アナリーゼII」では、古典派以後、19世紀の音楽（ロマン派を経て、国民楽派等に至る時代）から、代表的な音楽を分析する。

（１）～（10）は講義形式で、各回１～２曲の楽曲分析を実践する。
（11）～（14）では、古典派以後、19世紀の音楽から、受講者自らが選曲し、分析発表する。

（１）シューベルト『魔王』『セレナード』『死と乙女』
（２）シューベルト『弦楽四重奏曲第14番　死と乙女』、ショパン『革命のエチュード』
（３）ショパン補遺、シューマン『トロイメライ』
（４）リスト『ピアノ・ソナタ』とその後
（５）メンデルスゾーン『結婚行進曲』、ヴァーグナー『トリスタンとイゾルデ前奏曲』
（６）ブラームス『交響曲第１番』、『交響曲第４番』
（７）ドヴォルザーク『交響曲 新世界より』、国民楽派の諸傾向
（８）ムソルグスキー『展覧会の絵』
（９）フランス国民音楽協会、サティ
（10）ドビュッシー『牧神の午後への前奏曲』
（11）古典派以後、19世紀の音楽から、受講者A、Bが自ら選曲し、分析発表する。
（12）古典派以後、19世紀の音楽から、受講者C、Dが自ら選曲し、分析発表する。
（13）古典派以後、19世紀の音楽から、受講者E、Fが自ら選曲し、分析発表する。
（14）古典派以後、19世紀の音楽から、受講者G、Hが自ら選曲し、分析発表する。
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

和声学についての理解を前提として授業は進められる。毎回の授業では、扱う楽曲について全てを鑑賞する時間を確保できないため、事前・
事後の鑑賞、読譜を欠かさないように。著名な楽曲については、周知のものとして授業を進めるので、万が一知らない場合は、事前に聴いてお
くように。授業内容は、それぞれの楽曲をより詳しく分析するためのヒントに過ぎない。授業で示されたことをもとに、各自より深い分析を進める
こと。

◆成績評価の方法◆

アナリーゼ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,2年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

１）毎回の受講態度（授業への能動的参加の姿勢）＝10％
２）授業内における分析発表＝40％
　自身の見解を持ち、それを論理的にプレゼンテーションする能力を見る。授業内で発表しない者についてはレポート提出を課すことでそれに
代える。
３）期末試験＝50％

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）20世紀前半の音楽について、楽曲分析を通じて理解できる。
（２）20世紀前半の音楽について、自ら楽曲分析を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

「アナリーゼIII」では、20世紀前半の音楽から、代表的な音楽を分析する。（下記の楽曲の全てを扱うことは不可能であり、あくまでも主要部分
に言及するものである。）

（１）～（９）は講義形式で、各回１～２曲の楽曲分析を実践する。
（10）～（14）では、20世紀前半の音楽から、受講者自らが選曲し、分析発表する。

（1）スクリャービン『交響曲第５番』『炎へ向かって』
（2）ストラヴィンスキー『春の祭典』
（3）マーラー『交響曲第５番』、R・シュトラウス『アルプス交響曲』
（4）ラフマニノフ『ピアノ協奏曲第２番』、ホルスト『惑星』
（5）バルトーク『ミクロコスモス』、プロコフィエフ『ピーターと狼』
（6）ガーシュウィン『ラプソディ・イン・ブルー』、ラヴェル『ボレロ』
（7）新ヴィーン楽派（自由無調期まで）
（8）新ヴィーン楽派（12音技法）
（9）アメリカ実験主義の黎明
（10）20世紀前半の音楽から、受講者A、Bが自ら選曲し、分析発表する。
（11）20世紀前半の音楽から、受講者C、Dが自ら選曲し、分析発表する。
（12）20世紀前半の音楽から、受講者E、Fが自ら選曲し、分析発表する。
（13）20世紀前半の音楽から、受講者G、Hが自ら選曲し、分析発表する。
（14）20世紀前半の音楽から、受講者I、Jが自ら選曲し、分析発表する。
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

和声学についての理解を前提として授業は進められる。毎回の授業では、扱う楽曲について全てを鑑賞する時間を確保できないため、事前・
事後の鑑賞、読譜を欠かさないように。著名な楽曲については、周知のものとして授業を進めるので、万が一知らない場合は、事前に聴いてお
くように。授業内容は、それぞれの楽曲をより詳しく分析するためのヒントに過ぎない。授業で示されたことをもとに、各自より深い分析を進める
こと。

◆成績評価の方法◆

アナリーゼ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 1年,2年 クラス ０１

講義室 2-12 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

１）毎回の受講態度（授業への能動的参加の姿勢）＝10％
２）授業内における分析発表＝40％
　自身の見解を持ち、それを論理的にプレゼンテーションする能力を見る。授業内で発表しない者についてはレポート提出を課すことでそれに
代える。
３）期末試験＝50％

◆教科書（使用テキスト）◆

特に無し

◆参考図書◆

◆留意事項◆

（１）20世紀後半から現在に至る音楽について、楽曲分析を通じて理解できる。
（２）20世紀後半から現在に至る音楽について、自ら楽曲分析を行うことができる。

◆授業内容・計画◆

「アナリーゼIV」では、20世紀後半から現在に至る音楽から、代表的な音楽を分析する。

（１）～（10）は講義形式で、各回１～２曲の楽曲分析を実践する。
（11）～（14）では、20世紀後半から現在に至る音楽から、受講者自らが選曲し、分析発表する。

（１）メシアン
（２）ブーレーズ
（３）シュトックハウゼン、ノーノ
（４）クセナキス、ポーランド楽派
（５）リゲティ
（６）引用、即興、演劇性、新ロマン主義
（７）ケージ
（８）アメリカ実験主義の様々な展開（ミニマル他）
（９）70年代以後～イタリア、フランス
（10）70年代以後～ドイツ、日本
（11）20世紀後半から現在に至る音楽から、受講者A、B自らが選曲し、分析発表する。
（12）20世紀後半から現在に至る音楽から、受講者C、D自らが選曲し、分析発表する。
（13）20世紀後半から現在に至る音楽から、受講者E、F自らが選曲し、分析発表する。
（14）20世紀後半から現在に至る音楽から、受講者G、H自らが選曲し、分析発表する。
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

和声学についての理解を前提として授業は進められる。毎回の授業では、扱う楽曲について全てを鑑賞する時間を確保できないため、事前・
事後の鑑賞、読譜を欠かさないように。著名な楽曲については、周知のものとして授業を進めるので、万が一知らない場合は、事前に聴いてお
くように。授業内容は、それぞれの楽曲をより詳しく分析するためのヒントに過ぎない。授業で示されたことをもとに、各自より深い分析を進める
こと。

◆成績評価の方法◆

アナリーゼ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 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

履修定員：10名
履修条件：コンピュータ音楽専修以外の学生については、オリエンテーション期間中に面接を行い履修者を決定する。
注意事項：3年次にコンピュータ音楽コース進学を希望する学生は、必ず「コンピュータ音楽創作」を履修すること。

授業内実習評価、試験発表

◆教科書（使用テキスト）◆

各種マニュアル（英文マニュアルを含む）

◆参考図書◆

Maxの教科書（ノイマンピアノ 著／リットーミュージック）
2061:Maxオデッセイ（ノイマンピアノ 著／リットーミュージック）
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）

◆留意事項◆

Max/MSPを活用したコンピュータ音楽創作の基礎を習得できる。

◆授業内容・計画◆

コンピュータ音楽やメディアアート制作のためのグラフィカルなプログラミング環境「Max/MSP」を用い、アルゴリズム作曲、コンピュータ音合成
技術、およびデジタル音声信号処理技術の基礎を習得する。
前期試験において、Max/MSPを活用したコンピュータ音楽演奏を行う。

1）Max/MSPの概要とプログラミングスタイル
2）コントロール・オブジェクトの特性と四則演算
3）乱数を用いたアルゴリズム
4）確率を用いたアルゴリズム
5）アブストラクション・オブジェクト
6）補間処理とオートメーション
7）音のデジタル表現
8）DSPオブジェクトの特性
9）オシレーターとAM合成
10）FM合成
11）加算合成
12）アンプリチュード・エンヴェロープ
13）フィルタリング
14）演奏のためのインターフェース設計
15）まとめ

※各回の授業内容は学生の習得状況により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、Max/MSPに用意されている実例プログラムなどへ積極的に当たること。

◆成績評価の方法◆

CML001N

コンピュータ音楽創作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 ０１

講義室 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

履修定員：10名
履修条件：コンピュータ系演習I「Max/MSP基礎」を履修していること。

授業内実習評価、試験発表

◆教科書（使用テキスト）◆

各種マニュアル（英文マニュアルを含む）

◆参考図書◆

Maxの教科書（ノイマンピアノ 著／リットーミュージック）
2061:Maxオデッセイ（ノイマンピアノ 著／リットーミュージック）
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）

◆留意事項◆

Max/MSPを活用したコンピュータ音楽創作の基礎を習得できる。

◆授業内容・計画◆

コンピュータ音楽やメディアアート制作のためのグラフィカルなプログラミング環境「Max/MSP」を用い、アルゴリズム作曲、コンピュータ音合成
技術、およびデジタル音声信号処理技術の実践的使用方法を習得する。
学年末試験において、1つの楽器とMax/MSPのためのインタラクティブ・コンピュータ音楽作品を制作し発表する。

1）オーディオ入力
2）ディレイ＆フィードバック
3）ヴァリアブル・ディレイ
4）サンプリングと様々な再生方法
5）サンプラーの実装
6）ポリフォニック・サンプラーの実装
7）コントロール・アルゴリズムとDSPの接続
8）パンニング
9）フリークエンシー・シフト
10）ピッチ・シフト
11）リバーブ
12）オーディオ分析結果を用いたインタラクション
13）マルチ・エフェクターの設計
14）演奏のためのインターフェース設計
15）まとめ

※各回の授業内容は学生の習得状況により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、Max/MSPに用意されている実例プログラムなどへ積極的に当たること。

◆成績評価の方法◆

CML002N

コンピュータ音楽創作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 2年 クラス ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

授業内実習評価、試験発表

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

2061:Maxオデッセイ（ノイマンピアノ 著／リットーミュージック）
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）

◆留意事項◆

より高度なコンピュータ音楽創作のための基盤技術となるグラニュラー・サンプリングおよびスペクトル処理の基礎と応用を習得し、フィクスト・メ
ディア作品の創作を実践できる。

◆授業内容・計画◆

Maxによりグラニュラー・サンプリングと諸種のスペクトル処理を実装する。
期末試験において、1秒の録音素材を用いて100秒のフィクスト・メディア作品を制作し発表する。

1）グラニュラー・シンセシスとグラニュラー・サンプリング
2）グラニュラー・シンセシスの実装
3）グラニュラー・サンプリングの実装　窓掛け処理，パラメータ付与
4）グラニュラー・サンプリングの実装　マルチ・ボイス
5）グラニュラー・サンプリングの実装　テンデンシー・マスクを用いたコントロール
6）グラニュラー・サンプリングの実装　インタラクティブ・コントロール
7）フーリエ変換とpfft~オブジェクト
8）ノイズリダクションの実装
9）クロス・シンセシスの実装
10）スペクトラル・ディレイの実装
11）スペクトラル・パンニングの実装
12）フェーズ・ボコーダーの実装
13）素材録音と制作実践1
14）素材録音と制作実践2
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、技術を応用した習作を多く制作すること。

◆成績評価の方法◆

CML003N

コンピュータ音楽創作Ⅲ

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 ０１

講義室 2-02 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

作品発表:70%（学年末試験）  平常の授業への取り組み:30%

◆教科書（使用テキスト）◆

学科のネットワークで配布予定。

◆参考図書◆

日本の電子音楽　続　インタビュー編　（川崎弘二・松井茂編、engine books)
CD:
「Kinetic Figuration」 (DAC-1210) 注：コンピュータ音楽研究室にて購入可能
「インタラクティブ・コンピュータ音楽の世界-現代日本の作曲家シリーズ44」 (Fontec)

◆留意事項◆

楽器(声)とライブ・コンピュータ・システムのためのインタラクティブ・コンピュータ音楽作品をMaxの実時間音声信号処理機能を応用して制作す
る。

◆授業内容・計画◆

授業予定:
Class 1) コンピュータ音合成技術の復習 (1)
Class 2) コンピュータ音合成技術の復習 (2)
Class 3) 音声信号処理技術の復習 (1)
Class 4) 音声信号処理技術の復習 (2)
Class 5) 音声信号処理技術の復習 (3)
Class 6) Patchのインテグレーション法学習 (1)
Class 7) Patchのインテグレーション法学習 (2)
Class 8) Main Patch制作術
Class 9) 楽器パート作曲法
Class 10) 楽器パートの記譜法
Class 12) コンピュータ・パート制作　(1)
Class 13) コンピュータ・パート制作　(2)
Class 14) リハーサルからコンサートでの発表まで
Class 15)まとめ

◆準備学習の内容◆

Maxを復習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CML004N

コンピュータ音楽創作Ⅳ

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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

各回のプレゼンテーションの内容
質疑応答の参加状況

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

『音楽ジャンルって何だろう』みつとみ俊郎（新潮社）

◆留意事項◆

テーマに基づいた文献を探査し、内容を吟味し、プレゼンテーションという形で公開することができる。

◆授業内容・計画◆

１　調査の方法、ジャンルの選択
２　プレゼンテーションの例・１（グレゴリオ聖歌を予定）
３　プレゼンテーションの例・２（モード・ジャズを予定）
４　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・１（例えばヒップホップ）
５　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・２（例えばアルゼンチン・タンゴ）
６　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・３（例えばプログレッシブ・ロック）
７　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・４（例えばハワイアン・ミュージック）
８　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・５（例えばブルース）
９　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・６（例えばパンク・ロック）
10　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・７（例えばクール・ジャズ）
11　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・８（例えば演歌）
12　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・９（例えばダンドゥット）
13　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・10（例えばフォルクローレ）
14　ジャンルについてのプレゼンテーションと質疑応答・11（例えばジュジュ・ミュージック）
15　プレゼンテーションについての総括

◆準備学習の内容◆

テーマに沿った準備は当然必要となります。図書館の文献、視聴覚資料を有効に活用してください。

◆成績評価の方法◆

MML001N

音楽情報を読み解くⅠ

野中　映

◆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 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

・発表に際し、音源や映像をはじめとする資料を併用することは構わないが、必ず文章の読解を含めること。
・毎回、自分が発表するというくらいの気持ちでテクストをしっかりと読み込んでから授業に臨んで欲しい。そ
　れを踏まえた上でディスカッションに参加する姿勢も重視する。

発表の内容、ディスカッションへの参加、レポート。

◆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◆

音楽について、適確な情報を選び取り、その内容を読み解いて、他者に明確に伝えられるようになる。

◆授業内容・計画◆

受講者それぞれが、自分が関心を持っている音楽について何らかの文章を選択し、それに関して発表を行う。発表者以外の受講者も、予め指
定された文章を精読してくる。受講者全体に対して指定される文章は、書籍で20～40頁程度に相当する分量が望ましいが、発表者自身は書籍
全体を取り上げ、その中の一部を共通テクストとして指定するような形でも構わない。授業内での発表のあとには、全員参加によってディスカッ
ションを行う。

○各回の概要(予定)
第1回 導入(1): 自分の好きな音楽、関心のある音楽について。発表の分担。

第2回 導入(2): 情報の調べ方について。
第3回 導入(3): レジュメとはなにか。
第4回 個人発表(1) 学生Aによる1回目の発表
第5回 個人発表(2) 学生Bによる2回目の発表
第6回 個人発表(3) 学生Cによる3回目の発表
第7回 個人発表(4) 学生Dによる4回目の発表
第8回 個人発表(5) 学生Eによる5回目の発表
第9回 中間のまとめ、学期後半に向けて
第10回 個人発表(6) 学生Aによる2回目の発表
第11回 個人発表(7) 学生Bによる2回目の発表
第12回 個人発表(8) 学生Cによる2回目の発表
第13回 個人発表(9) 学生Dによる2回目の発表
第14回 個人発表(10) 学生Eによる2回目の発表
第15回 まとめ

◆準備学習の内容◆

・発表担当者は、発表の２週間前までに取り上げるテクストの原本ないしコピーを担当教員に提出すること。
・毎回、指定されたテクストを全員が必ず精読してくること。
・発表の担当者は、レジュメを用意すること。

◆成績評価の方法◆

MML002N

音楽情報を読み解くⅡ

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,2年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

(1)実習等でやむをえず欠席をする人は必ず事前に届け出るとともに、他の発表者の負担とならないようによく打ち合わせてください。
(2)ハンドアウトは原則としてその日の授業でしか配りません。休む場合は友だちに頼んで預かってもらってください（連絡を取り合うことのできる
友だちを早めに作っておきましょう）。(3)最新の情報共有をするために、LINEのグループ等を活用する予定です。

発表の到達度，ときどきの課題提出や小テストによる平常点。「指示待ち」ではない積極的な学生には肯定的な評価をします。

◆教科書（使用テキスト）◆

以下の本と，配布資料を中心としますが，オンライン上でのダウンロードを求める場合もあります（初回授業にて指示します）。
ウィンジェル『改訂新版 音楽の文章術――論文・レポートの書き方から文献表記法まで』宮澤淳一，小倉眞理訳（春秋社，2014年）。

◆参考図書◆

　各回の授業で適宜紹介します。

◆留意事項◆

日本語による秀逸な文献（論文・記事・単行本の抜粋等）の購読を通して、従来的なアプローチの音楽学（様式分析と作曲家論を中核とする）と
拡張した音楽学（社会学・文学研究・文化研究等にまたがる）の両方を自在に行き来できる能力を養うのが目標です。また、さまざまなアプロー
チの文章を精読する方法に加え、概略をつかむ方法、注の読み方（書き方）、要約のコツなどを身につけることが、学部生レヴェルで要求され
る水準で、できるようになることも目標に含めます。

◆授業内容・計画◆

文献は４～５種程度を読み解く予定（カッコの中は仮のテーマ）。
第１回：ガイダンス
第２回：テキストＡ「ロマンティックな作曲家論」（１）全体の解説と輪読の割り当て
第３回：テキストＡ（２）輪読
第４回：テキストＡ（３）まとめと応用
第５回：テキストB「模範的な様式分析」（１）全体の解説と輪読の割り当て
第６回：テキストB（２）輪読
第７回：テキストB（３）まとめと応用
第８回：テキストC「メディア論との関係」（１）全体の解説と輪読の割り当て
第９回：テキストC（２）輪読
第10回：テキストC（３）まとめと応用
第11回：テキストD「カルチュラル・スタディーズから考える」（１）解説と前半の輪読
第12回：テキストD（２）後半の輪読とまとめと応用
第13回：テキストE「ポピュラー音楽研究の実践」（１）解説と前半の輪読
第14回：テキストE（２）後半の輪読とまとめと応用
第15回：全体のまとめと補遺

◆準備学習の内容◆

　毎回の予習を欠かさずに。不明の語句を調べ，テキストの各段落の要約をノートに書いてくること。わからないことは自発的に調べましょう。
「（インターネットで）検索しても見つかりませんでした」ではなく，図書館に行って、事典類や個別の本を参照してください（手元で済ませるので
はなく，「足で稼ぐ」ことの大切さを学んでほしい）。

◆成績評価の方法◆

MML003N

音楽情報を読み解くⅢ

宮澤　淳一

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

単位認定の要件としての出席状況は厳密に解釈する。

出席状況（および授業への参加態度）と、担当部分の発表、口頭発表後に提出するレポートにより総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

Peter Szendy,  Listen: A History of Our Ears (Cambridge University Press: 2008)

◆参考図書◆

なし。

◆留意事項◆

西洋音楽研究の外国語文献を緻密かつ批判的に読む力を養う。

◆授業内容・計画◆

「使用テキスト」欄に示したPeter Szendy 著 Listen: A History of Our Ears の輪読。

1. 授業の進め方
2. 教材の読解
3. 教材の読解
4. 教材の読解
5. 教材の読解
6. 教材の読解
7. 教材の読解
8. 教材の読解
9. 教材の読解
10. 教材の読解
11. 教材の読解
12. 教材の読解
13. 教材の読解
14. 教材の読解
15. まとめ、レポートの指示

本書は、もともとフランス語で出版されたPeter Szendy, Ecoute, Une histoire de nos oreilles (Ed. de Minuit, 2001) の英訳であり、18世紀 - 20世
紀の音楽史を、「聴く」という行為を軸に、単に狭い意味での「音楽聴」の問題にとどまらず、著作権、編曲、批評、複製技術などの問題に触れ
ながら、音楽史に新しい光を当てている。ここで提示された示唆に富む論考とともに、音楽史の新しい見方の可能性について学び、考えてみ
る。

◆準備学習の内容◆

・各回発表予定者は、発表前にあらかじめ担当教員と相談すること。指示に従ってレジュメを用意すること。
・参加者全員が自分の担当でない箇所にも毎回目をとおしておくこと。
・また講読予定部分で扱われている楽曲例を実際に目（楽譜）と耳（録音）で確認する。

◆成績評価の方法◆

MML004N

音楽情報を読み解く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 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

グループワークを含むので、指定座席に着席すること。
定期試験の成績により追加のレポートを課すことがあるので，掲示に注意すること。

中間試験または中間レポート40%、期末試験50%、積極性など授業への貢献度10%

◆教科書（使用テキスト）◆

特に指定しない。

◆参考図書◆

『音のなんでも小事典』、日本音響学会編（講談社）

◆留意事項◆

波動としての音の性質を理解する。

◆授業内容・計画◆

聴衆の耳に達する「音」とは、空気中を伝搬してくる空気の圧力の変動である。演奏者によって作り出されたこの「音」が聴取者の聴覚器官に届
き、大脳で知覚され、感動を与えるわけである。従って演奏者が自分の意図を聴取者に伝えようと思ったら、音が伝達される過程全てに関心を
持つべきであろう。さらにその音を人間の聴覚がどのように受け取り、どう感じとっているかを学ぶことも必要である。本講義では、これらの観点
から楽器音響学の基礎を理解することを目的とし、具体的な例を元に解説して行く。講義の中では音のサンプルを多く示し、各自の耳で確かめ
ながら学んでゆく。パソコンを使用することもある。
1　音とは
2　波の性質
3　音波の性質
4　音の伝播
5　聴覚系のしくみ
6　音の重ね合わせ
7　音の重ね合わせと楽器の音
8　まとめと評価
9　音の大きさ
10　音の大きさの相対単位
11　音の高さ
12　音の高さの相対単位
13　楽器音の性質(1)減衰振動
14　楽器音の性質(2)自励振動
15　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

前回までの内容を復習しておくこと。
また事前に配布する資料をよく読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

MML014N

楽器・音響講義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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

グループワークを含むので、指定座席に着席すること。
定期試験の成績により追加のレポートを課すことがあるので，掲示に注意すること。

中間試験または中間レポート40%、期末試験50%、積極性など授業への貢献度10%

◆教科書（使用テキスト）◆

特に指定しない。

◆参考図書◆

『音のなんでも小事典』、日本音響学会編（講談社）

◆留意事項◆

波動としての音の性質を理解する。

◆授業内容・計画◆

聴衆の耳に達する「音」とは、空気中を伝搬してくる空気の圧力の変動である。演奏者によって作り出されたこの「音」が聴取者の聴覚器官に届
き、大脳で知覚され、感動を与えるわけである。従って演奏者が自分の意図を聴取者に伝えようと思ったら、音が伝達される過程全てに関心を
持つべきであろう。さらにその音を人間の聴覚がどのように受け取り、どう感じとっているかを学ぶことも必要である。本講義では、これらの観点
から楽器音響学の基礎を理解することを目的とし、具体的な例を元に解説して行く。講義の中では音のサンプルを多く示し、各自の耳で確かめ
ながら学んでゆく。パソコンを使用することもある。
講義計画
1 アナログとデジタル(1)基礎
2 アナログとデジタル(2)ｎ進法の変換
3 デジタルの利点
4 デジタルの欠点
5 デジタル化の実際(1)基礎
6 デジタル化の実際(2)音声のデジタル化
7 デジタル化の実際(3)信号処理
8 まとめと評価
9 聴覚の基礎
10 両耳効果
11 人間の聞こえ
12 フーリエ変換とは
13 音波に含まれていない周波数の音の知覚
14 音の遮蔽
15 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

前回までの内容を復習しておくこと。
また事前に配布する資料をよく読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

MML015N

楽器・音響講義Ⅱ

小林　悟

◆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 別科2-222 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

演習を含むので、遅刻・欠席は厳禁。
人数制限を行うことがある。その場合、楽器・音響コア履修者と楽器製作・音響コース進学希望者を優先する。

レポート40%、最終試験50%、積極性など授業への貢献度10%

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。プリントを配布します。

◆参考図書◆

『ピアノの音響学』日本音響学会編（コロナ社）

◆留意事項◆

ピアノ調律・整調の体験を通じ、音律の構成とタッチの調整方法を理解する。

◆授業内容・計画◆

現代ピアノは殆どの場合１２平均律で調律される。
講義の中でその構成方法を学ぶことを目的として、具体的な音程の違いについて、各自の耳で確かめながら学んでゆく。
また、整調工程により微妙なタッチの差が現れることを学ぶ。
1　単振動
2　三角関数の性質
3　音の重ね合わせ
4　うなり
5　ピアノの扱い方
6　ユニゾン調律とは
7　ユニゾン調律体験
9　部分音
10　オクターブ調律とは
11　オクターブ調律体験
12　音律の構成
13　古典音律と平均律
14　整調
15　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

前回までの内容を復習しておくこと。
また、事前に配布する資料をよく読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

MML016N

楽器・音響講義Ⅲ

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 ０２

講義室 N-227 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

履修条件：コンピュータ録音演習II「録音技術実習」も併せて履修すること。
注意事項：録音,音響実習は時間的制約もあるため土曜日に補講となります。
　実習は2コマ以上の連続授業で行い、実習授業日程は後日指定する予定です。

授業内試験、レポート・録音物提出、出席を加味します。特に実習への参加は評価の大きな要素です。実習は連続授業で行いますので欠席す
ると最低出席数が足りなくなりますので注意して下さい。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料を配付します。
（参考資料）

◆参考図書◆

ハンド・オフ・レコーディング・エンジニア／ジョン・アーグル 著（ステレオサウンド社）
音響映像設備マニュアル（リットー・ミュージック）
プロサウンド　（隔月刊ステレオサウンド社）
ほか

◆留意事項◆

音楽を録音して聴く、その技術を基礎から学び　良い音での録音が出来る技術を身につけます。

◆授業内容・計画◆

音響とオーディオ機器の基礎
コンピューターを使用した録音
録音機器（マイクの原理と特徴､ミキサー録音機等）
録音技術（モノ、ステレオ、ワンポイント録音等）
基礎的な収録等の録音実習等を行います。
前期は基礎に徹します。
実習ではピアノなどの楽器を実際に録音してマイクロフォンの種類や、セッティングの方法などでの音の違いを、自信の耳で確かめます。実習
は前期で２回を予定しています。
録音とステージ音響の違いなども学習します。
録音機器は学校の備品を使用しますので、この授業を受ける為に持つ必要はありません。
15回の配分は下記の通りとなります。

1.録音基礎　マイクロフォンからレコーダーまで。
2.録音の歴史　エジソンから現代の録音まで
3.デジタル音響技術の基礎　デジタル録音機材の使い方
4. 録音実習　ピアノ等　基礎の録音
5. 録音実習　マイクロフォンによる違いなど
6. 録音実習
7. 録音実習　実習の纏め
8. 音楽再生技術
9. DAWの使用方法
10.録音実習　楽器の拠る録音方法の違い
11.録音実習
12.録音実習
13.録音実習　実習の纏め
14.録音物の評価方法
15.授業内試験　纏め
 実習は纏めて土曜日に行います。日程は4月以降に発表します。

◆準備学習の内容◆

復習を確実に行って下さい。毎回授業内で次回の項目について各人の到達度合いにより指示します。

◆成績評価の方法◆

CML005N

コンピュータ録音演習Ⅰ

小林　悟

◆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 N-227 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

履修条件：コンピュータ録音演習I「録音技術基礎」も併せて履修すること。
注意事項：録音実習は時間的制約もあるため補講となる。
録音実習は2コマ以上の連続授業で行うため、実習授業日程を授業開始時に指定する予定。

授業内試験、レポート・録音物提出、出席を加味します。特に実習への参加は評価の大きな要素です。実習は連続授業ですので欠席すると最
低出席数が足りなくなりますので注意して下さい。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で必要な資料は配付します。

◆参考図書◆

ハンド・オフ・レコーディング・エンジニア／ジョン・アーグル 著（ステレオサウンド社）
プロ音響データブック／日本音響家協会編（リットー・ミュージック）

◆留意事項◆

現代の録音方法を演奏から仕上げまでを学習します。

◆授業内容・計画◆

　最新の機器を駆使して、音楽を録音し録音作品を完成させます。演奏から録音迄の全てを網羅します。マルチトラック録音など現代的録音方
法も学習します。現代の各コンテストへの参加では一次審査は大抵録音審査です。録音方法を学習することにより、審査員を聞く気にさせる作
品の録音がで出来る様になることも学べます。
　コンピュータを使った録音方法や録音物の編集技術の学習を行います。録音機器の具体的使用法やマイクロフォンと楽器等の使用法。録音
時の状況把握・注意点等を学習します。
演奏者が演奏しやすい録音方法
演奏し録音ミックスダウンの体験をします。
最終的にはCDとして保存出来るようにします。
15回の配分は下記の通りとなります。
1.録音時　録音機材の基礎技術
2.デジタル録音機材の使い方
3.マルチトラックでの録音方法
4. 録音実習　マルチトラック　音楽録音
5. 録音実習　演奏と録音の違い、録音時の注意事項等
6. 録音実習
7. 録音実習　実習の纏め
8. 音楽再生技術
9. DAWソフトの高度な使用方法
10.録音実習　ミックスダウン　とCD化のためのマスタリング
11.録音実習　各　プラグインソフトウエアーや　機材の使用方法
12.録音実習
13.録音実習　実習の纏め
14.録音物の評価
15.授業内試験　纏め
 実習は纏めて土曜日に行います。日程は4月以降に発表します。
　授業の順番は教室の都合で前後することがあります。

◆準備学習の内容◆

毎回の復習を確実に行い板書した内容を確実に学習して下さい。予習については到達度を勘案して授業内で指示します。

◆成績評価の方法◆

CML006N

コンピュータ録音演習Ⅱ

小林　悟

◆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 N-227 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

履修条件：コンピュータ録音演習IV「録音技術実習応用編」も併せて履修すること。
注意事項：録音実習は時間的制約もあるため補講となる。
録音実習は2コマ以上の連続授業で行うため、実習授業日程を授業開始時に指定する予定。

出席、授業内試験、レポート・録音物提出、平常の取り組みを加味します。特に実習への参加は評価の大きな要素です。

◆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◆

ハンド・オフ・レコーディング・エンジニア／ジョン・アーグル 著
隔月刊プロサウンド　　（以上ステレオサウンド社）
プロ音響データブック／日本音響家協会編（リットー・ミュージック）

◆留意事項◆

録音の応用編です。現在プロが行う高度な録音技術の習得を目指します。

◆授業内容・計画◆

録音や機器の取り扱いを特別なことではなく行えるように技術を習得。いろいろな音の録音方法、機材、マイクロフォンやDAWの高度な使用方
法などより詳しい部分を理解します。音楽だけでなく  作品としてのナレーションやSE（効果音）等応用技術も習得。
実習を中心に、実習に必要な講義を効果的に組み合わせて行います。また耳を育てる為の聴き方の実習も合わせて行います。
効果音では実際に野外に機材を持って出かけて録音。
またナレーションの録音では発声、言葉の選び方等を考えた録音物の制作方法を学びます。
実習に重点を置きより身につくように学習します。
15回の配分は下記の通りとなります。
 
1.デジタル録音機材の高度な使い方
2.フィールド録音機材の使い方
3. 録音実習
4. 録音実習  屋外での効果音録音など
5. 録音実習
6. 録音実習  実習の纏め
7.  ハイサンプリングデジタル録音
8.  ハイレゾ音楽再生技術
9.  ナレーション等の録音技術
10.録音実習    ナレーション、オーディオドラマ作成
11.録音実習
12.録音実習
13.録音実習    実習の纏め
14.録音物の評価
15.授業内試験  纏め
 実習は纏めて土曜日に行います。日程は4月以降に発表します。
  授業の順番は教室の都合で前後することがあります。

◆準備学習の内容◆

復習を確実に行って下さい。予習についてはその都度到達度に従って指示します。

◆成績評価の方法◆

CML007N

コンピュータ録音演習Ⅲ

小林　悟

◆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 N-227 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

履修条件：コンピュータ録音演習Ⅲ　｢録音技術実習応用編」も併せて履修すること。
注意事項：録音実習は時間的制約もあるため補講となる。
録音実習は2コマ以上の連続授業で行うため、実習授業日程を授業開始時に指定する予定。

授業内試験、レポート・録音物提出、平常の取り組みを加味します。特に実習への参加は評価の大きな要素です。

◆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◆

ハンド・オフ・レコーディング・エンジニア／ジョン・アーグル 著
隔月刊プロサウンド　　（以上ステレオサウンド社）
プロ音響データブック／日本音響家協会編（リットー・ミュージック）

◆留意事項◆

高度な録音技術の習得し、作品の質の向上を目指します。

◆授業内容・計画◆

楽器・音響演習IIIの続きです。録音技術のさらなる習得を目標にします。各楽器の録音方法、マイクロフォンの選定などより詳しい部分の学習
をします。音楽を一から録音してCDを作る処まで一貫して作業が行えるようになります。
実習を中心に、実習に必要な講義を効果的に組み合わせて行います。この後期の実習では演奏科学生の協力得て楽器による収録時の注意
点やマイクロフォンセッティングのの違いなど、一貫した録音作業を体験します。
録音実習15回の配分は下記の通りとなります。

1.ハイレゾ録音の考え方、デジタル録音技術革新
2.ハイレゾ　マルチトラック録音の方法
3.マイクのセッティング方法、デジタル録音機材の使い方
4. 録音実習　マルチトラック音楽録音
5. 録音実習　演奏科の協力で録音
6. 録音実習
7. 録音実習　実習の纏め
8. 音響技術の考え方。
9. DAWのネイティブ及びプラグイン、ソフトの使い方
10.録音実習　高度なミックスダウンの方法
11.録音実習
12.録音実習
13.録音実習　提出物はレポートと仕上がったCDです。
14.録音物の評価　試聴。
15.授業内試験　纏め
 実習は纏めて土曜日に行います。日程は4月以降に発表します。
提出物は仕上がったCDです。

◆準備学習の内容◆

復習を確実に行って下さい。予習については到達度に準じて授業内で指示します。

◆成績評価の方法◆

CML008N

コンピュータ録音演習Ⅳ

小林　悟

◆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 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

私語を慎む。授業内容についての質問や討論は歓迎

学期末筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度提示する

◆参考図書◆

飯森真樹雄・阪上正巳（編）：芸術療法実践講座４　音楽療法、岩崎学術出版社
デッカー＝フォイクト、他（阪上正巳、他訳）：音楽療法事典・新訂版、人間と歴史社
ブルーシア編（酒井智華、他訳）：音楽療法ケーススタディ（上・下）、音楽之友社
阪上正巳：精神の病いと音楽　－スキゾフレニア・生命・自然－、廣済堂出版
村井靖児：音楽療法の基礎、　音楽之友社

◆留意事項◆

音楽療法の世界への入門として、この治療法に関する総論的内容を理解する。また音楽療法各論のうち、精神科、高齢者、緩和ケア、一般医
療領域の理論と方法を学習する。

◆授業内容・計画◆

（１）オリエンテーション
（２）音楽療法の定義
（３）音楽療法の歴史
（４）音楽療法の現状１（日本）
（５）音楽療法の現状２（諸外国）
（６）音楽療法の分類
（７）音楽療法の適応領域
（８）音楽の治療的作用
（９）音楽療法士の専門能力
（10）音楽療法士の倫理
（11）精神科領域の音楽療法
（12）高齢者に対する音楽療法
（13）緩和ケア領域の音楽療法
（14）一般医療現場における音楽療法
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

参考図書の該当部分を読んで予習しておく

◆成績評価の方法◆

MTL001U

音楽療法講義Ⅰ

阪上　正巳

◆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 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

理由なしに遅刻、欠席をしないこと。

授業内レポートによる。
授業への積極的な参加態度も重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

遠山文吉編著「知的障害のある子どもへの音楽療法－子どもを生き生きさせる音楽の力」明治図書
村井靖児著「音楽療法の基礎」音楽之友社

◆留意事項◆

さまざまな対象領域における音楽療法について、その概要を理解する。授業では、視覚的教材を通して音楽療法への理解を深めると同時に音
楽療法についての具体的なイメージを持つ。グループ発表には主体的に参加をする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　音楽療法実践のプロセスについて
第３回　音楽療法の対象領域
第４回　障害について
第５回　乳幼児対象の音楽療法
第６回　児童対象の音楽療法
第７回　海外の音楽療法
第８回　中間まとめ
第９回　院内学級について
第１０回　成人対象の音楽療法
第１１回　視覚障害者への音楽療法
第１２回　肢体不自由、重複障害者への音楽療法
第１３回　ターミナルケアにおける音楽療法①カナダのホスピス
第１４回　ターミナルケアにおける音楽療法②日本のホスピス
第１５回　評価とまとめ

◆準備学習の内容◆

発表に関する準備（特にグループ発表）は、時間をとりしっかりとすること。

◆成績評価の方法◆

MTL002U

音楽療法講義Ⅱ

蔭山　真美子

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

私語を慎む。授業内容についての質問や討論は歓迎。

学期末筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度提示する

◆参考図書◆

デッカー＝フォイクト、他（阪上正巳、他訳）：音楽療法事典・新訂版、人間と歴史社
阪上正巳：精神の病いと音楽　－スキゾフレニア・生命・自然－、廣済堂出版
国立音楽大学音楽研究所音楽療法研究部門編：音楽療法の現在、人間と歴史社
スティーゲ著（阪上正巳監訳）：文化中心音楽療法（音楽之友社）

◆留意事項◆

音楽の治療的作用には、生物学的側面、心理学的側面、社会学的側面があるといわれるが、音楽療法講義III・IVでは、これに人類学的側面と
哲学的側面を加え、「臨床音楽学I・II」として音楽と人間との臨床的関わりを５つの次元から理解する。音楽療法講義III（臨床音楽学I）では、こ
れらのうち生物学的側面と心理学的側面を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

（1）オリエンテーション
（2）脳神経系と音楽
（3）自律神経系と音楽
（4）内分泌系、免疫系と音楽
（5）脳科学に基礎をおく音楽療法
（6）ライフサイクルと音楽
（7）小児の発達と音楽・音楽療法
（8）行動主義理論と音楽・音楽療法
（9）精神分析と音楽１（精神分析の歴史と基礎概念）
（10）精神分析と音楽２（中欧の音楽心理療法）
（11）精神分析と音楽３（分析的音楽療法、ほか）
（12）人間性心理学・トランスパーソナル心理学と音楽
（13）人間性心理学に基づく音楽療法
（14）トランスパーソナル心理学に基づく音楽療法
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

オリエンテーション時に配布する資料冊子をあらかじめ読んでおく

◆成績評価の方法◆

MTL003U

音楽療法講義Ⅲ

阪上　正巳

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

私語を慎む。授業内容についての質問や討論は歓迎。

学期末筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でその都度提示する。

◆参考図書◆

デッカー＝フォイクト、他（阪上正巳、他訳）：音楽療法事典・新訂版、人間と歴史社
阪上正巳：精神の病いと音楽　－スキゾフレニア・生命・自然－、廣済堂出版
国立音楽大学音楽研究所音楽療法研究部門編：音楽療法の現在、人間と歴史社
スティーゲ著（阪上正巳監訳）：文化中心音楽療法、音楽之友社

◆留意事項◆

音楽の治療的作用には、生物学的側面、心理学的側面、社会学的側面があるといわれるが、音楽療法講義III・IVでは、これに人類学的側面と
哲学的側面を加え、「臨床音楽学I・II」として音楽と人間との臨床的関わりを５つの次元から理解する。音楽療法講義IV（臨床音楽学II）では、こ
のうち社会学的側面、人類学的側面、および哲学的側面に焦点を当てる。

◆授業内容・計画◆

（1）オリエンテーション
（2）文化・社会と音楽
（3）文化中心音楽療法
（4）コミュニティ音楽療法の展開
（5）音楽聴取と音楽・音楽療法１（音楽聴取について）
（6）音楽聴取と音楽・音楽療法２（音楽療法への応用）
（7）＜音楽の内側＞の社会と音楽療法
（8）日本文化と音楽療法
（9）アニミズムと音楽・音楽療法
（10）シャーマニズムと音楽・音楽療法
（11）西洋哲学と音楽・音楽療法１（アリストテレス、プラトン、アウグスティヌス、ほか）
（12）西洋哲学と音楽・音楽療法２（ヘーゲル、ショーペンハウアー、ニーチェ、ほか）
（13）東洋思想と音楽・音楽療法
（14）現代思想と音楽・音楽療法
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

オリエンテーション時に配布する資料冊子をあらかじめ読んでおく

◆成績評価の方法◆

MTL004U

音楽療法講義Ⅳ

阪上　正巳

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

上記の第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。履修学生に応じて担当教員の進め方が異なるため、第１回のガイダンスでよく確
認すること。

　平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　「イタリア声楽曲選集」《国立音楽大学編》（カワイ出版）
　『イタリア歌曲集」１、２　全音楽譜出版社
　「コンコーネ50番」全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　声楽の基本となる呼吸法と発声を学ぶ。コンコーネ５０番を通して母音によるレガート唱法を学び、歌う喜びと豊かな表現力を養うことができ
る。

◆授業内容・計画◆

　個々の学生に応じた課題曲を扱う。様々な形の学修に当たる教員の指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育
のスキルについても考える機会をもつことも出来る。
授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ50番より（１～３番）
第４回：コンコーネ50番より（４～５番）
第５回：コンコーネ50番より（６～７番）
第６回：コンコーネ50番より（８～９番）
第７回：コンコーネ50番より（10～11番）
第８回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第９回：コンコーネ50番より（12～13番）
第11回：コンコーネ50番より（14～15番）
第12回：コンコーネ50番より（16～17番）
第13回：コンコーネ50番より（18～19番）
第14回：コンコーネ50番より（20～21番）
第15回：声楽表現１のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MTP009N

演奏実習（声楽）Ⅰ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

上記の第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。履修学生に応じて担当教員の進め方が異なるため、第１回のガイダンスでよく確
認すること。

　定期実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　「イタリア声楽曲選集」《国立音楽大学編》（カワイ出版）
　『イタリア歌曲集」１、２　全音楽譜出版社
　「コンコーネ50番」全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　演奏実習（声楽）１の学びの上に立ち、声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、コンコーネとイタリア歌曲を中心に歌う喜びと豊かな表現力を
養うことが出来る。

◆授業内容・計画◆

　個々の学生に応じた課題曲を扱う。様々な形の学修に当たる教員の指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育
のスキルについても考える機会をもつことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第３回：イタリア歌曲その１（１）音の確認
第４回：イタリア歌曲その１（２）音楽表現の工夫
第５回：イタリア歌曲その１（３）仕上げ
第６回：イタリア歌曲その２（１）音の確認
第７回：イタリア歌曲その２（２）音楽表現の工夫
第８回：イタリア歌曲その２（３）仕上げ
第９回：イタリア語の発音訓練
第10回：イタリア歌曲その３（１）音の確認
第11回：イタリア歌曲その３（２）音楽表現の工夫
第12回：イタリア歌曲その３（３）仕上げ
第13回：イタリア歌曲１、２、３のまとめ
第14回：定期試験でのイタリア歌曲の決定
第15回：定期試験に向けてイタリア歌曲の表現追究
定期実技試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MTP010N

演奏実習（声楽）Ⅱ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

上記の第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。履修学生に応じて担当教員の進め方が異なるため、第１回のガイダンスでよく確
認すること。

　平常の授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」《国立音楽大学編》　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

演奏実習(声楽)Ⅱまでの学びの上に立ち、声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、コンコーネとイタリア歌曲を中心に歌う喜びと豊かな表現力
を高めることが出来る。

◆授業内容・計画◆

　個々の学生に応じた課題曲を扱う。様々な形の学修に当たる教員の指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育
のスキルについても考える機会をもつことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第３回：イタリア歌曲その４（１）音の確認
第４回：イタリア歌曲その４（２）音楽表現の工夫
第５回：イタリア歌曲その４（３）仕上げ
第６回：イタリア歌曲その５（１）音の確認
第７回：イタリア歌曲その５（２）音楽表現の工夫
第８回：イタリア歌曲その５（３）仕上げ
第９回：イタリア語の発音訓練
第10回：イタリア歌曲その６（１）音の確認
第11回：イタリア歌曲その６（２）音楽表現の工夫
第12回：イタリア歌曲その６（３）仕上げ
第13回：イタリア歌曲４、５、６のまとめ
第14回：イタリア語の発音（２）
第15回：まとめ、イタリア歌曲の表現追究
定期実技試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MTP011N

演奏実習（声楽）Ⅲ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

上記の第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。履修学生に応じて担当教員の進め方が異なるため、第１回のガイダンスでよく確
認すること。

　定期実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」《国立音楽大学編》　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

レッスンを通して、声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、専攻に役立てることが
できる。

◆授業内容・計画◆

　個々の学生に応じた課題曲を扱う。様々な形の学修に当たる教員の指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育
のスキルについても考える機会をもつことが出来る。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第３回：イタリア歌曲その７（１）音の確認
第４回：イタリア歌曲その７（２）音楽表現の工夫
第５回：イタリア歌曲その７（３）仕上げ
第６回：イタリア歌曲その８（１）音の確認
第７回：イタリア歌曲その８（２）音楽表現の工夫
第８回：イタリア歌曲その８（３）仕上げ
第９回：イタリア語の発音訓練
第10回：イタリア歌曲その９（１）音の確認
第11回：イタリア歌曲その９（２）音楽表現の工夫
第12回：イタリア歌曲その９（３）仕上げ
第13回：イタリア歌曲７、８、９のまとめ
第14回：定期試験でのイタリア歌曲の決定
第15回：定期試験に向けてイタリア歌曲の表現追究
定期実技試験

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

MTP012N

演奏実習（声楽）Ⅳ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価：授業への取り組み及び演奏成果による

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト
日本歌曲、童謡、世界の名曲、ポピュラー音楽から選ぶ
個々の課題曲の楽譜

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

鍵盤楽器（ピアノ）の演奏実習を通して音楽の基本的な事柄、メロディー、リズム、ハーモニーを学び、音楽療法の実践に当たって必要な演奏
能力の基礎を習得する。

◆授業内容・計画◆

教材　　スケールメイト（１年次）
必修曲　バッハ、スカルラッティ、モーツァルトなど個々の能力に応じて選んでいく。

授業計画
第１回　スケールメイトの説明、バッハ：インヴェンション、シンフォニアの選曲（個々の能力において選定）
第２回　スケールメイト、初見
第３回　バッハの時代背景
第４回　スケールメイトの問題点について。また個々の必修曲を詳しく読譜、分析
第５回　バッハの様式について
第６回　初見、また簡単なメロディーに伴奏付け
第７回　バッハの仕上げに向けて
第８回　バッハの暗譜確認、次回からのバッハのフランス組曲を選曲
第９回　バッハの最終仕上げ、スケールメイト
第10回　童謡などに伴奏付け及び組曲様式について
第11回　フランス組曲から数曲
第12回　フランス組曲から数曲
第13回　フランス組曲の暗譜に向けて
第14回　フランス組曲の仕上げ
第15回　前期のまとめ及び後期必修曲の選定

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・前回の復習をすること。

◆成績評価の方法◆

MTP013N

演奏実習（ピアノ）Ⅰ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏試験で評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト
日本歌曲、童謡、世界の名曲、ポピュラー音楽から選ぶ
個々の課題曲の楽譜

◆参考図書◆

授業内で提示する

◆留意事項◆

前期で学んだことを発展させ、鍵盤楽器（ピアノ）の演奏実習を通して音楽の基本的な事柄、メロディー、リズム、ハーモニーを学び、音楽療法
の実践に当たって必要な演奏能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

教材　　スケールメイト（１年次用）
必修曲　古典派のピアノソナタを学ぶ。

授業計画
第１回　スケールメイト、新しい必修曲の時代背景
第２回　練習方法の確認
第３回　童謡などに即興で伴奏付け
第４回　必修曲、提示部の分析と表現の工夫
第５回　展開部の分析と表現の工夫
第６回　再現部の表現（特に提示部との違い）の工夫及び仕上げに向けて
第７回　必修曲のまとめ
第８回　後期試験曲の選定
第９回　個々の試験曲の分析及びスケールメイト
第10回　練習方法の確認
第11回　詳しく読譜して表現方法の研究
第12回　音楽表現の工夫
第13回　更に美しい音色などの追求
第14回　暗譜の確認
第15回　最終的な仕上げ、春休み中に準備する二年次の必修曲の選定

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・前回の復習をすること。
・特に後期は試験を控えているので、スケールメイトにしっかり取り組む。

◆成績評価の方法◆

MTP014N

演奏実習（ピアノ）Ⅱ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

達成度で授業内評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（２年次用）
日本歌曲、童謡、世界の名曲、ポピュラー音楽から選ぶ
個々の必修曲の楽譜

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

一年次までの学びの上に立ち、スケールの習得やレパートリーの拡大、鍵盤楽器（ピアノ）の演奏実習を通して、音楽療法の実践に当たって必
要な演奏能力を発展させる。

◆授業内容・計画◆

教材　　スケールメイト二年次
　　　　　コードネームによる伴奏付け、移調、即興の内容、技術の向上を図る。
必修曲　ロマン派の小曲

授業計画
第１回　スケールメイト、新しい必修曲の作曲家の生涯と時代背景を確認
第２回　練習方法の確認
第３回　スケールメイトと日本歌曲などに即興で伴奏付け、また移調をしてみる
第４回　必修曲、詳しい分析と表現の工夫
第５回　練習を踏まえて問題点の解決
第６回　多様な表現方法の研究
第７回　必修曲のまとめ
第８回　新しい必修曲の選定及びスケールメイト、また即興演奏
第９回　必修曲の作曲家の生涯と時代背景の確認
第10回　練習方法の確認
第11回　練習を踏まえて問題点の解決
第12回　詳しく読譜して表現方法の研究
第13回　更に多様な音楽表現の工夫及びスケールメイト
第14回　暗譜の確認
第15回　最終的な仕上げ、夏休み中に準備する後期の必修曲の選定

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・前回の復習をすること（特にコードネームによる伴奏付け）

◆成績評価の方法◆

MTP015N

演奏実習（ピアノ）Ⅲ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏試験で評価を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

・スケールメイト
・個々の必修曲の楽譜
・日本歌曲、童謡、世界の名曲、ポピュラー音楽から選ぶ

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

今までの学びの上に立ち、スケールの習得やレパートリーの拡大、鍵盤楽器（ピアノ）の演奏実習を通して、音楽療法の実践に当たって必要な
演奏能力を発展させる。

◆授業内容・計画◆

教材　　スケールメイト二年次
　　　　　コードネームによる伴奏付け、移調、即興の内容、技術の向上を図る。
必修曲　ロマン派の曲

授業計画
第１回　スケールメイト、新しい必修曲の作曲家の生涯と時代背景を確認
第２回　練習方法の確認
第３回　スケールメイトと日本歌曲などに即興で伴奏付け
第４回　必修曲、詳しい分析と表現の工夫
第５回　練習を踏まえて問題点の解決
第６回　多様な表現方法の研究
第７回　必修曲のまとめ及び新しい必修曲（後期試験曲）の選定
第８回　スケールメイト及び必修曲の作曲家の生涯と時代背景の確認
第９回　練習方法の確認及び日本歌曲などに伴奏付け、また即興演奏
第10回　練習を踏まえて問題点の解決
第11回　詳しく読譜して表現方法の研究
第12回　更に多様な音楽表現の工夫及びスケールメイト
第13回　ロマン派らしい美しさの探求
第14回　暗譜の確認
第15回　最終的なまとめ、春休み中に準備する三年次の必修曲の選定

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・毎回の復習をすること。
・後期試験に向けてスケールメイトにしっかり取り組む。

◆成績評価の方法◆

MTP016N

演奏実習（ピアノ）Ⅳ

（Ｐ）

◆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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

五線紙必携のこと。

授業内での小品作曲内容と期末試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『The Study of Orchestration』Samuel Adler／W.W.Norton

＊上記『The Study of Orchestration』にはCD-Rom版、ワークブック版も存在する。これらも併せて購入することを推奨する。

◆参考図書◆

『完本  管絃楽法』／伊福部昭／音楽之友社
『管弦楽法』／ベルリオーズ、R.シュトラウス／音楽之友社
『管弦楽法』／ピストン／音楽之友社
『編曲の本』／日本作編曲家協会／ヤマハ
『楽器のしくみ』／緒方英子／日本実業出版社
『楽器の音響学』／安藤由典／音楽之友社
『楽器』／ダイヤグラムグループ編／マール社

◆留意事項◆

（１）オーケストラで使用される代表的な楽器を中心に、楽器全般に関して、構造的・歴史的に理解できる。 （２）それぞれの楽器で作曲や編曲
をできるようになる。

◆授業内容・計画◆

最も構造的に理解し易い楽器である金管楽器から導入し、音域や奏法だけでなく、構造的な理解を伴って学習する。

可能な限り、実演を伴いつつ、また、視聴覚教材を用いて学習する。
各自、それぞれの楽器について、毎回、短いソロの楽曲を創作し、それについての意見交換等も実施する。

（１）トランペット
（２）ホルン
（３）トロンボーン
（４）ユーフォニアム、テューバ
（５）フルート
（６）クラリネット
（７）サキソフォン
（８）オーボエ、バスーン
（９）フリーリード、オルガン、その他の気鳴楽器
（10）ヴァイオリン、ヴィオラ
（11）チェロ、コントラバス
（12）ハープ、その他の弦鳴楽器
（13）膜鳴楽器、体鳴楽器
（14）電気・電子楽器、その他
（15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

倍音、振動等の音響学の基礎知識を前提とする。毎回扱う各楽器について、各自事前に研究し、音源、映像、楽譜等に、可能な限り多数、触
れておくこと。そして、テキストの内容を事前に精読しておくこと。それらを踏まえ、数小節でもよいので、できる限りその楽器のための小品を作
曲しておくこと。
また、授業内容を踏まえて、用意した小品のブラッシュアップをし、可能な限り友人等を通じて実演経験を経ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CRS017N

作曲基礎講義（楽器法）

足本　憲治

◆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 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

提出課題による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

本授業では、”コンピュータと作曲”あるいは”コンピュータと音楽”、その全体を俯瞰するといった広い視野を失わぬよう心がけつつ、作編曲の
作業を助ける「日用品」としてのコンピュータ使用法を学ぶ。
創造の思考を妨げない操作技術／操作知識の体得を目標とする。

◆授業内容・計画◆

1.シンセサイザーとシーケンサーについて理解する
2.MIDIデータの制作法を学ぶ（１）：音価、音高と音強
3.MIDIデータの制作法を学ぶ（２）：様々なコントロールデータ
4.ソフトウェアシンセサイザーの諸設定について理解する
5.録音の仕組みと方法について理解する
6.インサートプラグインの諸設定について理解する
7.ミックス作業の概要を理解する
8.楽譜データの制作法を学ぶ（１）：音符と休符の入力
9.楽譜データの制作法を学ぶ（２）：紙面の設定と印刷
10.楽譜データの制作法を学ぶ（３）：様々な記号の入力
11.楽譜データの制作法を学ぶ（４）：レイヤー処理
12.映像／画像データの扱い方について理解する
13.MIDIデータと楽譜データの相互運用法について理解する
14.制作データのパッケージングと送付の方法を理解する
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

履修者によっては、授業内の限られた時間では実習が不足する。レファレンスルームの環境を利用した復習を積極的に行うことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CRS018N

作曲基礎講義（ＤＴＭ）

足本　憲治

◆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,2年 クラス ０１

講義室 N-227 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

授業内容によっては、講義日程を調整し、3～4コマ連続してスタジオなどで実習を行う場合がありますので、その場合は事前に連絡します。
実習中心の授業になるので、内容に変更がある場合があります。
服装、特に靴に注意してください（サンダル・ハイヒール等は不可）

レポートの内容及び授業態度等の総合評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音の性質を理解し、簡単な楽器編成の録音を行い、作品の完成度を上げるための技術を取得する。

◆授業内容・計画◆

01:録音についての基礎知識
02:録音機材の取り扱い(接続と操作）
03:再生技術（スピーカー、ヘッドフォン）
04:マイクロフォンの特徴：種類による音の違い
05:マイクロフォンの特徴：位置による音の違い
06:フィールドレコーディング（野外：効果音）
07:音の処理技術①編集
08:音の処理技術②残響（リバーブ）
09:音の処理技術③イコライザ
10:音の処理技術④ダイナミックス
11:楽器録音（ソロ）
12:楽器録音（小編成）
13:作品作成①
14:作品作成②
15:まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回段階を踏んで授業を進めるので、必ずノートをとり、事前に復習して授業に望むこと。

◆成績評価の方法◆

CRS019N

録音実習

藤田　厚生

◆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 N-227 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

授業内容によっては、講義日程を調整し、3～4コマ連続してスタジオなどで実習を行う場合がありますので、その場合は事前に連絡します。
実習中心の授業になるので、内容に変更がある場合があります。
服装、特に靴に注意してください（サンダル・ハイヒール等は不可）

レポートの内容及び授業態度等の総合評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音の性質を理解し、簡単な楽器編成の録音を行い、作品の完成度を上げるための技術を取得する。

◆授業内容・計画◆

01:録音についての基礎知識
02:録音機材の取り扱い(接続と操作）
03:再生技術（スピーカー、ヘッドフォン）
04:マイクロフォンの特徴：種類による音の違い
05:マイクロフォンの特徴：位置による音の違い
06:フィールドレコーディング（野外：効果音）
07:音の処理技術①編集
08:音の処理技術②残響（リバーブ）
09:音の処理技術③イコライザ
10:音の処理技術④ダイナミックス
11:楽器録音（ソロ）
12:楽器録音（小編成）
13:作品作成①
14:作品作成②
15:まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回段階を踏んで授業を進めるので、必ずノートをとり、事前に復習して授業に望むこと。

◆成績評価の方法◆

CRS019N

録音実習

藤田　厚生

◆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,2年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

提出課題による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

”コンピュータと作曲”あるいは”コンピュータと音楽”、その全体を俯瞰するといった広い視野を失わぬよう心がけつつ、作編曲の作業を助ける
「日用品」としてのコンピュータ使用法を確実に学び、自身の創作活動へ活かせるようになる。 創作の思考を妨げない操作技術／操作知識を
習得する。

◆授業内容・計画◆

１年次の「作曲基礎講義（DTM）」での内容を踏まえ、以下の項目について、より発展的内容を理解し体得する。
主に Logic と Finale を使用し、様々な数値の設定方法を理解し、実践する。
また、小品の創作実習を通じ理解を深める。

1.シンセサイザの概念と各種パラメータ
2.MIDIデータにおけるコントロールチェンジとミキサー・オートメーション
3.シンセサイザによる小品の作曲実習
4.楽譜データの制作法（１）：スコアとパート譜の運用法
5.楽譜データの制作法（２）：読みやすい紙面設定と用途に合わせた出力
6.楽譜データの制作法（３）：様々な記号の設定と入力
7.録音に関する基本概念とマイク等の機材に関する主要知識
8.録音実習
9.インサートプラグインの諸設定
10.ミックス作業に関する基礎知識
11.トラックダウン実習
12.楽曲制作実習（１）
13.楽曲制作実習（２）
14.楽曲制作実習（３）
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

履修者によっては、授業内の限られた時間では実習が不足する。レファレンスルームの環境を利用した復習を積極的に行うことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CRS020N

ＤＴＭ演習Ⅰ

足本　憲治

◆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,2年 クラス ０１

講義室 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

提出課題による。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

”コンピュータと作曲”あるいは”コンピュータと音楽”、その全体を俯瞰するといった広い視野を失わぬよう心がけつつ、作編曲の作業を助ける
「日用品」としてのコンピュータ使用法を確実に学び、自身の創作活動へ活かせるようになる。 創作の思考を妨げない操作技術／操作知識を
習得する。

◆授業内容・計画◆

１年次の「作曲基礎講義（DTM）」並びに前期の内容を踏まえ、以下の項目について、より発展的内容を理解し体得する。
主に Logic と Finale を使用し、コンピュータにおける様々な数値の設定方法を理解し、実践できる。
また、小品の創作実習を通じ理解を深める。

1.サンプラの動作原理と操作方法（レイヤー、キースイッチなど）
2.生楽器演奏の再現（１）ピアノ
3.生楽器演奏の再現（２）ギター
4.生楽器演奏の再現（３）ドラムスとパーカッション
5.様々なジャンルの演奏再現（１）バンド
6.様々なジャンルの演奏再現（２）オーケストラ
7.様々なジャンルの演奏再現（３）民族音楽
8.映像データの併用と同期に関する基礎知識
9.楽譜ソフトにおける映像データの併用
10.様々なメディアへの対応、データ形式について
11.その他の様々な音楽ソフト
12.楽曲制作実習（１）
13.楽曲制作実習（２）
14.楽曲制作実習（３）
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

履修者によっては、授業内の限られた時間では実習が不足する。レファレンスルームの環境を利用した復習を積極的に行うことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CRS021N

ＤＴＭ演習Ⅱ

足本　憲治

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 N-308 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 1単位

備考

授業への取り組みの状況や、まとめの演奏、レポートにより、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

（１）20世紀以降に作曲された作品（主として演奏者が２人以上の作品）について、的確な読譜ができるようになる。（２）様々な奏法や記譜法を
知る。（３）作品解釈の多様な可能性について考え、深く考察した上での演奏ができるようになる。（４）作曲家の意図や考え方、作曲様式に関
する知識を得、演奏に反映することができるようになる。

◆授業内容・計画◆

第１回：　ガイダンス（学生の状態の把握と授業の説明）
第２回：「20世紀以降の小編成アンサンブルのために書かれた楽曲」の実例
第３回：　課題曲1-1　上記に基づく楽曲（学生の能力、興味を考慮に入れて、複数の楽曲を選ぶ）の読譜
第４回：　課題曲1-2　上記楽曲の作曲様式の研究と解釈の可能性
第５回：　課題曲1-3　上記楽曲の演奏のポイント
第６回：　課題曲1-4　上記楽曲の音楽表現の工夫
第７回：　課題曲1-5　上記楽曲の音楽表現の深化
第８回：　課題曲1-6　上記楽曲の仕上げと相互評価
第９回：「即興、パフォーマンス等を含む作品」の概観
第１０回：　課題曲2-1　上記に基づく作品（学生の能力、興味を考慮に入れて選ぶ）の読譜
第１１回：　課題曲2-2　上記作品の作曲様式の研究と解釈の可能性
第１２回：　課題曲2-3　上記作品の演奏のポイント
第１３回：　課題曲2-4　上記作品の音楽表現の工夫と深化
第１４回：　課題曲2-5　上記作品の仕上げと相互評価
第１５回：「現代音楽演奏実習Ⅰ」のまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業前に、取り上げる作品について十分に予習、練習をしておくこと。作曲者や作品の知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CRS022N

現代音楽演奏実習Ⅰ

井上　郷子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 N-308 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 1単位

備考

授業への取り組みの状況や、まとめの演奏、レポートにより、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

（１）20世紀以降に作曲された作品（主として演奏者が２人以上の作品）について、的確な読譜ができるようになる。（２）様々な奏法や記譜法を
知る。（３）作品解釈の多様な可能性について考え、深く考察した上での演奏ができるようになる。（４）作曲家の意図や考え方、作曲様式に関
する知識を得、演奏に反映することができるようになる。

◆授業内容・計画◆

第１回：「記譜（五線譜、様々なタイプの図形楽譜など）」についての考察
第２回：課題曲1-1　図形楽譜による楽曲（学生の能力、興味を考慮に入れて、複数のタイプの楽曲を選ぶ）の読譜
第３回：課題曲1-2　上記楽曲の、それぞれの楽曲に即したリアリゼーションの方法
第４回：課題曲1-3　上記楽曲の、それぞれのリアリゼーションに基づく作品解釈
第５回：課題曲1-4　上記楽曲の演奏のポイント
第６回：課題曲1-5　上記楽曲の音楽表現の工夫と深化
第７回：課題曲1-6　上記楽曲の仕上げと相互評価
第８回：「音楽におけるコミュニケーション」についての考察
第９回：課題曲2-1　上記に基づく楽曲（学生の能力、興味を考慮に入れて、複数の楽曲を選ぶ）の記譜
第１０回：課題曲2-2　上記楽曲の作曲様式の研究と解釈の可能性
第１１回：課題曲2-3　上記楽曲の演奏のポイント
第１２回：課題曲2-4　上記楽曲の音楽表現の工夫
第１３回：課題曲2-5　上記楽曲の音楽表現の深化
第１４回：課題曲2-6　上記楽曲の仕上げと相互評価
第１５回：「現代音楽演奏実習Ⅱ」のまとめの演奏
発表会

◆準備学習の内容◆

授業前に、取り上げる作品について十分に予習、練習をしておくこと。作曲者や作品の知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CRS023N

現代音楽演奏実習Ⅱ

井上　郷子

◆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 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

授業には毎回出席し復習を十分行うこと。

授業内実習評価、提出課題によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

新版 明解C言語 入門編
    （柴田望洋 著／ソフトバンククリエイティブ）
授業内配布資料

◆参考図書◆

よくわかるHTML5+CSS3の教科書（大藤 幹/マイナビ）
よくわかるJavaScriptの教科書（たにぐち まこと/マイナビ）

◆留意事項◆

C、JavaScript言語によるプログラミングの基礎を習得し、アプリ、Webサイト制作での応用を試みる。
コンピュータ、ネットワークに関する知識、ファイルシステムの構造、ファイル伝送の仕組み、基本的なコマンド、開発環境、C言語の文法、デー
タタイプ、式などに習熟する。

◆授業内容・計画◆

実習主体の講義を行い、コンピュータ操作の基本から問題解決や表現手段としてのプログラミングの有用性を学ぶ。
習得状況に照らし合わせながら下記項目を学習する。

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　　コンピュータ、ネットワークの構造と歴史
第３回　　Webサイトの制作とサーバシステム
第４回　　開発環境
第５回　　C言語の基本、変数
第６回　　式と演算式
第７回　　条件処理
第８回　　ループ処理
第９回　　配列、メディアプログラミング(音声、画像)
第１０回　関数、文字列
第１１回　ポインタ、構造体
第１２回　ファイル処理とライブラリの使用
第１３回　プログラミングの実際：OpenFrameworks
第１４回　プログラミングの実際：Arduino
第１５回　補遺とまとめ、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

各授業の前にあらかじめ教科書の該当箇所を通読しておくこと。
復習に力を入れること。

◆成績評価の方法◆

CML009N

マルチメディア・プログラミング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 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

授業には毎回出席し、復習を十分行うこと。
マルチメディア・プログラミングⅠ／コンピュータ系講義Ⅰを併せて履修すること。

授業内実習評価、提出課題によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

新版 明解C言語 入門編
　（柴田望洋 著／ソフトバンククリエイティブ）
iOSの教科書 (赤松正行、 神谷典孝 著)
授業内配布資料

◆参考図書◆

よくわかるHTML5+CSS3の教科書（大藤 幹/マイナビ）
よくわかるJavaScriptの教科書（たにぐち まこと/マイナビ）

◆留意事項◆

C言語、Objective-C言語、JavaScript言語、統合開発環境を用いたプログラミングを習得する。アプリ、Webサイト制作での応用を試みる。

◆授業内容・計画◆

C言語の様々なプログラミング手法、Objective-C 言語やユーザインターフェースを持つソフトウェアの作成方法を学び、実際に動作し配布でき
るレベルのアプリ制作への応用を目指す。
JavaScript言語、HTML5+CSS3を習得し、Webページ制作への応用を試みる。
実習主体の講義を行い、コンピュータ操作の基本から問題解決や表現手段としてのプログラミングの有用性を学ぶ。
習得状況に照らし合わせながら、下記項目を学習する。

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　　コンピュータ、ネットワークの構造と歴史
第３回　　Webサイトの制作とサーバシステム
第４回　　開発環境整備、統合開発環境について
第５回　　HTML5/CSS3、JavaScript
第６回　　ユーザインターフェース
第７回　　C言語応用
第８回　　メディアプログラミング応用(音声)
第９回　　メディアプログラミング応用(画像)
第１０回　メディアプログラミング応用(映像)
第１１回　オブジェクト指向プログラミング
第１２回　フレームワーク、ライブラリ
第１３回　アプリ制作 (OSX)
第１４回　アプリ制作 (iOS)
第１５回　補遺とまとめ、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

各授業の前にあらかじめ教科書の該当箇所を通読しておくこと。
復習に力を入れること。

◆成績評価の方法◆

CML010N

マルチメディア・プログラミング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 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

授業には毎回出席し、復習を十分行うこと。
マルチメディア・プログラミングⅣ を併せて履修すること。

出席、授業内実習、提出課題、プレゼンテーション等

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布資料

◆参考図書◆

よくわかるHTML5+CSS3の教科書（大藤 幹/マイナビ）
よくわかるJavaScriptの教科書（たにぐち まこと/マイナビ）
詳細! Swift iPhoneアプリ開発 入門ノート Swift 1.1+Xcode 6.1+iOS 8.1対応(大重美幸）

◆留意事項◆

JavaScript、C、Objective-Cでのプログラミングを学ぶ。 HTML5+CSS3、JQuery、各種フレームワークを駆使しWebサイト構築、Webアプリ、
MacOSやiOS上のアプリ制作を試み、公開までの手順と手続きを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

JavaScript、C、Objective-C言語などによるコンピュータプログラミングとWebページ制作、アプリ制作の実際を学ぶ。
様々な問題を解きながら、Webページ、Webアプリ、グラフィカルユーザインターフェースを持ったソフトウェアの製作、オブジェクト指向プログラミ
ング、メディアプログラミング、アプリ制作について習熟する。

実習主体の講義を行う。

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　　プログラミング言語理解度確認、より高度なプログラミング
第３回　　統合開発環境を使ったソフトウェア開発１
第４回　　統合開発環境を使ったソフトウェア開発２
第５回　　GUI設計と実装、Web/アプリの公開
第６回　　コンテンツの著作権
第７回　　ユーザインターフェースデザイン
第８回　　ソフトウェアデザイン、試作品の設計、実機検証
第９回　　マルチメディアプログラミング１
第１０回　　マルチメディアプログラミング２
第１１回　マルチメディアプログラミング３
第１２回　作品創作への応用
第１３回　試作品の開発１
第１４回　試作品の開発２
第１５回　補遺とまとめ

◆準備学習の内容◆

各授業の前にあらかじめ教科書の該当箇所を通読しておくこと。
復習に力を入れること。

◆成績評価の方法◆

CML011N

マルチメディア・プログラミングⅢ

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 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

留意事項内容の編集	授業には毎回出席し、復習を十分行うこと。
マルチメディア・プログラミングⅢを併せて履修すること。

出席、授業内実習、提出課題、プレゼンテーション等

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内配布資料

◆参考図書◆

よくわかるHTML5+CSS3の教科書（大藤 幹/マイナビ）
よくわかるJavaScriptの教科書（たにぐち まこと/マイナビ）
詳細! Swift iPhoneアプリ開発 入門ノート Swift 1.1+Xcode 6.1+iOS 8.1対応(大重美幸）
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（ビー・エヌ・エヌ新社）

◆留意事項◆

JavaScript、C、Objective-Cでのプログラミングを学ぶ。HTML5+CSS3、JQuery、各種フレームワークを駆使しWebサイト構築、Webアプリ、
MacOSやiOS上のアプリ制作を試み、公開までの手順と手続きを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

JavaScript、C、Objective-C言語などによるコンピュータプログラミング、ユーザインターフェースデザインとソフトウェアデザイン、Webページ制
作を学ぶ。
実際にWebページやアプリ制作を進めながら、iPhone 、iPadなどのデバイスのためのプログラミングやWebページ、Webアプリ、グラフィカル
ユーザインターフェースを持ったソフトウェアの製作、メディアプログラミング、複数環境を統合するための技術について学ぶ。
実習主体の講義を行い、各自の学習目的によりWeb制作班、iOSアプリ制作班などに分かれて実習を進める。

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　　ソフトウェアデザイン、Webデザイン、試作品の設計
第３回　　UIデザイン／入出力デバイスプログラミング１
第４回　　UIデザイン／入出力デバイスプログラミング２
第５回　　UIデザイン／入出力デバイスプログラミング３
第６回　　マルチメディアプログラミング１
第７回　　マルチメディアプログラミング２
第８回　　マルチメディアプログラミング３
第９回　　マルチメディアプログラミング４
第１０回　マルチメディアプログラミング５
第１１回　作品創作応用１
第１２回　作品創作応用２
第１３回　作品創作応用３
第１４回　作品創作応用４
第１５回　補遺とまとめ、プレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

各授業の前にあらかじめ教科書の該当箇所を通読しておくこと。
復習に力を入れること。

◆成績評価の方法◆

CML012N

マルチメディア・プログラミングⅣ

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 ０２

講義室 2-01 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ音楽講義IIも併せて履修すること

授業内で指定される課題の遂行状況
作品創作：ピアノの為の１９世紀までの音楽の様式、形式による作品の発表

◆教科書（使用テキスト）◆

分析に必要な楽譜などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

管弦楽法　W.ピストン

◆留意事項◆

楽曲分析を通して音楽的な考え方、手法を学ぶ。実際にそれらを使い作曲を試み、耳を通して知識を身体化し、創作のための洞察力を得る。
前期はとくに調性音楽の基本的な書法を体得する。 ライブ・コンピュータ音楽作品創作を志す学生のための-速習-楽曲分析クラス。ライブ・コ
ンピュータ音楽作品制作時、楽器パート作曲への手がかりを各自が見いだしていく。

◆授業内容・計画◆

範囲：ヨーロッパの１９世紀までの音楽を中心に行う
導入と発表のほかは三つの視点からの交互にアプローチを行っていく
a) 音楽を知る（２回）鑑賞と分析、解説
b) 音楽の語法の研究と実習（６回）　ポリフォニックな音楽、機能和声、転調法など
c) 音楽の構成についての分析（5回）音楽の構成法、形式、諸概念などとそれらを使った作曲

第１回　　オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第２回　　鑑賞と分析(1), 中世の音楽、ルネサンス期の音楽、モンテヴェルディーの音楽、バロック音楽など
第３回　　音楽の構成についての分析(1)、パッサカリア、変奏曲、各種の小形式などの基本原理
第４回　　音楽の構成についての分析(2)、パッサカリア、変奏曲、各種の小形式などの全体形式
第５回　　音楽の構成についての分析(3)、パッサカリア、変奏曲、各種の小形式など作曲技法
第６回　　音楽の語法の研究と実習(1)、パッサカリアの作曲実習／添削
第７回　　音楽の語法の研究と実習(2)、パッサカリアの作曲実習／添削
第８回　　鑑賞と分析(2)、古典派、ロマン派、またはそれらの外側または周縁にある音楽
第９回　　音楽の構成についての分析(4)、変奏曲の原理と音楽史の中での変遷
第１０回　音楽の構成についての分析(5)、変奏曲の基礎技法
第１１回　音楽の語法の研究と創作実習(3)、変奏曲の主題の構成、作曲実習の添削
第１２回　音楽の語法の研究と創作実習(4)、変奏曲の作曲実習／添削
第１３回　音楽の語法の研究と創作実習(5)、変奏曲の作曲実習／添削
第１４回　音楽の語法の研究と創作実習(6)、変奏曲の作曲実習／添削
第１５回　創作発表、研究発表試験の予行、討議

◆準備学習の内容◆

授業内で指定する資料を読み、聞いてくる

◆成績評価の方法◆

CML013N

コンピュータ音楽講義Ⅰ

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 ０２

講義室 2-01 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ音楽講義I を履修していること

授業内で指定される課題の遂行状況
作品創作:ピアノ以外の楽器をふくむ自由形式による無調作品の発表

◆教科書（使用テキスト）◆

分析に必要な楽譜などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

管弦楽法　W.ピストン

◆留意事項◆

楽曲分析を通して音楽的な考え方、手法を学ぶ。実際にそれらを使い作曲を試み、  耳を通して知識を身体化し、創作のための洞察力を得る。
後期はソナタ形式などの  大形式を体験したあと、現代の音楽の諸技法を概観し、その作曲技法を体験する。  ライブ・コンピュータ音楽作品創
作を志す学生のための速習楽曲分析クラス。ラ  イブ・コンピュータ音楽作品制作時、楽器パート作曲への手がかりを各自が見いだしていく。

◆授業内容・計画◆

範囲:ヨーロッパの1970年頃までの音楽
四つの視点からの交互にアプローチする。
a) 音楽を知る(2回)鑑賞と分析、解説
無調様式の音楽、拡大された調性音楽、モードなどを使った音楽
b) 音楽の語法の研究と実習(6回)
c) 音楽の構成について分析(2回)とそれらを使った作曲
d) 楽器について知る(2回)

モードを使った作曲法、12音音楽、ポリトナール音楽、その他など
ソナタ、ロンド、その他の複合的な大形式とその変形
弦楽器、管楽器その他について予習し、実際に演奏家を通して音をだしてみる

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 鑑賞と分析(1)、 ロマン派以降の大形式による音楽、形式の概念の変遷。
第3回 音楽の構成についての分析(1)、ソナタ形式などの大形式の原理
第4回 音楽の構成についての分析(2)、主題の構成、作品分析
第5回 音楽の語法の研究と創作実習(1)、モティーフ、転調法、課題の添削
第6回 音楽の語法の研究と創作実習(2)、着想の展開、課題の添削
第7回 音楽の語法の研究と創作実習(3)、課題の発表と講評、討議
第8回 鑑賞と分析(2)、近代音楽、現代音楽の概要、諸技法の概観
第9回 楽器について知る(1)、演奏家を招いてのワークショップ形式の楽器法の実習　(弦楽器)
第10回 音楽の語法の研究と実習(4)、現代、近代音楽の作曲法(半音階法/12音音楽/モード/偶然性の音楽、架空民族楽など)の説明と実習、
課題添削
第11回 音楽の語法の研究と実習(5)、現代、近代音楽の作曲法(複調/拡大された調性/確率音楽など)の説明と実習、課題添削
第12回 楽器について知る(2)、演奏家を招いてのワークショップ形式の楽器法の実習(管楽器)
第13回 音楽の語法の研究と実習(6)、現代、近代音楽の作曲法(ミニマル音楽/コンセプトによる音楽/サウンドスケープ/その他)の説明と実
習、課題添削
第14回 発表作品(課題)の添削
第15回 発表、研究発表試験の予行、討議

◆準備学習の内容◆

授業内で指定する資料を読み、聞いてくる

◆成績評価の方法◆

CML014N

コンピュータ音楽講義Ⅱ

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 2-01 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：1年次にコンピュータ音楽講義I,IIを履修していること。
コンピュータ音楽講義IVも併せて履修すること。

授業内で指定される課題の遂行状況
作品創作：ピアノを含まない三つ以上の楽器のための自由形式による作品の発表

◆教科書（使用テキスト）◆

分析に必要な楽譜などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

管弦楽法　W.ピストン

◆留意事項◆

楽曲分析を通して私たちの意識下に入りこんでいる音楽の認識方法を客体化し、創  作を通してそれらを自らの音楽的なアイデンティティーに
結びつけていく。ライ  ブ・コンピュータ音楽作品創作を志す学生のための速習楽曲分析クラス。ライ  ブ・コンピュータ音楽作品制作時、楽器
パート作曲への手がかりを各自が見いだしていく。

◆授業内容・計画◆

範囲:現在の音楽
四つの視点からの交互にアプローチを行っていく

a) 音楽を知る(2回)鑑賞と分析、解説現在世界で行われている音楽(民族音楽、現代音楽、商業音楽、各文化圏の古典音楽も含む)およびに各
文化圏の過去の音楽についても視野を広める。
b) 様式の分析研究と応用(5回)学生による音楽のスタイル、構成法について分析研究とそれに基づいた作曲学生は自分で一つの作品を選び、
その個別の作曲家によって行われてる音楽形式、手法、スタイル、その他文化圏固有の形式感に依拠する音楽語法を分析によって抽出し、そ
れにより作曲を行なう。
c) アンサンブル書法の基礎(3回)
d) 楽器ついて知る(3回)

簡単なピアノ曲(Burgmuellerなど)を木管5重奏に編曲してみる
弦楽器その他について予習し、実際に演奏家を通して音をだしてみる

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 鑑賞と分析(1) 現存の音楽を共時性、継時性から概観する
第3回 様式の分析研究と応用(1)、学生による研究発表(1)
第4回 様式の分析研究と応用(2)、学生による研究発表(2)
第5回 様式の分析研究と応用(3)、学生による研究発表(3)
第6回 楽器について知る(1)、演奏家を招いてのワークショップ形式の楽器法の実習(金管楽器)
第7 回 アンサンブル書法の基礎(1)、課題の説明
第8 回 アンサンブル書法の基礎(2)、課題の添削
第9 回 アンサンブル書法の基礎 (3)、課題の発表と講評、討議
第10回 鑑賞と分析(2)、音楽を共時性、継時性から概観する
第11回 楽器について知る(2)、演奏家を招いてのワークショップ形式の楽器法の実習(打楽器)
第12回 様式の分析研究と応用(4)、分析結果による作品の添削、討論
第13回 楽器について知る(3)、演奏家を招いてのワークショップ形式の楽器法の実習(その他)
第14回 様式の分析研究と応用(5)、分析結果による作品の添削、討論
第15回 発表、研究発表試験の予行、討議

◆準備学習の内容◆

授業内で指定する資料を読み、聞いてくる

◆成績評価の方法◆

CML015N

コンピュータ音楽講義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 2-01 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ音楽講義IIIを履修していること

授業内で指定される課題の遂行状況
作品創作：自由形式による自分の研究に基づく作品の発表
提出作品解説の小論文

◆教科書（使用テキスト）◆

分析に必要な楽譜などは授業開始時に指示する。

◆参考図書◆

管弦楽法　W.ピストン

◆留意事項◆

分析対象を分析しつつも、分析内容とは実は自分の知覚,認識の鏡像でもある。分  析という方法を自らの創作の道具としていくために、分析そ
のものについても考え  ながら分析の対象を広げ、自らのシステムを構築してみる。芸術及びに表現を可能  とする視座についても考えを深
め、音楽表現の理解、音楽テクノロジーの裏側に横  たわる音楽認知、認知科学についても知見を広げる。

◆授業内容・計画◆

範囲:現在の音楽
三つの視点からの交互にアプローチを行っていく

a) 音楽を知る(4回)鑑賞と分析、解説現在世界で行われている音楽(民族音楽、現代音楽、商業音楽、各文化圏の古典音楽も
含む)とその外側、周辺領域について知る。(サウンドアート、メディアアート、ダンス、パフォーマンス、その他)
b) 音楽の語法の研究と実習(7回)これまでに学んだ知見を総合し自分の音楽語法を構築する(主に音高システム、リズムシステム)
c) 音楽について分析、研究(2回)

音楽についての研究への導入(科学、音楽学、音楽理論など)

課題:自由形式による自分の研究に基づく作品の発表、作品解説の小論文

第1回 オリエンテーション(授業目標説明と導入)
第2回 鑑賞と分析(1) 現在世界で行われている音楽について
第3回 音楽の語法の研究と実習(1) 学生による研究発表
第4回 音楽の語法の研究と実習(2) 学生による研究発表
第5回 音楽の語法の研究と実習(3) 学生による研究発表
第6回 音楽について分析、研究(1) 音楽研究書などの紹介、解説
第7回 鑑賞と分析(2) サウンドアート、サウンドスケープ、インスタレーション
第8回 音楽の語法の研究と実習(4) 学生による研究発表
第9回 音楽の語法の研究と実習(5) 発表作品の添削
第10回 鑑賞と分析(3) ダンス、パフォーマンス(ダムタイプなど)
第11回 第6回音楽について分析、研究(2) 音楽心理学、音楽認知科学などの紹介
第12回 鑑賞と分析(4) その他の領域
第13回 第9回 音楽の語法の研究と実習(6) 発表作品の添削
第14回 第9回 音楽の語法の研究と実習(7) 発表作品の添削
第15回 発表、研究発表試験の予行、討議

◆準備学習の内容◆

授業内で指定する資料を読み、録音など聴いてくる

◆成績評価の方法◆

CML016N

コンピュータ音楽講義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 2-02 開講学期 前期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

各自の演奏できる楽器、あるいは演奏してみたい楽器をある程度考えてくること。

期末の作品発表を主にする。前期は個人作品の録音、もしくは実演によるもの

◆教科書（使用テキスト）◆

未定。テーマ決定後に通知。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

Studio Workにおける実際の音楽制作を広い視野で見聞しつつ過去の音楽作品、西洋音楽に留まらない音楽を媒介にした表現を自在に操り、
理解できる音楽人の育成を目指す。

◆授業内容・計画◆

ひとつの音楽作品、音楽家の思考創作プロセスを追体験することにより単なる技法や技術的側面を越えたリサーチを試みる。また、それぞれ
の音楽言語を豊かにしていくためにどのような学習方法を模索するべきかを実地に体験する。具体的にはテーマを定めたディスカッションと実
演、実際の演奏を積み重ねて現代の音楽とは何かを探る。テーマになるアーティストは年度ごとに協議の上で決定。過去にはバルトーク、ビ
ヨーク、ピアソラその他を取り上げている。コンピューター系の講義として広くDAW,シンセサイザーその他電子楽器の用法も実地に学ぶ。

◆準備学習の内容◆

指定された作品の学習。ディスカッションのための要素の準備、発表のための準備など。

◆成績評価の方法◆

CML017N

コンピュータ応用講義Ａ

井上　鑑

◆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 2-02 開講学期 後期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

後期発表の作品演奏。楽器演奏に限らずテクニカルな部分での表現を含む。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

Studio Workにおける実際の音楽制作を広い視野で見聞しつつ過去の音楽作品、西洋音楽に留まらない音楽を媒介にした表現を自在に操り、
理解できる音楽人の育成を目指す。

◆授業内容・計画◆

前期集中講義の成果の上に立ち、共同作業による創作の実際を体験する。テーマを定めて作曲もしくは編曲を各自の創作力と全体の方向性
の中で如何にまとめていくか、と言う体験を通じて音楽性を高める。従来のアンサンブル形式に留まらない多様な現代のニーズに向き合いな
がら、伝統の上に立脚した表現をするには何が必要かを模索する。クラス全員で合奏することが前提で作品作りを進めていく。

◆準備学習の内容◆

前期個人作品の分析。理想型となるアンサンブルのリサーチ、学習。

◆成績評価の方法◆

CML018N

コンピュータ応用講義Ｂ

井上　鑑

◆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 N-227 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

出席、授業内試験、レポート　実習への取り組み等を加味して判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に指定しませんが、必要な資料は授業内で配布します。

◆参考図書◆

隔月刊プロサウンド　　（以上ステレオサウンド社）
プロ音響データブック／日本音響家協会編　PAの全知識（リットー・ミュージック）

◆留意事項◆

現代の音楽発表で重要な要素であるステージ音響を基礎から学びます。

◆授業内容・計画◆

音響と機器の基礎
　実習ではギターなどの楽器使用してを実際にSRを体験します。スピーカーの置き方マイクロフォンの種類や、セッティングの方法などでの音
の違いを、自信の耳で確かめます。技術的な理論と実習を組み合わせて、特別な知識の無い学生にも理解しやすいようにカリキュラムは組ま
れています。
音響機器は学校の備品を使用しますので、この授業を受ける為に持つ必要はありません。
15回の配分は下記の通りとなります。

1	SRとはどう言う物なのかの、初歩からの考察
2	SR発達の歴史　　初歩の技術
3	機材の種類や使用方法
4	マイクロフォンの使い方　選び方
5	アンプ、スピーカーの使用方法、　置き方、鳴らし方など。
6	音場調整技術の考え方。イコライザーやコンプレッサーの調整
7	アナログ機器を使った　ＳＲ技術の習得。
8	デジタル音声技術の解説　利点と問題点
9	デジタル機器を多用したＳＲ技術の習得
10	大規模ＳＲ技術の解説とシステム設計
11	実際の楽器を使った　小規模SRの演習
12	実際の楽器を使った　中規模SRの演習
13	実際の楽器を使った　中規模SRの確認　反省
14	授業内試験　試験内容解説
15	全体の纏め

◆準備学習の内容◆

復習を確実に行って下さい。予習について到達度に準じてその都度指示します。

◆成績評価の方法◆

CML019N

コンピュータ応用講義Ｃ

小林　悟

◆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 2-04 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

授業内実習評価、試験発表

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ（神崎洋治ほか 著／日経BPソフトプレス）
ビデオ技術マニュアル（写真工業出版社）
MASTER of Pro Tools 11（藤本健 著／ビー・エヌ・エヌ新社）
Final Cut Pro X スーパーリファレンス（山口良介ほか 著／ソーテック社）
アートのための数学（牟田淳 著／オーム社）

◆留意事項◆

メディアアート作品創作を実践するための基盤となる多様な技術と方法論を習得できる。

◆授業内容・計画◆

とりわけ視覚的要素を伴ったメディアアート作品を創作する際に基盤となる、デジタルカメラやビデオの取り扱いに習熟し、編集方法を学ぶ。ま
た、より創造的なPro Toolsの活用法について学ぶ。
期末試験において、何らかの視覚的要素を含む作品を発表する。

1）デジタルカメラとビデオの活用法～焦点距離と画角
2）搾りと露出，ISO感度
3）シャッタースピード，被写界深度
4）RAW現像
5）Final Cut Pro～映像フォーマット，映像編集の基礎
6）エフェクト処理，圧縮
7）タイムライン操作，モーフィング
8）色調補正，合成
9）ワークショップ1
10）Pro Tools～創作のためのオーディオ波形編集
11）エフェクト処理，空間表現
12）ミキシングとマスタリング
13）ダイナミックレンジと音圧
14）ワークショップ2
15）まとめ

※各回の授業内容は学生の習得状況により変更することがある。

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習のほか、技術を応用した習作を多く制作すること。

◆成績評価の方法◆

CML020N

コンピュータ応用講義Ｄ

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 ０１

講義室 2-04 開講学期 前期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ応用コア履修者優先
Macintoshコンピュータの操作に慣れていること

講義における理解度評価と課題提出による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『デザイン・印刷知識集 DTP 増補改訂版』（GE企画センター）

◆参考図書◆

・『graphic design［視覚伝達デザイン基礎］』新島実監修（武蔵野美術大学出版局）
・『改訂新版  VISUAL DESIGN』  1～2（六耀社）
・『世界デザイン史』阿部公正監修（美術出版社）
・『日本デザイン史』竹原・森山監修（美術出版社）
・『芸術・デザインの色彩構成』朝倉直巳著（六曜社）
・『色彩百科ビギナーズ［増補改訂版］』（GE企画センター）
・『ヨハネス・イッテン色彩論』ヨハネス・イッテン著（美術出版社）
・『象徴形式としての遠近法』パノフスキー著（哲学書房）
・『黄金分割』柳亮著（美術出版社）

◆留意事項◆

視覚デザインの基礎およびグラフィック表現の基礎を学ぶ 。デジタルグラフィックデザイン、DTP、印刷・タイポグラフィの基礎的技法を習得する

◆授業内容・計画◆

・視覚デザインの概念、歴史的背景と現在
・造形表現と色彩計画の基礎
・視覚と遠近法
・印刷、タイポグラフィ
・DTP技法の修得
・Adobeのデザインツールの操作方法を修得
・ホームページデザインの可能性を探求
・Photoshopを使ったホームページ素材制作法
・課題制作

◆準備学習の内容◆

・美術史、デザイン史についての基礎認識

◆成績評価の方法◆

CMS021N

コンピュータ応用演習Ⅰ

西野　洋

◆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 教室未定 開講学期 後期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

履修定員：約10名
履修条件：コンピュータ応用コア履修者優先
Macintoshコンピュータの操作に慣れていること
コンピュータ応用演習Ⅰ「デジタル・ビジュアル・デザイン基礎１」を履修していること

講義における理解度評価と課題提出による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『デザイン・印刷知識集 DTP 増補改訂版』（GE企画センター）

◆参考図書◆

・『新版　タイポグラフィ・トゥデイ』ヘルムート・シュミット編著（誠文堂新光社）
・『typographie:A Manual of Design』	Emil Ruder（Niggli）

◆留意事項◆

視覚デザインの基礎およびグラフィック表現の基礎を学ぶ 。デジタルグラフィックデザイン、DTP、印刷・タイポグラフィの基礎的技法を習得する

◆授業内容・計画◆

・デジタルグラフィックデザイン表現技法の習得
・DTP、印刷・タイポグラフィ技法の習得、実技トレーニング
・DTP課題制作
・ホームページデザイン実習

◆準備学習の内容◆

印刷、タイポグラフィの基礎知識

◆成績評価の方法◆

CMS022N

コンピュータ応用演習Ⅱ

西野　洋

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

特になし

レポートによる評価

◆教科書（使用テキスト）◆

久保田慶一　「キーワード１５０音楽通論」（アルテスパブリッシング）

◆参考図書◆

適時指摘する

◆留意事項◆

音楽学という学問について学ぶ

◆授業内容・計画◆

１．音楽学とは
２．音楽学の歴史
３．音楽理論
４．音楽分析
５．音楽史（ギリシアからバロック）
６．音楽史（古典派から現代）
７．音楽美学（形式と内容）
８．音楽美学（楽譜と演奏）
９．音楽社会学（音楽の制度）
１０．音楽社会学（音楽聴の歴史）
１１．音楽民族学（歴史と理念）
１２．音楽と教育
１３．音楽と学習
１４．音楽学を展望する
１５．今後の学習を考える

◆準備学習の内容◆

事前に読んでおくべき教科書の該当部分を指摘するので、必ず読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

MML013N

音楽学入門

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 別科2-211 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

受講希望人数によっては調整をすることがあります。
演習が主ですので、遅刻・欠席は厳禁です。

レポート、完成作品を総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に指定しない。

◆参考図書◆

特に指定しない。

◆留意事項◆

共鳴の原理を理解し、楽器を作成する。

◆授業内容・計画◆

オルゴール共鳴箱の製作実習を通じて、ヘルムホルツ共鳴の原理を学ぶ。また、基本的な工具の使い方に慣れる。
1 スケッチ
2 ヘルムホルツ共鳴とは
3 設計
4 製図
5 墨入
6 木取
7 仮組み
8 まとめと評価
9 デザイン
10 鉛筆書き
12 彫刻
13 塗装
14 表面仕上げ
15 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

事前に配布する資料をよく読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

MMS017N

楽器製作演習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 別科2-211 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

受講希望人数によっては調整をすることがあります。
演習が主ですので、遅刻・欠席は厳禁です。

レポート、完成作品を総合評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に指定しない。

◆参考図書◆

特に指定しない。

◆留意事項◆

カリンバを作成する。

◆授業内容・計画◆

カリンバの製作実習を通じて、発音と共鳴の原理を学ぶ。また、基本的な工具の使い方に慣れる。

1 スケッチ
2 共鳴と音の関係
3 設計
4 製図
5 墨入
6 木取
7 仮組み
8 まとめと評価
9 デザイン
10 鉛筆書き
12 彫刻
13 塗装
14 表面仕上げ
15 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

事前に配布する資料をよく読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

MMS018N

楽器製作演習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,3年 クラス ０２

講義室 2-32 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

平常点及び期末実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配付。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

室内楽、声楽及び管弦楽の諸作品をピアノで演奏表現できることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

様々なスコアをピアノで弾くこと、さらにはそれを演奏表現にまで高めることを目標とする。各々の能力水準に合わせたグループレッスン形態で
授業を進める。
前期：様々な音部記号と移調記号の読譜訓練・2声から多声に及ぶ総譜視奏の練習

第1回　ガイダンス
第2回　ト音譜表による作品（バッハ無伴奏　パルティータ）
第3回　バッハ無伴奏　パルティータ
第4回　通奏低音の実践(３和音)①
第5回　通奏低音の実践(属七和音)②
第6回　大譜表の練習
第7回　２声の総譜(ハ音記号を含む)
第8回　アルト譜表による総譜視奏
第9回　テノール譜表による総譜視奏
第10回　ソプラノ譜表による総譜視奏
第11回　アルトとテノール譜表による総譜視奏
第12回　ソプラノとバス譜表による総譜視奏
第13回　メゾ・ソプラノとバス譜表による総譜視奏
第14回　バリトンとバス譜表による総譜視奏
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

読譜の学習

◆成績評価の方法◆

CRS024N

総譜奏法ＡⅠ

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,3年 クラス ０２

講義室 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

平常点及び期末実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配付。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

室内楽及び声楽の諸作品をピアノで演奏表現できることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

様々なスコアをピアノで弾くこと、さらにはそれを演奏表現にまで高めることを目標とする。各々の能力水準に合わせたグループレッスン形態で
授業を進める。
後期：前期授業で学んだ基礎を発展させる。室内楽作品の総譜視奏。

第1回  前期の復習
第2回  様々なハ音記号を取り入れた総譜視奏
第3回  3段譜の総譜視奏
第4回  弦楽三重奏の総譜視奏①(モーツァルト作品)
第5回  弦楽三重奏の総譜視奏②(ぺートーベン作品)
第6回  移調楽器の説明
第7回  クラリネットＢ管の視奏①(ベートーベン作品)
第8回  クラリネットＢ管の視奏②(ブラームス作品)
第9回  クラリネットＡ管の視奏①(モーツァルト作品)
第10回  クラリネットＡ管の視奏②(ウェーバー作品)
第11回  ホルンＦ管の視奏①(単旋律による作品)
第12回  ホルンＦ管の視奏②(２声による作品)
第13回  Ｅｓ管楽器の視奏
第14回  サクソフォーンＥｓ管の視奏
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

読譜の学習

◆成績評価の方法◆

CRS025N

総譜奏法ＡⅡ

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,2年,4年 クラス ０２

講義室 2-32 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

平常点及び期末実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントの配布とスコア。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

室内楽、声楽及び管弦楽の諸作品をピアノで演奏表現できることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

様々なオーケストラ作品をピアノで弾くこと、さらにはそれを演奏表現にまで高めることを目標とする。各々の能力水準に合わせたグループレッ
スン形態で授業を進める。
前期：様々な移調楽器の読譜訓練・室内楽作品の総譜視奏の練習

第1回  移調楽器の視奏復習①(Ｂ管)
第2回  移調楽器の視奏復習②(Ｆ管)
第3回  弦楽四重奏の総譜視奏(練習課題)
第4回  弦楽四重奏の総譜視奏（Haydu)
第5回  弦楽四重奏の総譜視奏（Mozart)
第6回  弦楽四重奏の総譜視奏（Beethoven)
第7回  木管三重奏の総譜視奏①(練習課題)
第8回  木管三重奏の総譜視奏②(モーツァルト作品)
第9回  木管三重奏の総譜視奏③(ぺートーべン作品)
第10回  木管五重奏の分析(練習課題)
第11回  木管五重奏の総譜視奏(実作品を用いる)
第12回  オーケストラ楽器の総譜による分析(練習課題)
第13回  オーケストラ譜のピアノ用編曲①(ハイドン作品)
第14回  オーケストラ譜のピアノ用編曲②(モーツァルト作品)
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

読譜の学習

◆成績評価の方法◆

CRS026N

総譜奏法ＡⅢ

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,2年,4年 クラス ０２

講義室 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

平常点(出席率)及び期末実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

スコアを各自持参すること。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

室内楽、声楽及び管弦楽の諸作品をピアノで演奏表現できることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

様々なオーケストラ作品をピアノで弾くこと、さらにはそれを演奏表現にまで高めることを目標とする。各々の能力水準に合わせたグループレッ
スン形態で授業を進める。
後期：前期授業で学んだ基礎を発展させる。様々な様式による室内楽作品・管弦楽作品の総譜視奏。

第1回  ハイドンのシンフォニーの分析
第2回  ハイドンのシンフォニーの視奏
第3回  モーツァルトのシンフォニーの分析
第4回  モーツァルトのシンフォニーの視奏
第5回  ベートーベンのシンフォニーの分析
第6回  ベートーベンのシンフォニーの視奏
第7回  メンデルスゾーンのシンフォニーの分析
第8回  メンデルスゾーンのシンフォニーの視奏
第9回  チャイコフスキーのシンフォニーの分析
第10回  チャイコフスキーのシンフォニーの視奏
第11回  ドビッシ―のオーケストラ作品のピアノ用編曲①(牧神の午後の前奏曲)
第12回  ドビッシ―のオーケストラ作品のピアノ用編曲②(海)
第13回  ラヴェルのオーケストラ作品の総譜視奏のための作品分析(マ・メール・ロア)
第14回  ラヴェルのオーケストラ作品の総譜視奏(マ・メール・ロア
第15回  まとめ

◆準備学習の内容◆

読譜の学習

◆成績評価の方法◆

CRS027N

総譜奏法ＡⅣ

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,3年 クラス ０１

講義室 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

このクラスでは、コード進行を中心に編曲法を学ぶが、既に和声の基礎知識がある事。従って、作曲科学生は優先される。他学科学生で和声
の知識が無い者は、編曲法BI,BIIを受講して下さい。

編曲作品の提出および平常の授業への取り組みを評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・BGMのすべて アドリブメロディー付 改訂新版 ベスト356
小森谷清　著編　全音楽譜出版社
・決定版　音楽理論ワークブック　ポピュラー音楽を完全理解　北川祐編著　リットーミュージック

◆参考図書◆

イメージした通りに作曲する方法50 恋愛感情や日常の出来事をどんどん曲にしよう！ （CD付き）リットーミュージック　梅垣ルナ著

思いどおりに作曲ができる本 Q＆A方式で音楽制作の実践テクニックをピンポイント解説!(CD2枚付き) [単行本]リットーミュージック　河村ケン
著

◆留意事項◆

簡単なメロディーに相応しいコード進行を付け、いろいろな手法で編曲できる。

◆授業内容・計画◆

１)   ①コード進行のパターンとポップス楽曲の類型を見ながらコードネームの徹底を行う。
　　  ②パソコン(シークェンサー）に既成曲を選びメロディとコードを打ち込んでみる（その１）
２)   既成曲のBassLineとchordをPCに打ち込んでみる。（その２）
３)   ２)の曲のメロディを打ち込みリズムパターンを入れる。
４)   既成曲のコードをより進化したコードに変更する。①トニック系②サブドミナント系③ドミナント
      系の各Reharmonisationを学ぶ。
５)   ４)で学んだコードに伴奏形（アルペジオ、バッキング、ベースライン）を打ち込んでみる。
６)   Secondory Dominauteシステムを既成曲に当てはめてメロディとコードをPCに打ち込む。
７)   Ⅱm₇→Ⅴ₇システムを既成曲に当てはめてメロディとコード、ベース、リズムをPCに打ち込む。
８)   ６)７)の楽曲に代理コードシステムを当てはめてみてコード、ベースを変更してみる。
９)   ある楽曲を他のジャンルに変更してみる。
      その際、リズム＜伴奏形＜フィルイン＜ベースパターン＜メロディフェイクを行ってみる。
１０) ９)で行った変更にコード的変更（ジャンルによる）を行う。
１１) ９)１０)で行った変更にイントロ、エンディング（ジャンルによる）を付けてみる。
１２) ある既成曲のメロディを多声化(Voicing)してみる。
　　　その際①メロディ対和声音を付加する②メロディ対非声音を付加する
１３) １２)で行った多声化をさらに音域を拡大して弦楽5部合奏の仕様に発展してみる。
１４) １３)で行った多声化に対してBassリズムパターンを加えてみる。
１５) 授業内試験(発表)

◆準備学習の内容◆

クラッシック音楽またはクラッシック以外の音楽、ポピュラー音楽、J-Popなどを聴いて、コードの変化について考察しておく。

◆成績評価の方法◆

CRS028N

編曲法ＡⅠ

丸山　和範

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

このクラスでは、コード進行を中心に編曲法を学ぶが、既に和声の基礎知識がある事。従って、作曲科学生は優先される。多学科学生で和声
の知識が無い者は、編曲法BI,BIIを受講して下さい。
作品発表提出などのPCの使用不使用は任意

編曲作品の提出および平常の授業への取り組みを評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

●BGMのすべて アドリブメロディー付 改訂新版 ベスト356
小森谷清　著編　全音楽譜出版社
●決定版　音楽理論ワークブック　ポピュラー音楽を完全理解　北川祐編著　リットーミュージック
編曲法AIIで使用
●実践アレンジ・テクニック（デジタル世代の音楽教本）外山一彦 ビーエヌエヌ新社

◆参考図書◆

イメージした通りに作曲する方法50 恋愛感情や日常の出来事をどんどん曲にしよう！ （CD付き）リットーミュージック　梅垣ルナ著

思いどおりに作曲ができる本 Q＆A方式で音楽制作の実践テクニックをピンポイント解説!(CD2枚付き) [単行本]リットーミュージック　河村ケン
著

◆留意事項◆

ポピュラー音楽全般のアレンジ方法を自分なりのやり方でできるようになる。

◆授業内容・計画◆

1楽曲への編曲への予備知識
①コーラス形式、アドリブ部分、間奏などの作り方。
2②ベースライン
3③バッキング のいろいろと楽器
4④カウンターラインと楽器
5⑤フィルインと楽器
6ピアノ伴奏付き合唱曲への編曲に取り組む（1）
低音部ハーモニーゼーション声部書法
高音部ハーモニーゼーション声部書法
7ピアノ伴奏付き合唱曲への編曲に取り組む（2）
低音部ハーモニーゼーション声部書法
高音部ハーモニーゼーション声部書法
8ピアノ伴奏付き合唱曲への編曲に取り組む（3）
低音部ハーモニーゼーション声部書法
高音部ハーモニーゼーション声部書法
9ヒット曲からの学習（歌謡曲、J-POP,シャンソン、JAZZ音楽、ロック音楽各種、BlackMusic,ワールドミュージック、歴史的代表全米ポップスな
ど）から例を見る（1）
10ヒット曲からの学習（歌謡曲、J-POP,シャンソン、JAZZ音楽、ロック音楽各種、BlackMusic,ワールドミュージック、歴史的代表全米ポップスな
ど）から例を見る（2）
11ストリングスアンサンブル書法
12編成と規模～ソロ／デュオ／バンド／オケ～インスト曲のアレンジを学習する為、２台キーボード（1）
13編成と規模～ソロ／デュオ／バンド／オケ～インスト曲のアレンジを学習する為、２台キーボード（2）
14編成と規模～ソロ／デュオ／バンド／オケ～インスト曲のアレンジを学習する為、２台キーボード（3）
15まとめと評価（発表）

◆準備学習の内容◆

Jpopやジャズがどんな形式で出来ているかに興味を持ち、自分なりの形式にたいするイメージが持てる様にしておく。

◆成績評価の方法◆

CRS029N

編曲法ＡⅡ

丸山　和範

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

PCを使用してアレンジの学習をする。
なるべくMac使用を志すもの、既に使用者が望ましい。
作曲科学生、又編曲法AI,AII修了者優先。

五線紙持参

平常の授業への取り組み、学期末授業内試験として課される編曲による評価をする。

◆教科書（使用テキスト）◆

●サウンドとオーディオ技術の基礎知識／坂本真一／リットーミュージック

●DTMトラック制作術／永野光浩著／スタイルノート社

●実践アレンジ・テクニック（デジタル世代の音楽教本）外山一彦 ビーエヌエヌ新社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

典型的なポピュラー音楽の構造を、PCシーケンサーの支援によって理解し、ジャズ音楽etcの基本的な編曲ができるようにする。

◆授業内容・計画◆

1①PCリズムシーケンスパターンを使用した各ジャンル対応した編曲（1）
2①PCリズムシーケンスパターンを使用した各ジャンル対応した編曲（2）
3②JAZZ音楽系
ピアノトリオスタイルの各パートの動きを考察して編曲（1）
4②JAZZ音楽系
ピアノトリオスタイルの各パートの動きを考察して編曲（2）
5②JAZZ音楽系
ピアノトリオスタイルの各パートの動きを考察して編曲（3）
6ビッグバンドスタイルの各パートの動きを考察して編曲（1）
7ビッグバンドスタイルの各パートの動きを考察して編曲（2）
8ビッグバンドスタイルの各パートの動きを考察して編曲（3）
9③あるメロディーをポップス曲に仕上げる為にポップス系の典型的なエッセンス～’８０～’１４の流行したFusion音楽の代表曲を聴き考察する
10上記9の楽曲の各パートの動き、コード進行の特徴を考察した編曲をする（1）
11上記9の楽曲の各パートの動き、コード進行の特徴を考察した編曲をする（2）
12上記9の楽曲の各パートの動き、コード進行の特徴を考察した編曲をする（3）
13上記9の楽曲の各パートの動き、コード進行の特徴を考察した編曲をする（4）
14上記9の楽曲の各パートの動き、コード進行の特徴を考察した編曲をする（5）
15まとめと評価（発表）

◆準備学習の内容◆

ジャズ音楽のコード、コード進行、使用されるテンションなどについて、曲をよく聴いて意識する習慣をつけること。

◆成績評価の方法◆

CRS030N

編曲法ＡⅢ

丸山　和範

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 6-020 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

PCを使用してアレンジの学習をする。
なるべくMac使用を志すもの、既に使用者が望ましい。
作曲科学生、又編曲法AI,AII修了者優先。

五線紙持参

平常の授業への取り組み、学期末授業内試験として課される編曲による評価をする。

◆教科書（使用テキスト）◆

●サウンドとオーディオ技術の基礎知識／坂本真一／リットーミュージック

●DTMトラック制作術／永野光浩著／スタイルノート社

●実践アレンジ・テクニック（デジタル世代の音楽教本）外山一彦 ビーエヌエヌ新社

◆参考図書◆

※（参考書）作曲エクササイズ４０／杉山泰／リットーミュージック

◆留意事項◆

ワールドミュージック、ニューエイジミュージックと言われる汎用されている現行のメディアに流れる音楽を聴き考察して、オリジナルなスタイル
の編曲ができることを目指す。

◆授業内容・計画◆

1 ワールドミュージック～ケルト系、リバーダンスの音楽の構造、楽器編成について学習考察する
2 上記1のスタイルでの編曲を行う（1）
3 上記1のスタイルでの編曲を行う（2）
4 Bulgarian Voice、Ladysmith Black Mambazoなど地声発生による合唱スタイル音楽の構造、楽曲の作り方について学習考察する
5 Enigma、Adiemus、DeepForestなどのシーケンサーと民族音楽との結合による楽曲を聴いて、曲の構造について考察
6 4または5のスタイルによる編曲を行う（1）
7 4または5のスタイルによる編曲を行う（2）
8 4または5のスタイルによる編曲を行う（3）
9 4または5のスタイルによる編曲を行う（4）
10 Enya、Eric Whitacre、Libera、あはがり、Ofra Haza、ビョークについて聴き、考察し、新しい声による楽曲スタイルの可能性を考える（1）
11 Enya、Eric Whitacre、Libera、あはがり、Ofra Haza、ビョークについて聴き、考察し、新しい声による楽曲スタイルの可能性を考える（2）
12 チェン・ミン、りんけんバンド、ピアソラについて聴き、考察し、新しいインストルメントによる楽曲スタイルの可能性を考える
13 自分のスタイルのオリジナルテイストのアレンジをして行く為にYouTubeなどでエレクトロニカ系、番組テーマの例を数多く聴いて学習豊富な
DVDやCDを聴いて各時代のポップスの名曲を理解する
14 まとめと評価（編曲の提出と発表）

◆準備学習の内容◆

ケルト音楽もしくはワールドミュージックといわれる音楽を聴き、その豊潤な背景について考えること。

◆成績評価の方法◆

CRS031N

編曲法ＡⅣ

丸山　和範

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

テキスト２冊、五線紙を毎回持参すること。

提出課題と平常点により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・新総合音楽講座8『管弦楽法概論』河江 一仁著
  （ヤマハミュージックメディア）

・『管弦楽技法ゴードン・ヤコブ著, 宗像敬訳
   （音楽之友社）

◆参考図書◆

・完本 『管絃楽法』伊福部 昭 著（音楽之友社）
　（世界的な名著です。各楽器について詳細に解説されており、作編曲を志す人は必読の書です。）

・Samuel Adler: "The Study of Orchestration" (W.W.Norton & Company)
（独習には非常に有効な書籍です。非常に豊富な譜例が掲載されており、CDも別途発売されています。高価かつ英語ですが、購入して研究す
ることを勧めます。図書館にも所蔵されています。）

・『管弦楽法』ウォルター・ピストン著, 戸田 邦雄 訳（音楽之友社）
　（上記の本より詳しくはありませんが、要領よくまとまっており、譜例の選択も的を得ています。）

◆留意事項◆

(1) オーケストラ各楽器の楽器法（メカニズム、特性、奏法等）を知る。
(2)ピアノ曲をスコアリングすることで、管弦楽特有の基礎的「語法」を知る。
・可能な限り音源や試演により、実際に音を聴き体感的に学習する。
・弦楽器、木管楽器、金管楽器各々の組み合わせによるスコアリングを行う。

◆授業内容・計画◆

((1) この授業について。オーケストレーションとは。
(2) 弦楽器の楽器法1
(3) 弦楽器の楽器法2／弦楽合奏のスコアリング1
(4) 弦楽合奏のスコアリング2
(5) ハープの楽器法
(6) 木管楽器の楽器法1
(7) 木管楽器の楽器法2
(8) 木管合奏のスコアリング1
(9) 木管合奏のスコアリング2
(10) 弦楽合奏による試演*
(11) 金管楽器の楽器法1
(12) 金管楽器の楽器法2
(13) 木管五重奏による試演*
(14) 打楽器の楽器法1
(15) まとめ

　*試演の時期は変更の可能性あり。また諸般の事情により実施できない場合もあり得る。

◆準備学習の内容◆

出された課題を実施してくることは自明のことであるが、それだけに留まらず、日頃からなるべく多く様々な様式の作品のスコアを音源と共に読
むこと。

◆成績評価の方法◆

CRS032N

管弦楽法ＡⅠ

藤井　喬梓, 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,2年,3年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

テキスト２冊、五線紙を毎回持参すること。

提出課題と平常点により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

・新総合音楽講座8 『管弦楽法概論』
   河江 一仁著 （ヤマハミュージックメディア）

・『管弦楽技法』ゴードン・ヤコブ著, 宗像敬訳
    （音楽之友社）

◆参考図書◆

・完本 『管絃楽法』伊福部 昭 著（音楽之友社）
　（世界的な名著です。各楽器について詳細に解説されており、作編曲を志す人は必読の書です。）

・Samuel Adler: "The Study of Orchestration" (W.W.Norton & Company)
（独習には非常に有効な書籍です。非常に豊富な譜例が掲載されており、CDも別途発売されています。高価かつ英語ですが、購入して研究す
ることを勧めます。図書館にも所蔵されています。）

・『管弦楽法』ウォルター・ピストン著, 戸田 邦雄 訳（音楽之友社）
　（上記の本より詳しくはありませんが、要領よくまとまっており、譜例の選択も的を得ています。）

◆留意事項◆

管弦楽法（オーケストレーション）の基礎を身につける。
・優れた管弦楽作品を分析し、それらの書法を学ぶ。
・自作または編曲によるオーケストレーションを行う。

◆授業内容・計画◆

(1) 後期の授業内容について。編曲の概念。スコア、パート譜の書き方。
(2) 木管とホルンのコンビネーション
(3) 金管五重奏による試演
(4) 小編成管弦楽1
(5) 小編成管弦楽2
(6) 小編成管弦楽3
(7) フルオーケストラのスコアリング1
(8) フルオーケストラのスコアリング2
(9) フルオーケストラのスコアリング3
(10) 提出編曲作品の添削と講評
(11) フルオーケストラのスコアリング4
(12) フルオーケストラのスコアリング5
(13) オーケストラによる試演*
(14) オーケストレーションにおける一般的な注意事項
(15) まとめ

    *試演の時期は変更の可能性あり。また諸般の事情により実施できない場合もあり得る。

◆準備学習の内容◆

出された課題を実施してくることは自明のことであるが、それだけに留まらず、日頃からなるべく多く様々な様式の作品のスコアを音源と共に読
むこと。

◆成績評価の方法◆

CRS033N

管弦楽法ＡⅡ

藤井　喬梓, 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,3年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 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・平常点（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）、音楽学研究コースの
　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。
・学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◆

MML007N

音楽情報研究法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,3年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 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・平常点（ディスカッション）・期末レポート。

◆教科書（使用テキスト）◆

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）、音楽学研究コースの
　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、
　大学院修士過程（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◆

MML008N

音楽情報研究法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 1年,2年,4年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 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・平常点（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）、音楽学研究コースの
  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。
・学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◆

MML009N

音楽情報研究法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 1年,2年,4年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 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・平常点（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、 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◆

MML010N

音楽情報研究法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 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

授業は２つのクラスに分かれて、各担当者により１．から７．、８．から14．という２つのシリーズで行われる。１つのクラスは、この順番通りに授
業を受ける。もう１つのクラスは８．から14．を先に受講してから１．から７．の授業を受ける。

授業内でのディスカッション等に積極的に参加できるよう、気が付いたことをメモするなどして、その内容について考え、自分なりの意見をまと
めておく。

（１）（２）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についても評価する。
（３）（４）定期試験により評価。
これらを総合的に評価する。

◆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、授業内で提示する。

◆留意事項◆

（１）音楽教育の基礎・基本について理解する。（２）体験を通して、音楽教育の諸理論の理解を深める。（３）日本の近代から現代にかけての音
楽教育の歴史を理解する。（４）歴史的・社会的諸条件と音楽・教育の双方向的な関係を理解する。（１）（２）は塩原が担当する。（３）（４）は山本
が担当する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）

１．オリエンテーション：音楽教育の目的と意義
２．うたうこと
３．共に奏でること
４．音・音楽をつくること
５．音・音楽を聴くこと
６．音楽を教えることとは？
７．音楽教育の基礎・基本について

（３）（４）
８．日本の音楽教育の現在と未来
９．戦後日本の音楽教育１　放送・楽器産業と音楽教育
10．戦後日本の音楽教育２　学習指導要領と学校音楽教育
11．童謡運動と音楽教育
12．文部省唱歌と音楽教育
13．伊澤修二と音楽教育
14．稽古・伝承・作り歌と音楽教育

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料等は事前に読み、整理して、次の授業に備える。

◆成績評価の方法◆

MEL001N

音楽教育講義Ａ

１ＥＡ

塩原　麻里, 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 ０２

講義室 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

授業は２つのクラスに分かれて、各担当者により１．から７．、８．から14．という２つのシリーズで行われる。１つのクラスは、この順番通りに授
業を受ける。もう１つのクラスは８．から14．を先に受講してから１．から７．の授業を受ける。

授業内でのディスカッション等に積極的に参加できるよう、気が付いたことをメモするなどして、その内容について考え、自分なりの意見をまと
めておく。

（１）（２）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についても評価する。
（３）（４）定期試験により評価。
これらを総合的に評価する。

◆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、授業内で提示する。

◆留意事項◆

（１）音楽教育の基礎・基本について理解する。（２）体験を通して、音楽教育の諸理論の理解を深める。（３）日本の近代から現代にかけての音
楽教育の歴史を理解する。（４）歴史的・社会的諸条件と音楽・教育の双方向的な関係を理解する。（１）（２）は塩原が担当する。（３）（４）は山本
が担当する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）

１．オリエンテーション：音楽教育の目的と意義
２．うたうこと
３．共に奏でること
４．音・音楽をつくること
５．音・音楽を聴くこと
６．音楽を教えることとは？
７．音楽教育の基礎・基本について

（３）（４）
８．日本の音楽教育の現在と未来
９．戦後日本の音楽教育１　放送・楽器産業と音楽教育
10．戦後日本の音楽教育２　学習指導要領と学校音楽教育
11．童謡運動と音楽教育
12．文部省唱歌と音楽教育
13．伊澤修二と音楽教育
14．稽古・伝承・作り歌と音楽教育

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料等は事前に読み、整理して、次の授業に備える。

◆成績評価の方法◆

MEL001N

音楽教育講義Ａ

１ＥＢ

山本　幸正, 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 2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

事前に管弦楽、吹奏楽、室内楽等の生演奏を鑑賞しておくこと。

試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリントを配布

◆参考図書◆

管打楽器の新しい楽器学と演奏法/ヤマハ株式会社
楽器学入門／金光威和著　音楽の友社
楽器学／郡司すみ著　国立音楽大学出版課
オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑1～4／佐伯茂樹著　小峰出版
打楽器辞典／網代景介・岡田知之著　音楽之友社
国立音楽大学楽器資料館

◆留意事項◆

オーケストラや室内楽、吹奏楽で使用される木管、金管、打楽器の取扱い方、音域、代表的な楽曲について説明することができる。

◆授業内容・計画◆

オーケストラ、吹奏楽で使用される木管、金管、打楽器、弦楽器について講義する。
実際に楽器を演奏して、その音色、音域、奏法、メンテンナンスについて説明する。
また、各楽器の代表的な楽曲と歴史について説明する。

1.器楽の分類について
2.木管楽器について　フルート
3.オーボエ
4.ファゴット
5.サクソフォーン
6.金管楽器について トランペット
7.ホルン
8.トロンボーン
9.ユーフォニアム
10.テューバ
11.弦楽器について  ヴァイオリン
12.ヴィオラ
13．チェロ
14.コントラバス
15.打楽器について

◆準備学習の内容◆

授業前に、説明する楽器の代表的な楽曲を聴いておくこと。
また、オーケストラや吹奏楽、室内楽のコンサートを普段から聴いているようにすること。

◆成績評価の方法◆

MEL002N

音楽教育講義Ｂ

２Ｅ

大澤　健一

◆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 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

授業は２つのクラスに分かれて、各担当者より１．から７．、８．から14．という２つのシリーズで行われる。1つのクラスは、この順番通りに授業を
受ける。もう１つのクラスは８．から14．を受講してから、１．から７．の授業を受ける。

動きやすい服装で参加すること。

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、総合的に判断する。

◆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、授業内で紹介する。

◆留意事項◆

（１）ドイツ語圏の音楽教育の特徴について理解する。（２）オルフの音楽教育について体験を通して理解する。（３）イギリスの音楽教育の特徴
について理解する。（４）世界で実践されている重要な音楽教育メソッドについて理解する。（１）（２）は中地が担当する。（３）（４）は塩原が担当
する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）

１．オルフ・シュールヴェルク（１）：ボディー・パーカッション
２．オルフ・シュールヴェルク（２）：ことばのリズム
３．オルフ・シュールヴェルク（３）：５音音階
４．オルフ・シュールヴェルク（４）：さまざまな旋法
５．ドイツ語圏の音楽教育（１）：音楽と社会
６．ドイツ語圏の音楽教育（２）：音楽と美術
７．ドイツ語圏の音楽教育（３）：音楽と歴史

（３）（４）

８．イギリスの音楽教育の特徴
９．ナショナル・カリキュラムと学校音楽教育
10．他領域と関連させた音楽教育
11．音楽教育における創造的アプローチ
12．コダーイメソッドと合唱
13．スズキ・メソッドと器楽教育
14．音楽と動きのアプローチ：ダルクローズ・リトミック

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料等は、事前に読んで準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MEL003N

音楽教育講義Ｃ

２ＥＡ

塩原　麻里, 中地　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 ０２

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 2単位

備考

授業は２つのクラスに分かれて、各担当者より１．から７．、８．から14．という２つのシリーズで行われる。1つのクラスは、この順番通りに授業を
受ける。もう１つのクラスは８．から14．を受講してから、１．から７．の授業を受ける。

動きやすい服装で参加すること。

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、総合的に判断する。

◆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、授業内で紹介する。

◆留意事項◆

（１）ドイツ語圏の音楽教育の特徴について理解する。（２）オルフの音楽教育について体験を通して理解する。（３）イギリスの音楽教育の特徴
について理解する。（４）世界で実践されている重要な音楽教育メソッドについて理解する。（１）（２）は中地が担当する。（３）（４）は塩原が担当
する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）

１．オルフ・シュールヴェルク（１）：ボディー・パーカッション
２．オルフ・シュールヴェルク（２）：ことばのリズム
３．オルフ・シュールヴェルク（３）：５音音階
４．オルフ・シュールヴェルク（４）：さまざまな旋法
５．ドイツ語圏の音楽教育（１）：音楽と社会
６．ドイツ語圏の音楽教育（２）：音楽と美術
７．ドイツ語圏の音楽教育（３）：音楽と歴史

（３）（４）

８．イギリスの音楽教育の特徴
９．ナショナル・カリキュラムと学校音楽教育
10．他領域と関連させた音楽教育
11．音楽教育における創造的アプローチ
12．コダーイメソッドと合唱
13．スズキ・メソッドと器楽教育
14．音楽と動きのアプローチ：ダルクローズ・リトミック

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料等は、事前に読んで準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

MEL003N

音楽教育講義Ｃ

２ＥＢ

中地　雅之, 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 2年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業は2つのクラスに分かれて、各担当者より１．から７．、８．から１４．という２つのシリーズで行われる。1つのクラスはこの順番通りに授業を
受ける。もう１つのクラスは８．から14．を先に受講してから、１．から７．の授業を受ける。

授業、そしてディスカッション等に積極的に参加できるよう、配布された資料や参考資料は事前に読んでおくこと。また、気が付いたことをメモす
るなどして、その内容について考え、自分なりの意見をまとめておく。

授業内レポートによる。
その他、課題への取り組み方、授業内発表、ディスカッションへの参加状況等についても評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。参考資料を授業内で提示する。

◆参考図書◆

随時、授業内で提示する。

◆留意事項◆

（１)音楽教育について考えるための基礎事項について理解する。（２）音楽教育について研究するための方法について理解する。（３）音楽教育
家として心身に障害のある人々とかかわることについての知識と理解を深める。（４)人々の生活や人生を支えている音楽の意味について自ら
の例を含めて理解する。（１）（２）は塩原が担当する。（３）（４）は蔭山が担当する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）
１．音楽教育の研究とは
２．音楽教育理念からのアプローチ
３．心理学からのアプローチ
４．社会学からのアプローチ
５．比較文化からのアプローチ
６．コミュニティ音楽活動の研究
７．音楽教育研究の理論と実践について

（３）（４）
８．音楽療法とは
９．音楽教育と音楽療法
10．国内における音楽療法
11．国外における音楽療法
12．障害者の音楽活動
13．医療と音楽
14．ターミナルケアについて

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

グループ発表に関する練習は、時間を十分にとりしっかりとしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MEL004N

音楽教育講義Ｄ

２ＥＡ

蔭山　真美子, 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 2年 クラス ０２

講義室 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

授業は2つのクラスに分かれて、各担当者より１．から７．、８．から１４．という２つのシリーズで行われる。1つのクラスはこの順番通りに授業を
受ける。もう１つのクラスは８．から14．を先に受講してから、１．から７．の授業を受ける。

授業、そしてディスカッション等に積極的に参加できるよう、配布された資料や参考資料は事前に読んでおくこと。また、気が付いたことをメモす
るなどして、その内容について考え、自分なりの意見をまとめておく。

授業内レポートによる。
その他、課題への取り組み方、授業内発表、ディスカッションへの参加状況等についても評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時、プリント資料を配布する。参考資料を授業内で提示する。

◆参考図書◆

随時、授業内で提示する。

◆留意事項◆

（１)音楽教育について考えるための基礎事項について理解する。（２）音楽教育について研究するための方法について理解する。（３）音楽教育
家として心身に障害のある人々とかかわることについての知識と理解を深める。（４)人々の生活や人生を支えている音楽の意味について自ら
の例を含めて理解する。（１）（２）は塩原が担当する。（３）（４）は蔭山が担当する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）
１．音楽教育の研究とは
２．音楽教育理念からのアプローチ
３．心理学からのアプローチ
４．社会学からのアプローチ
５．比較文化からのアプローチ
６．コミュニティ音楽活動の研究
７．音楽教育研究の理論と実践について

（３）（４）
８．音楽療法とは
９．音楽教育と音楽療法
10．国内における音楽療法
11．国外における音楽療法
12．障害者の音楽活動
13．医療と音楽
14．ターミナルケアについて

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

グループ発表に関する練習は、時間を十分にとりしっかりとしておくこと。

◆成績評価の方法◆

MEL004N

音楽教育講義Ｄ

２ＥＢ

塩原　麻里, 蔭山　真美子

◆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 ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない。また前期に落とした者は　後期の履修ができない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

未定

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回パート分けと座席決め
第3回合唱演習、姿勢について
第4回合唱演習、呼吸について
第5回合唱演習、共鳴について
第6回合唱演習、母音唱法「ア」
第7回合唱演習、母音唱法「エ」
第8回合唱演習、母音唱法「イ」
第9回合唱演習、母音唱法「オ」
第10回合唱演習、母音唱法「ウ」
第11回合唱演習、ブレス、アクセントの歌い方
第12回合唱演習、フォルテ、ピアノの歌い方
第13回合唱演習、合唱曲の作曲家
第14回合唱演習、合唱曲とピアノ伴奏
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

MES005N

音楽教育演習（合唱）Ⅰ

１Ｅ女

源田　俊一郎

◆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 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない
・本番となる「合唱の夕べ」には必ず参加すること

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

前期と同じテキスト

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回合唱演習、発声パターンのいろいろ
第2回合唱演習、発声練習の方法
第3回合唱演習、パート練習の方法
第4回合唱演習、全体練習の方法
第5回合唱演習、個人練習の方法
第6回合唱演習、合唱指揮の基礎
第7回合唱演習、2拍子の指揮法
第8回合唱演習、3拍子の指揮法
第9回合唱演習、4拍子の指揮法
第10回合唱演習、指揮者のしゃべりについて
第11回合唱演習、指揮者のステージマナーについて
第12回「合唱の夕べ」のCD鑑賞
第13回合唱演習、ピアノ伴奏の役割
第14回合唱演習、本番における指揮者の心構え
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

MES006N

音楽教育演習（合唱）Ⅱ

１Ｅ女

源田　俊一郎

◆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 ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない。また前期に落とした者は　後期の履修ができない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

未定

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回パート分けと座席決め
第3回合唱演習、姿勢について
第4回合唱演習、呼吸について
第5回合唱演習、共鳴について
第6回合唱演習、母音唱法「ア」
第7回合唱演習、母音唱法「エ」
第8回合唱演習、母音唱法「イ」
第9回合唱演習、母音唱法「オ」
第10回合唱演習、母音唱法「ウ」
第11回合唱演習、ブレス、アクセントの歌い方
第12回合唱演習、フォルテ、ピアノの歌い方
第13回合唱演習、合唱曲の作曲家
第14回合唱演習、合唱曲とピアノ伴奏
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

MES007N

音楽教育演習（合唱）Ⅲ

２E

源田　俊一郎

◆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 ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない
・本番となる「合唱の夕べ」には必ず参加すること

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

前期と同じテキスト

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回合唱演習、発声パターンのいろいろ
第2回合唱演習、発声練習の方法
第3回合唱演習、パート練習の方法
第4回合唱演習、全体練習の方法
第5回合唱演習、個人練習の方法
第6回合唱演習、合唱指揮の基礎
第7回合唱演習、2拍子の指揮法
第8回合唱演習、3拍子の指揮法
第9回合唱演習、4拍子の指揮法
第10回合唱演習、指揮者のしゃべりについて
第11回合唱演習、指揮者のステージマナーについて
第12回「合唱の夕べ」のCD鑑賞
第13回合唱演習、ピアノ伴奏の役割
第14回合唱演習、本番における指揮者の心構え
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

MES008N

音楽教育演習（合唱）Ⅳ

２E

源田　俊一郎

◆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 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

受講者はバロック式アルトリコーダーを用意する。

演奏の成果による成績評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『アルトリコーダー曲集』編集者・教芸音楽研究グループ
発行者・（株）教育芸術社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

学校音楽科教育における「合奏」とは学習者に音楽を形づくっている諸要素とその働きを捉えさせ、自ら思いや意図による演奏表現を工夫する
重要な学習の一つとして位置づく。その視点に立ちながら、既存のアンサンブル教材の分析と実演を行い、音楽科指導の手立てを探る。

◆授業内容・計画◆

 1回　ボディーパーカッション『ジョイフルコンビネーション』
 2回　アルトリコーダー 幹音の練習 『少年時代』
 3回　アルトリコーダー 派生音の練習 『ロマンス』
 4回　アルトリコーダー ドリア旋法『シャンソネッタテデスカ』
 5回　アルトリコーダー 即興的な演奏『D dorian』
 6回　アルトリコーダー call and responseによる連環合奏
 7回　合奏の指揮 4分の4拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『歌劇「魔弾の射手」序曲から』『ロンドンデリーの歌』
 8回　合奏の指揮 4分の3拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『誕生』『牧人の歌』
 9回　合奏の指揮 8分の6拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『愛の喜び』『春の日の花と輝く』
10回　合奏の指揮 4分の2拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『ソナチネ(1)』
11回 『ソナチネ(1)』の合奏練習
12回 『ソナチネ(1)』の合奏 試験
13回 『ソナチネ(2)』の合奏指揮練習
14回 『ソナチネ(2)』の合奏指揮 試験
15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

(1) 本授業で使用する自分のアルトリコーダーがバロック式であるか点検をする（ジャーマン式の場合には新たにバロック式の楽器を購入する
こと）。
(2) 小・中・高等学校時代の器楽学習を振り返り、教科書等を通して運指法を確認しておく。
(3) リコーダー経験のない者は購入と同時に教科書等を利用して楽器の構造面、表現的な特徴、などを調べておく。

◆成績評価の方法◆

MES009N

音楽教育演習（合奏）Ⅰ

１ＥＡ

瀧口　亮介

◆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 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

受講者はバロック式アルトリコーダーを用意する。

演奏の成果による成績評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『アルトリコーダー曲集』編集者・教芸音楽研究グループ
発行者・（株）教育芸術社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

学校音楽科教育における「合奏」とは学習者に音楽を形づくっている諸要素とその働きを捉えさせ、自ら思いや意図による演奏表現を工夫する
重要な学習の一つとして位置づく。その視点に立ちながら、既存のアンサンブル教材の分析と実演を行い、音楽科指導の手立てを探る。

◆授業内容・計画◆

 1回　ボディーパーカッション『ジョイフルコンビネーション』
 2回　アルトリコーダー 幹音の練習 『少年時代』
 3回　アルトリコーダー 派生音の練習 『ロマンス』
 4回　アルトリコーダー ドリア旋法『シャンソネッタテデスカ』
 5回　アルトリコーダー 即興的な演奏『D dorian』
 6回　アルトリコーダー call and responseによる連環合奏
 7回　合奏の指揮 4分の4拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『歌劇「魔弾の射手」序曲から』『ロンドンデリーの歌』
 8回　合奏の指揮 4分の3拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『誕生』『牧人の歌』
 9回　合奏の指揮 8分の6拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『愛の喜び』『春の日の花と輝く』
10回　合奏の指揮 4分の2拍子 拍頭及び裏拍の予備運動 『ソナチネ(1)』
11回 『ソナチネ(1)』の合奏練習
12回 『ソナチネ(1)』の合奏 試験
13回 『ソナチネ(2)』の合奏指揮練習
14回 『ソナチネ(2)』の合奏指揮 試験
15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

(1) 本授業で使用する自分のアルトリコーダーがバロック式であるか点検をする（ジャーマン式の場合には新たにバロック式の楽器を購入する
こと）。
(2) 小・中・高等学校時代の器楽学習を振り返り、教科書等を通して運指法を確認しておく。
(3) リコーダー経験のない者は購入と同時に教科書等を利用して楽器の構造面、表現的な特徴、などを調べておく。

◆成績評価の方法◆

MES009N

音楽教育演習（合奏）Ⅰ

１ＥＢ

瀧口　亮介

◆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 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

多様な打楽器の扱い、重い楽器移動を考慮し、安全で動きやすい服装とシューズの着用とする。

出席重視ではあるが、授業内における課題への取り組みかたと授業内レポートを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

各種打楽器に触れ、教育の現場で活用していく技能を身につけるための基本授業となる。
特に身体の適応方法、打つや振るといった基本的な動きを学習し、教育の場で欠かせない打楽器の役割、そして世界のパーカッションへの関
心を深めていく。

◆授業内容・計画◆

①授業進行にともなうオリエンテーション
②トーキングドラム（打楽器のルーツと周辺）
③ハンドドラムと身体の適応（腕、手首、指の機能、役割）
④小物打楽器の魅力（自然からの音、生活にある打楽器などへの着眼）
⑤リズムと音色の関係から奏法作り（適応する奏法の発見）
⑥音楽室の打楽器～基本（小太鼓や大太鼓、シンバル、タンバリンなどの基本知識と奏法）
⑦音楽室の打楽器～応用（演奏法の理解と実践）
⑧マーチングの打楽器１（合奏と動き）
⑨マーチングの打楽器２（身体の動きとリズム）
⑩ラテンパーカッション（基本奏法＆合奏）
⑪アフリカンパーカッション（クロスリズムのアンサンブル）
⑫鍵盤打楽器と親しむ（シロフォン、マリンバ基本奏法）
⑬鍵盤打楽器アンサンブル（旋律、和声、リズムを奏でる）
⑭和太鼓の導入（撥に親しむ、祭り囃子合奏、即興リズム）
⑮レポート提出／まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で推薦された図書、視聴覚資料などを積極的に事前自主学習に含むことを提案する。

◆成績評価の方法◆

MES010N

音楽教育演習（合奏）Ⅱ

１ＥＡ

新谷　祥子

◆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 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

多様な打楽器の扱い、重い楽器移動を考慮し、安全で動きやすい服装とシューズの着用とする。

出席重視ではあるが、授業内における課題への取り組みかたと授業内レポートを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

各種打楽器に触れ、教育の現場で活用していく技能を身につけるための基本授業となる。
特に身体の適応方法、打つや振るといった基本的な動きを学習し、教育の場で欠かせない打楽器の役割、そして世界のパーカッションへの関
心を深めていく。

◆授業内容・計画◆

①授業進行にともなうオリエンテーション
②トーキングドラム（打楽器のルーツと周辺）
③ハンドドラムと身体の適応（腕、手首、指の機能、役割）
④小物打楽器の魅力（自然からの音、生活にある打楽器などへの着眼）
⑤リズムと音色の関係から奏法作り（適応する奏法の発見）
⑥音楽室の打楽器～基本（小太鼓や大太鼓、シンバル、タンバリンなどの基本知識と奏法）
⑦音楽室の打楽器～応用（演奏法の理解と実践）
⑧マーチングの打楽器１（合奏と動き）
⑨マーチングの打楽器２（身体の動きとリズム）
⑩ラテンパーカッション（基本奏法＆合奏）
⑪アフリカンパーカッション（クロスリズムのアンサンブル）
⑫鍵盤打楽器と親しむ（シロフォン、マリンバ基本奏法）
⑬鍵盤打楽器アンサンブル（旋律、和声、リズムを奏でる）
⑭和太鼓の導入（撥に親しむ、祭り囃子合奏、即興リズム）
⑮レポート提出／まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で推薦された図書、視聴覚資料などを積極的に事前自主学習に含むことを提案する。

◆成績評価の方法◆

MES010N

音楽教育演習（合奏）Ⅱ

１ＥＢ

新谷　祥子

◆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 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

★初回の授業に各自のカルテを作成します。横3cm×縦4cmの顔写真を各自用意して下さい。証明書用の写真又は携帯で撮影した物をプリン
ト・アウトしたものでも大丈夫です。（プリクラの写真は避けて下さい。）頂いた写真は授業用にのみ利用します。
★授業では基本的に一人ずつレッスンし、２台ピアノを指揮。ピアニストも受講者の中から選出します。
★毎回指揮者・ピアニスト共に一週間前までに予約をして下さい。約12名が指揮、ピアニストは約４名。

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

[改訂新版]指揮法教程　斎藤秀雄著(音楽之友社）

◆参考図書◆

下記資料は図書館・自由閲覧室内　「推薦図書コーナー」にあります。
１．イタリア語の日常会話から学ぶ「これで納得！よくわかる音楽用語のはなし」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
２．イタリア語から学ぶ「ひと目で納得！音楽用語辞典」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
３．カラーイメージスケール　小林重順著(講談社）
５．完本　指揮法入門　高階正光著（音楽之友社）
６．「完本　指揮法入門」レッスンのある風景　高階正光著（東京電化株式会社）
７．★DVD「レッスン風景」指導・監修　高階正光
８．音楽分析入門　アラン・ウォーカー著（音楽之友社）
９．オーケストラの知識　テオ・メリッヒ著（シンフォニア）
10. 指揮という仕事　シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
11. DVD「レッスン風景. 続編～指揮の技術～」（

下記の資料は「図書館・参考図書室内 辞書・辞典欄」にあります。
４．食べて治す医学大辞典(主婦と生活社）

◆留意事項◆

基本的な指揮技術の習得

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス　脱力、テクニックの種類、予備運動、歩き方、立ち方
２．練習題No.1 (1)平均運動、3拍子の図形
３．練習題No.1 (2)平均運動、しゃくい、叩き
４．練習題No.1 (3)中間予備運動、分割（A分割・B分割）
５．練習題No.2 (1)しゃくい、4拍子の図形
６．練習題No.2 (2)省略、先入法
７．練習題No.2 (3)Subito Piano、PP、イタリア語のニュアンス
８．練習題No.3 (1)先入法
９．練習題No.3 (2)横型先入、縦型先入、分割先入
10．練習題No.3 (3)半先入、音楽的まとめ
11．練習題No.4 (1)叩き、ひっかけ、数取り
12．練習題No.4 (2)はねあげ（一つ振り）
13．練習題No.4 (3)一つ振りの「ひっかけ」
14．練習題No.4 (4)図形の大きさ、「加速」「減速」「初速」の加減
15．実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

予習① 各回の曲目を、指揮を見ながらピアノで弾ける様に準備して下さい！
予習②　各回の曲目を指揮できるように、「指揮法教程（斎藤秀雄著）」及び「DVDレッスン風景(高階正光監修）」等を参考にし、各自用意して来
る。
復習①　各回の授業終了後数日中に、学んだ事柄を整理、鏡やビデオ等を利用し実際に一人で指揮して下さい！
復習②　毎日少しずつ、授業で学んだ事を意識しつつ、一人で指揮をしてみて下さい！

◆成績評価の方法◆

MES011N

音楽教育演習（指揮法）Ⅰ

２ＥＡ

今村　能

◆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 N-127 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

★初回の授業に各自のカルテを作成します。横3cm×縦4cmの顔写真を各自用意して下さい。証明書用の写真又は携帯で撮影した物をプリン
ト・アウトしたものでも大丈夫です。（プリクラの写真は避けて下さい。）頂いた写真は授業用にのみ利用します。
★授業では基本的に一人ずつレッスンし、２台ピアノを指揮。ピアニストも受講者の中から選出します。
★毎回指揮者・ピアニスト共に一週間前までに予約をして下さい。約12名が指揮、ピアニストは約４名。

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

[改訂新版]指揮法教程　斎藤秀雄著(音楽之友社）

◆参考図書◆

下記資料は図書館・自由閲覧室内　「推薦図書コーナー」にあります。
１．イタリア語の日常会話から学ぶ「これで納得！よくわかる音楽用語のはなし」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
２．イタリア語から学ぶ「ひと目で納得！音楽用語辞典」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
３．カラーイメージスケール　小林重順著(講談社）
５．完本　指揮法入門　高階正光著（音楽之友社）
６．「完本　指揮法入門」レッスンのある風景　高階正光著（東京電化株式会社）
７．★DVD「レッスン風景」指導・監修　高階正光
８．音楽分析入門　アラン・ウォーカー著（音楽之友社）
９．オーケストラの知識　テオ・メリッヒ著（シンフォニア）
10. 指揮という仕事　シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
11. DVD「レッスン風景. 続編～指揮の技術～」（

下記の資料は「図書館・参考図書室内 辞書・辞典欄」にあります。
４．食べて治す医学大辞典(主婦と生活社）

◆留意事項◆

基本的な指揮技術の習得

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス　脱力、テクニックの種類、予備運動、歩き方、立ち方
２．練習題No.1 (1)平均運動、3拍子の図形
３．練習題No.1 (2)平均運動、しゃくい、叩き
４．練習題No.1 (3)中間予備運動、分割（A分割・B分割）
５．練習題No.2 (1)しゃくい、4拍子の図形
６．練習題No.2 (2)省略、先入法
７．練習題No.2 (3)Subito Piano、PP、イタリア語のニュアンス
８．練習題No.3 (1)先入法
９．練習題No.3 (2)横型先入、縦型先入、分割先入
10．練習題No.3 (3)半先入、音楽的まとめ
11．練習題No.4 (1)叩き、ひっかけ、数取り
12．練習題No.4 (2)はねあげ（一つ振り）
13．練習題No.4 (3)一つ振りの「ひっかけ」
14．練習題No.4 (4)図形の大きさ、「加速」「減速」「初速」の加減
15．実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

予習① 各回の曲目を、指揮を見ながらピアノで弾ける様に準備して下さい！
予習②　各回の曲目を指揮できるように、「指揮法教程（斎藤秀雄著）」及び「DVDレッスン風景(高階正光監修）」等を参考にし、各自用意して来
る。
復習①　各回の授業終了後数日中に、学んだ事柄を整理、鏡やビデオ等を利用し実際に一人で指揮して下さい！
復習②　毎日少しずつ、授業で学んだ事を意識しつつ、一人で指揮をしてみて下さい！

◆成績評価の方法◆

MES011N

音楽教育演習（指揮法）Ⅰ

２ＥＢ

今村　能

◆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 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

★ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章、J.シュトラウス：「美しき青きドナウ」のオーケストラ・スコアを研究する事。

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

[改訂新版]指揮法教程　斎藤秀雄著(音楽之友社）

◆参考図書◆

下記資料は図書館・自由閲覧室内　「推薦図書コーナー」にあります。
１．イタリア語の日常会話から学ぶ「これで納得！よくわかる音楽用語のはなし」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
２．イタリア語から学ぶ「ひと目で納得！音楽用語辞典」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
３．カラーイメージスケール　小林重順著(講談社）
５．完本　指揮法入門　高階正光著（音楽之友社）
６．「完本　指揮法入門」レッスンのある風景　高階正光著（東京電化株式会社）
７．★DVD「レッスン風景」指導・監修　高階正光
８．音楽分析入門　アラン・ウォーカー著（音楽之友社）
９．オーケストラの知識　テオ・メリッヒ著（シンフォニア）
10. 指揮という仕事　シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
11. ★DVD「レッスン風景. 続編～指揮の技術～」

下記の資料は「図書館・参考図書室内 辞書・辞典欄」にあります。
４．食べて治す医学大辞典(主婦と生活社）

◆留意事項◆

基本的な指揮技術更に高め、テンポの遅い曲に対処できるとともに、オーケストラ曲へ移行する基礎を作る

◆授業内容・計画◆

１．ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章　(1)　先入、はねあげ
２．ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章　(2)付点音符（手首のたたき）、平均運動
３．ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章　(3)反動叩き止め
４．練習題No.6 アダージョ(1) 先入、半先入
５．練習題No.6 アダージョ(2) クレッシェンド、ディミヌエンド
６．練習題No.6 アダージョ(3) 分割(B分割）、予備運動
７．練習題No.6 アダージョ(4) 分割（A分割・B分割）、終止
８．練習題No.7 6/8拍子(1) 基本の図形、拍子感
９．練習題No.7 6/8拍子(2) ひっかけ、スフォルツァンド
10．練習題No.7 6/8拍子(3) 歌、ズモルツァンド
11．美しき青きドナウ(1)序奏、弦楽器と管楽器の振り分け、３つの音を手にはめ込む
12．美しき青きドナウ(2)ワルツ叩き、円運動
13．美しき青きドナウ(3)ワルツのステップ
14．美しき青きドナウ(4)フレーズ、ウィンナ・ワルツの特徴
15．実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

★予習　前期に比べ音楽的にも指揮技術的にも難しくなります！授業前に楽曲研究を念入りに行ってください。
★復習　引き続き授業後にも復習を欠かさず行い、授業で得た事を体に染み込ませるようにして下さい。

◆成績評価の方法◆

MES012N

音楽教育演習（指揮法）Ⅱ

２ＥＡ

今村　能

◆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 N-127 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

★ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章、J.シュトラウス：「美しき青きドナウ」のオーケストラ・スコアを研究する事。

実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

[改訂新版]指揮法教程　斎藤秀雄著(音楽之友社）

◆参考図書◆

下記資料は図書館・自由閲覧室内　「推薦図書コーナー」にあります。
１．イタリア語の日常会話から学ぶ「これで納得！よくわかる音楽用語のはなし」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
２．イタリア語から学ぶ「ひと目で納得！音楽用語辞典」関　孝弘/ラーゴ・マリアンジェラ共著(全音楽譜出版社）
３．カラーイメージスケール　小林重順著(講談社）
５．完本　指揮法入門　高階正光著（音楽之友社）
６．「完本　指揮法入門」レッスンのある風景　高階正光著（東京電化株式会社）
７．★DVD「レッスン風景」指導・監修　高階正光
８．音楽分析入門　アラン・ウォーカー著（音楽之友社）
９．オーケストラの知識　テオ・メリッヒ著（シンフォニア）
10. 指揮という仕事　シャルル・ミュンシュ著（春秋社）
11. ★DVD「レッスン風景. 続編～指揮の技術～」

下記の資料は「図書館・参考図書室内 辞書・辞典欄」にあります。
４．食べて治す医学大辞典(主婦と生活社）

◆留意事項◆

基本的な指揮技術更に高め、テンポの遅い曲に対処できるとともに、オーケストラ曲へ移行する基礎を作る

◆授業内容・計画◆

１．ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章　(1)　先入、はねあげ
２．ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章　(2)付点音符（手首のたたき）、平均運動
３．ベートーヴェン：交響曲第１番第２楽章　(3)反動叩き止め
４．練習題No.6 アダージョ(1) 先入、半先入
５．練習題No.6 アダージョ(2) クレッシェンド、ディミヌエンド
６．練習題No.6 アダージョ(3) 分割(B分割）、予備運動
７．練習題No.6 アダージョ(4) 分割（A分割・B分割）、終止
８．練習題No.7 6/8拍子(1) 基本の図形、拍子感
９．練習題No.7 6/8拍子(2) ひっかけ、スフォルツァンド
10．練習題No.7 6/8拍子(3) 歌、ズモルツァンド
11．美しき青きドナウ(1)序奏、弦楽器と管楽器の振り分け、３つの音を手にはめ込む
12．美しき青きドナウ(2)ワルツ叩き、円運動
13．美しき青きドナウ(3)ワルツのステップ
14．美しき青きドナウ(4)フレーズ、ウィンナ・ワルツの特徴
15．実技試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

★予習　前期に比べ音楽的にも指揮技術的にも難しくなります！授業前に楽曲研究を念入りに行ってください。
★復習　引き続き授業後にも復習を欠かさず行い、授業で得た事を体に染み込ませるようにして下さい。

◆成績評価の方法◆

MES012N

音楽教育演習（指揮法）Ⅱ

２ＥＢ

今村　能

◆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,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「窓際のトットちゃん」黒柳徹子　（講談社文庫）
　　その他、授業内に資料配布

◆参考図書◆

｢リトミックでつくる楽しい音楽授業｣井上恵理　酒井美恵子著　（明治図書）
｢ダルクローズのリトミック｣　エリザベス・バンドゥレスパー著　　石丸由理訳　　（ドレミ出版社）
｢体を楽器にした表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック77選｣　神原雅之編著　（明治図書）
｢トットちゃんの先生　小林宗作抄伝」佐野和彦（話の特集）
｢リズム・インサイド｣　神原雅之編著
「リズムと音楽と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランクマルタン
（全音楽譜出版社）
「リトミック研究の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）
「リトミック実践の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）

◆留意事項◆

リトミックは20世紀初、スイスの音楽教育家エミール・ジャック＝ダルクローズが創案した｢音（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）と空間を関連づけた
総合的な音楽教育｣であるリトミックを演習形式で学ぶ。
音楽をよく聴き、感じて、表現できる音楽的な身体をつくる。
グループでの即興をとおして、自分の想いを伝え、また、他人の想いを受け止めることができるコミュニケーション能力を高める。
音楽の諸要素と身体の関係を知る。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ダルクローズリトミックについて
第2回　空間と聴覚　（サウンドスケープ）
第3回　身体の知覚　（呼吸　声　緊張と弛緩）
第4回　時間・空間・エネルギー（１）
第5回　時間・空間・エネルギー（２）
第6回　歩行を通した音楽要素の理解
第7回　音楽の要素と身体の関係（１）拍　ビート　テンポ
第9回　音楽の要素と身体の関係（２）ダイナミクス
第10回　音楽の要素と身体の関係（３）拍子　フレーズ
第11回　ピアノで遊ぼう　即興演奏（１）
第12回　ピアノで遊ぼう　即興演奏（２）
第13回　身体は楽器　アンサンブル創作（１）
第14回　身体は楽器　アンサンブル創作（２）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

この授業で得た「気づき」を、他の学科科目や術科にリンクさせて考え、応用できる学習姿勢を希望する。
グループワークの課題については、授業前に自主的、積極的にグループで準備して授業にのぞむ。

◆成績評価の方法◆

MES013N

音楽教育演習（リトミック）Ⅰ

１ＥＡ

井上　恵理

◆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,3年 クラス ０２

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「窓際のトットちゃん」黒柳徹子　（講談社文庫）
　　その他、授業内に資料配布

◆参考図書◆

｢リトミックでつくる楽しい音楽授業｣井上恵理　酒井美恵子著　（明治図書）
｢ダルクローズのリトミック｣　エリザベス・バンドゥレスパー著　　石丸由理訳　　（ドレミ出版社）
｢体を楽器にした表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック77選｣　神原雅之編著　（明治図書）
｢トットちゃんの先生　小林宗作抄伝」佐野和彦（話の特集）
｢リズム・インサイド｣　神原雅之編著
「リズムと音楽と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランクマルタン
（全音楽譜出版社）
「リトミック研究の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）
「リトミック実践の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）

◆留意事項◆

リトミックは20世紀初、スイスの音楽教育家エミール・ジャック＝ダルクローズが創案した｢音（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）と空間を関連づけた
総合的な音楽教育｣であるリトミックを演習形式で学ぶ。
音楽をよく聴き、感じて、表現できる音楽的な身体をつくる。
グループでの即興をとおして、自分の想いを伝え、また、他人の想いを受け止めることができるコミュニケーション能力を高める。
音楽の諸要素と身体の関係を知る。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ダルクローズリトミックについて
第2回　空間と聴覚　（サウンドスケープ）
第3回　身体の知覚　（呼吸　声　緊張と弛緩）
第4回　時間・空間・エネルギー（１）
第5回　時間・空間・エネルギー（２）
第6回　歩行を通した音楽要素の理解
第7回　音楽の要素と身体の関係（１）拍　ビート　テンポ
第9回　音楽の要素と身体の関係（２）ダイナミクス
第10回　音楽の要素と身体の関係（３）拍子　フレーズ
第11回　ピアノで遊ぼう　即興演奏（１）
第12回　ピアノで遊ぼう　即興演奏（２）
第13回　身体は楽器　アンサンブル創作（１）
第14回　身体は楽器　アンサンブル創作（２）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

この授業で得た「気づき」を、他の学科科目や術科にリンクさせて考え、応用できる学習姿勢を希望する。
グループワークの課題については、授業前に自主的、積極的にグループで準備して授業にのぞむ。

◆成績評価の方法◆

MES013N

音楽教育演習（リトミック）Ⅰ

１ＥＢ

井上　恵理

◆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,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加するここと

授業への取り組み、課題の発表、レポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「窓際のトットちゃん」黒柳徹子著　講談社文庫

◆参考図書◆

『体を楽器にした音楽表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック７７選』　神原雅之　編著　（明治図書）

『ダルクローズのリトミック』
　エリザベス・バンドゥレスパー著　石丸由理訳
（ドレミ楽譜出版社）

『リズムと音楽と教育』　E.J=ダルクローズ著（全音楽譜出版社）

◆留意事項◆

・音楽教育演習（リトミック）Ⅰで学んだことを基礎にして、さらに実践と考察を深める。・音楽に敏感に反応する「筋肉運動感覚」と「内的聴覚」を
育てる。・音楽の諸要素を、身体活動を通して学習するダルクローズの方法論を実践をとおして理解する。・後期では、音楽作品を身体化する
活動をとおして、ダルクローズの理論を活かした、音楽鑑賞、音楽分析を実践する。・創造的な活動、アンサンブルの力を伸ばしていく。

◆授業内容・計画◆

第１回　前期のふりかえりと復習
第２回　音楽の要素と身体の関係　（１）フレーズ
第３回　音楽の要素と身体の関係　（２）アナクルーズ
第４回　音楽の要素と身体の関係　（３）バイナリービート
第５回　音楽の要素と身体の関係　（４）ターナリービート
第６回　音楽の要素と身体の関係　（５）旋律
第７回　音楽の要素と身体の関係　（６）2声の流れ
第８回　音楽の要素と身体の関係　（７）和声
第９回　音楽鑑賞と身体活動（１）音楽作品の身体化　導入
第10回　音楽鑑賞と身体活動（２）音楽作品身体化　展開
第11回　即興表現　導入
第12回　即興表現　展開
第13回　身体は楽器　アンサンブル創作（１）導入
第14回　身体は楽器　アンサンブル創作（２）展開
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

この授業で得た「気づき」を、他の学科科目や術科科目にリンクさせて考え、応用できる学習姿勢を希望する。

グループ課題については、自主的、積極的に、授業前に準備して臨むことを希望する。

◆成績評価の方法◆

MES014N

音楽教育演習（リトミック）Ⅱ

１ＥＡ

井上　恵理

◆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,3年 クラス ０２

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加するここと

授業への取り組み、課題の発表、レポートなどを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「窓際のトットちゃん」黒柳徹子著　講談社文庫

◆参考図書◆

『体を楽器にした音楽表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック７７選』　神原雅之　編著　（明治図書）

『ダルクローズのリトミック』
　エリザベス・バンドゥレスパー著　石丸由理訳
（ドレミ楽譜出版社）

『リズムと音楽と教育』　E.J=ダルクローズ著（全音楽譜出版社）

◆留意事項◆

・音楽教育演習（リトミック）Ⅰで学んだことを基礎にして、さらに実践と考察を深める。・音楽に敏感に反応する「筋肉運動感覚」と「内的聴覚」を
育てる。・音楽の諸要素を、身体活動を通して学習するダルクローズの方法論を実践をとおして理解する。・後期では、音楽作品を身体化する
活動をとおして、ダルクローズの理論を活かした、音楽鑑賞、音楽分析を実践する。・創造的な活動、アンサンブルの力を伸ばしていく。

◆授業内容・計画◆

第１回　前期のふりかえりと復習
第２回　音楽の要素と身体の関係　（１）フレーズ
第３回　音楽の要素と身体の関係　（２）アナクルーズ
第４回　音楽の要素と身体の関係　（３）バイナリービート
第５回　音楽の要素と身体の関係　（４）ターナリービート
第６回　音楽の要素と身体の関係　（５）旋律
第７回　音楽の要素と身体の関係　（６）2声の流れ
第８回　音楽の要素と身体の関係　（７）和声
第９回　音楽鑑賞と身体活動（１）音楽作品の身体化　導入
第10回　音楽鑑賞と身体活動（２）音楽作品身体化　展開
第11回　即興表現　導入
第12回　即興表現　展開
第13回　身体は楽器　アンサンブル創作（１）導入
第14回　身体は楽器　アンサンブル創作（２）展開
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

この授業で得た「気づき」を、他の学科科目や術科科目にリンクさせて考え、応用できる学習姿勢を希望する。

グループ課題については、自主的、積極的に、授業前に準備して臨むことを希望する。

◆成績評価の方法◆

MES014N

音楽教育演習（リトミック）Ⅱ

１ＥＢ

井上　恵理

◆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 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装が望ましい。

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験などから総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時資料を配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音楽（聴覚） と動き（筋肉運動感覚）を融合させた教育法「リトミック」を創案したダルクローズは「即興」を音楽教育、人間教育における大切な要
素として位置付けている。自らが音楽になり、楽譜にたよらず1人あるいはグループで「即興することを通して、表現力、想像力、創造力、コミュ
ニケーション能力を育てる。ピアノを表現媒体の主とするが、声や打楽器出の即興、動きの即興も積極的に取り入れたい。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス　即興について
２．対話としての即興（他者の呼吸、リズム、動きを感じる）
３．他者の音をつなぐ（メロディーの繋がり）
４．他者の音をつなぐ（ハーモニーの繋がり）
５．集団での即興（声を使って）
６．集団での即興（身近なものを使って）
７．集団での即興（打楽器やボディパーカッションで）
８．ピアノによるパートナーとの即興（１）
９．ピアノによるパートナーとの即興（２）
10．ピアノによるパートナーとの即興（３）
11．ピアノによるパートナ―との即興（４）
12. 動きと音（動きに即興的に音をつける）
13．視覚的なイメージからの即興（１）
14．視覚的なイメージからの即興（２）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で体験した様々な即興を自ら復習、展開したり、出される課題の準備をしてくること。

◆成績評価の方法◆

MES015N

音楽教育演習（即興演奏法）Ⅰ

２ＥＡ

井上　恵理

◆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 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装が望ましい。

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験などから総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

随時資料を配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

音楽（聴覚） と動き（筋肉運動感覚）を融合させた教育法「リトミック」を創案したダルクローズは「即興」を音楽教育、人間教育における大切な要
素として位置付けている。自らが音楽になり、楽譜にたよらず1人あるいはグループで「即興することを通して、表現力、想像力、創造力、コミュ
ニケーション能力を育てる。ピアノを表現媒体の主とするが、声や打楽器出の即興、動きの即興も積極的に取り入れたい。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス　即興について
２．対話としての即興（他者の呼吸、リズム、動きを感じる）
３．他者の音をつなぐ（メロディーの繋がり）
４．他者の音をつなぐ（ハーモニーの繋がり）
５．集団での即興（声を使って）
６．集団での即興（身近なものを使って）
７．集団での即興（打楽器やボディパーカッションで）
８．ピアノによるパートナーとの即興（１）
９．ピアノによるパートナーとの即興（２）
10．ピアノによるパートナーとの即興（３）
11．ピアノによるパートナ―との即興（４）
12. 動きと音（動きに即興的に音をつける）
13．視覚的なイメージからの即興（１）
14．視覚的なイメージからの即興（２）
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で体験した様々な即興を自ら復習、展開したり、出される課題の準備をしてくること。

◆成績評価の方法◆

MES015N

音楽教育演習（即興演奏法）Ⅰ

２ＥＢ

中明　佳代

◆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 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

毎回の授業の取り組み、課題の発表、定期試験を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で随時資料を配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

自分の気持ちや考えを「音楽」にして表現する力、他者と対話する力をつける。鍵盤楽器（キーボード）を主として用いる。鍵盤楽器の持つ可能
性を探求しながら、連弾即興やイメージ即興をする。メロディーの伴奏づけ、弾き歌いの能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス　即興について
２．鍵盤楽器での即興　楽器としての表現の可能性を知る。
３．様々なな音程による即興
４．半音音階による即興
５．全音音階による即興
６．ⅠとⅤによる即興（24調）その１
７．ⅠとⅤによる即興（24調）その２
８．和声進行のハンドサインを見ながら即興する　その１
９．和声進行のハンドサインを見ながら即興する　その２
10．パートナーとの連弾即興
11．弾き歌いと伴奏づけ　その1
12．弾き歌いと伴奏づけ　その２
13．音楽作品（例曲）の和声進行を用いた即興
14．変奏曲を創る
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で学んだが課題を復習し、次のステップへ応用できる力をつけていく。課題を行う時は常に「聴く」ことを忘れないこと。鍵盤を見ないで演奏
できるようにする。ハーモニーやソルフェージュ、器楽演奏など、他の科目ともリンクさせ、今、自分がむきあっている音楽作品に対しての和声
感にも敏感になること。

◆成績評価の方法◆

MES016N

音楽教育演習（即興演奏法）Ⅱ

２ＥＢ

井上　恵理

◆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 N-135 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

毎回の授業の取り組み、課題の発表、定期試験を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で随時資料を配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

自分の気持ちや考えを「音楽」にして表現する力、他者と対話する力をつける。鍵盤楽器（キーボード）を主として用いる。鍵盤楽器の持つ可能
性を探求しながら、連弾即興やイメージ即興をする。メロディーの伴奏づけ、弾き歌いの能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス　即興について
２．鍵盤楽器での即興　楽器としての表現の可能性を知る。
３．様々なな音程による即興
４．半音音階による即興
５．全音音階による即興
６．ⅠとⅤによる即興（24調）その１
７．ⅠとⅤによる即興（24調）その２
８．和声進行のハンドサインを見ながら即興する　その１
９．和声進行のハンドサインを見ながら即興する　その２
10．パートナーとの連弾即興
11．弾き歌いと伴奏づけ　その1
12．弾き歌いと伴奏づけ　その２
13．音楽作品（例曲）の和声進行を用いた即興
14．変奏曲を創る
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

授業で学んだが課題を復習し、次のステップへ応用できる力をつけていく。課題を行う時は常に「聴く」ことを忘れないこと。鍵盤を見ないで演奏
できるようにする。ハーモニーやソルフェージュ、器楽演奏など、他の科目ともリンクさせ、今、自分がむきあっている音楽作品に対しての和声
感にも敏感になること。

◆成績評価の方法◆

MES016N

音楽教育演習（即興演奏法）Ⅱ

２ＥＡ

中明　佳代

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

小課題は復習と予習を兼ねる。怠りなく取り組むこと。

試験と授業内で提出する数回の小レポートにより総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

文部科学省『幼稚園教育要領解説』、フレーベル館

◆参考図書◆

授業内で紹介する。

◆留意事項◆

第1に、教職の意義と幼児教育の意義を理解し、幼稚園教員の役割・資質能力を学ぶこと、第2に、教員の職務内容の意味を、教員の役割や
教職の意義、と関連させて理解することを目的とする。第3に、幼稚園教員という進路選択に関する情報を収集することで、進路選択に対する
自己理解や適性を考える機会とするとともに、教員に求められる資質能力の研鑽、望ましい社会経験を積極的に積むことへの意欲を高める。

◆授業内容・計画◆

授業計画
第１回：幼稚園の先生になることの意味
第２回：幼児教育の理念と法体系～幼稚園と保育所
第３回：人間を育てる
第４回：関わって育てること～関わりが持つ意味
第５回：幼児を育てること～自ら育つものを育てつつ、幼児期にふさわしい生活を作る
第６回：保育の過程～子どもと「出会う」
第７回：保育の過程～子どもと「交わる」ことと「現在」の充実
第８回：一人一人に応じる指導（１）～ライフサイクルにわたる人間らしさの発達と子ども理解
第９回：一人一人に応じる指導（２）～人間らしさの発達とその危機
第１０回：現代の保育の現状と課題（１）～家庭保育（育児）と社会的保育、保育の制度
第１１回：現代の保育の現状と課題（２）～家庭保育の困難と社会的支援制度
第１２回： 教職を選択するにあたっての卒業生の体験談等の情報提供
第１３回：幼稚園教員の職務の具体的内容、身分と倫理、服務義務
第１４回：教職概論のまとめ

◆準備学習の内容◆

小レポートまたは幼稚園教諭に関する情報収集

◆成績評価の方法◆

ECL002N

幼児教育講義（教職概論）

西原　彰宏

◆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 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

予習として、教科書に目を通してから授業に出席すること。
復習として、参考図書を２冊以上読むこと。

平常点（授業への取り組み・態度、小レポート）と期末レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

森上史朗・大豆生田 啓友 編  「よくわかる保育原理」 、ミネルヴァ書房
文部科学省　編　「幼稚園教育要領解説」、フレーベル館

◆参考図書◆

1. 倉橋惣三　『育ての心』（上）（下）　フレーベル新書　フレーベル館
2. アトム共同保育所　 『大人が育つ保育園』 　ひとなる書房
3. E.フロム　『生きるということ』　紀伊国屋書店
4. 津守真・津守房江　『出会いの保育学─この子と出会ったときから─』　ななみ書房

◆留意事項◆

「保育」とは、子どもが一人の人間として自信を持ち、他の人々と信頼関係を築いて意欲的に自分の世界を広げていこうとする、人としての基本
姿勢を培うものである。本講義では、「保育の基本」と、その中核である子ども理解、さらに「保育の歴史と現状」、「保育の計画・内容・方法」及
び「保育者の専門性」と「家族援助と子育て支援」について学び、現代の子どもと保護者と共に生きる保育者となるための基礎的素養を学ぶこ
とを目的とする。

◆授業内容・計画◆

第１回：保育の基本（１）─「保育」とは何か
第２回：保育の基本（２）─子どもの最善の利益と保育
第３回：保育における子ども理解（１）─「発達」のさまざまなとらえ方
第４回：保育における子ども理解（２）─行為の「意味」を探る
第５回：保育の制度と現状（１）─保育所と幼稚園
第６回：保育の制度と現状（２）─多様な保育ニーズへの対応
第７回：保育の歴史（１）─西洋近代における教育の歴史と思想
第８回：保育の歴史（２）─幼児教育施設の誕生とその後の展開
第９回：保育の歴史（３）─日本の幼児教育の歴史
第１０回：世界の保育
第１１回：保育の内容と方法
第１２回：保育の計画と方法
第１３回：家族援助と子育て支援
第１４回：保育者の専門性
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

テキストのうち、次回の講義内容と関連する部分を毎回指摘する。その部分を読み、要点を掴むとともに、自分にとっての疑問点を明らかにし
て講義に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

ECL001N

幼児教育講義（保育原理）

西原　彰宏

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

特になし

発表に関するレポート提出、および筆記試験

◆教科書（使用テキスト）◆

『最新保育資料集』ミネルヴァ書房

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

　本授業では、①わが国の保育制度、保育行政および関連法規について理解し、基礎的な知識を習得すること、②近年の保育改革の動向を
とりあげて、その社会的・経済的な背景や制度的な課題について理解すること、③保育や子育てに関する制度について自ら調べて発表、討議
して理解を深めることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

1.ガイダンス
2.保育制度の基礎①幼稚園
3. 保育制度の基礎②保育所
4. 保育に関する法規の基礎①幼稚園
5. 保育に関する法規の基礎②保育所
6. 保育財政の基礎
7. 保育者の養成、免許・資格、研修の制度
8. 保育者に関する法規
9. 近年の保育改革の動向
10. 制度から見たカリキュラム
11. 園の経営と保育の評価
12. 諸外国の保育制度
13. 調査と発表、討議　１グループ
14. 調査と発表、討議　２グループ
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業時に指示されたテキストの範囲を次回の授業までに読んでおくこと。
発表には必ずレジュメを用意すること。

◆成績評価の方法◆

ECL004N

幼児教育講義（教育制度論）

福元　真由美

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

毎回授業内で小テストを実施します。これも評価に加味しますので欠席はしないことが大切です。

試験の成績（50%）と小テストの成績（40％）、授業への関与度（10％）をもとに総合して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『図でわかる発達心理学』　新井邦二郎編著（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

胎児期から乳児期、幼児期、児童期というめざましい発達を遂げる時期を中心に、子どもたちの心身にどのような変化が生じるのかを、自らの
発達を振り返りながら理解を深め、幼稚園教諭として求められる発達心理学の知識を身につけることを目的とする。

◆授業内容・計画◆

以下の項目にしたがって講義する。
第１回：発達心理学を学ぶことの意味を考える
第２回：発達心理学の基礎知識
第３回：胎児の様子
第４回：誕生から１歳の誕生日を迎えるまで
第５回：親子関係
第６回：言語の獲得
第７回：自己概念の発達
第８回：きょうだい関係から見た家族
第９回：知的機能の発達
第１０回：認知発達
第１１回：社会性の発達
第１２回：自己主張の方法
第１３回：青年らしさとは何か
第１４回：障がいの特徴を知る
第１５回：障がいを持つ子どもと向き合う
定期試験

◆準備学習の内容◆

この授業では、自分自身の生い立ちを振り返ることが大きな課題になります。生まれた場所、誕生時の体格、歩き始めた月齢、最初に発した言
葉など、自分の乳幼児期に関する情報を保護者から得ておいてほしい。子育ての記録などが残っていれば、それを読み返しておくとよいだろ
う。加えて、次回の講義で扱う部分については、テキストの該当部分をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが必要
です。

◆成績評価の方法◆

ECL003N

幼児教育講義（発達心理）

古川　聡

◆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,3年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

授業への参加態度および出席を重視します。

授業への参加態度、レポートの内容を総合的に検討して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で逐次紹介します。

◆参考図書◆

ロバート・エイブラムソン他『音楽教育メソードの比較』全音楽譜出版社、1994年

◆留意事項◆

子どもたちと音楽との関わり、そして音楽教育の果たす役割などについて検討し、保育者として必要な知識および技能を身につける。授業は講
義と演習を織り交ぜながら進める。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス
２．子どもと音楽について
３．学習指導要領「表現」における音楽の活動について
４．幼児の音楽教育の歴史（ルソー、ペスタロッチらの理論の紹介）
５．幼児の音楽教育の歴史（フレーベルの理論の紹介）
６．エミール・ジャック＝ダルクローズのリトミックについて
７．子どもたちの聴音能力の伸長について（リトミックとの関連で）
８．子どもたちのリズム感覚の伸長について（リトミックとの関連で）
９．子どもたちの創作についての能力の伸長について（リトミックとの関連で）
１０．ゾルタン・コダーイのコダーイ・メソードについて
１１．子どもたちの歌唱能力の伸長について（コダーイ・メソードとの関連で）
１２．カール・オルフのオルフ・シュールベルクについて
１３．子どもたちの器楽的能力の伸長について（オルフのメソードとの関連で）
１４．日本で実践されている音楽教育メソードについて
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回それまで学習した内容に関する小テストを行うため、キーワードを中心に前回の講義の復習をすること。

◆成績評価の方法◆

ECL011N

幼児音楽教育講義Ａ

板野　和彦

◆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 3-212 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

時間厳守。

授業（発表や討議）への積極的な参加、課題の提出、最終試験の内容を総合的に吟味して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

神原雅之編著『幼児音楽教育要論』（開成出版）
教育芸術社編『歌はともだち（４訂版）』（教育芸術社）

◆参考図書◆

授業中に逐次紹介する。

◆留意事項◆

幼児期の音楽教育における基本的事項について理解し、その内容と方法について理解することができる。そして、現代的に抱えている課題を
多角的な視点で捉えることができる。

◆授業内容・計画◆

幼児を取り巻くさまざまな事象（大人や子ども、地域、社会、環境、時代など）との多様な関係性を読み取る。そのために、本講では、さまざまな
事象や情報を点として見るのではなく、立体的な視点で捉える。
取りあげる内容は次の通り。

(1)遺伝と環境
(2)初期の音楽行動とスキルの発達
(3)環境と音楽
(4)障害を持つ子どもと音楽
(5)ノードフ=ロビンスの音楽療法
(6)障害を持つ子どもと音楽：みみをすます
(7)モンテッソーリと音楽教育
(8)わらべ歌と遊び(1)
(9)わらべ歌と遊び(2)
(10)創造的音楽作り
(11)スズキメソード
(12)唱歌と童謡
(13)メディアの音楽と子ども
(14)音楽教育と評価
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

各講で取り扱うテーマについて、各自、事前の予備学習を行い授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

ECL012N

幼児音楽教育講義Ｂ

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,2年,3年 クラス ０１

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

・時間厳守で行動すること。
・本講は幼稚園免許状取得のための科目「教科（音楽）」として開講する。幼稚園免許状取得のための必修科目である。

授業（発表や討議）への積極的な参加、課題の提出、最終試験の内容を総合的に吟味して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

小学校教員養成課程用 最新初等科音楽教育法［改訂版］(音楽之友社)
教育芸術社編『歌はともだち（４訂版）』（教育芸術社）

◆参考図書◆

授業中に逐次紹介する。

◆留意事項◆

小学校音楽科教育の基礎及び教科内容について、音楽の芸術教育としての特性や、子どもの発達的な姿と関連付けて理解することができ
る。

◆授業内容・計画◆

・心身共に成長発達を遂げている子どもの姿と関連付けながら、小学校音楽科で行われている教育内容について理解することを目指す。
・授業は、講義や演習、ディスカッションなどを交えながら行う。
・取りあげる内容は次の通り。

(1)音楽教育の目的と音楽科の目標
(2)音楽教育の目標と内容：表現と鑑賞、相互の関連性について
(3)歌唱教材について①：1年生及び2年生
(4)歌唱教材について②：3年生及び4年生
(5)歌唱教材について③：5年生及び6年生
(6)器楽表現と楽器
(7)鍵盤ハーモニカについて①：基本的な奏法とその指導法
(8)鍵盤ハーモニカについて②：アンサンブル
(9)リコーダーについて①：基本的な奏法とその指導法
(10)リコーダーについて②：アンサンブル
(11)音楽鑑賞と鑑賞教材①：1年生から3年生
(12)音楽鑑賞と鑑賞教材②：4年生から6年生
(13)共通事項について
(14)音楽科の評価について
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

各講で取り扱うテーマについて、各自、事前の予備学習を行い授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

ECL013N

幼児音楽教育講義Ｃ

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 N-030 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

多様な打楽器の扱い、重い楽器移動を考慮し、安全で動きやすい服装とシューズの着用とする。

授業内における課題への取り組みかたと授業内レポートを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

打楽器を楽しみ、活用していきたい、その意識が高まることを目標に打楽器学習経験のない学生であってもこの楽器の魅力を知る導入として
様々な打楽器に触れ、扱うことに慣れていく。重要なことは、からだと打楽器との関わり、つまりは楽器を楽しく鳴らすための身体の適応方法、
打つや振るといった基本的な動きを学習する。さらには幼児体験に欠かせない音と遊び、打楽器はどのような役割を担っているかを考え楽し
む。

◆授業内容・計画◆

①授業進行にともなうオリエンテーション
②話し言葉でリズム打ち、太鼓と触れる一歩
③素手を使って響かせる「ハンドドラム」とは
④ハンドドラムと身体の機能
⑤リズム以前、音楽以前の打楽器の話し
⑥コール＆レスポンス練習法
⑦基本「小太鼓奏法」１
⑧基本「小太鼓奏法」２
⑨打ちながら歩くマーチングの試み１
⑩打ちながら歩くマーチングの試み２
⑪空間を使う打楽器マーチングの応用
⑫ボディパーカッション１
⑬ラテンパーカッション１
⑭ラテンパーカッション２
⑮前期内容のまとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で推薦された図書、視聴覚資料などを積極的に事前自主学習に含むことを提案する。

◆成績評価の方法◆

ECS016N

音楽教育演習（合奏・打楽器）Ⅰ

新谷　祥子

◆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 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

前期同様

出席重視の上、発表課題を与え、その課題への取り組みと発表に対し総合的な評価とする。また前期、後期と触れてきた打楽器の各種扱いが
わかる程度のオリジナルノート制作を行い、そのノート提出を評価に加える。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。

◆参考図書◆

授業内で指示。

◆留意事項◆

前期での取り組みをもとに、より多くの打楽器を紹介しながら楽器と触れる実践の時間を増やしていく。打楽器を使って何ができるのか、簡単
に音がでやすい楽器をどうやって魅力ある音の道具として扱っていくのか。子どもたちと触れ合う楽器はどんな表情をもっているのかを探って
いく。

◆授業内容・計画◆

①和太鼓を活用する
②和太鼓と身体リズム
③マリンバなど鍵盤打楽器基本１
④マリンバなど鍵盤打楽器基本２
⑤ドラムセット基本学習１
⑥ドラムセット基本学習２
⑦小物打楽器を知る、遊ぶ
⑧自然界や生活のなかで探る打楽器のルーツ
⑨聞き合う音、伝える音の打楽器たち～創作あそび
⑩即興への取り組み～オルフ打楽器教材
⑪園児の打楽器室、より具体的な合奏１
⑫園児の打楽器室、より具体的な合奏２
⑬楽しく取り組む打楽器の楽譜、記号
⑭応用合奏
⑮年間を通して作成する自分のための打楽器ガイドノート提出と発表

◆準備学習の内容◆

授業内で推薦された図書、視聴覚資料などを積極的に事前自主学習に含むことを提案する。また発表課題がある場合、その構想または簡単
な楽器作りの準備など。

◆成績評価の方法◆

ECS017N

音楽教育演習（合奏・打楽器）Ⅱ

新谷　祥子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装で参加すること。スカートは認めない。
底の薄いシューズ着用か、裸足で授業参加のこと。

授業への意欲、関心、態度・・・60％
授業内での試験、発表・・・40％

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を適宜配布。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

リトミックはスイスの音楽教育家、Ｊ＝ダルクローズ（1865～ 1950）が創案した、リズム・動きを通して音楽を理解し、心身 の調和を図る音楽教
育方法である。本授業では実践を通して 「音楽と動き」の結びつきを学ぶと共に、身体活動を通して育 む、幼児の音楽表現の重要性について
も探っていくことを目的 とする。

◆授業内容・計画◆

（１）ガイダンス（授業参加の心得）
（２）リトミックについて（音楽と動きの結びつき）
（３）基礎的な音符①（手を叩く）
（４）基礎的な音符②（歩く、走る）
（５）基礎的な音符③（歩く、走る、止まる、ポーズづくり）
（６）基礎的な音符④（ギャロップ、スキップ）
（７）中間実技試験
（８）様々な音楽の要素①（拍、拍子）
（９）様々な音楽の要素②（アクセント）
（10）様々な音楽の要素③（音の高低）
（11）様々な音楽の要素④（音の強弱、長短）
（12）音楽に即した振り付け創作①（ピアノ曲のコレオグラフィー）
（13）音楽に即した振り付け創作②（オーケストラ曲のコレオグラフィー）
（14）音楽に即した振り付け創作③（ボディパーカッション）
（15）発表とまとめ

◆準備学習の内容◆

毎回の授業を意欲的に参加すること。
遅刻、欠席はしないこと。

◆成績評価の方法◆

ECS018N

音楽教育演習（リトミック）Ⅰ

伊藤　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加するこ
こと

授業への取り組み、課題の発表、レポートなどを総合的に評価
する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業への取り組み、課題の発表、レポートなどを総合的に評価
する。

◆参考図書◆

『体を楽器にした音楽表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リト
ミック７７選』　神原雅之　編著　（明治図書）
『ダルクローズのリトミック』
エリザベス・バンドゥレスパー　著　石丸由理訳
（ドレミ楽譜出版社）

◆留意事項◆

リトミックは20世紀初、スイスの音楽教育家エミール・ジャッ ク=ダルクローズが創案した「音（聴覚）と動き（筋肉運動感 覚）を関連づけた総合的
な音楽教育」である。音楽、舞踊、演 劇、子どもからおとなまで、表現の分野に広く展開されている。 「動きから音、音から動き」という両方のプ
ロセスを通し、人と 響きあう心と身体をつくることを目標とする。 リトミックを幼児教育に導入した小林宗作氏の考えを学ぶ。 授業のまとめとし
て、学んだことグループ創作として生かし、 幼児教育ＤＡＹで発表する。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ダルクローズリトミックについて
第2回　空間と聴覚　（サウンドスケープ）
第3回　身体の知覚（呼吸　声　緊張と弛緩）
第4回　時間・空間・エネルギー
第5回　身体の中のリズム　拍（ビート）と速さ
第6回　身体は楽器　どのような音が生み出せるか探し出す
第7回　ことばから音楽へ　（ことばのもつリズム・旋律）
第8回　弾みと流れ（拍とフレーズ）ボールやスカーフ、布、
　　　ゴムなどをつかって体感しよう。
第9回　身近な素材で音楽活動
第10回　幼児教育とリトミック　小林宗作を知る（１）
第11回　幼児教育とリトミック　小林宗作を知る（２）
第12回　音と動きのアンサンブル　グループ創作（１）
第13回　音と動きのアンサンブル　グループ創作（２）
第14回　音と動きのアンサンブル　グループ創作（３）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

グループ課題については　積極的、自主的にグループで事前に
準備をして授業にのぞむこと。

◆成績評価の方法◆

ECS019N

音楽教育演習（リトミック）Ⅱ

井上　恵理

◆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 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

時間厳守

授業への取り組み、課題の提出、発表の内容などを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

逐次必要に応じて紹介する。またはプリントを配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

即興的な音楽作りの実際について演習を行い、即興的な音楽によるやり取りを楽しもう。即興的な音楽がもつ教育的な価値と意義、その可能
性について理解することができる。

◆授業内容・計画◆

日常的な会話は即興によって行われているのだが、そのことはあまり意識されない。ひとたび台詞と化した時、それは即興的な自由さとスリリ
ングさを失ってしまうことが少なくない。
本授業では、即興的表現の導入的な実践に取り組む。
即興的な表現に含まれる教育的な役割について、実際の即興的な音楽体験を伴いながら共に考えていく。

(1)オリエンテーション、即興について
(2)おしゃべりと即興
(3)声と即興：オノマトペ、旋律唱
(4)声と即興：響きを伝える
(5)他者の動作とそれに関連する動作
(6)身近なものを用いた即興：新聞紙など
(7)身近なものを用いた即興：打楽器など
(8)ピアノによる即興：単旋律による即興
(9)ピアノによる即興：和音をつなぐ
(10)ピアノによる即興：動きと即興
(11)ピアノによる即興：物語・絵本と即興
(12)ピアノによる即興：４手による即興
(13)ピアノによる即興：アンサンブル
(14)ピアノによる即興：授業内発表
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

授業の中で体験した即興を復習、発展させること。
課題については事前に準備してくること。

◆成績評価の方法◆

ECS020N

音楽教育演習（即興演奏法）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 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴でご参加ください。

授業への意欲、関心、態度：60％
授業内テスト：40％
遅刻、欠席は大幅な減点といたします。

◆教科書（使用テキスト）◆

◆参考図書◆

キーボード・ハーモニーによる即興演奏（ソル・ヴァーコヴィッツ著、江崎正剛訳、創芸書房）

◆留意事項◆

　本授業では、Ｊ＝ダルクローズが創案したリトミックにおける即興演奏の重要性について理解を深めると共に、自らが様々な音楽の諸要素を
取り入れた即興演奏を自由に展開できるようになることを、目標としていく。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス　ダルクローズリトミックと即興演奏（インプロヴィゼーション）
第２回　リズムインプロヴィゼーションの基礎
第３回　リズムインプロヴィゼーションの応用
第４回　リズムインプロヴィゼーションの発展
第５回　メロディインプロヴィゼーションの基礎
第６回　メロディインプロヴィゼーションの応用
第７回　メロディインプロヴィゼーションの発展
第８回　クラス内発表
第９回　移調を用いた即興演奏の練習１（子どもの曲）
第10回　移調を用いた即興演奏の練習２（バッハのインベンション）
第11回　移調を用いた即興演奏のテスト
第12回　音楽と動き（動きに音楽をつける）
第13回　音楽と動き（音楽に動きをつける）
第14回　クラス内発表の練習
第15回　クラス内発表および試験

◆準備学習の内容◆

授業内で提示された課題は、自主的に練習して授業にのぞみましょう。

◆成績評価の方法◆

ECS021N

音楽教育演習（即興演奏法）Ⅱ

伊藤　仁美

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

授業の前に、教科書・配付プリントを読んでおくこと

期末レポートと平常点（授業参加度、小レポート）を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

（1）『保育内容　人間関係の探究』 松沢・西原編（相川書房）
（2）『幼稚園教育指導資料第３集　幼児理解と評価』　文部省、チャイルド社発行

◆参考図書◆

『乳幼児精神発達診断法 0才～3才』 津守真・稲毛教子（大日本図書）
『乳幼児精神発達診断法 3才～7才』 津守真・磯部景子（大日本図書）
『ライフサイクルとその完結』 E.H.エリクソン（みすず書房）
『神谷美恵子著作集3 こころの旅』 神谷美恵子（みすず書房）

◆留意事項◆

幼稚園教育要領の領域「人間関係」について、そのねらいと内容を理解するとともに、幼児期にふさわしい援助と指導の方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回：「人間関係」とはなにか
第２回：幼稚園教育要領と「人間関係」（１）─幼児の発達の基礎としての人間関係
第３回：幼稚園教育要領と「人間関係」（２）─幼児の自我と社会性の発達
第４回：子どもはなぜ人と関わろうとするのか（１）─　生理的早産説、愛着の形成
第５回：子どもの人間関係とその意義
第６回：子どもの人間関係への研究的アプローチ
第７回：保育者と子どもの関係
第８回：園生活の人間関係の実際と子どもの体験～3歳児クラスの頃
第９回：園生活の人間関係と子どもの体験～4歳児クラスの頃
第１０回：園生活の人間関係と子どもの体験～5歳児クラスの頃
第１１回：領域「人間関係」に関する、個別の指導計画：作成と討議
第１２回：領域「人間関係」に関する、クラス指導計画 ：短期指導計画の作成と討議
第１３回：子どもをとりまく大人相互の関係と大人の役割
第１４回：保育者相互の関係と保育者の役割
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

テキストのうち、次回の講義内容と関連する部分を毎回指摘する。その部分を読み、要点を掴むとともに、自分にとっての疑問点を明らかにし
て講義に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

ECL005N

保育内容（人間関係）

西原　彰宏

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-301 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

教室内で子どもと環境について考えるだけでなく、普段から、身のまわりの子どもの姿、季節ごとの自然や人々の様子などに関心をもって目を
向けてほしい。

授業の３分の２以上に出席した学生に対して課す学期末のレポート、および授業中に課した課題を総合的に考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。

◆参考図書◆

授業中に適宜指示。

◆留意事項◆

１．幼児を主体とした環境のなりたちを理解し、領域・環境の性格が強い活動を、その中に位置づけることができる。２．環境とのかかわりを「拡
がり」と「深まり」の２つの視点でとらえ、適切な援助の方法を理解し、説明することができる。３．個別の環境要因と好ましいかかわり方をする活
動を、具体的に考え、計画することができる。

◆授業内容・計画◆

 幼児をめぐる環境のなりたちを理解し、何を目指して環境とのかかわりを実践し、どのように援助することが好ましいか検討する。基本的には、
環境とのかかわりを、「拡がり」と「深まり」の二つの視点でとらえ、拡がりについては実物と接する体験を通して、深まりについては事例も参考
にしながら考える。また、近年その重要性を指摘する声が高まっている自然環境については、生命とのかかわりを中心に重点的に扱う。
　授業の主な内容は以下の通り。ただし、時季に応じた話題や材料を活用する関係で、順番が前後することもある。
１．授業ガイダンス、幼児と環境（１）環境のなりたち
２．幼児と環境（２）環境とのかかわり
３．初秋の自然体験（１）秋の学内散歩
４．初秋の自然体験（２）秋の虫とのかかわり
５．初秋の自然体験（３）秋の植物とのかかわり
６．動物とのかかわり（１）ねらい
７．動物とのかかわり（２）活動内容の検討
８．動物とのかかわり（３）実践上の注意
９．植物とのかかわり（１）ねらい
１０．植物とのかかわり（２）活動内容の検討
１１．事象（もの・こと）とのかかわり（１）
　　　ねらいと活動内容の検討
１２．事象（もの・こと）とのかかわり（２）
　　　ものの機能に着目した作る活動
１３．季節感を活かした保育
１４．数量、文字・標識とのかかわり
１５．社会とのかかわり及びまとめ

◆準備学習の内容◆

１回目の授業が始まる前に、幼稚園教育要領の第二章「ねらい及び内容」を読み、特に「（領域）環境」の部分は精読して、他の領域との関連
性を把握しておくこと。授業開始後は、毎回の授業で示される課題に十全に取り組んだうえで、次回の授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

ECL006N

保育内容（環境）

二宮　穣

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

授業では、積極的に発言し、主体的に学ぶよう心がけてほしい。

課題レポート、事例研究発表、リアクション・ペーパー等の提出状況及び内容によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

小学校学習指導要領解説「国語編」（平和２０年８月刊）文部科学省（東洋館出版社）

◆参考図書◆

「しょうがくせいのこくご　１年　上・下」（平成２７年度版小学校教科書。三省堂）。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

幼児期は、言語を旺盛に獲得しながら日々成長する時期であり、この時期の指導にあたる者にとっては、正しい言語の知識と豊かな言語感覚
が必要とされる。また、幼児が、小学校の国語科をはじめとする様々な教科等の学習に円滑に順応していくことができるようにするためにも、国
語科の学習指導に関する基本的な事項について理解を深めておくこと必要がある。本講義は、言語の教育の立場に立った国語科教育の基礎
的な内容や学習指導の方法等について、小学校学習指導要領「国語」の理念に沿って理解を深めるとともに、言語についての正しい知識と技
能を習得し、言語能力の向上と言語感覚を磨くことを通して、言語の教育に携わる者に求められる資質能力を養う。

◆授業内容・計画◆

第1回:オリエンテーション　―　言語教育としての国語教育の意義
第2回:国語科教育の果たす役割と人間形成
第3回:国語科の学習指導の目標と内容の構造
第4回:学習指導要領の内容の理解と学習指導
第5回:各領域の学習内容と学習指導の実際
第6回:各領域の学習と言語活動
第7回:「話すこと・聞くこと」の教材研究(スピーチ・ディベート)
第8回:「書くこと」の教材研究①(手紙文)
第9回:「書くこと」の教材研究②(新聞)
第10回:「読むこと」の教材研究①(幼児用絵本の朗読力の向上)
第11回:「読むこと」の教材研究②(詩歌の朗読力の向上)
第12回:「書くこと・読むこと」の教材研究①(演劇の教育的意義)
第13回:「書くこと・読むこと」の教材研究②(演劇の実践)
第14回:「書くこと・読むこと」の教材研究③(演劇活動の総括)
第15回:国語科の学習指導のまとめ

◆準備学習の内容◆

・自分自身の言語能力（話すこと・聞くこと、書くこと、読むこと、言語事項）を客観的に評価し、これまでの学校教育によって学び、身に付けてき
たことを整理しておくこと。
・幼児期における言語獲得、言語能力の伸長について、自分自身の体験、実際に幼児に触れた体験等から自分の考えを整理しておくこと。

◆成績評価の方法◆

ECL007N

教科科目（国語）

新藤　久典

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-B13 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

レポートやワークシートなどの提出物、教材研究への取り組みの状況などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『小学校学習指導要領の解説と展開　図画工作編』安彦忠彦監修/藤江充・三澤一実編著（教育出版）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

変わりゆく小学校図画工作科の実例を挙げながら、新しい学力観に立つ授業を創造していくための基礎を学ぶ。ここで学習した内容が、乳幼
児期から学童期に至る育ちと学びのあり方を俯瞰する力に結びつくようにする。

◆授業内容・計画◆

1)ガイダンス 自分の小学生時代を振り返る
2)総合的な学習の時間で実施された陶芸家の授業から、良い授業・悪い授業を考える
3)新しい学習指導要領の視点
4)各学年のめざすもの
5)創造する楽しさを育む教材
6)体験に根ざした鑑賞教育
7)評価の視点
8)他教科との関連
9)幼小中の接続期の問題
10)教材研究1
   色(光)や形、言葉、動き、音楽などの総合的な表現活動を通して、他者と関わりながら影絵を完成させる過程において育つものを考える。
11)教材研究2 影絵の内容を考える
12)教材研究3 影絵の材料を作る
13)教材研究4 影絵を演じる
14)教材研究5 上演のための準備
15)影絵上演と討論

◆準備学習の内容◆

授業内に配布されるワークシートに記入まとめをすることで、授業の要点について復習する。
教材研究「影絵」の資料を収集・持参し、授業内のグループワークを円滑にすすめる。

◆成績評価の方法◆

ECL008N

教科科目（図画工作）

宇佐美　明子

◆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,2年 クラス ０１

講義室 体育館リトミック室 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

実技を伴う授業を行うので運動ができる服装（運動着、体育館シューズ）を用意すること。

1．授業内テスト
2．平常授業への取り組みにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて資料配布する。

◆参考図書◆

必要に応じて掲示する。

◆留意事項◆

遊びを通して、子供たちが楽しみながら主運動に繋がる動きを経験することで、できる喜びを味わえる指導方法を身につけるる。

◆授業内容・計画◆

子供たちの体力低下が指摘されていることから、運動遊びを通して、体力を高める運動方法を学ぶとともに、運動することの楽しさや喜びを味
わう事のできる指導法を学ぶ。

1） 授業ガイダンス
2） 体ほぐしの運動
　　　多様な動きをつくる運動遊び
3） 表現遊び
　　　身近な題材の特徴をとらえて踊る ①
4） 表現遊び
　　　身近な題材の特徴をとらえて踊る ②
5） リズム遊び
　　　リズムに乗って踊る ①
6） リズム遊び
　　　リズムに乗って踊る ②
7） リズム遊び
　　　リズムに乗って踊る ③
8） リズム遊び
　　　リズムに乗って踊る ③をグループ毎にフォーメーションを工夫する
9) リズム遊び
　　　リズムに乗って踊る ③の発表
10）ミニオペレッタ
　　　シナリオを考え、歌と踊りを創作する
11）ミニオペレッタ
　　　シナリオを考え、歌と踊りを創作する
12）ミニオペレッタ
　　　シナリオを考え、歌と踊りを創作する
13) ミニオペレッタ
　　　作品をまとめ、リハーサルを行う
14）ミニオペレッタの発表、本授業のまとめ

◆準備学習の内容◆

小学校学習指導要領解説を事前に読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

ECL009N

教科科目（体育）

和田　春恵

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

「教材研究と活動の開発」においては、各自で小道具類や文房具類などの準備が必要な授業がある。その都度、具体的に指示する。

課題レポート　、教材研究への取組・研究発表、リアクション・ペーパー等の提出状況・内容等によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

小学校学習指導要領解説「生活編」（平和２０年８月刊）文部科学省（日本文教出版）

◆参考図書◆

「どきどきわくわく　あたらしいせいかつ　上・下」（平成２７年度版小学校教科書。東京書籍）。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

小学校「生活科」は、具体的な活動や体験を通して、自分と身近な人々、社会及び自然とのかかわりを学んでいく教科であり、就学前の保育
園・幼稚園等における教育とも深くつながりをもつ教科である。特に、「気付き」を重視する点で系統性が求められる。また、小学校３年生以降
の教科学習や「総合的な学習の時間」とも深い関連をもって展開される科目である。本講義では、「生活科」の趣旨を踏まえながら、目標、内
容・方法、指導、評価について実際に体験しながら理解していくことをねらいとする。最終的には、こうした理解に基づき、幼小連携の視点か
ら、幼稚園教育等の内容を構想できる力を養う。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション　―　就学前教育と小学校教育
２．小学校低学年の子供たちの実態と「生活科」
３．生活科の誕生と変遷
４．生活科の目標及び内容１（生活科の構造）
５．生活科の目標及び内容２（生活科の指導計画作成上の配慮事項）
６．生活科で育てたい能力
７．教材研究と活動の開発Ⅰ「植物園を創ろう①」（栽培活動の教育的意義）
８．教材研究と活動の開発Ⅰ「植物園を創ろう②」（具体的な学習活動と配慮事項）
９．教材研究と活動の開発Ⅰ「植物園を創ろう③」（研究発表会）
１０．教材研究と活動の開発Ⅱ「生き物とかかわろう①」（飼育活動の教育的意義）
１１．教材研究と活動の開発Ⅱ「生き物とかかわろう②」（具体的な学習活動と配慮事項）
１２．教材研究と活動の開発Ⅱ「生き物とかかわろう③」（研究発表会）
１３．生活科の指導・支援の基本、表現活動と評価
１４．生活科の理念と少々連携教育の在り方
１５．生活科の学習のまとめ

◆準備学習の内容◆

・幼稚園・保育園、小学校時代、園庭・校庭や園舎・校舎の周辺、近くの公園等、自然と触れ合った学習経験を１～２つ思い出し、その内容と印
象、学んだことについて発表できるようにしておくこと。

◆成績評価の方法◆

ECL010N

教科科目（生活）

新藤　久典

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 5-B13 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

欠席が多いと提出作品の完成が難しくなる。若干の材料費がかかる。美術Bと続けて履修することが望ましい

提出作品の内容と授業への参加状況を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

幼児教育専攻の学生は『0歳からの表現・造形』皆本二三江編著（文化書房博文社）を購入する。
幼児教育専攻以外の学生には随時プリントを配付するため、テキストは購入しなくてもよい。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

美術教育が担う役割は多様であるが、この授業では様々な美術作品の制作をするなどして、学生自身の感性を高めることや自己発見を促す
ことと同時に、教育者として必要な基礎造形の知識と技術を身につけることを主眼としている。美術演習に対して苦手意識を持つものほど履修
してほしい。なぜならば、教師の苦手意識はそのまま子どもたちに反映されるからである。「伸び伸びとした表現ができない」「手が動かない」と
いわれる現代の子どもたちに対応する力を授業の中から積極的に学び取って欲しい。美術Aは平面的な課題を主に扱い、色彩や形について
造詣を深め、まとめとしてオリジナル絵本を制作する。

◆授業内容・計画◆

1)ガイダンス
2)オリジナル絵本の制作1 (造形的な視点からみた絵本の種類と特徴についての講義)
3)絵本の装丁(ミニチュア絵本制作)
4)鉛筆デッサンのポイント(講義と演習)
5)鉛筆で描く静物画1(構図のとりかた)
6)鉛筆で描く静物画2(空間と立体の表現)
7)色彩構成1 (基本的な色彩論)
8)色彩構成2 (色彩構成演習)
9)色彩構成3 (色彩構成演習)
10)オリジナル絵本の制作2 (内容の決定と材料の選定)
11)オリジナル絵本の制作3 (輪郭の描写)
12)オリジナル絵本の制作4 (着彩など)
13)オリジナル絵本の制作5 (仕上げ)
14)オリジナル絵本の装丁　鑑賞
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

オリジナル絵本の素材は紙、布など各自が決定してすすめるため、材料が揃わないとすすまない。図書館や書店で参考になる絵本を探すこ
と。

◆成績評価の方法◆

ECL024N

美術Ａ

宇佐美　明子

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 5-B13 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

欠席が多いと提出作品の完成が難しくなる。若干の材料費がかかる。美術Bと続けて履修することが望ましい

提出作品の内容と授業への参加状況を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

幼児教育専攻の学生は『0歳からの表現・造形』皆本二三江編著（文化書房博文社）を購入する。
幼児教育専攻以外の学生には随時プリントを配付するため、テキストは購入しなくてもよい。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

美術教育が担う役割は多様であるが、この授業では様々な美術作品の制作をするなどして、学生自身の感性を高めることや自己発見を促す
ことと同時に、教育者として必要な基礎造形の知識と技術を身につけることを主眼としている。美術演習に対して苦手意識を持つものほど履修
してほしい。なぜならば、教師の苦手意識はそのまま子どもたちに反映されるからである。「伸び伸びとした表現ができない」「手が動かない」と
いわれる現代の子どもたちに対応する力を授業の中から積極的に学び取って欲しい。美術Aは平面的な課題を主に扱い、色彩や形について
造詣を深め、まとめとしてオリジナル絵本を制作する。

◆授業内容・計画◆

1)ガイダンス
2)オリジナル絵本の制作1 (造形的な視点からみた絵本の種類と特徴についての講義)
3)絵本の装丁(ミニチュア絵本制作)
4)鉛筆デッサンのポイント(講義と演習)
5)鉛筆で描く静物画1(構図のとりかた)
6)鉛筆で描く静物画2(空間と立体の表現)
7)色彩構成1 (基本的な色彩論)
8)色彩構成2 (色彩構成演習)
9)色彩構成3 (色彩構成演習)
10)オリジナル絵本の制作2 (内容の決定と材料の選定)
11)オリジナル絵本の制作3 (輪郭の描写)
12)オリジナル絵本の制作4 (着彩など)
13)オリジナル絵本の制作5 (仕上げ)
14)オリジナル絵本の装丁　鑑賞
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

オリジナル絵本の素材は紙、布など各自が決定してすすめるため、材料が揃わないとすすまない。図書館や書店で参考になる絵本を探すこ
と。

◆成績評価の方法◆

ECL024N

美術Ａ

宇佐美　明子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 5-B13 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

若干の材料費がかかる。美術Aと続けて履修することが望ましい。
欠席が続くと授業内での作品研究が難しい。

提出作品の内容と授業への参加状況を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

幼児教育専攻の学生は『0歳からの表現・造形』皆本二三江編著（文化書房博文社）を購入する。
幼児教育専攻外の学生には随時プリントを配付するので、テキストは購入しなくてもよい。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

美術教育が担う役割は多様であるが、この授業では様々な美術作品制作をするなどして、学生自身の感性を高めることや自己発見を促すこと
と同時に、教育者として必要な基礎造形の知識と技術を身につけることを主眼としている。美術演習に対して苦手意識を持つものほど履修して
ほしい。なぜならば、教師の苦手意識はそのまま子どもたちに反映されるからである。「伸び伸びとした表現ができない」「手が動かない」といわ
れる現代の子どもたちに対応する力を授業の中から積極的に学び取って欲しい。美術Aと異なる点は、主に立体加工を扱っている。一般的に
紙や描画材などの素材にはなじみがあるが、木や金属、陶芸となると経験する機会が少なくなる。様々な素材を加工し制作した経験は、美術
C.Dを履修した場合など、自由課題への自信を生む。

◆授業内容・計画◆

1）弥生笛の制作1 (陶芸の種類と流れ、土を作るには)
2）弥生笛の制作2 (簡単に作れて遊べる音具の紹介と制作)
3）弥生笛の制作3 (音具の加工 陶芸笛の成型)
4）弥生笛の制作4 (陶芸笛の成型、乾燥)
5）紙粘土でデッサン1 (五感を働かせて食べ慣れた食材をつくる)
6）民族楽器カリンバ制作1 (木工加工の基礎)
7）紙粘土でデッサン2 (着彩とニス仕上げ)
   弥生笛の制作5 (下絵付けと釉薬がけ)
8）民族楽器カリンバ制作2 (木材の切りだし)
9）民族楽器カリンバ制作3 (成型、彫刻など)
10）民族楽器カリンバ制作4 (成型、彫刻など)
11）民族楽器カリンバ制作5 (金属部品の加工)
12）民族楽器カリンバ制作6 (竹の加工など)
13）民族楽器カリンバ制作7 (着彩)
14）民族楽器カリンバ制作8 (組立て)
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

弥生笛とカリンバのデザインを考える。

◆成績評価の方法◆

ECL025N

美術Ｂ

宇佐美　明子

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 5-B13 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

若干の材料費がかかる。美術Aと続けて履修することが望ましい。
欠席が続くと授業内での作品研究が難しい。

提出作品の内容と授業への参加状況を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

幼児教育専攻の学生は『0歳からの表現・造形』皆本二三江編著（文化書房博文社）を購入する。
幼児教育専攻外の学生には随時プリントを配付するので、テキストは購入しなくてもよい。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

美術教育が担う役割は多様であるが、この授業では様々な美術作品制作をするなどして、学生自身の感性を高めることや自己発見を促すこと
と同時に、教育者として必要な基礎造形の知識と技術を身につけることを主眼としている。美術演習に対して苦手意識を持つものほど履修して
ほしい。なぜならば、教師の苦手意識はそのまま子どもたちに反映されるからである。「伸び伸びとした表現ができない」「手が動かない」といわ
れる現代の子どもたちに対応する力を授業の中から積極的に学び取って欲しい。美術Aと異なる点は、主に立体加工を扱っている。一般的に
紙や描画材などの素材にはなじみがあるが、木や金属、陶芸となると経験する機会が少なくなる。様々な素材を加工し制作した経験は、美術
C.Dを履修した場合など、自由課題への自信を生む。

◆授業内容・計画◆

1）弥生笛の制作1 (陶芸の種類と流れ、土を作るには)
2）弥生笛の制作2 (簡単に作れて遊べる音具の紹介と制作)
3）弥生笛の制作3 (音具の加工 陶芸笛の成型)
4）弥生笛の制作4 (陶芸笛の成型、乾燥)
5）紙粘土でデッサン1 (五感を働かせて食べ慣れた食材をつくる)
6）民族楽器カリンバ制作1 (木工加工の基礎)
7）紙粘土でデッサン2 (着彩とニス仕上げ)
   弥生笛の制作5 (下絵付けと釉薬がけ)
8）民族楽器カリンバ制作2 (木材の切りだし)
9）民族楽器カリンバ制作3 (成型、彫刻など)
10）民族楽器カリンバ制作4 (成型、彫刻など)
11）民族楽器カリンバ制作5 (金属部品の加工)
12）民族楽器カリンバ制作6 (竹の加工など)
13）民族楽器カリンバ制作7 (着彩)
14）民族楽器カリンバ制作8 (組立て)
15）まとめ

◆準備学習の内容◆

弥生笛とカリンバのデザインを考える。

◆成績評価の方法◆

ECL025N

美術Ｂ

宇佐美　明子

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

この授業では、たんに教育心理学の要点を覚えるのではなく、学校で起こっていることに対してどのように対応したらよいかを全員で考えること
に主眼を置く。そのため、授業に毎回出席することが前提となる。
　なお、第１回目の授業は必ず出席すること。欠席の場合は研究室（5-114）まであらかじめ連絡すること。この連絡なしに初回の授業を欠席し
た場合は履修を認めないことがあるので注意すること。

授業内試験の結果をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育心理学をきわめる10のチカラ』　古川聡編著　（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

教員免許法で定められた「児童生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある児童生徒の心身の発達及び学習を含む）」に対応した科目で
あり、これらの点について理解を深めることが目的である。

◆授業内容・計画◆

テキストを中心に以下の内容について講義する。
第１回：オリエンテーション－教育心理で学ぶこと－
第２回：乳幼児期の心身の発達
第３回：児童期の心身の発達
第４回：青年期の心身の発達
第５回：障がいとは何か
第６回：障がい者とどのように関わればよいか
第７回：発達障がいの特徴と対応
第８回：学習・記憶・動機づけ
第９回：教育評価の方法：相対評価と絶対評価
第１０回：教育評価の目的：診断的評価・形成的評価・総括的評価
第１１回：性格の理解と測定
第１２回：不適応行動
第１３回：集団の特徴
第１４回：心理療法
第１５回：全体のまとめ
定期試験

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う範囲をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが前提です。加えて、発達の領域では、自分の生い
立ちを振り返っておくことが必要。教育評価の領域では、小学校から高等学校までの自分の通知表を見直して、どのような評価法が用いられ、
どのようなメッセージが教員から託されていたのかをみておいてほしい。性格の領域では、自分らしさとは何かを考えておくこと。心理療法の領
域では、どのような聴き方をされたらよかったのかを振り返って考えてくること。

◆成績評価の方法◆

ECL027N

教育心理

古川　聡

◆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,2年 クラス ０２

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

この授業では、たんに教育心理学の要点を覚えるのではなく、学校で起こっていることに対してどのように対応したらよいかを全員で考えること
に主眼を置く。そのため、授業に毎回出席することが前提となる。
　なお、第１回目の授業は必ず出席すること。欠席の場合は研究室（5-114）まであらかじめ連絡すること。この連絡なしに初回の授業を欠席し
た場合は履修を認めないことがあるので注意すること。

授業内試験の結果をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育心理学をきわめる10のチカラ』　古川聡編著　（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

教員免許法で定められた「児童生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある児童生徒の心身の発達及び学習を含む）」に対応した科目で
あり、これらの点について理解を深めることが目的である。

◆授業内容・計画◆

テキストを中心に以下の内容について講義する。
第１回：オリエンテーション－教育心理で学ぶこと－
第２回：乳幼児期の心身の発達
第３回：児童期の心身の発達
第４回：青年期の心身の発達
第５回：障がいとは何か
第６回：障がい者とどのように関わればよいか
第７回：発達障がいの特徴と対応
第８回：学習・記憶・動機づけ
第９回：教育評価の方法：相対評価と絶対評価
第１０回：教育評価の目的：診断的評価・形成的評価・総括的評価
第１１回：性格の理解と測定
第１２回：不適応行動
第１３回：集団の特徴
第１４回：心理療法
第１５回：全体のまとめ
定期試験

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う範囲をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが前提です。加えて、発達の領域では、自分の生い
立ちを振り返っておくことが必要。教育評価の領域では、小学校から高等学校までの自分の通知表を見直して、どのような評価法が用いられ、
どのようなメッセージが教員から託されていたのかをみておいてほしい。性格の領域では、自分らしさとは何かを考えておくこと。心理療法の領
域では、どのような聴き方をされたらよかったのかを振り返って考えてくること。

◆成績評価の方法◆

ECL027N

教育心理

古川　聡

◆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,2年 クラス ０３

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

この授業では、たんに教育心理学の要点を覚えるのではなく、学校で起こっていることに対してどのように対応したらよいかを全員で考えること
に主眼を置く。そのため、授業に毎回出席することが前提となる。
　なお、第１回目の授業は必ず出席すること。欠席の場合は研究室（5-114）まであらかじめ連絡すること。この連絡なしに初回の授業を欠席し
た場合は履修を認めないことがあるので注意すること。

授業内試験の結果をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育心理学をきわめる10のチカラ』　古川聡編著　（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

教員免許法で定められた「児童生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある児童生徒の心身の発達及び学習を含む）」に対応した科目で
あり、これらの点について理解を深めることが目的である。

◆授業内容・計画◆

テキストを中心に以下の内容について講義する。
第１回：オリエンテーション－教育心理で学ぶこと－
第２回：乳幼児期の心身の発達
第３回：児童期の心身の発達
第４回：青年期の心身の発達
第５回：障がいとは何か
第６回：障がい者とどのように関わればよいか
第７回：発達障がいの特徴と対応
第８回：学習・記憶・動機づけ
第９回：教育評価の方法：相対評価と絶対評価
第１０回：教育評価の目的：診断的評価・形成的評価・総括的評価
第１１回：性格の理解と測定
第１２回：不適応行動
第１３回：集団の特徴
第１４回：心理療法
第１５回：全体のまとめ
定期試験

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う範囲をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが前提です。加えて、発達の領域では、自分の生い
立ちを振り返っておくことが必要。教育評価の領域では、小学校から高等学校までの自分の通知表を見直して、どのような評価法が用いられ、
どのようなメッセージが教員から託されていたのかをみておいてほしい。性格の領域では、自分らしさとは何かを考えておくこと。心理療法の領
域では、どのような聴き方をされたらよかったのかを振り返って考えてくること。

◆成績評価の方法◆

ECL027N

教育心理

古川　聡

◆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,2年 クラス ０４

講義室 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

この授業では、たんに教育心理学の要点を覚えるのではなく、学校で起こっていることに対してどのように対応したらよいかを全員で考えること
に主眼を置く。そのため、授業に毎回出席することが前提となる。
　なお、第１回目の授業は必ず出席すること。欠席の場合は研究室（5-114）まであらかじめ連絡すること。この連絡なしに初回の授業を欠席し
た場合は履修を認めないことがあるので注意すること。

授業内試験の結果をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育心理学をきわめる10のチカラ』　古川聡編著　（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

教員免許法で定められた「児童生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある児童生徒の心身の発達及び学習を含む）」に対応した科目で
あり、これらの点について理解を深めることが目的である。

◆授業内容・計画◆

テキストを中心に以下の内容について講義する。
第１回：オリエンテーション－教育心理で学ぶこと－
第２回：乳幼児期の心身の発達
第３回：児童期の心身の発達
第４回：青年期の心身の発達
第５回：障がいとは何か
第６回：障がい者とどのように関わればよいか
第７回：発達障がいの特徴と対応
第８回：学習・記憶・動機づけ
第９回：教育評価の方法：相対評価と絶対評価
第１０回：教育評価の目的：診断的評価・形成的評価・総括的評価
第１１回：性格の理解と測定
第１２回：不適応行動
第１３回：集団の特徴
第１４回：心理療法
第１５回：全体のまとめ
定期試験

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う範囲をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが前提です。加えて、発達の領域では、自分の生い
立ちを振り返っておくことが必要。教育評価の領域では、小学校から高等学校までの自分の通知表を見直して、どのような評価法が用いられ、
どのようなメッセージが教員から託されていたのかをみておいてほしい。性格の領域では、自分らしさとは何かを考えておくこと。心理療法の領
域では、どのような聴き方をされたらよかったのかを振り返って考えてくること。

◆成績評価の方法◆

ECL027N

教育心理

古川　聡

◆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,2年 クラス ０５

講義室 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

この授業では、たんに教育心理学の要点を覚えるのではなく、学校で起こっていることに対してどのように対応したらよいかを全員で考えること
に主眼を置く。そのため、授業に毎回出席することが前提となる。
　なお、第１回目の授業は必ず出席すること。欠席の場合は研究室（5-114）まであらかじめ連絡すること。この連絡なしに初回の授業を欠席し
た場合は履修を認めないことがあるので注意すること。

授業内試験の結果をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育心理学をきわめる10のチカラ』　古川聡編著　（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

教員免許法で定められた「児童生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある児童生徒の心身の発達及び学習を含む）」に対応した科目で
あり、これらの点について理解を深めることが目的である。

◆授業内容・計画◆

テキストを中心に以下の内容について講義する。
第１回：オリエンテーション－教育心理で学ぶこと－
第２回：乳幼児期の心身の発達
第３回：児童期の心身の発達
第４回：青年期の心身の発達
第５回：障がいとは何か
第６回：障がい者とどのように関わればよいか
第７回：発達障がいの特徴と対応
第８回：学習・記憶・動機づけ
第９回：教育評価の方法：相対評価と絶対評価
第１０回：教育評価の目的：診断的評価・形成的評価・総括的評価
第１１回：性格の理解と測定
第１２回：不適応行動
第１３回：集団の特徴
第１４回：心理療法
第１５回：全体のまとめ
定期試験

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う範囲をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが前提です。加えて、発達の領域では、自分の生い
立ちを振り返っておくことが必要。教育評価の領域では、小学校から高等学校までの自分の通知表を見直して、どのような評価法が用いられ、
どのようなメッセージが教員から託されていたのかをみておいてほしい。性格の領域では、自分らしさとは何かを考えておくこと。心理療法の領
域では、どのような聴き方をされたらよかったのかを振り返って考えてくること。

◆成績評価の方法◆

ECL027N

教育心理

古川　聡

◆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,2年 クラス ０６

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

この授業では、たんに教育心理学の要点を覚えるのではなく、学校で起こっていることに対してどのように対応したらよいかを全員で考えること
に主眼を置く。そのため、授業に毎回出席することが前提となる。
　なお、第１回目の授業は必ず出席すること。欠席の場合は研究室（5-114）まであらかじめ連絡すること。この連絡なしに初回の授業を欠席し
た場合は履修を認めないことがあるので注意すること。

授業内試験の結果をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『教育心理学をきわめる10のチカラ』　古川聡編著　（福村出版）

◆参考図書◆

授業内で紹介する

◆留意事項◆

教員免許法で定められた「児童生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある児童生徒の心身の発達及び学習を含む）」に対応した科目で
あり、これらの点について理解を深めることが目的である。

◆授業内容・計画◆

テキストを中心に以下の内容について講義する。
第１回：オリエンテーション－教育心理で学ぶこと－
第２回：乳幼児期の心身の発達
第３回：児童期の心身の発達
第４回：青年期の心身の発達
第５回：障がいとは何か
第６回：障がい者とどのように関わればよいか
第７回：発達障がいの特徴と対応
第８回：学習・記憶・動機づけ
第９回：教育評価の方法：相対評価と絶対評価
第１０回：教育評価の目的：診断的評価・形成的評価・総括的評価
第１１回：性格の理解と測定
第１２回：不適応行動
第１３回：集団の特徴
第１４回：心理療法
第１５回：全体のまとめ
定期試験

◆準備学習の内容◆

次回の授業で扱う範囲をあらかじめ読んで理解し、問題点や疑問点を明らかにしてくることが前提です。加えて、発達の領域では、自分の生い
立ちを振り返っておくことが必要。教育評価の領域では、小学校から高等学校までの自分の通知表を見直して、どのような評価法が用いられ、
どのようなメッセージが教員から託されていたのかをみておいてほしい。性格の領域では、自分らしさとは何かを考えておくこと。心理療法の領
域では、どのような聴き方をされたらよかったのかを振り返って考えてくること。

◆成績評価の方法◆

ECL027N

教育心理

古川　聡

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

・毎回授業中にコメントシートを配ります。授業内容に関して考えたことや思ったことなどを書いてください。
・授業内容でわからない点があったときには、コメントシートに記入してください。次の授業時に回答します。

定期試験に、小テストと平常点（課題やグループワークの取り組み状況など）を加えて、総合的に評価します。評価は、授業日数３分の２以上
出席者に対して行います。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。授業内で印刷資料を配付する。

◆参考図書◆

『現代教育社会学』岩井八郎・近藤博之編（有斐閣）
『教育社会学への招待』若槻健・西田芳正編　志水宏吉監修（大阪大学出版会）
『日本の教育を考える－現状と展望－』望月重信・播本秀史・岡明秀忠編著（学文社）
『子どもの貧困』浅井春夫・松本伊知朗・湯澤直美編（明石書店）

◆留意事項◆

この授業の目的は、学校や家庭を中心に今日の子どもの育つ環境を客観的に捉えなおし、学校教育や家庭教育の社会的機能やその意味を
考察していくことです。　授業では、教育社会学的な見方を身につけ、今日の教育制度、学校経営、子どもの育つ環境についての理解を深め
ていくことを目指します。また、そのことを通じて、今日の教育課題を分析する力を身につけることをねらいとします。

◆授業内容・計画◆

普段「当たり前」として意識していない事柄や素朴な疑問を切り口として、子どもの育つ環境を教育社会学的な観点から考えていきます。授業
では、講義に加えて、テーマに関するワークやグループ討議なども実施する予定です。
授業計画
第１回　教育のエージェント（１）（講義／グループワーク）
　なぜ子どもに教育が必要と考えられるようになったのか。教育は誰によって担われてきたのか、その歴史的変容をみていく。
第２回　教育のエージェント（２）
　社会と教育の関係を考えるために、「社会学的な見方」を紹介する。
第３回　学校教育制度の概要（１）
　学校教育制度の基本的な用語を学びつつ、学校・教師の社会的位置づけを理解していく。
第４回　学校教育制度の概要（２）
　学校組織、教員間の関係の現状から、学校運営上の、教員同士の協働体制のあり方を考えていく。
第５回　「学力」と教育施策を考える（１）
　学習指導要領にみる「学力観」の変遷をみていく。その上で、「学力」に関わる課題を考える。
第６回　「学力」と教育施策を考える（２）
　「学力」に関する様々な教育施策を、他国の教育制度と比較しながら、考える。
第７回　学校の文化を考える（１）
　学校はどのように文化を伝達しているのか。日本的指導に着目しながら、考える。
第８回　学校の文化を考える（２）
　多文化化する社会において、日本の学校はどのような課題に直面していくのかを考える。
第９回　教育選択を考える（２）
　義務教育段階における学びの場の選択とその課題を考える。
第10回　高等学校の教育改革を考える（１）
　高等学校教育がどのような背景から制度改革が行われ、どのような帰結をもたらしたのか。高等学校教育の多様化の現状と課題を探る。
第11回　高等学校の教育改革をを考える（２）
　高等学校や大学における入試制度の変更は、生徒の進路選択及び学校間の関係にどのような影響を与えるのかを考える。
第12回　家庭における教育を考える
　保護者はどのような教育戦略を持っているのか。その教育戦略は、子どもの教育達成にどのような影響を与えているのか。
第13回　子どもの貧困を考える（１）
　「子どもの貧困」問題の現状を知るとともに、「子どもの貧困」が引き起こされる要因を探る。
第14回　子どもの貧困を考える（２）
　「子どもの貧困」問題に対して、教師や学校はどのような連携や対応が必要となるのかを考える。
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・テーマに関する基本的な課題を出しますので、事前に調べてきてください。
・授業内容の理解を深める際に、配布する資料を利用してください。また、次の回に使用する資料が配られたときには、予め資料を読んでから
授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

ECL028N

教育社会学

渡辺　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,2年 クラス ０２

講義室 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

・毎回授業中にコメントシートを配ります。授業内容に関して考えたことや思ったことなどを書いてください。
・授業内容でわからない点があったときには、コメントシートに記入してください。次の授業時に回答します。

定期試験に、小テストと平常点（課題やグループワークの取り組み状況など）を加えて、総合的に評価します。評価は、授業日数３分の２以上
出席者に対して行います。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。授業内で印刷資料を配付する。

◆参考図書◆

『現代教育社会学』岩井八郎・近藤博之編（有斐閣）
『教育社会学への招待』若槻健・西田芳正編　志水宏吉監修（大阪大学出版会）
『日本の教育を考える－現状と展望－』望月重信・播本秀史・岡明秀忠編著（学文社）
『子どもの貧困』浅井春夫・松本伊知朗・湯澤直美編（明石書店）

◆留意事項◆

この授業の目的は、学校や家庭を中心に今日の子どもの育つ環境を客観的に捉えなおし、学校教育や家庭教育の社会的機能やその意味を
考察していくことです。　授業では、教育社会学的な見方を身につけ、今日の教育制度、学校経営、子どもの育つ環境についての理解を深め
ていくことを目指します。また、そのことを通じて、今日の教育課題を分析する力を身につけることをねらいとします。

◆授業内容・計画◆

普段「当たり前」として意識していない事柄や素朴な疑問を切り口として、子どもの育つ環境を教育社会学的な観点から考えていきます。授業
では、講義に加えて、テーマに関するワークやグループ討議なども実施する予定です。
授業計画
第１回　教育のエージェント（１）（講義／グループワーク）
　なぜ子どもに教育が必要と考えられるようになったのか。教育は誰によって担われてきたのか、その歴史的変容をみていく。
第２回　教育のエージェント（２）
　社会と教育の関係を考えるために、「社会学的な見方」を紹介する。
第３回　学校教育制度の概要（１）
　学校教育制度の基本的な用語を学びつつ、学校・教師の社会的位置づけを理解していく。
第４回　学校教育制度の概要（２）
　学校組織、教員間の関係の現状から、学校運営上の、教員同士の協働体制のあり方を考えていく。
第５回　「学力」と教育施策を考える（１）
　学習指導要領にみる「学力観」の変遷をみていく。その上で、「学力」に関わる課題を考える。
第６回　「学力」と教育施策を考える（２）
　「学力」に関する様々な教育施策を、他国の教育制度と比較しながら、考える。
第７回　学校の文化を考える（１）
　学校はどのように文化を伝達しているのか。日本的指導に着目しながら、考える。
第８回　学校の文化を考える（２）
　多文化化する社会において、日本の学校はどのような課題に直面していくのかを考える。
第９回　教育選択を考える（２）
　義務教育段階における学びの場の選択とその課題を考える。
第10回　高等学校の教育改革を考える（１）
　高等学校教育がどのような背景から制度改革が行われ、どのような帰結をもたらしたのか。高等学校教育の多様化の現状と課題を探る。
第11回　高等学校の教育改革をを考える（２）
　高等学校や大学における入試制度の変更は、生徒の進路選択及び学校間の関係にどのような影響を与えるのかを考える。
第12回　家庭における教育を考える
　保護者はどのような教育戦略を持っているのか。その教育戦略は、子どもの教育達成にどのような影響を与えているのか。
第13回　子どもの貧困を考える（１）
　「子どもの貧困」問題の現状を知るとともに、「子どもの貧困」が引き起こされる要因を探る。
第14回　子どもの貧困を考える（２）
　「子どもの貧困」問題に対して、教師や学校はどのような連携や対応が必要となるのかを考える。
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・テーマに関する基本的な課題を出しますので、事前に調べてきてください。
・授業内容の理解を深める際に、配布する資料を利用してください。また、次の回に使用する資料が配られたときには、予め資料を読んでから
授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

ECL028N

教育社会学

渡辺　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,2年 クラス ０３

講義室 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

・毎回授業中にコメントシートを配ります。授業内容に関して考えたことや思ったことなどを書いてください。
・授業内容でわからない点があったときには、コメントシートに記入してください。次の授業時に回答します。

定期試験に、小テストと平常点（課題やグループワークの取り組み状況など）を加えて、総合的に評価します。評価は、授業日数３分の２以上
出席者に対して行います。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。授業内で印刷資料を配付する。

◆参考図書◆

『現代教育社会学』岩井八郎・近藤博之編（有斐閣）
『教育社会学への招待』若槻健・西田芳正編　志水宏吉監修（大阪大学出版会）
『日本の教育を考える－現状と展望－』望月重信・播本秀史・岡明秀忠編著（学文社）
『子どもの貧困』浅井春夫・松本伊知朗・湯澤直美編（明石書店）

◆留意事項◆

この授業の目的は、学校や家庭を中心に今日の子どもの育つ環境を客観的に捉えなおし、学校教育や家庭教育の社会的機能やその意味を
考察していくことです。　授業では、教育社会学的な見方を身につけ、今日の教育制度、学校経営、子どもの育つ環境についての理解を深め
ていくことを目指します。また、そのことを通じて、今日の教育課題を分析する力を身につけることをねらいとします。

◆授業内容・計画◆

普段「当たり前」として意識していない事柄や素朴な疑問を切り口として、子どもの育つ環境を教育社会学的な観点から考えていきます。授業
では、講義に加えて、テーマに関するワークやグループ討議なども実施する予定です。
授業計画
第１回　教育のエージェント（１）（講義／グループワーク）
　なぜ子どもに教育が必要と考えられるようになったのか。教育は誰によって担われてきたのか、その歴史的変容をみていく。
第２回　教育のエージェント（２）
　社会と教育の関係を考えるために、「社会学的な見方」を紹介する。
第３回　学校教育制度の概要（１）
　学校教育制度の基本的な用語を学びつつ、学校・教師の社会的位置づけを理解していく。
第４回　学校教育制度の概要（２）
　学校組織、教員間の関係の現状から、学校運営上の、教員同士の協働体制のあり方を考えていく。
第５回　「学力」と教育施策を考える（１）
　学習指導要領にみる「学力観」の変遷をみていく。その上で、「学力」に関わる課題を考える。
第６回　「学力」と教育施策を考える（２）
　「学力」に関する様々な教育施策を、他国の教育制度と比較しながら、考える。
第７回　学校の文化を考える（１）
　学校はどのように文化を伝達しているのか。日本的指導に着目しながら、考える。
第８回　学校の文化を考える（２）
　多文化化する社会において、日本の学校はどのような課題に直面していくのかを考える。
第９回　教育選択を考える（２）
　義務教育段階における学びの場の選択とその課題を考える。
第10回　高等学校の教育改革を考える（１）
　高等学校教育がどのような背景から制度改革が行われ、どのような帰結をもたらしたのか。高等学校教育の多様化の現状と課題を探る。
第11回　高等学校の教育改革をを考える（２）
　高等学校や大学における入試制度の変更は、生徒の進路選択及び学校間の関係にどのような影響を与えるのかを考える。
第12回　家庭における教育を考える
　保護者はどのような教育戦略を持っているのか。その教育戦略は、子どもの教育達成にどのような影響を与えているのか。
第13回　子どもの貧困を考える（１）
　「子どもの貧困」問題の現状を知るとともに、「子どもの貧困」が引き起こされる要因を探る。
第14回　子どもの貧困を考える（２）
　「子どもの貧困」問題に対して、教師や学校はどのような連携や対応が必要となるのかを考える。
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・テーマに関する基本的な課題を出しますので、事前に調べてきてください。
・授業内容の理解を深める際に、配布する資料を利用してください。また、次の回に使用する資料が配られたときには、予め資料を読んでから
授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

ECL028N

教育社会学

渡辺　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,2年 クラス ０４

講義室 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

・毎回授業中にコメントシートを配ります。授業内容に関して考えたことや思ったことなどを書いてください。
・授業内容でわからない点があったときには、コメントシートに記入してください。次の授業時に回答します。

定期試験に、小テストと平常点（課題やグループワークの取り組み状況など）を加えて、総合的に評価します。評価は、授業日数３分の２以上
出席者に対して行います。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書は使用しない。授業内で印刷資料を配付する。

◆参考図書◆

『現代教育社会学』岩井八郎・近藤博之編（有斐閣）
『教育社会学への招待』若槻健・西田芳正編　志水宏吉監修（大阪大学出版会）
『日本の教育を考える－現状と展望－』望月重信・播本秀史・岡明秀忠編著（学文社）
『子どもの貧困』浅井春夫・松本伊知朗・湯澤直美編（明石書店）

◆留意事項◆

この授業の目的は、学校や家庭を中心に今日の子どもの育つ環境を客観的に捉えなおし、学校教育や家庭教育の社会的機能やその意味を
考察していくことです。　授業では、教育社会学的な見方を身につけ、今日の教育制度、学校経営、子どもの育つ環境についての理解を深め
ていくことを目指します。また、そのことを通じて、今日の教育課題を分析する力を身につけることをねらいとします。

◆授業内容・計画◆

普段「当たり前」として意識していない事柄や素朴な疑問を切り口として、子どもの育つ環境を教育社会学的な観点から考えていきます。授業
では、講義に加えて、テーマに関するワークやグループ討議なども実施する予定です。
授業計画
第１回　教育のエージェント（１）（講義／グループワーク）
　なぜ子どもに教育が必要と考えられるようになったのか。教育は誰によって担われてきたのか、その歴史的変容をみていく。
第２回　教育のエージェント（２）
　社会と教育の関係を考えるために、「社会学的な見方」を紹介する。
第３回　学校教育制度の概要（１）
　学校教育制度の基本的な用語を学びつつ、学校・教師の社会的位置づけを理解していく。
第４回　学校教育制度の概要（２）
　学校組織、教員間の関係の現状から、学校運営上の、教員同士の協働体制のあり方を考えていく。
第５回　「学力」と教育施策を考える（１）
　学習指導要領にみる「学力観」の変遷をみていく。その上で、「学力」に関わる課題を考える。
第６回　「学力」と教育施策を考える（２）
　「学力」に関する様々な教育施策を、他国の教育制度と比較しながら、考える。
第７回　学校の文化を考える（１）
　学校はどのように文化を伝達しているのか。日本的指導に着目しながら、考える。
第８回　学校の文化を考える（２）
　多文化化する社会において、日本の学校はどのような課題に直面していくのかを考える。
第９回　教育選択を考える（２）
　義務教育段階における学びの場の選択とその課題を考える。
第10回　高等学校の教育改革を考える（１）
　高等学校教育がどのような背景から制度改革が行われ、どのような帰結をもたらしたのか。高等学校教育の多様化の現状と課題を探る。
第11回　高等学校の教育改革をを考える（２）
　高等学校や大学における入試制度の変更は、生徒の進路選択及び学校間の関係にどのような影響を与えるのかを考える。
第12回　家庭における教育を考える
　保護者はどのような教育戦略を持っているのか。その教育戦略は、子どもの教育達成にどのような影響を与えているのか。
第13回　子どもの貧困を考える（１）
　「子どもの貧困」問題の現状を知るとともに、「子どもの貧困」が引き起こされる要因を探る。
第14回　子どもの貧困を考える（２）
　「子どもの貧困」問題に対して、教師や学校はどのような連携や対応が必要となるのかを考える。
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・テーマに関する基本的な課題を出しますので、事前に調べてきてください。
・授業内容の理解を深める際に、配布する資料を利用してください。また、次の回に使用する資料が配られたときには、予め資料を読んでから
授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

ECL028N

教育社会学

渡辺　恵

◆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 5-B13 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 1単位

備考

欠席が多いと提出作品の完成が難しくなる。若干の材料費がかかる。美術A,Bと続けて履修することが望ましい。

提出作品の内容と授業への参加状況を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『0歳からの表現・造形』皆本二三江編著（文化書房博文社）を購入する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

幼児教育者として、紙、土、木、金属、描画材など造形材料の種類や、切る、組み立てる、染めるなどの加工方法に習熟することが大切であ
る。それは造形活動に留まらず、保育環境を作る上でも必要な知識である。そしてこの教材研究には、「なぜそうするのか」という問い(ねらい)を
忘れてはならない。

◆授業内容・計画◆

1)ガイダンス　造形と遊びについて(段ボール箱で遊ぶにはなど)
2)造形教育の意義と歴史について(他、壁面装飾と折り紙についてなど)
3)手踊り人形制作(劇遊びのための人形あれこれ 簡単な製図と人形のデザイン)
4)手踊り人形の加工1 (スポンジに正面図、側面図を描きカッターやハサミでカットする)
5)手踊り人形の加工2 (カットの仕上げ)
6)大型ダンボール遊具製作(ダンボールの材質や加工方法について)
7)大型ダンボール遊具製作(子どもの遊びや動き体格などを考慮した遊具の設計)
8)大型ダンボール遊具の設計図をトレース
  手踊り人形の染色　その後乾燥
9)大型ダンボール遊具の加工1 (カット)
10)大型ダンボール遊具の加工2 (組み立て)
11)大型ダンボール遊具の加工3 (装飾)
12)手踊り人形の組み立て 人形劇の練習1
13)人形劇の練習2
14)人形劇の上演
15)まとめ

◆準備学習の内容◆

大型ダンボール遊具の設計はグループワークで行なう。各グループは協力して参考資料を探すこと。手踊り人形の服や髪の毛などの素材は
それぞれ決めるため、材料を探し購入するまでの段取りを考える。

◆成績評価の方法◆

ECL022N

表現教育Ａ

宇佐美　明子

◆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 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 1単位

備考

１.実技が中心になるため、服装はそれにふさわしいものとする。
２.プログラムのほとんどがグループごとに行なうため、継続的且つ積極的に授業に臨んで欲しい。

授業中のレポートなどを総合的に評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

花輪充編「遊びからはじまる学び」大学図書出版

◆参考図書◆

花輪充著「劇あそび春夏秋冬」すずき出版

◆留意事項◆

様々な時間、様々な場所で、幼児たちは多様なあそびを展開する。時として大人の目には曖昧、粗野なものとして映ったりもするが、その奥底
に息づくものこそ見逃してはならない、彼らの心象風景（イメージ）であることを知らねばならない。彼らが好むあそびに「ごっこあそび」がある。
ままごとやお店屋さんごっこ、そしてヒーローごっこにいたるまでレパートリーは幅広く、彼らはそれらに今の自分、今の願望をぶち当てる。一
方、ごっこあそびの発展として、構造的に見通しと目的をあわせもったものが「劇あそび」である。この授業では、５領域と劇活動とのかかわりに
焦点をあてながら、領域「表現」の捉え方や、園生活の中の劇活動のあり方について、体験的・総合的に学んでいきたい。

◆授業内容・計画◆

第1回  オリエンテーション/授業内容の確認及び履修生の目的確認
           （1）表現の基礎①あそびから表現へ
第2回  （2）表現の基礎②あそびから創造へ
第3回  （3）表現の基礎③表現力の発達
第4回  講評/内から外への自己表現
第5回  （1）表現を楽しむ①言葉と動き
第6回  （2）表現を楽しむ②ものと見立て
第7回  （3）表現を楽しむ③共創から協奏へ
第8回  講評/子どものあそびと児童文化
第9回  （1）あそびから創造へ①ごっこあそび
第10回 （2） あそびから創造へ②劇あそび（ドラマ）
第11回  （3）あそびから創造へ③劇（シアター）
第12回  講評/指導者の役割を考える
第13回  （1）創作表現①「朗読劇」への創作
第14回  （2）創作表現②「朗読劇」への実演
第15回  まとめ/子どもの表現と理解/遊びと学び

◆準備学習の内容◆

教科書「遊びからはじまる学び」の１章から４章までを読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

ECL023N

表現教育Ｂ

花輪　充

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは出席と授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題曲は（P.000）より選び
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、コンコーネとイタリア歌曲を中心に歌う喜びと豊かな表現力を養う。グループレッスンという特性を生
かして、アンサンブルする楽しさと表現の技術を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

　専門を同じくする学生複数名によるグループレッスンにより、一斉学習と個別学習を適宜組み合わせて行う。様々な形の学修に当たる教員の
指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育のスキルについても考える機会をもつことも出来る。
授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ50番より（１～３番）
第４回：コンコーネ50番より（４～５番）
第５回：コンコーネ50番より（６～７番）
第６回：コンコーネ50番より（８～９番）
第７回：コンコーネ50番より（10～11番）
第８回：呼吸法の基礎（２）、発声法の基礎（２）
第９回：コンコーネ50番より（12～13番）
第11回：コンコーネ50番より（14～15番）
第12回：コンコーネ50番より（16～17番）
第13回：コンコーネ50番より（18～19番）
第14回：コンコーネ50番より（20～21番）
第15回：声楽表現１のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP049N

声楽表現Ⅰ

１鍵ＳＪＣＤ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは出席、学習ノート、実技平常点で評価する。
・Ⅱ、Ⅳは出席、学習ノート、実技平常点と実技試験で評価する。
・試験課題曲　Ⅱ： イタリア歌曲より任意の１曲 ３分以内 暗譜
 Ⅳ： イタリア、ドイツ、フランス、日本歌曲より任意の１曲 ３分以内 暗譜

◆教科書（使用テキスト）◆

　「イタリア声楽曲選集」《国立音楽大学編》（カワイ出版）
　『イタリア歌曲集」１、２　全音楽譜出版社
　「コンコーネ50番」全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、コンコーネとイタリア歌曲を中心に歌う喜びと豊かな表現力を養う。グループレッスンという特性を生
かして、アンサンブルする楽しさと表現の技術を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

　専門を同じくする学生複数名によるグループレッスンにより、一斉学習と個別学習を適宜組み合わせて行う。様々な形の学修に当たる教員の
指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育のスキルについても考える機会をもつことも出来る。
授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ50番より（１～３番）
第４回：コンコーネ50番より（４～５番）
第５回：コンコーネ50番より（６～７番）
第６回：コンコーネ50番より（８～９番）
第７回：コンコーネ50番より（10～11番）
第８回：呼吸法の基礎（２）、発声法の基礎（２）
第９回：コンコーネ50番より（12～13番）
第11回：コンコーネ50番より（14～15番）
第12回：コンコーネ50番より（16～17番）
第13回：コンコーネ50番より（18～19番）
第14回：コンコーネ50番より（20～21番）
第15回：声楽表現１のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP049N

声楽表現Ⅰ

１Ｅ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは出席、学習ノート、実技平常点で評価する。
・Ⅱ、Ⅳは出席、学習ノート、実技平常点と実技試験で評価する。
・試験課題曲　Ⅱ： イタリア歌曲より任意の１曲 ３分以内 暗譜
 Ⅳ： イタリア、ドイツ、フランス、日本歌曲より任意の１曲 ３分以内 暗譜

◆教科書（使用テキスト）◆

　「イタリア声楽曲選集」《国立音楽大学編》（カワイ出版）
　『イタリア歌曲集」１、２　全音楽譜出版社
　「コンコーネ50番」全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

　声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、コンコーネとイタリア歌曲を中心に歌う喜びと豊かな表現力を養う。グループレッスンという特性を生
かして、アンサンブルする楽しさと表現の技術を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

　専門を同じくする学生複数名によるグループレッスンにより、一斉学習と個別学習を適宜組み合わせて行う。様々な形の学修に当たる教員の
指導を目の当たりにすることで、学生は自らが学習するだけでなく、教育のスキルについても考える機会をもつことも出来る。
授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ50番より（１～３番）
第４回：コンコーネ50番より（４～５番）
第５回：コンコーネ50番より（６～７番）
第６回：コンコーネ50番より（８～９番）
第７回：コンコーネ50番より（10～11番）
第８回：呼吸法の基礎（２）、発声法の基礎（２）
第９回：コンコーネ50番より（12～13番）
第11回：コンコーネ50番より（14～15番）
第12回：コンコーネ50番より（16～17番）
第13回：コンコーネ50番より（18～19番）
第14回：コンコーネ50番より（20～21番）
第15回：声楽表現１のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP049N

声楽表現Ⅰ

１Ｉ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

　定期実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つ技術を身に付
ける。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続きさらなる歌唱技術を磨き、教育のスキルの向上を目指す。イタリア古典歌曲等より歌いやすい歌曲を選曲し、語学とともに、歌
唱法も学び、演奏試験に向けて歌えるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ５０番より（２２～２５番）
第４回：コンコーネ５０番より（２６～２９番）
第５回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の音の確認
第６回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の歌唱表現の検討と工夫
第７回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の歌唱表現の仕上げ
第８回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の音の確認
第９回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の歌唱表現の検討と工夫
第１０回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の歌唱表現の仕上げ
第１１回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲３の音の確認
第１２回イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲３の歌唱表現の検討と工夫
第１３回歌曲１，２，３、の仕上げ
第１４回演奏試験曲の決定
第１５回演奏試験曲の表現の追求

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP050N

声楽表現Ⅱ

１鍵ＳＪＣＤ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

　定期実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つ技術を身に付
ける。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続きさらなる歌唱技術を磨き、教育のスキルの向上を目指す。イタリア古典歌曲等より歌いやすい歌曲を選曲し、語学とともに、歌
唱法も学び、演奏試験に向けて歌えるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ５０番より（２２～２５番）
第４回：コンコーネ５０番より（２６～２９番）
第５回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の音の確認
第６回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の歌唱表現の検討と工夫
第７回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の歌唱表現の仕上げ
第８回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の音の確認
第９回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の歌唱表現の検討と工夫
第１０回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の歌唱表現の仕上げ
第１１回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲３の音の確認
第１２回イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲３の歌唱表現の検討と工夫
第１３回歌曲１，２，３、の仕上げ
第１４回演奏試験曲の決定
第１５回演奏試験曲の表現の追求

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP050N

声楽表現Ⅱ

１Ｅ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

　定期実技試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つ技術を身に付
ける。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続きさらなる歌唱技術を磨き、教育のスキルの向上を目指す。イタリア古典歌曲等より歌いやすい歌曲を選曲し、語学とともに、歌
唱法も学び、演奏試験に向けて歌えるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：呼吸法の基礎、発声法の基礎
第３回：コンコーネ５０番より（２２～２５番）
第４回：コンコーネ５０番より（２６～２９番）
第５回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の音の確認
第６回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の歌唱表現の検討と工夫
第７回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲１の歌唱表現の仕上げ
第８回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の音の確認
第９回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の歌唱表現の検討と工夫
第１０回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲２の歌唱表現の仕上げ
第１１回：イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲３の音の確認
第１２回イタリア古典歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲３の歌唱表現の検討と工夫
第１３回歌曲１，２，３、の仕上げ
第１４回演奏試験曲の決定
第１５回演奏試験曲の表現の追求

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP050N

声楽表現Ⅱ

１Ｉ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは出席と授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つようにする。

◆授業内容・計画◆

声楽表現I.IIで学んだことに基き、さらにイタリア歌曲を中心に歌唱技術を磨くことにで、より自由な歌唱表現ができるようにする。また、アンサン
ブルの楽しさも味わえるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：コンコーネ５０番より（３０～３５番）
第３回：イタリア歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の音の確認
第４回：ドイツ歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の歌唱表現の工夫と考察
第５回：日本歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の仕上げ
第６回：コンコーネ５０番より（３６～４０番）
第７回：アンサンブル曲２の音の確認
第８回：アンサンブル曲２の表現の工夫と考察
第９回：アンサンブル曲２の仕上げ
第１０回：イタリア歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲５の歌唱表現と工夫
第１１回：ドイツ歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲６の歌唱表現と工夫
第１２回：日本歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲７の歌唱表現と工夫
第１３回：伊、独、日の歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲５，６，７、の仕上げ
第１４回：アンサンブル曲などの仕上げ
第１５回：声楽表現IIIとしてのまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP051N

声楽表現Ⅲ

２鍵ＳＣＤ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは出席と授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つようにする。

◆授業内容・計画◆

声楽表現I.IIで学んだことに基き、さらにイタリア歌曲を中心に歌唱技術を磨くことにで、より自由な歌唱表現ができるようにする。また、アンサン
ブルの楽しさも味わえるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：コンコーネ５０番より（３０～３５番）
第３回：イタリア歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の音の確認
第４回：ドイツ歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の歌唱表現の工夫と考察
第５回：日本歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の仕上げ
第６回：コンコーネ５０番より（３６～４０番）
第７回：アンサンブル曲２の音の確認
第８回：アンサンブル曲２の表現の工夫と考察
第９回：アンサンブル曲２の仕上げ
第１０回：イタリア歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲５の歌唱表現と工夫
第１１回：ドイツ歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲６の歌唱表現と工夫
第１２回：日本歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲７の歌唱表現と工夫
第１３回：伊、独、日の歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲５，６，７、の仕上げ
第１４回：アンサンブル曲などの仕上げ
第１５回：声楽表現IIIとしてのまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP051N

声楽表現Ⅲ

２Ｅ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは出席と授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つようにする。

◆授業内容・計画◆

声楽表現I.IIで学んだことに基き、さらにイタリア歌曲を中心に歌唱技術を磨くことにで、より自由な歌唱表現ができるようにする。また、アンサン
ブルの楽しさも味わえるようにする。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：コンコーネ５０番より（３０～３５番）
第３回：イタリア歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の音の確認
第４回：ドイツ歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の歌唱表現の工夫と考察
第５回：日本歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　歌曲４の仕上げ
第６回：コンコーネ５０番より（３６～４０番）
第７回：アンサンブル曲２の音の確認
第８回：アンサンブル曲２の表現の工夫と考察
第９回：アンサンブル曲２の仕上げ
第１０回：イタリア歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲５の歌唱表現と工夫
第１１回：ドイツ歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲６の歌唱表現と工夫
第１２回：日本歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲７の歌唱表現と工夫
第１３回：伊、独、日の歌曲などから任意のまたは課題曲の
　　　　　歌曲５，６，７、の仕上げ
第１４回：アンサンブル曲などの仕上げ
第１５回：声楽表現IIIとしてのまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP051N

声楽表現Ⅲ

２Ｉ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題曲
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つようにする。イ
タリア、ドイツ、日本歌曲の魅力にも触れながら歌唱技術を磨き、アンサンブルの楽しさも味わえるようにする。

◆授業内容・計画◆

声楽表現IIIに引き続き、グループレッスンの特質をいかし、
アンサンブルも含め、細やかな歌唱表現の向上をめざし、高い技術を身に付ける。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：コンコーネ５０番より（４１～４４番）
第３回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第４回：各自の課題に応じた歌曲８の歌唱表現と工夫
第５回：各自の課題に応じた歌曲８の仕上げ
第６回：各自の課題に応じた歌曲９の歌唱表現と工夫
第７回：各自の課題に応じた歌曲９の仕上げ
第８回：コンコーネ５０番より（４５～４７番）
第９回：アンサンブル曲３の歌唱表現と工夫
第１０回：アンサンブル曲３の仕上げ
第１１回：各自の課題に応じた歌曲１０の歌唱表現と工夫
第１２回：各自の課題に応じた歌曲１０の仕上げ
第１３回：コンコーネ５０番より（４８～５０番）
第１４回：実技試験に向けた歌曲の決定
第１５回：実技試験に向けた歌曲のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP052N

声楽表現Ⅳ

２鍵ＳＣＤ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題曲
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つようにする。イ
タリア、ドイツ、日本歌曲の魅力にも触れながら歌唱技術を磨き、アンサンブルの楽しさも味わえるようにする。

◆授業内容・計画◆

声楽表現IIIに引き続き、グループレッスンの特質をいかし、
アンサンブルも含め、細やかな歌唱表現の向上をめざし、高い技術を身に付ける。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：コンコーネ５０番より（４１～４４番）
第３回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第４回：各自の課題に応じた歌曲８の歌唱表現と工夫
第５回：各自の課題に応じた歌曲８の仕上げ
第６回：各自の課題に応じた歌曲９の歌唱表現と工夫
第７回：各自の課題に応じた歌曲９の仕上げ
第８回：コンコーネ５０番より（４５～４７番）
第９回：アンサンブル曲３の歌唱表現と工夫
第１０回：アンサンブル曲３の仕上げ
第１１回：各自の課題に応じた歌曲１０の歌唱表現と工夫
第１２回：各自の課題に応じた歌曲１０の仕上げ
第１３回：コンコーネ５０番より（４８～５０番）
第１４回：実技試験に向けた歌曲の決定
第１５回：実技試験に向けた歌曲のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP052N

声楽表現Ⅳ

２Ｅ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

・Ⅰ、Ⅲは授業内評価で行う
・Ⅱ、Ⅳは実技試験を行う
・試験課題曲
　Ⅱ：別記1より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　Ⅳ：別記1、2、3、4より任意の1曲（2分以内、暗譜）
　　　※Ⅱで演奏した曲を除く

◆教科書（使用テキスト）◆

「イタリア声楽曲選曲」≪国立音楽大学編≫　カワイ出版
「イタリア歌曲集」１、２　　　　　　　　　全音楽譜出版社
「コンコーネ」５０番　　　　　　　　　　　全音楽譜出版社

◆参考図書◆

　授業内で指示する。

◆留意事項◆

声楽の基本となる呼吸法と発声を学び、また、歌唱を通して歌う喜びと豊かな表現力を養うことにより、それぞれの専攻に役立つようにする。イ
タリア、ドイツ、日本歌曲の魅力にも触れながら歌唱技術を磨き、アンサンブルの楽しさも味わえるようにする。

◆授業内容・計画◆

声楽表現IIIに引き続き、グループレッスンの特質をいかし、
アンサンブルも含め、細やかな歌唱表現の向上をめざし、高い技術を身に付ける。

授業計画

第１回：ガイダンス
第２回：コンコーネ５０番より（４１～４４番）
第３回：呼吸法の基礎、発声法の基礎の復習
第４回：各自の課題に応じた歌曲８の歌唱表現と工夫
第５回：各自の課題に応じた歌曲８の仕上げ
第６回：各自の課題に応じた歌曲９の歌唱表現と工夫
第７回：各自の課題に応じた歌曲９の仕上げ
第８回：コンコーネ５０番より（４５～４７番）
第９回：アンサンブル曲３の歌唱表現と工夫
第１０回：アンサンブル曲３の仕上げ
第１１回：各自の課題に応じた歌曲１０の歌唱表現と工夫
第１２回：各自の課題に応じた歌曲１０の仕上げ
第１３回：コンコーネ５０番より（４８～５０番）
第１４回：実技試験に向けた歌曲の決定
第１５回：実技試験に向けた歌曲のまとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP052N

声楽表現Ⅳ

２Ｉ

（Ｖ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

自由選択曲は、個々の技量に合った適切な曲を選択し、学ぶこと。

レッスンへの取り組みと表現意欲、達成度で評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（第1年次用）授業内容では、Smと略記

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1.ピアノ構造と発音原理、ペダル機構の仕組みなどを理解し、自然で無駄のないピアノ演奏の基本姿勢を身につける。　2.カデンツの習熟を通
じ、演奏に必要な機能和声の基礎を学ぶとともに、運指法の原則を知る。　3.音の高さ、長さ、強さなどを楽譜から正しく読みとることができる力
を身につける。　4.コードネームについて学び、実際にコード付きの旋律に即興で伴奏をつけることができる力を身につける。

◆授業内容・計画◆

第1回　ピアノについての予備知識（アクション、ペダル機構など、Sm：運指と指使い、運指法の基礎ルール
第2回　ピアノの基本姿勢とペダル用法について、Sm：調と指使いのパターン分類
第3回　古典派の作品を学ぶ（1）～時代背景、イメージ、形式等～、Sm:半音階の指使い
第4回　古典派の作品を学ぶ（2）～調、アーティキュレーション、フレーズなどを楽譜から読み取る～、Sm:予備練習　右手
第5回　古典派の作品を学ぶ（3）～適切な指使いを選択し、イメージに近づくような奏法を試みる～、Sm:予備練習　左手
第6回　古典派の作品を学ぶ（4）～暗譜と仕上げ～、Sm:カデンツの基本形を理解する
第7回　古典派の作品を学ぶ（5）～仕上げと批評～、Sm:カデンツ転回形を理解する
第8回　自由選択曲（1）～曲の全体像、作曲家の個性、表現可能性について検討する～Sｍ：カデンツ転回形の応用
第9回　自由選択曲（2）～適切な指使い、フレージングを心がけ、イメージに近づく～Sm半終止、偽終止を理解する
第10回　自由選択曲（3）～暗譜・仕上げ～、Sm：グループIa
第11回　コードネームの知識　～コードネーム付きの楽譜で、演習を試みる～、Sｍ：グループ１a確認
第12回　コードネームの実践～童謡などに自分でコードネームをつけ、演習を試みる、Sｍ：グループ1b
第13回　コードネームの実践と歌唱伴奏～唱歌などを互いに伴奏することで、息を合わせる力を養う～Sm：グループ1b確認
第14回　古典派の作品、自由選択曲の試演と批評
第15回　総括

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨む。
・ピアノ表現は毎日の積み重ねによって大きな効果が得られるので、基礎の学習をレッスンで行った後、復習を重ねる。

◆成績評価の方法◆

CEP053N

器楽表現（ピアノ）Ⅰ

１Ｖ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価：授業への取り組み及び演奏成果

◆教科書（使用テキスト）◆

教材
※スケールメイト
※バロック・古典派・ロマン派・近現代の作品 等

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ピアノ演奏に必要な基礎（テクニック、読譜力、表現力等）をしっかり習得することを主眼とし、専攻であるオルガン・電子オルガンの演奏能力の
向上に役立てる。

◆授業内容・計画◆

・ピアノ演奏の基本的なテクニックの習得（タッチ・脱力、レガート奏法、ペダルの使い方 等）
・個々の能力に合った作品（バロック、古典派等）を学ぶ
・伴奏を学ぶ

第1回目　　学生の習熟度を知るため全員演奏する
第2回目　　基本テクニック①打鍵方法
第3回目　　基本テクニック②音階
第4回目　　基本テクニック③アルペジオ
第5回目　　基本テクニック④カデンツ
第6回目　　基本テクニック⑤練習方法
第7回目　　バッハの作品①テーマの捉え方
第8回目　　バッハの作品②アーティキュレーション
第9回目　　バッハの作品③終止形と調性
第10回目 　古典派の作品①作品構造の理解
第11回目 　古典派の作品②メロデイーと伴奏型
第12回目　 古典派の作品③フレーズ
第13回目　 古典派の作品④仕上げのイメージをしっかり持つ
第14回目　 お互いの演奏を聴き合う
第15回目　 まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP053N

器楽表現（ピアノ）Ⅰ

１鍵

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価；授業への取り組み

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト

◆参考図書◆

ハノン／ピアノ教本（全音ほか）

◆留意事項◆

①基本的なピアノ奏法を身につける  ②ハーモニーに関する基礎的な知識を学ぶ ③正しい読譜、理解に基づいて自分の感じた音楽をピアノで
豊かに表現できるようにする

◆授業内容・計画◆

ここの学生にあった小品及びスケールメイトは毎回勉強する

１回目　 学生の習熟度を知る為全員演奏する
２回目　 カデンツの基本形について学ぶ（ドミナントの理解）
３回目　 基礎テクニック①　打鍵方法
４回目　 基礎テクニック②　運指
５回目　 基礎テクニック③　アルペジオ
６回目 　基礎テクニック④　第２回〜第５回までのおさらい
７回目 　J.S.バッハの作品に触れる①　テーマの捉え方
８回目　 J.S.バッハの作品に触れる②　アーティキュレーション
９回目　 J.S.バッハの作品に触れる③　終止形と調性、作品構造への理解
10回目　基礎テクニック⑤　ハーモニー、和声、カデンツの理解の確認
11回目　古典派の作品①  作品構造の理解
12回目　古典派の作品②　表示記号、楽語に対する理解
13回目　古典派の作品③　メロディーと伴奏型
14回目　古典派の作品④　フレーズ、構成
15回目　お互いの演奏を聴きあう、まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備して臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP053N

器楽表現（ピアノ）Ⅰ

１ＳＪ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

演奏力の成果、受講状況（器楽表現学習ノートの記入等）を勘案して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

同じ専攻・専修の学生複数名によるグループレッスンであるが講義と個人レッスンを組み合わせて学ぶことができる。履修する曲の背景や学ん
だことを『学習ノート』に記録して自己の課題と成果をつかみ、自らピアノの技術及び表現力を向上させる。

◆授業内容・計画◆

授業計画
第１回：ガイダンス（学習ノートの活用法）
第２回：バロックの音楽（1）〜スカルラッティ研究
第３回：バロックの音楽（2）〜J.S.バッハ『インヴェンション』研究
第４回：バロックの音楽（3）〜J.S.バッハ『シンフォニア』研究
第５回：バロックの音楽（4）〜J.S.バッハ『フランス組曲』研究
第６回：古典派の音楽（1）〜ソナタ研究（提示部）
第７回：古典派の音楽（2）〜ソナタ研究（展開部）
第８回：古典派の音楽（3）〜ソナタ研究（再現部）
第９回：古典派の作曲家研究（1）〜ハイドン
第１０回：古典派の作曲家研究（2）〜モーツァルト
第１１回：古典派の作曲家研究（3）〜ベートーヴェン
第１２回：変奏曲研究
第１３回：学習ノート確認
第１４回：研究発表
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP053N

器楽表現（ピアノ）Ⅰ

１ＥＩ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

スケールメイトは、1年次用を使用するが、グレードについては、能力に応じて各自選択すること。

授業への取り組み、達成度、演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（第1年次用）授業内容では、Smと略記

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1.スケール、アルペジオ、重音奏法などピアノの基礎的なテクニックを学び、自然なピアノ奏法を身につける。　2.楽譜からアーティキュレーショ
ン、リズムなどを正しく読み取ることができる力を養う。　3.互いの音を聴き、息を合わせる連弾を体験し、自らの演奏表現の向上にもつなげる。
4.テンポのコントロールとリズムの表現能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　ポリフォニー作品の研究（1）～楽曲分析、作品のイメージをつくる～、Sm：Iaの復習
第2回　ポリフォニー作品の研究（2）～アーティキュレーション、フレージングなどへの留意～、Sm:Ibの復習
第3回　ポリフォニー作品の研究（3）～声部ごとの彫琢、フィンガリングの検討～,Sm:IIaの復習
第4回　ポリフォニー作品の研究（4）～暗譜と仕上げ～Sm:IIｂの復習
第5回　4手のための作品（連弾曲）の演習（1）～楽曲の理解とイメージ～、Sm:IIIa
第6回　4手のための作品（連弾曲）の演習（2）～4手による表現とバランスへの留意～、Sm:IIIa
第7回　4手のための作品（連弾曲）の演習（3）～仕上げ～、Sm:IIIa
第8回　演奏試験曲の準備～楽曲全体を見通し、曲の性格、イメージについて考察する～、Sm:IIIｂ
第9回　演奏試験曲の研究～形式と調の理解、和声分析～、Sm:IIIb
第10回　演奏試験曲の彫琢～フィンガリング、タッチ、テンポの検討～、Sm:IIIb
第11回　演奏試験曲の暗譜と仕上げ、Sm:試験課題 指使い確認
第12回　演奏試験曲の演習、Sm：試験課題 左右のタッチ
第13回　演奏試験曲の演習と批評、Sm:試験課題　テンポ
第14回　復習と確認
第15回　試演会

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP054N

器楽表現（ピアノ）Ⅱ

１Ｖ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

成績評価：演奏試験

◆教科書（使用テキスト）◆

教材
※スケールメイト
※バロック・古典派・ロマン派・近現代の作品 等
※バルトーク:ミクロコスモス第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ巻（教会旋法・バルトーク書法 等）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ピアノ演奏に必要な基礎（テクニック、読譜力、表現力等）をしっかり習得することを主眼とし、専攻であるオルガン・電子オルガンの演奏能力の
向上に役立てる。

◆授業内容・計画◆

・基本的なテクニックの習得 （Iのレベルアップ）
・能力に合った作品（バロック、古典派、ロマン派等）を学ぶ
・ミクロコスモス第I・II巻（バルトーク）を学ぶ

第1回目　夏休み宿題曲①弾き合い
第2回目　夏休み宿題曲②表現を深める
第3回目　夏休み宿題曲③仕上げ
第4回目　後期試験曲①選定
第5回目　後期試験曲②曲の理解、構造分析
第6回目　後期試験曲③相応しいタッチの習得
第7回目　後期試験曲④練習方法
第8回目　ミクロコスモス①数曲選択
第9回目　ミクロコスモス②特徴をよく掴んで演奏する
第10回目　ミクロコスモス③仕上げ
第11回目　後期試験曲⑤イメージをしっかり持つ
第12回目　後期試験曲⑥表現を深める
第13回目　後期試験曲⑦暗譜
第14回目　後期試験曲⑧仲間で聴き合う
第15回目　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP054N

器楽表現（ピアノ）Ⅱ

１鍵

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価；授業への取り組み

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト

◆参考図書◆

ハノン／ピアノ教本（全音ほか）

◆留意事項◆

①基本的なピアノ奏法を身につける ②短調に対する知識をより身につける（和声的、旋律的音階への理解） ③正しい読譜、理解に基づいて自
分の感じた音楽をピアノで豊かに表現できるようにする

◆授業内容・計画◆

基本的なテクニックの習得（Ⅰのレヴェルアップ）

１回目　 夏休み宿題曲の弾きあい
２回目　 短調への理解①　和声的音階
３回目　 短調への理解②　旋律的音階
４回目　 後期試験曲①　選定
５回目　 後期試験曲②　構造、楽語の理解
６回目 　後期試験曲③　メロディーと伴奏
７回目 　スケールメイト、和声の確認①　これまでの習得内容の確認
８回目　 後期試験曲④　フレーズ
９回目　 後期試験曲⑤　終止形、和声
10回目　スケールメイト、和声の確認②　カデンツについての確認
11回目　後期試験曲⑥　仕上げに向けての練習方法
12回目　後期試験曲⑦　暗譜の試み①
13回目　後期試験曲⑧　暗譜の試み②
14回目　後期試験曲⑨　表現を深める
15回目　お互いの演奏を聴きあう、まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備して臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP054N

器楽表現（ピアノ）Ⅱ

１ＳＪ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏力の成果、受講状況（器楽表現学習ノートの記入等）を勘案した評価と、実技試験を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

同じ専攻・専修の学生複数名によるグループレッスンであるが講義と個人レッスンを組み合わせて学ぶことができる。履修する曲の背景や学ん
だことを『学習ノート』に記録して自己の課題と成果をつかみ、自らピアノの技術及び表現力を向上させる。

◆授業内容・計画◆

授業計画
第１回：ガイダンス（夏休みの研究発表）
第２回：ロマン派の音楽（1）〜シューベルト『即興曲』研究
第３回：ロマン派の音楽（2）〜シューベルト『楽興の時』研究
第４回：ロマン派の音楽（3）〜メンデルスゾーン『無言歌』研究
第５回：試験曲取り組み、ディスカッション
第６回：スケールメイト取り組み
第７回：ロマン派の音楽（4）〜ショパン『ワルツ』研究
第８回：ロマン派の音楽（5）〜ショパン『即興曲』研究
第９回：各自の試験曲研究（1）〜楽曲の背景発表
第１０回：各自の試験曲研究（2）〜楽曲研究
第１１回：各自の試験曲研究（3）〜多様な音楽表現の検討
第１２回：各自の試験曲研究（4）〜音楽表現の工夫
第１３回：各自の試験曲研究（5）〜暗譜の取り組み
第１４回：各自の試験曲研究（6）〜仕上げ、発表
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP054N

器楽表現（ピアノ）Ⅱ

１ＥＩ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

グループレッスンにおいては、互いの音楽をよく聴き、高め合うことを心がける。
伴奏、連弾などアンサンブル演習においては、息を合わせ、共に表現することを学ぶ。

授業への取り組み、アンサンブルへの取り組み、グループレッスンでの積極的な参加などにより評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（第2年次用）～3・6・10度・半音階～Smと略記
小・中学校音楽教科書
ロマン派の練習曲集

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1.ピアノ演奏の基本的なテクニックを確立し、表現力の向上を目指す。　2.楽典の知識、ピアノの歴史への理解、楽器への習熟などピアノ演奏
表現上、必要な基礎的能力を高める。　3.歌曲伴奏を行うことで、伴奏と歌の密接な関わりについての意識を培う。　4.初見演奏、即興演奏など
においての留意点を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第1回　初見演奏、Sm:I-1
第2回　ロマン派の練習曲　（イメージをつくる、エチュードの目的、作品分析）、Sm:I－2
第3回　ロマン派の練習曲　（フィンガリング、タッチの工夫）、Sm:I-3
第4回　ロマン派の練習曲　（仕上げと暗譜）、Sm:I-4
第5回　連弾曲を学ぶ（各パートの演習）、Sm：II-1
第6回　連弾を学ぶ（パートを入れ替えて演奏）、Sm:II-2
第7回　コードネームを使った伴奏～小学唱歌を題材に～、Sm:II-3
第8回　コードネームを使った弾き歌い～中学唱歌を題材に～、Sm:II-4
第9回　コードネームを使った弾き歌い～自由曲を題材に～、Sm:III-1
第10回　イタリア歌曲の伴奏、Sｍ：III-2
第11回　イタリア歌曲の伴奏、Sｍ：III-3
第12回　初見演奏、Sm:III－4
第13回　即興演奏、Sm:復習
第14回　まとめ、補充
第15回　試演会　夏休み課題の検討

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP055N

器楽表現（ピアノ）Ⅲ

２Ｖ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価：授業への取り組み及び演奏成果

◆教科書（使用テキスト）◆

※スケールメイト
※バロック・古典派・ロマン派・近現代の作品 等
※バルトーク:ミクロコスモス第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ巻（教会旋法・バルトーク書法 等）

※連弾用教材（例）
ベートーヴェン:交響曲集
ブラームス:ハンガリー舞曲集、ワルツ集
ドヴォルザーク:スラヴ舞曲集
ドビュッシー:小組曲

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ピアノ演奏に必要な基礎（テクニック、読譜力、表現力等）をしっかり習得することを主眼とし、専攻であるオルガン・電子オルガンの演奏能力の
向上に役立てる。

◆授業内容・計画◆

・ピアノ演奏の基本的なテクニックの習得 （IIのレベルアップ）
・個々の能力に合った作品（古典派、ロマン派、近代等）を学ぶ
・ミクロコスモス第II・III巻（バルトーク）を学ぶ
・伴奏を学ぶ
・連弾・二台ピアノを学ぶ

第1回目　春休み宿題曲①弾き合い
第2回目　春休み宿題曲②表現を深める
第3回目　春休み宿題曲③仕上げ
第4回目　ミクロコスモス①特徴をつかむ
第5回目　ミクロコスモス②弾きこなせるように
第6回目　ミクロコスモス③仕上げ
第7回目　連弾曲①各々のレベルに合う曲
第8回目　連弾曲②お互いの音を良く聴き、表現を深める
第9回目　連弾曲③仕上げ
第10回目　自由曲①曲の理解、構造分析
第11回目　自由曲②相応しいタッチ、テクニックの習得
第12回目　自由曲③曲のイメージをしっかり持つ
第13回目　自由曲④表現を深める
第14回目　自由曲⑤仕上げ
第15回目　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP055N

器楽表現（ピアノ）Ⅲ

２鍵

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価；授業への取り組み

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト

◆参考図書◆

ハノン／ピアノ教本（全音ほか）

◆留意事項◆

①基本的なピアノ奏法を身につける ②伴奏について学ぶ ③正しい読譜、理解に基づいて自分の感じた音楽をピアノで豊かに表現できるよう
にする

◆授業内容・計画◆

基本的なテクニックの習得（Ⅱのレヴェルアップ）

１回目　 春休み中の学習についての確認
２回目　 和声について①　長調のスケール、アルペジオ、カデンツについての確認
３回目　 和声について②　短調のスケール、アルペジオ、カデンツについての確認
４回目　 春休み宿題曲①　和声に対する認識、それをふまえた演奏
５回目　 春休み宿題曲②　表現について
６回目 　春休み宿題曲③　仕上げ
７回目 　スケールメイト、和声の確認①　これまでの習得内容の確認
８回目　 中学校教材の伴奏①　伴奏とは
９回目　 中学校教材の伴奏②　バランスについて
10回目　中学校教材の伴奏③　演奏上の呼吸について
11回目　ロマン派の作品①　構造の理解
12回目　ロマン派の作品②　フレーズ
13回目　ロマン派の作品③　表示記号、楽語との関連
14回目　ロマン派の作品④　イメージ通りに弾けるようになるために
15回目　お互いの演奏を聴きあう、まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備して臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP055N

器楽表現（ピアノ）Ⅲ

２ＳＪ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

※教材曲例一覧は学生便覧（別冊）を参照。

演奏力の成果、受講状況（器楽表現学習ノートの記入等）を勘案して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

同じ専攻・専修の学生複数名によるグループレッスンであるが講義と個人レッスンを組み合わせて学ぶことができる。履修する曲の背景や学ん
だことを『学習ノート』に記録して自己の課題と成果をつかみ、自らピアノの技術及び表現力を向上させる。

◆授業内容・計画◆

授業計画
第１回：ガイダンス（学習ノートの活用法）
第２回：ロマン派の音楽（1）〜ブラームス『ラプソディー』研究
第３回：ロマン派の音楽（2）〜シューマン『幻想小曲集』研究
第４回：ロマン派の音楽（3）〜シューマン『子供の情景』研究
第５回：ロマン派の音楽（4）〜リスト『ため息・愛の夢第3番』研究
第６回：ロマン派の音楽（5）〜リスト『コンソレーション』研究
第７回：ロマン派の音楽（6）〜チャイコフスキー『子供のアルバム』研究
第８回：ロマン派の音楽（7）〜チャイコフスキー『四季』研究
第９回：ロマン派の音楽（8）〜フォーレ『即興曲』研究
第１０回：ロマン派の音楽（9）〜フォーレ『バルカローレ、ワルツ・カプリス』研究
第１１回：アンサンブル研究（1）１台４手課題曲『J.S.バッハ』
第１２回：アンサンブル研究（2）１台４手課題曲『モーツァルト』
第１３回：アンサンブル研究（3）１台４手課題曲『シューベルト』
第１４回：仕上げ
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP055N

器楽表現（ピアノ）Ⅲ

２ＥＩ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

レッスンや講義で学んだことを、次回のレッスンまでに復習すること。
自らの演奏表現を高め、技術を確かなものとし、知識を積み重ねていくこと。

授業、グループレッスンへの取り組み、演奏試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト（第2年次用）Sｍと略記

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1.多彩な音色や様々な表現ができるしなやかな感性とたしかな技術を体得する。　2.和声の感覚を高め、ハーモニーの響きを感じ取る能力を磨
く。　3.公開演奏を目的として、楽曲を解釈し、仕上げていくアプローチを学び、経験により自信をつけていく。

◆授業内容・計画◆

第1回　夏休み課題の発表演奏、Sm:前期の復習
第2回　調律と音律について、Sｍ：グループI短3度の半音階
第3回　２台ピアノのための作品（楽曲全体の構成、調変化等について検討する）Sm:グループI長6度の半音階
第４回　2台のピアノのための作品を学ぶ（各パートの表現）Sm:グループI短10度の半音階
第5回　2台のピアノのための作品を学ぶ（仕上げ）、Sｍ：グループII　短3度の半音階
第6回　近・現代の小品（時代背景を学ぶ、楽曲分析、演奏解釈）Sm:グループII　長6度の半音階
第7回　近・現代の小品（演習)、Sｍ：グループII長10度の半音階
第8回　試験曲（自由課題曲）曲全体を見通し、構成などを理解する、Sｍ：グループIの確認
第9回　試験曲（自由課題曲）楽曲について形式と和声の分析を試みる。Sm:グループIIの確認
第10回　試験曲（自由課題曲）アーティキュレーション、フィンガリングなど、細部を検討する、Sｍ：グループIIIの確認
第11回　試験曲（自由課題曲）ディナーミク、テンポ、ペダリングなどの検討、Sｍ：試験課題の検討
第12回　試験曲（自由課題曲）の仕上げと暗譜、Sｍ：演習
第13回　試験曲（自由課題曲）とSmの録音と聴取による検討
第14回　試験曲（自由課題曲）とSm課題克服と確認
第15回　試演会

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP056N

器楽表現（ピアノ）Ⅳ

２Ｖ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏試験

◆教科書（使用テキスト）◆

※スケールメイト
※バロック・古典派・ロマン派・近現代の作品 等
※バルトーク:ミクロコスモス第Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ巻（教会旋法・バルトーク書法 等）
※中学校・高等学校の教科書の歌唱曲（伴奏用）及び鑑賞用の曲

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ピアノ演奏に必要な基礎（テクニック、読譜力、表現力等）を固めることを主眼とし、かつ専攻であるオルガン・電子オルガンの演奏能力の向上
に役立てる。

◆授業内容・計画◆

・基本的なテクニックの習得 （IIIのレベルアップ）
・個々の能力に合った作品（古典派,ロマン派,近現代等）を学ぶ
・ミクロコスモス第II・III・IV巻（バルトーク）を学ぶ
・伴奏を学ぶ

第1回目　夏休み宿題曲①弾き合う
第2回目　夏休み宿題曲②表現を深める
第3回目　夏休み宿題曲③仕上げ
第4回目　後期試験曲①課題曲から選定
第5回目　後期試験曲②曲の理解、構造分析
第6回目　後期試験曲③相応しいタッチ、テクニックの習得
第7回目　ミクロコスモス①特徴をつかむ
第8回目　ミクロコスモス②表現を深める
第9回目　伴奏曲①中学校用の教材から選定
第10回目　伴奏曲②曲の特徴をつかむ、弾き歌い
第11回目　後期試験曲④曲のイメージをしっかり持つ
第12回目　後期試験曲⑤暗譜
第13回目　後期試験曲⑥細部迄フレージング、ペダリングに留意
第14回目　後期試験曲⑦表現を深める
第15回目　まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP056N

器楽表現（ピアノ）Ⅳ

２鍵

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

授業内評価；授業への取り組み

◆教科書（使用テキスト）◆

スケールメイト

◆参考図書◆

ハノン／ピアノ教本（全音ほか）

◆留意事項◆

①基本的なピアノ奏法を身につける ②正しい読譜、理解に基づいて自分の感じた音楽をピアノで豊かに表現できるようにする

◆授業内容・計画◆

基本的なテクニックの習得（Ⅲのレヴェルアップ）

１回目　 夏休み宿題曲①　弾きあい
２回目　 夏休み宿題曲②　表現を深める、暗譜の意味について確認
３回目　 夏休み宿題曲③　仕上げ
４回目　 和声について①　ハーモニー、長調、短調の認識の確認
５回目　 後期試験曲①　選定
６回目 　後期試験曲②　構造の理解
７回目 　後期試験曲③　メロディーと伴奏
８回目　 後期試験曲④　フレーズ
９回目　 後期試験曲⑤　終止形と和声
10回目　和声について②　指づかい、ハーモニーに対する認識の確認
11回目　後期試験曲⑥　仕上げを意識した練習方法
12回目　後期試験曲⑦　イメージを持ってさらう、表現を深める
13回目　後期試験曲⑧　暗譜の試み１
14回目　後期試験曲⑨　暗譜の試み２
15回目　お互いの演奏を聴きあう、まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備して臨むこと
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP056N

器楽表現（ピアノ）Ⅳ

２ＳＪ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

※教材曲例一覧は学生便覧（別冊）を参照。

演奏力の成果、受講状況（器楽表現学習ノートの記入等）を勘案した評価と、実技試験を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

同じ専攻・専修の学生複数名によるグループレッスンであるが講義と個人レッスンを組み合わせて学ぶことができる。履修する曲の背景や学ん
だことを『学習ノート』に記録して自己の課題と成果をつかみ、自らピアノの技術及び表現力を向上させる。

◆授業内容・計画◆

授業計画

第１回：ガイダンス（夏休み研究発表）
第２回：近現代の音楽（1）〜ドビュッシー『アラベスク』研究
第３回：近現代の音楽（2）〜ドビュッシー『子供の領分』研究
第４回：近現代の音楽（3）〜ドビュッシー『ベルガマスク組曲』研究
第５回：試験曲取り組み（スケールメイトも含む）
第６回：近現代の音楽（4）〜ラヴェル『ソナチネ』研究
第７回：近現代の音楽（5）〜ラヴェル『水の戯れ』研究
第８回：近現代の音楽（6）〜バルトーク『ミクロコスモス』研究
第９回：近現代の音楽（7）〜プロコフィエフ『束の間の幻影』研究
第１０回：近現代の音楽（8）〜カバレフスキー『ソナチネ』研究
第１１回：各自の試験曲研究（1）〜多様な音楽表現の検討
第１２回：各自の試験曲研究（2）〜音楽表現の工夫
第１３回：各自の試験曲研究（3）〜暗譜の取り組み
第１４回：各自の試験曲仕上げ。学習ノート確認
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP056N

器楽表現（ピアノ）Ⅳ

２ＥＩ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

上記第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。楽器の特性や履修者の実態に応じて、担当教員により進め方が異なるため、
第1回のガイダンスでよく確認をすること。

授業に対する取り組み姿勢、表現力や演奏技術の向上により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員が指定した基礎練習のテキスト、教則本、履修する楽曲の楽譜（スコアとパート譜）。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

弦楽器・管楽器・打楽器の演奏を通して、オーケストラ楽器の基本的な奏法、仕組み、扱い方を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　楽器の扱い方と基本的な音の出し方
第３回　楽器の仕組みと練習の方法
第４回　課題曲①音の確認と課題発見
第５回　課題曲①まとまりのある演奏に向けた工夫
第６回　課題曲①仕上げ
第７回　課題曲②音の確認と課題発見
第８回　課題曲②演奏表現の検討
第９回　課題曲②演奏表現の工夫
第10回　課題曲②仕上げ
第11回　課題曲③音の確認、演奏のポイント
第12回　課題曲③楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲③演奏表現の工夫
第14回　課題曲③仕上げ
第15回　器楽表現Ⅰのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

毎回の授業に下記を行って臨むこと。
日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行った上で、課題曲の練習をする。
作曲者及びその時代背景等、作品に対する知識を得るとともに、参考音源を聴いておく。

◆成績評価の方法◆

器楽表現（弦管打）Ⅰ

（Ｓ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数

備考

演奏に必要なUSBメモリーを各自準備すること。

授業内での演奏と、発表時の暗譜演奏で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

電子オルガンが初めての方は足鍵盤に慣れられるように、経験者の方はさらに技術や演奏表現を上達させ、卒業後に役立つ好きなジャンルを
楽しみながら演奏出来ることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

１曲に多く時間をかけるよりも、なるべく多くの曲を楽しみながら経験出来るように、レパートリーを増やすことを目標とする。
まず足鍵盤に慣れるためにベースのみで練習。
左手とベース。右手とベース。等 順序を経て、両手と足を合わせて弾けるようにする。

第1回　　　ベースのみで足鍵盤に慣れる練習 (1)
第2回　　　ベースのみで足鍵盤に慣れる練習 (2)
第3回　　  左手とベースを合わせてリズム感を養いながら練習（１）
第4回　　  左手とベースを合わせてリズム感を養いながら練習（2）
第5回　　　左手とベースを合わせてリズム感を養いながら練習（１）
第6回　　　右手と左手のみで、電子オルガンならではのタッチの使い方を習得
第7回　　　全て合わせての演奏。それぞれのタッチの使い方をチェック（1）
第8回　　　全て合わせての演奏。それぞれのタッチの使い方をチェック（2）
第9回　　　リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（１）
第10回　　 リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（2）
第11回　　 表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（１）
第12回　　 表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（2）
第13回　　 表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（3）
第14回　　 暗譜しながら、全体のテンポの流れやフレーズ感をチェック
第15回　 　授業内での発表と、まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP076N

器楽表現（電子オルガン）Ⅰ

（電オル）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

上記第１回から第15回の授業内容及び計画は一例である。楽器の特性や履修者の実態に応じて、担当教員により進め方が異なるため、
第1回のガイダンスでよく確認をすること。

授業に対する取り組み姿勢、表現力や演奏技術の向上により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

各担当教員が指定した基礎練習のテキスト、教則本、履修する楽曲の楽譜（スコアとパート譜）。

◆参考図書◆

必要に応じて授業内で紹介する。

◆留意事項◆

弦楽器・管楽器・打楽器の演奏を通して、オーケストラ楽器の基本的な奏法、仕組み、扱い方を身に付け、相手の音楽を聴きながら演奏する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　器楽表現Ⅰの復習としての演奏と自己の演奏上の課題の確認
第３回　課題曲④音の確認、演奏のポイント
第４回　課題曲④楽曲の背景と演奏表現の検討
第５回　課題曲④演奏表現の工夫
第６回　課題曲④仕上げ
第７回　課題曲⑤（重奏）音の確認と演奏のポイント
第８回　課題曲⑤（重奏）楽曲の背景と演奏表現の検討
第９回　課題曲⑤（重奏）互いに聴き合った演奏表現の工夫
第10回　課題曲⑤（重奏）仕上げ
第11回　課題曲⑥（ソロ）音の確認と演奏のポイント
第12回　課題曲⑥（ソロ）楽曲の背景と演奏表現の検討
第13回　課題曲⑥（ソロ）ピアノ伴奏者と互いに聴き合った演奏表現の工夫
第14回　課題曲⑥（ソロ）仕上げ
第15回　器楽表現Ⅱのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

毎回の授業に下記を行って臨むこと。
日々のスケール、エチュード等、基本練習を十分に行った上で、課題曲の練習をする。
スコア・リーディングを行い、自己のパートの役割を理解して練習する。
作曲者及びその時代背景等、作品に対する知識を得るとともに、参考音源を聴いておく。

◆成績評価の方法◆

器楽表現（弦管打）Ⅱ

（Ｓ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数

備考

演奏に必要なUSBメモリーを各自準備すること。

授業内での演奏と、発表時の暗譜演奏で評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

電子オルガンが初めての方は足鍵盤に慣れられるように、経験者の方はさらに技術や演奏表現を上達させ、卒業後に役立つ好きなジャンルを
楽しみながら演奏出来ることを目標とする。

◆授業内容・計画◆

１曲に多く時間をかけるよりも、なるべく多くの曲を楽しみながら経験出来るように、レパートリーを増やすことを目標とする。
足鍵盤に慣れて来たら、リズムにノル練習や、演奏表現を向上させる。
色々なジャンルの音楽を経験し、さらに演奏表現が向上出来るようにする。

第1回　　　ベースのみで足鍵盤に慣れる練習 (1)
第2回　　　ベースのみで足鍵盤に慣れる練習 (2)
第3回　　  左手とベースを合わせてリズム感を養いながら練習（１）
第4回　　  左手とベースを合わせてリズム感を養いながら練習（2）
第5回　　　左手とベースを合わせてリズム感を養いながら練習（１）
第6回　　　右手と左手のみで、電子オルガンならではのタッチの使い方を習得
第7回　　　全て合わせての演奏。それぞれのタッチの使い方をチェック（1）
第8回　　　全て合わせての演奏。それぞれのタッチの使い方をチェック（2）
第9回　　　リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（１）
第10回　　 リズムのノリ方を、参考音源なども交えながら習得（2）
第11回　　 表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（１）
第12回　　 表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（2）
第13回　　 表現力を養うことに重きを置き、演奏法を取得（3）
第14回　　 暗譜しながら、全体のテンポの流れやフレーズ感をチェック
第15回　 　授業内での発表と、まとめ

◆準備学習の内容◆

・毎回のレッスンによく準備をして臨むこと。
・作品に対する知識を事前によく理解して授業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP093N

器楽表現（電子オルガン）Ⅱ

（電オル）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス P5

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

授業への取り組みの状況や、まとめの演奏、レポートにより、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

（１）ピアノの演奏の基本的な技術及び表現力を習得する。
（２）多様な時代、様式の作品に触れることにより、ピアノ作品についての幅広い知識と理解を得る。
（３）20世紀から今日に至る様々な音楽を知り、演奏することにより、自らの創作活動に直接、役立てることができるようになる。

◆授業内容・計画◆

第１回：ガイダンス（個々の学生の状態の把握と授業の説明）
第２回：課題曲1-1「19世紀後半から20世紀初頭にかけてのピアノ独奏曲」の読譜のポイント
第３回：課題曲1-2　上記楽曲の作曲様式の研究と作品解釈
第４回：課題曲1-3　上記楽曲の演奏のポイントと音楽表現の工夫
第５回：課題曲1-4　上記楽曲の仕上げと相互評価
第６回：課題曲2-1「20世紀前半のピアノ独奏曲」の読譜のポイント
第７回：課題曲2-2　上記楽曲の作曲様式の研究と作品解釈
第８回：課題曲2-3　上記楽曲の演奏のポイントと音楽表現の工夫
第９回：課題曲2-4　上記楽曲の仕上げと相互評価
第１０回：課題曲3-1「20世紀前半のピアノ独奏曲」の読譜のポイント
第１１回：課題曲3-2　上記楽曲の作曲様式の研究と作品解釈
第１２回：課題曲3-3　上記楽曲の演奏のポイントと音楽表現の工夫
第１３回：課題曲3-4　上記楽曲の音楽表現の深化
第１４回：課題曲3-5　上記楽曲の仕上げと相互評価
第１５回：器楽表現（創作系ピアノ）Ⅰのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業前に、演奏する曲を十分に練習しておくこと。また、作曲者と作品についての知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CEP057N

器楽表現（創作系ピアノ）Ⅰ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス P5

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

授業への取り組みの状況と定期試験の結果により判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。課題曲3は個々の学生に応じた楽譜を用いる。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

（１）ピアノの演奏の基本的な技術及び表現力を習得する。
（２）多様な時代、様式の作品に触れることにより、ピアノ作品について幅広い知識と理解を得る。
（３）ピアノという楽器の仕組みを知り、鍵盤上での特殊な奏法や特殊なペダルの使用法を用いた楽曲が演奏できる。
（４）20世紀から今日に至る様々な音楽を知り、演奏することにより、自らの創作活動に役立てることができるようになる。

◆授業内容・計画◆

第１回：ピアノの仕組みと鍵盤上での様々な特殊奏法
第２回：課題曲1-1「鍵盤上での特殊奏法を用いたピアノ曲」の奏法研究と読譜のポイント
第３回：課題曲1-2　上記楽曲の作品解釈と演奏のポイント
第４回：課題曲1-3　上記楽曲の音楽表現の工夫
第５回：課題曲1-4　上記楽曲の音楽表現の深化
第６回：課題曲1-5　上記楽曲の仕上げと相互評価
第７回：3本のペダルの仕組みと使用法
第８回：課題曲2-1「特殊なペダルの使用法を用いたピアノ曲」の奏法研究
第９回：課題曲2-2　上記楽曲の音楽表現の工夫
第１０回：課題曲2-3　上記楽曲の仕上げと相互評価
第１１回：課題曲3-1「20世紀前半から今日までのピアノ独奏曲」の選択と読譜のポイント
第１２回：課題曲3-2　上記楽曲の作曲様式の研究と作品解釈
第１３回：課題曲3-3　上記楽曲の演奏のポイントと音楽表現の工夫
第１４回：課題曲3-4　上記楽曲の音楽表現の深化
第１５回：課題曲3-5　上記楽曲の仕上げと相互評価

◆準備学習の内容◆

授業前に、演奏する曲を十分に練習しておくこと。また、作曲者と作品についての知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CEP058N

器楽表現（創作系ピアノ）Ⅱ

（Ｐ）

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 前期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組みの状況や、まとめの演奏、レポートにより、総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

(1)ピアノの演奏の基本的な技術及び表現力を習得する。（2）多様な時代、様式の作品に触れることにより、ピアノ作品についての幅広い知識
と理解を得る。（3）ピアノの内部奏法についての知識を得、それらを用いた楽曲が演奏できるようになる。（4）図形楽譜の基本的な読み解き方
を学ぶ。（５）２０世紀から今日に至る様々な音楽を知り、演奏することにより、自らの創作活動に役立てることができるようになる。

◆授業内容・計画◆

第１回：「様々なピアノの内部奏法」の実例
第２回：　課題曲1-1「内部奏法を用いたピアノ曲その１」の奏法研究と読譜のポイント
第３回：　課題曲1-2　上記楽曲の作品解釈と演奏のポイント
第４回：　課題曲1-3　上記楽曲の音楽表現の工夫と深化
第５回：　課題曲2-1「内部奏法を用いたピアノ曲その２」の奏法研究と読譜のポイント
第６回：　課題曲2-2　上記楽曲の作品解釈と演奏のポイント
第７回：　課題曲2-3　上記楽曲の音楽表現の工夫と深化
第８回：「内部奏法を用いたピアノ曲その１、その２」の仕上げと相互評価
第９回：「様々な図形楽譜と記譜法」の実例
第１０回：　課題曲3-1「図形楽譜によるピアノ曲」の読譜のポイント
第１１回：　課題曲3-2　上記楽曲のリアリゼーションの基礎
第１２回：　課題曲3-3　上記楽曲のリアリゼーションの実践
第１３回：　課題曲3-4　上記楽曲の演奏のポイントと音楽表現の工夫
第１４回：「図形楽譜によるピアノ曲」の仕上げと相互評価
第１５回：　器楽表現（創作系ピアノ）Ⅲのまとめの演奏

◆準備学習の内容◆

授業前に、演奏する曲を十分に練習しておくこと。また、作曲者と作品についての知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CEP059N

器楽表現（創作系ピアノ）Ⅲ

井上　郷子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス

講義室 開講学期 後期

曜日・時限 単位数 1単位

備考

授業への取り組みの状況と定期試験の結果により判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

担当教員が準備する。課題曲３は、個々の学生に応じた楽曲を用いる。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

（1）ピアノの演奏の基本的な技術及び表現力を習得する。（２）多様な時代、様式の作品に触れることにより、ピアノ作品についての幅広い知識
と理解を得る。（３）プリペアド・ピアノについての知識を得、楽曲が演奏できるようになる。（4）20世紀から今日に至る様々な音楽を知り、演奏す
ることにより、自らの創作活動に役立てることができるようになる。

◆授業内容・計画◆

第１回：「プリペアド・ピアノ及びプリパレイション」の概要
第２回：　課題曲1-1「プリペアド・ピアノのための楽曲その１」のプリパレイション研究と実践
第３回：　課題曲1-2　上記楽曲の作品解釈と演奏のポイント
第４回：　課題曲1-3　上記楽曲の音楽表現の工夫
第５回：　課題曲1-4「プリペアド・ピアノのための楽曲その１」の仕上げと相互評価
第６回：　課題曲2-1「プリペアド・ピアノのための楽曲その２」のプリパレイション研究と実践
第７回：　課題曲2-2　上記楽曲の作品解釈と演奏のポイント
第８回：　課題曲2-3　上記楽曲の音楽表現の工夫
第９回：　課題曲2-4「プリペアド・ピアノのための楽曲その２」の仕上げと相互評価
第１０回：　課題曲3-1「20～21世紀のピアノ曲」の読譜のポイント
第１１回：　課題曲3-2　上記楽曲の作曲様式の研究と作品解釈
第１２回：　課題曲3-3　上記楽曲の演奏のポイント
第１３回：　課題曲3-4　上記楽曲の音楽表現の工夫
第１４回：　課題曲3-5　上記楽曲の音楽表現の深化
第１５回：　課題曲3-6「20～21世紀のピアノ曲」の仕上げと相互評価
定期試験

◆準備学習の内容◆

授業前に、演奏する曲を十分に練習しておくこと。また、作曲者と作品についての知識を得ておくこと。

◆成績評価の方法◆

CEP060N

器楽表現（創作系ピアノ）Ⅳ

井上　郷子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

期末試験、毎回の授業の理解と達成度、授業内発表演奏などを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

受講者の技量に応じて、課題とする曲目をその都度指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

教育楽器としても重要である歴史的な楽器リコーダーについて、その音楽的な可能性、教育的社会的な役割りをよく理解した上で、基本的な演
奏技術と指導法を習得する。教材は主にバロック以前のリコーダーのためのオリジナル曲と、現代の音楽教育の教材を用いる。

◆授業内容・計画◆

(1)リコーダーの歴史、楽器としての性能、音楽的特性、歴史的役割、種類、主要なレパートリーなど、一般的知識を学ぶ。
(2)アルト（treble）で、音作り、呼吸法、タンギングなどの基本的なアーティキュレーションの奏法を理解する（１）
(3)アルト（treble）で、音作り、呼吸法、タンギングなどの基本的なアーティキュレーションの奏法を理解する（２）
(4)アルト（treble）で、音作り、呼吸法、タンギングなどの基本的なアーティキュレーションの奏法を理解する（３）
(5)アルト（treble）で、音作り、呼吸法、タンギングなどの基本的なアーティキュレーションの奏法を理解する（４）
(6)平易なレパートリーを教材にして、ルネサンス、バロック音楽固有の楽譜の読み方や特有の奏法を知る（１）
(7)平易なレパートリーを教材にして、ルネサンス、バロック音楽固有の楽譜の読み方や特有の奏法を知る（２）
(8)平易なレパートリーを教材にして、ルネサンス、バロック音楽固有の楽譜の読み方や特有の奏法を知る（３）
(9)バロック・ピッチ（A=415）の楽器を用い、平均律ではない歴史的調律のチェンバロの通奏低音に合わせての独奏を体験し、現代の演奏との
違いを確認する（１）
(10)バロック・ピッチ（A=415）の楽器を用い、平均律ではない歴史的調律のチェンバロの通奏低音に合わせての独奏を体験し、現代の演奏との
違いを確認する（２）
(11)バロック・ピッチ（A=415）の楽器を用い、平均律ではない歴史的調律のチェンバロの通奏低音に合わせての独奏を体験し、現代の演奏との
違いを確認する（３）
(12)小中学校などでのリコーダー指導の基本を学ぶ。
(13)リコーダー指導法の教材を研究する。
(14)アルトを複数使用したアンサンブルでの授業内発表演奏。
(15)まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

音階練習。リコーダーの本格的演奏を聴くこと。 授業で扱う楽曲の十分な練習。

◆成績評価の方法◆

CEP001N

西洋古楽表現（リコーダー）Ⅰ

初級

氏家　厚文

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

試験、授業での理解や達成度、発表演奏、授業内実技試験などを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

受講者の技量と達成に応じて、その都度課題の曲目を指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期Ⅰで習得したリコーダーの演奏技術と知識を活用して、ルネサンスのアンサンブル及びバロックのソロ・ソナタ、近代作品、教育用のレ
パートリーなどを実際に演奏して技量を高める。最後には、各自が選曲研究したレパートリーを仕上げて発表する。

◆授業内容・計画◆

(1)ソプラノ（descant）からバス、大バスまでを使用しルネサンスの平易な舞曲で楽器と合奏に慣れる。例えば、４、５声のパヴァーヌ、ガリアル
ド、マドリガルやシャンソンなどの声楽曲（１）
(2)ソプラノ（descant）からバス、大バスまでを使用しルネサンスの平易な舞曲で楽器と合奏に慣れる。例えば、４、５声のパヴァーヌ、ガリアル
ド、マドリガルやシャンソンなどの声楽曲（２）
(3)ソプラノ（descant）からバス、大バスまでを使用しルネサンスの平易な舞曲で楽器と合奏に慣れる。例えば、４、５声のパヴァーヌ、ガリアル
ド、マドリガルやシャンソンなどの声楽曲（３）
(4)ルネサンスの複製楽器を使って、ポリフォニックなアンサンブルを仕上げる。G.P.パレストリーナ、T.モーリー、G.フレスコバルディなどの作品
を予定（１）
(5)ルネサンスの複製楽器を使って、ポリフォニックなアンサンブルを仕上げる。G.P.パレストリーナ、T.モーリー、G.フレスコバルディなどの作品
を予定（２）
(6)ルネサンスの複製楽器を使って、ポリフォニックなアンサンブルを仕上げる。G.P.パレストリーナ、T.モーリー、G.フレスコバルディなどの作品
を予定（３）
(7)教育音楽として作曲された近現代のリコーダー・アンサンブルを体験し、その指導法を考える。B.バルトーク、Z.コダーイ、B.ブリテンなどの作
品（１）
(8)教育音楽として作曲された近現代のリコーダー・アンサンブルを体験し、その指導法を考える。B.バルトーク、Z.コダーイ、B.ブリテンなどの作
品（２）
(9)バロックのソナタを選択し、通奏低音をつけて演奏。G.F.ヘンデルのソナタなどの個人レッスン（１）
(10)バロックのソナタを選択し、通奏低音をつけて演奏。G.F.ヘンデルのソナタなどの個人レッスン（２）
(11)バロックのソナタを選択し、通奏低音をつけて演奏。G.F.ヘンデルのソナタなどの個人レッスン（３）
(12)教員採用試験のアドバイスを含む教育法の指導。
(13)コントラバス・リコーダーから、ソプラニーノまで使った大合奏（リコーダー・オーケストラ）の体験。
(14)アンサンブルまたは独奏の発表演奏（芸術祭でも有志が発表）。
(15)まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

音階、アルペジオなどの技術的個人練習。古楽、リコーダー曲を出来るだけ聴くこと。 授業で扱う楽曲の十分な練習。

◆成績評価の方法◆

CEP004N

西洋古楽表現（リコーダー）Ⅱ

初級

氏家　厚文

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

発表演奏、授業内実技試験など。

◆教科書（使用テキスト）◆

受講者の人数や技量に応じて選曲する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

Ⅰ、Ⅱ（初級）で習得した演奏技術を更に向上させながら、ルネサンスからバロック、近代の各時代、各地域のレパートリーを、それぞれに固有
の奏法を用いて演奏し研究する。個人レッスンが中心となる。

◆授業内容・計画◆

(1)できるだけ楽譜は原典ファクシミリー、楽器はその時代の様式とピッチのものを用いて、リコーダーのために書かれたソナタで楽器固有の奏
法を確認する（１）
(2)できるだけ楽譜は原典ファクシミリー、楽器はその時代の様式とピッチのものを用いて、リコーダーのために書かれたソナタで楽器固有の奏
法を確認する（２）
(3)できるだけ楽譜は原典ファクシミリー、楽器はその時代の様式とピッチのものを用いて、リコーダーのために書かれたソナタで楽器固有の奏
法を確認する（３）
(4)バロック時代の教則本や理論書を参考に、当時のアーティキュレーションの考え方と技法を確認しながら独奏曲を仕上げる（１）
(5)バロック時代の教則本や理論書を参考に、当時のアーティキュレーションの考え方と技法を確認しながら独奏曲を仕上げる（２）
(6)バロック時代の教則本や理論書を参考に、当時のアーティキュレーションの考え方と技法を確認しながら独奏曲を仕上げる（３）
(7)少し難度の高いソナタ、組曲などを選び、バロックの技法を用いた解釈と演奏を研究する。G.F.ヘンデル、A.ヴィヴァルディ、J.B.ルイエ、G.P.
テレマンなど（１）
(8)少し難度の高いソナタ、組曲などを選び、バロックの技法を用いた解釈と演奏を研究する。G.F.ヘンデル、A.ヴィヴァルディ、J.B.ルイエ、G.P.
テレマンなど（２）
(9)少し難度の高いソナタ、組曲などを選び、バロックの技法を用いた解釈と演奏を研究する。G.F.ヘンデル、A.ヴィヴァルディ、J.B.ルイエ、G.P.
テレマンなど（３）
(10)近代、現代のリコーダーの作品を演奏する。B.ブリテン、P.ヒンデミット、B.バルトーク、R.ヴォーン・ウィリアムズなど（１）
(11)近代、現代のリコーダーの作品を演奏する。B.ブリテン、P.ヒンデミット、B.バルトーク、R.ヴォーン・ウィリアムズなど（２）
(12)近代、現代のリコーダーの作品を演奏する。B.ブリテン、P.ヒンデミット、B.バルトーク、R.ヴォーン・ウィリアムズなど（３）
(13)近代、現代のレパートリーの教材活用を研究する。
(14)試験演奏曲の最終指導。
(15)まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

楽器、楽曲の十分な練習はもちろん、指定する歴史的奏法の資料、音楽史の書籍資料を読んでおくことが必要。

◆成績評価の方法◆

CEP007N

西洋古楽表現（リコーダー）Ⅲ

中級

氏家　厚文

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

発表演奏、授業内実技試験など。

◆教科書（使用テキスト）◆

受講者の人数や技量に応じて選曲する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

時代や地域による奏法の違いを更に深く理解し、様々なリコーダーのレパートリーそれぞれの音楽の様式と精神を理解し、研究し練習した結果
を発表演奏する。

◆授業内容・計画◆

(1))フランス・バロック特有の「イネガール」などの奏法と装飾法を理解して身につける（１）
(2)フランス・バロック特有の「イネガール」などの奏法と装飾法を理解して身につける（２）
(3)ルネサンス、バロックの舞曲の性格やリズムを理解して演奏する（１）
(4)ルネサンス、バロックの舞曲の性格やリズムを理解して演奏する（２）
(5)ルネサンスの技巧的で精緻な多声音楽のアンサンブルを仕上げる。W.バード、J.ダウラントなど（１）
(6)ルネサンスの技巧的で精緻な多声音楽のアンサンブルを仕上げる。W.バード、J.ダウラントなど（２）
(7)ルネサンスの技巧的で精緻な多声音楽のアンサンブルを仕上げる。W.バード、J.ダウラントなど（３）
(8)リコーダーの大合奏（リコーダー・オーケストラ）について、そのレパートリーや指導法も含めて研究する（１）
(9)リコーダーの大合奏（リコーダー・オーケストラ）について、そのレパートリーや指導法も含めて研究する（２）
(10)発表演奏に向け、Ⅲで学んだ独奏曲およびアンサンブルの精度を更に上げ、音楽的に仕上げる（１）
(11)発表演奏に向け、Ⅲで学んだ独奏曲およびアンサンブルの精度を更に上げ、音楽的に仕上げる（２）
(12)発表演奏に向け、Ⅲで学んだ独奏曲およびアンサンブルの精度を更に上げ、音楽的に仕上げる（３）
(13)独奏曲の最終的指導。
(14)発表演奏（芸術祭でも有志が発表）。
(15)まとめと評価。

◆準備学習の内容◆

レパートリーについて、その時代背景とテキスト（楽譜）の信頼性について調べる。

◆成績評価の方法◆

CEP010N

西洋古楽表現（リコーダー）Ⅳ

中級

氏家　厚文

◆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 N-004 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

グループ式の個人レッスン。
楽器所有者以外は学校からトレブル、テナー、バスのいずれかを貸し出す。よほどのことがないかぎり必ず出席すること。日頃の練習が必須。

課題の取り組み方、授業態度、学期末試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

B.Hely:The Comleat Violist
P.Biordi＆V.Ghielmi:Metodo completo e progressivo per Viola da gamba　vol.1
その他授業中にプリントを配布

◆参考図書◆

ディエゴ・オルティス著平尾雅子訳『変奏論』（アルテス・パブリッシング）
ジャン・ルソー著関根敏子・神戸愉樹美共訳『ヴィオル論』（アカデミア・ミュージック）

◆留意事項◆

ヴィオラダガンバの歴史、構造を知り、基礎技術を身につける。美しい発音を習慣付け、正しい音程の取り方を体得する。ルネサンス時代の簡
単な舞曲を使って、合奏の仕方を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
　　　　楽器の誕生から衰退そして復興の歴史　楽器配分
　　　　構え方、弓の持ち方、発音の仕方
第２回　弦を正しく響かせる
第３回　右手　すべての開放弦を響かせる
　　　　左手　指の使い方、フレットの押さえ方を知る
第４回　基礎練習　正しく音程を取る方法を知る
第５回　基礎練習　音階を学ぶ
第６回　課題曲１　簡単な旋律
第７回　課題曲２　プサルムの旋律１　正しい音程で
第８回　課題曲３　プサルムの旋律２　フレーズを考える
第９回　課題曲４　プサルムの旋律３　歌うように表情を付けて演奏
第10回　課題曲５　プサルムの旋律　仕上げ
第11回　課題曲６　簡単なルネサンス舞曲　パート練習
第12回　課題曲７　ルネサンス舞曲　合奏　課題を確認
第13回　課題曲８　ルネサンス舞曲　合奏　相手を聴く
第14回　課題曲９　ルネサンス舞曲　仕上げ
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業後、習ったことをしっかり復習した上で、課題を練習すること。ヴィオラ・ダ・ガンバに関する資料、文献に積極的に取り組むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP002N

西洋古楽表現(ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅰ

初級

平尾　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 N-004 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

グループ式の個人レッスンおよび合奏レッスン。
楽器所有者以外は学校からトレブル、テナー、バスのいずれかを貸し出す。履修者のレベルにより課題曲を変更することもある。

課題の取り組み方、授業態度、学年末試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

B.Hely:The Comleat Violist
P.Biordi＆V.Ghielmi:Metodo completo e progressivo per Viola da gamba　vol.1
その他授業中にプリントを配布

◆参考図書◆

西洋古楽表現（ヴィオラ・ダ・ガンバ）Iを参照のこと

◆留意事項◆

基礎技術をさらに充実させるとともに、グループを組んで簡単な合奏曲を演奏する。ルネサンス時代の作品をいかに音楽的に表現するかを学
ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　グループ編成、発表の機会を計画
第２回　課題曲１　アルカデルトのマドリガーレOfelici occhimiei
第３回　課題曲２　サンドランのシャンソンDoulce memoire
第４回　課題２曲の仕上げ　正しい音程で歌うように演奏する
第５回　課題曲３　ヴィラールトのリチェルカーレ
第６回　課題曲４　バッサーノのリチェルカーレ
第７回　課題曲２曲の仕上げ　他の声部を聴きながらポリフォニー音楽を演奏することを学ぶ
第８回　課題曲５　英国のコンソート音楽　ギボンズのインノミネ
第９回　課題曲５の仕上げ　インノミネの歴史を知る
第10回　課題曲６　英国のコンソート音楽　ホルボーンのパヴァーン
第11回　課題曲６の仕上げ　踊りを体得しながら性格をつかむ
第12回　課題曲７　英国のコンソート音楽　ホルボーンのガリアルド
第13回　課題曲７の仕上げ　踊りを体得しながら性格をつかむ
第14回　グループごとで相談して授業内試験や芸術祭で発表する曲を選曲
第15回　まとめ（試験）と評価

◆準備学習の内容◆

授業後、習ったことをしっかり復習した上で、課題を練習すること。日頃の練習が必須。ヴィオラ・ダ・ガンバに関する資料、文献に積極的に取り
組むこと。発表に向けてグループで入念なリハーサルをすること。

◆成績評価の方法◆

CEP005N

西洋古楽表現(ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅱ

初級

平尾　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 N-004 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

できる限り原典に忠実な楽譜を用いる。積極的にアンサンブルの機会を持つこと。

課題の取り組み方、授業態度、学期末試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

Wenzinger:Gamben Uebung(Baerenreiter）
（前年度の続き）
B.Hely:The Comleat Violist
授業中に適時プリントを配布

◆参考図書◆

ディエゴ・オルティス著平尾雅子訳『変奏論』（アルテス・パブリッシング）
ジャン・ルソー著関根敏子・神戸愉樹美共訳『ヴィオル論』（アカデミア・ミュージック）

◆留意事項◆

基礎技術の向上を目指す。技術と音楽表現は平行して成長するものであり、弓で歌い、しゃべる演奏とは何かを追求する。様々なアンサンブ
ルを経験し、合奏の技を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス　グループ分け
第２回　課題曲１　A.ガブリエーリのカンツォン　課題発見
第３回　課題曲１について　ポリフォニーとホモフォニーの合体
第４回　課題曲１の仕上げ
第５回　課題曲２　ジェンキンズのパヴァーン　課題を確認
第６回　課題曲２について　舞曲パヴァーンの性格を持ちつつ、表情豊かな演奏を目指す
第７回　課題曲２の仕上げ
第８回　課題曲３　コペラリオのファンタジア　課題を確認
第９回　課題曲３について　声部間の模倣や対話を聴き合う
第10回　課題曲３の仕上げ
第11回　課題曲４　カベソンのティエント　課題を確認
第12回　課題曲４について　オルガン曲をガンバ・コンソートで演奏する利点を見いだす
第13回　課題曲４の仕上げ
第14回　課題曲の見直しと総仕上げ
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

常に復習し、課題がスムーズに演奏できるよう練習する。グループの仲間とできるだけ合わせの機会を作る。合奏曲の課題について、作曲
家、時代背景など曲にまつわる知識を得る。

◆成績評価の方法◆

CEP008N

西洋古楽表現(ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅲ

中級

平尾　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 N-004 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

できる限り原典或はそれに忠実な楽譜を用いる。積極的にアンサンブルの機会を持つこと。余裕のある者には独奏曲の課題を与えることもあ
る。

課題の取り組み方、授業態度、学期末試験の結果

◆教科書（使用テキスト）◆

西洋古楽表現（ヴィオラ・ダ・ガンバ）IIIを参照のこと

◆参考図書◆

西洋古楽表現（ヴィオラ・ダ・ガンバ）IIIを参照のこと

◆留意事項◆

さらに高度の技術を習得する。様々なヴィオラ・ダ・ガンバ合奏のレパートリーを探り、アンサンブル能力を高めるとともに、様式感を養う。

◆授業内容・計画◆

第１回　基礎技術復習
　　　　課題曲１　ドイツの合奏曲　シャイトのイントラーダ、パヴァーヌ
第２回　課題曲１について　声部間の対話を工夫
第３回　課題曲１の仕上げ
第４回　課題曲２　ドイツの合奏曲　シャイトのガリアルド、アルマンド、クーラント
第５回　課題曲２について　舞曲の性格を踏まえた演奏を目指す
第６回　課題曲２の仕上げ
第７回　課題曲３　パーセルのファンタジア
第８回　課題曲３について　ポリフォニーの奥義を知る
第９回　課題曲３の仕上げ
第10回　課題曲４　ローズの組曲
第11回　課題曲４について　和声の推移を分析
第12回　課題曲４の仕上げ
第13回　課題曲５　オルティスの変奏論を参考にしながら、イタリアのマドリガーレのカデンツにディミニューションを付ける
第14回　課題曲５の仕上げ
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業後、習ったことをしっかり復習した上で、課題を練習すること。日頃の練習が必須。合奏曲は仲間と会わせる機会を多く取って、レッスンに
備えること。

◆成績評価の方法◆

CEP011N

西洋古楽表現(ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ)Ⅳ

中級

平尾　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 N-005 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

●チェンバロを使った実技レッスンであるため、最大10名までとする。履修希望者は必ず4月はじめのガイダンスに出席すること。●５線紙を
持参すること。

授業への参加の積極度、ならびに学期末の試験の結果による

◆教科書（使用テキスト）◆

「クラヴィス」（大塚直哉編、現代ギター社）

◆参考図書◆

「チェンバロ・フォルテピアノ」（渡邊順生著、東京書籍）
「チェンバロ」(久保田彰、ショパン）
「通奏低音奏法」（ケラー著／野村満男訳、全音）

◆留意事項◆

チェンバロを美しく響かせるためのタッチを体得し、さまざまな奏法の基礎を学びながらバロック期の小品に取り組む。また、同時に数字付き
低音の初歩を学び、簡単な通奏低音パートを受け持って実際のアンサンブルに参加できる能力を身につける。

◆授業内容・計画◆

～初級チェンバロ　その1～
※p.やNo.は現代ギター社版「クラヴィス」のページ数や課題番号。●＝チェンバロソロ、○＝通奏低音

【第1回】
　 導入（練習楽器の説明等）
　●発音の構造を理解し基本のタッチを学ぶ p.22
　○数字付き低音の導入　p.80
【第2回】
　●チェンバロでのディミニュエンド～2音と3音のスラーNo.1、2
　○基本位置の和音その１〔カデンツ〕p.81
【第3回】
　●チェンバロでのディミニュエンド～2音と3音のスラーNo.4
　○基本位置の和音その２〔フォリアのバス〕p.82、No.42
【第4回】
　●舞曲の左手を弾くNo.3
  ○基本位置の和音その２〔開始の位置を変える練習〕No.43、44
【第5回】
　●舞曲を弾くNo.5
　○6の和音P.82
【第6回】
　●舞曲を弾くNo.10
　○6の和音＋46の和音の導入 P.83、No.45
【第7回】
　●美しい和音を奏でるにはNo.8、9
　○4-3の和音　P.84
【第8回】
　●美しい和音を奏でるにはNo.11
　○4-3の和音　P.85
【第9回】
　●アーティキュレーションの研究 No.12
  ○4-3の和音 p.85残り
【第10回】
　●アーティキュレーションの研究 No.12その2
　○通奏低音の実際　No.46
【第11回】
　●試験のための復習レッスン

◆準備学習の内容◆

毎週の授業の前には当然チェンバロでのまとまった練習時間が必要となる。また数字付き低音に習熟するには毎日の練習が欠かせない。
履修を希望するものはそれなりの覚悟を持って臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CEP003N

西洋古楽表現（チェンバロ）Ⅰ

初級

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 1年 クラス ０１

講義室 N-005 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

西洋古楽表現（チェンバロ）Iを参照のこと。

学年末コンサートでの演奏及び数字付き低音初見の試験の結果に授業への参加の積極度を加味して行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

「クラヴィス」（大塚直哉編、現代ギター社）

◆参考図書◆

西洋古楽表現（チェンバロ）Iを参照のこと。

◆留意事項◆

バロック時代の作品を通して、さまざまなチェンバロの語り口（アーティキュレーション、フレージング、拍節感、装飾法など）の基礎を学ぶ。ま
た、数字付き低音についてより深く理解し、簡単な通奏低音パートを受け持って実際のアンサンブルに参加できる能力を磨く。

◆授業内容・計画◆
※西洋古楽表現（チェンバロ）Iに引き続いた内容である。

【第1回】
　●リュートの様式を学ぶ・その１　No.6、7
　○56の和音、246の和音　P.86
【第2回】
　●リュートの様式を学ぶ・その2　No.14
　○7-6の和音、7の連続　P.87
【第3回】
　●リュートの様式を学ぶ・その3　No.15
　○9-8など　p.88
【第4回】
　●リュートの様式を学ぶ・その4　No.17
　○まとめ　p.89+90
【第5回】
　●リュートの様式を学ぶ・その5　No.19
　○通奏低音の実際　No.48
【第6回】
　●バッハのインヴェンション第6番
　○通奏低音の実際　No.49
【第7回】
　●バッハのインヴェンション第8番
　○通奏低音の実際　No.51
【第8回】
　●スカルラッティのソナタ
　○通奏低音の実際　No.52
【第9回】
　●No.13、16など
　○ヘルマン・ケラーの課題より
【第10回】
　●○試験のための復習レッスン
【第11回】
　●○試験のための復習レッスン
【第12回】
　●○試験のための復習レッスン
【第13回】数字付き低音初見とソロ演奏の試験

◆準備学習の内容◆

毎週の授業の前には当然チェンバロでのまとまった練習時間が必要となる。また数字付き低音に習熟するには毎日の練習が欠かせない。履
修を希望するものはそれなりの覚悟を持って臨むこと

◆成績評価の方法◆

CEP006N

西洋古楽表現（チェンバロ）Ⅱ

初級

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 1年,2年 クラス ０１

講義室 N-005 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

授業への参加の積極度(平常点)に、前期末の初見試験や発表会での演奏を加味して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

大塚直哉「クラヴィス」(現代ギター）
F.クープラン「クラヴサン奏法」(シンフォニア）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

バロック時代の作品を通して、様々なチェンバロの語り口の基礎を学ぶ。また、数字つき低音についてより深く理解し、通奏低音パートを受け
持って実際のアンサンブルに参加できる能力を磨く。

◆授業内容・計画◆
●チェンバロソロ・・スウェーリンク、バッハ、F.クープランの作品を題材に、チェンバロのタッチやアーティキュレーション、歴史的指使いなど
様々な表現技法をより深く学ぶ。

○通奏低音・・数字つき低音の技術をより確かなものにし、アンサンブル経験を多く積む

※P.やNo.は現代ギター社版「クラヴィス」のページ番号、課題番号である。

【第1回】
導入
【第2回】
●スウェーリンク：涙のパヴァーヌ（No.18）
○数字の復習
【第3回】
●バッハのインヴェンション第13番
○アマリリ（No.50）
【第4回】
●バッハのインヴェンション第12番
○数字を振る（No.53）
【第5回】
●F.クープランのプレリュード第2番
○レチタティーヴォ(No.54）
【第6回】
●F.クープランのプレリュード第2番　その2
○フランスのエール（No.55）
【第7回】
●F.クープランのプレリュード第3番
○バッハのヴァイオリンソナタト長調の第1楽章
【第8回】
●F.クープランのプレリュード第5番
○バッハのヴァイオリンソナタト長調の第2楽章
【第9回】
●F.クープランのプレリュード第7番
○A.スカルラッティ「すみれ」
【第10回】
●○試験のための復習レッスン
【第11回】

◆準備学習の内容◆

チェンバロでの練習時間を十分に確保して授業に臨むこと。また、数字つき低音に習熟するためには毎日の練習が欠かせない。十分な覚悟
をもって履修すること。

◆成績評価の方法◆

CEP009N

西洋古楽表現（チェンバロ）Ⅲ

中級

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 1年,2年 クラス ０１

講義室 N-005 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

◆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）
久保田彰「チェンバロ」（ショパン）
橋本英二「バロックから初期古典派までの音楽の奏法」
ほか

◆留意事項◆

バロック時代の作品を通して様々なチェンバロの語り口の基礎を学ぶ。また、数字つき低音についてより深く理解し、通奏低音パートを受け持っ
て実際のアンサンブルに参加できる能力を磨く。

◆授業内容・計画◆

レッスンは、●チェンバロのソロ、○通奏低音を同時進行で進めていく。

１）導入、復習
２）●バッハの小プレリュードト短調／○バッハのヴァイオリンソナタト長調第3楽章
３）●バッハのシンフォニアから1曲／○バッハのヴァイオリンソナタト長調第4楽章
４）●バッハのシンフォニア続き／○ヘンデルの「ただむごい運命を嘆き」
５）●バッハのBWV 998／○ヘンデルの続き
６）●BWV 998続き／○テレマンのガンバソナタホ短調第1楽章
７）●フローベルガーの組曲／○テレマンのガンバソナタホ短調第2楽章
８）●フローベルガーの組曲続き／○テレマンのガンバソナタホ短調第3楽章
９）●フローベルガーのトッカータ／○テレマンのガンバソナタホ短調第4楽章
１０）●フローベルガーのトッカータ続き／○テレマンの続き
１１）試験に向けた復習レッスン
１２）試験に向けた復習レッスン
１３）数字つき低音の初見試験、ソロ演奏試験
１４）ソロとアンサンブルによるミニコンサート
１５）まとめ

◆準備学習の内容◆

チェンバロでの十分な練習時間を確保して授業に臨むこと。また、チェンバロの用いられているコンサートやCDにより、様々なタイプの楽器や作
品に親しみたい。

◆成績評価の方法◆

CEP012N

西洋古楽表現（チェンバロ）Ⅳ

中級

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 1年,2年,3年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

演奏に必要な道具（ばち・指掛け・ひざゴム・プラスチック駒）を初回授業時に購入してもらう。（５０００円程度、持っている学生は不要）
三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
実技授業であるため、できるだけ後期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、講師が準備し配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

日本音楽の中で長い歴史を持つ、長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回：楽器の名称、扱い方を学ぶ
第２回：基本的奏法の練習
第３回：楽譜の読み方、「さくらさくら」
第４回：「通りゃんせ」
第５回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方① ２段目まで
第６回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方② ４段目まで
第７回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方③ 最後まで
第８回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方④ 復習
第９回：古典曲「供奴」二上り部分① １ページ５段目まで
第10回：古典曲「供奴」二上り部分② １ページ終わりまで
第11回：古典曲「供奴」二上り部分③ ２ページ３段目まで
第12回：古典曲「供奴」二上り部分④ ２ページ８段目まで
第13回：古典曲「供奴」二上り部分⑤ ３ページ４段目まで
第14回：古典曲「供奴」二上り部分⑥ ３ページ終わりまで
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP013N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅰ

初級三味線

今藤　政子

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

演奏に必要な道具（ばち・指掛け・ひざゴム・プラスチック駒）を初回授業時に購入してもらう。（５０００円程度、持っている学生は不要）
三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
実技授業であるため、できるだけ後期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、講師が準備し配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

日本音楽の中で長い歴史を持つ、長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回：楽器の名称、扱い方を学ぶ
第２回：基本的奏法の練習
第３回：楽譜の読み方、「さくらさくら」
第４回：「通りゃんせ」
第５回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方① ２段目まで
第６回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方② ４段目まで
第７回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方③ 最後まで
第８回：古典曲「勧進帳」より寄せの合方④ 復習
第９回：古典曲「供奴」二上り部分① １ページ５段目まで
第10回：古典曲「供奴」二上り部分② １ページ終わりまで
第11回：古典曲「供奴」二上り部分③ ２ページ３段目まで
第12回：古典曲「供奴」二上り部分④ ２ページ８段目まで
第13回：古典曲「供奴」二上り部分⑤ ３ページ４段目まで
第14回：古典曲「供奴」二上り部分⑥ ３ページ終わりまで
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP013N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅰ

初級三味線

今藤　政子

◆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,2年,3年 クラス ０３

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

演奏に必要な道具（ばち・指掛け・ひざゴム・プラスチック駒）を初回授業時に購入してもらう。（５０００円程度、持っている学生は不要）
三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
前期のみの受講は実技授業であるため、必ず後期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用時には講師が適宜準備する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

日本音楽の中で、長い歴史を持つ長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンスおよび三味線を弾くために使うもの(木撥・指掛け・ひざゴム・プラ駒)の名称・使用用途の説明
第２回　調弦の仕方の習得　課題曲「さくらさくら」(前半)音の確認と演奏上のポイント
第３回　課題曲「さくらさくら」(後半)音の確認と演奏上のポイント
第４回　課題曲「さくらさくら」(通して)五線譜でない三味線独自の譜面(三線譜)の説明および実践(仕上げ)
第５回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(前半)音の確認と演奏上のポイント
第６回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(中半)音の確認と演奏上のポイント
第７回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(後半)音の確認と演奏上のポイント
第８回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(通して)楽曲の背景
第９回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(通して)仕上げ
第10回　課題曲「供奴」(①ページ前半)音の確認と演奏上のポイント
第11回　課題曲「供奴」(①ページ後半)音の確認と演奏上のポイント
第12回　課題曲「供奴」(②ページ前半)音の確認と演奏上のポイント
第13回　課題曲「供奴」(②ページ中半)音の確認と演奏上のポイント
第14回　課題曲「供奴」(②ページ後半)音の確認と演奏上のポイント
第15回　課題曲「供奴」(①②ページ通して)楽曲の背景、授業総括

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP013N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅰ

初級三味線

今藤　長龍郎

◆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,2年,3年 クラス ０４

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

演奏に必要な道具（ばち・指掛け・ひざゴム・プラスチック駒）を初回授業時に購入してもらう。（５０００円程度、持っている学生は不要）
三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
前期のみの受講は実技授業であるため、必ず後期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用時には講師が適宜準備する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

日本音楽の中で、長い歴史を持つ長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンスおよび三味線を弾くために使うもの(木撥・指掛け・ひざゴム・プラ駒)の名称・使用用途の説明
第２回　調弦の仕方の習得　課題曲「さくらさくら」(前半)音の確認と演奏上のポイント
第３回　課題曲「さくらさくら」(後半)音の確認と演奏上のポイント
第４回　課題曲「さくらさくら」(通して)五線譜でない三味線独自の譜面(三線譜)の説明および実践(仕上げ)
第５回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(前半)音の確認と演奏上のポイント
第６回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(中半)音の確認と演奏上のポイント
第７回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(後半)音の確認と演奏上のポイント
第８回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(通して)楽曲の背景
第９回　課題曲「勧進帳寄せの合方」(通して)仕上げ
第10回　課題曲「供奴」(①ページ前半)音の確認と演奏上のポイント
第11回　課題曲「供奴」(①ページ後半)音の確認と演奏上のポイント
第12回　課題曲「供奴」(②ページ前半)音の確認と演奏上のポイント
第13回　課題曲「供奴」(②ページ中半)音の確認と演奏上のポイント
第14回　課題曲「供奴」(②ページ後半)音の確認と演奏上のポイント
第15回　課題曲「供奴」(①②ページ通して)楽曲の背景、授業総括

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP013N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅰ

初級三味線

今藤　長龍郎

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
実技授業であるため、必ず前期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、講師が準備し配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

日本音楽の中で長い歴史を持つ、長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行いたいと考えている。

◆授業内容・計画◆

第１回：古典曲「供奴」二上り部分⑦ 前期の復習
第２回：古典曲「供奴」二上り部分⑧ ４ページ３段目まで
第３回：古典曲「供奴」二上り部分⑨ ４ページ終わりまで
第４回：古典曲「供奴」二上り部分⑩ ８ページ終わりまで
第５回：古典曲「供奴」二上り部分⑪ 最後まで
第６回：古典曲「供奴」二上り部分⑫ 復習
第７回：古典曲「供奴」二上り部分⑬ 復習
第８回：古典曲「供奴」本調子部分① １ページ終わりまで
第９回：古典曲「供奴」本調子部分② ２ページ終わりまで
第10回：古典曲「供奴」本調子部分③ ４ページ１段目まで
第11回：古典曲「供奴」本調子部分④ 最後まで
第12回：古典曲「供奴」本調子部分⑤ 替手・唄
第13回：古典曲「供奴」本調子部分⑥ 復習・合奏
第14回：古典曲「供奴」本調子部分⑦ 復習・合奏
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP017N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅱ

初級三味線

今藤　政子

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
実技授業であるため、必ず前期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、講師が準備し配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

日本音楽の中で長い歴史を持つ、長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行いたいと考えている。

◆授業内容・計画◆

第１回：古典曲「供奴」二上り部分⑦ 前期の復習
第２回：古典曲「供奴」二上り部分⑧ ４ページ３段目まで
第３回：古典曲「供奴」二上り部分⑨ ４ページ終わりまで
第４回：古典曲「供奴」二上り部分⑩ ８ページ終わりまで
第５回：古典曲「供奴」二上り部分⑪ 最後まで
第６回：古典曲「供奴」二上り部分⑫ 復習
第７回：古典曲「供奴」二上り部分⑬ 復習
第８回：古典曲「供奴」本調子部分① １ページ終わりまで
第９回：古典曲「供奴」本調子部分② ２ページ終わりまで
第10回：古典曲「供奴」本調子部分③ ４ページ１段目まで
第11回：古典曲「供奴」本調子部分④ 最後まで
第12回：古典曲「供奴」本調子部分⑤ 替手・唄
第13回：古典曲「供奴」本調子部分⑥ 復習・合奏
第14回：古典曲「供奴」本調子部分⑦ 復習・合奏
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP017N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅱ

初級三味線

今藤　政子

◆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,2年,3年 クラス ０３

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
後期のみの受講は実技授業であるため、必ず前期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用時には講師が適宜準備する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

日本音楽の中で、長い歴史を持つ長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　Ⅰ授業の確認
第２回　課題曲「供奴」(③ページ)音の確認と演奏上のポイント
第３回　課題曲「供奴」(④ページ)音の確認と演奏上のポイント
第４回　課題曲「供奴」(①～④ページ)テンポのつながりを踏まえ仕上げ
第５回　課題曲「供奴」(⑧ページ)音の確認と演奏上のポイント(⑤～⑦ページは調弦が違うため、①～④ページと同じ調弦の⑧⑨ページを先に
行う)
第６回　課題曲「供奴」(⑨ページ)音の確認と演奏上のポイント
第７回　課題曲「供奴」(①～④ページ、⑧⑨ページ)楽曲の背景、仕上げ
第８回　課題曲「供奴」(⑤ページ)音の確認と演奏上のポイント
第９回　課題曲「供奴」(⑥ページ)音の確認と演奏上のポイント
第10回　課題曲「供奴」(⑦ページ)音の確認と演奏上のポイント
第11回　課題曲「供奴」(⑤～⑦ページ)楽曲の背景、仕上げ
第12回　課題曲「供奴」の唄(⑥ページ)音の確認と演奏上のポイント
第13回　課題曲「供奴」の唄(⑦ページ)音の確認と演奏上のポイント
第14回　課題曲「供奴」の唄(⑥⑦ページ通して)唄と三味線との関わり方・唄う際使用する扇子の持ち方、仕上げ
第15回　課題曲「供奴」の唄・三味線(⑥⑦ページ)学生のみで唄・三味線に分かれて合奏・仕上げ、授業総括

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習を行うことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP017N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅱ

初級三味線

今藤　長龍郎

◆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,2年,3年 クラス ０４

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

三味線は大学の楽器を貸与する。
毎年履修希望者が定員を上回るので、オリエンテーション期間にガイダンスを行う。
履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
後期のみの受講は実技授業であるため、必ず前期の授業も履修すること。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用時には講師が適宜準備する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

日本音楽の中で、長い歴史を持つ長唄三味線の基本的な演奏技術を習得しつつ、日本の伝統音楽の知識、日本文化の理解を深める。
折に触れ、西洋音楽との比較も行う。

◆授業内容・計画◆

第１回　Ⅰ授業の確認
第２回　課題曲「供奴」(③ページ)音の確認と演奏上のポイント
第３回　課題曲「供奴」(④ページ)音の確認と演奏上のポイント
第４回　課題曲「供奴」(①～④ページ)テンポのつながりを踏まえ仕上げ
第５回　課題曲「供奴」(⑧ページ)音の確認と演奏上のポイント(⑤～⑦ページは調弦が違うため、①～④ページと同じ調弦の⑧⑨ページを先に
行う)
第６回　課題曲「供奴」(⑨ページ)音の確認と演奏上のポイント
第７回　課題曲「供奴」(①～④ページ、⑧⑨ページ)楽曲の背景、仕上げ
第８回　課題曲「供奴」(⑤ページ)音の確認と演奏上のポイント
第９回　課題曲「供奴」(⑥ページ)音の確認と演奏上のポイント
第10回　課題曲「供奴」(⑦ページ)音の確認と演奏上のポイント
第11回　課題曲「供奴」(⑤～⑦ページ)楽曲の背景、仕上げ
第12回　課題曲「供奴」の唄(⑥ページ)音の確認と演奏上のポイント
第13回　課題曲「供奴」の唄(⑦ページ)音の確認と演奏上のポイント
第14回　課題曲「供奴」の唄(⑥⑦ページ通して)唄と三味線との関わり方・唄う際使用する扇子の持ち方、仕上げ
第15回　課題曲「供奴」の唄・三味線(⑥⑦ページ)学生のみで唄・三味線に分かれて合奏・仕上げ、授業総括

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習を行うことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP017N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅱ

初級三味線

今藤　長龍郎

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

上記第1回から第15回の授業内容及び計画は一例である。履修者のレベルに応じて課題曲・進め方等は
異なる場合がある。その点に関しては、第1回目のガイダンスでよく確認をすること。

授業に取り組む姿勢、表現力や技術力を総合的に判断し評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用時には講師が適宜準備する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

初級で習得した演奏技術をさらに拡大し、より一層の技術や知識の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回  ガイダンスおよび調弦・奏法の復習
第2回  課題曲「松の緑」(前半) 音の確認と演奏上のポイント
第3回  課題曲「松の緑」(中半) 音の確認と演奏上のポイント
第4回  課題曲「松の緑」(後半)  音の確認と演奏上のポイント
第5回  課題曲「松の緑」(通して)楽曲の背景・仕上げ
第6回  課題曲「鞍馬山」(1ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第7回  課題曲「鞍馬山」(1・2ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第8回  課題曲「鞍馬山」(1~3ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第9回  課題曲「鞍馬山」(1~3ページ)  唄との関連性を踏まえたうえで実技を行う
第10回  課題曲「鞍馬山」(4ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第11回  課題曲「鞍馬山」(4~5ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第12回  課題曲「鞍馬山」(4~6ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第13回  課題曲「鞍馬山」(6ページ) 少人数に分けて個々のレベルアップをはかる
第14回  課題曲「鞍馬山」(1~6ページ) 演奏上の工夫
第15回  14回に渡った音楽表現Ⅲのまとめ

◆準備学習の内容◆

授業前に演奏する曲を、十分に復習・予習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CEP021N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅲ

中級三味線

今藤　長龍郎

◆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,3年,4年 クラス ０２

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

三味線は大学の楽器を貸与する。
オリエンテーション期間にガイダンスを行うので、履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
授業への積極的参加を希望する。
なお、年度により適切な曲を選択するので、曲目を変更することもあり得る。

試験は行わない。
習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、講師が準備し配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

初級で習得した演奏技術を踏まえ、さらなる技術や知識の向上を目指す。

◆授業内容・計画◆

第１回：古典曲「都鳥」① １ページ終わりまで
第２回：古典曲「都鳥」② ６ページ１段目まで
第３回：古典曲「都鳥」③ ６ページ４段目まで
第４回：古典曲「都鳥」④ 替手・合奏
第５回：古典曲「花見踊」① １ページ５段目まで
第６回：古典曲「花見踊」② ３ページ７段目まで
第７回：古典曲「花見踊」③ ６ページ終わりまで
第８回：古典曲「花見踊」④ ここまでの復習
第９回：古典曲「花見踊」⑤ ７ページ５段目まで
第10回：古典曲「花見踊」⑥ ８ページ２段目まで
第11回：古典曲「花見踊」⑦ ８ページ７段目まで
第12回：古典曲「花見踊」⑧ ここまでの復習
第13回：古典曲「花見踊」⑨ 10ページ３段目まで
第14回：古典曲「花見踊」⑩ ここまでの復習
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP021N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅲ

中級三味線

今藤　政子

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

上記第1回から第15回の授業内容及び計画は一例である。履修者のレベルに応じて課題曲・進め方等は
異なる場合がある。その点に関しては、第1回目のガイダンスでよく確認をすること。

授業に取り組む姿勢、表現力や技術力を総合的に判断し評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

使用時には講師が適宜準備する。

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

初級で習得した演奏技術をさらに拡大し、より一層の技術や知識の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

第1回  ガイダンスおよび音楽表現Ⅲの復習
第2回  課題曲「鞍馬山」(7ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第3回  課題曲「鞍馬山」(7・8ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第4回  課題曲「鞍馬山」(7~9ページ) 音の確認と演奏上のポイント
第5回  課題曲「鞍馬山」個々のレベルを踏まえ、ソロ演奏部分の選定
第6回  課題曲「鞍馬山」全体を通して曲の完成度を高める
第7回  課題曲「鞍馬山」一曲を総合的に、表現力を高めながら演奏する
第8回  課題曲「勧進帳」より滝流し合方(第1回目)音の確認と演奏上のポイント
第9回  課題曲「勧進帳」より滝流し合方(第2回目)正確な音程の習得
第10回  課題曲「勧進帳」より滝流し合方(第3回目)スムーズなスクイ・ハジキを習得したうえで、テンポアップをはかる
第11回  課題曲「勧進帳」三段目合方より段切まで(第1回目)音の確認と演奏上のポイント
第12回  課題曲「勧進帳」三段目合方より段切まで(第2回目)楽曲の解説と理解
第13回  課題曲「勧進帳」三段目合方より段切まで(第3回目)演奏上の工夫
第14回  課題曲「勧進帳」第8回目からの課題曲全体を通して
第15回  14回に渡った音楽表現Ⅳのまとめ

◆準備学習の内容◆

授業前に演奏する曲を、十分に復習・予習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CEP025N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅳ

中級三味線

今藤　長龍郎

◆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,3年,4年 クラス ０２

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

三味線は大学の楽器を貸与する。
オリエンテーション期間にガイダンスを行うので、履修希望者は必ず出席すること。
ガイダンス日は告知する。
授業への積極的参加を希望する。
なお、年度により適切な曲を選択するので、曲目を変更することもあり得る。

試験は行わない。
出席率と、習得への積極性を重視する。
必要に応じてレポートの提出等も行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じて、講師が準備し配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

初級で習得した演奏技術を踏まえ、さらなる技術や知識の向上を目指す。

◆授業内容・計画◆

第１回：古典曲「花見踊」⑪ 前期の復習
第２回：古典曲「花見踊」⑫ 10ページ８段目まで
第３回：古典曲「花見踊」⑬ 最後まで
第４回：古典曲「花見踊」⑭ 復習
第５回：古典曲「花見踊」⑮ 替手・掛け声
第６回：古典曲「花見踊」⑯ 復習・合奏
第７回：古典曲「花見踊」⑰ 復習・合奏
第８回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方① １ページ７段目まで
第９回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方② ２ページ２段目まで
第10回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方③ ２ページ終わりまで
第11回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方④ ここまでの復習
第12回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方⑤ ３ページ５段目まで
第13回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方⑥ 復習
第14回：古典曲「勧進帳」より滝流しの合方⑦ 復習
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業時、スムーズに進行できるよう、復習・予習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CEP025N

日本伝統音楽表現（三味線）Ⅳ

中級三味線

今藤　政子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
笙は楽器室保管の楽器を貸与する。
４月上旬に雅楽全体で合同（笙・篳篥・龍笛・琵琶・箏・打楽器）のガイダンスを行うので受講希望者は必ず出席すること。

習得への積極性を重視。
前期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

『源氏物語』、『平家物語』など、平安・鎌倉時代文学にもさかんに登場し、皇族や貴族の管絃の遊び、舞楽として親しまれていた「雅楽」。千三
百年を越える歴史をもつ雅やかな音楽を、一緒に演奏してみよう。雅楽の名曲「越天楽（えてんらく）」を通して、楽譜の読み方、唱歌（しょう
が）、楽器の取扱方、演奏の基礎を学ぶ。まずは楽器の音が出せるようにする。

◆授業内容・計画◆

雅楽のうち唐楽の楽器には次のようなものがある。
・管楽器：笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）
・絃楽器：琵琶（びわ）、箏（こと）
・打楽器：鞨皷（かっこ）、太皷（たいこ）、鉦皷（しょうこ）

履修者は主楽器として管楽器から一つ選択し、また希望があれば副楽器として絃楽器の一つ、または打楽器（三種とも）を選んで実習する。笙
と打楽器は宮田まゆみが担当する。

＜前期＞主楽器のみ（笙）
履修曲：越天楽　五常楽急（ごしょうらくのきゅう）
　
　１．越天楽の唱歌と笙の合竹（和音）
　２．笙の十一種の合竹をおぼえる　楽器の扱い方
　３．楽器に慣れる（１）「吹く・吸う」の呼吸の練習
　４．楽器に慣れる（２）楽器の運指法
　５．越天楽の演奏法（１）一行目
　６．越天楽の演奏法（２）二行目
　７．越天楽の演奏法（３）三行目
　８．越天楽合奏
　９．五常楽急の唱歌　五常楽急の演奏法（１）一、二行目
１０．五常楽急の演奏法（２）三、四行目
１１．五常楽急の演奏法（３）合奏
１２．越天楽・五常楽急の合奏（１）
１３．唱歌・楽器運指法・演奏法の確認
１４．越天楽・五常楽急の合奏（２）暗譜を目標
１５．まとめ
授業各回はそれ以前に習得したものの復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP014N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅰ

初級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
龍笛受講者には龍笛（プラスティック製・消費税込み５４００円）を購入してもらう。
４月上旬に雅楽全体で合同（笙・篳篥・龍笛・琵琶・箏・打楽器）のガイダンスを行うので受講希望者は必ず出席すること。

習得への積極性を重視。
前期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

『源氏物語』、『平家物語』など、平安・鎌倉時代文学にもさかんに登場し、皇族や貴族の管絃の遊び、舞楽として親しまれていた「雅楽」。千三
百年を越える歴史をもつ雅やかな音楽を、一緒に演奏してみよう。雅楽の名曲「越天楽（えてんらく）」を通して、楽譜の読み方、唱歌（しょう
が）、楽器の取扱方、演奏の基礎を学ぶ。まずは楽器の音が出せるようにする。

◆授業内容・計画◆

雅楽のうち唐楽の楽器には次のようなものがある。
・管楽器： 笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）
・絃楽器：琵琶（びわ）、箏（こと）
・打楽器：鞨皷（かっこ）、太皷（たいこ）、鉦皷（しょうこ）

履修者は主楽器として管楽器から一つ選択し、また希望があれば副楽器として絃楽器の一つ、または打楽器（三種とも）を選んで実習する。龍
笛と琵琶は越後眞美が担当する。

＜前期＞主楽器のみ（龍笛）
履修曲：越天楽　五常楽急（ごしょうらくのきゅう）

　１．越天楽の唱歌　一行目
　２．越天楽の唱歌　二、三行目
　３．楽器の扱い方
　４．楽器に慣れる　楽器の運指法
　５．越天楽の演奏法（１）一行目
　６．越天楽の演奏法（２）二行目
　７．越天楽の演奏法（３）三行目
　８．越天楽合奏
　９．五常楽急の唱歌　五常楽急の演奏法（１）一、二行目
１０．五常楽急の演奏法（２）三、四行目
１１．五常楽急の演奏法（３）合奏
１２．越天楽・五常楽急の合奏（１）
１３．唱歌・楽器運指法、演奏法の確認
１４．越天楽・五常楽急の合奏（２）暗譜を目標
１５．まとめ
授業各回はそれ以前に習得したものの復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP014N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅰ

初級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
篳篥受講者には篳篥（プラスティック製）とリードを購入してもらう。（篳篥とリードで消費税込み６４００円）
４月上旬に雅楽全体で合同（笙・篳篥・龍笛・琵琶・箏・打楽器）のガイダンスを行うので受講希望者は必ず出席すること。

習得への積極性を重視。
前期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

『源氏物語』、『平家物語』など、平安・鎌倉時代文学にもさかんに登場し、皇族や貴族の管絃の遊び、舞楽として親しまれていた「雅楽」。千三
百年を越える歴史をもつ雅やかな音楽を、一緒に演奏してみよう。雅楽の名曲「越天楽（えてんらく）」を通して、楽譜の読み方、唱歌（しょう
が）、楽器の取扱方、演奏の基礎を学ぶ。まずは楽器の音が出せるようにする。

◆授業内容・計画◆

雅楽のうち唐楽の楽器には次のようなものがある。
・管楽器：笙（しょう）、篳篥（ひちりき）、龍笛（りゅうてき）
・絃楽器：琵琶（びわ）、箏（こと）
・打楽器：鞨皷（かっこ）、太皷（たいこ）、鉦皷（しょうこ）

履修者は主楽器として管楽器から一つ選択し、また希望があれば副楽器として絃楽器の一つ、または打楽器（三種とも）を選んで実習する。篳
篥と箏は中村仁美が担当する。

＜前期＞主楽器のみ（篳篥）
履修曲：越天楽　五常楽急（ごしょうらくのきゅう）

　１．越天楽の唱歌　一行目
　２．越天楽の唱歌　二、三行目
　３．楽器の扱い方
　４．楽器に慣れる　楽器の運指法
　５．越天楽の演奏法（１）一行目
　６．越天楽の演奏法（２）二行目
　７．越天楽の演奏法（３）三行目
　８．越天楽合奏
　９．五常楽急の唱歌　五常楽急の演奏法（１）一、二行目
１０．五常楽急の演奏法（２）三、四行目
１１．五常楽急の演奏法（３）合奏
１２．越天楽・五常楽急の合奏（１）
１３．唱歌・楽器運指法・演奏法の確認
１４．越天楽・五常楽急の合奏（２）暗譜を目標
１５．まとめ
授業各回はそれ以前に習得したものの復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP014N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅰ

初級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
後期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の基礎訓練に基づいて、平調の様々な曲を合奏する。また雙調/酒胡子を学ぶことによって調の違いを味わう。希望者は副楽器を学ぶ。
主楽器・副楽器を合奏し、最後に全楽器の合奏を学ぶ。歌ものの「朗詠」を学び雅楽の多様な面を知る。

◆授業内容・計画◆

「日本伝統音楽表現　I　初級雅楽」をすでに履修した学生及びそれと同等の知識と技術を有する学生を対象とする。笙と打楽器は宮田まゆみ
が担当する。

＜後期＞主楽器（笙）＋副楽器（打楽器）
履修曲：平調 /越天楽　五常楽急　陪臚（ばいろ）鷄徳（けいとく）
　　　　雙調 /酒胡子（しゅこうし）
　　　　朗詠 /嘉辰（かしん）

雅楽特有の音楽の流れを身に付けるために、履修曲の唱歌はなるべく暗譜する。
　
　１．前期の復習　越天楽・五常楽急の合奏
　２．琵琶・箏・打楽器の体験
　３．陪臚の唱歌・陪臚の演奏法（１）太鼓八まで
　４．陪臚の演奏法（２）全曲
　５．越天楽・五常楽急・陪臚の合奏
　６．朗詠/嘉辰　　鶏徳の唱歌
　７．鶏徳の演奏法（１）三行目まで
　８．鶏徳の演奏法（２）全曲
　９．越天楽・五常楽急・陪臚・鶏徳の合奏　朗詠/嘉辰
１０．雙調/酒胡子の唱歌・雙調/酒胡子の演奏法（１）二行目まで
１１．雙調/酒胡子の演奏法（２）全曲
１２．雙調/酒胡子の演奏法（３）合奏
１３．演奏法の基礎を確認
１４．初級履修曲の合奏　越天楽　五常楽急　陪臚　鶏徳   雙調/酒胡子　など
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP018N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅱ

初級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
後期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の基礎訓練に基づいて、平調の様々な曲を合奏する。また雙調/酒胡子を学ぶことによって調の違いを味わう。希望者は副楽器を学ぶ。
主楽器・副楽器を合奏し、最後に全楽器の合奏を学ぶ。歌ものの「朗詠」を学び雅楽の多様な面を知る。

◆授業内容・計画◆

「日本伝統音楽表現I　初級雅楽」をすでに履修した学生及びそれと同等の知識と技術を有する学生を対象とする。龍笛と琵琶は越後眞美が担
当する。

＜後期＞主楽器（龍笛）＋副楽器（琵琶）
履修曲：平調 /越天楽　五常楽急　陪臚（ばいろ）鷄徳（けいとく）
　　　　雙調 /酒胡子（しゅこうし）
　　　　朗詠 /嘉辰（かしん）

雅楽特有の音楽の流れを身に付けるために、履修曲の唱歌はなるべく暗譜する。
　
　１．前期の復習　越天楽・五常楽急の合奏
　２．琵琶・箏・打楽器の体験
　３．陪臚の唱歌・陪臚の演奏法（１）太鼓八まで
　４．陪臚の演奏法（２）全曲
　５．越天楽・五常楽急・陪臚の合奏
　６．朗詠/嘉辰　　鶏徳の唱歌
　７．鶏徳の演奏法（１）三行目まで
　８．鶏徳の演奏法（２）全曲
　９．越天楽・五常楽急・陪臚・鶏徳の合奏　朗詠/嘉辰
１０．雙調/酒胡子の唱歌・雙調/酒胡子の演奏法（１）二行目まで
１１．雙調/酒胡子の演奏法（２）全曲
１２．雙調/酒胡子の演奏法（３）合奏
１３．演奏法の基礎を確認
１４．初級履修曲の合奏　越天楽　五常楽急　陪臚　鶏徳　雙調/酒胡子　など
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP018N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅱ

初級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
後期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期の基礎訓練に基づいて、平調の様々な曲を合奏する。また雙調/酒胡子を学ぶことによって調の違いを味わう。希望者は副楽器を学ぶ。
主楽器・副楽器を合奏し、最後に全楽器の合奏を学ぶ。歌ものの「朗詠」を学び雅楽の多様な面を知る。

◆授業内容・計画◆

「日本伝統音楽表現I　初級雅楽」をすでに履修した学生及びそれと同等の知識と技術を有する学生を対象とする。篳篥と箏は中村仁美が担当
する。

＜後期＞主楽器（篳篥）＋副楽器（箏）
履修曲：平調 /越天楽　五常楽急　陪臚（ばいろ）鷄徳（けいとく）
　　　　雙調 /酒胡子（しゅこうし）
　　　　朗詠 /嘉辰（かしん）

雅楽特有の音楽の流れを身に付けるために、履修曲の唱歌はなるべく暗譜する。
　
　１．前期の復習　越天楽・五常楽急の合奏
　２．琵琶・箏・打楽器の体験
　３．陪臚の唱歌・陪臚の演奏法（１）太鼓八まで
　４．陪臚の演奏法（２）全曲
　５．越天楽・五常楽急・陪臚の合奏
　６．朗詠/嘉辰　鶏徳の唱歌
　７．鶏徳の演奏法（１）三行目まで
　８．鶏徳の演奏法（２）全曲
　９．越天楽・五常楽急・陪臚・鶏徳の合奏　朗詠/嘉辰
１０．雙調/酒胡子の唱歌・雙調/酒胡子の演奏法（１）二行目まで
１１．雙調/酒胡子の演奏法（２）全曲
１２．雙調/酒胡子の演奏法（３）合奏
１３．演奏法の基礎を確認
１４．初級履修曲の合奏　越天楽　五常楽急　陪臚　鶏徳　雙調/酒胡子　など
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP018N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅱ

初級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
前期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前年度またはそれ以前において「雅楽初級」を履修した学生、及びそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。
基礎知識をもとに太食調、雙調楽曲の合奏を行い、技術の向上を図る。
合奏の中で他の楽器の音を聞きながら演奏できるようにする。
フリーリズムの「音取」を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

笙と打楽器は宮田まゆみが担当する。

履修曲：平調 /音取
　　　太食調 /音取　合歓塩　抜頭
　　　　雙調 /音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急
　
　１．平調音取
　　　初級で履修した曲の合奏　　越天楽　五常楽急　陪臚
　２．平調音取　雙調音取
　　　初級で履修した曲の合奏　　鶏徳　酒胡子　朗詠/嘉辰
　３．太食調音取　合歓塩
　４．太食調音取　抜頭
　５．太食調音取　合歓塩　抜頭　 合奏
　６．雙調音取　　武徳楽
　７．雙調音取　　入破
　８．雙調音取　　武徳楽　入破　 合奏
　９．雙調音取　　胡飲酒破
１０．雙調音取　　鳥急
１１．雙調音取　　胡飲酒破　鳥急　 合奏
１２．前期履修曲の合奏（１）太食調音取　合歓塩　抜頭
１３．前期履修曲の演奏法確認
１４．前期履修曲の合奏（２）雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。
余裕のある時に以下の曲を随時履修　　平調/甘州

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP022N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅲ

中級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
前期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前年度またはそれ以前において「雅楽初級」を履修した学生、及びそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。
基礎知識をもとに太食調、雙調楽曲の合奏を行い、技術の向上を図る。
合奏の中で他の楽器の音の動きを聞きながら演奏できるようにする。
フリ－リズムの「音取」を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

篳篥と箏は中村仁美が担当する。

履修曲：平調 /音取
　　　太食調 /音取　合歓塩　抜頭
　　　　雙調 /音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急

　１．平調音取
　　　初級で履修した曲の復習　越天楽　五常楽急　陪臚
　２．平調音取　雙調音取
　　　初級で履修した曲の復習　鶏徳　酒胡子　朗詠/嘉辰
　３．太食調音取　合歓塩
　４．太食調音取　抜頭
　５．太食調音取　合歓塩　抜頭　合奏
　６．雙調音取　　武徳楽
　７．雙調音取　　入破
　８．雙調音取　　武徳楽　入破　合奏
　９．雙調音取　　胡飲酒破
１０．雙調音取　　鳥急
１１．雙調音取　　胡飲酒破　鳥急　合奏
１２．前期履修曲の合奏（１）太食調音取　合歓塩　抜頭
１３．前期履修曲の演奏法確認
１４．前期履修曲の合奏（２）雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。
余裕のある時に以下の曲を随時履修　　平調/甘州

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP022N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅲ

中級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
前期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前年度またはそれ以前において「雅楽初級」を履修した学生、及びそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする。基礎知識をもとに太
食調、雙調楽曲の合奏を行い、技術の向上を図る。合奏の中で他の楽器の音の動きを聞きながら演奏できるようにする。フリ－リズムの「音
取」を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

龍笛と琵琶は越後眞美が担当する。

履修曲：平調 /音取
　　　太食調 /音取　合歓塩　抜頭
　　　　雙調 /音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急

　１．平調音取
　　　初級で履修した曲の合奏　越天楽　五常楽急　陪臚
　２．平調音取　雙調音取
　　　初級で履修した曲の合奏　鶏徳　酒胡子　朗詠/嘉辰
　３．太食調音取　合歓塩
　４．太食調音取　抜頭
　５．太食調音取　合歓塩　抜頭　合奏
　６．雙調音取　　武徳楽
　７．雙調音取　　入破
　８．雙調音取　　武徳楽　入破　合奏
　９．雙調音取　　胡飲酒破
１０．雙調音取　　鳥急
１１．雙調音取　　胡飲酒破　鳥急　合奏
１２．前期履修曲の合奏（１）太食調音取　合歓塩　抜頭
１３．前期履修曲の演奏法確認
１４．前期履修曲の合奏（２）雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。
余裕のある時に以下の曲を随時履修　　平調/甘州

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP022N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅲ

中級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
後期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「日本伝統音楽表現雅楽I・II・III」を履修した学生、及びそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする
平調、太食調、雙調、壹越調と、主音の異なるさまざまな楽曲の音階や音律構造を知り、調の違いを味わう。
催馬楽・朗詠など中世歌謡の歌唱法と伴奏法を学び、雅楽演奏の多様な面を知る。

◆授業内容・計画◆

笙と打楽器は宮田まゆみが担当する。

履修曲：太食調 /長慶子
　　　　　平調 /林歌
　　　　壹越調 /音取　酒胡子　武徳楽
　　　　　朗詠 /紅葉
　　　　催馬楽 /更衣　　　　　　　ほか

　１．前期に履修した曲の合奏  太食調音取　合歓塩　抜頭　雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急など
　２．太食調音取　長慶子　朗詠/紅葉
　３．太食調音取　長慶子　朗詠/紅葉　合奏
　４．平調音取 　林歌
　５．催馬楽/更衣
　６．平調音取 　林歌　催馬楽/更衣　合奏
　７．壹越調/陵王
　８．壹越調/陵王　合奏
　９．壹越調音取　酒胡子
１０．壹越調音取　武徳楽
１１．壹越調音取　酒胡子　武徳楽　合奏
１２．中級履修曲の合奏（１）太食調音取　合歓塩　抜頭　長慶子　平調音取　林歌 など
１３．後期履修曲の演奏法確認
１４．中級履修曲の合奏（２）雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急　壹越調音取　酒胡子　武徳楽など
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP026N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅳ

中級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
後期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「日本伝統音楽表現雅楽I・II・III」を履修した学生、及びそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする
平調、太食調、雙調、壹越調と、主音の異なるさまざまな楽曲の音階や音律構造を知り、調の違いを味わう。
催馬楽・朗詠など中世歌謡の歌唱法と伴奏法を学び、雅楽演奏の多様な面を知る。

◆授業内容・計画◆

篳篥と箏は中村仁美が担当する。

履修曲：太食調 /長慶子
　　　　　平調 /林歌
　　　　壹越調 /音取　酒胡子　武徳楽
　　　　　朗詠 /紅葉
　　　　催馬楽 /更衣　　　　　ほか

　１．前期に履修した曲の合奏　太食調音取　合歓塩　抜頭　雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急など
　２．太食調音取　長慶子　朗詠/紅葉
　３．太食調音取　長慶子　朗詠/紅葉　合奏
　４．平調音取　林歌
　５．催馬楽/更衣
　６．平調音取　林歌　　催馬楽/更衣　合奏
　７．壹越調/陵王
　８．壹越調/陵王　合奏
　９．壹越調音取　酒胡子
１０．壹越調音取　武徳楽
１１．壹越調音取　酒胡子　武徳楽　合奏
１２．中級履修曲の合奏（１）太食調音取　合歓塩　抜頭　長慶子　平調音取　林歌など
１３．後期履修曲の演奏法確認
１４．中級履修曲の合奏（２）雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急　壹越調音取　酒胡子　武徳楽など
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP026N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅳ

中級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 SPC-A 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

前期・後期続けて履修すること。
受講希望者は４月のガイダンスに出席すること。

習得への積極性を重視。
後期末に実技試験を行う。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業の都度、楽譜プリントを配付する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

「日本伝統音楽表現雅楽I・II・III」を履修した学生、及びそれと同程度の知識と技術を有する学生を対象とする
平調、太食調、雙調、壹越調と、主音の異なるさまざまな楽曲の音階や音律構造を知り、調の違いを味わう。
催馬楽・朗詠など中世歌謡の歌唱法と伴奏法を学び、雅楽演奏の多様な面を知る。

◆授業内容・計画◆

龍笛と琵琶は越後眞美が担当する。

履修曲：太食調 /長慶子
　　　　　平調 /林歌
　　　　壹越調 /音取　酒胡子　武徳楽
　　　　　朗詠 /紅葉
　　　　催馬楽 /更衣　　　　ほか
　
　１．前期に履修した曲の合奏　太食調音取　合歓塩　抜頭　雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急など
　２．太食調音取　長慶子　朗詠/紅葉
　３．太食調音取　長慶子　朗詠/紅葉　合奏
　４．平調音取　林歌
　５．催馬楽/更衣
　６．平調音取　林歌　催馬楽/更衣　合奏
　７．壹越調/陵王
　８．壹越調/陵王　合奏
　９．壹越調音取　酒胡子
１０．壹越調音取　武徳楽
１１．壹越調音取　酒胡子　武徳楽　合奏
１２．中級履修曲の合奏（１）太食調音取　合歓塩　抜頭　長慶子　平調音取　林歌など
１３．後期履修曲の演奏法確認
１４．中級履修曲の合奏（２）雙調音取　武徳楽　入破　胡飲酒破　鳥急　壹越調音取　酒胡子　武徳楽など
１５．まとめ

授業各回はそれ以前に習得した曲の復習を適宜挿入する。「合奏」と記されている以外は各管楽器の分奏とする。

◆準備学習の内容◆

履修中の曲の、唱歌（しょうが）の練習と暗記、楽器練習を行うこと。
特に唱歌は、楽器の準備をする時間が取れないときでも日常的に手軽に行える上、歌うことで楽器演奏が飛躍的に上達するので必ず行なう。

◆成績評価の方法◆

CEP026N

日本伝統音楽表現（雅楽）Ⅳ

中級雅楽

宮田　まゆみ, 越後　眞美, 中村　仁美

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

箏爪の購入
＊４月の教科書販売期間に売店で必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

平常の授業への取り組みにより評価する。(実技のため、遅刻・早退厳禁)
前期最終授業内での実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく指
導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指導をし
て欲しいと思います。
箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、各学生が専攻する楽器に向き合う姿勢で邦楽と接
することが出来るよう、望みます。
教育現場に限らず、邦楽を学ぶことによって、各々の学生が専攻する分野にも良い影響があることと思います。

◆授業内容・計画◆

全15回の内容 (多少の変更が生じる可能性あり)

１：ガイダンス
２：『さくら』を弾く。日本音階に慣れる。箏の歴史について。
３：平調子の調絃 (調絃は演奏以前に非常に重要)、箏の歴史について。
４：基本奏法右手 (箏の"手"を覚える)
５：基本奏法右手
６：基本奏法右手
７：基本奏法左手
８：基本奏法まとめ
９：教則本より『さくら変奏曲Ⅱ』前半
10：『さくら変奏曲Ⅱ』後半
11：『さくら変奏曲Ⅱ』全曲
12：『さくら変奏曲Ⅱ』全曲仕上げ
13：『さくら変奏曲Ⅱ』曲の流れを自身で考え、演奏する。
14：『さくら変奏曲Ⅱ』演奏を発表。
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

CEP015N

日本伝統音楽表現（箏）Ⅰ

初級箏

滝田　美智子

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

箏爪の購入
＊４月の教科書販売期間に売店で必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

平常の授業への取り組みにより評価する。(実技のため、遅刻・早退厳禁)
前期最終授業内での実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく指
導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指導をし
て欲しいと思います。
箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、各学生が専攻する楽器に向き合う姿勢で邦楽と接
することが出来るよう、望みます。
教育現場に限らず、邦楽を学ぶことによって、各々の学生が専攻する分野にも良い影響があることと思います。

◆授業内容・計画◆

全15回の内容 (多少の変更が生じる可能性あり)

１：ガイダンス
２：『さくら』を弾く。日本音階に慣れる。箏の歴史について。
３：平調子の調絃 (調絃は演奏以前に非常に重要)、箏の歴史について。
４：基本奏法右手 (箏の"手"を覚える)
５：基本奏法右手
６：基本奏法右手
７：基本奏法左手
８：基本奏法まとめ
９：教則本より『さくら変奏曲Ⅱ』前半
10：『さくら変奏曲Ⅱ』後半
11：『さくら変奏曲Ⅱ』全曲
12：『さくら変奏曲Ⅱ』全曲仕上げ
13：『さくら変奏曲Ⅱ』曲の流れを自身で考え、演奏する。
14：『さくら変奏曲Ⅱ』演奏を発表。
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

CEP015N

日本伝統音楽表現（箏）Ⅰ

初級箏

滝田　美智子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

箏爪持参のこと。

平常の授業への取り組みにより評価する。(実技のため、遅刻・早退厳禁)
後期最終授業内での実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく指
導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指導をし
て欲しいと思います。
箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、各学生が専攻する楽器に向き合う姿勢で邦楽と接
することが出来るよう、望みます。
教育現場に限らず、邦楽を学ぶことによって、各々の学生が専攻する分野にも良い影響があることと思います。

◆授業内容・計画◆

全15回の内容 (多少の変更が生じる可能性あり)

１：教則本より『さくら変奏曲Ⅱ』復習
２：古典曲『六段の調』[八橋検校]一段前半
３：『六段の調』一段後半
４：『六段の調』四段前半
５：『六段の調』四段後半
６：『六段の調』一段，四段全曲
７：『六段の調』一段，四段全曲仕上げ
８：『六段の調』と『中空六段』の合奏
９：『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲』[馬沢辰巳]より「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
10：「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
11：「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
12：「ゆきやこんこん」合奏
13：「ゆきやこんこん」合奏仕上げ
14：演奏発表
15：まとめと評価

授業では前回の復習から始めます。
予習は、楽譜を読譜してイメージトレーニングをして来てください。

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

CEP019N

日本伝統音楽表現（箏）Ⅱ

初級箏

滝田　美智子

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

箏爪持参のこと。

平常の授業への取り組みにより評価する。(実技のため、遅刻・早退厳禁)
後期最終授業内での実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく指
導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指導をし
て欲しいと思います。
箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、各学生が専攻する楽器に向き合う姿勢で邦楽と接
することが出来るよう、望みます。
教育現場に限らず、邦楽を学ぶことによって、各々の学生が専攻する分野にも良い影響があることと思います。

◆授業内容・計画◆

全15回の内容 (多少の変更が生じる可能性あり)

１：教則本より『さくら変奏曲Ⅱ』復習
２：古典曲『六段の調』[八橋検校]一段前半
３：『六段の調』一段後半
４：『六段の調』四段前半
５：『六段の調』四段後半
６：『六段の調』一段，四段全曲
７：『六段の調』一段，四段全曲仕上げ
８：『六段の調』と『中空六段』の合奏
９：『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲』[馬沢辰巳]より「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
10：「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
11：「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
12：「ゆきやこんこん」合奏
13：「ゆきやこんこん」合奏仕上げ
14：演奏発表
15：まとめと評価

授業では前回の復習から始めます。
予習は、楽譜を読譜してイメージトレーニングをして来てください。

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

CEP019N

日本伝統音楽表現（箏）Ⅱ

初級箏

滝田　美智子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年,3年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

特になし

平常の授業への取り組みにより評価する。(実技のため、遅刻・早退厳禁)
前期最終授業内での実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

随時プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

日本伝統音楽表現Ⅰ，Ⅱを履修し、箏の基礎を習得した後に、入り口から更に一歩進み、箏に馴れ親しみ、違和感なく邦楽と接して欲しいと思
います。箏を楽しめるようになりたいものです。
箏で“語る”“表現する”を目標とします。
古典曲、現代曲 (五線譜使用)、合奏曲と、多くの課題に取り組みます。古典曲では『六段の調』復習と、弾き唄いも取り入れて、箏の手と唄の
関係、言葉の美しさを習得します。
最終課題曲を『春の海』とします。尺八との二重奏ですが、尺八パートをフルート，ヴァイオリン，笛に置きかえて、アンサンブルを楽しんでみた
いと思います。

◆授業内容・計画◆

全15回の内容 (多少の変更が生じる可能性あり)

１：古典曲『六段の調』[八橋検校]復習、二段
２：『六段の調』三段
３：『六段の調』五段
４：『六段の調』六段
５：『六段の調』まとめ
６：『かざしの菊』[宮城道雄]弾き唄い
７：『かざしの菊』弾き唄い
８：『かざしの菊』弾き唄い
９：『春の海』[宮城道雄]　―曲解説と前半
10：『春の海』　―前半復習
11：『春の海』　―後半
12：『春の海』　―後半復習と全曲
13：『春の海』フルートと合奏
14：『春の海』フルートと合奏
15：まとめと評価

授業では前回の復習から始めます。
予習は、楽譜を読譜してイメージトレーニングをして来て下さい。

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

CEP023N

日本伝統音楽表現（箏）Ⅲ

中級箏

滝田　美智子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 2年,3年,4年 クラス ０１

講義室 三弄筵 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

特になし

平常の授業への取り組みにより評価する。(実技のため、遅刻・早退厳禁)
後期最終授業内での実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

随時プリント配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

日本伝統音楽表現Ⅰ，Ⅱを履修し、箏の基礎を習得した後に、入り口から更に一歩進み、箏に馴れ親しみ、違和感なく邦楽と接して欲しいと思
います。箏を楽しめるようになりたいものです。
箏で“語る”“表現する”を目標とします。
古典曲、現代曲 (五線譜使用)、合奏曲と、多くの課題に取り組みます。
日本伝統音楽コース演奏会 (秋に開催)に希望者は参加出来るレベルまで上げることを目標とします。

◆授業内容・計画◆

全15回の内容（多少の変更が生じる可能性あり）

１：『春の海』[宮城道雄]復習
２：『春の海』合奏 (フルートと合奏)
３：『春の海』合奏仕上げ
４：『二つの個性』[藤井凡大]Ⅰ章 (五線譜で箏を弾く)
５：『二つの個性』Ⅱ章
６：『二つの個性』Ⅲ章
７：『二つの個性』全曲
８：『かぐや姫の手事』[長沢勝俊]Ⅱ箏
９：『かぐや姫の手事』Ⅱ箏
10：『かぐや姫の手事』Ⅰ箏
11：『かぐや姫の手事』Ⅰ箏
12：『かぐや姫の手事』合奏
13：『かぐや姫の手事』合奏仕上げ
14：『かぐや姫の手事』演奏発表
15：まとめと評価

授業では前回の復習から始めます。
予習は、楽譜を読譜してイメージトレーニングをして来てください。

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

CEP027N

日本伝統音楽表現（箏）Ⅳ

中級箏

滝田　美智子

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 N-027 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組み。その他は授業内の篠笛、小鼓の演奏。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック篠笛「飛天」（有限会社日音）
・「篠笛の本」山田、福原著（有限会社日音）

◆参考図書◆

・「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

長唄囃子の笛、小鼓の奏法を学ぶことにより、日本音楽固有の様式や表現を知る。いわゆる西洋音楽との違いを体験、考えながら日本音楽
の魅力に迫る。楽器の構造や組み方、構え方などから始め、最終的には古典長唄曲を通して演奏することを目標とする。

◆授業内容・計画◆
・伝統打楽器の代表とも言える小鼓の演習。
・横笛（篠笛）の演習。
・三味線音楽（特に長唄）における二つの楽器の奏法や記譜法などから日本音楽の特徴、様式などを知る。

小鼓
第１回　譜読みの為の基本と小鼓の組み方。
第２回　構え方と打ち方。
第３回　長唄「雛鶴三番叟」（揉み出し）
第４回　長唄「雛鶴三番叟」（三番地）
第５回　長唄「雛鶴三番叟」（三番地留）
第６回　長唄「雛鶴三番叟」（散し大小）
第７回　長唄「雛鶴三番叟」（段切迄通し）
第８回　長唄「末広狩」（初め～御前に）
第９回　長唄「末広狩」（～忍恋）
第１０回　長唄「末広狩」（～はんな傘）
第１１回　長唄「末広狩」（～散し三段目）
第１２回　長唄「末広狩」（～段切迄通し）
第１３回　長唄「末広狩」（部分的に三味線と合奏）
第１４回　長唄「末広狩」（通しで三味線と合奏）
第１５回　まとめ（三味線、打楽器、笛との合奏）

篠笛
第１回　基本１（テキストＰ１～３）
第２回　基本２（テキストＰ４～７）
第３回　基本３（テキストＰ８～９）
第４回　基本４（テキストＰ１０～１１）
第５回　基本５（テキストＰ１２～１５）
第６回　基本６（テキストＰ１６～１７）
第７回　基本７（テキストＰ１８～１９）
第８回　基本８（テキストＰ２０～２１）
第９回　基本９（テキストＰ２２～２３）
第１０回　長唄「越後獅子」（読譜）
第１１回　長唄「越後獅子」（己が姿～こん細やかに）
第１２回　長唄「越後獅子」（なんたら～越後の獅子は）
第１３回　長唄「越後獅子」（三味線と合奏）
第１４回　長唄「越後獅子」（通し）

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなどの資料整理

◆成績評価の方法◆

CEP016N

日本伝統音楽表現（囃子）Ⅰ

初級囃子

山田　寛

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 N-027 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組み。その他は授業内の篠笛、小鼓の演奏。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック篠笛「飛天」（有限会社日音）
・「篠笛の本」山田、福原著（有限会社日音）

◆参考図書◆

・「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

長唄囃子の笛、小鼓の奏法を学ぶことにより、日本音楽固有の様式や表現を知る。いわゆる西洋音楽との違いを体験、考えながら日本音楽
の魅力に迫る。楽器の構造や組み方、構え方などから始め、最終的には古典長唄曲を通して演奏することを目標とする。

◆授業内容・計画◆
・伝統打楽器の代表とも言える小鼓の演習。
・横笛（篠笛）の演習。
・三味線音楽（特に長唄）における二つの楽器の奏法や記譜法などから日本音楽の特徴、様式などを知る。

小鼓
第１回　譜読みの為の基本と小鼓の組み方。
第２回　構え方と打ち方。
第３回　長唄「雛鶴三番叟」（揉み出し）
第４回　長唄「雛鶴三番叟」（三番地）
第５回　長唄「雛鶴三番叟」（三番地留）
第６回　長唄「雛鶴三番叟」（散し大小）
第７回　長唄「雛鶴三番叟」（段切迄通し）
第８回　長唄「末広狩」（初め～御前に）
第９回　長唄「末広狩」（～忍恋）
第１０回　長唄「末広狩」（～はんな傘）
第１１回　長唄「末広狩」（～散し三段目）
第１２回　長唄「末広狩」（～段切迄通し）
第１３回　長唄「末広狩」（部分的に三味線と合奏）
第１４回　長唄「末広狩」（通しで三味線と合奏）
第１５回　まとめ（三味線、打楽器、笛との合奏）

篠笛
第１回　基本１（テキストＰ１～３）
第２回　基本２（テキストＰ４～７）
第３回　基本３（テキストＰ８～９）
第４回　基本４（テキストＰ１０～１１）
第５回　基本５（テキストＰ１２～１５）
第６回　基本６（テキストＰ１６～１７）
第７回　基本７（テキストＰ１８～１９）
第８回　基本８（テキストＰ２０～２１）
第９回　基本９（テキストＰ２２～２３）
第１０回　長唄「越後獅子」（読譜）
第１１回　長唄「越後獅子」（己が姿～こん細やかに）
第１２回　長唄「越後獅子」（なんたら～越後の獅子は）
第１３回　長唄「越後獅子」（三味線と合奏）
第１４回　長唄「越後獅子」（通し）

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなどの資料整理

◆成績評価の方法◆

CEP016N

日本伝統音楽表現（囃子）Ⅰ

初級囃子

山田　寛

◆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,2年,3年 クラス ０１

講義室 N-027 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組みと、授業内での能管と締太鼓の演奏。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック能管（有限会社日音）

◆参考図書◆

・「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

長唄囃子の笛、締太鼓の奏法を学ぶことにより、日本音楽固有の様式や表現を知る。いわゆる西洋音楽との違いを体験、考えながら日本音楽
の魅力に迫る。教育音楽に日本古来の音楽を取り上げるにあたり、何が大切かを考える。楽器の構造や組み方、構え方から最終的には古典
長唄曲を通して演奏することを、目標とする。

◆授業内容・計画◆
・伝統打楽器の代表とも言える締太鼓の演習。
・横笛（能管）の演習。
・三味線音楽（特に長唄）における二つの楽器の奏法や記譜法などから日本音楽の特徴、様式などを学ぶ。

締太鼓
第１回　譜読みの為の基本と太鼓の組み方。
第２回　構えと打ち方。
第３回　長唄「末広狩」（初め～忍恋）
第４回　長唄「末広狩」（傘をさすなら～弥生実にもそうよな）
第５回　長唄「末広狩」（四つの海～君が代は）
第６回　長唄「末広狩」（万々歳も～段切）
第７回　長唄「末広狩」（まとめ・三味線と合奏）
第８回　長唄「五郎」（セリ合方）
第９回　長唄「五郎」（藪の鶯～庭の梅）
第１０回　長唄「五郎」（あれそよしょと～吹き送る）
第１１回　長唄「五郎」（堤のすみれ～仲の町）
第１２回　長唄「五郎」（よしやよし～段切）
第１３回　長唄「五郎」（まとめ・三味線と合奏）
第１４回　長唄「末広狩」「五郎」（通し）
第１５回　まとめ（三味線、打楽器、笛との合奏）

能管
第１回　譜読みの為の基本と構え方。
第２回　音出し
第３回　篠笛との違いを考え、改めて能管独特の演奏法を学ぶ。
第４回　長唄「末広狩」（頼うだ人は～お使いか）
第５回　長唄「末広狩」（恋の奴の～忍恋）
第６回　長唄「末広狩」（傘をさすなら～弥生実にもそうよの）
第７回　長唄「末広狩」（四つの海今ぞ治る）
第８回　長唄「末広狩」（時津風波の鼓の）
第９回　長唄「末広狩」（声澄て～末広がりこそ）
第１０回　長唄「末広狩」（めでたけれ）
第１１回　長唄「末広狩」（段切）
第１２回　長唄「末広狩」（四つの海～段切）
第１３回　長唄「末広狩」（通し）
第１４回　長唄「末広狩」（三味線と合奏）

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなど資料整理

◆成績評価の方法◆

CEP020N

日本伝統音楽表現（囃子）Ⅱ

初級囃子

山田　寛

◆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,2年,3年 クラス ０２

講義室 N-027 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組みと、授業内での能管と締太鼓の演奏。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック能管（有限会社日音）

◆参考図書◆

・「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

長唄囃子の笛、締太鼓の奏法を学ぶことにより、日本音楽固有の様式や表現を知る。いわゆる西洋音楽との違いを体験、考えながら日本音楽
の魅力に迫る。教育音楽に日本古来の音楽を取り上げるにあたり、何が大切かを考える。楽器の構造や組み方、構え方から最終的には古典
長唄曲を通して演奏することを、目標とする。

◆授業内容・計画◆
・伝統打楽器の代表とも言える締太鼓の演習。
・横笛（能管）の演習。
・三味線音楽（特に長唄）における二つの楽器の奏法や記譜法などから日本音楽の特徴、様式などを学ぶ。

締太鼓
第１回　譜読みの為の基本と太鼓の組み方。
第２回　構えと打ち方。
第３回　長唄「末広狩」（初め～忍恋）
第４回　長唄「末広狩」（傘をさすなら～弥生実にもそうよな）
第５回　長唄「末広狩」（四つの海～君が代は）
第６回　長唄「末広狩」（万々歳も～段切）
第７回　長唄「末広狩」（まとめ・三味線と合奏）
第８回　長唄「五郎」（セリ合方）
第９回　長唄「五郎」（藪の鶯～庭の梅）
第１０回　長唄「五郎」（あれそよしょと～吹き送る）
第１１回　長唄「五郎」（堤のすみれ～仲の町）
第１２回　長唄「五郎」（よしやよし～段切）
第１３回　長唄「五郎」（まとめ・三味線と合奏）
第１４回　長唄「末広狩」「五郎」（通し）
第１５回　まとめ（三味線、打楽器、笛との合奏）

能管
第１回　譜読みの為の基本と構え方。
第２回　音出し
第３回　篠笛との違いを考え、改めて能管独特の演奏法を学ぶ。
第４回　長唄「末広狩」（頼うだ人は～お使いか）
第５回　長唄「末広狩」（恋の奴の～忍恋）
第６回　長唄「末広狩」（傘をさすなら～弥生実にもそうよの）
第７回　長唄「末広狩」（四つの海今ぞ治る）
第８回　長唄「末広狩」（時津風波の鼓の）
第９回　長唄「末広狩」（声澄て～末広がりこそ）
第１０回　長唄「末広狩」（めでたけれ）
第１１回　長唄「末広狩」（段切）
第１２回　長唄「末広狩」（四つの海～段切）
第１３回　長唄「末広狩」（通し）
第１４回　長唄「末広狩」（三味線と合奏）

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなど資料整理

◆成績評価の方法◆

CEP020N

日本伝統音楽表現（囃子）Ⅱ

初級囃子

山田　寛

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 N-027 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組み。授業内の演奏。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック篠笛「飛天」（有限会社日音）
・『篠笛の本』山田、福原著（有限会社日音）

◆参考図書◆

・「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

初級に引続き、篠笛と小鼓の奏法を学ぶことにより、日本音楽固有の様式や表現の理解を深める。
又、歌舞伎音楽の中から、黒御簾の音楽を採り上げる。
どのような楽器が囃子に使用されているか、またその楽器がどのように演奏されているかを調べながら、日本音楽に生きている感性を知り、そ
の魅力に迫る。

◆授業内容・計画◆
・篠笛と小鼓の演習。
・歌舞伎における黒御簾音楽の役割を調べる。
・大太鼓が芝居や他の楽器にどのように関わるか調べ、他の楽器も含め奏法や表現を知る。

小鼓
第１回　長唄「小鍛冶」（初め～セリ合方）
第２回　長唄「小鍛冶」（それ唐土～勇まじし）
第３回　長唄「小鍛冶」（伝え聞く～拍子合方）
第４回　長唄「小鍛冶」（打つという～金床に）
第５回　長唄「小鍛冶」（金床合方）
第６回　長唄「小鍛冶」（火加減～たぐいなき）
第７回　長唄「小鍛冶」（清光りんりん～切れ物と）
第８回　長唄「小鍛冶」（段切迄通し）
第９回　黒御簾の小鼓（ドンタッポ他）
第１０回　長唄「供奴」（初め～駆けつける）
第１１回　長唄「供奴」（おんらが旦那～華麗な出立）
第１２回　長唄「供奴」（ツナギ合方～石づき）
第１３回　長唄「供奴」（足拍子合方）
第１４回　長唄「供奴」（段切迄通し・三味線と合奏）
第１５回　まとめ（三味線、打楽器、笛との合奏。黒御簾音楽の体験）

篠笛
第１回　長唄「越後獅子」（初め～囃すのも）
第２回　長唄「越後獅子」（言の葉も～習いにや合方）
第３回　長唄「越後獅子」（三味線と合奏）
第４回　祭囃子と長唄囃子の関係
第５回　長唄「越後獅子」（まとめ）
第６回　テキスト曲集より独奏曲（竹の唄前半）
第７回　テキスト曲集より独奏曲（竹の唄後半）
第８回　テキスト曲集より独奏曲（竹の唄通し）
第９回　黒御簾の篠笛（ドンタッポ他）
第１０回　テキスト曲集より独奏曲（京の夜前半）
第１１回　テキスト曲集より独奏曲（京の夜後半）
第１２回　テキスト曲集より独奏曲（京の夜通し）
第１３回　長唄「供奴」（おんらが旦那～華麗な出立）
第１４回　長唄「供奴」（三味線と合奏）

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなどの資料整理

◆成績評価の方法◆

CEP024N

日本伝統音楽表現（囃子）Ⅲ

中級囃子

山田　寛

◆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,3年,4年 クラス ０１

講義室 N-027 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組み。授業内の演奏。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック能管（有限会社日音）
・プラスチック篠笛「飛天」（有限会社日音）

◆参考図書◆

「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

初級に引続き、能管と締太鼓を学ぶことにより、日本音楽固有の様式や表現の理解を深める。又、歌舞伎音楽の中から、黒御簾の音楽を採り
上げる。
どのような楽器が囃子に使用されているか、またその楽器がどのように演奏されているかを調べながら、日本音楽に生きている感性を知り、そ
の魅力に迫る。
教育音楽に日本古来の音楽を取り上げるにあたり、何が大切かを考える。

◆授業内容・計画◆
・能管と締太鼓の演習。
・黒御簾独特の楽器を調べる。
・出囃子（舞台に出て演奏すること）と黒御簾音楽との関わりを調べ、黒御簾の役割を知る。
・締太鼓を使う黒御簾音楽を取り上げ実習する。

締太鼓
第１回　長唄「小鍛冶」（セリ合方）
第２回　長唄「小鍛冶」（打つという～金床に）
第３回　長唄「小鍛冶」（火加減～手柄のほどぞたぐいなき）
第４回　長唄「小鍛冶」（清光～段切）
第５回　長唄「小鍛冶」（三味線と合奏）
第６回　黒御簾音楽「着到」
第７回　長唄「供奴」（初め～やっこらさ）
第８回　長唄「供奴」（武家の～駆けつける）
第９回　長唄「供奴」（初め～駆けつける三味線と合奏）
第１０回　長唄「供奴」（おんらが～華麗な出立）
第１１回　長唄「供奴」（石づき～よんやさ）
第１２回　長唄「供奴」（面白や～段切）
第１３回　長唄「供奴」（おんらが～段切三味線と合奏）
第１４回　長唄「供奴」（通し）
第１５回　まとめ（三味線、打楽器、笛との合奏。黒御簾音楽の体験）

能管
第１回　長唄「小鍛冶」（セリ合方）
第２回　長唄「小鍛冶」（セリ合方～唐土に）
第３回　長唄「小鍛冶」（麻衣～金床に）
第４回　長唄「小鍛冶」（火加減～たぐいなき）
第５回　長唄「小鍛冶」（清光～段切）
第６回　長唄「小鍛冶」（三味線と合奏）
第７回　長唄「供奴」（初め～やっこらさ）
第８回　長唄「供奴」（武家の～富士の雪さへあるとても）
第９回　長唄「供奴」（なんときかぎらず～駆けつける）
第１０回　長唄「供奴」（おんらが旦那～華麗な出立）
第１１回　長唄「供奴」（石づき～よんやさ）
第１２回　長唄「供奴」（面白や～段切）
第１３回　長唄「供奴」（通し）

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなど資料整理

◆成績評価の方法◆

CEP028N

日本伝統音楽表現（囃子）Ⅳ

中級囃子

山田　寛

◆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 集中 単位数 2単位

備考

本講座は人数制限をする。受講希望者は、事前に指定のレポートを提出すること。

授業内（授業最終日）に試験を行う。出席も重視する。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜プリントを配付する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

オルガンの構造、古今のオルガン作品及び奏法についてわかりやすく簡潔に紹介していく。講義終了時にはオルガン全般について基本的な知
識が得られるようにする。

◆授業内容・計画◆

オルガンは鍵盤楽器であると同時に管楽器であることを理解した上で、時代と国によって異なる楽器と奏法の様式を学ぶ。
また、オルガン音楽史上重要な作曲家とその作品について研究する。講義期間中には実際にパイプオルガンに触れる機会を設ける。

第1日目 　　イントロダクション　　　  オルガンの構造  オルガン演奏法
　　　　　　 オルガン音楽史(1)その起源からルネッサンス時代まで
　　　　　　 オルガン音楽史(2)バロック時代のイタリア、ネーデルランド
　　　　　　 オルガン音楽史(3)フランス古典

第2日目 　　オルガンにおけるレジストレーション
　　　　　　 オルガン実技(大ホールのオルガンを使用)
　　　　　　 オルガン音楽史(4)北ドイツオルガン楽派
　　　　　　 オルガン音楽史(5)バッハの世界

第3日目 　　オルガン音楽史(6)ロマン派
　　　　　　 オルガン音楽史(7)近現代
　　　　　　 筆記試験

◆準備学習の内容◆

この講義では、実際にパイプオルガンを演奏する機会を設けており、各自既習のバッハの２声のインベンション、３声のシンフォニア、平均律ク
ラヴィーア曲集から前奏曲とフーガ等を自由に弾くようにしているが、それ以外にも平易なオルガン・オリジナル作品（簡単なペダル付き）、讃美
歌を講義初日に配布するので、譜読みをすること。

◆成績評価の方法◆

CES201U

オルガン基礎講座

菅　哲也

◆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,2年 クラス ０１

講義室 6-111 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

受講希望者が６０名を超える場合はアンケートによって選抜する。
講義室内は、楽器の状態を維持するためにかなり冷房が効いているので、受講する学生は上着やカーディガン等を用意すること。
上に掲げた『チェンバロ・フォルテピアノ』に予め目を通し、自分の特に興味のある部分だけ一読しておくことが望ましい。

レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

バッハ《半音階的幻想曲とフーガ》原典版楽譜（ベーレンライター、ウィーン原典版、ヘンレ版の何れか）及びモーツァルトの《幻想曲ハ短調》（渡
邊順生校訂による全音版）。

◆参考図書◆

ハリー・ハスケル著『古楽の復活』（東京書籍）
渡邊順生著『チェンバロ・フォルテピアノ』（東京書籍）

◆留意事項◆

主にチェンバロ、クラヴィコード及びフォルテピアノ（及びそれらの若干の変種）の特性、歴史、演奏法に関する概括的な知識を得、理解を深め
ること。また、それを通じて、現代における演奏という行為の意味について考える。

◆授業内容・計画◆

講義室には、チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノをそれぞれ1台ずつ設置してその音色や表現方法、表現の可能性などを実際に検証し
ながら考察する。また、多数の写真やCD等の視聴覚資料を用いて、楽器の形態や機能の変遷を追い、それぞれの楽器の種々のタイプと音楽
作品あるいは17～18世紀の演奏慣習、背景となった社会との関わり等について考察する。また、ピアノの発明の歴史的背景と意義について考
察し、モーツァルトやベートーヴェン時代のフォルテピアノと現代のピアノの特性の違い、表現方法の違いについて実際の演奏を題材に考え
る。19世紀前半におけるピアノの急速な変化、種々のタイプのピアノの違いなどについても考察する。

チェンバロ及びフォルテピアノのための作品の例として、バロック初期からモーツァルトに至る、自由で即興的な様式――即ち、トッカータ、ファ
ンタジア、プレリュード等――による楽曲を重点的に取り上げて考察の対象とする。

この講義を通じて、音楽作品と現代の我々の間の距離の大きさを認識し、「演奏」における様々な手法や楽器の特性と表現の可能性について
の種々のアプローチの方法を身につける。

第1日:チェンバロの原理・構造と表現の方法について
第2日:クラヴィコードの構造と表現の特性について
第3日:ピアノの発明とピアノ音楽の発展について

◆準備学習の内容◆

チェンバロやフォルテピアノの演奏に親しむため、出来るだけ多くの録音などを聴くこと。聴いた作品や演奏家、楽器のタイプや様式については
メモしておくこと。もし、コンサートなどで生演奏に接する機会があれば更にベターである。関心が持てたら、下記参考文献を開いて、それぞれ
の鍵盤楽器のアクションの仕組みや大まかな歴史などについて理解しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES202U

チェンバロ基礎講座

渡邊　順生

◆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 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

履修希望者が多数の場合は選抜しますので（最初の授業日に簡単な試奏を行いますので履修希望者は必ず出席の事）、教科書の購入は、履
修が決定してから行うように。
履修登録の期限を過ぎる事になりますが、この授業の履修希望者に限り履修変更が可能になります。
＜注意＞
授業初日に出席出来なかった場合は、履修出来ません

平常点及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

Partiturspiel I/ Heinrich Creuzburg著　Schott社
【重要】教科書の購入は、履修が決定してから行うように。
留意事項を良く読むこと。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期でハ音記号を含んだ四段譜が弾けるようになる。

◆授業内容・計画◆

スコアを読み取りピアノで奏する事は、ただCDを聴きながらスコアを眺めて漫然とページをめくる行為と違い、音楽をより立体的に浮かび上が
らせる。
スコアの中で鳴ってはいるが、聴き取りにくい音も実際に弾く事により、聴き取りの能力を向上させる。
又、長い休符の後に出てくる楽器についての確認も出来、この事により指揮をする際キューが必要かどうかも自ら考える事が出来る。
この技能は指揮者及びコレペティートルに必須のものである。
又、オーケストラ及び吹奏楽の楽器奏者にとっては、自分のパートを奏するだけでなく、アンサンブル奏者としての「お互いの音の聴き合い」の
能力を高めるものでもある。
授業はキーボードを用いて、学生個々の進度によって進められる。
（実施予定回数15回）

第1回   ソプラノ記号を含む二段譜の演奏
第2回   ソプラノ記号のみの二段譜の演奏
第3回   アルト記号を含む二段譜の演奏
第4回   アルト記号のみの二段譜の演奏
第5回   ViolinとViolaのDuoの曲の演奏
第6回   テナー記号を含む二段譜の演奏
第7回   ソプラノ・アルト・テナー・バス記号を含む四段譜の演奏①
第8回   ソプラノ・アルト・テナー・バス記号を含む四段譜の演奏②
第9回   弦楽四重奏曲の演奏　①四声体の和音の演奏
第10回  弦楽四重奏曲の演奏　②バスと和音、旋律の演奏
第11回  弦楽三重奏曲　中声部の分け方
第12回  弦楽三重奏曲　速いテンポの曲の演奏
第13回  J.S.Bach作 Inventionen原譜の演奏
第14回  J.S.Bach作 Symphonien原譜の演奏
第15回  実技試験とまとめ

基礎的な二段譜によるハ音記号の読み取り（ソプラノ、アルト、テナー記号）演奏
上記の記号を含む三段譜から四段譜の演奏

◆準備学習の内容◆

ハ音記号の読みを予習しておく事

◆成績評価の方法◆

CES211N

選択ソルフェージュＦⅠ

清水　祥平

◆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 ０２

講義室 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

履修希望者が多数の場合は選抜しますので（最初の授業日に簡単な試奏を行いますので履修希望者は必ず出席の事）、教科書の購入は、履
修が決定してから行うように。
履修登録の期限を過ぎる事になりますが、この授業の履修希望者に限り履修変更が可能になります。
＜注意＞
授業初日に出席出来なかった場合は、履修出来ません

平常点及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

Partiturspiel I/ Heinrich Creuzburg著　Schott社
【重要】教科書の購入は、履修が決定してから行うように。
留意事項を良く読むこと。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

前期でハ音記号を含んだ四段譜が弾けるようになる。

◆授業内容・計画◆

スコアを読み取りピアノで奏する事は、ただCDを聴きながらスコアを眺めて漫然とページをめくる行為と違い、音楽をより立体的に浮かび上が
らせる。
スコアの中で鳴ってはいるが、聴き取りにくい音も実際に弾く事により、聴き取りの能力を向上させる。
又、長い休符の後に出てくる楽器についての確認も出来、この事により指揮をする際キューが必要かどうかも自ら考える事が出来る。
この技能は指揮者及びコレペティートルに必須のものである。
又、オーケストラ及び吹奏楽の楽器奏者にとっては、自分のパートを奏するだけでなく、アンサンブル奏者としての「お互いの音の聴き合い」の
能力を高めるものでもある。
授業はキーボードを用いて、学生個々の進度によって進められる。
（実施予定回数15回）

第1回   ソプラノ記号を含む二段譜の演奏
第2回   ソプラノ記号のみの二段譜の演奏
第3回   アルト記号を含む二段譜の演奏
第4回   アルト記号のみの二段譜の演奏
第5回   ViolinとViolaのDuoの曲の演奏
第6回   テナー記号を含む二段譜の演奏
第7回   ソプラノ・アルト・テナー・バス記号を含む四段譜の演奏①
第8回   ソプラノ・アルト・テナー・バス記号を含む四段譜の演奏②
第9回   弦楽四重奏曲の演奏　①四声体の和音の演奏
第10回  弦楽四重奏曲の演奏　②バスと和音、旋律の演奏
第11回  弦楽三重奏曲　中声部の分け方
第12回  弦楽三重奏曲　速いテンポの曲の演奏
第13回  J.S.Bach作 Inventionen原譜の演奏
第14回  J.S.Bach作 Symphonien原譜の演奏
第15回  実技試験とまとめ

基礎的な二段譜によるハ音記号の読み取り（ソプラノ、アルト、テナー記号）演奏
上記の記号を含む三段譜から四段譜の演奏

◆準備学習の内容◆

ハ音記号の読みを予習しておく事

◆成績評価の方法◆

CES211N

選択ソルフェージュＦⅠ

清水　祥平

◆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 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

履修希望者が多数の場合は選抜しますので、教科書の購入は、履修が決定してから行うように。
選択ソルフェージュＦ I／総譜奏法Ｂ Iを履修していない学生は履修出来ません

平常点及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

Partiturspiel I/ Heinrich Creuzburg著　Schott社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

後期は弦楽四重奏、移調楽器、交響曲のスコアリーディングが出来る事。

◆授業内容・計画◆

スコアを読み取りピアノで奏する事は、ただCDを聴きながらスコアを眺めて漫然とページをめくる行為と違い、音楽をより立体的に浮かび上が
らせる。
スコアの中で鳴ってはいるが、聴き取りにくい音も実際に弾く事により、聴き取りの能力を向上させる。
又、長い休符の後に出てくる楽器についての確認も出来、この事により指揮をする際キューが必要かどうかも自ら考える事が出来る。
この技能は指揮者及びコレペティートルに必須のものである。
又、オーケストラ及び吹奏楽の楽器奏者にとっては、自分のパートを奏するだけでなく、アンサンブル奏者としての「お互いの音の聴き合い」の
能力を高めるものでもある。
授業はキーボードを用いて、学生個々の進度によって進められる。
（実施予定回数15回）

第1回   弦楽四重奏曲の演奏①　声部の交差を伴う曲
第2回   弦楽四重奏曲の演奏②　中声部の和音のまとめ方
第3回   Ｂ管を含む二段譜の演奏
第4回   Ｂ管とハ音記号を伴う曲の演奏
第5回   Ａ管を含む二段譜の演奏
第6回   Ａ管とハ音記号を伴う曲の演奏
第7回   Bass ClarinetにおけるＢ管とＡ管の演奏
第8回   Es管を含む曲の演奏
第9回   E管を含む曲の演奏
第10回  F管を含む曲の演奏
第11回  TrumpetのF管を含む曲の演奏
第12回  様々な移調楽器を含む多段譜の演奏
第13回  移調楽器を含むオーケストラ曲の演奏　①Beethoven等
第14回  移調楽器を含むオーケストラ曲の演奏　①Wagner等
第15回  実技試験とまとめ

弦楽三重奏・四重奏、及びコラール四段譜, 移調楽器の読み取り、交響曲の演奏

◆準備学習の内容◆

ハ音記号及び移調譜の読みを予習しておく事

◆成績評価の方法◆

CES212N

選択ソルフェージュＦⅡ

清水　祥平

◆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 ０２

講義室 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

履修希望者が多数の場合は選抜しますので、教科書の購入は、履修が決定してから行うように。
選択ソルフェージュＦ I／総譜奏法Ｂ Iを履修していない学生は履修出来ません

平常点及び実技試験

◆教科書（使用テキスト）◆

Partiturspiel I/ Heinrich Creuzburg著　Schott社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

後期は弦楽四重奏、移調楽器、交響曲のスコアリーディングが出来る事。

◆授業内容・計画◆

スコアを読み取りピアノで奏する事は、ただCDを聴きながらスコアを眺めて漫然とページをめくる行為と違い、音楽をより立体的に浮かび上が
らせる。
スコアの中で鳴ってはいるが、聴き取りにくい音も実際に弾く事により、聴き取りの能力を向上させる。
又、長い休符の後に出てくる楽器についての確認も出来、この事により指揮をする際キューが必要かどうかも自ら考える事が出来る。
この技能は指揮者及びコレペティートルに必須のものである。
又、オーケストラ及び吹奏楽の楽器奏者にとっては、自分のパートを奏するだけでなく、アンサンブル奏者としての「お互いの音の聴き合い」の
能力を高めるものでもある。
授業はキーボードを用いて、学生個々の進度によって進められる。
（実施予定回数15回）

第1回   弦楽四重奏曲の演奏①　声部の交差を伴う曲
第2回   弦楽四重奏曲の演奏②　中声部の和音のまとめ方
第3回   Ｂ管を含む二段譜の演奏
第4回   Ｂ管とハ音記号を伴う曲の演奏
第5回   Ａ管を含む二段譜の演奏
第6回   Ａ管とハ音記号を伴う曲の演奏
第7回   Bass ClarinetにおけるＢ管とＡ管の演奏
第8回   Es管を含む曲の演奏
第9回   E管を含む曲の演奏
第10回  F管を含む曲の演奏
第11回  TrumpetのF管を含む曲の演奏
第12回  様々な移調楽器を含む多段譜の演奏
第13回  移調楽器を含むオーケストラ曲の演奏　①Beethoven等
第14回  移調楽器を含むオーケストラ曲の演奏　①Wagner等
第15回  実技試験とまとめ

弦楽三重奏・四重奏、及びコラール四段譜, 移調楽器の読み取り、交響曲の演奏

◆準備学習の内容◆

ハ音記号及び移調譜の読みを予習しておく事

◆成績評価の方法◆

CES212N

選択ソルフェージュＦⅡ

清水　祥平

◆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 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

期末試験によって評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリントを配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

オーケストラ作品をピアノに編曲、演奏出来るようにする。

◆授業内容・計画◆

オーケストラ作品の編曲を伴奏、演奏する際に、総譜を記譜通りそのままピアノに移すのではなく、より効果的でオーケストラルな響きで演奏
出来ること、また総譜の作品に多く触れることでより多角的な視点を持ち、ピアノで立体的な演奏ができることを目指します。
基本的には以下の順序で進めて行きますが、履修者のレヴェルに合わせた進度で行います。

1.ハ音記号読譜の復習（アルト記号を中心に）
2.ハ音記号読譜の復習（テノール記号を中心に）
3.古典派の弦楽三重奏、四重奏のピアノ編曲と視奏
4.古典派の弦楽三重奏、四重奏のピアノ編曲と視奏
5.初期ロマン派の弦楽三重奏、四重奏のピアノ編曲と視奏
6.初期ロマン派の弦楽三重奏、四重奏のピアノ編曲と視奏
7.ロマン派までの木管楽器を含んだ室内楽作品の編曲と視奏
8.オペラ伴奏のピアノ編曲版と総譜の比較、自身による編曲
9.オペラ伴奏のピアノ編曲版と総譜の比較、自身による編曲
10.協奏曲伴奏の既出版ピアノ編曲と総譜の比較、自身による編曲
11.協奏曲伴奏の既出版ピアノ編曲と総譜の比較、自身による編曲
12.混声合唱作品のピアノ編曲と視奏
13.古典派の交響作品のピアノ編曲と視奏
14.古典派の交響作品のピアノ編曲と視奏
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

なるべく多くの交響作品の録音を聞いておく、またピアノ編曲版の楽譜に目を通しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES209N

選択ソルフェージュＥⅠ

石井　佑輔

◆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 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

期末試験によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリントを配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

交響作品をピアノに編曲、演奏出来るようにする。

◆授業内容・計画◆

前期（選択ソルフェージュＥⅠ）で学習した内容をふまえ、更なるステップアップを目指します。
基本的には以下の順序で進めて行きますが、履修者のレヴェルに合わせた進度で行います。

1.ハ音記号読譜の復習（前期の復習）
2.ハ音記号読譜の復習（ソプラノ、メゾソプラノ記号を中心に）
3.初期ロマン派の弦楽四重奏のピアノ編曲と視奏
4.初期ロマン派の弦楽四重奏のピアノ編曲と視奏
5.ロマン派の四重奏、五重奏のピアノ編曲と視奏
6.ロマン派の五重奏、六重奏のピアノ編曲と視奏
7.混声合唱作品のピアノ編曲と視奏
8.声楽を含む交響作品のピアノ編曲と視奏
9.オペラ伴奏の既出版ピアノ編曲と総譜の比較、自身による編曲
10.協奏曲伴奏の既出版ピアノ編曲と総譜の比較、自身による編曲
11.協奏曲伴奏の既出版ピアノ編曲と総譜の比較、自身による編曲
12.初期ロマン派の交響作品のピアノ編曲と視奏
13.初期ロマン派の交響作品のピアノ編曲と視奏
14.後期ロマン派および近代の交響作品のピアノ編曲版と総譜の比較
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

なるべく多くの交響作品の録音を聞いておく、またピアノ編曲版の楽譜に目を通しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES210N

選択ソルフェージュＥⅡ

石井　佑輔

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

授業内期末試験の結果と平常点（平常の授業への取り組みと課題提出率）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『パリ音楽院の方式による厳格対位法』山口博史著、音楽之友社

◆参考図書◆

『対位法』ノエル＝ギャロン、マルセル・ビッチュ著、矢代秋雄訳、音楽之友社

◆留意事項◆

作曲技法の一つである対位法的書法を習得する。前期では厳格対位法の基礎を理解し、シンプルで美しい旋律が描けるようにする。音の横へ
の流動性と縦への水平性が織りなす芸術を深く学び、作曲技術の向上と聴感覚の発達を目指す。

◆授業内容・計画◆

厳格対位法の解説と対位法的楽曲の分析の時間を設けるが、主に課題の実施を中心とする。
進度は学生各自のレヴェルにより臨機応変に対応する。

１．ガイダンス　厳格対位法の由来と諸規則の解説
２．二声対位法・全音符①長調
３．二声対位法・全音符②短調
４．二声対位法・全音符③教会旋法
５．二声対位法・二分音符①長調
６．二声対位法・二分音符②短調
７．二声対位法・二分音符③教会旋法
８．二声対位法・四分音符①長調
９．二声対位法・四分音符②短調
１０．二声対位法・四分音符③教会旋法
１１．二声対位法・移勢①長調
１２．二声対位法・移勢②短調
１３．二声対位法・移勢③教会旋法
１４．まとめ
１５．課題作成と提出

◆準備学習の内容◆

課題を実施する時間を毎回設け、適宜添削を行う。進度は学生各自のレヴェルに依るが、多くの課題をこなすことがスピードアップにつながる
ことを留意してもらいたい。

◆成績評価の方法◆

CRS034U

厳格対位法Ⅰ

吉田　真梨

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

授業内期末試験の結果と平常点（平常の授業への取り組みと課題提出率）により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『パリ音楽院の方式による厳格対位法』山口博史著、音楽之友社

◆参考図書◆

『対位法』ノエル＝ギャロン、マルセル・ビッチュ著、矢代秋雄訳、音楽之友社

◆留意事項◆

作曲技法の一つである対位法的書法を習得する。前期に引き続き後期では三声対位法の学習に入る。音の横への流動性と縦への水平性が
織りなす芸術を深く学び、作曲技術の向上と聴感覚の発達を目指す。

◆授業内容・計画◆

厳格対位法の解説と対位法的楽曲の分析の時間を設けるが、主に課題の実施を中心とする。
進度は学生各自のレヴェルにより臨機応変に対応する。

１．二声対位法・華麗対位法①長調
２．二声対位法・華麗対位法②短調
３．二声対位法・華麗対位法③教会旋法
４．二声対位法・華麗対位法のまとめ
５．三声対位法・全音符①長調
６．三声対位法・全音符②短調
７．三声対位法・全音符③教会旋法
８．三声対位法・二分音符①長調
９．三声対位法・二分音符②短調
１０．三声対位法・二分音符③教会旋法
１１．三声対位法・四分音符①長調
１２．三声対位法・四分音符②短調
１３．三声対位法・四分音符③教会旋法
１４．まとめ
１５．課題作成と提出

◆準備学習の内容◆

課題実施の時間を毎回設け、適宜添削を行う。進度は学生各自のレヴェルに依るが、多くの課題をこなすことがスピードアップにつながること
を留意してもらいたい。

◆成績評価の方法◆

CRS035U

厳格対位法Ⅱ

吉田　真梨

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 2-03 開講学期 前期

曜日・時限 金１ 単位数 1単位

備考

対位法作品の分析も行う。J.S.Bach「平均律クラヴィーア曲集」を中心とし、分析を行う場合は前の授業で予告するので、次の授業には楽譜を
持参すること。

授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『パリ音楽院の方式による厳格対位法 第２版』山口博史著（音楽之友社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

二声の華麗対位法から三声のⅢ類までを習得する。授業は実習が中心であり、様々な実施例を検討しながら、各自で課題を実施する。

◆授業内容・計画◆

１．二声「華麗対位法」①（長調）
２．二声「華麗対位法」②（短調）
３．二声「華麗対位法」③（旋法）
４．三声の対位法の説明
５．三声「全音符」①（長調）
６．三声「全音符」②（短調）
７．三声「全音符」③（旋法）
８．三声「二分音符」①（長調）
９．三声「二分音符」②（短調）
10．三声「二分音符」③（旋法）
11．三声「四分音符」①（長調）
12．三声「四分音符」②（短調）
13．三声「四分音符」③（旋法）
14．範例の分析
15．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

実施したものは授業内で添削を受けるか、見せきれなかった分は授業後に提出することもできる。
最終日に行われる試験では、添削を受けて完成させた課題の中から出されるので、毎回手直しをし、各自で書きためたものをまとめておくこ
と。

◆成績評価の方法◆

CRS036U

厳格対位法Ⅲ

奥定　美和

◆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,2年,4年 クラス ０１

講義室 2-03 開講学期 後期

曜日・時限 金１ 単位数 1単位

備考

対位法作品の分析も行う。J.S.Bach「平均律クラヴィーア曲集」その他を題材とし、分析を行う場合は前の授業で予告するので、構造等につい
て予習しておくこと。

課題提出により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『パリ音楽院の方式による厳格対位法 第２版』山口博史著（音楽之友社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

三声のⅣ類から四声までを習得する。授業は実習が中心であり、様々な実施例を検討しながら、各自で課題を実施する。

◆授業内容・計画◆

１．三声「移勢」①（長調）
２．三声「移勢」②（短調）
３．二声「移勢」③（旋法）
４．三声「華麗対位法」①（長調）
５．三声「華麗対位法」②（短調）
６．三声「華麗対位法」③（旋法）
７．三声「混合類」
８．四声「全音符」①（長調）
９．四声「全音符」②（短調）
10．四声「全音符」③（旋法）
11．四声「華麗対位法」①（長調）
12．四声「華麗対位法」②（短調）
13．四声「華麗対位法」③（旋法）
14．対位法作品の分析
15．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

実施したものは授業内で添削を受けるか、見せきれなかった分は授業後に提出することもできる。
最終日では、添削を受けて完成させた課題の中から指示されたものを提出するので、毎回手直しをし、各自で書きためたものをまとめておくこ
と。

◆成績評価の方法◆

CRS037U

厳格対位法Ⅳ

奥定　美和

◆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 2-03 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

履修希望者が多数の場合は選抜します（最初の授業日に簡単なテストを行いますので履修希望者は必ず出席の事）。
履修登録の期限を過ぎる事になりますが、この授業の履修希望者に限り履修変更が可能になります。
＜注意＞授業初日に出席出来なかった場合は、履修できない事があります。

前期、後期ともに２回の編曲物提出があります。課題提出が１作品でも欠けると単位が認定されません。
授業以外にも毎週、編曲課題等の実施に多くの時間が必要で、負担の多い授業です。他の履修科目とのスケジュール等もよく考慮すること。
和声の知識が不可欠な為、1年生には難しいかとも思われます。３年生での履修が効果的です。

期末提出作品評価と平常点

◆教科書（使用テキスト）◆

毎時間、スコア用五線紙を用紙して下さい（詳細については最初の授業で説明します）。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

吹奏楽の指導者ならば知っておきたい「編曲」の技術を習得する。前期は主に金管楽器を用いた編曲法を会得する。

◆授業内容・計画◆

金管楽器／サクソフォンの編曲を通して、編曲の基礎を学ぶ。

1.　コース・ガイダンス／スコアと移調楽器
2.　金管楽器について
3.　ファンファーレを作る／ファンファーレ研究
4.　実作と添削
5.　実作とパート譜製作
6.　試演
7.　金管五重奏でマーチを研究
8.　対旋律とユーフォニウム
9.　マーチを模索
10.　マーチ実作添削とパート譜製作
11.　課題曲を編曲してみる（１）アウトライン
12.　課題曲を編曲してみる（２）コンデンス
13.　課題曲を編曲してみる（３）スコアリング
14.　音だし
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎週課される部分を研究、実習し、次回授業に持参する。

◆成績評価の方法◆

SWS081N

編曲法ＢⅠ

栗山　和樹

◆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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

試験及び提出課題による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

「管弦楽法」W.ピストン（音楽之友社）
「管弦楽法」伊福部昭（音楽之友社）
「管弦楽法」エクトール・ベルリオーズ/リヒャルト・シュトラウス（音楽之友社）

◆留意事項◆

小編成の編曲が出来るようになる

◆授業内容・計画◆

第1回　 導入　オーケストレーションの実際と、音と楽器のインテンシティについて
第2回   弦楽器について　概論
第3回   Violinについて
第4回   Violaについて
第5回   Celloについて
第6回   Contra-bassについて
第7回   簡易な四声体を主体にしたピアノ曲の編曲
第8回   ペダル・トーンの処理と課題実施
第9回   トレモロの処理と課題実施
第10回  アルベルティ・バスの処理と課題実施
第11回  ピアノ譜における内声部の重複と課題実施
第12回  試演の為の課題制作
第13回  パート譜の作成方法
第14回  試演会
第15回  試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

オーケストラのスコアを最低限でも1冊購入し、記譜について学習しておく事
ムソルグスキー作曲ラベル編曲の「展覧会の絵」推奨

◆成績評価の方法◆

SWS081N

編曲法ＢⅠ

清水　祥平

◆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 2-03 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

前期同様、後期は２回の編曲物提出があります。
毎週、多くの編曲課題等の実施に授業外で多くの時間が必要で、負担の多い授業です。他の履修科目とのスケジュール等もよく考慮するこ
と。
毎回の授業内での説明を聞く事が重要ですので、遅刻、欠席などしないように。

２回の試演提出評価と平常点

◆教科書（使用テキスト）◆

授業中に配るハンドアウト

◆参考図書◆

◆留意事項◆

吹奏楽の指導者ならば知っておきたい「編曲」の技術を習得する。後期では特に木管楽器を使用した編曲を会得する。

◆授業内容・計画◆

ポピュラー音楽の素材も扱えるように知識を広める。

1.　　　　テンション
2.　　　　ボサノヴァのベースラインとコード
3.　　　　パーカッション
4.　　　　主旋律の編曲／フルート、クラリネットを学ぶ
5.　　　　実作
6.　　　　ドラムセットとエレクトリック・ベース
7.　　　　実作と添削
8.　　　　音だし
9.　　　　変則的な吹奏楽の編成に対応できる編曲
10.　　　　鍵盤打楽器
11.　　　　実作と添削１アウトライン
12.　　　　実作と添削２コンデンス
13.　　　　実作と添削、パート譜の製作
14.　　　　音だし
15.　　　　まとめ

◆準備学習の内容◆

課された編曲を実作し、次回授業に持参する。

◆成績評価の方法◆

SWS082N

編曲法ＢⅡ

栗山　和樹

◆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 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 1単位

備考

編曲法ＢIを履修している事。

試験及び提出課題による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

「管弦楽法」W.ピストン（音楽之友社）
「管弦楽法」伊福部昭（音楽之友社）
「管弦楽法」エクトール・ベルリオーズ/リヒャルト・シュトラウス（音楽之友社）

◆留意事項◆

大編成の編曲が出来るようになる

◆授業内容・計画◆

第1回   木管楽器　概論
第2回   Fluteについて
第3回   Oboeについて
第4回   Clarinetについて
第5回   Fagottについて
第6回   Hornについて
第7回   木管五重奏編曲実施
第8回   Trumpetについて
第9回   Tromboneについて
第10回  Tubaについて
第11回  Harpについて
第12回  打楽器について
第13回  試演の為の課題制作
第14回  試演会
第15回  試験とまとめ

講義予定15回

◆準備学習の内容◆

オーケストラのスコアを最低限でも1冊購入し、記譜について学習しておく事

◆成績評価の方法◆

SWS082N

編曲法ＢⅡ

清水　祥平

◆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,2年 クラス ０１

講義室 2-32 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

五線紙を持参する事

発表作品の内容によって行います。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で配付します

◆参考図書◆

◆留意事項◆

編曲法ＢI, II で学習した内容を踏まえ、より実践的かつ発展的な書法を習得する。

◆授業内容・計画◆

編曲法ＢI, II での学習を踏まえ、「経験を重ねる事が重要」との観点から試奏を中心とした学習を行います。
「とにかく楽譜を書きまくる」「その楽譜を片っ端から音出しする」という2点が特徴です。毎週のように宿題が出るようなイメージで履修してくださ
い。

1.メロディについて（１）：非和声音の効用についての復習
2.メロディについて（２）：カウンターメロディの作成
3.メロディに関する課題の実施
4.試演
5.リハーモナイズ（１）：代理コードを理解する
6.リハーモナイズ（２）：和音の分割について理解する
7.リハーモナイズに関する課題の実施
8.試演
9.楽曲ジャンルに応じた編曲（１）：クラシックからポップスまでの様々な様式、楽式を理解する
10.楽曲ジャンルに応じた編曲（２）：リズムの編作
11.楽曲ジャンルに関する課題の実施
12.試演
13.総合的な課題の実施
14.試演
15.まとめ

　授業は、「テーマの設定／講義」→「個々の目的意識に合わせ編曲に取り組む」→「試奏」→「演奏者を交え、学生同士で意見交換を行う」と
いう流れを一巡としその繰り返しとなります。
　取り組むテーマは履修者それぞれの希望を汲み決定しますので、その内容や楽器編成規模により上記の繰り返しは半期あたり２～４巡の範
囲で変動します。

◆準備学習の内容◆

楽曲を作品として学ぶだけでなく、街頭やテレビなど日頃耳にする様々な「音」全てに対して自覚的であること。

◆成績評価の方法◆

CES203N

編曲法ＢⅢ

足本　憲治

◆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,2年 クラス ０１

講義室 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

五線紙を持参する事

発表作品の内容によって行います。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で配付します

◆参考図書◆

◆留意事項◆

編曲法ＢI, II で学習した内容を踏まえ、より実践的かつ発展的な書法を習得する。

◆授業内容・計画◆

編曲法ＢI, II, III での学習を踏まえ、「経験を重ねる事が重要」との観点から試奏を中心とした学習を行います。
「とにかく楽譜を書きまくる」「その楽譜を片っ端から音出しする」という2点が特徴です。毎週のように宿題が出るようなイメージで履修してくださ
い。

1.モティーフの扱い（１）：過去の名曲を分析しモティーフの変容について学ぶ
2.モティーフを用いた課題の実施
3.試演
4.創作的な編曲（１）：様式のコントロール
5.創作的な編曲（２）：起承転結といった構成のコントロール
6.創作的な編曲に関する課題の実施
7.試演
8.楽器編成の置換（１）：音域と響き
9.楽器編成の置換（２）：管弦楽法
10.楽器編成の置換に関する課題の実施
11.試演
12.総合的な課題の実施
13.総合的な課題の実施
14.試演
15.まとめ

　授業は、「テーマの設定／講義」→「個々の目的意識に合わせ編曲に取り組む」→「試奏」→「演奏者を交え、学生同士で意見交換を行う」と
いう流れを一巡としその繰り返しとなります。
　取り組むテーマは履修者それぞれの希望を汲み決定しますので、その内容や楽器編成規模により上記の繰り返しは半期あたり２～４巡の範
囲で変動します。

◆準備学習の内容◆

楽曲を作品として学ぶだけでなく、街頭やテレビなど日頃耳にする様々な「音」全てに対して自覚的であること。

◆成績評価の方法◆

CES204N

編曲法ＢⅣ

足本　憲治

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-03 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

前期、後期ともに編曲物提出があります。
授業以外にも課題等の実施に多くの時間が必要で、負担の多い授業です。他の履修科目とのスケジュール等もよく考慮すること。
毎回の授業内での説明を聞く事が重要ですので、遅刻、欠席などしないように。

平常点と提出課題

◆教科書（使用テキスト）◆

「管弦楽法概論」ヤマハ新総合音楽講座8
ミニチュア・スコア　ラベル「BOLERO」
チャイコフスキー　組曲「胡桃割り人形」

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管弦楽法の学習を通じて、オーケストラの理解を高め、オペラや協奏曲の伴奏、弦管打楽器とのアンサンブルに活かせる事を目標とする。

◆授業内容・計画◆

ピアノ・リダクションを通じて、スコアを読む訓練を進めながら、管弦楽曲で使用されている楽器、オーケストラの代表的な語法を学ぶ。

 1.ガイダンス　管弦楽曲を聞いて、使用されている楽器を確認しながら、それぞれの音色を学ぶ
 2.木管楽器／フルート、オーボエ　楽器の音域、役割、移調楽器の仕組み
 3.木管楽器／クラリネット（B管、A管）のスコアリーディング
 4.木管楽器／ファゴット
 5.楽器の組み合わせ／ラベル「ボレロ」をピアノ・リダクション
 6.金管楽器／ホルン(F管) のスコアリーディング
 7.金管楽器／トランペット
 8.金管楽器／トロンボーン、チューバ
 9.金管楽器と和音
10.弦楽器／バイオリン
11.弦楽器／チェロとヴィオラ
12.弦楽器／コントラバス　ピチカートとアルコ
13.古典派の弦楽アンサンブル曲をピアノ・リダクション
14.受講生で原曲とリダクションを演奏してみる。
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

ピアノリダクションをはじめ、課された実習課題を実施してくること。

◆成績評価の方法◆

CES401N

管弦楽法ＣⅠ

栗山　和樹

◆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,3年 クラス ０１

講義室 2-03 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

前期、後期ともに編曲物提出があります。
授業以外にも課題等の実施に多くの時間が必要で、負担の多い授業です。他の履修科目とのスケジュール等もよく考慮すること。
毎回の授業内での説明を聞く事が重要ですので、遅刻、欠席などしないように。

平常点と提出課題

◆教科書（使用テキスト）◆

「管弦楽法概論」ヤマハ新総合音楽講座8
ミニチュア・スコア　ラベル「BOLERO」
チャイコフスキー　組曲「胡桃割り人形」

◆参考図書◆

◆留意事項◆

管弦楽法の学習を通じて、オーケストラの理解を高め、オペラや協奏曲の伴奏、弦管打楽器とのアンサンブルに活かせる事を目標とする。

◆授業内容・計画◆

「ピアノ・リダクション」と、「ピアノ・リダクションからオーケストレーション」を通じて、オーケストラの代表的な語法を学ぶ。

 1.ロマン派の弦楽アンサンブル作品をリダクションする。
 2.試演とディスカッション
 3.打楽器　ティンパニの用法
 4.打楽器　鍵盤打楽器の用法
 5.ハープのペダリングについて
 6.シューマンのピアノ作品(こどもの情景等)を弦楽四重奏に編曲。
　ダンパーヘダルと低音の持続性
 7.シューマン作品の音出し。
 8.ドビュッシーのピアノ作品を用いて、オーケストラの音色を考える。ピアノ曲をオーケストラ編曲された作品の考察。
 9.ピアノ小品を二管編成にする準備。スコアの書き方、骨組みを考える。
10.ピアノ小品を二管編成にする準備。 旋律のオーケストレーション
11.ピアノ小品を二管編成にする(スコアを書く)。参考：フロコフィ エフのオーケストラ作品
12.実作続き／パート譜　参考：サン=サーンスのオー ケストラ作品
13.作品提出とディスカッション。
14.音だし
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

課された実習課題を実施してくること

◆成績評価の方法◆

CES402N

管弦楽法ＣⅡ

栗山　和樹

◆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 2-31 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

毎回の授業の取り組み、課題の発表、定期試験を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリントを配布する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

基本的な和音を使用しメロディー付け、伴奏付け、移調、弾き歌い、変奏や即興演奏を行うことで、実際の教育現場で役立つ実践力を身につけ
る。様々な音楽スタイルから豊かな和声力を身につけ、音楽表現の幅を広げる。

◆授業内容・計画◆

1.	ガイダンス
2.	いろいろな即興演奏の体験
3.	ⅠとⅤのカデンツと即興演奏（１）基本形
4.	ⅠとⅤのカデンツと即興演奏（２）転回形
5.	属七の転回形を含むカデンツと即興演奏
6.	ⅠとⅤ（属七を含む）による伴奏付けと移調
7.	Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ（属七を含む）のカデンツと即興演奏（１）基本形
8.	Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ（属七を含む）のカデンツと即興演奏（２）転回形
9.	Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ（属七を含む）による伴奏付けと移調
10.	様々な音楽スタイルで即興演奏
11.	伴奏付けと弾き歌い（１）基本
12.	伴奏付けと弾き歌い（２）応用
13.	主題と変奏（１）長調
14.	主題と変奏（２）短調
15.	まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で学んだ課題は必ず反復練習しておくこと。
毎回の授業で出される課題をしっかり準備してくること。

◆成績評価の方法◆

CES215N

キーボード・ハーモニー応用Ⅰ

教育現場での実践方法を中心に学ぶ。

中明　佳代

◆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 ０２

講義室 2-13 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1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◆

CES215N

キーボード・ハーモニー応用Ⅰ

通奏低音(ゲネラルバス)での実践方法を学ぶ

近藤　岳

◆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 2-03 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

五線紙ノートは必ず持参すること

平常の授業への取組みにより評価、授業内発表レベル

◆教科書（使用テキスト）◆

BGMのすべてアドリブメロディー付改訂新版ベスト356/小森谷清著／全音
作詞入門―阿久式ヒット・ソングの技法 (岩波現代文庫)

◆参考図書◆

1.イメージした通りに作曲する方法50 恋愛感情や日常の出来事をどんどん曲にしよう！ （CD付き）リットーミュージック　梅垣ルナ著

2.思いどおりに作曲ができる本 Q＆A方式で音楽制作の実践テクニックをピンポイント解説!(CD2枚付き) [単行本]リットーミュージック　河村ケン
著

◆留意事項◆

基本的なコード進行を学び与えられたメロディーにキーボードで伴奏できる。

◆授業内容・計画◆

１)「コードネームを理解するには」～コードネーム各種の確認
２)「ダイアトニックのコード進行を作り弾く」
３)「ダイアトニックのコード進行の上にメロディを作る」
４)「ノンダイアトニックのコード進行を実際の曲から探す」その１
５)「ノンダイアトニックのコード進行を実際の曲から探す」その２
６)「実際の曲からノンダイアトニックコード進行を見つけて応用して自分のコード進行を作る」その１
７)「実際の曲からノンダイアトニックコード進行を見つけて応用して自分のコード進行を作る」その２
８)「8bentの伴奏のかたち～アルペジオを弾く」
９)「8bentの伴奏のかたち～ベースとバッキングを弾く」
１０)「メロディと伴奏を同時に弾いてみる」その１
１１)「メロディと伴奏を同時に弾いてみる」その２
１２)「既成曲を基にしてオリジナルメロディを作る」
１３)「作ったメロディに言葉（詞）を置いてみる」
１４)「メロディと言葉をどのように合体するかまとまりのある『歌』を作ってみる」
１５)授業内試験（発表）

◆準備学習の内容◆

ポピュラー音楽のコード進行を学び、あらゆるメロディーにキーボードで伴奏をつける事、あるいはコード進行の上にメロディーを作って弾く、歌
う事。

◆成績評価の方法◆

CES215N

キーボード・ハーモニー応用Ⅰ

ソングライティングの実践方法を学ぶ。

丸山　和範

◆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 2-03 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

この授業は毎回の積み重ねが重要な授業です。一度でも欠席するとついていくのが困難です。
平素、欠席、遅刻など多い学生は十分、検討の上、履修して下さい。

出席、平常での授業の取り組みにより評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

適時、ハンドアウトを配布する。

◆参考図書◆

授業内で、参考音源を指示する。

◆留意事項◆

様々な音楽様スタイルでの実践方法を身につける

◆授業内容・計画◆

1.	和音記号の学習
2.	和音の機能　トニック、ドミナント、サブドミナント
3.	ドミナント進行しない属七
4.	伴奏型の学習
5.	低音旋律の形成と演習
6.	属七における第７音と第３音
7.	左手による和音奏法　限定進行音２音による奏法
8.	左手による和音奏法　密集和音
9.	属九和音　第９音の研究、準固有和音
10.	旋律形の分析と模倣
11.	和音を利用した旋律型創作
12.	四和音による和声
13.	転位音と解決
14.	課題演奏と発表
15.	まとめ

◆準備学習の内容◆

各回の終了時に、担当者より指示された内容をしっかり予習、練習する。

◆成績評価の方法◆

CES215N

キーボード・ハーモニー応用Ⅰ

様々な音楽スタイルでの実践方法を学ぶ。

栗山　和樹

◆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 2-32 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

五線ノートを毎回用意すること。

授業への取り組み方、随時行う小テスト、学期末テストを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

１、２年の必修ソルフェージュを終了して、もう少しソルフェージュを勉強したい、あるいはもう一度やり直したい、と思っている人のための講座で
す。
特に声楽専攻でソルフェージュに苦手意識を持っている人に向けて進めていこうと思いますが、その他の専攻生でも必要と思われる人は受講
してかまいません。難しいことはありませんので楽しくやっていきたいと思います。
ソルフェージュ能力の高い人は受講禁止...です。
特に応用１，２に在籍していた人向けの講座です。
また今年度から１年生も受講可能です。週一回のソルフェージュでは足りないと考えている学生は是非参加してください。

◆授業内容・計画◆

前期は聴音書き取りと新曲視唱を中心に進める。
音階固有音から始めて派生音、転調へと展開していく。
調性は限定せずすべての調を扱う。
とにかく継続することが重要なので毎回出席するようにしてほしい。そして音楽家として不可欠な楽譜の読み、書きという基礎的能力を開発して
いきたい。

◆準備学習の内容◆

特にないが、継続することが大事なので授業には可能な限り出席すること。

◆成績評価の方法◆

CES205N

選択ソルフェージュＡⅠ

阿部　孝史

◆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 2-32 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

五線ノートを毎回用意すること。

授業への取り組み方、小テスト、期末テストを総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

前期は聴音書き取りと新曲視唱を中心に取り上げたが、後期はそれに加えて移調、初見、スコアリーディングなども取り入れて、より多面的に
ソルフェージュを捉えていきたい。
よって声楽専攻生のみならず他の専攻生にも有意義なものになると思う。
音楽家として不可欠な基礎的能力を開発することをこの授業の目標とする。
前期のソルフェージュを受講した学生は、ひき続きこの講座を受講することが望ましい。

◆授業内容・計画◆

聴音書き取りは複声の書き取りを主に扱う。
実際の楽曲からの聴音も取り入れたい。
また、転調、リズムに関してもやや発展させる。
視唱についても同様。
移調は、移調楽器に関するものを扱う。簡単なスコアをキーボードを使って合奏し読譜力をつける。
内容は以上のようなものを予定しているが、受講する学生の能力、希望等を考慮して進めていくこととする。

◆準備学習の内容◆

継続こそ力なり！

◆成績評価の方法◆

CES206N

選択ソルフェージュＡⅡ

阿部　孝史

◆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 ０２

講義室 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュは実技の授業であるから欠席しないこと。

授業への参加度と授業内試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『Manuel Pratique』（nouvelle editionではないもの）
G・Dandelot著（Max Eschig社）
『視唱スタディ　リズム・ハーモニーとともに』
髙橋千佳子、他 共著(全音楽譜出版社）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュの最終目的とは、楽器の助けを借りずに、楽譜に書かれていることを頭の中で鳴らせることにある。その為に、視唱・聴音・リズ
ム読み・７つのクレー読み、等の訓練に始まり、果てはスコアリーディングにまでその範囲は及ぶ。本講座は声楽推奨コースでもあるので、あら
ゆるものを「歌う」ことで、これまでに培ったソルフェージュ能力を更に伸ばして行きたい。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ピアノによる多声聴音
第３回　ピアノによる和声聴音
第４回　リズム打ち
第５回　リズム読み
第６回　クレー読み
第７回　教会旋法を歌う
第８回　カノンを歌う
第９回　増六の和音を歌う
第10回　ナポリのⅡを歌う
第11回　Vla.のアルト記号を歌う
第12回　V.C.のテノール記号を歌う
第13回　クレーで書かれている合唱四声体を歌う
第14回　筆記試験とまとめ
第15回　実技試験とまとめ

第２回から第13回までの学習項目を生徒に合わせて適宜組み合わせて行なう。

◆準備学習の内容◆

宿題は、必ず課される。

◆成績評価の方法◆

CES207N

選択ソルフェージュＢⅠ

髙橋　千佳子

◆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 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 水１ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュは実技の授業であるから欠席しないこと。

授業への参加度と授業内試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『Manuel Pratique』（G・Dandelot著（Max Eschig社nouvelle editionではないもの）

『視唱スタディーリズム・ハーモニーとともに』
髙橋千佳子、他 共著(全音楽譜出版社)

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュの最終目的とは、楽器の助けを借りずに、楽譜に書かれていることを頭の中で鳴らせることにある。その為に、視唱・聴音・リズ
ム読み・７つのクレー読み、等の訓練に始まり、果てはスコアリーディングにまでその範囲は及ぶ。本講座は声楽推奨コースでもあるので、あら
ゆるものを「歌う」ことで、これまでに培ったソルフェージュ能力を更に伸ばして行きたい。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ピアノによる多声聴音
第３回　ピアノによる和声聴音
第４回　リズム打ち
第５回　リズム読み
第６回　クレー読み
第７回　全音音階を歌う
第８回　倍音列音階を歌う
第９回　増六の和音を実作品の中で歌う
第10回　ナポリのⅡを実作品の中で歌う
第11回　Cl. in Bの実音を歌う
第12回　コール・アングルの実音を歌う
第13回　数字付低音
第14回　筆記試験とまとめ
第15回　実技試験とまとめ

第２回から第13回までの学習項目を生徒に合わせて適宜組み合わせて行なう。

◆準備学習の内容◆

宿題は、毎回課される。

◆成績評価の方法◆

CES208N

選択ソルフェージュＢⅡ

髙橋　千佳子

◆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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュは実技の授業であるから欠席しないこと。

授業への参加度と授業内試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『Manuel Pratique』（nouvelle editionではないもの）
G・Dandelot著（Max Eschig社）
『視唱スタディ　リズム・ハーモニーとともに』
髙橋千佳子、他 共著(全音楽譜出版社）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュの最終目的とは、楽器の助けを借りずに、楽譜に書かれていることを頭の中で鳴らせることにある。その為に、視唱・聴音・リズ
ム読み・７つのクレー読み、等の訓練に始まり、果てはスコアリーディングにまでその範囲は及ぶ。本講座は声楽推奨コースでもあるので、あら
ゆるものを「歌う」ことで、これまでに培ったソルフェージュ能力を更に伸ばして行きたい。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ピアノによる多声聴音
第３回　ピアノによる和声聴音
第４回　リズム打ち
第５回　リズム読み
第６回　クレー読み
第７回　全音音階を実作品の中で歌う
第８回　倍音列音階を実作品の中で歌う
第９回　ドリア旋法を実作品の中で歌う
第10回　リディア旋法を実作品の中で歌う
第11回　弦楽合奏を歌う
第12回　三和音の数字付低音
第13回　七の和音の数字付低音
第14回　筆記試験とまとめ
第15回　実技試験とまとめ

第２回から第13回までの学習項目を生徒に合わせて適宜組み合わせて行なう。

◆準備学習の内容◆

宿題は、必ず課される。

◆成績評価の方法◆

VMS201N

選択ソルフェージュＣⅠ

髙橋　千佳子

◆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 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

ソルフェージュは実技の授業であるから欠席しないこと。

授業への参加度と授業内試験による評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『Manuel Pratique』（nouvelle editionではないもの）
G・Dandelot著（Max Eschig社）
『視唱スタディ　リズム・ハーモニーとともに』
髙橋千佳子、他 共著(全音楽譜出版社）

◆参考図書◆

特になし。

◆留意事項◆

ソルフェージュの最終目的とは、楽器の助けを借りずに、楽譜に書かれていることを頭の中で鳴らせることにある。その為に、視唱・聴音・リズ
ム読み・７つのクレー読み、等の訓練に始まり、果てはスコアリーディングにまでその範囲は及ぶ。本講座は声楽推奨コースでもあるので、あら
ゆるものを「歌う」ことで、これまでに培ったソルフェージュ能力を更に伸ばして行きたい。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　ピアノによる多声聴音
第３回　ピアノによる和声聴音
第４回　リズム打ち
第５回　リズム読み
第６回　クレー読み
第７回　Cl. in Aの実音を歌う
第８回　バセット・ホルンの実音を歌う
第９回　フリギア旋法を実作品の中で歌う
第10回　ミクソリディア旋法を実作品の中で歌う
第11回　木管五重奏を歌う
第12回　三和音の数字付低音を歌う
第13回　七の和音の数字付低音を歌う
第14回　筆記試験とまとめ
第15回　実技試験とまとめ

第２回から第13回までの学習項目を生徒に合わせて適宜組み合わせて行なう。

◆準備学習の内容◆

宿題は、必ず課される。

◆成績評価の方法◆

VMS202N

選択ソルフェージュＣⅡ

髙橋　千佳子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

実技試験、筆記試験による。

◆教科書（使用テキスト）◆

各クラスにより、個別に指定されます。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1)キーボードを用いて和声感を養いハーモニーの理解を深める。
2)弾き歌いなどの実践的な力を身につける。
3)教員採用試験や、グレード試験へ対応できる基礎力を身につけ
   る。
4)通奏低音の基礎を理解する。

◆授業内容・計画◆

基本的な和声理論、カデンツ、旋律の和声付けと伴奏付け、弾
き歌い、移調などを行います。また、和音記号とコードネーム
なども学びます。ハーモニーと併行して履修することで、ハー
モニーの理解が深まり、それを実践的に応用できるようにしま
す。

1)和音の構成音と名称、コードネーム その1
2)様々な伴奏形、コードネームその2
3)I-Vのカデンツと伴奏付け
4)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（1）
5)I-IV-V-Iのカデンツと伴奏付け（2）
6)伴奏付けの配置の仕方 その1 右手メロディ、左手伴奏
7)伴奏付けの配置の仕方 その2 弾き歌い
8)Iの第2転回形と非和声音
9)属七の和音と借用音の概要
10)借用和音 その1
11)IIとIIの第1転回形
12)VIの和音、V-VIの連結
13)借用和音 その2
14)三和音の第1転回形
15)まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で扱った内容は、必ず復習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES213N

キーボード・ハーモニー入門Ⅰ

教員

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数

備考

各クラスによります。

◆教科書（使用テキスト）◆

各クラスにより、個別に指定されます。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1)キーボードを用いて和声感を養いハーモニーの理解を深める。
2)弾き歌いなどの実践的な力を身につける。
3)教員採用試験や、グレード試験へ対応できる基礎力を身につけ
る。
4)通奏低音の基礎を理解する。

◆授業内容・計画◆

基本的な和声理論、カデンツ、旋律の和声付け、伴奏付け、弾
き歌い、移調などを行います。また、和音記号とコードネーム
なども学びます。ハーモニーと併行して履修することで、ハー
モニーの理解が深まり、それを実践的に応用できるようにしま
す。

1)前期の復習
2)三和音の第2転回形
3)属七の和音の転回形
4)通奏低音(数字付きバス)（1）
5)通奏低音(数字付きバス)（2）
6)通奏低音(数字付きバス)（3）
7)借用和音の転回形（1）
8)借用和音の転回形（2）
9)準固有和音
10)転調（1）
11)転調（2）
12)合奏と移調奏
13)自作曲の弾き歌い（1）
14)自作曲の弾き歌い（2）
15)まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で扱った内容は、必ず復習しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES214N

キーボード・ハーモニー入門Ⅱ

教員

◆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 2-31 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

毎回の授業の取り組み、課題の発表、定期試験を総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリントを配布する。

◆参考図書◆

授業内で指示する。

◆留意事項◆

前期での学習をさらに深める。前期で学んだⅠ、Ⅳ、Ⅴに加え、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵの和音、借用和音、転調を含む和声進行での伴奏付け、弾き歌い、
移調、即興演奏を行うことで、音楽表現の幅をさらに広げる。 また、実際の音楽授業を想定した模擬エクササイズを行い、さらなる実践力を身
につける。

◆授業内容・計画◆

1.	前期の復習
2.	Ⅵを含むカデンツと即興演奏
3.	Ⅵを含む伴奏付けと移調
4.	Ⅲを含むカデンツと即興演奏
5.	Ⅲを含む伴奏付けと移調
6.	Ⅱを含むカデンツと即興演奏
7.	Ⅱを含む伴奏付けと移調
8.	借用和音を含む和声進行での即興演奏
9.	借用和音を含む伴奏付けと移調
10.	転調を含む即興演奏
11.	転調を含む伴奏付けと移調
12.	リズムパターンによる即興演奏
13.	弾き歌いと変奏（１）導入
14.	弾き歌いと変奏（２）展開
15.	まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で学んだ課題は必ず反復練習しておくこと。
毎回の授業で出される課題をしっかり準備してくること。

◆成績評価の方法◆

CES216N

キーボード・ハーモニー応用Ⅱ

教育現場での実践方法を中心に学ぶ。 

中明　佳代

◆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 ０２

講義室 2-13 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1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◆

CES216N

キーボード・ハーモニー応用Ⅱ

通奏低音(ゲネラルバス)での実践方法を学ぶ

近藤　岳

◆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 2-03 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

五線紙ノートは必ず持参すること

平常の授業への取組みにより評価、授業内発表レベル

◆教科書（使用テキスト）◆

BGMのすべてアドリブメロディー付改訂新版ベスト356/小森谷清著／全音
作詞入門―阿久式ヒット・ソングの技法 (岩波現代文庫)

◆参考図書◆

1.イメージした通りに作曲する方法50 恋愛感情や日常の出来事をどんどん曲にしよう！ （CD付き）リットーミュージック　梅垣ルナ著

2.思いどおりに作曲ができる本 Q＆A方式で音楽制作の実践テクニックをピンポイント解説!(CD2枚付き) [単行本]リットーミュージック　河村ケン
著

◆留意事項◆

基本的なコード進行を学びメロディー作曲をする。
さらに弾き語りによるオリジナル楽曲に挑戦する。

◆授業内容・計画◆

１)「ドミナントモーション(Ⅴ₇→Ⅰ)を既成曲から探して模倣する」
２)「Ⅱ→Ⅴ₇モーションを既成曲から探して模倣する」
３)「Ⅴ₇→Ⅰ₇　Ⅱ→Ⅴ₇を各調で弾いてみる」
４)「４bentのベースラインを弾いてみる」
５)「４bentのベースラインとバッキングを弾いてみる」
６)「コード上のテンション各種を弾いてみる」
７)「ジャズスタンダード曲の伴奏のかたちを理解し弾く」
８)「ジャズスタンダード曲にカウンターラインを入れ弾いてみる」その１
９)「ジャズスタンダード曲にカウンターラインを入れ弾いてみる」その２
１０)「ジャズスタンダード既成曲のコードを用いてオリジナル曲を作って弾く」
１１)「メロディを歌いながら伴奏を弾く」その１
１２)「メロディを歌いながら伴奏を弾く」その２　～歌詞を付けてみる
１３)「自分のメロディにまとまりのある歌詞をつけて歌ってみよう」
１４)「１１)１２)１３)で作曲したオリジナル曲を伴奏を付けて弾いてみる」
１５)「授業内試験」（発表）

◆準備学習の内容◆

ポピュラー音楽のコード進行を学び、あらゆるメロディーにキーボードで伴奏をつける事、あるいはコード進行の上にメロディーを作って弾く、歌
う事。

◆成績評価の方法◆

CES216N

キーボード・ハーモニー応用Ⅱ

ソングライティングの実践方法を学ぶ。

丸山　和範

◆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 2-03 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

この授業は毎回の積み重ねが重要な授業です。一度でも欠席するとついていくのが困難です。
平素、欠席、遅刻など多い学生は十分、検討の上、履修して下さい。

出席、平常での授業の取り組みにより評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

適時、ハンドアウトを配布する。

◆参考図書◆

授業内で、参考音源を指示する。

◆留意事項◆

様々な音楽スタイルでの実践方法を身につける。

◆授業内容・計画◆

1.	副属七
2.	和音を利用した旋律型創作　復習と応用
3.	様々な様式における伴奏型
4.	様々な様式における低音旋律
5.	声部作法
6.	両手で奏する開離和音
7.	属九和音　準固有和音
8.	様々な様式における伴奏型
9.	反復する伴奏型　概説、鑑賞
10.	反復する伴奏型　分析と試奏
11.	反復する伴奏型　課題演習
12.	反復する伴奏型　合奏による演習（１）
13.	反復する伴奏型　合奏による演習（２）
14.	課題演奏と発表
15.	まとめ

◆準備学習の内容◆

各回の終了時に、担当者より指示された内容をしっかり予習、練習する。

◆成績評価の方法◆

CES216N

キーボード・ハーモニー応用Ⅱ

様々な音楽スタイルでの実践方法を学ぶ。 

栗山　和樹

◆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,2年 クラス ０１

講義室 1-120 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

レポート及び試験、平常の授業への取り組みなど総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

楽曲分析の基礎を学びます。
バロック、古典派の作品を中心に楽曲分析を行い、和声や楽曲全体の有機的な構造を理解することを目標とします。

◆授業内容・計画◆

まず、和声分析の基礎から始め、楽節や動機など基礎的事項をおさえ、短い歌曲作品によってリート形式を学んだのち、器楽・室内楽作品を
中心に変奏曲、ロンド形式、ソナタ形式、フーガなど基本的な形式について学びます。
歌曲においては、歌詩と音楽との関わり、修辞学的観点からも分析を行います。
授業は講義および演習方式で行われるため、各自の積極的な参加が求められます。

第１回　ガイダンス
第２回　楽式の基礎
第３回　和声分析の基礎（１）
第４回　和声分析の基礎（２）
第５回　歌曲（１）F. Schubert「野ばら」
第６回　歌曲（２）L. v. Beethoven「Ich liebe dich」
第７回　歌曲（３）W. A. Mozart「すみれ」
第８回　歌曲（４）フィギュールについて
第９回　変奏曲
第10回　ロンド形式とリトルネッロ形式
第11回　カノンとフーガ
第12回　ソナタ形式（１）
第13回　ソナタ形式（２）
第14回　ソナタ形式（３）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

事前に楽曲を指定し、各自予習するよう指示することがある。

◆成績評価の方法◆

CES217S

楽曲分析Ⅰ

上田　真樹

◆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,2年 クラス ０１

講義室 1-120 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

レポート及び試験、平常の授業への取り組みなど総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

楽曲分析の基礎を学びます。
バロック、古典派、ロマン派、近代の作品を中心に楽曲分析を行い、和声や楽曲全体の有機的な構造を理解することを目標とします。

◆授業内容・計画◆

楽曲分析Iで学んだことを活かして、より広い視野による分析を試みます。
連作歌曲や管弦楽曲、歌劇など、より大きな規模の作品について、時代様式や地域性も意識しながら、作品の有機的な構造について考えま
す。
また、ロマン派～近現代における、それまでの形式とは異なる作品の構造を学びます。
授業は講義および演習方式で行われるため、各自の積極的な参加が求められます。

第１回　F. F. Chopin「前奏曲Op.28-4」
第２回　J. Brahms「Intermezzo Op.118-2」
第３回　R. Schumann「詩人の恋」（１）
第４回　R. Schumann「詩人の恋」（２）
第５回　R. Schumann「詩人の恋」（３）
第６回　G. Faure「レクイエム」
第７回　近現代の音楽（１）
第８回　近現代の音楽（２）
第９回　歌劇 W. A. Mozart「魔笛」（１）
第10回　歌劇 W. A. Mozart「魔笛」（２）
第11回　歌劇 W. A. Mozart「魔笛」（３）
第12回　交響曲 J. Brahms「交響曲第４番」（１）
第13回　交響曲 J. Brahms「交響曲第４番」（２）
第14回　交響曲 J. Brahms「交響曲第４番」（３）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

事前に楽曲を指定し、各自予習するよう指示することがある。

◆成績評価の方法◆

CES218S

楽曲分析Ⅱ

上田　真樹

◆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 N-030 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

取り上げる作品は専攻実技で学んでいる作品に限らないので、より準備学習の時間が必要となる。

出席率を含む平常点で評価する。必ずしも取り上げた作品の完成度のみではなく、理解度が成績評価の重要な要素となる

◆教科書（使用テキスト）◆

取り上げる作品の楽譜

◆参考図書◆

特に指定しない

◆留意事項◆

基本的なソルフェージュで学習したことを、専攻に応用する訓練

◆授業内容・計画◆

ソルフェージュ学習で、読譜、リズム、聴覚形成の分野で学んだことを実際に専攻にどのように生かしていけばよいかを学ぶ。
１）各自の問題意識の抽出
２）勉強している作品を読譜からの検証１
３）勉強している作品を読譜からの検証２
４）勉強している作品をリズムから検証１
５）勉強している作品をリズムから検証２
６）勉強している作品の内的聴取の検証１
７）勉強している作品の内的聴取の検証２
８）新たな作品を読譜からの検証１
９）新たな作品を読譜からの検証２
１０）新たな作品をリズムから検証１
１１）新たな作品をリズムから検証２
１２）新たな作品の内的聴取の検証１
１３）新たな作品の内的聴取の検証２
１４）既習作品と新たな作品への理解度の検証１
１５）既習作品と新たな作品への理解度の検証２

◆準備学習の内容◆

前期については古典派までの作品を中心とする。自分が勉強した、あるいは勉強したい作品の楽譜を準備する。

◆成績評価の方法◆

SWS201N

選択ソルフェージュＤⅠ

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 N-030 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

特に近年、現代音楽の演奏についても理解があり、且つ、良い結果を出せる演奏家が求められているので、その様な演奏家を目指すという明
確な目的をもって学習にあたってもらいたい。

平常点で考えるが、実作品の演奏の完成度も問われる。履修者数によっては演奏会形式も考えられる。

◆教科書（使用テキスト）◆

実作品の楽譜、関連図書

◆参考図書◆

特に指定しない

◆留意事項◆

前期に学んだことを敷衍し、近現代作品の演奏方法をも研究する

◆授業内容・計画◆

後期は基本的に近現代作品を取り上げる。現代という語の定義は困難であるが、ロマン派以降の作品を中心に取り上げていきたい。
１）近代作品の読譜からの理解と実践１
２）近代作品の読譜からの理解と実践２
３）近代作品のリズムからの理解と実践１
４）近代作品のリズムからの理解と実践２
５）近代作品の内的聴取からの理解と実践１
６）近代作品の内的聴取からの理解と実践２
７）現代作品の読譜からの理解と実践１
８）現代作品の読譜からの理解と実践２
９）現代作品のリズムからの理解と実践１
１０）現代作品のリズムからの理解と実践２
１１）現代作品の内的聴取からの理解と実践１
１２）現代作品の内的聴取からの理解と実践２
１３）通年で学習した作品の総括１
１４）通年で学習した作品の総括２
１５）四作品を通じて、今後解決していかなければならない自己の問題点の抽出と解法の研究。

◆準備学習の内容◆

前期で取り上げた作品より、書法が複雑となってくると考えられるので、参考文献の収集

◆成績評価の方法◆

SWS202N

選択ソルフェージュＤⅡ

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 2年 クラス ０１

講義室 2-14 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

平常点（実習および提出物）

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。譜例、プリントを適宜配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ある音楽を特徴付ける要素のひとつとして、音列が挙げられる。この授業では、中世から現在に至るまでの長い歴史の中で、どのような旋法が
存在しどのような音楽が生まれたか、その変遷を調べ、西洋音楽の総合的な理解を得ることを目的とする。

◆授業内容・計画◆

一年で中世から２０世紀までの西洋音楽における旋法の変化を辿る。各時代の作品に触れ、様々な旋法を使った課題の実施や小品の作曲を
試みる。
進度は学生の理解度に応じて調整する。

１．中世の音楽①音律
２．中世の音楽②グレゴリア聖歌
３．中世の音楽③ノートルダム楽派
４．中世の音楽④アルス・アンティカ
３．中世の音楽⑤アルス・ノヴァ
４．ルネサンスの音楽①フランドル楽派前期
５．ルネサンスの音楽②フランドル楽派後期
６．ルネサンスの音楽③様々な楽派
７．バロックの音楽①：モンテヴェルディ他
８．バロックの音楽：②機能和声と対位法
９．古典派の音楽①前期
１０．古典派の音楽②後期
１１．ロマン派の音楽①前期
１２．ロマン派の音楽②後期
１３．旋法を使った作品の創作
１４．発表
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

普段なじみの薄い時代の音楽に触れるため、授業の回だけでなく、繰り返し作品を聴き、分析するよう勧める。

◆成績評価の方法◆

CES221N

旋法和声Ⅰ

吉田　真梨

◆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 2-14 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

平常点（実習および提出物）

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。譜例、プリントを適宜配布する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ある音楽を特徴付ける要素のひとつとして、音列が挙げられる。この授業では、中世から現在に至るまでの長い歴史の中で、どのような旋法が
存在しどのような音楽が生まれたか、その変遷を調べ、西洋音楽の総合的な理解を得ることを目的とする。

◆授業内容・計画◆

一年で中世から２０世紀までの西洋音楽における旋法の変化を辿る。各時代の作品に触れ、様々な旋法を使った課題の実施や小品の作曲を
試みる。
進度は学生の理解度に応じて調整する。

１．フランス近代の音楽①フォーレ：歌曲１
２．フランス近代の音楽②フォーレ：歌曲２
３．フランス近代の音楽③フォーレ：歌曲３
４．フランス近代の音楽④ドビュッシー：歌曲１
５．フランス近代の音楽⑤ドビュッシー：歌曲２
６．フランス近代の音楽⑥ラヴェル：室内楽
７．フランス近代の音楽⑦ラヴェル：管弦楽
８．フランス近代の音楽⑧サティ
１０．東欧の音楽①バルトーク
１１．アメリカの音楽②バーンスタイン
１２．現代の音楽：メシアン他
１３．旋法を使った作品の創作
１４．発表
１５．まとめ

◆準備学習の内容◆

普段なじみの薄い時代の音楽に触れるため、授業の回だけでなく、繰り返し作品を聴き、分析するよう勧める。

◆成績評価の方法◆

CES222N

旋法和声Ⅱ

吉田　真梨

◆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 6-110 開講学期 前期

曜日・時限 時間外 単位数 2単位

備考

次年度、コンピュータ音楽概論D「コンピュータ音楽の歴史」を履修することが望ましい。
コンピュータ音楽コース修了を目指す学生は、本年度、必ず履修しておくこと。(2016年度の本講義開講は未定)

レポート: 80%、平常の授業への取組み:20%
(注：表記のパーセンテージは概ねの評価の割合を示す）

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

Electronic and Computer Music [Manning, Peter, Oxford University Press]
日本の電子音楽　続　インタビュー編　[川崎弘二・松井茂編、engine books、2013]

◆留意事項◆

[電子音楽の歴史] 近年、第二次世界大戦後の芸術音楽運動で重要な役割を果たした「アナログ電子音楽」の世界と、1990年以降、一般社会
でも急速に普及したデジタルの世界「コンピュータ音楽」を混同して語る機会が増えているようである。本講義では、「アナログ電子音楽」の歴史
に焦点をあて、音楽とテクノロジーの発展の行程を、主に作品視聴を通して考察する。一世紀前に産声をあげ、半世紀前、前衛音楽／実験音
楽が注目されるなかで育ち、そして我々の生活には欠かせない存在となっていく「電子音環境」、「テクノロジーを応用した音楽」の発展の歴史
をひもとく。  なお、本講義の最終章では、「コンピュータ音楽の歴史」に関しても概要を紹介することにする。

◆授業内容・計画◆

このクラスでは、概ね1980年までの電子音楽に関する以下のサブジェクトをとりあげる。
授業予定:
Day-1:
（１）音楽とテクノロジーの歴史的結びつき
（２）第2次世界大戦前の電気楽器
（３）20世紀前半における作曲家の音色拡張の試み
（4）ミュージック・コンクレート
Day-2:
（５）シュトックハウゼンの電子音楽
（６）電子音楽の進展
（７）テープと楽器のための電子音楽
（８）ライブ電子音楽
Day-3:
（９）アナログ・シンセサイザー
（１０）シンセサイザーとポピュラー音楽

注：本年度は「コンピュータ音楽の歴史」に関する講義が開講されないため、以下のサブジェクトも紹介する。
（１1）コンピュータ音楽の世界（イントロダクション）

◆準備学習の内容◆

ドイツ、フランスの音楽を中心に、20世紀前半から20世紀中頃までのクラシック音楽（現代音楽）に耳をならしておくこと。

◆成績評価の方法◆

CML201T

コンピュータ音楽概論Ｃ

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 N-135 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

学習意欲（公開演奏への参加、講義におけるディスカッションなど）と到達度に応じ評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「原典版で弾きたい！モーツァルトのピアノ・ソナタ」
　（アルテスパブリッシング）

「モーツァルトとヴァルター・ピアノ」久元祐子（学研パブリッシング）

◆参考図書◆

「クラヴィー教本」テュルク（春秋社）

◆留意事項◆

作曲家の意図をどのように演奏に反映させるかという観点からの演奏論を試みる。作品としては、モーツァルトを中心に学ぶ。楽器の特性と作
品への反映、美学と演奏観、音楽形式、テンポ感や装飾法など、作曲家の演奏法、作曲家の心象風景を考察する。より芸術的に深みのある演
奏を追求する。

◆授業内容・計画◆

第1回　モーツァルトの生涯
第2回　モーツァルトのさまざまな楽譜
　　　　～楽譜の選択と使い方～
第3回　旋律の魅力
第4回　形式と演奏法
第5回　デュナーミク
第6回　アーティキュレーション
第7回　モーツァルト時代の鍵盤楽器
　　　　～楽器の急速な変化と作品への反映～
第8回　モーツァルト・フリューゲルを用いた演奏
第9回　装飾法
第10回　即興の楽しみ
第11回　「モーツァルトのテンポ」を求めて
第12回　円熟期のソナタ K333
第13回　晩年のモーツァルト
第14回　公開演奏
第15回　総括

◆準備学習の内容◆

予習としては、次回に取り上げる作品を告知するので、その作品を自分で演奏し、文献で当たっておくこと。

◆成績評価の方法◆

演奏論Ａ

久元　祐子

◆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 3-302 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 0単位

備考

レポート

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

『ベートーヴェン研究』児島新著（春秋社、1985）
『西洋音楽演奏史論序説』渡辺裕著（春秋社、2001）
『チェンバロ・フォルテピアノ』渡邊順生著（東京書籍、2000）
『音楽と演奏』ブルーノ・ワルター著（白水社、1973）
『音と言葉』フルトヴェングラー著（白水社、1996）
『フルトヴェングラーの手記』（白水社、1998）
『大ピアニストは語る』原田光子訳編（東京創元社、1969）
『名曲決定盤』あらえびす著（中公文庫、1981）

◆留意事項◆

20世紀の演奏史を踏まえながら、過去の音楽作品の今日的な器楽演奏のあり方について考察する。考察の中心はベートーヴェン作品の演奏
に置き、必  要に応じてバッハ、シューベルト、ショパン、その他の作曲家の作品の演奏についても考察する。  この授業を通じて、作品研究、
作曲家研究から演奏者自身の視点や感覚の吟味など、演奏に通じるあらゆるプロセスで、歴史的な視点・考え方の重要性  を理解し、自らの
演奏に活かすように努める。

◆授業内容・計画◆

第1回:20世紀における演奏史の概観と歴史認識の問題
第2回:新即物主義(ノイエ・ザッハリヒカイト)と楽譜至上主義。「ロマン主義」的、新即物主義的および歴史主義的演奏スタイルの特色
第3回:ベートーヴェン演奏に於ける種々の問題
第4回:楽譜の問題と作曲者の意図
第5回:楽器編成の問題=特に金管楽器に関する問題を中心に(ベートーヴェンの第5及び第9交響曲等)
第6回:「古楽」復興の歴史(1)
第7回:「古楽」復興の歴史(2)
第8回:パフォーマンス・プラクティス(演奏慣習)の問題(1)
第9回:パフォーマンス・プラクティス(演奏慣習)の問題(2)
第10回:楽譜の読み替えの問題(付点リズムの問題を中心に)(1)
第11回:楽譜の読み替えの問題(付点リズムの問題を中心に)(2)
第12回:再び、20世紀前半の演奏について。テンポ・ルバートとテンポの変化
第13回:「歌う」こと(sing)と「喋る」こと(speak)(1)
第14回:「歌う」こと(sing)と「喋る」こと(speak)(2)
第15回:結び

◆準備学習の内容◆

ベートーヴェンの交響曲や室内楽曲、ショパンのピアノ曲などの演奏を、今日の演奏と過去の演奏（特に第二次世界大戦前の演奏、また戦後
～1960年頃までの演奏）とを比較し、演奏スタイルの変化などについて考えておくこと。また、出来るだけ古楽の演奏に接し、パフォーマンス・プ
ラクティスの問題について、予め考えておくことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

演奏論Ｂ

渡邊　順生

◆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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

1960年代初めにロシアに留学したヴァイオリニストの前橋汀子は、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲のレッスンで、担当の先生にこう尋ね
られたそうです――「チャイコフスキーのオペラは見ましたか」と。「『エフゲニー・オネーギン』や『スペードの女王』を見ないと、彼のコンチェルト
は弾けない」と注意された前橋は、チャイコフスキーのオペラやバレエを鑑賞し、原作者プーシキンの戯曲を読み、詩を暗唱し、エルミタージュ美
術館にも通って素養を深めました（『朝日新聞』2014年3月26日付の回想）。この授業でも、純粋な様式分析だけではなく、ロシアの文学・文化を
紹介しますので、皆さんも積極的にそれらを学んでください。楽譜もじっくり読むべきですが、それだけでは得られない想像力も今のうちに身につ
けておきましょう。
※実習等でやむをえず欠席をする人は必ず事前に届け出てください。また、ハンドアウトは原則としてその日の授業でしか配りません。休み場合
は友達に頼んで預かってもらってください（連絡を取り合うことのできる友だちを早めに作っておきましょう）。

あらかじめ設問を提示し、授業内試験または期末レポートを課します。ときどきの課題提出や小テストによる平常点も加味して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

宮澤淳一『チャイコフスキー＿＿運命と憧れのはざまで』（東洋書店、2006年）。
その他、ハンドアウトを適宜配ります。

◆参考図書◆

ウィンジェル『改訂新版　音楽の文章術―論文・レポートの書き方から文献表記法まで』宮澤淳一、小倉眞理訳（春秋社2014年）。
池辺晋一郎『チャイコフスキーの音符たち』（音楽之友社、2014年）。
伊藤恵子『チャイコフスキー』（音楽之友社、2005年）。
マース『ロシア音楽史――《カマーリンスカヤ》から《バービィ・ヤール》まで』森田稔、梅津紀雄、田中朱美訳（春秋社、2006年）。

◆留意事項◆

19世紀ロシアを代表する作曲ピョートル・チャイコフスキー（1840-1893）の主要作品を研究します。音楽史や伝記的事実を参照し、また文学・文
化的背景をも意識しつつ、さまざまなジャンルの作品に触れることで、この作曲家の創意、個性、魅力の本質を考えます。関連する他の作曲家
の作品にも配慮しつつ、録音・映像も多く紹介します。音楽の実感を得てください。作曲家と作品を総合的に把握する能力の育成を最終的な目
標とします。

◆授業内容・計画◆

第１回　チャイコフスキーとロシア音楽史（オリエンテーション）
第２回　幻想序曲《ロメオとジュリエット》
第３回　ピアノ協奏曲第１番変ロ短調作品23
第４回　歌曲
第５回　バレエ音楽《白鳥の湖》
第６回　ロシア文学とオペラ
第７回　歌劇《エフゲニー・オネーギン》作品24
　　　　　　交響曲第４番へ短調作品36
第８回　《四季》作品37 bis
第９回　ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品35
第10回　ピアノ三重奏曲イ短調作品50「偉大な芸術家の思い出に」
第11回　歌劇《スペードの女王》作品68
第12回　歌曲（その２）と宗教曲
第13回　バレエ《くるみ割り人形》作品71
第14回　交響曲第６番ロ短調作品74「悲愴」
第15回　チャイコフスキーと現代（まとめ）

◆準備学習の内容◆

毎回の予習を欠かさずに。指定された試聴曲をあらかじめ聴いておくこと（図書館のＣＤやオンライン・ライブラリーを活用しましょう。指定された
文献を読んで、わからないことは自発的に調べておきましょう。「（インターネットで）調べましたが、見つかりませんでした」ではなく、図書館に
行って、事典類や個別の本を参照してください（手元で済ませるのではなく、「足で稼ぐ」ことの大切さを学んでほしい）。

◆成績評価の方法◆

作品研究Ａ

宮澤　淳一

◆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 3-212 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 0単位

備考

・期末レポート。
・レポートの内容の詳細については、講義中に指示する。
・レポートの提出については、教務課が指定する期日と方法にしたがうこと。

◆教科書（使用テキスト）◆

エディションの種類は問わないので、各自で必ずスコアを持参すること。

◆参考図書◆

適宜指示する。

◆留意事項◆

ベートーヴェンの交響曲第３番「英雄」の楽曲構成、およびこの作品が成立した背景を理解する。

◆授業内容・計画◆

ベートーヴェンの交響曲第３番「英雄」について、学期の前半には分析を通じて楽曲構造についての理解を深める。学期後半では、ベートー
ヴェン自身の他の作品との関わり、また作曲された時代背景との関わりについて知識を身につけ、より多面的に楽曲を解釈できるようにする。

○各回の概要（予定）
第１回　導入：基本資料、成立史
第２回　第１楽章分析（１）
第３回　第１楽章分析（２）
第４回　第２楽章分析
第５回　第３楽章分析
第６回　第４楽章分析（１）
第７回　第４楽章分析（２）
第８回　楽曲分析のまとめ
第９回　バレエ音楽《プロメテウスの創造物》
第10回　《プロメテウスの創造物》と交響曲第３番
第11回　ベートーヴェンの他の作品との関わり
第12回　ナポレオンへの献呈を巡って
第13回　ベートーヴェンの創作の中での位置づけ
第14回　受容史概観
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

講義中には同じ楽曲を何度も繰り返し聴く時間的な余裕が確保できないので、講義で扱われる楽曲に関しては、事前に充分に聴いておくこと。
とりわけベートーヴェンの交響曲第３番「英雄」については、視覚面（楽譜）と聴覚面（演奏）の双方からできるだけ親しむようにすること（分析の
講義の前には、楽譜を細部まで検討してから臨むこと）。異なる演奏にもできるだけ触れるようにするのが望ましい。交響曲第３番以外について
は、それを扱う前の回までには楽曲を指定するようにする。

◆成績評価の方法◆

作品研究Ｃ

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 3-302 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 0単位

備考

レポート及び平常点（出席含）

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

アーノルド著「モンテヴェルディ」（みすず書房）
山西龍郎著「オルフェオ」（ありな書房、オペラのイコロジー２）
「モンテヴェルディ オルフェオ；グルック オルフェオとエウリディーチェ」 (音楽之友社、名作オペラブックス)
アーノンクール著「音楽は対話である」（アカデミア・ミュージック）
レコード及びＣＤ解説等

◆留意事項◆

17世紀初頭、「オペラの誕生」は、音楽の表現領域や表現力を飛躍的に拡大したのみならず、それまでの「音楽」の概念を根底から覆してし
まった。この授業では、オペラの根幹とも言うべき音楽と言葉の密接な関係を中心に、オペラによってもたらされた諸々の表現方法について考
察し、検証する。

◆授業内容・計画◆

この授業では、史上初めての傑作オペラと言われるモンテヴェルディのオペラ《オルフェオ》を中心に据え、「オペラ」を可能にした新しい表現手
法～モンテヴェルディの所謂「第二の作法」（Seconda Prattica）、レチタール・カンタンドと通奏低音、描写的手法等々～ついて考察する。《オル
フェオ》の姉妹作品である教会音楽《聖母マリアの夕べの祈り》、モンテヴェルディの最晩年のオペラ《ポッペアの戴冠》等にも、必要に応じて言
及する。
第１回：時代背景～マニエリスムからバロックへ～
第２回：フィレンツェの「カメラータ」とオペラの発明
第３回：モンテヴェルディの生涯と作品における《オルフェオ》の位置付け
第４回：レチタール・カンタンドと通奏低音
第５回：モンテヴェルディの「第二の作法 Seconda Prattica」
第６回：モンテヴェルディ《オルフェオ》－第１幕の音楽（その１）
第７回：－第１幕の音楽（その２）
第８回：－第２幕の音楽（その１）
第９回：－第２幕の音楽（その２）
第１０回：－第３幕の音楽
第１１回：－第４幕の音楽
第１２回：－第５幕の音楽
第１３回：《聖母マリアの夕べの祈り》におけるオペラ的手法
第１４回：《ポッペアの戴冠》の音楽（１）
第１５回：《ポッペアの戴冠》の音楽（２）

◆準備学習の内容◆

モンテヴェルディの《オルフェオ》の録音・録画等により、前もって作品のイメージをつかんでおくこと。楽譜も見ておくことが望ましい。また、《聖
母マリアの夕べの祈り》を聴いて、《オルフェオ》との共通性について考えておくこと。《ポッペアの戴冠》についても、《オルフェオ》同様、あらかじ
め作品のイメージをつかんでおくことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

作品研究Ｅ

渡邊　順生

◆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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

出席が2/3に満たない場合は学年末試験の受験資格は与えられない。

期末試験の成績に、リアクションペーパーや授業態度などを加味して総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。

◆参考図書◆

授業内で指示する。そのうち、図書館の参考図書室に並んでいるものについては各自でそのつど手に取る習慣をつけてほしい。

◆留意事項◆

 各時代の音楽をささえた思考をおおづかみに把握できること、さらに、それぞれの時代の思考を、じっさいの音楽の響きとともに比べることがで
きること。この2点が達成されれば音楽美学史はとたんに見通しがよくなる。そのための土台を提供するのが、この授業の大きな目標である。

◆授業内容・計画◆

　毎回の講義では、古代から近世までの代表的な人物に焦点をしぼり、その思想を紹介する作業がおよそ半分を占める。残りの半分はそれを
ふまえ、それぞれの時代の音楽（あるいは当該の思想に関連する音楽）を丁寧に見ることで、美学思想史の理解をいっそう深める作業にあてら
れる。
　なお、近代については後期の「音楽美学概論B」で扱うので、通年での受講がのぞましい。

１）【導入】美学の視座――天使たちをめぐって
２）神々のいとなみ、そのなかでの音楽
３) 国家に芸術はいらない？――プラトンの芸術論
４）国家に芸術家のいる意味――プラトン批判と美学の誕生
５）祈りと感動――アウグスティヌスと中世のミサ
６）「ゴシック」とはなにか――中世の歴史と美学をさぐる
７）思弁から民衆の実践へ――ボエティウス、グロケイオ
８）J. ペーリと感情の模倣――モノディとはなにか
９）オルフェオと「人間の時間」の誕生
10）【間奏】神と人間をつなぐもの――ゲーテの天使と歌曲
11）情念はコントロールできる？――デカルトとバロック音楽
12）ライプニッツと「なんだかわからないもの」
13）「あるべくしてあるもの」――最善説と古典主義の音楽美学
14）筆記試験とまとめ
15）評価とまとめ

◆準備学習の内容◆

図書館を利用して、授業で言及・引用された文献を自分の手でひもとき、じっくり主体的に考え直していく習慣を身につけてほしい。

◆成績評価の方法◆

CEL229S

音楽美学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 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

出席が2/3に満たない場合は学年末試験の受験資格は与えられない。

学年末試験の成績に、出席状況と毎回の授業での積極性などを加味して総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使用しない。

◆参考図書◆

授業内で指示する。そのうち、図書館の参考図書室に並んでいるものについては各自でそのつど手に取る習慣をつけてほしい。

◆留意事項◆

各時代の音楽をささえた思考をおおづかみに把握できること、さらに、それぞれの時代の思考を、じっさいの音楽の響きとともに比べることがで
きること。この2点が達成されれば音楽美学史はとたんに見通しがよくなる。そのための土台を提供するのが、この授業の大きな目標である。

◆授業内容・計画◆

　毎回の講義では、代表的な作曲家／思想家をとりあげ、その思想を紹介する作業がおよそ半分を占める。残りの半分はそれをふまえ、それ
ぞれの時代の音楽（あるいは当該の思想に関連する音楽）を丁寧に見ることで、美学思想史の理解をいっそう深める作業にあてられる。
  近代に焦点を絞った後期の授業では、各時代で紹介する思想内容とじっさいの音楽を、いっそう深く関連させながら話を進めていく。
  なお、前期の講義内容を踏まえていたほうが理解に役立つため、可能であれば「音楽美学概論A」とともに通年で受講することがのぞましい
が、前期の講義内容にかんしてはそのつど必要な補足を行う。

１）音楽美学は何をどのように考察する学問か？
２）「予定調和」としての音楽――J.S. バッハと近代の敷居
３）「共感」という新しい理念――C.P.E. バッハ
４）「想像力」による創造――詩と絵画を横断しながら
５）躍動する動機――近代作曲家としてのハイドン
６）「動機（Motiv）」とは何だろう？――概念史からせまる
７）動機＝衝動を正しく育むこと――ヘルダー、マルクス、ベートーヴェン
８）形式と素材――「シェンカー風分析」をめぐって
９）ロマン主義と噴出する衝動――シューベルト
10）ことばにならないもの――ロマン主義の美学とその時代背景
11）近代の時間意識――F. リストほか
12）絶対音楽と標題音楽――形式の肥大化と「ライトモティーフ」の誕生
13）神の嫉妬と新しき人間の世界――ワーグナーと「革命」思想
14）筆記試験とまとめ
15) 評価とまとめ

◆準備学習の内容◆

図書館を利用して、当該の思想の原典や参考図書を1冊でも多くひもとき、授業をふまえて自分の言葉であらためえ整理し直す習慣が、関心
のさらなる向上を助けてくれるはずである。

◆成績評価の方法◆

CEL230S

音楽美学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 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 2単位

備考

授業後の質問・意見を歓迎します。

授業内課題30％、学期末レポート70％

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

イーゴリ・ストラヴィンスキー『音楽の詩学（転換期を読む）』笠羽映子訳、未来社、2012年。
岡田暁生『西洋音楽史（クラシックの黄昏）』、中公新書、2005年。

◆留意事項◆

音楽の様々な機能を知りつつ、時代的・社会的背景を視野にいれた解釈の仕方を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

人は音楽に何を期待して曲を作り、聴いてきたか。この授業では、西洋音楽史に残る数々の音楽作品を、その目的（＝音楽に与えられた役割）
から考察する。とりあげる音楽作品は、必ずしもそれだけが目的の音楽でないこともあるが、多くはそれが主眼となっている作品である。音楽に
期待されたそれらの機能は、作曲された当時の思想的・社会的背景と関連付けられる。それらを詳細に確認していくことで、音楽の多面的なあ
り方を学ぶ。それは結果的に、音楽のいろいろな楽しみ方を知ることにつながるはずである。

 1. 気持ちを代弁する　①愛
 2. 気持ちを代弁する　②悲しみ
 3. 言葉に奉仕する
 4. 敬虔な気持ちにさせる
 5. 踊らせる
 6. 超絶技巧を楽しむ
 7. 模倣を楽しむ　①生物
 8. 模倣を楽しむ　②非生物
 9. 形式を楽しむ
10. 仲間意識を持たせる
11. 偶然を楽しむ
12. 物語の場景を想像させる
13. 特定の雰囲気を醸し出す
14. 敬意を表明する
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

授業ではほとんどの作品を抜粋の形でしか聴くことができないので、毎回、各自で改めて聞き直してみること。

◆成績評価の方法◆

CEL231S

音楽美学Ｃ

瀬尾　文子

◆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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

受講人数によりますが、楽器学資料館の見学を実施する予定です。

期末レポート、授業内試験、各種ワークシート提出などにより総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『楽器概論』郡司すみ著、エイデル研究所

◆参考図書◆

配付資料等で随時紹介します。

◆留意事項◆

１．音楽を学ぶ上で常に身近にあり、欠くことのできないパートナーである楽器について基礎的知識を得ることを目標とします。 ２．楽器学的視
点に基づいて総合的かつ俯瞰的に楽器を知ることを主眼として、世界中のあらゆる種類の楽器のなかから多くの事例を知ることができます。
３．個々の楽器の特性への理解を深めるための前提を確認し、見知らぬ楽器に対しても親しみや興味を持てるような土台が自身のなかに作ら
れます。 ４．今後の演奏や音楽表現、創作などの活動に役立つことになるような基本的知識と各種情報を得ることができます。

◆授業内容・計画◆

以下の内容を予定しています。

 1 導入、授業について
 2 楽器の定義：楽器らしからぬものをどうするか
 3 楽器の基本：音について
 4 楽器の音を見る（体験）
 5 楽器の機能構成
 6 楽器を整理する：体系
 7 楽器を整理する：分類
 8 楽器分類各論：体鳴楽器・膜鳴楽器
 9 楽器分類各論：弦鳴楽器・気鳴楽器
10 楽器の音(1)：音色
11 楽器の音(2)：音高
12 楽器の音(3)：電気と楽器
13 奏者と楽器
14 楽器と場
15 まとめと評価

上記数字はあくまでも予定です。見学などを組み込む場合もあるので、日程とはならない可能性があります。

実物の楽器を目の前にした場合の、知識にとどまらない楽器の分析力を身につけることもめざしますので、随時ワークシートを利用します。ま
た映像、録音などを使用して事例を確認します。

可能な限り、実物の楽器を見聞し慣れ親しむ機会も作る予定です。

◆準備学習の内容◆

次回授業のテーマやキーワードを提示しますので、予習として辞典や教科書、参考図書を活用してください。
また復習の一環として、随時配付するワークシート等において、学習内容の確認を行います。

◆成績評価の方法◆

CEL234U

楽器学概説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 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

楽器学の基礎的知識を習得していることを前提として授業を進めるので、楽器学概説Ａを受講後に履修することをおすすめします。受講人数に
よりますが、楽器学資料館の見学を実施する予定です。

期末レポート、授業内試験、各種ワークシートの提出などにより総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント資料を随時配付します。

◆参考図書◆

文献は授業時間中に随時紹介します。

◆留意事項◆

この授業では、音楽表現の手段としてよく知っている楽器について基礎的知識を得ることを目標とします。従って、対象とする楽器は主にオー
ケストラや吹奏楽の楽器とクラシック音楽で使用されるその他の楽器です。

これらの楽器に関する資料や情報は非常に多いのですが、楽器の基本的な理解に関する言及はあまりありません。楽器学的視点に基づいて
総合的かつ俯瞰的にこれらの楽器を知ることが、個々の楽器の特性への理解を深めることになります。

個々の楽器の演奏テクニックとは異なる情報を身につけることにより、今後の演奏や音楽表現、創作などの活動に役立つことになるよう期待し
ます。

◆授業内容・計画◆

以下の内容を予定しています。

 1  西洋音楽と楽器
 2  楽器の基礎：用語と参考資料
 3  オーケストラと楽器
 4  各論：弦楽器１；ヴァイオリンの仲間
 5  各論：弦楽器２；ハープ
 6  各論：管楽器の原則
 7  各論：木管楽器１；フルートの仲間
 8  各論：木管楽器２；オーボエ・クラリネットの仲間
 9  各論：金管楽器１；トランペット・トロンボーン
10  各論：金管楽器２；ホルン・テューバほか
11  各論：打楽器１；太鼓
12  各論：打楽器２；太鼓以外の打楽器
13  使われなくなった楽器
14  未来に向けて
15  まとめと評価

　
上記数字はあくまでも予定です。見学などを随時組み込む場合もあるので、日程とはならない可能性があります。

楽器の種類の特性、個々の楽器、歴史、作品との関連、音の特徴などを概観し、西洋音楽で使われる楽器について、知識にとどまらない楽器
の分析力を身につけることをめざします。したがって、随時ワークシートを利用します。

◆準備学習の内容◆

次回授業のテーマやキーワードを提示しますので、辞典や参考図書を活用して予習してください。

復習として、随時配付するワークシートにより学習した内容の確認を行います。

◆成績評価の方法◆

CEL235U

楽器学概説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 1-209 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

受講人数によりますが、楽器学資料館の見学を実施する予定です。

期末レポート、授業内試験、各種ワークシートの提出などにより総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント資料を随時配付します。

◆参考図書◆

文献は授業時間中に紹介します。

◆留意事項◆

この授業では、20世紀から21世紀にかけての急速な社会の変化の中で、世界各地の楽器がどのように現在の私たちの目に映っているかを学
びます。
情報共有化とグローバル化という視点からは見えないかもしれない各国各地域の楽器の特徴を通して、楽器の世界の奥深さと人々の音に対
するこだわりを知ることが目標ですが、事例を通して、楽器に関する問題意識を感じる力を養うことも期待します。

◆授業内容・計画◆

以下の内容を予定しています。

 1  世界の動きと楽器
 2  現在の状況について－２０世紀から２１世紀へ－
 3  日本の楽器
 4  世界の楽器各論：アジア１；東アジア
 5  世界の楽器各論：アジア２；東南アジア
 6  世界の楽器各論：アジア３；南アジア
 7  世界の楽器各論：アジア４；西アジア
 8  世界の楽器各論：アフリカ１；北アフリカ
 9  世界の楽器各論：アフリカ２；サハラ以南
10  世界の楽器各論：ヨーロッパ
11  世界の楽器各論：南北アメリカ、太平洋諸島
12  楽器は国境を越える
13  楽器余話
14  楽器の未来への展望
15  まとめと評価

上記数字はあくまでも予定です。見学などを随時組み込む場合もあるので、日程とはならない可能性があります。

日本の楽器のこだわりの世界をまず確認し、続いて世界各地の代表的な楽器やユニークな楽器などを紹介します。聞き慣れない音でしかない
と思いがちな楽器の例もあると思いますが、それぞれの楽器の特徴や人々の思い入れを通して、人間と楽器のさまざまなつきあい方を考え、
認識する機会にしたいと思います。

◆準備学習の内容◆

次回授業のテーマやキーワードを提示しますので、辞典や参考図書を活用して予習してください。

復習として、随時配付するワークシート等により学習した内容の確認を行います。

◆成績評価の方法◆

CEL236U

楽器学概説Ｃ

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 1-209 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

受講人数によりますが、楽器学資料館の見学を実施する予定です。

期末レポート、授業内試験、各種ワークシート提出などにより総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント資料を随時配付します。

◆参考図書◆

文献は授業時間中に紹介します。

◆留意事項◆

この授業では過去に人々がどのような楽器を使って音楽活動を行い、現在私たちが使っている楽器とどのような結びつきがあるのかということ
に主眼を置いて学びます。

遠い過去の無関係な事例が私たちとつながっているかもしれないということもあながちあり得ないことではありませんので、紹介する楽器を身
近な存在として認識し、楽器の将来を展望するように期待します。

◆授業内容・計画◆

対象とするのは全世界の過去の楽器です。
歴史として知識の獲得をすることも大切ですが、人間が古代から音楽活動に使ってきたさまざまな楽器について考察するための基礎的分析力
を得ることもめざします。したがって視聴覚資料やワークシートを利用します。

以下の内容を予定しています。

 1　楽器の存在意義を考える
 2　楽器の基礎知識
 3　過去の世界の楽器：古代世界（1）ギリシア・ローマ
 4　過去の世界の楽器：古代世界（2）メソポタミア・エジプト
 5　過去の世界の楽器：古代世界（3）中国
 6　過去の世界の楽器：古代世界（4）日本・朝鮮半島
 7　過去の世界の楽器：古代世界（5）中南米
 8　楽器の歴史（1）ヨーロッパ中世・ルネッサンス
 9　楽器の歴史（2）バロック
10　楽器の歴史（3）バロック以降
11　失われた音を求めて：楽器の復元
12　失われた音を求めて：楽器の伝播
13　失われた音を求めて：楽器の改良と未来
14　見学
15　まとめと評価

上記数字はあくまでも予定です。見学などを随時組み込む場合もあるので、日程とはならない可能性があります。

◆準備学習の内容◆

次回授業のテーマやキーワードを提示しますので、辞典や参考図書を活用して予習してください。

復習として、随時配付するワークシート等により学習した内容の確認を行います。

◆成績評価の方法◆

CEL237U

楽器学概説Ｄ

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,2年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなど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◆

｢ダルクローズのリトミック｣　エリザベス・バンドゥレスパー著　　石丸由理訳　　（ドレミ出版社）
｢体を楽器にした表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック77選｣　神原雅之編著　（明治図書）
「窓際のトットちゃん」黒柳徹子　（講談社文庫）
｢トットちゃんの先生　小林宗作抄伝」佐野和彦（話の特集）
｢リズム・インサイド｣　神原雅之編著
「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランクマルタン（全音楽譜出版社）
「リトミック研究の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）
「リトミック実践の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）

◆留意事項◆

リトミックは20世紀初、スイスの音楽教育家エミール・ジャック＝ダルクローズが創案した｢音（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）を関連づけた総合的
な音楽教育｣である。
音楽に敏感に反応し表現できる「身体」と「内的聴覚」そして「感性」を育てる。音楽の諸要素を身体の動き、空間と関連付け、楽譜を「感じて」演
奏できる音楽能力を伸ばす。
また、グループワークをとおして、表現力、創造力、アンサンブル能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ダルクローズリトミックについて
第2回　五感をつかう・聴覚とは？
　　　　　自分のまわりの空間を意識する。サウンドスケープ
第3回　呼吸　身体の緊張と脱力
第4回　時間と空間とエネルギーの関係
第5回　声と動き　音と動き
第6回　即興表現（１）　声
第7回　即興表現（２）　打楽器
第8回　音楽の諸要素と身体活動（拍）
第9回　音楽の諸要素と身体活動（テンポ・ダイナミクス）
第10回　音楽の諸要素と身体活動（アナクルーシス）
第11回　音楽の諸要素と身体活動（拍子）
第12回　音楽の諸要素と身体活動（フレーズ）
第13回　音楽の諸要素と身体活動（旋律）
第14回　音楽諸要素と身体活動　（和声）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で得た「気づき」を自分の専攻分野、他の学科授業、術科授業とリンクさせ、応用していく姿勢を望む。

◆成績評価の方法◆

CES239S

リトミックⅠ

井上　恵理

◆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,2年 クラス ０２

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなど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◆

｢ダルクローズのリトミック｣　エリザベス・バンドゥレスパー著　　石丸由理訳　　（ドレミ出版社）
｢体を楽器にした表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック77選｣　神原雅之編著　（明治図書）
「窓際のトットちゃん」黒柳徹子　（講談社文庫）
｢トットちゃんの先生　小林宗作抄伝」佐野和彦（話の特集）
｢リズム・インサイド｣　神原雅之編著
「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランクマルタン（全音楽譜出版社）
「リトミック研究の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）
「リトミック実践の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）

◆留意事項◆

リトミックは20世紀初、スイスの音楽教育家エミール・ジャック＝ダルクローズが創案した｢音（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）を関連づけた総合的
な音楽教育｣である。
音楽に敏感に反応し表現できる「身体」と「内的聴覚」そして「感性」を育てる。音楽の諸要素を身体の動き、空間と関連付け、楽譜を「感じて」演
奏できる音楽能力を伸ばす。
また、グループワークをとおして、表現力、創造力、アンサンブル能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ダルクローズリトミックについて
第2回　五感をつかう・聴覚とは？
　　　　　自分のまわりの空間を意識する。サウンドスケープ
第3回　呼吸　身体の緊張と脱力
第4回　時間と空間とエネルギーの関係
第5回　声と動き　音と動き
第6回　即興表現（１）　声
第7回　即興表現（２）　打楽器
第8回　音楽の諸要素と身体活動（拍）
第9回　音楽の諸要素と身体活動（テンポ・ダイナミクス）
第10回　音楽の諸要素と身体活動（アナクルーシス）
第11回　音楽の諸要素と身体活動（拍子）
第12回　音楽の諸要素と身体活動（フレーズ）
第13回　音楽の諸要素と身体活動（旋律）
第14回　音楽諸要素と身体活動　（和声）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で得た「気づき」を自分の専攻分野、他の学科授業、術科授業とリンクさせ、応用していく姿勢を望む。

◆成績評価の方法◆

CES239S

リトミックⅠ

中明　佳代

◆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,2年 クラス ０３

講義室 3-107 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足が望ましい）で参加すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなど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◆

｢ダルクローズのリトミック｣　エリザベス・バンドゥレスパー著　　石丸由理訳　　（ドレミ出版社）
｢体を楽器にした表現　リズム＆ゲームにどっぷり！リトミック77選｣　神原雅之編著　（明治図書）
「窓際のトットちゃん」黒柳徹子　（講談社文庫）
｢トットちゃんの先生　小林宗作抄伝」佐野和彦（話の特集）
｢リズム・インサイド｣　神原雅之編著
「リトミック・芸術と教育」E.J＝ダルクローズ（全音楽譜出版社）
「エミール・ジャック＝ダルクローズ」フランクマルタン（全音楽譜出版社）
「リトミック研究の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）
「リトミック実践の現在（いま）」日本ダルクローズ音楽教育学会（開成出版）

◆留意事項◆

リトミックは20世紀初、スイスの音楽教育家エミール・ジャック＝ダルクローズが創案した｢音（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）を関連づけた総合的
な音楽教育｣である。
音楽に敏感に反応し表現できる「身体」と「内的聴覚」そして「感性」を育てる。音楽の諸要素を身体の動き、空間と関連付け、楽譜を「感じて」演
奏できる音楽能力を伸ばす。
また、グループワークをとおして、表現力、創造力、アンサンブル能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　ガイダンス　ダルクローズリトミックについて
第2回　五感をつかう・聴覚とは？
　　　　　自分のまわりの空間を意識する。サウンドスケープ
第3回　呼吸　身体の緊張と脱力
第4回　時間と空間とエネルギーの関係
第5回　声と動き　音と動き
第6回　即興表現（１）　声
第7回　即興表現（２）　打楽器
第8回　音楽の諸要素と身体活動（拍）
第9回　音楽の諸要素と身体活動（テンポ・ダイナミクス）
第10回　音楽の諸要素と身体活動（アナクルーシス）
第11回　音楽の諸要素と身体活動（拍子）
第12回　音楽の諸要素と身体活動（フレーズ）
第13回　音楽の諸要素と身体活動（旋律）
第14回　音楽諸要素と身体活動　（和声）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で得た「気づき」を自分の専攻分野、他の学科授業、術科授業とリンクさせ、応用していく姿勢を望む。

◆成績評価の方法◆

CES239S

リトミック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,2年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足可）で受講すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなどから総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布

◆参考図書◆

リトミックI参照

◆留意事項◆

リトミックIで学んだことをさらに深める。
音楽（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）の関連性をさらに深め、音楽に敏感に反応する「筋肉運動感覚」と「内的聴覚」を育てる。
　グループワークを通して、表現力、創造力、アンサンブル能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　オリエンテーション
第2回　Ⅰの復習
第3回　アナクルーシスとクルーシス
第4回　拍の細分化
第5回　バイナリービートとターナリービート
第6回　拍子（１）　等拍拍子
第7回　拍子（２）　不等拍拍子
第8回　休符　休止
第9回　補足リズム
第10回　クロスリズム　２対３　３対４
第11回　音楽作品の視覚化、身体化
第12回　音から動き　動きから音　グループ創作（１）　レパートリー研究
第13回　音から動き　動きから音　グループ創作（２）　作品分析
第14回　音から動き　動きから音　グループ創作（３）　空間構成
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で得た「気づき」を、自分の専攻分野、他の学科授業、術科授業とリンクさせ。応用していく学習姿勢をのぞむ。

◆成績評価の方法◆

CES240S

リトミックⅡ

井上　恵理

◆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,2年 クラス ０２

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足可）で受講すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなどから総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布

◆参考図書◆

リトミックI参照

◆留意事項◆

リトミックIで学んだことをさらに深める。
音楽（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）の関連性をさらに深め、音楽に敏感に反応する「筋肉運動感覚」と「内的聴覚」を育てる。
　グループワークを通して、表現力、創造力、アンサンブル能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　オリエンテーション
第2回　Ⅰの復習
第3回　アナクルーシスとクルーシス
第4回　拍の細分化
第5回　バイナリービートとターナリービート
第6回　拍子（１）　等拍拍子
第7回　拍子（２）　不等拍拍子
第8回　休符　休止
第9回　補足リズム
第10回　クロスリズム　２対３　３対４
第11回　音楽作品の視覚化、身体化
第12回　音から動き　動きから音　グループ創作（１）　レパートリー研究
第13回　音から動き　動きから音　グループ創作（２）　作品分析
第14回　音から動き　動きから音　グループ創作（３）　空間構成
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で得た「気づき」を、自分の専攻分野、他の学科授業、術科授業とリンクさせ。応用していく学習姿勢をのぞむ。

◆成績評価の方法◆

CES240S

リトミックⅡ

中明　佳代

◆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,2年 クラス ０３

講義室 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 1単位

備考

動きやすい服装、底の薄い靴（素足可）で受講すること

毎回の授業への取り組み、課題の発表、定期試験、レポートなどから総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で資料を配布

◆参考図書◆

リトミックI参照

◆留意事項◆

リトミックIで学んだことをさらに深める。
音楽（聴覚）と動き（筋肉運動感覚）の関連性をさらに深め、音楽に敏感に反応する「筋肉運動感覚」と「内的聴覚」を育てる。
　グループワークを通して、表現力、創造力、アンサンブル能力を高める。

◆授業内容・計画◆

第1回　オリエンテーション
第2回　Ⅰの復習
第3回　アナクルーシスとクルーシス
第4回　拍の細分化
第5回　バイナリービートとターナリービート
第6回　拍子（１）　等拍拍子
第7回　拍子（２）　不等拍拍子
第8回　休符　休止
第9回　補足リズム
第10回　クロスリズム　２対３　３対４
第11回　音楽作品の視覚化、身体化
第12回　音から動き　動きから音　グループ創作（１）　レパートリー研究
第13回　音から動き　動きから音　グループ創作（２）　作品分析
第14回　音から動き　動きから音　グループ創作（３）　空間構成
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

授業で得た「気づき」を、自分の専攻分野、他の学科授業、術科授業とリンクさせ。応用していく学習姿勢をのぞむ。

◆成績評価の方法◆

CES240S

リトミック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 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 水１ 単位数 1単位

備考

全身運動ができる服装、素足で参加すること。
定員６０名（１クラス３０名）とする。
頭で考える前にまず動いてみましょう。そして、個人個人の持つ表現能力をあらゆる手段で発見しましょう。

授業への参加姿勢（積極性・態度）８０％
レポート２０％

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆

『自己の身体』との対話を繰り返し、表現の基礎として必要な身体表現の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

既成概念に縛られない柔軟な頭と身体を身につけ、新しく魅力的な表現を生み出すための基礎として必要なエクササイズを行なう。同時に、さ
まざまな刺激を利用したインプロヴィゼーションを通して、自分自身の動きを自分で探し出し、確立していく。

 (1)ガイダンス
 (2)身体1      立つ
 (3)身体2      歩く
 (4)身体3      走る
 (5)身体4      緊張と脱力
 (6)集中・感覚1  視覚
 (7)集中・感覚2  聴覚
 (8)集中・感覚3  触覚
 (9)集中・感覚4  その他の感覚
(10)自己・他者1  自分の身体
(11)自己・他者2  他者の身体
(12)自己・他者3  コンタクト
(13)自己・他者4  二人組での同調
(14)自己・他者5  複数人での同調
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

CES243U

ボディーテクニックⅠ

楠原　竜也

◆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 ０２

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

全身運動ができる服装、素足で参加すること。
定員６０名（１クラス３０名）とする。
頭で考える前にまず動いてみましょう。そして、個人個人の持つ表現能力をあらゆる手段で発見しましょう。

授業への参加姿勢（積極性・態度）８０％
レポート２０％

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆

『自己の身体』との対話を繰り返し、表現の基礎として必要な身体表現の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

既成概念に縛られない柔軟な頭と身体を身につけ、新しく魅力的な表現を生み出すための基礎として必要なエクササイズを行なう。同時に、さ
まざまな刺激を利用したインプロヴィゼーションを通して、自分自身の動きを自分で探し出し、確立していく。

 (1)ガイダンス
 (2)身体1      立つ
 (3)身体2      歩く
 (4)身体3      走る
 (5)身体4      緊張と脱力
 (6)集中・感覚1  視覚
 (7)集中・感覚2  聴覚
 (8)集中・感覚3  触覚
 (9)集中・感覚4  その他の感覚
(10)自己・他者1  自分の身体
(11)自己・他者2  他者の身体
(12)自己・他者3  コンタクト
(13)自己・他者4  二人組での同調
(14)自己・他者5  複数人での同調
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

CES243U

ボディーテクニックⅠ

楠原　竜也

◆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 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 水１ 単位数 1単位

備考

全身運動ができる服装、素足で参加すること。
定員６０名（１クラス３０名）とする。
頭で考える前にまず動いてみましょう。そして、個人個人の持つ表現能力をあらゆる手段で発見しましょう。

授業への参加姿勢（積極性・態度）８０％
レポート２０％

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆

『自己の身体』との対話だけでなく、『他者の身体』との対話も行ない、表現の基礎として必要な身体表現の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

既成概念に縛られない柔軟な頭と身体を身につけ、新しく魅力的な表現を生み出すための基礎として必要なエクササイズを行なう。同時に、さ
まざまな刺激を利用したインプロヴィゼーションを通して、自分自身の動きを自分で探し出し、確立していく。

 (1)ボディーテクニックIの復習
 (2)空間1  意識
 (3)空間2  距離
 (4)空間3  高低
 (5)空間4  速度
 (6)空間5  自己と他者
 (7)パートナーワーク・コンタクトワーク1  預ける
 (8)パートナーワーク・コンタクトワーク2  支える
 (9)パートナーワーク・コンタクトワーク3  押し合う
(10)パートナーワーク・コンタクトワーク4  引き合う
(11)パートナーワーク・コンタクトワーク5  転がる
(12)パートナーワーク・コンタクトワーク6  乗る
(13)パートナーワーク・コンタクトワーク7  コンタクト・インプロヴィゼーション基礎
(14)パートナーワーク・コンタクトワーク8  コンタクト・インプロヴィゼーション応用
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

CES244U

ボディーテクニックⅡ

楠原　竜也

◆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 ０２

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

全身運動ができる服装、素足で参加すること。
定員６０名（１クラス３０名）とする。
頭で考える前にまず動いてみましょう。そして、個人個人の持つ表現能力をあらゆる手段で発見しましょう。

授業への参加姿勢（積極性・態度）８０％
レポート２０％

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆

『自己の身体』との対話だけでなく、『他者の身体』との対話も行ない、表現の基礎として必要な身体表現の習得を目指す。

◆授業内容・計画◆

既成概念に縛られない柔軟な頭と身体を身につけ、新しく魅力的な表現を生み出すための基礎として必要なエクササイズを行なう。同時に、さ
まざまな刺激を利用したインプロヴィゼーションを通して、自分自身の動きを自分で探し出し、確立していく。

 (1)ボディーテクニックIの復習
 (2)空間1  意識
 (3)空間2  距離
 (4)空間3  高低
 (5)空間4  速度
 (6)空間5  自己と他者
 (7)パートナーワーク・コンタクトワーク1  預ける
 (8)パートナーワーク・コンタクトワーク2  支える
 (9)パートナーワーク・コンタクトワーク3  押し合う
(10)パートナーワーク・コンタクトワーク4  引き合う
(11)パートナーワーク・コンタクトワーク5  転がる
(12)パートナーワーク・コンタクトワーク6  乗る
(13)パートナーワーク・コンタクトワーク7  コンタクト・インプロヴィゼーション基礎
(14)パートナーワーク・コンタクトワーク8  コンタクト・インプロヴィゼーション応用
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する。

◆成績評価の方法◆

CES244U

ボディーテクニックⅡ

楠原　竜也

◆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,2年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

全身運動ができる服装、素足で参加すること。
定員２０名とする。
頭で考える前にまず動いてみましょう。そして、個人個人の持つ表現能力をあらゆる手段で発見しましょう。

授業への参加姿勢（積極性・態度）８０％
レポート２０％

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆

フロアーを使ったエクササイズに触れることにより、いま一度『自己の身体』との対話を深め、身体への意識を養うことを目指す。

◆授業内容・計画◆

既成概念に縛られない柔軟な頭と身体を身につけ、新しく魅力的な表現を生み出すための基礎として必要なエクササイズを行なう。同時に、さ
まざまな刺激を利用したインプロヴィゼーションを通して、自分自身の動きを自分で探し出し、確立していく。

 (1)ボディーテクニックIIの復習
 (2)フロアーテクニック1  リリース
 (3)フロアーテクニック2  重さ
 (4)フロアーテクニック3  エネルギー
 (5)フロアーテクニック4  フレーズ
 (6)フロアーテクニック5  ダイナミクス
 (7)フロアーテクニック6  弾み
 (8)フロアーテクニック7  サスペンション
 (9)フロアーテクニック8  スパイラル
(10)フロアーテクニック9  自由
(11)総合1  分析
(12)総合2  理解
(13)総合3  習得
(14)総合4  発表
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

何事にも積極的に取り組む姿勢で参加すること。
柔軟な心と身体を準備してくること。
自分の身体の中で何が起きているかを自分なりの言葉で整理してくること。

◆成績評価の方法◆

CES245U

ボディーテクニックⅢ

楠原　竜也

◆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,2年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

全身運動ができる服装、素足で参加すること。
屋外に出ることもあるので動きやすいシューズを持参すること。
定員２０名とする。
頭で考える前にまず動いてみましょう。そして、個人個人の持つ表現能力をあらゆる手段で発見しましょう。

授業への参加姿勢（積極性・態度）８０％
レポート２０％

◆教科書（使用テキスト）◆

特になし。

◆参考図書◆

授業内で随時紹介する。

◆留意事項◆

ボディーテクニックⅠ・Ⅱ・Ⅲでは、『自己の身体』と『他者の身体』との対話を中心に行なってきた。ボディーテクニックⅣでは、『身体』とその周
辺のもの（『場所』や『もの』）との関わりを探究し、自身の身体の可能性を広げることを目指す。

◆授業内容・計画◆

『身体』との対話だけでなく、『場所(空間)』との対話、そして『もの』との対話を中心に学んでいく。自分自身を『場所』との関係のなかに置き、量
や色、光、音、においなどと対話をする。また、『もの』を選んで探究し、『もの』の触感、感覚、色合い、音、構成などについて実験する。身体表
現の枠組みを広げ、場所、環境、造形など新たな交わりと可能性を体験、発見していく。

 (1)ボディーテクニックIIIの復習
 (2)『場所』との対話1  身近な場所を探す
 (3)『場所』との対話2  身近な場所に身を置く
 (4)『場所』との対話3  身近な場所との関係を探る
 (5)『場所』との対話4  身近ではない場所を探す
 (6)『場所』との対話5  身近ではない場所に身を置く
 (7)『場所』との対話6  身近ではない場所との関係を探る
 (8)『場所』との対話7  自然のある場所を探す
 (9)『場所』との対話8  自然のある場所に身を置く
(10)『場所』との対話9  自然のある場所との関係を探る
(11)『場所』との対話10  発表
(12)『もの』との対話1  素材、感覚、色合い、音、構成などについて実験する
(13)『もの』との対話2  ものを選んで探究
(14)『もの』との対話3  発表
(15)まとめ

◆準備学習の内容◆

何事にも積極的に取り組む姿勢で参加すること。柔軟な心と身体を準備してくること。
自分の身体の中で何が起きているかを自分なりの言葉で整理してくること。
自分の身体と、場所、環境、造形などとの新たな交わりと可能性について考えてくること。

◆成績評価の方法◆

CES246U

ボディーテクニックⅣ

楠原　竜也

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

授業の中で実際に演奏することもあるので、可能な限り楽器を持参。

期末レポート及び授業内での評価と出席状況

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内でプリントを配付

◆参考図書◆

「The Jazz Theory Book」Mark Levine 著（ATN.inc.）
「ジャズの歴史」相倉久人 著（新潮新書）

◆留意事項◆

ジャズの演奏法そしてインプロヴィゼーションを学び、身につけるためには、三つの大切な事柄があります。それは、ジャズを聴くこと、練習する
こと、そして実践することです。この授業では、ジャズを演奏するための最低限必要な知識や方法を総合的に学び、何を聴くか、何を練習する
か、そしてどのように実践するかを理解し体験することを目的とします。

◆授業内容・計画◆

[1]ジャズとは
ジャズの表現方法
[2]ジャズの歴史とスタイルの変遷(1)
アーリージャズ～スイングジャズ
[3]ジャズの歴史とスタイルの変遷(2)
ビバップ～クールジャズ～ファンキージャズ
[4]ジャズの歴史とスタイルの変遷(3)
モードジャズ～フリージャズ～現代
[5]インプロヴィゼーションのための基礎知識(1)
リードシート・ソングフォーム等について
[6]インプロヴィゼーションのための基礎知識(2)
コードについて
[7]インプロヴィゼーションのための基礎知識(3)
スケールについて
[8]インプロヴィゼーションのための基礎知識(4)
Voicing とWalking Lineについて
[9]ジャズの実践(1)
コード・スケール・リックの練習方法
[10]ジャズの実践(2)
リズム訓練・トランスクライブ・アナリーゼ
[11] ジャズの実践(3)
ジャズソルフェージュの実践
[12] ジャズアンサンブルの基礎演習(1)
ブルースを題材として
[13] ジャズアンサンブルの基礎演習(2)
スタンダードチューンを題材として
[14] ジャズアンサンブルの基礎演習(3)
イントロ・エンディングの技法
[15] ジャズアンサンブルの基礎演習(4)
ジャムセッションの実践

◆準備学習の内容◆

まずは「スタンダード・ソング」と呼ばれている楽曲を題材としたジャズの演奏を多く聴いてみましょう。そして好みの楽曲からそれを演奏している
様々なアーティストのCDを聴き比べてみて下さい。また今現在活躍しているアーティストも含め、一人のアーティストが影響を受けたであろう別
のアーティストへ、時代をさかのぼってその源流を探ることも重要です。編成、時代、スタイルにこだわらず、Jazzというジャンルにカテゴライズさ
れた多くの演奏を知り、聴くことはジャズという音楽と接する第一歩となります。

◆成績評価の方法◆

CEL238N

ジャズ入門

金子　健

◆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 教室未定 開講学期 後期

曜日・時限 時間外 単位数 1単位

備考

実技、受講態度。

◆教科書（使用テキスト）◆

必要に応じてその都度配布。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

1.  プロとして必要である様々なトランペット奏法、スキル、演奏スタイルの強化、習得を目指す。

2. トランペットの歴史,楽器の構造、道具などの研究。

3.  音楽家として必要な心構え、知識、精神的な部分の自己分析、強化、向上を目指す。

◆授業内容・計画◆

1. 基礎の強化

2. 呼吸法の正しい知識を医学的、イメージ的にと様々な観点で身につける。

3. ポップス、ジャズに必要な奏法（タンギング、音色、音域、音感、リズム、特殊奏法）の研究、実践。

4. 科学的な観点からの奏法、楽器の研究、実践。

5.  様々な現場で必要となるジャンル別のアンサンブル奏法の研究、実践。

◆準備学習の内容◆

必要に応じてその都度指示。

◆成績評価の方法◆

特別演習（金管奏法とアンサンブル）

エリック　ミヤシロ

◆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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

特に無し

学生は授業内で口頭プレゼンテーションを行い、レポートを提出する。授業内提出物、発表、及び演習への取り組みを総合的に考慮して評価
する。

◆教科書（使用テキスト）◆

富士通エフオーエム. (2013). 情報モラル&情報セキュリティ. FOM出版.

◆参考図書◆

榎本 竜二. (2013). 情報機器の操作 : 教員のためのICT活用法. 実教出版.

◆留意事項◆

コンピュータを使って音楽情報を処理するためのリテラシーを修得する。本科目では特に、次の項目について修得することを目標とする。(1)文
章を論理的に構成し、レポートとしてまとめることができる。表や図を作成して、プレゼンテーションやポスター用の資料が作成できる。(2)各資
料をスライドに統合して、効果的な口頭プレゼンテーションを行うことができる。(3)情報技術の活用や情報モラル教育について議論を行い、ICT
教育について理解を深める。

◆授業内容・計画◆

1. 授業のガイダンス - なぜコンピュータを使うのか、デジタル情報技術の変遷
2. コンピュータのしくみを知る(1) - アーキテクチャ、OS、インタフェース
3. コンピュータのしくみを知る(2) - ファイル、様々なデータ表現
4. 文章を作成する(1) - 文章作成ソフトで文章の“意味”を表現する
5. 文章を作成する(2) - 文章作成ソフトで文章の“見え方”を表現する
6. 図表を作成する(1) - ラスターグラフィックスとベクターグラフィックス
7. 図表を作成する(2) - 表計算ソフトによる数値情報の視覚化
8. 情報モラル教育について学ぶ - 情報倫理、著作権、セキュリティ、ソーシャルネットワーク
9. 情報技術の授業への活用について議論する - ICT教育
10. プレゼンテーションを作成する(1) - スライドを構成する
11. プレゼンテーションを作成する(2) - アニメーション機能を利用する
12. より良いデザインにする - 視覚情報のユニバーサルデザイン
13. プレゼンテーション発表を行う(1)
14. プレゼンテーション発表を行う(2)
15. まとめと講評

◆準備学習の内容◆

技能習得のためには、学習した内容を日頃から実践的に活用していくことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

SCS001N

音楽ＩＣＴ演習Ⅰ

１Ｉ

濱野　峻行

◆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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

特に無し

学生は授業内で口頭プレゼンテーションを行い、レポートを提出する。授業内提出物、発表、及び演習への取り組みを総合的に考慮して評価
する。

◆教科書（使用テキスト）◆

富士通エフオーエム. (2013). 情報モラル&情報セキュリティ. FOM出版.

◆参考図書◆

榎本 竜二. (2013). 情報機器の操作 : 教員のためのICT活用法. 実教出版.

◆留意事項◆

コンピュータを使って音楽情報を処理するためのリテラシーを修得する。本科目では特に、次の項目について修得することを目標とする。(1)文
章を論理的に構成し、レポートとしてまとめることができる。表や図を作成して、プレゼンテーションやポスター用の資料が作成できる。(2)各資
料をスライドに統合して、効果的な口頭プレゼンテーションを行うことができる。(3)情報技術の活用や情報モラル教育について議論を行い、ICT
教育について理解を深める。

◆授業内容・計画◆

1. 授業のガイダンス - なぜコンピュータを使うのか、デジタル情報技術の変遷
2. コンピュータのしくみを知る(1) - アーキテクチャ、OS、インタフェース
3. コンピュータのしくみを知る(2) - ファイル、様々なデータ表現
4. 文章を作成する(1) - 文章作成ソフトで文章の“意味”を表現する
5. 文章を作成する(2) - 文章作成ソフトで文章の“見え方”を表現する
6. 図表を作成する(1) - ラスターグラフィックスとベクターグラフィックス
7. 図表を作成する(2) - 表計算ソフトによる数値情報の視覚化
8. 情報モラル教育について学ぶ - 情報倫理、著作権、セキュリティ、ソーシャルネットワーク
9. 情報技術の授業への活用について議論する - ICT教育
10. プレゼンテーションを作成する(1) - スライドを構成する
11. プレゼンテーションを作成する(2) - アニメーション機能を利用する
12. より良いデザインにする - 視覚情報のユニバーサルデザイン
13. プレゼンテーション発表を行う(1)
14. プレゼンテーション発表を行う(2)
15. まとめと講評

◆準備学習の内容◆

技能習得のためには、学習した内容を日頃から実践的に活用していくことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

SCS001N

音楽ＩＣＴ演習Ⅰ

１療情、１ＥＡ

濱野　峻行

◆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 2-37 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

特に無し

学生は授業内で口頭プレゼンテーションを行い、レポートを提出する。授業内提出物、発表、及び演習への取り組みを総合的に考慮して評価
する。

◆教科書（使用テキスト）◆

富士通エフオーエム. (2013). 情報モラル&情報セキュリティ. FOM出版.

◆参考図書◆

榎本 竜二. (2013). 情報機器の操作 : 教員のためのICT活用法. 実教出版.

◆留意事項◆

コンピュータを使って音楽情報を処理するためのリテラシーを修得する。本科目では特に、次の項目について修得することを目標とする。(1)文
章を論理的に構成し、レポートとしてまとめることができる。表や図を作成して、プレゼンテーションやポスター用の資料が作成できる。(2)各資
料をスライドに統合して、効果的な口頭プレゼンテーションを行うことができる。(3)情報技術の活用や情報モラル教育について議論を行い、ICT
教育について理解を深める。

◆授業内容・計画◆

1. 授業のガイダンス - なぜコンピュータを使うのか、デジタル情報技術の変遷
2. コンピュータのしくみを知る(1) - アーキテクチャ、OS、インタフェース
3. コンピュータのしくみを知る(2) - ファイル、様々なデータ表現
4. 文章を作成する(1) - 文章作成ソフトで文章の“意味”を表現する
5. 文章を作成する(2) - 文章作成ソフトで文章の“見え方”を表現する
6. 図表を作成する(1) - ラスターグラフィックスとベクターグラフィックス
7. 図表を作成する(2) - 表計算ソフトによる数値情報の視覚化
8. 情報モラル教育について学ぶ - 情報倫理、著作権、セキュリティ、ソーシャルネットワーク
9. 情報技術の授業への活用について議論する - ICT教育
10. プレゼンテーションを作成する(1) - スライドを構成する
11. プレゼンテーションを作成する(2) - アニメーション機能を利用する
12. より良いデザインにする - 視覚情報のユニバーサルデザイン
13. プレゼンテーション発表を行う(1)
14. プレゼンテーション発表を行う(2)
15. まとめと講評

◆準備学習の内容◆

技能習得のためには、学習した内容を日頃から実践的に活用していくことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

SCS001N

音楽ＩＣＴ演習Ⅰ

１療情、１ＥＢ

濱野　峻行

◆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 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

特に無し

学生は最終課題で譜例と音響資料を作成し、解説文をレポート形式で執筆する。左記の作成物をウェブ上で共有可能な形で情報発信すること
を以って課題の提出とする。授業内提出物、発表、及び演習への取り組みを総合的に考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

無し

◆参考図書◆

星出 尚志, 黒川 圭一, 神尾 立秋. (2014). Finale User’s Bible 2011/2012/2014. 音楽之友社.
大津 真. (2014). MASTER OF Logic Pro X. ビー・エヌ・エヌ新社.

◆留意事項◆

コンピュータを使って音楽情報を処理するためのリテラシーを修得する。本科目では特に、次の項目について修得することを目標とする。(1)各
種ソフトウェアを利用して、譜例や音響資料を作成することができる。(2)ウェブサービスを利用して図表資料や音響資料を共有し、情報発信を
行うことができる。(3)教育や研究などの個々の現場に合わせて、音楽情報処理技術を実践的に活用することができる。

◆授業内容・計画◆

1. 授業のガイダンス - 音楽情報処理技術の変遷
2. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(1) - 基本操作
3. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(2) - 楽譜情報の入力
4. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(3) - 画像・紙媒体・音声ファイルへの出力
5. 音と音楽情報をデジタルデータとして扱うしくみ
6. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(1) - 録音と簡単な打ち込み
7. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(2) - 音声データの加工
8. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(3) - 共有可能な形式への出力
9. ウェブで共有する(1) - ウェブサービスを利用した情報発信
10. ウェブで共有する(2) - 各種メディアフォーマットのデータ共有
11. 音楽情報処理技術の授業への活用について議論する - 音楽とICT活用
12. 課題制作作業
13. 課題制作作業
14. 課題制作作業
15. 講評とまとめ

◆準備学習の内容◆

技能習得のためには、学習した内容を日頃から実践的に活用していくことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

SCS002N

音楽ＩＣＴ演習Ⅱ

１Ｉ

濱野　峻行

◆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 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

特に無し

学生は最終課題で譜例と音響資料を作成し、解説文をレポート形式で執筆する。左記の作成物をウェブ上で共有可能な形で情報発信すること
を以って課題の提出とする。授業内提出物、発表、及び演習への取り組みを総合的に考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

無し

◆参考図書◆

星出 尚志, 黒川 圭一, 神尾 立秋. (2014). Finale User’s Bible 2011/2012/2014. 音楽之友社.
大津 真. (2014). MASTER OF Logic Pro X. ビー・エヌ・エヌ新社.

◆留意事項◆

コンピュータを使って音楽情報を処理するためのリテラシーを修得する。本科目では特に、次の項目について修得することを目標とする。(1)各
種ソフトウェアを利用して、譜例や音響資料を作成することができる。(2)ウェブサービスを利用して図表資料や音響資料を共有し、情報発信を
行うことができる。(3)教育や研究などの個々の現場に合わせて、音楽情報処理技術を実践的に活用することができる。

◆授業内容・計画◆

1. 授業のガイダンス - 音楽情報処理技術の変遷
2. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(1) - 基本操作
3. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(2) - 楽譜情報の入力
4. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(3) - 画像・紙媒体・音声ファイルへの出力
5. 音と音楽情報をデジタルデータとして扱うしくみ
6. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(1) - 録音と簡単な打ち込み
7. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(2) - 音声データの加工
8. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(3) - 共有可能な形式への出力
9. ウェブで共有する(1) - ウェブサービスを利用した情報発信
10. ウェブで共有する(2) - 各種メディアフォーマットのデータ共有
11. 音楽情報処理技術の授業への活用について議論する - 音楽とICT活用
12. 課題制作作業
13. 課題制作作業
14. 課題制作作業
15. 講評とまとめ

◆準備学習の内容◆

技能習得のためには、学習した内容を日頃から実践的に活用していくことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

SCS002N

音楽ＩＣＴ演習Ⅱ

１療情、１ＥＡ

濱野　峻行

◆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 2-37 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

特に無し

学生は最終課題で譜例と音響資料を作成し、解説文をレポート形式で執筆する。左記の作成物をウェブ上で共有可能な形で情報発信すること
を以って課題の提出とする。授業内提出物、発表、及び演習への取り組みを総合的に考慮して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

無し

◆参考図書◆

星出 尚志, 黒川 圭一, 神尾 立秋. (2014). Finale User’s Bible 2011/2012/2014. 音楽之友社.
大津 真. (2014). MASTER OF Logic Pro X. ビー・エヌ・エヌ新社.

◆留意事項◆

コンピュータを使って音楽情報を処理するためのリテラシーを修得する。本科目では特に、次の項目について修得することを目標とする。(1)各
種ソフトウェアを利用して、譜例や音響資料を作成することができる。(2)ウェブサービスを利用して図表資料や音響資料を共有し、情報発信を
行うことができる。(3)教育や研究などの個々の現場に合わせて、音楽情報処理技術を実践的に活用することができる。

◆授業内容・計画◆

1. 授業のガイダンス - 音楽情報処理技術の変遷
2. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(1) - 基本操作
3. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(2) - 楽譜情報の入力
4. 楽譜作成ソフトによる譜例の作成(3) - 画像・紙媒体・音声ファイルへの出力
5. 音と音楽情報をデジタルデータとして扱うしくみ
6. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(1) - 録音と簡単な打ち込み
7. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(2) - 音声データの加工
8. 録音・編集ソフトを使用した音響資料の作成(3) - 共有可能な形式への出力
9. ウェブで共有する(1) - ウェブサービスを利用した情報発信
10. ウェブで共有する(2) - 各種メディアフォーマットのデータ共有
11. 音楽情報処理技術の授業への活用について議論する - 音楽とICT活用
12. 課題制作作業
13. 課題制作作業
14. 課題制作作業
15. 講評とまとめ

◆準備学習の内容◆

技能習得のためには、学習した内容を日頃から実践的に活用していくことが望まれる。

◆成績評価の方法◆

SCS002N

音楽ＩＣＴ演習Ⅱ

１療情、１ＥＢ

濱野　峻行

◆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 1-308 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

特になし

(1)～(7)：授業への参加状況と課題の成果による。
(8)～(14)：試験は行わず、毎回、授業内小レポートを課し成績の評価材料にする。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時、指定する。

◆留意事項◆

(1)音楽に関する知識の意義を理解して、適切に使うことができる。(2)情報環境に適切に対応できる。(3)異ったパースペクティヴから、根拠を明
示して、いろいろ意味付け（価値や重要性を見出す）を施すことができる。(4)自身の見解を批判的にまとめることができる。

◆授業内容・計画◆

(1)音楽と知識と情報
(2)「音楽を学ぶ」ことと「音楽について学ぶ」こと
(3)音楽に知識は必要か
(4)音楽の知識と解釈
(5)音楽を言葉で伝える
(6)情報の氾濫と判断
(7)インターネットの功と罪
(8)批判的意識とは（何が・どこまで妥当するか）
(9)批判的意識の実際（理由・根拠を尋ねる）
(10)批判的意識の実際（事実と意味づけ)
(11)批判的意識の実際（事実と意味づけ)
(12)批判的意識の実際（事実と意味づけ 目的と感情）
(13)批判的意識の実際（逸脱させるもの・歪め妨げるもの）
(14)批判的意識の実際（事実と意味づけ 客観性と内面性）
(15)まとめ

(1)～(7)と(8)～(14)は、担当教員によって、入れ代わります。

◆準備学習の内容◆

(1)～(7)：授業で課せられた課題を行い、発表できるように準備しておくおくこと。
(8)～(14)：あらかじめ配布する教材・資料に目を通し、主旨をつかんで授業に臨むこと。また相互批評に向けて、自身の見解に異ったパースペ
クティヴからの練り直しを準備すること。

◆成績評価の方法◆

SCL003N

音楽・学び・情報

１Ｂ

吉成　順, 飯野　幹夫

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

特になし

(1)～(7)：授業への参加状況と課題の成果による。
(8)～(14)：試験は行わず、毎回、授業内小レポートを課し成績の評価材料にする。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし

◆参考図書◆

随時、指定する。

◆留意事項◆

(1)音楽に関する知識の意義を理解して、適切に使うことができる。(2)情報環境に適切に対応できる。(3)異ったパースペクティヴから、根拠を明
示して、いろいろ意味付け（価値や重要性を見出す）を施すことができる。(4)自身の見解を批判的にまとめることができる。

◆授業内容・計画◆

(1)音楽と知識と情報
(2)「音楽を学ぶ」ことと「音楽について学ぶ」こと
(3)音楽に知識は必要か
(4)音楽の知識と解釈
(5)音楽を言葉で伝える
(6)情報の氾濫と判断
(7)インターネットの功と罪
(8)批判的意識とは（何が・どこまで妥当するか）
(9)批判的意識の実際（理由・根拠を尋ねる）
(10)批判的意識の実際（事実と意味づけ)
(11)批判的意識の実際（事実と意味づけ)
(12)批判的意識の実際（事実と意味づけ 目的と感情）
(13)批判的意識の実際（逸脱させるもの・歪め妨げるもの）
(14)批判的意識の実際（事実と意味づけ 客観性と内面性）
(15)まとめ

(1)～(7)と(8)～(14)は、担当教員によって、入れ代わります。

◆準備学習の内容◆

(1)～(7)：授業で課せられた課題を行い、発表できるように準備しておくおくこと。
(8)～(14)：あらかじめ配布する教材・資料に目を通し、主旨をつかんで授業に臨むこと。また相互批評に向けて、自身の見解に異ったパースペ
クティヴからの練り直しを準備すること。

◆成績評価の方法◆

SCL003N

音楽・学び・情報

１Ａ

飯野　幹夫, 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 3-107 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業は２つのクラスに分かれて、各担当者により１．から７．、８から14、という2つのシリーズで行われる。1つのクラスは、この順番通りに授業
を受ける。もう１つのクラスは８．から14．を先に受講してから１．から７．の授業を受ける。

８．から14．は動きやすい、楽な服装で受講すること。

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、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

授業内で、随時呈示する。

◆留意事項◆

（１）音楽と心の関係について理解する。
（２）音楽療法や病理学の方法についての知識を得る。
（３）音楽と身体の関係について理解する。
（４）リトミックの体験を通して音楽表現と身体表現の関連について理解する。

（１）（２）は阪上が担当する。
（３）（４）は塩原が担当する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）

１．心の理論と音楽（１）：人間の成長と音楽
２．心の理論と音楽（２）：臨床心理学と音楽
３．音楽療法を知る
４．心の病を癒す音楽（１）：ストレス関連障害の音楽療法
５．心の病を癒す音楽（２）：精神病圏・認知症の音楽療法
６．心の病と創造性
７．精神疾患と音楽家

（３）（４）

８．音楽と身体、音楽と動き
９．サウンド・スケープと身体感覚
10．音楽表現と身体表現
11．音・音楽を動く（１）：リズム
12．音・音楽を動く（２）：音程とフレーズ
13．動きから音楽をつくる
14．リトミックと即興性

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料等は必ず事前に読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

SCL004N

音楽・心・身体

１Ａ

塩原　麻里, 阪上　正巳

◆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 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

授業は２つのクラスに分かれて、各担当者により１．から７．、８から14、という2つのシリーズで行われる。1つのクラスは、この順番通りに授業
を受ける。もう１つのクラスは８．から14．を先に受講してから１．から７．の授業を受ける。

８．から14．は動きやすい、楽な服装で受講すること。

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、プリント資料を配布する。

◆参考図書◆

授業内で、随時呈示する。

◆留意事項◆

（１）音楽と心の関係について理解する。
（２）音楽療法や病理学の方法についての知識を得る。
（３）音楽と身体の関係について理解する。
（４）リトミックの体験を通して音楽表現と身体表現の関連について理解する。

（１）（２）は阪上が担当する。
（３）（４）は塩原が担当する。

◆授業内容・計画◆

（１）（２）

１．心の理論と音楽（１）：人間の成長と音楽
２．心の理論と音楽（２）：臨床心理学と音楽
３．音楽療法を知る
４．心の病を癒す音楽（１）：ストレス関連障害の音楽療法
５．心の病を癒す音楽（２）：精神病圏・認知症の音楽療法
６．心の病と創造性
７．精神疾患と音楽家

（３）（４）

８．音楽と身体、音楽と動き
９．サウンド・スケープと身体感覚
10．音楽表現と身体表現
11．音・音楽を動く（１）：リズム
12．音・音楽を動く（２）：音程とフレーズ
13．動きから音楽をつくる
14．リトミックと即興性

15．まとめ

◆準備学習の内容◆

配布された資料等は必ず事前に読んでおくこと。

◆成績評価の方法◆

SCL004N

音楽・心・身体

１Ｂ

阪上　正巳, 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 2年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

特になし

毎回の学習課題論文による

◆教科書（使用テキスト）◆

指定しない

◆参考図書◆

第８－１４回：久保田慶一「音楽とキャリア」（スタイルノート）

◆留意事項◆

音楽、社会、キャリアの相互の関係についての理解を深め、今後の学生生活、進路選択、卒業後の職業生活に活かす方策を考える。

◆授業内容・計画◆

第１回　発達とは何か
-発達課題と人間形成-
第２回　自己実現とは何か
-実現される「自己」とは？-
第３回　社会参加とは何か
　　　　-アンガージュマン-
第４回　職業とは何か
　　　　-ベルーフの意味-
第５回　「学ぶ」とは何か
-「教育」という営みを通して-
第６回　教養とは何か
-大学の学びとは-
第７回　知識基盤社会を生きる力とは何か
-キャリア形成に向けて-
第８回　「音楽の力」とは何か
　音楽は人々の心をひとつにし、励まし、癒すことができる。それはどうしてなのか？
第９回　音楽家の社会貢献
　音楽は社会にどのような貢献をするのか？音楽家は何ができるのであろうか？
第１０回　音楽ティーチングアーティストの仕事
　すべての人に音楽を享受してもらうために、音楽家は何をすべきなのだろうか？
第１１回　音楽家という生き方
　音楽家のライフスタイルを考え、演奏だけではない、多様なライフスタイルがある。
第１２回　現代社会が求める音楽家の能力や資質
　現代社会において音楽家が修得しておくべき能力とは何か？
第１３回　６．音楽は生涯かけて学ぶもの
　生涯音楽学習の可能性と課題を探る。
第１４回　音楽家は伝道師である
　音楽を伝える仕事はミッションである。ここにはリスクや危険が伴うが、得られるものも大きい。

第１－７回：及川良一教員担当、第８－１４回：久保田慶一教員担当
授業は２クラスに分けて実施されるので、クラスごとに第１－７回と第８－１４回が交替する。

◆準備学習の内容◆

授業時に指示する。

◆成績評価の方法◆

SCL005N

音楽・社会・キャリア

２Ａ

久保田　慶一, 及川　良一

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

特になし

毎回の学習課題論文による

◆教科書（使用テキスト）◆

指定しない

◆参考図書◆

第８－１４回：久保田慶一「音楽とキャリア」（スタイルノート）

◆留意事項◆

音楽、社会、キャリアの相互の関係についての理解を深め、今後の学生生活、進路選択、卒業後の職業生活に活かす方策を考える。

◆授業内容・計画◆

第１回　発達とは何か
-発達課題と人間形成-
第２回　自己実現とは何か
-実現される「自己」とは？-
第３回　社会参加とは何か
　　　　-アンガージュマン-
第４回　職業とは何か
　　　　-ベルーフの意味-
第５回　「学ぶ」とは何か
-「教育」という営みを通して-
第６回　教養とは何か
-大学の学びとは-
第７回　知識基盤社会を生きる力とは何か
-キャリア形成に向けて-
第８回　「音楽の力」とは何か
　音楽は人々の心をひとつにし、励まし、癒すことができる。それはどうしてなのか？
第９回　音楽家の社会貢献
　音楽は社会にどのような貢献をするのか？音楽家は何ができるのであろうか？
第１０回　音楽ティーチングアーティストの仕事
　すべての人に音楽を享受してもらうために、音楽家は何をすべきなのだろうか？
第１１回　音楽家という生き方
　音楽家のライフスタイルを考え、演奏だけではない、多様なライフスタイルがある。
第１２回　現代社会が求める音楽家の能力や資質
　現代社会において音楽家が修得しておくべき能力とは何か？
第１３回　６．音楽は生涯かけて学ぶもの
　生涯音楽学習の可能性と課題を探る。
第１４回　音楽家は伝道師である
　音楽を伝える仕事はミッションである。ここにはリスクや危険が伴うが、得られるものも大きい。

第１－７回：及川良一教員担当、第８－１４回：久保田慶一教員担当
授業は２クラスに分けて実施されるので、クラスごとに第１－７回と第８－１４回が交替する。

◆準備学習の内容◆

授業時に指示する。

◆成績評価の方法◆

SCL005N

音楽・社会・キャリア

２Ｂ

及川　良一, 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 2-23 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

英語によるコミュニケーション能力を高めることを目指した授業ですので、授業内での英語コミュニケーション活動に積極的に楽しく参加して下
さい。

平常点（授業参加、授業内諸活動、プレゼンなどへの評価）50%
期末試験 50%

◆教科書（使用テキスト）◆

Good Morning World 2---Building Communication Skills through DVD,
Susan Stempleski, James R. Morgan, Nancy Douglas, センゲージラーニング

◆参考図書◆

授業内で適宜指示します。

◆留意事項◆

初級レベルの英語力をベースに日常生活や留学、海外旅行などで役立つ基本的な英語コミュニケーション力を習得することを目指します。

◆授業内容・計画◆

授業では教科書(DVD付き）と配布プリントを使い下記のような内容で進めます。教科書添付のDVDはテレビのモーニングショー形式で英語の
スピーキング、リスニングのスキルが身に付くように編集されています。
配布プリントでは英語コミュニケーションを円滑に進めるための色々なルールを学び、実践します。
また、学期の後半には映画(Disneyの"Enchanted"---「魔法にかけられて」）を鑑賞し、様々な英語表現を学ぶとともに、その映画をめぐって簡
単なプレゼンができるようにして行きます。みなさんはこれから英会話力だけでなく英語によるプレゼン力も求められるようになりますから、この
クラスでその基礎力もつけて行きましょう。

(1)導入/ 英語による自己紹介
(2)教科書Unit One---New Friends, New Faces (新しい友人） / プリント---初対面の人との会話
(3)教科書Unit One---New Friends, New Faces (続き）/　プリント---会話の相手をほめる
(4)教科書Unit Two---Express Yourself!（自分について語る） / プリント---発言にもう一言加える
(5)教科書Unit Two---Express Yourself!(続き） / プリント---相槌を打つ
(6)教科書Unit Three---What Do We Need? (買い物をめぐって）/ プリント---相手への興味を示す
(7)教科書Unit Three---What Do We Need?（続き）/ プリント---お礼を言う
(8)教科書Unit Four---Vacation! (天気や休暇をめぐって）/ プリント---日本の事物を説明する
(9)教科書Unit Four---Vacation (続き）/ プリント---英語プレゼンの基本
(10)教科書Unit Five---Heros (様々な職業）/ 映画鑑賞---「魔法にかけられて」
(11)教科書Unit Five---Heros (続き）/ 映画鑑賞（続き）
(12)教科書Unit Six---The Mind (確認の表現など）/ プリント---映画の中の英語表現
(13)教科書Unit Six---The Mind (続き）/ 上記映画について各自プレゼン
(14)その他の話題をめぐる英語コミュニケーション実践
(15)まとめと評価
  

◆準備学習の内容◆

授業内の英会話活動やプレゼンなどに積極的にきちんと参加できるよう、指示に従い準備して授業にのぞんで下さい。

◆成績評価の方法◆

CES029N

英語会話（入門）Ⅰ

内野　泰子

◆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 2-23 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

英語によるコミュニケーション能力を高めることを目指した授業ですので、授業内での英語コミュニケーション活動に積極的に楽しく参加して下
さい。

平常点（授業参加、授業内諸活動、プレゼンなどへの評価）50%
期末試験 50%

◆教科書（使用テキスト）◆

Good Morning World 2---Building Communication Skills through DVD,
Susan Stempleski, James R. Morgan, Nancy Douglas, センゲージラーニング

◆参考図書◆

授業内で適宜指示します。

◆留意事項◆

初級レベルの英語力をベースに日常生活や留学、海外旅行などで役立つ基本的な英語コミュニケーション力を習得することを目指します。

◆授業内容・計画◆
授業では教科書(DVD付き）と配布プリントを使い下記のような内容で進めます。教科書添付のDVDはテレビのモーニングショー形式で英語の
スピーキング、リスニングのスキルが身に付くように編集されています。配布プリントでは英語コミュニケーションを円滑に進めるための色々な
ルールを学び、実践します。また、学期後半には映画(Dineyの"Mulan"---「ムーラン」)を鑑賞し、様々な英語表現を学ぶとともに、その映画を
めぐって簡単なプレゼンができるようにして行きます。みなさんはこれから英会話力だけではなく英語によるプレゼン力も求められるようになり
ますから、このクラスでその基礎力もつけて行きましょう。

(1)導入/ 夏休みをめぐる英会話

(2)教科書Unit Seven---In the City(近所などを説明する）/ プリント---苦情を言う

(3)教科書Unit Seven---In the City (続き）/ プリント---謝る

(4)教科書Unit Eight---All About You (趣味をめぐって）/ プリント---答えたくない質問への対処

(5)教科書Unit Eight---All About You (続き）/ プリント---丁寧なお願い

(6)教科書Unit Nine---Change (体調などの変化）/ プリント---友人を食事などに誘う・招待する

(7)教科書Unit Nine---Change (続き）/ プリント---誘いを断る

(8)教科書Unit Ten---Your Health (健康をめぐって）/ プリント---口調をやわらげる表現

(9)教科書Unit Ten---Your Health (続き）/ プリント---プレゼン準備

(10)教科書Unit Eleven---That's Amazing! (得意なこと・不得意なこと）/ 映画鑑賞---「ムーラン」

(11)教科書Unit Eleven---That's Amazing!(続き）/ 映画鑑賞(続き）

(12)教科書Unit Twelve---AT the Movies (映画をめぐって）/ プリント---映画の中の英語表現

(13)教科書Unit Tweleve---At the Movies(続き) / 上記映画について各自プレゼン

(14)その他の話題をめぐる英語コミュニケーション実践

(15)まとめと評価
  

◆準備学習の内容◆

授業内の英会話活動やプレゼンなどに積極的にきちんと参加できるよう、指示に従い準備して授業にのぞんで下さい。

◆成績評価の方法◆

CES030N

英語会話（入門）Ⅱ

内野　泰子

◆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 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

Please bring an English-Japanese dictionary for each lesson.

The grading for this class will be based on the following:

-Participation
-Acquisition of the content
-Homework
-Quizzes & tests

◆教科書（使用テキスト）◆

Breakthrough Plus 1 (Author: Miles Craven; Publisher MacMillan)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

To develop communication skills in English

◆授業内容・計画◆

This course is designed to help beginning-level students to communicate better in English by strengthening the foundation such as vocabulary
and grammar and applying them in actual communication.

Students will learn practical English that can be used during traveling abroad.
We will also watch movie scenes and study useful expressions.

Lesson 1: Introduction
Lesson 2: Unit 1, Exchanging personal information
Lesson 3: Unit 1, Personal profiles
Lesson 4: Unit 2, Daily routine
Lesson 5: Unit 2, Scanning
Lesson 6: Unit 3, Preferences
Lesson 7: Unit 3, Reading messages
Lesson 8: Role-play Presentation
Lesson 9: Unit 4, Hometown
Lesson 10: Unit 4, Tourist information
Lesson 11: Unit 5, Journey to college
Lesson 12: Unit 5, Giving direction
Lesson 13: Unit 6, Shopping
Lesson 14: Unit 6, Types & methods of shopping
Lesson 15: Evaluation

◆準備学習の内容◆

Students are required to preview/review the tasks involved in learning.

◆成績評価の方法◆

CES031N

英語会話（初級）Ⅰ

ロン　美香

◆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 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

All students are required to have an electronic J-E, E-J dictionary.

All class grades will be made up　of:Participation, Homework, Short presentation

◆教科書（使用テキスト）◆

All class materials will be in the form of handouts.

◆参考図書◆

◆留意事項◆

To improve basic conversation skills

◆授業内容・計画◆

This course is for pre-intermediate students who wish to build on the English they have studied to this point in time. Basic communication
skills based on real-life situations－meeting foreigners, travel, shopping, giving and asking for directions will be covered during the course.
Work on understanding grammar and improving listening ability are also central themes.

W1 - Self-introduction.
W2 - Getting to know people.
W3 - Breaking the ice!
W4 - What’s your name?
W5 - Where are you from?
W6 - What do you do?
W7 - What are your plans?
W8 - Let’s meet again?
W9 - My last trip.
W10 - My next trip.
W11 - At the airport.
W12 - Immigration
W13 - Customs.
W14 - Where to?
W15 - Wrap-up

◆準備学習の内容◆

Review your handouts after class.

◆成績評価の方法◆

CES031N

英語会話（初級）Ⅰ

Ｊ．ギャラガー

◆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 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 1単位

備考

英語辞書を毎授業持参すること

成績は次の項目によって評価します。　１）授業活動　２）課題（宿題や予習など）　３）小テスト及び確認テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

Breakthrough Level One (著者: Carven, Miles　出版社: Macmillan)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

基本的なコミュニケーションスキルを身につける

◆授業内容・計画◆

授業では初級者を対象に基本的なコミュニケーションスキルを学習します。
またプリント教材なども使用しながら海外旅行や英語でコミュニケーションする際に使える表現を練習します。
Lesson 1: Summer vacation discussion/ Orientation
Lesson 2: Unit 7
Lesson 3: Unit 7
Lesson 4: Unit 8
Lesson 5: Unit 8
Lesson 6: Unit 9
Lesson 7: Unit 9
Lesson 8: Midterm
Lesson 9: Unit 10
Lesson 10: Unit 10
Lesson 11:Unit 11
Lesson 12: Unit 11
Lesoon 13:Unit 12
Lesson 14: Unit 12
Lesson 15: Final

◆準備学習の内容◆

予習と課題を必ず終えること

◆成績評価の方法◆

CES032N

英語会話（初級）Ⅱ

ロン　美香

◆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 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

All students are required to have an electronic J-E, E-J dictionary.

All class grades will be made up of:
Participation, Homework, Short presentation

◆教科書（使用テキスト）◆

All class materials will be in the form of handouts.

◆参考図書◆

◆留意事項◆

To improve basic conversation skills

◆授業内容・計画◆

This course is for pre-intermediate students who wish to build on the English they have studied to this point in time. Basic communication
skills based on real-life situations－meeting foreigners, travel, shopping, giving and asking for directions will be covered during the course.
Work on understanding grammar and improving listening ability are also central themes.

W1 - My summer
W2 - Where do I get the train?
W3 - Check-in
W4 - How do I get there?
W5 - Can I change money here?
W6 - How far is it?
W7 - What’s the bus number?
W8 - How long does it take?
W9 - Let’s shop!
W10 - Do you have my size?
W11 - Do you have another colour?
W12 - How much is it?
W13 - Can I use my credit card?
W14 - Can I send it?
W15 - Wrap-up
?

◆準備学習の内容◆

Review your handouts after class.

◆成績評価の方法◆

CES032N

英語会話（初級）Ⅱ

Ｊ．ギャラガー

◆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 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

英語辞書を毎授業持参すること

成績は次の項目によって評価します。　１）授業活動　２）課題（宿題や予習など）　３）小テスト及び確認テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

Breakthrough Level Two (著者: Craven, Miles　出版社: Macmillan)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

実践的な英語コミュニケーションスキルを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

中級レベルの学生を対象に海外旅行や滞在などを念頭に置いた実践的な英会話を学習する。また生きた表現を身につけるため語彙と文法知
識を映画鑑賞を通して増やす。

Week 1: Orientation
Week 2: U1
Week 3: U1
Week 4:U2
Week 5: U2
Week 6: U3
Week 7: U 3
Week 8: Review
Week 9: U 4
Week 10:U4
Week 11: U 5
Week 12:U 5
Week 13: U 6
Week 14: U6
Week 15: Review, Test

◆準備学習の内容◆

自宅で予習・復習をすることが前提となる授業です。また積極的に課題をこなし期日までに提出することが求められます。

◆成績評価の方法◆

CES255N

英語会話（中級）Ⅰ

ロン　美香

◆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 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

All students are required to have an electronic J-E, E-J dictionary.

All class grades will be made up of:
Participation, Homework, Short presentation

◆教科書（使用テキスト）◆

All class materials will be in the form of handouts.

◆参考図書◆

◆留意事項◆

To build confidence through practice in English

◆授業内容・計画◆

This course is designed to prepare students to use their English skills when applying for a job by expressing ideas and opinions both written
and conversational through practice and role play in class

W1 - Self-introduction
W2 - What’s a CV?
W3 - How do I sell myself?
W4 - Develop my idea
W5 - What are my skills?
W6 - Can I do it?
W7 - My profile
W8 - Draft CV
W9- Rreview and rewrite
W10 -  First presentation
W11 - Discuss and review
W12 - Rrewrite CV
W13 - Second presentation
W14 - Discuss and review
W15 - Wrap-up

◆準備学習の内容◆

Review your handouts after class.

◆成績評価の方法◆

CES255N

英語会話（中級）Ⅰ

Ｊ．ギャラガー

◆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 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

英語辞書を毎授業持参すること

成績は次の項目によって評価します。　１）授業活動　２）課題（宿題や予習など）　３）小テスト及び確認テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

Breakthrough Level Two (著者: Craven, Miles　出版社s: Macmillan)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

実践的な英語コミュニケーションスキルを学ぶ。

◆授業内容・計画◆

中級レベルの学生を対象に海外旅行や滞在などを念頭に置いた実践的な英会話を引き続き学習する。また生きた表現を身につけるため更に
語彙と文法知識を映画鑑賞などを通して増やす。

Lesson 1: Summer vacation discussion/ Orientation
Lesson 2: Unit 7
Lesson 3: Unit 7
Lesson 4: Unit 8
Lesson 5: Unit 8
Lesson 6: Unit 9
Lesson 7: Unit 9
Lesson 8: Midterm
Lesson 9: Unit 10
Lesson 10: Unit 10
Lesson 11:Unit 11
Lesson 12: Unit 11
Lesoon 13:Unit 12
Lesson 14: Unit 12
Lesson 15: Final

◆準備学習の内容◆

 予習と課題を必ず終えること

◆成績評価の方法◆

CES256N

英語会話（中級）Ⅱ

ロン　美香

◆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 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

All students are required to have an electronic J-E, E-J dictionary.

All class grades will be made up of: Participation, Homework, Short presentation

◆教科書（使用テキスト）◆

All class materials will be in the form of handouts.

◆参考図書◆

◆留意事項◆

To build confidence through practice in English

◆授業内容・計画◆

This course is designed to prepare students to use their English skills when applying for a job by expressing ideas and opinions both written
and conversational through practice and role play in class

W1 - My summer
W2 - What’s my job?
W3 - What employers want!
W4 - What employees need to know!
W5 - First impressions
W6 - What do I say?
W7 - How do I look?
W8 - Presentation and punctuality
W9 - My interview plan
W10 - Be ready! (role play)
W11 - Get started (role play)
W12 - Project yourself! (ｒole play)
W13 - It’s my dream! (role play)
W14 - I can do it! ( role play)
W15 - Wrap-up

◆準備学習の内容◆

Review your handouts after class.

◆成績評価の方法◆

CES256N

英語会話（中級）Ⅱ

Ｊ．ギャラガー

◆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 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

居眠り、私語、飲食（のど飴、ガム、お茶を含む）は厳禁。なるべく欠席しないこと。

授業への貢献度、学習姿勢、期末試験の点数を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

English Edge (Kinseido)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

英文聴解力を養成し、文法知識をきちんと身につける

◆授業内容・計画◆

英語をもういちど基礎からやり直し、文法力に自信がもてず、文法知識がきちんと身に付いてないという不安を取り去り自信を持てるようにな
る。
重要な文法事項を網羅するためには、半期では不十分なので、ABの両方を履修することを勧める。
授業では、基礎的なリスニング問題を解き、耳を通じて英文を理解する力をつけることから始める。さらに、ユニットごとに決められた文法事項
を復習し、これまで理解が足りなかった部分があれば補うことによって、きちんと英文を理解する力を養う。
また、語彙の定着をはかるために、毎回単語のテストを受ける。
＜授業計画＞
１　ガイダンス
２　ユニット１
３　ユニット２
４　ユニット３
５　ユニット４
６　ユニット５
７　ユニット６
８　ユニット７
９　ユニット８
10　ユニット９
11　ユニット10
12　ユニット11
13　練習問題
14　まとめと実力確認
15　まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する部分の予習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

CES247N

総合英語Ａ

永田　美喜子

◆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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

居眠り、私語、飲食（のど飴、ガム、お茶を含む）は厳禁。なるべく欠席しないこと。

授業への貢献度、学習姿勢、期末試験を総合して評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

English Edge (Kinseido)

◆参考図書◆

◆留意事項◆

英文読解力を養成し、文法知識をきちんと身につける

◆授業内容・計画◆

英語をもういちど基礎からやり直し、文法力に自信がもてず、文法知識がきちんと身に付いてないという不安を取り去り、自信が持てるようにな
る。
重要な文法事項を網羅するためには、半期では不十分なので、ABの両方を履修することを勧める。
授業では、簡単なリスニングで集中力を高めてから、ユニットごとに決められた文法事項を復習し、これまで理解が足りなかった部分があれば
補うことによって、きちんと英文を理解する力を養う。
また、語彙の定着をはかるために、毎回単語のテストを受ける。

＜授業計画＞
１　総合英語Aの振り返りと後期の進め方について
２　ユニット12
３　ユニット13
４　ユニット14
５　ユニット15
６　ユニット16
７　ユニット17
８　ユニット18
９　ユニット19
10　ユニット20
11　ユニット21
12　ユニット22
13　文法事項の補足と練習問題
14　まとめと実力確認
15　総まとめ

◆準備学習の内容◆

授業内で指示する部分の予習を行うこと。

◆成績評価の方法◆

CES248N

総合英語Ｂ

永田　美喜子

◆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 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

受講者には積極的に授業に参加することを期待しています。受講者が単に同じ科目を履修した学生の集まりではなく，映画をともに楽しみ，考
え，学ぶ仲間となるようにしていきます。

60％：授業内の活動（プレゼンテーション，ディスカッション，ペアスキット発表）
40％：提出物

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント教材

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・アメリカ映画を題材に，音楽教育の方法やあり方について考える
・映画のスクリプトを教材に，リスニング，語彙，スピーキング力をつける
・日本語と英語で自分の意見をまとめ，表現する力をつける

◆授業内容・計画◆

第1週：お気に入りの映画で自己紹介する
第2週：Music of the Heart リスニングとスキット練習
第3週：Music of the Heart 語彙と表現練習
第4週：Music of the Heart グループディスカッションとプレゼンテーション
第5週：August Rush　リスニングとスキット練習
第6週：August Rush　語彙と表現練習
第7週：August Rush　グループディスカッションとプレゼンテーション
第8週：The Legend of 1900　リスニングとスキット練習
第9週：The Legend of 1900　語彙と表現練習
第10週：The Legend of 1900　グループディスカッションとプレゼンテーション
第11週：School of Rock　リスニングとスキット練習
第12週：School of Rock　語彙と表現練習
第13週：School of Rock　グループディスカッションとプレゼンテーション
第14週：Sister Act リスニングとスキット練習
第15週：Sister Act 語彙と表現練習とプレゼンテーション

◆準備学習の内容◆

授業で出された課題を行ってください。

◆成績評価の方法◆

CES249N

総合英語Ｃ

中西　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 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

90% 授業内の課題と発表，プレゼンテーション
10％：自己評価

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・トム・ハンクスを題材に，多角的・総合的に英語を学ぶ

◆授業内容・計画◆

第1週  Wikipediaのトム・ハンクス記事，Facebookを読む
第2週  映画BIG  リスニング，語彙・表現学習
第3週  映画BIG  リスニング，会話練習
第4週  映画BIG  リスニング，要約，映画評を読み，書く
第5週  映画FORREST GUMP  リスニング，語彙・表現学習
第6週  映画FORREST GUMP  リスニング，会話練習
第7週  映画FORREST GUMP  とインタビューをリスニングする。
キャリア・プランニングの型を学び，キャリア・プランニングを書く
第8週  伝記，自伝を読み，語彙・表現学習，Facebookを読む
第9週  映画You've Got Mailのリスニング，語彙・表現学習
第10週  映画You've Got Mailのリスニング，会話練習
第11週  映画You've Got Mailのリスニング，要約，メールの書き方を学び，書く
第12週  映画Catch me if you canのリスニング，語彙・表現学習，Facebookを読む
第13週  映画Catch me if you canのリスニング，会話練習
第14週  映画Catch me if you canのリスニング，要約，映画評を読み，書く
第15週  Wrap up ＆ Presentation

◆準備学習の内容◆

授業で出された課題を行ってください。

◆成績評価の方法◆

CES250N

総合英語Ｄ

中西　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 ０３

講義室 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

英語の辞書を毎回持参すること。

成績は以下の項目を総合的に評価します。
①課題：ウィークリージャーナル（英語学習の内容・時間・振り返りを毎週記録）
②授業活動
③確認テストなど

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

学生が自分のペースで行う英語学習と授業内でのコミュニケーション活動を柱に、学生が自律した学習者になることができる。

◆授業内容・計画◆

【授業内容】
①自主的な学習（授業外での学習）
・各自で英語の到達目標を立てる。
・学期および毎週の学習計画を立てる。
・週毎に学習内容を振り返り、学んだ内容の定着を目指す。
②授業内活動
・TED Talks を教材として用い、リスニング、スピーキング、ライティング、語彙力などを伸ばします。
教員は適宜、質問に答え、学習の進度・内容に対して助言を行います。

【授業計画】
Week 1: オリエンテーション、模擬テスト
Week 2: TED　Talk (Topic: music), Weekly Journal, Q＆A
Week 3: TED　Talk (Topic: music),  Weekly Journal, Q＆A
Week 4: TED　Talk (Topic: environment), Weekly Journal, Q＆A
Week 5: TED　Talk (Topic: environment), Weekly Journal, Q＆A
Week 6: TED　Talk (Topic: life), Weekly Journal, Q＆A
Week 7: TED　Talk (Topic: life), Weekly Journal, Q＆A
Week 8: TED　Talk (Tpoic: education), Weekly Journal, Q＆A
Week 9: TED　Talk (Topic: education), Weekly Journal, Q＆A
Week 10: TED　Talk (Topic: culture), Weekly Journal, Q＆A
Week 11: TED　Talk (Topic: culture), Weekly Journal, Q＆A
Week 12: TED　Talk (Topic: society), Weekly Journal, Q＆A
Week 13: TED　Talk (Topic: society) , Weekly Journal, Q＆A
Week 14: TED　Talk (Topic: world), Weekly Journal, Q＆A
Week 15: 模擬テスト、一学期の成果の振り返り

◆準備学習の内容◆

自宅での学習が前提となる授業です。計画に沿って、自主的な学習を進めましょう。また、授業で学んだことを復習することも必要です。

◆成績評価の方法◆

CES251N

総合英語Ｅ

林　千代

◆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 ０３

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

英語の辞書を毎回持参すること。

成績は以下の項目を総合的に評価します。
①課題：ウィークリージャーナル（英語学習の内容・時間・振り返りを毎週記録）
②授業活動
③確認テストなど

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指定します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

学生が自分のペースで行う英語学習と授業内でのコミュニケーション活動を柱に、自律した学習者になることができる。

◆授業内容・計画◆

【授業内容】
①自主的な学習（授業外での学習）
・各自で英語の到達目標を立てる。
・学期および毎週の学習計画を立てる。
・週毎に学習内容を振り返り、学んだ内容の定着を目指す。
②授業内活動
・TED Talks を教材として用い、リスニング、スピーキング、ライティング、語彙力などを伸ばします。
教員は適宜、質問に答え、学習の進度・内容に対して助言を行います。

【授業計画】
Week 1: オリエンテーション、模擬テスト
Week 2: TED  Talk (Topic: animals), Weekly Journal, Q＆A
Week 3: TED  Talk (Topic: animals), Weekly Journal, Q＆A
Week 4: TED  Talk (Topic: future), Weekly Journal, Q＆A
Week 5: TED  Talk (Topic: future), Weekly Journal, Q＆A
Week 6: TED  Talk (Topic: population), Weekly Journal, Q＆A
Week 7: TED  Talk (Topic: population), Weekly Journal, Q＆A
Week 8: TED  Talk (Topic: mind), Weekly Journal, Q＆A
Week 9: TED  Talk (Topic: mind), Weekly Journal, Q＆A
Week 10: TED  Talk (Topic: communication), Weekly Journal, Q＆A
Week 11: TED  Talk (Topic: communication), Weekly Journal, Q＆A
Week 12: TED  Talk (Topic: food), Weekly Journal, Q＆A
Week 13: TED  Talk (Topic: food), Weekly Journal, Q＆A
Week 14: TED  Talk (Topic: happiness), Weekly Journal, Q＆A
Week 15: 模擬テスト、一学期の成果の振り返り

◆準備学習の内容◆

自宅での学習が前提となる授業です。計画に沿って、自主的な学習を進めましょう。また、授業で学んだことを復習することも必要です。

◆成績評価の方法◆

CES252N

総合英語Ｆ

林　千代

◆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 ０４

講義室 2-26 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

●英語辞書を毎回持参すること。

●初回授業で受講生の授業内容への希望をたずねます。

●TOEICの試験に複数回挑戦し、スコアアップとして+50～100を目指します。

成績は以下の項目を総合的に評価します。
１．単語・熟語・文法のテスト
２．Readingテスト
３．Listeningテスト
４．小テストと期末テスト
５．TOEICの受験結果
６．積極的な授業参加度

◆教科書（使用テキスト）◆

TOEIC TEST  リスニング　ベーシックマスター

Philip Griffin 松井こずえ、妻鳥千鶴子　著
Jリサーチ出版

その他の必要な教材は、教室で配布します。A4版の配布プリントを保存するための専用ファイルをご準備ください。

◆参考図書◆

授業中に指示します。

◆留意事項◆

　本授業の受講生は「より実践的な英語能力」の習得を目指します。TOEICに挑戦するための15週にわたるプログラムが準備されています。
受講生は日常生活やビジネスという具体的な場面においての、emailや広告文、商品説明文または会社内部のお知らせなどを読み取る力や聞
き取る力を高めていきます。readingやlisteningの訓練とともに、英語での発信力も求められていることを忘れてはなりません。  受講生は幅広く
興味・関心を広げ、実践力を身につけていくことが要求されています。時事問題、  政治、経済、文化や国際問題にも関心をもち、国内外の英
語ニュースを読み、聞き取る訓練が90分の授業に組み込まれています。英語圏の生活や文化に親しみをもてるようイギリス各地で撮影したビ
デオもお見せします。

◆授業内容・計画◆

Week 1:　Introduction
Week 2: 　Part 1 (写真描写問題 1)
Week 3:　 part 1 (写真描写問題 2)
Week 4:　 Part 2 (応答問題 1)
Week 5:　 Part 2 (応答問題 2)
Week 6:　 Part 3 (会話問題 1)
Week 7:　 Part 3 (会話問題 2)
Week 8:　 Part 4 (説明文問題 1)
Week 9:　 Part 4 (説明文問題 2)
Week 10:　Part 5 (短文空所補充問題　1)
Week 11:　Part 5 (短文空所補充問題　2)
Week 12:　Part 7 (読解問題 1)
Week 13:　Part 7 (読解問題 2)
Week 14:  Part 6 (長文空所補充問題)
Week 15:　総括

◆準備学習の内容◆

毎週小テストを行います。また、次週の課題も必ず取り組んでいただきます。疑問・質問とともに授業に出席し、積極的に参加することが一人ひ
とりの受講生に期待されています。

◆成績評価の方法◆

CES253N

総合英語Ｇ

佐久間　晶子

◆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 ０４

講義室 2-26 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

●　英語辞書を毎回持参すること。

●　初回授業で受講生の授業内容への希望をたずねます。

●　TOEICの試験に複数回挑戦し、スコアアップとして+50～100を目指します。

成績は以下の項目を総合的に評価します。
１．単語・熟語・文法のテスト
２．Readingテスト
３．Listeningテスト
４．小テストと期末テスト
５．TOEICの受験結果
６．積極的な授業参加度

◆教科書（使用テキスト）◆

TOEIC TEST －日本人が必ず間違えるひっかけ問題100選－
西浦美枝子著
Jリサーチ出版

その他の必要な教材は、教室で配布します。A4版の配布プリントを保存するための専用ファイルをご準備ください。

◆参考図書◆

授業中に指示します。

◆留意事項◆

  前期に引き続いて、本授業の受講生は「より実践的な英語能力」の習得を目指します。TOEICに挑戦するための15週にわたるプログラムが準
備されています。  受講生は日常生活やビジネスという具体的な場面においての、emailや広告文、商品説明文または会社内部のお知らせなど
を読み取る力や聞き取る力を高めていきます。readingやlisteningの訓練とともに、英語での発信力も求められていることを忘れてはなりませ
ん。  受講生は幅広く興味・関心を広げ、実践力を身につけていくことが要求されています。時事問題、  政治、経済、文化や国際問題にも関心
をもち、国内外の英語ニュースを読み、聞き取る訓練が90分の授業に組み込まれています。英語圏の生活や文化に親しみをもてるようイギリ
ス各地で撮影したビデオもお見せします。

◆授業内容・計画◆

Week 1:　 Introduction
Week 2:   Part 1 (写真描写問題1)
Week 3:　  Part 1  (写真描写問題2)
Week 4:　  Part 2  (応答問題1)
Week 5:   Part 2  (応答問題2)
Week 6:   Part 3  (会話問題1)
Week 7:   Part 3  (会話問題2)
Week 8:　  Part 4  (説明文問題1)
Week 9:　  Part 4  (説明文問題2)
Week 10:  Part 5　 (短文空所補充問題 1)
Week 11:  Part 5　 (短文空所補充問題 2)
Week 12:　Part 7   (読解問題 1)
Week 13:　Part 7   (読解問題 1)
Week 14:  Part 6   (長文空所補充問題)
Week 15: 　総括

◆準備学習の内容◆

毎週小テストを行います。疑問・質問とともに授業に出席し、積極的に参加することが一人ひとりの受講生に期待されています。

◆成績評価の方法◆

CES254N

総合英語Ｈ

佐久間　晶子

◆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 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

外国語の習得は積み重ねによるものなので、極力欠席を避け、復習に努め、積極的に授業に参加してください。疑問点についてはそのつど遠
慮なく質問し、不明な点が残らないようにしましょう。

平常点（授業への取り組みなど）、小テストおよび期末試験の結果を総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ブーメラン』小野寿美子他著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと（初回の授業で説明します）。

◆留意事項◆

4技能の総合的な学習を通してドイツ語の基礎文法を学ぶことを目標とします。具体的には発音の規則を習得し、初歩の文法事項を理解し、重
要かつ平易な日常会話のフレーズを覚えるとともに、短い文章の読解を行います。

◆授業内容・計画◆

教科書は文法の解説・練習問題、平易な対話文とパートナー練習、単語コーナー、短い読みもの、ドイツ語圏の諸事情に関するコラムから構
成され、「読む、書く、聞く、話す」練習をバランスよく行いながら、ドイツ語の基礎力を養うことが出来るようになっています。授業ではこれらの諸
要素を組み合わせながら、教科書の前半を学習する予定です。授業ではまた随時小テストを行い、既習事項の確認・定着を図っていきます。

第1回　 導入、アルファベート、挨拶表現
第2回　 発音の規則(1)　第1課(1)－動詞の現在人称変化
第3回　 発音の規則(2)　第1課(2)－sein、haben、語順
第4回　 発音の規則(3)　第1課(3)－ミュンヘンで自己紹介
第5回　 第2課(1)－名詞の性と冠詞、格変化
第6回　 第2課(2)－格変化（続き）
第7回　 第2課(3)－ザルツブルクの美術館で
第8回　 第3課(1)－不規則動詞の現在人称変化、命令形
第9回　 第3課(2)－名詞の複数形、非人称のes
第10回　第3課(3)－ヴィーン市街で
第11回　第4課(1)－冠詞類
第12回　第4課(2)－冠詞類（続き）、否定表現
第13回　第4課(3)－ハンブルクで買物
第14回　テキスト講読
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＊発音の規則を復習。
＊毎回宿題（文法の練習問題など）や小テストの準備を通して、既習事項を復習。

◆成績評価の方法◆

CES033N

ドイツ語文法初級Ａ

伊藤　直子

◆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 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

独和辞典は必ず用意すること。新しく出てきた単語の意味は予習のときに自分で調べるように努力しましょう。
出席状況や授業時の応答を重視します。

学期末試験、小テストなども含めて総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書「ブーメラン」小野寿美子ほか著　朝日出版社

◆参考図書◆

独和辞典(電子辞書可）。独和辞典を引いてボキャブラリーを増やす努力をしましょう。

◆留意事項◆

総合独語Iと後期の総合独語IIをあわせて、ドイツ語の文法をひと通り学習します。ドイツ語の読解・コミュニケーションのための基礎的な文法力
を、練習によって養います。テキストや視覚教材を通してドイツの文化・生活にも触れていきます。

◆授業内容・計画◆

1)　導入アルファベ－ト
2)　1課 自己紹介
3)　1課 動詞の現在人称変化
4)　2課 名詞の性と冠詞
5)　2課 定冠詞と不定冠詞
6)　1/2課 読んでみよう
7)　3課 不規則変化の動詞
8)　3課 複数
9)　4課 定冠詞類・不定冠詞類
10)  まとめと小テスト
11) 4課 買い物
12) 3/4課 読んでみよう
13) 5課 前置詞
14) 5課 人称代名詞
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教科書を予習し、自分で辞書を引いて単語の意味を理解し、ドイツ語文を日本語に訳せるようにしてください。問題も必ず、まず自分でやってみ
ましょう。

◆成績評価の方法◆

CES033N

ドイツ語文法初級Ａ

岩井　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 ０３

講義室 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

詳細は初回の授業で説明するので、必ず出席してください。

平常点＋試験の得点

◆教科書（使用テキスト）◆

『一歩ずつ―楽しいドイツ語』　小川さくえ・片岡律子 同学社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

初級文法の学習を通して、やさしいドイツ語を読んだり、書いたり、聴いたり、話したりできるようになることを目標とします。ドイツ語をゼロから
学びたい人、学びなおしたい人を対象にした授業です。

◆授業内容・計画◆

文法事項の解説と問題演習を反復して行います。

第01回　ガイダンス
第02回　アルファベート・発音
第03回　動詞の現在人称変化１（基本型/d・t型/s・z型）
第04回　動詞の現在人称変化２（幹母音変化動詞）
第05回　動詞の現在人称変化３（sein/haben/werden）
第06回　文の種類と語順１（平叙文)
第07回　文の種類と語順２（疑問文/否定文）
第08回　名詞の数と性
第09回　定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化１（格変化）
第10回　定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化２（用法）
第11回　定冠詞・不定冠詞と名詞の格変化３（用法）
第12回　定冠詞類
第13回　不定冠詞類
第14回　人称代名詞
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

教科書の該当箇所を予習しておいてください。

◆成績評価の方法◆

CES033N

ドイツ語文法初級Ａ

中村　仁

◆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 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

初学者の段階では予習や復習よりも授業への出席が何よりも大切です。

授業内課題の遂行と、期末考査の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

新倉／亀ヶ谷／正木／中野『ゲナウ！　コミュニケーションのドイツ語　ノイ』（第三書房）

◆参考図書◆

独和辞典（必要性を含めて初回授業で指示します）

◆留意事項◆

適正な発音に習熟し、基本的語彙を習得するとともに、文の仕組みである文法への理解を基盤としつつ、日常生活で使用される口頭表現を題
材に、初級段階の総合的なドイツ語運用能力を錬成することが目標である。

◆授業内容・計画◆

第１回　導入とアルファベート
第２回　発音とあいさつ
第３回　主語と動詞
第４回　動詞の現在人称変化
第５回　自己紹介の表現
第６回　不規則変化動詞
第７回　身の回り品の表現
第８回　冠詞と名詞
第９回　飲食の表現
第10回　家族紹介の表現
第11回　所有冠詞
第12回　趣味の表現
第13回　否定冠詞
第14回　命令文
第15回　総括と考査

◆準備学習の内容◆

文法を学習する回の前には文法説明を通読しておくこと。単語と表現を学習する回の前には本文を音読してみること。

◆成績評価の方法◆

CES033N

ドイツ語文法初級Ａ

長谷川　悦朗

◆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 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

期末に実施する予定の試験と、出欠状況、活発な実りある授業時間にするための貢献等を考慮に入れて、総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ドイツ語インフォメーション　neu2」　　　秋田静男他著　　　　　　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ドイツ語文法初級Ａ・Ｂで、ドイツ語で簡単なコミニケーションするために必要とされる文法をひととおり学習します。

◆授業内容・計画◆

 １）　第０課　オリエンテーション／ドイツ語について／アルファベットと発音／あいさつ　①

　２）　第０課　オリエンテーション／ドイツ語について／アルファベットと発音／あいさつ　②

　３）　第１課　「タナカマコトと申します」（動詞の現在人称変化１）動詞の語尾変化と語順について学びます。①

　４）　第１課　「タナカマコトと申します」（動詞の現在人称変化１）動詞の語尾変化と語順について学びます。①「僕はタナカアキラです」（動詞
の現在人称変化１）②

　５）　第２課　「何をしているの？」（名詞句の格変化）名詞には男性・女性・中性の違いがあることや、冠詞の語尾が変化することを学びま
す。①

　６）　第２課　「何をしているの？」（名詞句の格変化）名詞には男性・女性・中性の違いがあることや、冠詞の語尾が変化することを学びま
す。②
　
　７）　第３課「その帽子はいくらですか？」名詞の複数形について学びます。①
　
　８）　第３課「その帽子はいくらですか？」名詞の複数形について学びます。②

　９）　第４課「コーヒーが一杯欲しい」　冠詞には様々なものがあることを学びます。①

１０）　第４課「コーヒーが一杯欲しい」　冠詞には様々なものがあることを学びます。②

１１）　第５課「こちらザビーネです」　現在人称変化が少し不規則な動詞や人称代名詞について学びます。①

１２）　第５課「こちらザビーネです」　現在人称変化が少し不規則な動詞や人称代名詞について学びます。②

１３）　第６課「何を注文するの」　現在人称変化が少し不規則な動詞や人称代名詞について学びます。①

１４）  第６課「何を注文するの」　現在人称変化が少し不規則な動詞や人称代名詞について学びます。②

１５）　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習は必須ではありませんが、復習をしっかりとすることです。また、試験は持ち込み不可ですので、基本単語（１００～３００）はしっかりと覚
えてください。

◆成績評価の方法◆

CES033N

ドイツ語文法初級Ａ

清水　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 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

外国語の習得は積み重ねによるものなので、極力欠席を避け、復習に努め、積極的に授業に参加してください。疑問点についてはそのつど遠
慮なく質問し、不明な点が残らないようにしましょう。

平常点（授業への取り組みなど）、小テストおよび期末試験の結果を総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ブーメラン』小野寿美子他著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆

前期に引き続き、4技能の総合的な学習を通してドイツ語の基礎文法を学ぶことを目標とします。具体的には前期同様、初歩の文法事項を理
解し、重要かつ平易な日常会話のフレーズを覚えるとともに、短い文章の読解を行います。

◆授業内容・計画◆

授業では既習事項を復習したあと、前期同様に、基礎的な文法事項の学習、平易な対話文を通しての基本表現の習得、短い文章の読解など
を組み合わせながら、教科書の後半を学習する予定です。授業ではまた随時小テストを行い、既習事項の確認・定着を図っていきます。

第1回　 既習事項の復習　第5課(1)－前置詞
第2回　 第5課(2)－前置詞（続き）、人称代名詞
第3回　 第5課(3)－バーゼルで
第4回　 第6課(1)－話法の助動詞、未来形
第5回　 第6課(2)－副文、分離・非分離動詞
第6回　 第6課(3)－コンサートに行きたい
第7回　 第7課(1)－形容詞の格語尾変化
第8回　 第7課(2)－形容詞・副詞の比較
第9回　 第7課(3)－レストランで食事
第10回　第8課(1)－動詞の三基本形
第11回　第8課(2)－現在完了形
第12回　第8課(3)－週末の外出
第13回　第9課(1)－過去形
第14回　第9課(2)－再帰動詞
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＊毎回宿題（文法の練習問題など）や小テストの準備を通して、既習事項を復習。

◆成績評価の方法◆

CES034N

ドイツ語文法初級Ｂ

伊藤　直子

◆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 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 月５ 単位数 1単位

備考

出席状況や授業時の応答も重視します。

学期末試験、小テストなども含めて総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

教科書「ブーメラン」小野寿美子ほか著　朝日出版社

◆参考図書◆

独和辞典(電子辞書可）。独和辞典を引いてボキャブラリーを増やす努力をしましょう。

◆留意事項◆

前期の総合独語Iからひきつづき後期も同じ教科書の後半を進みます。練習をつうじて、さらに応用力と表現力をつけていきます。後期修了時
には、辞書さえあれば文章を読んでいける読解力を獲得することを目指します。

◆授業内容・計画◆

1)　前期の復習
3)　6課　話法の助動詞
4)　6課　副文
5)　5／6課　読んでみよう
6)　7課　形容詞
7)　7課  比較
8)　まとめと小テスト
9)  8課  動詞の3基本形
10  8課  現在完了形
10) 7／8課　読んでみよう
11) 9課　過去形
12) 9課  再帰代名詞
13) 10課 zu不定詞
14) 10課 関係代名詞
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教科書を予習し、自分で辞書を引いて単語の意味を理解し、ドイツ語文を日本語に訳せるようにしてください。問題も必ず、まず自分でやってみ
ましょう。

◆成績評価の方法◆

CES034N

ドイツ語文法初級Ｂ

岩井　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 ０３

講義室 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

平常点＋試験の得点

◆教科書（使用テキスト）◆

『一歩ずつ―楽しいドイツ語』　小川さくえ・片岡律子　同学社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

初級文法の学習を通して、やさしいドイツ語を読んだり、書いたり、聴いたり、話したりできるようになることを目標とします。前期開講科目「ドイ
ツ語文法初級Ａ（クラス03）」の続きです。

◆授業内容・計画◆

文法事項の解説と問題演習を反復して行います。

第01回　前期の復習
第02回　前置詞１（2格/3格/4格支配）
第03回　前置詞２（3・4格支配）
第04回　分離動詞・非分離動詞
第05回　再帰代名詞
第06回　再帰動詞
第07回　非人称のes
第08回　話法の助動詞
第09回　未来形
第10回　動詞の三基本形
第11回　過去形
第12回　現在完了形
第13回　過去完了形
第14回　未来完了形
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

教科書の該当箇所を予習しておいてください。

◆成績評価の方法◆

CES034N

ドイツ語文法初級Ｂ

中村　仁

◆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 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

初学者の段階では予習や復習よりも授業への出席が何よりも大切です。

授業内課題の遂行と、期末考査の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

新倉／亀ヶ谷／正木／中野『ゲナウ！　コミュニケーションのドイツ語』（第三書房）

◆参考図書◆

独和辞典（必要性を含めて初回授業で指示します）

◆留意事項◆

適正な発音に習熟し、基本的語彙を習得するとともに、文の仕組みである文法への理解を基盤としつつ、日常生活で使用される口頭表現を題
材に、初級段階の総合的なドイツ語運用能力を錬成することが目標である。

◆授業内容・計画◆

第１回　趣味の表現
第２回　話法の助動詞
第３回　休暇計画の表現
第４回　買い物の表現
第５回　人称代名詞
第６回　街歩きの表現
第７回　前置詞
第８回　日常動作の表現
第９回　分離動詞
第10回　再帰用法
第11回　過去の表現
第12回　過去形
第13回　現在完了形
第14回　天候の表現
第15回　総括と考査

◆準備学習の内容◆

文法を学習する回の前には文法説明を通読しておくこと。単語と表現を学習する回の前には本文を音読してみること。

◆成績評価の方法◆

CES034N

ドイツ語文法初級Ｂ

長谷川　悦朗

◆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 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

期末に実施する予定の試験と、出欠状況、活発な実りある授業時間にするための貢献等を考慮に入れて、総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ドイツ語インフォメーション　neu2」　　　秋田静男他著　　　　　　朝日出版社

◆参考図書◆

◆留意事項◆

ドイツ語文法初級Ａ・Ｂで、ドイツ語で簡単なコミニケーションするために必要とされる文法をひととおり学習します。

◆授業内容・計画◆

　１）　オリエンテーション・総合ドイツ語Iで学んだことの確認と復習　①

　２）　オリエンテーション・総合ドイツ語Iで学んだことの確認と復習　②
 
　３）　第７課「市庁舎はどう行ったらいいですか？」　前置詞について学びます。①

　４）　第７課「市庁舎はどう行ったらいいですか？」　前置詞について学びます。②

　５）　第８課「歩いてホテルまで行くことはできますか？」　話法の助動詞について学びます。①

　６）　第８課「歩いてホテルまで行くことはできますか？」　話法の助動詞について学びます。②

　７）　第９課「その列車は何時に発車しますか？」　分離動詞や命令形について学びます。①

　８）　第９課「その列車は何時に発車しますか？」　分離動詞や命令形について学びます。②

　９）　第１０課「音楽に興味があります。」　形容詞の使い方や再帰代名詞について学びます。①

１０）　第１０課「音楽に興味があります。」　形容詞の使い方や再帰代名詞について学びます。②

１１）　第１１課「とてもよかった！」　ドイツ語の時制について学びます。　①

１２）　第１１課「「とてもよかった！」　ドイツ語の時制について学びます。②

１３）　第１２課「おいしかった！」　ドイツ語の時制について学びます。③

１４）　第１２課「おいしかった！」　ドイツ語の時制について学びます。④

１５）　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習は必須ではありませんが、復習をしっかりとすることです。また、試験は持ち込み不可ですので、基本単語（１００～３００）はしっかりと覚え
てください。

◆成績評価の方法◆

CES034N

ドイツ語文法初級Ｂ

清水　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 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

授業にはなるべく休まず出席し続けること。

授業内課題の遂行と、期末考査の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

清野／時田／牛山『ドイツ語の時間〈ときめきミュンヘン〉』(朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典

◆留意事項◆

視聴用映像が付属している教材を用いて中級段階での総合的なドイツ語運用能力を練成することが目標である。

◆授業内容・計画◆

第１回　導入
第２回　自己紹介の表現
第３回　家族紹介の表現
第４回　趣味の表現
第５回　旅行先の表現
第６回　健康の表現
第７回　分離動詞
第８回　買い物の表現
第９回　話法の助動詞
第10回　街歩きの表現
第11回　接続詞
第12回　過去の表現
第13回　現在完了形
第14回　過去形
第15回　総括と考査

◆準備学習の内容◆

ドイツ語文章の中にある未知の単語について意味内容と用法を調べるとともに、必要事項を書き出しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES259N

ドイツ語文法中級Ａ

長谷川　悦朗

◆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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

詳細は初回の授業で説明するので、必ず出席してください。

平常点＋試験の得点

◆教科書（使用テキスト）◆

開講時に指示します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

独文法の学習を通して、ドイツ語を読んだり、書いたり、聴いたり、話したりする力を向上させることが目標です。

◆授業内容・計画◆

文法事項の解説と問題演習を反復して行います。

第01回　ガイダンス
第02回　動詞の三基本形
第03回　動詞の過去人称変化
第04回　現在完了形
第05回　過去完了形
第06回　未来完了形
第07回　形容詞の格変化１（格変化）
第08回　形容詞の格変化２（用法）
第09回　形容詞・副詞の三基本形
第10回　比較構文１（原級/比較級）
第11回　比較構文２（最上級）
第12回　形容詞の名詞的用法
第13回　受動態１（動作受動）
第14回　受動態２（状態受動）
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

教科書の該当箇所を予習しておいてください。

◆成績評価の方法◆

CES259N

ドイツ語文法中級Ａ

中村　仁

◆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 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組みと期末試験の成績により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「新訂版・ドイツ語との出会い」　伊藤眞他著　（同学社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

簡単なテキストを読みながら、これまで学習した文法事項を復習し、ドイツ語のテキストを読むのに必要な未習の文法事項も一通り学習しま
す。
また、日常会話で必要とされる基礎的な語彙を身に付けます。
さらに、日本とは異なる文化や価値観に接することによって日本の文化や自分自身をさらに深く理解する契機とする。

◆授業内容・計画◆

　１）自己紹介　Selbstvorstellung 1 初級文法の復習①　簡単なテキストを読みながら、発音から始めて現在人称変化、格変化の復習をしま
す。
　２）自己紹介　Selbstvorstellung 2  初級文法の復習②
　３）私の家族　Meine Familie 1  初級文法の復習③
　４）私の家族　Meine Familie 2  初級文法の復習④
　５）私の趣味　Meine Hobys 1  初級文法の復習⑥
　６）私の趣味　Meine Hobys 2  初級文法の復習⑦
　７）健康　Gesundheit 1  人称代名詞の３格・４格　分離動詞　非分離動詞
　８）健康　Gesundheit 2  人称代名詞の３格・４格　分離動詞　非分離動詞
　９）買い物　Einkaufen 1 　話法の助動詞　命令形
１０）買い物　Einkaufen 2　 話法の助動詞　命令形
１２）ミュンヒェン　München 1 　３・４格支配の前置詞　並列接続詞
１３）ミュンヒェン　München 2 　３・４格支配の前置詞　並列接続詞
１４）休暇の後　Nach dem Urlaub 1  ドイツ語の時制①
１５）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回の復習をしっかりとすること。
毎回の予習は必ずしも必要ではないが、本文のテキストの訳は交代で発表してもらうので、訳を発表するときはしっかりと準備してくること。

◆成績評価の方法◆

CES259N

ドイツ語文法中級Ａ

清水　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 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

授業にはなるべく休まず出席し続けること。

授業内課題の遂行と、期末考査の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

清野／時田／牛山『ドイツ語の時間〈ときめきミュンヘン〉』(朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典

◆留意事項◆

視聴用映像が付属している教材を用いて中級段階での総合的なドイツ語運用能力を練成することが目標である。

◆授業内容・計画◆

第１回　導入
第２回　飲食の表現
第３回　接続詞
第４回　祝い事の表現
第５回　再帰用法
第６回　モードの表現
第７回　形容詞
第８回　非現実の表現
第９回　接続法第２式
第10回　不定詞
第11回　定関係代名詞
第12回　不定関係代名詞
第13回　動作受動
第14回　状態受動
第15回　総括と考査

◆準備学習の内容◆

ドイツ語文章の中にある未知の単語について意味内容と用法を調べるとともに、必要事項を書き出しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES260N

ドイツ語文法中級Ｂ

長谷川　悦朗

◆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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 1単位

備考

平常点＋試験の得点

◆教科書（使用テキスト）◆

開講時に指示します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

独文法の学習を通して、ドイツ語を読んだり、書いたり、聴いたり、話したりする力を向上させることが目標です。前期開講科目「ドイツ語文法中
級A（クラス02）」の続きです。

◆授業内容・計画◆

文法事項の解説と問題演習を反復して行います。

第01回　前期の復習
第02回　zu 不定形１（名詞的用法/形容詞的用法）
第03回　zu 不定形２（副詞的用法）
第04回　接続詞１（並列接続詞/副詞的接続詞）
第05回　接続詞２（従属接続詞）
第06回　指示代名詞
第07回　関係代名詞１（定関係代名詞）
第08回　関係代名詞２（定関係代名詞）
第09回　関係代名詞３（不定関係代名詞）
第10回　関係副詞
第11回　接続法１（動詞の形態）
第12回　接続法２（Ⅰ式の用法）
第13回　接続法３（Ⅱ式の用法）
第14回　接続法４（Ⅰ・Ⅱ式の用法）
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

教科書の該当箇所を予習しておいてください。

◆成績評価の方法◆

CES260N

ドイツ語文法中級Ｂ

中村　仁

◆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 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組みと期末試験の成績により総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「ドイツ語の時間」（ときめきミュンヒェン）　　清野智昭他著　（朝日出版社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

簡単なテキストを読みながら、これまで学習した文法事項を復習し、ドイツ語のテキストを読むのに必要な未習の文法事項も一通り学習しま
す。
また、日常会話で必要とされる基礎的な語彙を身に付けます。
さらに、日本とは異なる文化や価値観に接することによって日本の文化や自分自身をさらに深く理解する契機とする。

◆授業内容・計画◆

　１）休暇の後　Nach dem Urlaub 2　ドイツ語の時制②
　２）休暇の後　Nach dem Urlaub 3　ドイツ語の時制③
　３）休暇の後　Nach dem Urlaub 4　ドイツ語の時制④
　４）食事　Essen und Trinken 1 　定冠詞類　副文
　５）食事　Essen und Trinken 2 　定冠詞類　副文
　６）食事　Essen und Trinken 3 　定冠詞類　副文
　７）クリスマス　Weihnachten 1 　比較級と最上級　再帰代名詞と再帰動詞
　８）クリスマス　Weihnachten 2 　比較級と最上級　再帰代名詞と再帰動詞
　９）クリスマス　Weihnachten 3 　比較級と最上級　再帰代名詞と再帰動詞
１０）ファッション　Mode 1 　形容詞の格変化　非人称表現（es の用法）
１１）ファッション　Mode 2 　形容詞の格変化　非人称表現（es の用法）
１２）ファッション　Mode 3 　形容詞の格変化　非人称表現（es の用法）
１３）私の夢　Mein Wunsch 1 　接続法第２式　　zu 不定詞
１４）私の夢　Mein Wunsch 2 　接続法第２式　　zu 不定詞
１５）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回の復習をしっかりとすること。
毎回の予習は必ずしも必要ではないが、本文のテキストの訳は交代で発表してもらうので、訳を発表するときはしっかりと準備してくること。

◆成績評価の方法◆

CES260N

ドイツ語文法中級Ｂ

清水　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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

毎回の授業には必ず独和あるいは独独辞書を持参すること。この上級科目では電子辞書を持参しても構わない。

平常点および授業内提出の学期末レポートで評価する。平常点には、毎回の積極的授業参加も含まれる。

◆教科書（使用テキスト）◆

Deutsch-Magazin (Hueber) ほか、プリント教材

◆参考図書◆

既習文法事項の定着には『ドイツ語練習問題3000題』尾崎盛景他（白水社）を終えておくこと。文法事項の確認には『必修ドイツ文法総まとめ
改訂版』中島悠爾他著（白水社）を勧める。手元の独和辞典に収められていない語彙については、図書館にもある『独和大辞典』（小学館）で調
べる習慣をつけること。

◆留意事項◆

基礎的な文法や会話表現を習得し終えた皆さんがドイツ語圏で実際に出会うであろう中・上級のドイツ語表現を勉強していきます。精緻な文法
分析、積極的な作文、ネイティヴスピードのドイツ語の聞き取り、自分の考えのドイツ語による発話、以上を1年間で積み重ねていくことがこの授
業の目標です。

◆授業内容・計画◆

ドイツ語圏の都市を紹介するビデオ教材　"Deutsch-Magazin" (Hueber)他を用います。最初に映像を見たときには聞き取れなかったテキスト
が、文法を確認することで理解できるようになる喜びを毎回感じてもらえたらと思います。

履修者のレベルによって進度は調整しますが、以下に各回で取り扱うテーマを挙げておきます。

授業計画（主な内容）
第1回    イントロダクション
第2回　ドレスデンの名所（1）　町の歴史と家族の歴史
第3回　ドレスデンの名所（2）　戦前と戦後
第4回　ドレスデンの名所（3）　現在
第5回　若者の暮らし（1）　　　自由時間について語る
第6回   若者の暮らし（2）　　　将来の目標
第7回   聖歌隊員の暮らし（1）　Kreuzchorの寮生活
第8回   聖歌隊員の暮らし（2）　Kreuzchorの練習風景
第9回　ドレスデンの歴史（1）   August der Starke
第10回  ドレスデンの歴史（2）  Goethe
第11回  マイセン陶磁器（1）　  工房の作業工程
第12回  マイセン陶磁器（2）　  職人への道
第13回  文化の多様性（1）　　 Multi-Kulti
第14回  文化の多様性（2）　　 ヨーロッパのなかの多文化
第15回  自分の身近な名産品や名所

◆準備学習の内容◆

毎回の授業の予習を必ずすること。その際、以下の点に留意してください。

１）辞書の引き方はわかっているか確認
２）単語の発音（アクセント、母音の長短）を確認
３）文法事項に不明点はないか確認
４）内容でさらに深く知りたいことがあるか考える
５）そのテーマについて自分が発信できることは何か（日本や身近にある、対応するものごと）考える

◆成績評価の方法◆

CES261N

ドイツ語文法上級Ａ

宮谷　尚実

◆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 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

毎回の授業には必ず独和あるいは独独辞書を持参すること。この上級科目では電子辞書を持参しても構わない。

平常点および授業内提出の学期末レポートで評価する。平常点には、毎回の積極的授業参加も含まれる。

◆教科書（使用テキスト）◆

Deutsch-Magazin (Hueber) ほか、プリント教材

◆参考図書◆

既習文法事項の定着には『ドイツ語練習問題3000題』尾崎盛景他（白水社）を終えておくこと。文法事項の確認には『必修ドイツ文法総まとめ
改訂版』中島悠爾他著（白水社）を勧める。手元の独和辞典に収められていない語彙については、図書館にもある『独和大辞典』（小学館）で調
べる習慣をつけること。

◆留意事項◆

基礎的な文法や会話表現を習得し終えた皆さんがドイツ語圏で実際に出会うであろう中・上級のドイツ語表現を勉強していきます。精緻な文法
分析、積極的な作文、ネイティヴスピードのドイツ語の聞き取り、自分の考えのドイツ語による発話、以上を1年間で積み重ねていくことがこの授
業の目標です。

◆授業内容・計画◆

前期に引き続き、ドイツ語圏の都市を紹介するビデオ教材　"Deutsch-Magazin" (Hueber)他、映像教材を用いて文法の知識を深め、活用できる
ようにします。

後期には、受講者によるドイツ語DVDの制作にも取り組んでもらいます。これまで培ってきた4技能（読み・書き・聴き・話す）を駆使して、自分たち
が暮らす現代日本や音楽に関するテーマで短い映像を撮影し、ドイツ語圏からのリアクションももらいましょう。

履修者のレベルによって進度は調整しますが、以下に毎回の授業の主なテーマを挙げておきます。

授業計画（主な内容）
第1回　イントロダクション
第2回　現代社会の諸問題
第3回　若者の暮らし（1) ファッション
第4回   若者の暮らし（2）買い物
第5回　オーストリア（1）登山
第6回   オーストリア（2）トラブル解決
第7回　スイス（1）スポーツ
第8回   スイス（2）労働
第9回　スイス（3）環境問題
第10回  スイス（4）家族
第11回  オーストリア（1）世界遺産
第12回  オーストリア（2）音楽文化
第13回  DVDプロジェクト（1）口頭発表
第14回  DVDプロジェクト（2）演奏
第15回  DVDプロジェクト（3）ドイツからの感想を読む

◆準備学習の内容◆

毎回の授業の予習を必ずすること。その際、以下の点に留意してください。

１）辞書の引き方はわかっているか確認
２）単語の発音（アクセント、母音の長短）を確認
３）文法事項に不明点はないか確認
４）内容でさらに深く知りたいことがあるか考える
５）そのテーマについて自分が発信できることは何か（日本や身近にある、対応するものごと）考える

◆成績評価の方法◆

CES262N

ドイツ語文法上級Ｂ

宮谷　尚実

◆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 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

始めは時間がかかるかもしれませんが、テキストの下調べを必ず行い、積極的に授業に参加してください。疑問点についてはそのつど遠慮なく
質問し、不明な点が残らないようにしましょう。

平常点（授業への取り組みなど）、小テスト・期末試験の結果を総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ドイツ　こころのふるさと－ビデオで学ぶメルヘンと伝説』荻野蔵平、Andrea Raab共著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと（初回の授業で説明します）。

◆留意事項◆

ドイツ語の初級文法を学習しながら、やさしく書かれたテキストを講読することによって、ドイツ語の基礎的読解力を身につけることを目標としま
す。

◆授業内容・計画◆

　教科書はドイツのメルヘン、伝説などをもとにした平易な読みものと対話文、文法の解説・練習問題、読みものに関するコラムから構成されて
います。
　授業では教科書の前半を扱い、文法の解説や練習問題を行いながら、関連のテキストを講読していきます。その際、発音練習や音読も重視
されます。また、読解には文法事項の把握がかかせないため、随時小テストを行い、既習事項の確認・定着を図っていきます。

第1回　　導入、アルファベート、挨拶表現
第2回　　発音の規則(1)   第1課「白雪姫」(1)－動詞の現在人称変化
第3回　　発音の規則(2)   第1課(2)－語順、sein
第4回　　発音の規則(3)   第1課(3)－テキスト講読
第5回　　第2課「ハーメルンの鼠捕り男」(1)－名詞の格変化
第6回　　第2課(2)－名詞の格変化（続き）、haben
第7回　　第2課(3)－テキスト講読
第8回　　第3課「もじゃもじゃ頭のペーター」(1)－名詞の複数形、不規則動詞
第9回　　第3課(2)－テキスト講読
第10回　「ティル・オイレンシュピーゲル」(1)－人称代名詞、前置詞
第11回　 第4課(2)－テキスト講読
第12回　 第5課「ランツフートの結婚式」(1)－定・不定冠詞類
第13回　 第5課(2)－テキスト講読
第14回　 詩を読む
第15回　 まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＊発音の規則を復習。
＊毎回宿題（文法の練習問題）や小テストの準備を通して、既習事項を復習。
＊テキストの下調べ。

◆成績評価の方法◆

CES037N

ドイツ語講読初級Ａ

伊藤　直子

◆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 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

テキストの下調べを必ず行い、積極的に授業に参加してください。疑問点についてはそのつど遠慮なく質問し、不明な点が残らないようにしま
しょう。

平常点（授業への取り組みなど）、小テスト・期末試験の結果を総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ドイツ　こころのふるさと－ビデオで学ぶメルヘンと伝説』荻野蔵平、Andrea Raab共著（朝日出版社）

◆参考図書◆

独和辞典を携行のこと。

◆留意事項◆

ドイツ語の初級文法を学習しながら、やさしく書かれたテキストを講読することによって、ドイツ語の基礎的読解力を身につけることを目標としま
す。

◆授業内容・計画◆

前期に続いて、教科書の後半部分を学習する予定です。授業では前期同様、文法の解説や練習問題を行い、関連のテキストを講読していき
ます。その際、音読も重視されます。また随時小テストを行い、既習事項の確認・定着を図っていきます。

第1回　 既習事項の確認、第6課「ディンケルスビュールのこども祭り」(1)－従属接続詞
第2回　 第6課(2)－分離・非分離動詞
第3回　 第6課(3)－テキスト講読
第4回　 第7課「ミュンヘンのオクトーバーフェスト」(1)－話法の助動詞
第5回　 第7課(2)－テキスト講読
第6回　 第8課「フルトの竜退治祭り」(1)－形容詞
第7回　 第8課(2)－テキスト講読
第8回　 第9課「ヘンゼルとグレーテル」(1)－再帰動詞、zu不定詞
第9回　 第9課(2)－テキスト講読
第10回　第10課「ニュルンベルクのクリスマス市」(1)－動詞の三基本形、過去形
第11回　第10課(2)－テキスト講読
第12回　第11課「ほら吹き男爵」(1)－現在完了形
第13回　第11課(2)－テキスト講読
第14回　詩を読む
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＊毎回宿題（文法の練習問題）や小テストの準備を通して、既習事項を復習。
＊テキストの下調べ。

◆成績評価の方法◆

CES038N

ドイツ語講読初級Ｂ

伊藤　直子

◆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 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

授業にはなるべく休まず出席し続けること。

授業内課題の遂行と、期末考査の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

牧野／宇野『モーツァルトとドイツ語を　CD付き』(第三書房）

◆参考図書◆

独和辞典

◆留意事項◆

物語形式のドイツ語文章を読解する能力を練成するとともに、適正な発音に習熟し、語彙を増強する。

◆授業内容・計画◆

１．導入
２．モーツァルトの家族
３．ピアノ・レッスン
４．マリーア・テレージアの許で
５．ミラノで
６．マンハイムで
７．パリで
８．ザルツブルクとの訣別
９．後宮からの誘拐
10．コンスタンツェ・ヴェーバー
11．自由芸術家モーツァルト
12．フィガロの結婚
13．魔笛
14．モーツァルトの死
15．総括と考査

◆準備学習の内容◆

文章を音読するとともに読解のために必要となる文法説明を熟読しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES267N

ドイツ語講読中級Ａ

長谷川　悦朗

◆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 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

授業にはなるべく休まず出席し続けること。

授業内の課題遂行と期末考査の結果。

◆教科書（使用テキスト）◆

印刷物を配布する。

◆参考図書◆

独和辞典

◆留意事項◆

ドイツ語圏の文化紹介の文章を読解する能力を練成するとともに、適正な発音に習熟し、語彙を増強する。

◆授業内容・計画◆

１．導入
２．博物館の長い夜
３．カレーソーセージ
４．ドネルケバブ
５．ヴィーン風カツレツ
６．ザッハートルテ
７．ビスマルクニシン
８．ヴィーン大観覧車
９．スイスの諸都市
10．グーテンベルク
11．マルティン・ルター
12．ヴェルヘルム・テル
13．皇妃シシ
14．近作ドイツ映画
15．総括と考査

◆準備学習の内容◆

文章を音読するとともに、意味内容を日本語にしてみること。

◆成績評価の方法◆

CES268N

ドイツ語講読中級Ｂ

長谷川　悦朗

◆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 2-26 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

比較的少人数クラスになりますので、教育実習などで数回にわたる欠席が予想される場合は事前に相談してください。

予習の質や授業への参加姿勢、期末試験の成績で評価します。正当な理由のない欠席が三分の一を超えると期末試験を受けられません。

◆教科書（使用テキスト）◆

Ende,Michael: »Momo Schulausgabe mit Materialien« Thinemannverlag　2005

◆参考図書◆

授業中に指示。

◆留意事項◆

ドイツの児童文学の名作、ミヒャエル・エンデの『モモ』を抜粋で読みます。人々から奪った「死んだ時間」を命の糧とする時間泥棒たちと、彼らに
立ち向かう少女モモとの戦いを追いながら、時間という普遍的なテーマを平易な言葉で語るエンデの文学世界を味わいます。最初は別の短い
テキストで辞書の引き方や読解の方法を学び、その後原文に挑戦します。前期のAでは丁寧で正確な読みを心掛け、慣れてきた後期のBでは
スピードをつけることを目指します。自分で文学作品や評論文を読みこなすための読解スキルを身に着けることが目標です。

◆授業内容・計画◆

予習を前提に輪読形式で読み進め、必要に応じて読解のスキルや文法補足の練習を行います。

第１回：作者と作品の紹介　映画化作品を一部鑑賞
第２回：読解練習（作品の紹介プリント）記号に注目
第３回：読解練習（作品の紹介プリント）動詞をさがす　動詞から文型を知る
第４回：読解練習（作者の紹介プリント）主文・副文を見分ける
第５回：読解練習（作者の紹介プリント）副文の種類を知る
第６回：原典輪読（第１章　５頁）
第７回：原典輪読(第１章　５頁）
第８回：原典輪読(第１章　７～１１頁）
第９回：原典輪読(第１章　７～１１頁）
第10回：原典輪読(第１章　７～11頁）
第11回：原典輪読(第１章　７～11頁）
第12回：原典輪読(第６章　61頁）
第13回：原典輪読(第６章　62頁）
第14回：復習・補足
第15回：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

輪読形式ですので予習が前提です。原文をノートに書き取り、未知の語彙や表現を書きいれ、文構造を考えながら自分の言葉で訳してみま
しょう。わからない箇所はあって当たり前ですが、できるところまでは調べた上で授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

CES269N

ドイツ語講読上級Ａ

川口　眞理

◆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 2-26 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

比較的少人数のクラスになりますので、教育実習、介護実習、院受験などで欠席が予想される場合は事前に相談してください。

予習の質や授業への参加姿勢、期末試験の成績で評価します。正当な理由のない欠席が三分の一を超えると期末試験を受けられません。

◆教科書（使用テキスト）◆

Ende,Michael: »Momo Schulausgabe mit Materialien« Thinemannverlag　2005

◆参考図書◆

授業中に指示。

◆留意事項◆

ドイツの児童文学の名作、ミヒャエル・エンデの『モモ』を抜粋で読みます。人々から奪った「死んだ時間」を命の糧とする時間泥棒たちと、彼らに
立ち向かう少女モモとの戦いを追いながら、時間という普遍的なテーマを平易な言葉で語るエンデの文学世界を味わいます。前期のAでは丁
寧で正確な読みを心掛けましたが、慣れてきた後期のBではスピードをつけることを目指します。自分で文学作品や評論文を読みこなすための
読解スキルを身に着けることが目標です。

◆授業内容・計画◆

前期のAと同様、予習を前提に輪読形式で読み進め、必要に応じて補足の練習を行います。
後期のBではできるだけ多読を心がけ、100％わからなくてもとにかくストーリーを追う楽しさを追求します。以下の進度はあくまで目安です。
第１回：文法練習：接続詞について　映画化作品を一部鑑賞
第２回：原典輪読(第6章　63～66頁より適宜抜粋。以下同様）
第３回：原典輪読(第6章　63～66頁）
第４回：原典輪読(第6章　63～66頁）
第５回：原典輪読(第12章　169～184頁）
第６回：原典輪読(第12章　169～184頁）
第７回：原典輪読(第12章　169～184頁）
第８回：原典輪読(第20章　275～284頁）
第９回：原典輪読(第20章　275～284頁）
第10回：原典輪読(第20章　275～284頁）
第11回：原典輪読(第21章　285～298頁）
第12回：原典輪読(第21章　285～298頁）
第13回：原典輪読(第21章　285～298頁）
第14回：復習・補足
第15回：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

輪読形式ですので予習が前提です。原文をノートに書き取り、未知の語彙や表現を書きいれ、文構造を考えながら自分の言葉で訳してみま
しょう。わからない箇所はあって当たり前ですが、できるところまでは調べた上で授業に臨んでください。

◆成績評価の方法◆

CES270N

ドイツ語講読上級Ｂ

川口　眞理

◆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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

（１）授業に出席してドイツ語で話すことがもっとも重要です。全授業出席を目指してください。
（２）間違ってもいいので、大きな声ではっきりと話しましょう。学んだことは、次の時間までに必ず一度復習しましょう。
（３）万が一欠席した場合、どこまで進んだかをクラスメートまたは教員に確認し、必ず自分で学習してください。

授業への積極的な取り組み、口頭での発言やスピーチ、各課ごとの確認テスト（筆記と聞き取り）などを通して、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『Schritte plus 1』D.Niebisch ほか著（Hueber社）

◆参考図書◆

『ドイツ語のスタートライン』在間進（三修社）

◆留意事項◆

・ドイツ語で話すことを楽しむ。
・短い文を正確に組み立てる。
・場面ごとに必要な語彙と表現を覚える。

◆授業内容・計画◆

ドイツで初学者向けに作られた会話教材を使います。主人公の家族が繰り広げるさりげない日常会話をもとに、聞き取り・対話練習を行いま
す。まず写真とCDによるエピソードでテーマと必要語彙を学び、練習問題に進みます。前期の学習範囲は、第１～４課です。

第１回　　自己紹介／第１課(1) テーマ：知り合う
第２回　　第１課(2)　あいさつ表現
第３回　　第１課(3)　出身地を尋ねる
第４回　　第１課の確認と復習、第２課(1) テーマ：家族の紹介
第５回　　第２課(2)　お元気ですか，
第６回　　第２課(3)　親族名称、プロフィール
第７回　　第２課の確認と復習、第３課(1) テーマ：買い物
第８回　　第３課(2)　食品・食材の名称
第９回　　第３課(3)　値段を尋ねる
第10回　　第３課(4)　買い物と支払い
第11回　　第３課の確認と復習、第４課(1) テーマ：住まい
第12回　　第４課(2)　部屋の名称、形容詞
第13回　　第４課(3)　家具の名称、色の形容詞
第14回　　第４課の確認と復習
第15回　　まとめと評価（作文課題とスピーチ）

ドイツ語圏の講習会で、あるいはドイツ語圏から指導にいらした先生と話せるようになりたい人は、ぜひ履修してください。家での復習も含めて
しっかり取り組めば、短いドイツ語でのやり取りを自信を持って出来るようになります。

◆準備学習の内容◆

復習を重視します。
（１）学んだ表現を必ず音読し、覚えましょう。
（２）教科書の後半は練習帳になっています。該当する練習問題や学習語彙（Lernwortschatz）に各自で取り組みましょう。
（３）初心者から履修できます。その場合は、簡単な予習を組み合わせると効果的です。

◆成績評価の方法◆

CES035N

ドイツ語会話初級Ａ

末松　淑美

◆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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 1単位

備考

（１）授業に出席してドイツ語で話すことがもっとも重要です。全授業出席を目指してください。
（２）間違ってもいいので、大きな声ではっきりと話しましょう。学んだことは、次の時間までに必ず一度復習しましょう。
（３）万が一欠席した場合、どこまで進んだかをクラスメートまたは教員に確認し、必ず自分で学習してください。

授業への積極的な取り組み、口頭での発言やスピーチ、各課ごとの確認テスト（筆記と聞き取り）などを通して、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

『Schritte plus 1』D.Niebisch ほか著（Hueber社）

◆参考図書◆

『ドイツ語のスタートライン』在間進（三修社）

◆留意事項◆

・簡単な文による少し長めの対話ができるようになる。
・身近な日常的場面で必要な語彙と表現を覚える。

◆授業内容・計画◆

ドイツで初学者向けに作られた会話教材を使います。主人公の家族が繰り広げるさりげない日常会話をもとに、聞き取り・対話練習を行いま
す。まず写真とCDによるエピソードでテーマと必要語彙を学び、練習問題に進みます。後期の学習範囲は、第４課の復習および第５～７課で
す。

第１回　スピーチ「夏休みの出来事」、第４課の復習
第２回　第５課(1)　テーマ：一日の過ごし方
第３回　第５課(2)　時刻表現
第４回　第５課(3)　日常生活の行動を表す表現
第５回　第５課(4)　時間の約束をする
第６回　第５課の確認と復習、第６課(1)テーマ：余暇
第７回　第６課(2)　天候に関する表現
第８回　第６課(3)　ものの有無を尋ねる
第９回　第６課(4)　ピクニックの準備をする
第10回　第６課の確認と復習、第７課(1) テーマ：学校
第11回　第７課(2)　学校に関連する表現
第12回　第７課(3)　話法の助動詞を使った表現
第13回　第７課(4)　現在完了で過去の出来事を話す
第14回　第７課の確認と復習
第15回　まとめと評価（作文課題とスピーチ）

単語だけのコミュニケーションを抜け出し、動詞をうまく使って、短い文単位での対話を目指します。家での復習も含めてしっかり取り組めば、ド
イツ語での意思疎通も滑らかになり、簡単な日常会話が楽しめるようになります。

◆準備学習の内容◆

復習を重視します。
（１）学んだ表現を必ず音読し、覚えましょう。
（２）教科書の後半は練習帳になっています。該当する練習問題や学習語彙（Lernwortschatz）に各自で取り組みましょう。語彙が増えると、会
話はますます楽しくなります。
（３）簡単な予習を組み合わせると、さらに効果的です。

◆成績評価の方法◆

CES036N

ドイツ語会話初級Ｂ

末松　淑美

◆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 2-25 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

50％＝授業への積極的な参加を含めた平常点
50％＝授業時に中間・期末と２回行う試験を重視、小テストや授業中のドイツ語による発言も含め、語学力を総合的に評価

◆教科書（使用テキスト）◆

Schritte plus 2 Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch
出版社：　Hueber
著者：　Daniela Niebisch
ISBN: 978-3-19-01191-27

◆参考図書◆

◆留意事項◆

簡単なプレゼンテーションやリスニングなどを通し、基礎的なコミュニケーションの場面に必要な口頭表現を習得します。さらに、このコースは、
ネイティブ・スピーカーとの「聞く」「話す」を重視した会話コースでより実践的なコミュニケーション能力が習得できます。また、言葉の背景にある
文化の違いについても、理解し易いように配慮していきます。会話は“会得”してこそ価値が発揮されるものですから、予習、復習に努め、その
都度習得していくことが求められます。

◆授業内容・計画◆

Sie koennen ..

1. Berufe benennen und erfragen.
2. persoenliche Informationen über Vergangenheit und Gegenwart austauschen.
3. von Ereignissen und Aktivitaeten in der Vergangenheit berichten.
4. Informationen zu einem Stellenangebot erfragen und ein Stellengesuch schreiben.
5. Taetigkeiten und Ablaeufe auf dem Amt beschreiben.
6. Anweisungen und Ratschlaege geben.
7. ueber Erlaubtes und Verbotenes sprechen.
8. ein Meldeformular ausfuellen.
9. um Erklaerungen und Verstaendnishilfen bitten.
10. Koerperteile benennen und ueber das Befinden sprechen.
11. ueber das Befinden anderer sprechen.
12. Ratschlaege zur Gesundheit geben.
13. sich krankmelden.
14. einen Termin vereinbaren.
15. Zusammenfassung und Beurteilung

◆準備学習の内容◆

クラスで学んだ事の復習、ならびに宿題。
復習時には大きな声を出して発音し、発音、リズム、イントネーションを自身で確認し、ドイツ語に親しめるよう習慣づけてください。
授業中は各自ノートを準備し、そこへ授業での重要な箇所等を書き留めることも必要です。

◆成績評価の方法◆

CES263N

ドイツ語会話中級Ａ

Ｓ．ヘンゼル

◆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 2-25 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

50％＝授業への積極的な参加を含めた平常点
50％＝授業時に中間・期末と２回行う試験を重視、小テストや授業中のドイツ語による発言も含め、語学力を総合的に評価  

◆教科書（使用テキスト）◆

Schritte plus 2 Kursbuch und Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch
出版社：  Hueber
著者：  Daniela Niebisch
ISBN: 978-3-19-01191-27  

◆参考図書◆

◆留意事項◆

このコースは前期に引き続き、基礎的なコミュニケーションの場面に必要な口頭表現を習得するコースです。ネイティブ・スピーカーとの「聞く」
「話す」を重視した会話コースでより実践的なコミュニケーション能力が習得できます。

◆授業内容・計画◆

Sie koennen ...
1. nach dem Weg fragen und den Weg beschreiben.
2. Ortsangaben machen und Orte und Richtungen bestimmen.
3. Fahrplaenen Informationen entnehmen und Durchsagen verstehen.
4. am Bahnhof um Auskuenfte bitten.
5. Zeitangaben verstehen und Zeitangaben machen.
6. zeitliche Bezuege nennen und um Serviceleistungen bitten.
7. hoefliche Bitten und Aufforderungen ausdruecken.
8. einen Informationstext verstehen.
9. Telefonansagen verstehen und formulieren.
10. das Datum erfragen und benennen.
11. ueber Personen sprechen.
12. einen Termin absagen und zusagen.
13. Einladungen lesen und schreiben.
14. Feste nennen und Glueckwuensche ausdruecken.
15. Zusammenfassung und Beurteilung   

◆準備学習の内容◆

クラスで学んだ事の復習、ならびに宿題。
復習時には大きな声を出して発音し、発音、リズム、イントネーションを自身で確認し、ドイツ語に親しめるよう習慣づけてください。
授業中は各自ノートを準備し、そこへ授業での重要な箇所等を書き留めることも必要です。  

◆成績評価の方法◆

CES264N

ドイツ語会話中級Ｂ

Ｓ．ヘンゼル

◆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 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

テスト（50％）
授業内での活動（50％）

◆教科書（使用テキスト）◆

Schritte plus 3, Hueber Verlag

◆参考図書◆

◆留意事項◆

おもに「聞く」と「話す」の練習を通して、ネイティブスピーカーの日常会話を理解し、会話する能力を身につけること

◆授業内容・計画◆

扱われるテーマ
・人と知り合う
・自宅にて
・食事

第一回　イントロダクション
第二回　第1課人と知り合う　導入
第三回　第1課人と知り合う　基本会話
第四回　第1課人と知り合う　応用会話
第五回　第1課人と知り合う　まとめ
第六回　第2課自宅にて　導入
第七回　第2課自宅にて　基本会話
第八回　第2課自宅にて　応用会話
第九回　第2課自宅にて　まとめ
第十回　第3課食事　導入
第十一回　第3課食事　基本会話
第十二回　第3課食事　応用会話
第十三回　第3課食事　まとめ
第十四回　テスト
第十五回　まとめ

◆準備学習の内容◆

単語の反復練習、教科書のＣＤを使ったリスニング

◆成績評価の方法◆

CES265N

ドイツ語会話上級Ａ

トーマス　マイヤー

◆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 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

テスト（50％）
授業内での活動（50％）

◆教科書（使用テキスト）◆

Schritte plus 3, Hueber Verlag

◆参考図書◆

◆留意事項◆

おもに「聞く」と「話す」の練習を通して、ネイティブスピーカーの日常会話を理解し、会話する能力を身につけること

◆授業内容・計画◆

扱われるテーマ
・職業
・スポーツとフィットネス
・学校と専門教育

第一回　イントロダクション
第二回　第4課1職業　導入
第三回　第4課2職業　基本会話
第四回　第4課3職業　応用会話
第五回　第4課4職業　まとめ
第六回　第5課1スポーツとフィットネス　導入
第七回　第5課2スポーツとフィットネス　基本会話
第八回　第5課3スポーツとフィットネス　応用会話
第九回　第5課4スポーツとフィットネス　まとめ
第十回　第6課1学校と専門教育　導入
第十一回　第6課2学校と専門教育　基本会話
第十二回　第6課3学校と専門教育　応用会話
第十三回　第6課4学校と専門教育　まとめ
第十四回　テスト
第十五回　まとめ
一課終了ごとに単語の小テストを行います。

◆準備学習の内容◆

単語の反復練習、教科書のＣＤを使ったリスニング

◆成績評価の方法◆

CES266N

ドイツ語会話上級Ｂ

トーマス　マイヤー

◆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 5-302 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

＊履修に際してドイツ語学習歴は問いません。
＊ドイツ語圏の文化に関心をもち、授業に積極的に参加してください。

授業への積極的な取り組み、リアクション・ペーパー、課題、期末試験などを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『新ドイツの街角から－ドイツ文化事情』高橋憲著（郁文堂）

◆参考図書◆

授業時に、各テーマ毎に参考文献を紹介します。

◆留意事項◆

ドイツ語圏の地域事情や歴史・文化を学ぶことにより、ドイツ語への理解を深めることを目標とします。また学習を通して、自国の社会・文化状
況を考える手がかりを得られればと思います。

◆授業内容・計画◆

　授業ではドイツ語圏（ドイツ、オーストリア、スイス）の現在の概要を紹介したあと、歴史の流れに即して文化状況を把握していきます。前期は
中世から19世紀後半までの時代を扱い、各時期における主要な出来事や人物、芸術作品などについて考察します。その際、社会的・思想的背
景、音楽をはじめとする諸芸術間の結びつき、文化を育んだ各都市の表情にも言及する予定です。
　今日の時事的なテーマや日常生活については、折に触れて取り上げていきます。
　授業ではまた、ドイツ語の語彙や簡単なフレーズなども学んでいきます。
　具体的な授業の流れとしては、冒頭の時間を用いてドイツ語の発音、簡単な会話表現、語彙などを学んだあと、教科書やプリント教材、音声・
映像資料を通して、その日のテーマに取り組みます。授業の際には随時ワークシートを実施、また毎回授業の最後にはリアクション・ペーパー
の提出が求められます。

第1回　 導入－授業の進め方、アルファベート、挨拶表現
第2回　 ドイツ語圏の概要(1)－ドイツ
第3回　 ドイツ語圏の概要(2)－オーストリア、スイス
第4回   中世
第5回　 バロック
第6回　 世界遺産から－ケルン大聖堂、マウルブロン修道院など
第7回　 古典主義(1)－ゲーテを中心に
第8回　 古典主義(2)－ゲーテ、シラー
第9回　 ロマン主義(1)－詩、民謡
第10回　ロマン主義(2)－小説、美術
第11回　グリム兄弟の活動
第12回　ヴァーグナーとルートヴィヒ二世
第13回　食文化
第14回　教育制度
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＊予習－次回用に教科書の該当箇所、配布プリントを読んでおくこと。時に調べる課題があります。
＊復習－授業で取り上げた関連のテキストはできるだけ全体を読むようにしましょう。

◆成績評価の方法◆

CES271N

言語と文化（ドイツ語）Ａ

伊藤　直子

◆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 5-302 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

＊履修に際してドイツ語学習歴は問いません。
＊ドイツ語圏の文化に関心をもち、積極的に授業に参加してください。

授業への積極的な取り組み、リアクション・ペーパー、課題、期末試験などを総合的に評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

『新ドイツの街角から－ドイツ文化事情』高橋憲著（郁文堂）

◆参考図書◆

授業時に、各テーマ毎に参考文献を紹介します。

◆留意事項◆

ドイツ語圏の地域事情や歴史・文化を学ぶことにより、ドイツ語への理解を深めることを目標とします。また学習を通して、自国の社会・文化状
況を考える手がかりを得られればと思います。

◆授業内容・計画◆

　授業では前期同様、歴史の流れに即してドイツ語圏の文化状況を把握していきます。後期は19世紀末から現代までを扱い、各時期における
主要な出来事や人物、芸術作品などについて考察します。その際、社会的・思想的背景、音楽をはじめとする諸芸術間の結びつき、文化を育
んだ各都市の表情にも言及する予定です。
　今日の時事的なテーマや日常生活については、折に触れて取り上げていきます。
　授業ではまた、ドイツ語の語彙や簡単なフレーズなども学んでいきます。
　具体的な授業の流れとしては、冒頭の時間を用いてドイツ語の語彙や簡単な会話表現を学んだあと、教科書やプリント教材、音声・映像資料
を通して、その日のテーマに取り組みます。授業の際には随時ワークシートを実施、また毎回授業の最後にはリアクション・ペーパーの提出が
求められます。

第1回　祝祭(1)－オクトーバーフェストとビール文化
第2回　ニーチェの芸術思想
第3回　後期ロマン主義
第4回　世紀末ヴィーン(1)－ジャポニスム
第5回　世紀末ヴィーン(2)－文学・美術・建築
第6回　表現主義
第7回　クレーとカンディンスキー
第8回　世界遺産から－バウハウス、産業遺産など
第9回　カフカの文学
第10回　新即物主義
第11回　ナチスの文化政策
第12回　戦後のドイツーベルリンの壁を中心に
第13回　祝祭(2)－クリスマスを中心に
第14回　環境意識とライフスタイル
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

＊予習－次回用に教科書の該当箇所、配布プリントを読んでおくこと。時に調べる課題があります。
＊復習－授業で取り上げた関連のテキストはできるだけ全体を読むようにしましょう。

◆成績評価の方法◆

CES272N

言語と文化（ドイツ語）Ｂ

伊藤　直子

◆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 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

シラバスは授業内容の説明です。授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位取得はできません。
また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！
なお、授業は必ず予習・復習をして臨むように心がけてください。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

 『Novissimo A zonzo―イタリア語そぞろ歩き・更新改訂版―CD付き』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）

◆参考図書◆

 辞書、参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となる社会・文化・思考法を学びながら、イタリア語の初級文法を身に付けます。これは、イタリア語を「聴き」、「話し」、「読み」、「書く」ため
のベースになります。正確な発音ができ、規則動詞およびよく使われる重要な不規則動詞の現在形が理解でき、かんたんな短文の意味が分
かるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス、アルファベット
2．発音(母音字、子音字）、アクセント
3．名詞の性・数、冠詞の概要
4．第1課 (1)あいさつ、規則動詞(第1変化）の直説法現在
5．第1課 (2)-iare型の動詞変化、疑問文、否定文
6. 動詞変化の練習
7．第2課 (1)規則動詞(第2、第3変化）の直説法現在
8．第2課 (2)よく使われる前置詞
9. 動詞変化の練習
10. 確認と復習
11. 第3課 (1)essere, avereの直説法現在、形容詞
12. 第3課 (2)c’e～,ci sono～、指示詞
13. 確認と復習
14. 前期全般の総合練習
15. まとめと評価

◆準備学習の内容◆

テキスト附属のCDを、授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書の使い方を学びながら、単語や表現の意味を時前に調べ、本文は和訳しておく
こと。また、練習問題は自分で解いてみること。復習は、学習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をして身に付け、単語や表現を書
いて発音しながら語彙の強化をはかること。

◆成績評価の方法◆

CES039N

イタリア語文法初級Ａ

Ａ．チヴィーレ

◆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 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

シラバスは授業内容の説明です。授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位取得はできません。
また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！
なお、授業は必ず予習・復習をして臨むように心がけてください。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

 『Novissimo A zonzo―イタリア語そぞろ歩き・更新改訂版―CD付き』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）

◆参考図書◆

 辞書や参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となる社会・文化・思考法を学びながら、イタリア語の初級文法を身に付けます。これは、イタリア語を「聴き」、「話し」、「読み」、「書く」ため
のベースになります。日常的に使用頻度の高い不規則動詞(従属動詞を含む）の現在形が理解でき、冠詞や目的語を適切に使えるようになる
ことが目標です。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス、前期の復習
2. 第4課(1) 不定冠詞と定冠詞
3. 第4課(2) 冠詞前置詞、所有形容詞
4. 復習と確認
5. 第5課(1) 従属動詞(1)活用形
6. 第5課(2) 従属動詞(2)第4課(1)用法
7. 第5課(3) 直接目的語の代名詞(3人称）
8. 復習と確認
9. 従属動詞と直接目的語の練習
10. 第6課(1) よく使われる不規則動詞
11. 第6課(2) 間接目的語(3人称）およびその他の目的語の代名詞(1・2人称）
12. 第6課(3) 動詞 piacere の用法
13. 復習と確認
14. 後期全般の総合練習
15. まとめと評価

◆準備学習の内容◆

テキスト附属のCDを、授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書の使い方を学びながら、単語や表現の意味を時前に調べ、本文は和訳しておく
こと。また、練習問題は自分で解いてみること。復習は、学習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をして身に付け、単語や表現を書
いて発音しながら語彙の強化をはかること。

◆成績評価の方法◆

CES040N

イタリア語文法初級Ｂ

Ａ．チヴィーレ

◆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 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単
位取得はできません。また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『Allegro vivace―話してみようイタリア語―』アルダ・ナンニーニ、堤康徳著（白水社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については授業内で案内します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する4つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」のうち、特に「聴く｣、「話
す」を中心に学びます。具体的には、主に口頭による簡単な自己紹介と家族や友人の紹介ができるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス
2. 第1課 (1)挨拶表現 (1)敬称
3. 第1課 (2)挨拶表現 (2)親称
4. 確認と復習
5. 第2課 (1)自己紹介
6. 第2課 (2)他人の紹介
7. 確認と復習
8．第3課 (1)自分自身について話す1 (1)家族、年齢
9．第3課 (2)自分自身について話す1 (2)仕事、勉強/数詞（1から100)
10.確認と復習
11.第4課 (1)　自分自身について話す2 (1)出身地
12.第4課 (2)　自分自身について話す2 (2)住所、電話/時間の表現
13.確認と復習
14.前期全般の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習は不要です。授業中に音声教材を集中して聴き、表現の練習をしっかりと行ってください。復習は、習った表現を繰り返し発音し、書いて覚
えるようにします。

◆成績評価の方法◆

CES041N

イタリア語言語表現Ａ

京藤　好男

◆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 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単
位取得はできません。また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『Allegro vivace―話してみようイタリア語―』アルダ・ナンニーニ、堤康徳著（白水社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については授業内で案内します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する4つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」のうち、特に「聴く｣、「話
す」を中心に学びます。具体的には、主に口頭で時刻や場所をたずね、バールやレストランを使え、行き先に関する簡単な情報を得たり、説明
できるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス、Iの既習事項復習
2. 第5課 (1) 存在の有無をたずねる
3. 第5課 (2) 時刻の表現
4. 第5課 (3) 1日の行動予定表の作成
5. 確認と復習
6. 第6課 (1) 自分の好みを伝える
7. 第6課 (2) バールでの注文と支払い
8. 第6課 (3) レストランでの注文と支払い/数詞（100以上）
9. 確認と復習
10.第7課 (1) 情報を得る
11.第7課 (2) 目的地までの行き方をたずねる
12.第7課 (3)目的地までの行き方
13.確認と復習
14.後期全般の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習は不要です。授業中に音声教材を集中して聴き、表現の練習をしっかりと行ってください。復習は、習った表現を繰り返し発音し、書いて覚
えるようにします。

◆成績評価の方法◆

CES042N

イタリア語言語表現Ｂ

京藤　好男

◆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 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 水２ 単位数 1単位

備考

シラバスは授業内容の説明です。授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位取得はできません。
また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！
なお、授業は必ず予習・復習をして臨むように心がけてください。

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『Novissimo A zonzo―イタリア語そぞろ歩き・更新改訂版―CD付き』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）

◆参考図書◆

辞書や参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となる社会・文化・思考法を学びながら、イタリア語の初級文法を身に付けます。これは、イタリア語を「聴き」、「話し」、「読み」、「書く」ため
のベースになります。過去の出来事や経験などについて自然にやりとりができるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス、初級の復習
2．第7課 (1) 近過去
3．近過去の練習
4．確認と復習
5．第7課（2）関係代名詞che
6. 第8課(1) 再帰動詞
7．第8課(2) 再帰動詞の種類
8．再帰動詞の練習
9. 第9課(1) 半過去、(2) 半過去の主な用法
10. 半過去の練習
11. 確認と復習
12. 第9課(3) 大過去
13. 確認と復習
14. 前期全般の総合練習
15. まとめと評価

◆準備学習の内容◆

テキスト附属のCDを、授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書の使い方を学びながら、単語や表現の意味を時前に調べ、本文は和訳しておく
こと。また、練習問題は自分で解いてみること。復習は、学習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をして身に付け、単語や表現を書
いて発音しながら語彙の強化をはかること。

◆成績評価の方法◆

CES273N

イタリア語文法中級Ａ

教員

◆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 時間外 単位数 1単位

備考

シラバスは授業内容の説明です。授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。欠席が1/3を超えると単位取得はできません。
また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！
なお、授業は必ず予習・復習をして臨むように心がけてください。

 随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『Novissimo A zonzo―イタリア語そぞろ歩き・更新改訂版―CD付き』一ノ瀬俊和著（朝日出版社）

◆参考図書◆

 辞書や参考書については、授業内で指示します。

◆留意事項◆

背景となる社会・文化・思考法を学びながら、イタリア語の初級文法を身に付けます。これは、イタリア語を「聴き」、「話し」、「読み」、「書く」ため
のベースになります。簡単な仮定・推測もでき、丁寧に要求・希望を表せるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1．ガイダンス、前期の復習
2. 第10課(1) 直説法未来、第10課(2) 未来の主な用法
3. 復習と確認
4. 第10課(3) 比較級
5. 復習と確認
6. 第11課(1)命令法、第11課(2)否定命令
7. 命令の練習
8. 復習と確認
9.  第11課(3) ジェルンディオ
10.復習と確認
11. 第12課(1) 条件法現在、第12課(1) 条件法の主な用法
12. 第12課(3) volereとpiacereの条件法
13. 復習と確認
14. 後期全般の総合練習
15. まとめと評価

◆準備学習の内容◆

テキスト附属のCDを、授業の前後によく聴くこと。予習は、辞書の使い方を学びながら、単語や表現の意味を時前に調べ、本文は和訳しておく
こと。また、練習問題は自分で解いてみること。復習は、学習した事柄をまとめ、文法規則や動詞変化の練習をして身に付け、単語や表現を書
いて発音しながら語彙の強化をはかること。

◆成績評価の方法◆

CES274N

イタリア語文法中級Ｂ

教員

◆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 3-114 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

上記の授業内容・計画はあくまでも予定です。受講生の理解度や興味に応じて多少変更になる場合があります。
有志者に（グループで）研究発表をしてもらう事もありえます。
イタリア語の知識はある方が望ましいが、なくても履修は可。

参加態度、リアクションペーパー、レポート（または試験）によって総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜プリントを配布します。

◆参考図書◆

教室で随時紹介します。

◆留意事項◆

「イタリア・オペラと文学」が中心テーマです。イタリア・オペラの中から特に有名な作品をいくつか選び、文学的なアプローチを行ないます。ふだ
ん自分たちが注目することのない側面に光を当てることにより（とくに大学院オペラの演目となっているダ・ポンテ三部作について通年で詳しく
考察したいと思います）、作品を多角的に捉えるための知識と思考力を養い、ひいてはイタリアの言語と文化についての理解を深めることを目
標とします。

◆授業内容・計画◆

１）イントロダクション（オペラ前史）
２）オペラの誕生
３）ギリシア神話とバロック・オペラ①　モンテヴェルディ《オルフェオ》
４）ギリシア神話とバロック・オペラ②　オルフェウス神話の様々な変奏
５）バロック時代の演奏・歌唱／カストラート（去勢歌手）について
６）ダ・ポンテ／モーツァルト《フィガロの結婚》を読む①　物語構造と時代背景
７）ダ・ポンテ／モーツァルト《フィガロの結婚》を読む②　台詞の解読
８）ダ・ポンテ／モーツァルト《コジ・ファン・トゥッテ》を読む①　物語の背景
９）ダ・ポンテ／モーツァルト《コジ・ファン・トゥッテ》を読む②　各登場人物の性格
10）ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ》①　ゼッフィレッリの映画
11）ヴェルディ《ラ・トラヴィアータ》②　台本と原作：デュマ・フィス『椿姫』
12）ヴェルディを聴く／読む：《マクベス》《オテッロ》《ドン・カルロ》ほか
13）ヴェルディを識る：指揮者ムーティの奮闘、《レクイエム》ほか
14）ヴェリズモの文学とオペラ：ヴェルガ『田舎騎士道(カヴァッレリーア・ルスティカーナ)』とマスカーニ
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

半期の授業だけでは時間的な制約があるので、CDやDVDで各作品を鑑賞しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES283N

言語と文化（イタリア語）Ａ

古田　耕史

◆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 3-114 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 1単位

備考

上記の授業内容・計画はあくまでも予定です。受講生の理解度や興味に応じて多少変更になる場合があります。
有志者に（グループで）研究発表をしてもらう事もありえます。
イタリア語の知識はある方が望ましいが、なくても履修は可。

参加態度、リアクションペーパー、レポート（または試験）によって総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

適宜プリントを配布します。

◆参考図書◆

教室で随時紹介します。

◆留意事項◆

「イタリアの詩と音楽」が中心テーマです。前半は、前期と同様、イタリア・オペラの中から特に有名な作品をいくつか選び、文学的なアプローチ
を行ないます。後半は、ルネサンス期から近現代にかけて歌曲や器楽曲（詩との関わりにおいて）も扱う予定です。聞き知ってはいても、ふだん
自分たちが注目することのない側面に光を当てることにより、作品を多角的に捉えるための知識と思考力を養い、ひいてはイタリアの言語と文
化についての理解を深めることを目標とします。

◆授業内容・計画◆

１）イントロダクション
２）ダ・ポンテ／モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》を読む①　詩人ダ・ポンテの生涯
３）ダ・ポンテ／モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》を読む②　ドン・ファン物語の系譜
４）ダ・ポンテ／モーツァルト《ドン・ジョヴァンニ》を読む③　様々な解釈
５）ダンテ『神曲』とオペラ①　プッチーニ《ジャンニ・スキッキ》
６）ダンテ『神曲』とオペラ②　ザンドナーイ（ダンヌンツィオ原作）《フランチェスカ・ダ・リミニ》
７）プッチーニを識る：映画『Puccini e la fanciulla』と《西部の娘》ほか
８）名作アリアを聴く／読む：《ボエーム》《トスカ》《アンドレア・シェニエ》《アドリアーナ・ルクヴルール》ほか
９）ルネサンスの歌曲①　ルネサンスとは？／ペトラルカの抒情詩集『カンツォニエーレ』とマドリガーレ
10）ルネサンスの歌曲②　詩人タンシッロ『聖ペテロの涙』と作曲家ラッソの“白鳥の歌”
11）ルネサンスの歌曲③　作曲家ジェズアルドと画家カラヴァッジョ
12）バロックの芸術：ヴィヴァルディ《四季》とソネット
13）近現代①　レスピーギの歌曲と交響詩／ペトラルカの詩に基づくリストの歌曲とピアノ曲
14）近現代②　クラシックとポップスのクロスオーバー：アンドレア・ボチェッリ
15）まとめと評価

◆準備学習の内容◆

半期の授業だけでは時間的な制約があるので、オペラについてはCDやDVDで各作品を鑑賞しておくこと。

◆成績評価の方法◆

CES284N

言語と文化（イタリア語）Ｂ

古田　耕史

◆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 5-207 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。
欠席が1/3を超えると単位取得はできません。
また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『Allegro vivace―話してみようイタリア語―』アルダ・ナンニーニ、堤康徳著（白水社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については授業内で案内します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する４つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」のうち、特に「聴く」、
「話す」を中心に学びます。具体的には、主に口頭による簡単な自己紹介と家族や友人の紹介ができるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス
2. 第1課 (1)挨拶表現 (1)敬称
3. 第1課 (2)挨拶表現 (2)親称
4. 確認と復習
5. 第2課 (1)自己紹介
6. 第2課 (2)他人の紹介
7. 確認と復習
8．第3課 (1)自分自身について話す1 (1)家族、年齢
9．第3課 (2)自分自身について話す1 (2)仕事、勉強/数詞（1から100)
10.確認と復習
11.第4課 (1)  自分自身について話す2 (1)出身地
12.第4課 (2)  自分自身について話す2 (2)住所、電話/時間の表現
13.確認と復習
14.前期全般の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習は不要です。授業中に音声教材を集中して聴き、表現の練習をしっかりと行ってください。復習は、習った表現を繰り返し発音し、書いて覚
えるようにします。

◆成績評価の方法◆

CES277N

イタリア語言語表現Ｃ

Ａ．チヴィーレ

◆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 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

授業の進度は、クラス人数、学習状況によって変わります。
なるべく欠席を避け、授業には積極的に参加してください。
欠席が1/3を超えると単位取得はできません。
また、遅刻は3回で欠席1回の扱いとしますので、十分注意してください！

随時行なわれる小テストを中心に評価します。それに加えて、授業への参加態度、発言、課題の提出などを総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『Allegro vivace―話してみようイタリア語―』アルダ・ナンニーニ、堤康徳著（白水社）

◆参考図書◆

辞書、参考書については授業内で案内します。

◆留意事項◆

背景となるイタリアの社会・文化・思考法を学びながら、言語に関する4つの基本的能力「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」のうち、特に「聴く｣、「話
す」を中心に学びます。具体的には、主に口頭で時刻や場所をたずね、バールやレストランを使え、行き先に関する簡単な情報を得たり、説明
できるようになることが目標です。

◆授業内容・計画◆

1. ガイダンス、Iの既習事項復習
2. 第5課 (1) 存在の有無をたずねる
3. 第5課 (2) 時刻の表現
4. 第5課 (3) 1日の行動予定表の作成
5. 確認と復習
6. 第6課 (1) 自分の好みを伝える
7. 第6課 (2) バールでの注文と支払い
8. 第6課 (3) レストランでの注文と支払い/数詞（100以上）
9. 確認と復習
10.第7課 (1) 情報を得る
11.第7課 (2) 目的地までの行き方をたずねる
12.第7課 (3)目的地までの行き方
13.確認と復習
14.後期全般の総合練習
15.まとめと評価

◆準備学習の内容◆

予習は不要です。授業中に音声教材を集中して聴き、表現の練習をしっかりと行ってください。復習は、習った表現を繰り返し発音し、書いて覚
えるようにします。

◆成績評価の方法◆

CES278N

イタリア語言語表現Ｄ

Ａ．チヴィーレ

◆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 6-301～303 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

平常点（小テスト、課題などへの取り組み方）及び期末試験の成績を基に総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

高橋信良、星埜守之他、『フランス語　ブルー１、トリコロール文法編』、朝日出版社。

◆参考図書◆

仏和辞典などについては授業内で指示する。

◆留意事項◆

フランス語の初級文法をなるべく効率的に習得し、フランス語独特の表現が出来るようになる。文法構造のしっかりした理解を前提に読むこと、
書くこと、話すことへと挑戦する。

◆授業内容・計画◆

1．アルファベ、綴り字記号、母音の発音記号、文字の読み方、挨拶と自己紹介。
2．挨拶と自己紹介の復習、名前を聞く／答える、主語人称代名詞と動詞être。
3．性、数の一致、リエゾンとアンシェヌマン、発音しない綴り字、ai、sの発音。
4．動詞avoir、不定冠詞、エリズィオン、数字1～10、無音のh。oiの読み方。
5．C’est、Ce sont、Il y aとVoici / Voila、
6.　形容詞、cとgの発音。
7．第一群規則動詞aimer。
8．定冠詞と部分冠詞。
9．否定文、疑問文。母音字＋m/nの発音。
10．動詞aller/venir、前置詞と定冠詞の縮約、euやouの発音。
11．人称代名詞強勢形。
12．動詞faire。
13．疑問形容詞、
14．所有形容詞、数字11～20。
15．まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

授業内で学んだ文法事項、練習した問題は必ず自宅で復習すること。新しい単語の綴りや発音を自宅で反復し、自分のものにした上で次の授
業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CES043N

フランス語文法初級Ａ

松岡　新一郎

◆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 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

初修の外国語は、最初は特に単語や活用など覚えることが多いです。大変な印象をもたれるかもしれませんが、ただ丸暗記するだけでなく、規
則性を意識すると覚えやすくなります。あとは目、手、耳をフルに活用して、反復練習しましょう。

平常点（授業への参加、小テスト、課題提出）と学期末のテストを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ケンとジュリー』太原孝英ほか（駿河台出版社）

◆参考図書◆

仏和辞書（授業時に指示します）

◆留意事項◆

・フランス語の文法を初歩から習得する。　・フランス語のアルファベットの発音、つづり字での発音に慣れ、語彙を増やす。　・あいさつ、自己紹
介など短い文を理解し使える。

◆授業内容・計画◆

教科書を1課につき2回程度のペースで進んでいきます。前期は第1課から第6課までの内容の習得を目指します。
第1回　第1課　アルファベット、発音
第2回　第2課（1）名詞の性と数、冠詞
第3回　第2課（2）あいさつ
第4回　第3課（1）人称代名詞、être動詞
第5回　第3課（2）自己紹介
第6回　第4課（1）部分冠詞、不規則動詞avoir、否定文
第7回　第4課（2）職業・身分
第8回　第1課～第4課のまとめ
第9回　第5課（1）第一群規則動詞、疑問文
第10回　第5課（2）レストランでの会話
第11回　第6課（1）形容詞、命令形
第12回　第6課（2）命令・勧誘の表現
第13回　第1課～第6課のまとめ
第14回　フランス語作文（自己紹介）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・授業で学んだことを定着させるために、復習は欠かせません。自分で何度もフランス語を発音し、単語を繰り返し書くようにしましょう。
・毎回の授業では、前回学んだことをステップに新しいことを取り入れていきます。疑問点はすぐに解決しましょう。公欠等でやむを得ず欠席す
る場合は、自習する、友人にノートを借りるなどして補うようにしてください。
・仏和辞書を使うときは、単語の意味を調べるだけでなく、発音や性数による語形変化、動詞の活用にも気を付けましょう。

◆成績評価の方法◆

CES043N

フランス語文法初級Ａ

塚島　真実

◆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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

平常点（授業への参加、課題提出・小テスト、各25％）と期末テスト（50％）を総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ラ・フォーレ　－フランス語基礎文法－ 』　森繁著　(朝日出版社)

◆参考図書◆

辞書：中辞典クラスの仏和辞書を最初の授業で紹介します。

◆留意事項◆

前期は入門編でフランス語の文法知識を初歩から学びます。 目標は以下の5点です。　・まず発音に耳を慣らし、声に出すこと。　・次に発音と
綴りの規則的な関係を把握すること。　・綴りをしっかりと覚えて書けるようにすること。　・フランス語の特徴（名詞の性、語順など）に慣れるこ
と。　・単語を覚え、少しずつ語彙を増やすこと。　・挨拶や自己紹介、質問など簡単な文が理解・表現できるようになること。

◆授業内容・計画◆

初級文法の教科書を使用します。 全体は4部に別れ、0課から20課の計21課に準備篇と各課の補遺を加えた構成です。 各課は見開き2ページ
がそれぞれ文法説明と練習問題になっています。 授業はほぼ1回1課のペースで前期は第2部9課までを終える予定です。

1. 導入、準備篇：フランスとフランス語
2. L.0 　フランス語で挨拶
3. L.1 　アルファベと綴り字記号、数詞１、句読記号
4. L.2　 名詞の性と数、冠詞（不定冠詞・定冠詞・部分冠詞）、提示の表現１
5. L.3　 主語人称代名詞、動詞ETREとAVOIR、提示の表現２
6. まとめの小テスト
7．L.4　 形容詞の性数一致、国籍・職業、否定形の作り方
8. L.5　 第1群規則動詞の活用、疑問文と応え方
9. 補遺1　第1群規則動詞の例外、AVOIRの成句、その他の否定、数詞２
10. L.6　指示形容詞、所有形容詞、第2群規則動詞 / まとめの小テスト
11. L.7　疑問形容詞、付加形容詞の位置、形容詞の女性形の例外、名詞・形容詞の複数形の例外
12. L.8　動詞ALLERとVENIR、近接未来・近接過去、前置詞と定冠詞の縮約、中性代名詞y
13. L.9  疑問代名詞１、疑問副詞
14. 補遺2　筆記体、母音と子音、母音に関する規則 / まとめの小テスト
15.　まとめ

◆準備学習の内容◆

予習：文法説明に目を通し、単語を辞書で引いておく。
復習：練習問題の答えを確認し、単語・活用・例文を覚える。 CDを聴いて繰り返し発音練習をする。
課題：課題の練習問題を自習して提出する。

◆成績評価の方法◆

CES043N

フランス語文法初級Ａ

島田　薫

◆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 6-301～303 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 1単位

備考

平常点（出席と小テスト、課題などへの取り組み方）及び期末試験の成績を基に総合的に判断します。

◆教科書（使用テキスト）◆

高橋信良、星埜守之他、『フランス語　ブルー１、トリコロール文法編』、朝日出版社。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

フランス語の初級文法をなるべく効率的に習得し、フランス語独特の表現が出来るようになる。文法構造のしっかりした理解を前提に読むこと、
書くこと、話すことへと挑戦する。

◆授業内容・計画◆

1．第二群規則動詞とpartir、代名動詞。
2．受動態、auやeauの発音。
3．直接法複合過去。
4．補語人称代名詞、illの発音、母音字＋il/illの発音。
5．語幹が特殊変化する動詞。指示形容詞。
6.　疑問代名詞lequel、yの発音。
7．動詞pouvoirとvouloir、xの発音。
8．疑問代名詞、疑問副詞。
9．比較級、最上級、chの発音。
10．直接法半過去、gnやphの発音、bの発音。
11．基本語彙の確認（名詞）。
12．基本語彙の確認（動詞、形容詞、副詞）。
13．主語のon、冠詞の使い方、数量表現。
14．否定表現の色々、allerとvenirの半過去形。
15．まとめと復習。

◆準備学習の内容◆

授業内で学んだ文法事項、練習した問題は必ず自宅で復習すること。新しい単語の綴りや発音を自宅で反復し、自分のものにした上で次の授
業に臨むこと。

◆成績評価の方法◆

CES044N

フランス語文法初級Ｂ

松岡　新一郎

◆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 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 1単位

備考

・後期からの履修も可能ですが、教科書の第6課までの文法を習得していることを前提とします。
・初修の外国語は、最初は特に単語や活用など覚えることが多いです。大変な印象をもたれるかもしれませんが、ただ丸暗記するだけでなく、
規則性を意識すると覚えやすくなります。あとは目、手、耳をフルに活用して、ひたすら反復練習です。新しく習得した言語を使って自分を表現
する喜びを味わって下さい。

平常点（授業への参加、小テスト、課題提出）と学期末のテストを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ケンとジュリー』太原孝英ほか（駿河台出版社）

◆参考図書◆

仏和辞書（授業時に指示します）

◆留意事項◆

・フランス語の初級文法を習得する。　・フランス語の語彙を増やす。　・フランス語の簡単な文を理解し、自分の言いたいことを短い文で表現で
きる。

◆授業内容・計画◆

教科書を、1課につき2回程度のペースで進んでいきます。後期は第7課から最終課までの内容の習得を目指します。
第1回　第7課（1）所有形容詞
第2回　第7課（2）人称代名詞強勢形
第3回　第8課（1）前置詞、疑問副詞
第4回　第8課（2）国名の言い方
第5回　第9課（1）近い未来、近い過去、疑問代名詞
第6回　第9課（2）時を表す前置詞（句）
第7回　第10課（1）疑問形容詞
第8回　第10課（2）天気・時刻の言い方
第9回　第7課～第10課のまとめ
第10回　第11課（1）目的語代名詞、代名動詞
第11回　第11課（2）不規則動詞
第12回　第12課（1）複合過去
第13回　第12課（2）過去のことを話す
第14回　フランス語作文（日記）
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・授業で学んだことを定着させるために、復習は欠かせません。自分で何度もフランス語を発音し、単語を繰り返し書くようにしましょう。
・毎回の授業では、前回学んだことをステップに新しいことを取り入れていきます。疑問点はすぐに解決しましょう。公欠等でやむを得ず欠席す
る場合は、自習する、友人にノートを借りるなどして補うようにしてください。
・仏和辞書を使うときは、単語の意味を調べるだけでなく、発音や性数による語形変化、動詞の活用にも気を付けましょう。

◆成績評価の方法◆

CES044N

フランス語文法初級Ｂ

塚島　真実

◆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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 1単位

備考

平常点（授業への参加、課題提出・小テスト、各25％）と期末テスト（50％）を総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『ラ・フォーレ －フランス語基礎文法－』 森繁著　 (朝日出版社)

◆参考図書◆

辞書:中辞典クラスの仏和辞典、初級の教科書

◆留意事項◆

フランス語の文法知識の基礎を前期に続いて学びます。 目標は次の5点です。　・綴りと発音の規則を確実に身につけること。　・文を自然に音
読できるようになること。　・新たな語や表現を覚えて語彙を増やすこと。　・構文を把握できるようになること。　・新しい時制や方を覚えて未来・
過去や願望などのより複雑な内容を理解・表現できるようになること。

◆授業内容・計画◆

前期と同じ初級文法の教科書を用いて、後期は第3部10課から学び始めます。文法説明と練習問題の見開き2ページをほぼ1回1課のペースで
20課と補遺まで終える予定です。

1. 導入, 文字の読み方・発音の復習
2. L.10　比較級と最上級、人称代名詞の強勢形
3. L.11　命令法、非人称表現、中性代名詞EN
4. L.12　目的語人称代名詞
5. まとめの小テスト
6. L.13　直説法複合過去
7. L.14　代名動詞
8. L.15　関係代名詞、指示代名詞
9. 補遺3　疑問代名詞２/ まとめのテスト
10. L.16　直説法半過去
11. L.17　受動態、現在分詞とジェロンディフ
12. L.18　直説法単純未来、中性代名詞LE / まとめのテスト
13. L.19　条件法現在
14. L.20　接続法現在
15.まとめ

◆準備学習の内容◆

予習：文法説明に目を通し、単語を辞書で引いておく。
復習：練習問題の答えを確認し、単語・活用・例文を覚える。CDを聴いて繰り返し発音練習をする。
課題：課題の練習問題を自習して提出する。

◆成績評価の方法◆

CES044N

フランス語文法初級Ｂ

島田　薫

◆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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

平常点（授業参加、課題提出・ミニテスト、各25％）と期末テスト（50％）を総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『タルト・タタン』　藤田裕二ほか著　(駿河台出版社)

◆参考図書◆

辞書:仏和の中辞典クラスを教室で紹介します。

◆留意事項◆

前期は入門編でフランス語を文法の初歩や簡単な会話などを通して学びます。 目標は次の5点です。　・まず発音に耳を慣らし、声に出すこ
と。　・次に綴りと発音の規則的な関係を把握すること。　・単語や表現を覚えて語彙を増やすこと。　・短い単文を暗記し、文字を見ずに言える・
聴きとって書けるようになること。　・覚えた表現や文を用いて短い挨拶・自己紹介などができるようになること。

◆授業内容・計画◆

総合タイプの初級フランス語を使用します。テキストは0課に14課の全15課と文法補遺という構成です。各課はミニディアローグ1と文法説明、ミ
ニディアローグ2に語彙・表現と練習問題の見開き4ページから成ります。前期は0～7課の前半をほぼ2回に1課程度のペースで学ぶ予定です。

1. 導入、L.0　アルファベ、綴り字の読み方
2. L.1　はじめまして１
3. L.1　はじめまして２
4. L.2　それは何ですか？１
5. L.2　それは何ですか？２
6. L.3　エスカルゴは好きですか？１
7. L.3　エスカルゴは好きですか？２
8. L.4　お腹がすいた！１
9. L.4　お腹がすいた！2
10. L.5　平鯛のプロヴァンス風を作ります１
11. L.5　平鯛のプロヴァンス風を作ります２
12. L.6　おすすめは何ですか？１
13. L.6　おすすめは何ですか？２
14. L.7　それは誰ですか？
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

予習：文法説明に目を通し、単語と文の意味を辞書で調べる。
復習：練習問題を確認し、単語・動詞の活用・短文を覚える。ＣＤを聴いて繰り返し発音練習をする。
課題：課題の練習問題を自習し提出する。

◆成績評価の方法◆

CES045N

フランス語実践初級Ａ

島田　薫

◆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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 1単位

備考

平常点（授業参加、課題提出・ミニテスト、各25％）と期末テスト（50％）を総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『タルト・タタン』　藤田裕二ほか著　(駿河台出版社)

◆参考図書◆

辞書:仏和の中辞典

◆留意事項◆

後期はフランス語の基礎を文法や簡単な会話などを通して学びます。　目標は次の5点です。　・綴りと発音の規則的な関係を確実に把握する
こと。　・フランス語のリズムや抑揚を耳と口に馴染ませること。　・単語や表現を覚えて語彙を増やすこと。　・短い単文を理解し、口頭・筆記で
再現できるようになること。　・覚えた文を応用して新たな表現がができるようになること。

◆授業内容・計画◆

前期と同じ教科書を用いて、後期は8～14課をほぼ2回に1課程度のペースで学ぶ予定です。

1.　導入、L.8　冷たいものが欲しい１
2. L.8　冷たいものが欲しい２
3. L.9　手伝ってくれますか？１
4. L.9　手伝ってくれますか？２
5. L.10　鴨肉のローストを作りました１
6. L.10　鴨肉のローストを作りました２
7. L.11　とても面白かった１
8. L.11　とても面白かった２
9. L.12　急がないといけない１
10. L.12　急がないといけない２
11. L.13　こちらの方が小さい１
12. L.13　こちらの方が小さい２
13. L.14　シェフになる！１
14. L.14　シェフになる！２
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

予習：文法説明に目を通し、単語と文の意味を辞書で調べる。
復習：練習問題を確認し、単語・動詞の活用・短文を覚える。 文を繰り返し発音して自然に言えるようになる。
課題：課題の練習問題を自習し提出する。

◆成績評価の方法◆

CES046N

フランス語実践初級Ｂ

島田　薫

◆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 5-309 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

初級フランス語1年か同程度の知識を前提としますが、個々のケースについては担当教員に相談してください。

平常点（授業への参加と課題提出　各25％）と期末テスト（50％）を総合的に評価します

◆教科書（使用テキスト）◆

『ミュルテイコロール』　福島祥行ほか著 （青山社）

◆参考図書◆

辞書：仏和の中辞典クラス
参考：各自が使った初級テキストや参考書など

◆留意事項◆

前期は総合タイプの文法読本を用いて初級の復習もしながら短文を読む練習をします。 目標は以下の4点です。  ・発音の規則を自分のもの
にし、文・文章を自信をもって音読できるようになること。  ・基礎知識を思い出しながら文法の各要素を判別できるようになること。  ・辞書をま
めに引きつつも単語の羅列に留まらない文全体の意味を見出だすこと。  ・文のレベルでは構文を、文章のレベルでは文脈を確実に把握でき
るようになること。

◆授業内容・計画◆

テキストは、0課から13課の全14課に文法補遺の加わった構成です。 各課は主として講読・文法・練習・表現の見開き4ページから成りますが、
発音篇と文化的解説などもあります。 授業は初級文法の復習をしつつも講読を中心に進めます。 前期はほぼ1回に1課のペースで12課まで学
ぶ予定です。

1.　　導入
2.  　L.0  フランス
3.　　L.1  フランスのオタク
4.　　L.2  ヴィトンとコングロマリット
5.　　L.3  スポーツ
6.　　L.4  移民
7.　　L.5　フレンチ・ポップ
8.　　L.6  PACS
9.　　L.7  フランス映画
10.  L.8 　共産主義か多文化主義か？
11.  L.9 　バカロレア
12.  L.10　仕事と余暇
13.  L.11　料理
14.  L.12　フランス語圏世界
15.  まとめ

◆準備学習の内容◆

予習：辞書を引き、構文を分析してから和訳する
課題：各課の練習問題を自習し提出する

◆成績評価の方法◆

CES285N

フランス語講読中級Ａ

島田　薫

◆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 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 1単位

備考

初級フランス語1年以上の知識を前提とします。　後期は講読が中心です。

平常点（授業への参加と課題提出　各25％）と期末テスト（50％）を総合的に評価します

◆教科書（使用テキスト）◆

『ミュルテイコロール』　福島祥行ほか著（青山社）

◆参考図書◆

辞書：仏和の中辞典クラス
参考：各自が使った初級テキストや参考書など

◆留意事項◆

後期は前期より長めの長めの文を読む練習をします。　 目標は以下の4点です。　・発音の規則を自分のものにし、文・文章を自信をもって音
読できるようになること。　・基礎知識を思い出しながら文法の各要素を判別できるようになること。　・辞書をまめに引きつつも単語の羅列に留
まらない文全体の意味を見出だすこと。　・文のレベルでは構文を、文章のレベルでは文脈や論理展開を確実に把握できるようになること。

◆授業内容・計画◆

前期に続いて同じ教科書から始めますが、終了後はプリント教材を使って様々なテーマの長文を選びながら読解力向上を目指します。

1.  導入
2.  補足課：日本のイメージ
3.　テ－マ１：フランス語
4.　テーマ２：音楽祭
5.　テーマ３：大学
6.　テーマ４：学生生活
7.　テーマ５：メイド・イン・フランス
8.　テーマ６：フランスのブランド
9.　テーマ７：リサイクル
10. テーマ８：フランス史（王政）
11. テーマ９：フランス史（帝政）
12. テーマ10：世界遺産
13. テーマ11：フランス社会(夏時間）
14. テーマ12：フランス社会(女性)
15. まとめ

◆準備学習の内容◆

予習：辞書を引き、構文を分析してから和訳する
課題：各課の練習問題を自習し提出する

◆成績評価の方法◆

CES286N

フランス語講読中級Ｂ

島田　薫

◆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 2-27 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

初級文法で学習したことを実践的に使用することを目標とした授業です。文法を苦手に感じている人でも、フランス語で他人を理解し自己を表
現したいという意欲があれば、さまざまな会話表現を学ぶことによって徐々に文法システムが定着していくでしょう。継続的に授業に参加し、フ
ランス語でのコミュニケーション能力を高めていきましょう。

平常点（授業への参加、小テスト）と学期末のテストを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『新・東京－パリ、初飛行』藤田裕二ほか（駿河台出版社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・フランス語の初級文法を復習しつつ、「話す」「聞く」「書く」「読む」の4つの能力を総合的に養う。　・フランス語圏での旅行・生活を想定した、フ
ランス語の実践的な能力を身に付ける。　・フランス語で自分の経験や事実を報告できる。

◆授業内容・計画◆

教科書を１課につき1回程度のペースで進んでいきます。受講者の人数・レベルに合わせて進度を変更する場合があります。適宜、教科書以
外の教材も使って留学に役立つフランスの文化や生活習慣についても学びます。
第1回　イントロダクション　第１課　挨拶する
第2回　第２課　自己紹介（１）名前、国籍、職業
第3回　第３課　自己紹介（２）年齢、家族
第4回　第４課　好きなものを言う
第5回　第５課　持ち物を言う
第6回　第６課　友達について話す
第7回　第１課～第６課の復習
第8回　第７課　尋ねる
第9回　第８課　近い未来、近い過去のことを語る
第10回　第９課　時間、天候を言う
第11回　第10課　数量を表す
第12回　第11課　紹介する
第13回　第７課～第11課の復習
第14回　フランス語で自分について話してみよう
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回の授業は、前回学んだことをステップに新しいことを取り入れていきます。授業で学んだことを次回までに定着させるためには、復習は欠
かせません。自分で何度もフランス語を発音し、単語を書くようにして下さい。日常生活で使うような表現を中心に授業を進めていくので、普段
の生活の中で「これはフランス語で何と言うのだろう？」と考えてみましょう。

◆成績評価の方法◆

CES289N

フランス語実践中級Ａ

塚島　真実

◆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 2-27 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 1単位

備考

・後期から受講する場合は、教科書第11課まで目を通しておいてください。
・初級文法で学習したことを実践的に使用することを目標とした授業です。文法が苦手に感じている人でも、フランス語で他人を理解し自己を表
現したいという意欲があれば、さまざまな会話表現を学ぶことによって徐々に文法システムが定着していくでしょう。継続的に授業に参加し、フ
ランス語でのコミュニケーション能力を高めていきましょう。

平常点（授業への参加、小テスト）と学期末のテストを総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『新・東京－パリ、初飛行』藤田裕二ほか（駿河台出版社）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

・フランス語の初級文法を復習しつつ、「話す」「聞く」「書く」「読む」の4つの能力を総合的に養う。
・フランス語圏での旅行・生活を想定した、フランス語の実践的な能力を身に付ける。
・フランス語で自分の考えや意見を表現する。

◆授業内容・計画◆

実践中級Aに続いて、教科書を１課1回程度のペースで進んでいきます。受講者の人数・レベルに合わせて進度を変更する場合があります。適
宜、教科書以外の教材も使って留学に役立つフランスの文化や生活習慣についても学びます。
第1回　イントロダクション　第1課～第11課の復習
第2回　第12課　一日を語る
第3回　第13課　頼む、命令する
第4回　第14課　未来のことを語る
第5回　第15課　過去のことを語る（１）複合過去
第6回　第16課　過去のことを語る（2）半過去
第7回　第17課　人や物について語る
第8回　第12課～第17課の復習
第9回　第18課　比較する
第10回　第19課　受け身の形を使う
第11回　第20課　仮定する
第12回　第21課　感情を表現する
第13回　第18課～第21課の復習
第14回　フランス語で好きなものについて語ってみよう
第15回　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

毎回の授業は、前回学んだことをステップに新しいことを取り入れていきます。授業で学んだことを次回までに定着させるためには、復習は欠
かせません。自分で何度もフランス語を発音し、単語を書くようにして下さい。語彙を増やしより多くの表現を身につけ、フランス語での自己表
現の幅を広げていきましょう。

◆成績評価の方法◆

CES290N

フランス語実践中級Ｂ

塚島　真実

◆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 6-301～303 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

平常点（授業内の課題、積極的な参加）と試験の成績から総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

アレクサンドラ・オグラ＝クレメール／横山安由美共編、『演劇から学ぶフランス語』、青山社。

◆参考図書◆

授業内で随時指示する。

◆留意事項◆

フランス語で書かれた戯曲文を辞書を丁寧に引きながら、正確に日本語に翻訳出来るようなる。
フランス語文法に対する理解を深める。
戯曲の中に現れる様々な感情表現を会話で運用出来るようになる。
戯曲に代表されるフランス文化について関心を持ち、自ら調べ自ら考えることが出来るようになる。
大学院入試レベルの読解力と留学に備えた表現力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

フランス語で書かれた様々な時代の戯曲から一部を抜粋した下記の教科書を用い、内容を読解した上で、文法や運用の練習に取り組む。
1．Maurice Maeterlinck, Pelleas et Melisande読解。
2．Curiositeの感情表現の確認と応用、第1群規則動詞や疑問詞の文法チェック。
3．Henry de Montherlant, Un Incompris読解。
4．Impatienceの感情表現の確認と応用、否定、比較の文法チェック。
5．Paul Claudel, L’Annonce faite a Marie読解。
6．Bonheurに関する表現の確認と応用、未来形、前置詞の文法チェック。
7．Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac読解。
8．Sacrificeに関する表現の確認と応用、不規則動詞、所有形容詞の文法チェック。
9．19世紀の演劇について。
10．Alfred de Musset, Lorenzaccio仏文読解。
11．Culpabiliteの表現と応用、複合過去、関係代名詞の文法チェック。
12．『ロレンザッチョ』について。
13．Victorien Sardou, La Tosca読解。
14．Douteの表現の確認と応用、半過去、中性代名詞の文法チェック。
15．まとめと確認。

◆準備学習の内容◆

フランス語の文章を辞書を引き、日本語にする。
文章内に出てきた語彙や表現を抜出し、繰り返し学習して身に付ける。

◆成績評価の方法◆

CES287N

フランス語講読上級Ａ

松岡　新一郎

◆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 6-301～303 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

平常点（授業内の課題、授業への積極的な参加）と試験の結果を総合的に判断する。

◆教科書（使用テキスト）◆

アレクサンドラ・オグラ＝クレメール／横山安由美共編、『演劇から学ぶフランス語』、青山社。

◆参考図書◆

授業内で随時指示する。

◆留意事項◆

フランス語で書かれた戯曲文を辞書を丁寧に引きながら、正確に日本語に翻訳出来るようなる。
フランス語文法に対する理解を深める。
戯曲の中に現れる様々な感情表現を会話で運用出来るようになる。
戯曲に代表されるフランス文化について関心を持ち、自ら調べ自ら考えることが出来るようになる。
大学院入試レベルの読解力、留学に備えた表現力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

1．Eugene Labiche ／ Alphonse Jolly, Le Baron de Fourchevif 読解。
2．Vaniteをめぐる表現の確認と応用、近接過去／未来、使役の文法チェック。
3．Prosper Merimee, Carmen読解。
4．Liberteをめぐる表現の確認と応用、命令文、人称代名詞の文法チェック。
5．Jean Genet, Les Bonnes読解。
6．Haineの表現、確認と応用、代名動詞、強調構文の文法チェック。
7．ジュネ、『女中たち』をめぐって。
8．Moliere, L’Avare読解。
9．Avariceの表現、確認と応用、非人称動詞、関係代名詞の文法チェック。
10．17世紀の演劇をめぐって。
11．Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu読解。
12． Mensongeの表現、確認と応用、条件法、話法の文法チェック。
13．Jean Anouilh, Antigone読解。
14．Revolteの表現、確認と応用、接続法、理由の文法チェック。
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

教科書の後半は文章も長くなり、一層の準備が求められる。丁寧に辞書を引き、しっかりした和訳を用意する。

◆成績評価の方法◆

CES288N

フランス語講読上級Ｂ

松岡　新一郎

◆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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

・フランス語初心者も受講できます。
・フランスの社会、文化、歴史などに関心がある人なら、言葉は
　日本語ですべて参加できます。フランス語の響きが、目と耳に
　豊かな感覚世界を広げてくれることでしょう。
・時間の関係で、映画は大体2回で一本を観ることになります。
・映画を見て、なんでも自由に感じ考えることができて、それを
　言葉にできるように心がけてください。

平常点（課題などへの取り組み）及び、期末に提出してもらうレポートをもとに評価を出します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使いません。

◆参考図書◆

『ゴダール映画史』（全2巻）、奥村昭夫訳、筑摩書房、初版1982年

◆留意事項◆

・字幕スーパーつきのフランス映画を観て、フランス語の音に親しみながら、フランスの文化と社会のあり方について様々な角度から考察しま
す。
・日本文化との比較やグローバリズムなどの観点からも考えてみることで、より広い視野も養います。
・字幕スーパーつきのインタヴューや映像資料を観て、フランス的思考・ものの考え方への理解を深めます。
・映画における「音楽」の意味・効果的な用いられ方について、美学的・心理学的考察を加えていきます。
・映画を通して、簡単な日常会話を覚えます。

◆授業内容・計画◆
・この授業は日本語で行います。フランス語の学習経験が無い人も受講できます。
フランスの映画、フランスの文化に関心がある人なら誰でも歓迎します。
字幕で映画を観ているうちに簡単なフランス語に自然になれていくことでしょう。
・授業の2/3を映像に、1/3を問題の整理と異文化理解の時間に充てます。
時代背景や人間関係など、疑問に思うことは質問したり、意見を述べるなど、クラスでディスカッションしていきます。

・授業計画
 1：オリエンテーション
 2:フランスの文化と映画
 　＊毎回の授業の進め方：簡単な作品説明／映画本編鑑賞／簡単な解説／コメント（自分の感想・考え）執筆
 3：『コーラス』2004年作品　Les Choristes 施設の少年たちと中年の舎監（surveillant)先生（前半）
 4：『コーラス』2004年作品　Les Choristes 施設の少年たちと中年の舎監（surveillant)先生（後半）
 5：『青春期』1976年作品　F.トリュフォー監督　L’Argent de poche 地方都市の子供たちと家族(前半）
 6：『青春期』1976年作品　F.トリュフォー監督　L’Argent de poche 地方都市の子供たちと家族(後半)
 7：『さよなら子供たち』1987年作品　ルイ・マル監督
　　Au revoir les enfants　ドイツ占領下のカトリック寄宿学校の少年たちと家族・先生(前半)
 8：『さよなら子供たち』1987年作品　ルイ・マル監督
　　Au revoir les enfants　ドイツ占領下のカトリック寄宿学校の少年たちと家族・先生(後半)
 9：『めぐり逢う朝』1991年作品
　　Tous les matins du monde　17世紀の音楽家と家族・師弟関係・王宮(前半)
10：『めぐり逢う朝』1991年作品
　　Tous les matins du monde　17世紀の音楽家と家族・師弟関係・王宮(後半)
11：『ムッシュー・カステラの恋』2000年作品
　　Le Gout des autres（ひとの好み）現代社会の人間模様、たたき上げ社長の恋愛を軸に(前半)
12：『ムッシュー・カステラの恋』2000年作品
　　Le Gout des autres（ひとの好み）現代社会の人間模様、たたき上げ社長の恋愛を軸に(後半)
13：『アメリ』2002年作品　ジャン・ピエール・ジュネ監督
　　Le destin fabuleux d'Amelie Poulain モンマルトルの街で夢見がちに生きる若い女性の日常（前半）
14：『アメリ』2002年作品　ジャン・ピエール・ジュネ監督
　　Le destin fabuleux d'Amelie Poulain モンマルトルの街で夢見がちに生きる若い女性の日常（後半）
15：まとめと評価

＊映画を見ながら、疑問に思ったり、共感したり、興味がわかなかったり、違和感を覚えたり、ともかくなんでも自分で感じ、考えることを増やし
ていきましょう。
＊フランス文化やフランス映画についての知識を詰め込むことは避け、映画を見て自分が感じ考えることを言葉にしていく作業を積み重ねてい

◆準備学習の内容◆

映画はフランスで生まれた芸術のひとつです。19世紀から20世紀にかけて写真、そして映画が誕生し、画像・映像表現の分野が発展しました。
映画は、さまざまな人間と世界を、映像・言葉・音楽・身振り／踊りで描く総合芸術です。今では自宅で簡単に再生して観られるようになりました
が、映画館や劇場でみんなで観るものでした。簡単な映画の歴史にも思いを馳せてみましょう。

各国で映画が何を題材に、どんなテーマで表現してきたか、なども振り返って考えてみましょう。

自分の観た映画についても、いろいろ考えてみてください。

◆成績評価の方法◆

CES293N

言語と文化（フランス語）Ａ

Ｐ．ブロシェヌ

◆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 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 1単位

備考

・フランス語初心者も受講できます。
・フランスの社会、文化、歴史などに関心がある人なら、言葉は
　日本語ですべて参加できます。フランス語の響きが、目と耳に
　豊かな感覚世界を広げてくれることでしょう。
・時間の関係で、映画は大体2回で一本を観ることになります。
・映画を見て、なんでも自由に感じ考えることができて、それを
　言葉にできるように心がけてください。

平常点（課題などへの取り組み）及び、期末に提出してもらうレポートをもとに評価を出します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特に使いません。

◆参考図書◆

『ゴダール映画史』（全2巻）、奥村昭夫訳、筑摩書房、初版1982年

◆留意事項◆

・フランス語初心者も受講できる。・フランスの社会、文化、歴史などに関心がある人なら、言葉は　日本語ですべて参加できます。フランス語
の響きが、目と耳に　豊かな感覚世界を広げてくれることでしょう。・時間の関係で、映画は大体2回で一本を観ることになります。・映画を見
て、なんでも自由に感じ考えることができて、それを　言葉にできるように心がけてください。

◆授業内容・計画◆

・この授業は日本語で行います。フランス語の学習経験が無い人も受講できます。
フランスの映画、フランスの文化に関心がある人なら誰でも歓迎します。字幕で映画を観ているうちに簡単なフランス語に自然になれていくこ
とでしょう。
・授業の2/3を映像に、1/3を問題の整理と異文化理解の時間に充てます。時代背景や人間関係など、
疑問に思うことは質問したり、意見を述べるなど、クラスでディスカッションしていきます。

・授業計画
1：オリエンテーション
2：フランスの文化と映画
　＊毎回の授業の進め方：簡単な作品説明／映画本編鑑賞／簡単な解説／コメント（自分の感想・考え）執筆
3：『女と男の危機』1992年作品　 La Crise　(前半）
　　突然首になった企業コンサルタントの男は、同じ日に奥さんが出て行ったりとさんざんな目にあうが…
4：『女と男の危機』1992年作品　 La Crise(後半)
5：『王妃マルゴ』1994年作品　La Reine Margot（前半）
　　16世紀宗教戦争の時代の王族たちとフランスの行方は…
6：『王妃マルゴ』1994年作品　La Reine Margot（後半）
7：『DIVA』1981年作品　(前半）
　　郵便配達員ジュールはオペラ歌手シンシア・ホーキンスのファンで、パリ公演にやってきた彼女の
　　リサイタルを隠れて録音する。知らぬ間に闇組織の犯罪に巻き込まれ…
8：『DIVA』1981年作品(後半）
9：『王は踊る』2000年作品　Le Roi danse　（前半）
　　17世紀後半、ルイ14世と音楽家リュリ、そして役者・劇作家モリエールは…
10：『王は踊る』2000年作品　Le Roi danse（後半）
11：『死刑台のエレベーター』1958年作品　Ascenseur pour l’echafaud（前半）
　　錯綜する恋愛感情にも焦点を当てながら、物語は思わぬ方向に進んでいく。
　　映像やストーリは勿論、マイルス・デイヴィスの音楽が圧巻。
12：『死刑台のエレベーター』1958年作品　Ascenseur pour l’echafaud（後半）
13：『シェルブールの雨傘』1964年作品 ジャック・ドウミ監督　Les Parapluies de Cherbourg（前半）
　　アルジェリア戦争を背景に、時代に翻弄されながらもたくましく生きる一人の女性の姿を描く。
14：『シェルブールの雨傘』1964年作品 ジャック・ドウミ監督　Les Parapluies de Cherbourg（後半）
15：まとめと評価

＊映画を見ながら、疑問に思ったり、共感したり、興味がわかなかったり、違和感を覚えたり、
ともかくなんでも自分で感じ、考えることを増やしていきましょう。
＊フランス文化やフランス映画についての知識を詰め込むことは避け、
映画を見て自分が感じ考えることを言葉にしていく作業を積み重ねていきます。

◆準備学習の内容◆

映画はフランスで生まれた芸術のひとつです。19世紀から20世紀にかけて写真、そして映画が誕生し、画像・映像表現の分野が発展しまし
た。
映画は、さまざまな人間と世界を、映像・言葉・音楽・身振り／踊りで描く総合芸術です。今では自宅で簡単に再生して観られるようになりま
したが、映画館や劇場でみんなで観るものでした。簡単な映画の歴史にも思いを馳せてみましょう。

各国で映画が何を題材に、どんなテーマで表現してきたか、なども振り返って考えてみましょう。

自分の観た映画についても、いろいろ考えてみてください。

◆成績評価の方法◆

CES294N

言語と文化（フランス語）Ｂ

Ｐ．ブロシェヌ

◆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 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

フランス語を勉強するためには，自分の口でフランス語の音を発音しなければならない。
私もしますが、君達の方はやります。そして，君達は私に勉強の結果をくれます。私はもらいます。
逆ではない。つまりこれは，積極的意欲を持って参加すべき授業になります。
この授業はフランス語の文法の講義ではない。文法は少しだけ勉強しますが，主に一緒に勉強した
フランス語を会話ではつかう授業です。演習―実習です。

試験結果：40％，授業への貢献度：60％（出席だけではなくて，活動的な参加の意味です）

◆教科書（使用テキスト）◆

Fabienne Gallon, Extra! 1, Hachette-FLE, Japon

◆参考図書◆

◆留意事項◆

フランス語の言葉の発音を話す時，読む時には自由な感じでする。 自分のこと，家族のメンバーを紹介できる。（名前だけではなくて，歳，出
身，仕事，姿，性格,...）

◆授業内容・計画◆

フランスでの日常生活に必要なフランス語会話・文法を教えるつもりです。
毎週，vidéoを見て，発音の練習をしたり，短い作文を書いたりして，フランス語の勉強をします。
色々な練習をします。台詞の写真を見ながら基本的な質問，基本的な疑問語を使って質問します。
この写真にコメントした後には，CDを聞きます。私たちの 写真のコメントと台詞の内容を合わせます。
それから，台詞を読む，教科書の練習をする，ペアを組んで短い台詞をつくって，暗記して，演劇をします。 Listeningの練習もする。

１．授業の紹介／勉強のリズム
　　仏語の母音字―子音字　alphabet
２．復習　alphabetを使って聞き取り
　　Extra!：Unite 0 : 1-2-3
３．復習
　　ビデオとプリントのBonjour!（挨拶）
４．Bonjour!(suite et fin) 台詞を暗記，演劇
　　0～20
　　Unite 0 : 9-11 (不定冠詞)
５．20～69
　　U 0 : 曜日／月／日付（練習）
　　U 1 : debut (A la gare/駅に）
６．復習
　　U 1 : dialogue (suite et fin) questions-reponses 3-4-5
７．U 1 : 5 (学生の発表)-6-7
８．U 1 : La Famille, p10 (家族の語彙)
９．U 1 : 復習　p11　系統樹
10．U 1 : 自分の家族の系統樹の発表; p11, 5
　　 60～100
11．U 1 : 家族の系統樹(発表)
　　 p12，Il est comment ? (姿，性格，...)
12．U 1 : 復習 Il est comment ? (suite et fin)
　　 p13, 1-9
13．U 1 : pp 13-15
14．U 1 : p18　一学期の授業の復習
15．総括

◆準備学習の内容◆

授業中勉強した内容は家では一所懸命復習しなければならない。授業中一緒に読んだ文書は家では自分で
また読まなければならない。授業中勉強した新しい語彙は家でルーズリーフに何回もまた書かなければならない。
そうすると少しずつ「手の記憶」をつくる。（漢字の勉強と似てる）
授業中のフランス語の勉強時間はたりない。個人の勉強は欠くことができない。

◆成績評価の方法◆

CES047N

フランス語会話初級Ａ

Ｘ．ビュロー

◆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 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 1単位

備考

フランス語を勉強するためには，自分の口でフランス語の音を発音しなければならない。私はしません。
君達がやります。そして，君達は私に勉強の結果をくれます。私はもらいます。逆ではない。
つまりこれは，積極的意欲を持って参加すべき授業になります。
　この授業はフランス語の文法の講義ではない。文法は少しだけ勉強しますが，
主に一緒に勉強したフランス語を会話ではつかう授業です。演習―実習です。

このクラスを履修したい方は、以下の基本事項を理解していることが必要です。
（１）フランス語の動詞の現在形の活用ができる。
（２）数字がわかる。
（３）自己紹介ができる。
（４）名詞、形容詞がわかる。

試験結果：40％，授業への貢献度：60％（出席だけではなくて，活動的な参加の意味です）

◆教科書（使用テキスト）◆

Fabienne Gallon, Extra! 1, Hachette-FLE, Japon

◆参考図書◆

◆留意事項◆

大学の時間割／暇の活動の詳しい紹介をできる。（時間、興味度,...） 方向の語彙を使って，道の順路を説明できる。

◆授業内容・計画◆

フランスでの日常生活に必要なフランス語会話・文法を教えるつもりです。
毎週，vidéoを見て，発音の練習をしたり，短い作文を書いたりして，フランス語の勉強をします。
　色々な練習をします。台詞の写真を見ながら基本的な質問，基本的な疑問語を使って質問します。
この写真にコメントした後には，CDを聞きます。私たちの 写真のコメントと台詞の内容を合わせます。
それから，台詞を読む，教科書の練習をする，ペアを組んで短い台詞をつくって，暗記して，演劇をします。 Listeningの練習もする。

1．復習　夏休みの自由の話
　　 U 2 : p20, presentation / questions-reponses sur les photos dialogue en entier, 3-4
2．U 2 : p21-22, exercices
3．U 2 : exercices (suite) questions, oui/non-non/si
4．U 2 : 復習　p23, exercice 4 b-c-d
5．U 2 : 復習　p24, 8 p25, 1-2-3 4(宿題)
6．U 2 : 復習　correction 4, 5-9
7．U 2 : 復習　フランス語の漫画 pp26-27
8．U 2 : pp28-29: 音読/理解 : 暇の時
9．U 2 : Unite 2 のbilan, p30　DELF A1の練習
10．U 3 : presentation questions-reponses sur les photos, p36, 1 dialogue en entier, lecture
11．U 3 : 復習　p36, 2-3　les heures (時間) 24h-12h
12．U 3 : les heures (suite) exercices : p37, 4a-b-c
13．U 3 : les heures (suite et fin）：p38, １
　　一日の活動 (朝から晩まで) 　p38, ２　(宿題：絶好の一日)
14．U 3 : 復習　音読／理解　p39, 5a-b　Exercice a deux : La famille Trucmuche
15．総括

◆準備学習の内容◆

授業中勉強した内容は家では一所懸命復習しなければならない。
授業中一緒に読んだ文書は家では自分で また読まなければならない。
授業中勉強した新しい語彙は家でルーズリーフに何回もまた書かなければならない。
そうすると少しずつ「手の記憶」をつくる。（漢字の勉強と似てる）
授業中のフランス語の勉強時間はたりない。個人の勉強は欠くことができない。

◆成績評価の方法◆

CES048N

フランス語会話初級Ｂ

Ｘ．ビュロー

◆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 6-304～305 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

このクラスは、初級ではありません。最低１年間は、文法その他を学んだことのある方のためのクラスです。
自己紹介ができることと、初級程度のフランス語がわかっていて日常生活について自分で語れることが、
履修の条件です。

期末試験を行います。クラス参加の度合い（平常点）も加味されます。

◆教科書（使用テキスト）◆

教室でプリント配付/ 教科書

◆参考図書◆

電子辞書

◆留意事項◆

フランス語の会話力を身につけます。

◆授業内容・計画◆

毎週、フランス語で話します。会話の中で自然に文法を学びフランス語の口語能力をしっかり身につけます。
その他、語彙など色々な勉強をします。このために積極的な授業参加が絶対必要です。

A chaque cours, vous devez préparer un petit texte en français sur votre semaine, texte que vous présentez à la classe.
Le professeur, les autres étudiants posent des questions, vous répondez.
Puis, nous étudions le français à l’aide de feuilles ou bien d’un manuel.

1- Présentation du cours / Présentation des étudiants
2- Présentation des étudiants (suite et fin)
3- Récits de la semaine (début)
    Extra ! , Unité 3, pp37-38, l’heure (12h / 24h)
4.  Récits de la semaine
    Extra !, U3, p38, 1-2, La famille Trucmuche
5.  Récits de la semaine
     Extra !, U3, la famille Trucmuche (suite et fin)
6.  Récits de la semaine
     Extra !, U3, p.40 : 7  révisions : 20~100
7.  Récits de la semaine
     Extra !, U3, p.41 : 1-2-3 ; devoir : 4 (révisions)
8.  Récits de la semaine
     Extra !, U3, exercices, Activité « La vie en France », pp44-45
9.  Récits de la semaine
     Extra !,  U3, pp44-45 (suite Activité)
10. Récits de la semaine
      Extra !, U3, Bilan p46 : ① - ②
11. Récits de la semaine
       Extra !, U3, Bilan p46 : ③ - ④
12. Récits de la semaine
      Extra !, U4, pp48-49 : analyse photos, ①
13. Récits de la semaine
      Extra !, U4, pp48-49 : écoute dialogue, Q-R, ② - ③
14. Récits de la semaine
      Extra !, U4, p49 : ④ - ⑤
15. 総括

◆準備学習の内容◆

Vous préparez calmement À LA MAISON votre texte, vos phrases en essayant de bien respecter tout ce qui vous a été enseigné les années
précédentes.
Vous préparez également À LA MAISON les devoirs demandés quand il y en a.

◆成績評価の方法◆

CES291N

フランス語会話中級Ａ

Ｘ．ビュロー

◆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 6-304～305 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 1単位

備考

このクラスを履修したい方は、フランス語で日常生活について自分で語れる力をつけておくことが必要です。このクラスは、最低１年半はフラ
ンス語を学んだことのあるひとのためのクラスです。後期から履修するひとは、どの程度のフランス語力が必要か、事前に教員に聞いておくと
よいでしょう。

期末試験を行います。クラス参加の度合い（平常点）も加味されます。

◆教科書（使用テキスト）◆

教室でプリント配付/教科書

◆参考図書◆

電子辞書

◆留意事項◆

フランス語の会話力をさらに身につけます。

◆授業内容・計画◆毎週、フランス語で話します。会話の中で自然に文法を学び、フランス語の口語能力をしっかり身につけます。その他、語彙など色々な勉強を
します。このために積極的な授業参加が絶対必要です。

Vous avez pris le rythme du cours, le second semestre poursuit le but de l’acquisition d’une certaine aisance à l’oral, tout en consolidant
les acquis précédents en francais.
Nous continuons à procéder de la même manière qu’au 1er semestre, d’abord, un travail personnel présenté à l’ensemble de la classe, puis
un travail commun d’étude de la langue.

1.  Introduction du passé composé. Récits des vacances d’été.
2.  Récits de la semaine.
     Extra !, U4, pp92-95 : la classe de Xavier (travail en tandem)
3.  Récits de la semaine.
     Extra !, U4, p51 : 4-5-6
4.  Récits de la semaine.
    Extra !, U4, l’impératif (+être-avoir-verbes pronominaux), ex.3
5. Récits de la semaine.
     Extra !, U4, p52 : 8 a-b-c-d
6.  Récits de la semaine.
     Extra !, U4, p53 : 1~7
7.  Récits de la semaine.
    Extra !, U4, Dossier : La ville (lecture) p57 : 3-4-5
8.  Récits de la semaine.
     Extra !, U4, fin des exercices p57
9.  Récits de la semaine.
      Extra !, U4, p58 : ②
10. Récits de la semaine.
      Extra !, U4, dossier « Mon collège », pp60-61, p62 : 2
11. Récits de la semaine.
      Extra !, U4, p62 (fin)
12. Récits de la semaine.
      Extra !, U5, analyse des photos, Q-R, dialogue
13. Récits de la semaine.
     Extra !, U5, reprise du dialogue, exercices.
14. Récits de la semaine.
      Extra !, U5, p66 : 1-2-3
15. 総括

◆準備学習の内容◆

Vous devez bien préparer votre texte en essayant d’utiliser vos acquis antérieurs.
Les devoirs se font à la maison, dans un cadre calme.

◆成績評価の方法◆

CES292N

フランス語会話中級Ｂ

Ｘ．ビュロー

◆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 2-22 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

できるだけ欠席をしないようにして、積極的に授業に参加してください。

随時行われる小テストを中心に、授業の参加態度、学習意欲を総合的に判断して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『標準ラテン文法』中山　恒夫　著（白水社）
＋プリント

◆参考図書◆

◆留意事項◆

長い歴史と伝統を持ち、ヨーロッパの共通言語としての役割を果たす一方で、諸地域においてそれぞれの言語文化を芽生えさせる原動力と
なったラテン語は西洋文化の真髄といえます。音大生にとってとりわけ重要な中世以降の教会ラテン語に慣れ親しみ、自分たちの歌っているラ
テン語の意味が解ることを目指します。

◆授業内容・計画◆

1.教材、辞書など、オンラインの教材の紹介
ラテン語：どんな言葉？（１）
2.ラテン語：どんな言葉？（２）
3.ラテン語の品詞 - 変化するもの：格変化（名詞・形容詞・代名詞）
4．ラテン語の品詞 - 変化するもの：人称・時制・法（動詞）、無変化（前置詞、副詞）
5.名詞の第1変化、動詞の第1変化～第2変化の現在形。ラテン語を読む（１）
6.動詞の第3変化～第4変化の現在形　- 1曲目の歌詞をよむ
7.名詞の第2変化、主な不規則動詞の現在形。ラテン語を読む（２）
8.形容詞の変化（第１変化と第2変化）、名詞との組み合わせ
9.習った名詞・形容詞・動詞のまとめと確認
10.人称代名詞　- ラテン語を読む（３）
11.主な複合動詞。2曲目の歌詞を読む
11.過去（１）- 未完了
12.ラテン語を読む（４）
13.人称代名詞と習った動詞の時制のまとめと確認
14.3曲目の歌詞を読む
15.前期の勉強の復習

◆準備学習の内容◆

予習の必要はありませんが、学習した文法事項を整理して覚え、重要な語彙を書いたり発音したりして、必ず復習してください。

◆成績評価の方法◆

CES295N

ラテン語Ａ

Ａ．ナンニーニ

◆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 2-22 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 1単位

備考

できるだけ欠席をしないようにして、積極的に授業に参加してください。

随時行われる小テストを中心に、授業の参加態度、学習意欲を総合的に判断して評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

『標準ラテン文法』中山　恒夫　著（白水社）
＋プリント

◆参考図書◆

◆留意事項◆

長い歴史と伝統を持ち、ヨーロッパの共通言語としての役割を果たす一方で、諸地域においてそれぞれの言語文化を芽生えさせる原動力と
なったラテン語は西洋文化の真髄といえます。音大生にとってとりわけ重要な中世以降の教会ラテン語に慣れ親しみ、自分たちの歌っているラ
テン語の意味が解ることを目指します。

◆授業内容・計画◆

1. 前期の勉強の復習
2. 名詞の第3変化（１）
3. 名詞の第3変化（２）、第3変化の形容詞
4. 様々な名詞と形容詞の組み合わせ、ラテン語を読む（５）
5. 4曲目の歌詞を読む
6. 第3変化のまとめと確認
7. ラテン語の代名詞（指示代名詞、関係代名詞）
8. 直説法の未来形
9. 過去（２）完了
10. 第4変化～第5変化の名詞、ラテン語を読む（６）
11. 5曲目の歌詞を読む
12. まとめと確認
13. 能動態と受動態
14. 6曲目の歌詞を読む
15. 後期のまとめと確認

◆準備学習の内容◆

予習の必要はありませんが、学習した文法事項を整理して覚え、重要な語彙を書いたり発音したりして、必ず復習してください。

◆成績評価の方法◆

CES296N

ラテン語Ｂ

Ａ．ナンニーニ

◆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 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

中国語の学習経験に関わらず履修可能。だだし、通年での受講が望ましい。中国語は発音が難しく、その基礎の習得には、１年を要するため。

・通常の授業における発表等の取組みを評価する（成績の40％）
・期末の試験の結果（成績の60％）

◆教科書（使用テキスト）◆

陳淑梅・張国璐著『改訂版　中国のひとり旅―入門で習ったことばでしゃべってみよう』
（駿河台出版社、2012年4月）

◆参考図書◆

松岡榮志主編『クラウン中日辞典（小型版）』（三省堂、2004年）
守屋宏則『やさしくくわしい中国語文法の基礎』（東方書店、1995年）
相原茂編著『中国語学習ハンドブック（改訂版）』（大修館書店、1996年）

◆留意事項◆

この授業は初めて中国語を学ぶ学生が、一から学ぶためのクラスである。中国語は発音が難しいので、重点的に学習する。前期は中国語の
発音に親しむとともに、簡単な日常会話についても学ぶ。会話の学習を通じて、中国の社会、生活及び文化についても理解を進める。 学生は
前期の期間、400ほどある発音（中国語音節表）を４種類のリズムにあたる声調とともに一通り把握する。中国語の簡単な日常会話を身につ
け、さらに入門程度の文法と単語を学修することで、短文の文意を理解できるようにする。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　中国語とは（普通話／簡体字／ピンイン）
第３回　声調の練習／自分の名前の発音／簡体字クイズ
第４回　単母音／自己紹介①／中国の歌
第５回　複母音・鼻母音／会話練習①／曜日の言い方
第６回　無気音・有気音／子音①／会話練習②／声調記号のつけ方
第７回　子音②／ピンインの歌／数字／人称代名詞・指示代名詞
第８回　子音③／簡単な挨拶／ビンゴゲーム／判断文
第９回　辞書の引き方／単語テスト／動詞述語文・形容詞述語文／快餐
第10回　場所代名詞・「的」の用法／早口言葉／～が好き
第11回　端午の節句（中国の年中行事）／自己紹介②／中国語学習の振り返り
第12回　キャンパス内の単語／動詞の重ね型
第13回　３つの”できる”（会・能・可以）
第14回　ピンインかるた／中国のアニメ／中国語の入力方法
第15回　まとめ

毎回授業時にコメントシートの提出、または小テスト、発表会・アクティブラーニングをおこなう。教科書（テキスト）は発音・単語・語法に関連し
て、全体を使用するが、表演（担当部分を丸暗記の上、劇風に発表）は第２課までの予定。中国（または台湾）からの留学生との交流の機会も
計画している。

◆準備学習の内容◆

授業前にはCDを聞いて正確な発音を理解し、その発音をふまえて繰り返し声に出して練習に努めること。また翌週の小テストやグループ活動
等に備え、予・復習を怠らないこと。

◆成績評価の方法◆

CES297N

中国語Ａ

下田　誠

◆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 5-202 開講学期 後期

曜日・時限 金２ 単位数 1単位

備考

前期「中国語A」と併せて履修することが望ましい。

・通常の授業における暗記発表の取組みを評価する（成績の40％）
・期末の試験の結果（成績の60％）

◆教科書（使用テキスト）◆

陳淑梅・張国璐著『改訂版　中国のひとり旅―入門で習ったことばでしゃべってみよう』
（駿河台出版社、2012年4月）

◆参考図書◆

松岡榮志主編『クラウン中日辞典（小型版）』（三省堂、2004年）
守屋宏則『やさしくくわしい中国語文法の基礎』（東方書店、1995年）
相原茂編著『中国語学習ハンドブック（改訂版）』（大修館書店、1996年）

◆留意事項◆

後期の期間、学生は日常生活・旅行のさらに多様な場面について学習していく。前期に一通り把握した発音について、再確認の上、正確な発
音での定着をはかり、さらに一歩進んだ文法事項についても学ぶことで、前期より長い文章についても文意を理解できるようにする。 　後期は
発音練習と表演（丸暗記発表）を繰り返す中で、中国語を体得し、会話力の向上をはかる。 前期同様、会話の学習を通じて、中国の社会、生
活及び文化についても理解を深める。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　前期の復習／疑問詞のまとめ／中国の大学生活／中国語の歌
第３回　中国語の作文／「从」「往」の使い方
第４回　発音学習の方法／「了」の使い方／国慶節
第５回　～したい（想）／親族呼称／中国語でみる日本地図・世界地図
第６回　年月日・季節／「在」と「有」の使い方
第７回　中国の映画①
第８回　中国の映画②
第９回　動作の時間量・回数／趣味の言い方／中国語のゲーム／色
第10回　「是～的」構文／中国の大学生の１日／果物・野菜
第11回　手紙の書き方／中国の料理／量詞
第12回　中国の友人に手紙を書く／太～了
第13回　様態補語／中国の世界遺産
第14回　方向補語
第15回　まとめ

毎回授業時にコメントシートの提出、または小テスト、発表会・アクティブラーニングをおこなう。教科書（テキスト）は発音・単語・語法に関連し
て、全体を使用するが、表演（担当部分を丸暗記の上、劇風に発表）は第４課までの予定。中国（または台湾）からの留学生との交流の機会も
計画している。

◆準備学習の内容◆

授業前にはCDを聞いて正確な発音を理解し、その発音をふまえて繰り返し声に出して練習に努めること。また翌週の小テストやグループ活動
等に備え、予・復習を怠らないこと。

◆成績評価の方法◆

CES298N

中国語Ｂ

下田　誠

◆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 5-208 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

特になし

授業での発表内容やプレゼンテーションの工夫を評価する。（５０％）
また最終的に関連データ表を提出し、その整理状況を判断する。（３０％）
毎授業の提出レポート（２０％）

◆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）
初回の授業で入手方法を指示する。

◆参考図書◆

随時、指摘す。

◆留意事項◆

①音楽情報の種類や特性を理解して、適切な媒体を使って、検索できるようになる。
②ひとつのテーマを設定し、テーマに関連した音楽情報を収集し、関連する文献や音源などを整理できる。

◆授業内容・計画◆

第１回：音楽情報の種類と特性
第２回：音楽事典の種類と特性
第３回：音楽事典の項目を調べる
第４回：音楽論文の種類と特性
第５回：音楽論文の検索方法（図書館実習）
第６回：音楽文献の種類と特性
第７回：音楽文献の検索方法（図書館実習）
第８回：音響・映像の種類と特性
第９回：音響・映像の検索方法（図書館実習）
第１０回：テーマの設定方法
第１１回：テーマの講評会（グループ学習）
第１２回：テーマ関連データの個人発表会（その１）
第１３回：テーマ関連データの個人発表会（その２）
第１４回：今後の研究をするにあたって
第１５回：まとめ

◆準備学習の内容◆

毎時間、課外学習の課題を出すので、次の授業にレポートを提出する。レポート作成に２時間程度を要する課題を出す。

◆成績評価の方法◆

MML011N

音楽情報を集めるⅠ

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,3年 クラス ０１

講義室 5-207 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

音楽の情報を読み解くためには地道な努力が求められます。継続的に、丹念に読み、分からないところはそのままにしておかない、ということ
に尽きます。きちんと出席し、授業に積極的に参加してください。
内容についての質問は授業時以外でもいつでも応じます。

授業への参加度、担当箇所の発表の内容、および期末のレポートの３つから総合的に評価します。なお、期末のレポートでは上記の文献とは
別の著書からの課題を課す予定です。

◆教科書（使用テキスト）◆

櫻井哲男、水野信男編『諸民族の音楽を学ぶ人のために』（世界思想社、2005）
小西潤子、仲万美子、志村哲編『音楽文化学のすすめ』（ナカニシヤ出版、2007）
渡辺裕『サウンドとメディアの文化資源学』（春秋社、2013）
いずれも抜粋して使用するため、購入しなくてかまいません。なお、受講者の人数と進度に応じて、上記のテキストのほかにも随時、テキストを
追加します。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

この授業では、文化的事象としての音楽を考察していく上で基本となる知識や考え方、情報の集め方を学ぶことができます。内容としては音楽
民族学、日本音楽史などを扱った各種文章や著作と、そこに記されていることを詳しく検証できる方法を学べます。ここで学ぶことは研究領域
が拡大し、奥行きをもつようになった音楽研究全体にかかわることですので、講義題目に書かれた分野以外の研究に興味をもっている学生に
も受講を勧めます。

◆授業内容・計画◆

第１回：音楽情報を集め、活用する。音楽文化の領域から
第２回：櫻井哲男他編『諸民族の音楽を学ぶ人のために』（世界思想社）①音楽と環境をめぐるテーマ
第３回：『諸民族の音楽を学ぶ人のために』②音楽と地域をめぐるテーマ（アジア）
第４回：『諸民族の音楽を学ぶ人のために』③音楽と地域をめぐるテーマ（アフリカ）③日本の音楽をめぐるテーマ
第５回：『諸民族の音楽を学ぶ人のために』④日本の音楽をめぐるテーマ

第６回：小西潤子他編『音楽文化学のすすめ』（ナカニシヤ出版）①歴史と地域を横断する音楽をめぐるテーマ
第７回：『音楽文化学のすすめ』②グローバル化する音楽をめぐるテーマ①日本の事例
第８回：『音楽文化学のすすめ』③グローバル化する音楽をめぐるテーマ②世界の事例
第９回：渡辺裕『サウンドとメディアの文化資源学』（春秋社）①伝承と保存の力学
第10回：『サウンドとメディアの文化資源学』②境界線上のレコード・メディア
第11回：『サウンドとメディアの文化資源学』③「環境の音」の文化
第12回：『サウンドとメディアの文化資源学』④「環境の音」の音文化を経験する
第13回：音楽情報を集める「実践編」受講者発表①
第14回：音楽情報を集める「実践編」受講者発表②
第15回：まとめ

◆準備学習の内容◆

授業の進め方としては、該当箇所は全員が読んで、予習をしておくこと。各回の担当者を決めてプレゼンテーションを行った後、受講者の間で
討論を行うことにします。

◆成績評価の方法◆

MML012N

音楽情報を集める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,2年,3年 クラス ０１

講義室 5-202 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

特になし

各個人発表の内容と授業への参加状況をもとに評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし（適宜プリント配布）

◆参考図書◆

特になし

◆留意事項◆

(1)音楽についての情報を適切に理解できる。(2)音楽情報について自分の判断を交えて考察し、まとめることができる。(3)自分の見解を適切に
口頭で発表できる。

◆授業内容・計画◆

音楽について調べたり考えたりしたことをオリジナルな見解としてまとめ、口頭で伝える練習をします。
授業は演習形式で、毎回の課題にたいする各自の成果発表が中心となります。

第1回　ガイダンス
第2回　情報の集め方
第3回　調査テーマ設定(1)
第4回　情報リスト作成(1)
第5回　情報の読解と批判的考察(1)
第6回　情報の読解と批判的考察(2)
第7回　見解の表明とディスカッション
第8回　調査テーマ設定(2)
第9回　情報リスト作成(2)
第10回　情報の読解と批判的考察(3)
第11回　情報の読解と批判的考察(4)
第12回　見解の表明とディスカッション
第13回　読み上げ原稿の作成
第14回　口頭発表
第15回　まとめ

◆準備学習の内容◆

毎回提示される課題や作業をきちんと行い、授業に備えること。

◆成績評価の方法◆

MML005N

音楽情報を発信する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,2年,3年 クラス ０１

講義室 5-309 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

個々の記事の内容、推敲作業の内容、相互批評への積極的な参加状況にもとづいて総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

授業内で指示する。

◆参考図書◆

◆留意事項◆

情報発信の一つのステップとして、文章を記述する能力を高めていくことができる。

◆授業内容・計画◆

第1回	情報発信の枠組みを決める
第2回	情報収集の初期段階を設定する
第3回	音楽家の紹介記事を書く
第4回	前回の授業で書いた記事を批評し合う
第5回	推敲した記事をまとめる
第6回	人にすすめたい曲の紹介記事を書く
第7回	前回の授業で書いた記事を批評し合う
第8回	推敲した記事をまとめる
第9回	音楽関連の施設、店舗などの紹介記事を書く
第10回	前回の授業で書いた記事を批評し合う
第11回	推敲した記事をまとめる
第12回	音楽書、音楽雑誌の紹介記事を書く
第13回	前回の授業で書いた記事を批評し合う
第14回	推敲した記事をまとめる
第15回	四つの記事を冊子化する

◆準備学習の内容◆

大学図書館のリファレンス・ルームを積極的に活用し、発信する情報の素材を常にチェックしておくように心掛けてください。

◆成績評価の方法◆

MML006N

音楽情報を発信するⅡ

野中　映

◆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,2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない。また前期に落とした者は　後期の履修ができない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

未定

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回パート分けと座席決め
第3回合唱演習、姿勢について
第4回合唱演習、呼吸について
第5回合唱演習、共鳴について
第6回合唱演習、母音唱法「ア」
第7回合唱演習、母音唱法「エ」
第8回合唱演習、母音唱法「イ」
第9回合唱演習、母音唱法「オ」
第10回合唱演習、母音唱法「ウ」
第11回合唱演習、ブレス、アクセントの歌い方
第12回合唱演習、フォルテ、ピアノの歌い方
第13回合唱演習、合唱曲の作曲家
第14回合唱演習、合唱曲とピアノ伴奏
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

TTS001N

合唱Ⅰ

混声合唱

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０２

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない。また前期に落とした者は　後期の履修ができない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

未定

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンス
第2回パート分けと座席決め
第3回合唱演習、姿勢について
第4回合唱演習、呼吸について
第5回合唱演習、共鳴について
第6回合唱演習、母音唱法「ア」
第7回合唱演習、母音唱法「エ」
第8回合唱演習、母音唱法「イ」
第9回合唱演習、母音唱法「オ」
第10回合唱演習、母音唱法「ウ」
第11回合唱演習、ブレス、アクセントの歌い方
第12回合唱演習、フォルテ、ピアノの歌い方
第13回合唱演習、合唱曲の作曲家
第14回合唱演習、合唱曲とピアノ伴奏
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

TTS001N

合唱Ⅰ

女声合唱

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない
・本番となる「合唱の夕べ」には必ず参加すること

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

前期と同じテキスト

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回合唱演習、発声パターンのいろいろ
第2回合唱演習、発声練習の方法
第3回合唱演習、パート練習の方法
第4回合唱演習、全体練習の方法
第5回合唱演習、個人練習の方法
第6回合唱演習、合唱指揮の基礎
第7回合唱演習、2拍子の指揮法
第8回合唱演習、3拍子の指揮法
第9回合唱演習、4拍子の指揮法
第10回合唱演習、指揮者のしゃべりについて
第11回合唱演習、指揮者のステージマナーについて
第12回「合唱の夕べ」のCD鑑賞
第13回合唱演習、ピアノ伴奏の役割
第14回合唱演習、本番における指揮者の心構え
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

TTS002N

合唱Ⅱ

混声合唱

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０２

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 金４ 単位数 1単位

備考

・欠席、遅刻、早退をなるべくしないようにする
・規定以上欠席すると単位は出ない
・本番となる「合唱の夕べ」には必ず参加すること

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

前期と同じテキスト

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合唱音楽を体験する中で合唱の素晴らしさを理解するとともに、発声指導や練習方法について学ぶこと

◆授業内容・計画◆

第1回合唱演習、発声パターンのいろいろ
第2回合唱演習、発声練習の方法
第3回合唱演習、パート練習の方法
第4回合唱演習、全体練習の方法
第5回合唱演習、個人練習の方法
第6回合唱演習、合唱指揮の基礎
第7回合唱演習、2拍子の指揮法
第8回合唱演習、3拍子の指揮法
第9回合唱演習、4拍子の指揮法
第10回合唱演習、指揮者のしゃべりについて
第11回合唱演習、指揮者のステージマナーについて
第12回「合唱の夕べ」のCD鑑賞
第13回合唱演習、ピアノ伴奏の役割
第14回合唱演習、本番における指揮者の心構え
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・予習（譜読み）をしてくること。また歌唱力を上げる自宅で　の歌いこみが必要
・教職履修者にとっては、教育実習で必ず合唱とかかわるので
　この授業での体験は大切である。指導者の立場になって、発　声指導や音取り、練習の手順などを考えながら参加すること

◆成績評価の方法◆

TTS002N

合唱Ⅱ

女声合唱

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０１

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

・アルトリコーダー、鍵盤ハーモニカ使うので、持っていない者は売店で購入すること
・規定以上欠席した者は単位が出ない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

全作品源田作編曲による譜面を配付

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合奏を通して次の3つの力を習得すること・即興力・コード伴奏力・アレンジ力

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンスと係決め
第2回教育現場での合奏を考える
第3回アルトリコーダー奏法について
第4回タンギング、高音、装飾音の入れ方
第5回アルトリコーダーで対旋律を吹くには
第6回鍵盤ハーモニカの奏法について
第7回重音奏法、ビブラート、タンギングの入れ方
第8回鍵盤ハーモニカでのアンサンブル
第9回コードとコードネームの概説
第10回コードリサイティング
第11回「日本の歌メドレーⅠ」の演習
第12回「日本の歌メドレーⅡ」の演習
第13回「日本の歌メドレーⅢ」の演習
第14回「ディズニーメドレー」の演奏発表
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・授業で扱う楽器を自宅でよく練習すること
・コードネームを理解しておくこと

◆成績評価の方法◆

TTS003N

教科研究（合奏）

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０２

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

・アルトリコーダー、鍵盤ハーモニカ使うので、持っていない者は売店で購入すること
・規定以上欠席した者は単位が出ない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

全作品源田作編曲による譜面を配付

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合奏を通して次の3つの力を習得すること・即興力・コード伴奏力・アレンジ力

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンスと係決め
第2回教育現場での合奏を考える
第3回アルトリコーダー奏法について
第4回タンギング、高音、装飾音の入れ方
第5回アルトリコーダーで対旋律を吹くには
第6回鍵盤ハーモニカの奏法について
第7回重音奏法、ビブラート、タンギングの入れ方
第8回鍵盤ハーモニカでのアンサンブル
第9回コードとコードネームの概説
第10回コードリサイティング
第11回「日本の歌メドレーⅠ」の演習
第12回「日本の歌メドレーⅡ」の演習
第13回「日本の歌メドレーⅢ」の演習
第14回「ディズニーメドレー」の演奏発表
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・授業で扱う楽器を自宅でよく練習すること
・コードネームを理解しておくこと

◆成績評価の方法◆

TTS003N

教科研究（合奏）

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０３

講義室 N-028 開講学期 前期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

・指揮、伴奏等も積極的に参加すること。
・ソプラノ＆アルト・リコーダーを随時持参すること。
・新規に購入する場合は「バロック式」が望ましい。

・平常の授業への取り組み（80％）
・授業内評価 [演奏発表/レポート提出]（20％）

◆教科書（使用テキスト）◆

・随時、楽譜プリントを配布。

◆参考図書◆

・『導入と曲集 アルトリコーダーの世界－ソロからアンサンブルまで』河西保郎編著（ケイエムピー）
・『導入と曲集 ソプラノリコーダーの世界－ソロからアンサンブルまで』河西保郎編著（ケイエムピー）

◆留意事項◆

・リコーダーやキーボード等を使用した演習を通して、教育現場における「合奏授業の実際」を学ぶ。 ・自ら進んで未知の楽器に触れ、音楽を
楽しみ、さらに人を楽しませるにはどうすればよいかを考える。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス
２．リコーダーの技術習得と合奏（１）リコーダーの運指、ロングトーン
３．リコーダーの技術習得と合奏（２）レガート、ノンレガート
４．リコーダーの技術習得と合奏（３）中音域
５．キーボードを入れた合奏（１）低音域
６．キーボードを入れた合奏（２）高音域
７．ボディパーカッションによる合奏（１）"Rock rap ''の練習
８．ボディパーカッションによる合奏（２）"Rock rap ''の発表
９．歌を入れた合奏（１）スタッカート、声によるアンサンブル
10．歌を入れた合奏（２）派生音、アレンジ
11．グループによるアンサンブルの練習（１）装飾音、楽曲決め、練習
12．グループによるアンサンブルの練習（２）フレーズの作り方、中間発表
13．グループによるアンサンブルの練習（３）応用、練習
14．グループによるアンサンブルの発表
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

・アルトリコーダーとソプラノリコーダーの運指表を良く見て音階等の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTS003N

教科研究（合奏）

長谷川　真由

◆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,2年 クラス ０４

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

・アルトリコーダー、鍵盤ハーモニカ使うので、持っていない者は売店で購入すること
・規定以上欠席した者は単位が出ない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

全作品源田作編曲による譜面を配付

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合奏を通して次の3つの力を習得すること・即興力・コード伴奏力・アレンジ力

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンスと係決め
第2回教育現場での合奏を考える
第3回アルトリコーダー奏法について
第4回タンギング、高音、装飾音の入れ方
第5回アルトリコーダーで対旋律を吹くには
第6回鍵盤ハーモニカの奏法について
第7回重音奏法、ビブラート、タンギングの入れ方
第8回鍵盤ハーモニカでのアンサンブル
第9回コードとコードネームの概説
第10回コードリサイティング
第11回「日本の歌メドレーⅠ」の演習
第12回「日本の歌メドレーⅡ」の演習
第13回「日本の歌メドレーⅢ」の演習
第14回「ディズニーメドレー」の演奏発表
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・授業で扱う楽器を自宅でよく練習すること
・コードネームを理解しておくこと

◆成績評価の方法◆

TTS003N

教科研究（合奏）

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０５

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

・アルトリコーダー、鍵盤ハーモニカ使うので、持っていない者は売店で購入すること
・規定以上欠席した者は単位が出ない

平常の授業への取り組みにより評価する

◆教科書（使用テキスト）◆

全作品源田作編曲による譜面を配付

◆参考図書◆

授業内で指示する

◆留意事項◆

学生が合奏を通して次の3つの力を習得すること・即興力・コード伴奏力・アレンジ力

◆授業内容・計画◆

第1回ガイダンスと係決め
第2回教育現場での合奏を考える
第3回アルトリコーダー奏法について
第4回タンギング、高音、装飾音の入れ方
第5回アルトリコーダーで対旋律を吹くには
第6回鍵盤ハーモニカの奏法について
第7回重音奏法、ビブラート、タンギングの入れ方
第8回鍵盤ハーモニカでのアンサンブル
第9回コードとコードネームの概説
第10回コードリサイティング
第11回「日本の歌メドレーⅠ」の演習
第12回「日本の歌メドレーⅡ」の演習
第13回「日本の歌メドレーⅢ」の演習
第14回「ディズニーメドレー」の演奏発表
第15回まとめと評価

◆準備学習の内容◆

・授業で扱う楽器を自宅でよく練習すること
・コードネームを理解しておくこと

◆成績評価の方法◆

TTS003N

教科研究（合奏）

源田　俊一郎

◆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,2年 クラス ０６

講義室 N-028 開講学期 後期

曜日・時限 金３ 単位数 2単位

備考

・指揮、伴奏等も積極的に参加すること。
・ソプラノ＆アルト・リコーダーを随時持参すること。
・新規に購入する場合は「バロック式」が望ましい。

・平常の授業への取り組み（80％）
・授業内評価 [演奏発表/レポート提出]（20％）

◆教科書（使用テキスト）◆

・随時、楽譜プリントを配布。

◆参考図書◆

・『導入と曲集 アルトリコーダーの世界－ソロからアンサンブルまで』河西保郎編著（ケイエムピー）
・『導入と曲集 ソプラノリコーダーの世界－ソロからアンサンブルまで』河西保郎編著（ケイエムピー）

◆留意事項◆

・リコーダーやキーボード等を使用した演習を通して、教育現場における「合奏授業の実際」を学ぶ。 ・自ら進んで未知の楽器に触れ、音楽を
楽しみ、さらに人を楽しませるにはどうすればよいかを考える。

◆授業内容・計画◆

１．ガイダンス
２．リコーダーの技術習得と合奏（１）リコーダーの運指、ロングトーン
３．リコーダーの技術習得と合奏（２）レガート、ノンレガート
４．リコーダーの技術習得と合奏（３）中音域
５．キーボードを入れた合奏（１）低音域
６．キーボードを入れた合奏（２）高音域
７．ボディパーカッションによる合奏（１）"Rock rap ''の練習
８．ボディパーカッションによる合奏（２）"Rock rap ''の発表
９．歌を入れた合奏（１）スタッカート、声によるアンサンブル
10．歌を入れた合奏（２）派生音、アレンジ
11．グループによるアンサンブルの練習（１）装飾音、楽曲決め、練習
12．グループによるアンサンブルの練習（２）フレーズの作り方、中間発表
13．グループによるアンサンブルの練習（３）応用、練習
14．グループによるアンサンブルの発表
15．まとめ

◆準備学習の内容◆

・アルトリコーダーとソプラノリコーダーの運指表を良く見て音階等の練習をしておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTS003N

教科研究（合奏）

長谷川　真由

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-207 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

ピアノを使った指揮実習からは、指揮棒を使用するので、各自用意すること。
又指揮実習におけるピアノ伴奏は、ピアノ科専攻の受講生が行うこと。また、弦、管楽器専攻の受講生は、その担当楽器による伴奏参加の場
合もある。

平常点、実習試験によって評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配付
コンコーネ中声用

◆参考図書◆

斉藤秀雄著「指揮法教程」
高階正光著「指揮法入門」

◆留意事項◆

器楽合奏や合唱などで使用する指揮の基本を学習する。基本図形と技法をピアノを使って習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　指揮の心得～教本について
第３回　基本姿勢について～基本運動
第４回　図形について～
第５回　2拍子、3拍子、4拍子
第６回　指揮の原則～叩き
第７回　指揮の原則～しゃくい
第８回　指揮の原則～平均運動
第９回　ピアノを使った指揮実習（平均運動）、コンコーネNo.1
第１０回　ピアノを使った指揮実習、コンコーネNo.1
第１１回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.2①
第１２回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.2②
第１３回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.8（平均、叩き、しゃくい）①
第１４回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.8（平均、叩き、しゃくい）②
第１５回　ピアノを使った指揮実習試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

実習で使用するコンコーネ（中声用）の伴奏を各自が弾けるようにしておく。なおピアノは２人で弾くこととする。

◆成績評価の方法◆

TTS004N

教科研究（指揮法）

大澤　健一

◆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,2年 クラス ０２

講義室 3-207 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

ピアノを使った指揮実習からは、指揮棒を使用するので、各自用意すること。
又指揮実習におけるピアノ伴奏は、ピアノ科専攻の受講生が行うこと。また、弦、管楽器専攻の受講生は、その担当楽器による伴奏参加の場
合もある。

平常点、実習試験によって評価。

◆教科書（使用テキスト）◆

プリント配付
コンコーネ中声用

◆参考図書◆

斉藤秀雄著「指揮法教程」
高階正光著「指揮法入門」

◆留意事項◆

器楽合奏や合唱などで使用する指揮の基本を学習する。基本図形と技法をピアノを使って習得する。

◆授業内容・計画◆

第１回　ガイダンス
第２回　指揮の心得～教本について
第３回　基本姿勢について～基本運動
第４回　図形について～
第５回　2拍子、3拍子、4拍子
第６回　指揮の原則～叩き
第７回　指揮の原則～しゃくい
第８回　指揮の原則～平均運動
第９回　ピアノを使った指揮実習（平均運動）、コンコーネNo.1
第１０回　ピアノを使った指揮実習、コンコーネNo.1
第１１回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.2①
第１２回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.2②
第１３回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.8（平均、叩き、しゃくい）①
第１４回　ピアノを使った指揮実習（叩き）、コンコーネNo.8（平均、叩き、しゃくい）②
第１５回　ピアノを使った指揮実習試験とまとめ

◆準備学習の内容◆

実習で使用するコンコーネ（中声用）の伴奏を各自が弾けるようにしておく。なおピアノは２人で弾くこととする。

◆成績評価の方法◆

TTS004N

教科研究（指揮法）

大澤　健一

◆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,2年 クラス ０３

講義室 N-128 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

指揮棒および筆記用具（4B黒鉛筆、赤青鉛筆）を各自で用意する。

平常の授業への取組みおよび実技試験の成績によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

山本訓久：『学ぼう指揮法　Step by Step 』（アルテス・パブリッシング刊）

◆参考図書◆

高階正光『指揮法入門』（音楽之友社）、小松一彦『実践的指揮法』（音楽之友社）、山田一雄『指揮の技法』（音楽之友社）、『斎藤秀雄講義録』
（白水社）、R.オズボーン『カラヤンの遺言』（JICC出版局）、G.ショルティ『ショルティ自伝』（草思社）

◆留意事項◆

教育現場、特に中学校の音楽科および高等学校の芸術科音楽の授業における合唱、合奏指導に有効な指揮法の基礎的な技術を実際に履修
生による合唱・合奏を指揮することで系統的に習得する。

◆授業内容・計画◆

「平均運動」「タタキ」「しゃくい」「引っ掛け」「撥ね上げ」等の指揮法テクニックの習得
「楽曲分析」「演奏解釈」「スコアの読み方」「リハーサルの進め方」等の研究方法の習得
上記の内容について受講生による合唱及びアンサンブル等を実際に指揮しながら演習する。
最後に試験を行なう。

第１回：概説（指揮棒の持ち方、図形の描き方など）
　　　　平均運動（1）
第２回：平均運動（2）、しゃくい
第３回：合唱曲の指揮(3/4拍子)
第４回：合唱曲の指揮(4/4拍子)
第５回：フェルマータの指揮
第６回：タタキ
第７回：引掛け、撥ね上げ
第８回：アンサンブルの指揮(木管アンサンブル)
第９回：アンサンブルの指揮(その他のアンサンブル)
第10回：3拍子のひとつ振りなど
第11回：6/8拍子
第12回：混合拍子（5/4拍子など）
第13回：合奏の指揮（室内楽など）
第14回：合奏の指揮（吹奏楽・オーケストラなど）
第15回：総括および評価

◆準備学習の内容◆

授業前に教科書をよく読んで理解しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTS004N

教科研究（指揮法）

山本　訓久

◆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,2年 クラス ０４

講義室 N-128 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

指揮棒および筆記用具（4B黒鉛筆、赤青鉛筆）を各自で用意する。

平常の授業への取組みおよび実技試験の成績によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

山本訓久：『学ぼう指揮法　Step by Step 』（アルテス・パブリッシング刊）

◆参考図書◆

高階正光『指揮法入門』（音楽之友社）、小松一彦『実践的指揮法』（音楽之友社）、山田一雄『指揮の技法』（音楽之友社）、『斎藤秀雄講義録』
（白水社）、R.オズボーン『カラヤンの遺言』（JICC出版局）、G.ショルティ『ショルティ自伝』（草思社）

◆留意事項◆

教育現場、特に中学校の音楽科および高等学校の芸術科音楽の授業における合唱、合奏指導に有効な指揮法の基礎的な技術を実際に履修
生による合唱・合奏を指揮することで系統的に習得する。

◆授業内容・計画◆

「平均運動」「タタキ」「しゃくい」「引っ掛け」「撥ね上げ」等の指揮法テクニックの習得
「楽曲分析」「演奏解釈」「スコアの読み方」「リハーサルの進め方」等の研究方法の習得
上記の内容について受講生による合唱及びアンサンブル等を実際に指揮しながら演習する。
最後に試験を行なう。

第１回：概説（指揮棒の持ち方、図形の描き方など）
　　　　平均運動（1）
第２回：平均運動（2）、しゃくい
第３回：合唱曲の指揮(3/4拍子)
第４回：合唱曲の指揮(4/4拍子)
第５回：フェルマータの指揮
第６回：タタキ
第７回：引掛け、撥ね上げ
第８回：アンサンブルの指揮(木管アンサンブル)
第９回：アンサンブルの指揮(その他のアンサンブル)
第10回：3拍子のひとつ振りなど
第11回：6/8拍子
第12回：混合拍子（5/4拍子など）
第13回：合奏の指揮（室内楽など）
第14回：合奏の指揮（吹奏楽・オーケストラなど）
第15回：総括および評価

◆準備学習の内容◆

授業前に教科書をよく読んで理解しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTS004N

教科研究（指揮法）

山本　訓久

◆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,2年 クラス ０１

講義室 6-201 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

箏爪の購入
＊初回授業時までに売店にて、必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

授業への取り組みにより評価する。
実技である上、４日間と限られた期間での講義です。
遅刻・早退は厳禁です。
最終日の実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく
指導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指
導をしたいと思います。箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、自分が専攻する楽器に
向き合う姿勢で邦楽と接することが出来るようになります。限られた時間内で古典曲から五線譜を使用した現代曲，弾き唄い，琵琶唄，合奏
曲と多くの課題に取り組みます。箏の入口に過ぎませんが、幅広く学習し、邦楽に興味を持つことを目標とします。

◆授業内容・計画◆

１：ガイダンス (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
２：講師による模範演奏
３：箏／『さくら』を弾く
　　唄／『かざしの菊』楽譜の読み方
４：箏／調子の取り方 (平調子)、箏の歴史について
　　唄／『かざしの菊』前半
５：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』後半
６：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』仕上げ
７：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手左手)
　　唄／『四季の曲』前唄前半
８：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』[熊沢辰巳]より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
　　唄／『四季の曲』前唄後半
９：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
　　唄／琵琶弾き語り模範演奏
10：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「うさぎうさぎ」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶の唄を唄う
11：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ひらいたひらいた」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶を弾いてみる
12：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏
　　唄／琵琶唄仕上げ
13：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏仕上げ
　　唄／『かざしの菊』『四季の曲』仕上げ
14：演奏発表 (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

TTS005N

教科研究（邦楽歌唱）

【滝田先生】和楽器も自動抽選申込みされる

滝田　美智子

◆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,2年 クラス ０３

講義室 6-101 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組みを重視。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック能管（有限会社日音）
・テキストは当日配付

◆参考図書◆

「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

日本音楽を理解することは、日本音楽固有の様式を知ることである。
そのためには、いわゆる西洋音楽との違いを体験することが最も近道であると考える。
特に日本音楽の場合は、演奏体験によってその魅力に取り付かれることが多いので、長唄と長唄囃子における能管を通して日本音楽の様式
を考える。
実際、舞台で使われている楽器の生音を身近に聞き、楽器の特性を知る。
音楽教育に日本古来の音楽を取り上げるにあたり、何が大切かを考える。

◆授業内容・計画◆

・長唄の演習。
・能管（長唄囃子における）の演習。
（最終的には古典長唄曲を通して演奏することを目標とする）
・音楽教育における日本音楽を考える。
・他の囃子楽器も含め、生の音を身近に聞く。
・歌舞伎や実際に行われた日本音楽小学校授業などの映像を観賞し期間中に学んだことをどのように活かせるかなど各々考えてみる。

長唄・能管ともに古典長唄「供奴」を学ぶ。
（越後獅子や勧進帳などの定番曲もできれば部分的に体験する）

一日目：能管と長唄の基本的な演奏法、記譜について。長唄「供奴」（初め～駆けつける）
二日目：長唄「供奴」（おんらが旦那～華麗な出立）
三日目：長唄「供奴」（見染め～揚屋が門を行き過ぎる）
四日目：長唄「供奴」まとめ。実演家の生演奏を聴く。

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなど資料整理
質問の準備

◆成績評価の方法◆

TTS005N

教科研究（邦楽歌唱）

【山田先生】和楽器も自動抽選申込みされる

山田　寛

◆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,2年 クラス ０４

講義室 6-201 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

箏爪の購入
＊初回授業時までに売店にて、必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

授業への取り組みにより評価する。
実技である上、４日間と限られた期間での講義です。
遅刻・早退は厳禁です。
最終日の実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく
指導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指
導をしたいと思います。箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、自分が専攻する楽器に
向き合う姿勢で邦楽と接することが出来るようになります。限られた時間内で古典曲から五線譜を使用した現代曲，弾き唄い，琵琶唄，合奏
曲と多くの課題に取り組みます。箏の入口に過ぎませんが、幅広く学習し、邦楽に興味を持つことを目標とします。

◆授業内容・計画◆

１：ガイダンス (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
２：講師による模範演奏
３：箏／『さくら』を弾く
　　唄／『かざしの菊』楽譜の読み方
４：箏／調子の取り方 (平調子)、箏の歴史について
　　唄／『かざしの菊』前半
５：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』後半
６：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』仕上げ
７：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手左手)
　　唄／『四季の曲』前唄前半
８：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』[熊沢辰巳]より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
　　唄／『四季の曲』前唄後半
９：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
　　唄／琵琶弾き語り模範演奏
10：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「うさぎうさぎ」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶の唄を唄う
11：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ひらいたひらいた」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶を弾いてみる
12：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏
　　唄／琵琶唄仕上げ
13：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏仕上げ
　　唄／『かざしの菊』『四季の曲』仕上げ
14：演奏発表 (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

TTS005N

教科研究（邦楽歌唱）

【滝田先生】和楽器も自動抽選申込みされる

滝田　美智子

◆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,2年 クラス ０１

講義室 1-120 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

箏爪の購入
＊初回授業時までに売店にて、必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

授業への取り組みにより評価する。
実技である上、４日間と限られた期間での講義です。
遅刻・早退は厳禁です。
最終日の実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく
指導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指
導をしたいと思います。箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、自分が専攻する楽器に
向き合う姿勢で邦楽と接することが出来るようになります。限られた時間内で古典曲から五線譜を使用した現代曲，弾き唄い，琵琶唄，合奏
曲と多くの課題に取り組みます。箏の入口に過ぎませんが、幅広く学習し、邦楽に興味を持つことを目標とします。

◆授業内容・計画◆

１：ガイダンス (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
２：講師による模範演奏
３：箏／『さくら』を弾く
　　唄／『かざしの菊』楽譜の読み方
４：箏／調子の取り方 (平調子)、箏の歴史について
　　唄／『かざしの菊』前半
５：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』後半
６：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』仕上げ
７：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手左手)
　　唄／『四季の曲』前唄前半
８：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』[熊沢辰巳]より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
　　唄／『四季の曲』前唄後半
９：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
　　唄／琵琶弾き語り模範演奏
10：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「うさぎうさぎ」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶の唄を唄う
11：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ひらいたひらいた」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶を弾いてみる
12：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏
　　唄／琵琶唄仕上げ
13：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏仕上げ
　　唄／『かざしの菊』『四季の曲』仕上げ
14：演奏発表 (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

TTS006N

教科研究（和楽器）

邦楽歌唱に当選した場合、自動で登録される

滝田　美智子

◆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,2年 クラス ０３

講義室 6-101 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

平常の授業への取り組みを重視。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック能管（有限会社日音）
・テキストは当日配付

◆参考図書◆

「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

日本音楽を理解することは、日本音楽固有の様式を知ることである。
そのためには、いわゆる西洋音楽との違いを体験することが最も近道であると考える。
特に日本音楽の場合は、演奏体験によってその魅力に取り付かれることが多いので、長唄と長唄囃子における能管を通して日本音楽の様式
を考える。
実際、舞台で使われている楽器の生音を身近に聞き、楽器の特性を知る。
音楽教育に日本古来の音楽を取り上げるにあたり、何が大切かを考える。

◆授業内容・計画◆

・長唄の演習。
・能管（長唄囃子における）の演習。
（最終的には古典長唄曲を通して演奏することを目標とする）
・音楽教育における日本音楽を考える。
・他の囃子楽器も含め、生の音を身近に聞く。
・歌舞伎や実際に行われた日本音楽小学校授業などの映像を観賞し期間中に学んだことをどのように活かせるかなど各々考えてみる。

長唄・能管ともに古典長唄「供奴」を学ぶ。
（越後獅子や勧進帳などの定番曲もできれば部分的に体験する）

一日目：能管と長唄の基本的な演奏法、記譜について。長唄「供奴」（初め～駆けつける）
二日目：長唄「供奴」（おんらが旦那～華麗な出立）
三日目：長唄「供奴」（見染め～揚屋が門を行き過ぎる）
四日目：長唄「供奴」まとめ。実演家の生演奏を聴く。

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなど資料整理
質問の準備

◆成績評価の方法◆

TTS006N

教科研究（和楽器）

邦楽歌唱に当選した場合、自動で登録される

山田　寛

◆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,2年 クラス ０４

講義室 1-120 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 1単位

備考

箏爪の購入
＊初回授業時までに売店にて、必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

授業への取り組みにより評価する。
実技である上、４日間と限られた期間での講義です。
遅刻・早退は厳禁です。
最終日の実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく
指導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指
導をしたいと思います。箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、自分が専攻する楽器に
向き合う姿勢で邦楽と接することが出来るようになります。限られた時間内で古典曲から五線譜を使用した現代曲，弾き唄い，琵琶唄，合奏
曲と多くの課題に取り組みます。箏の入口に過ぎませんが、幅広く学習し、邦楽に興味を持つことを目標とします。

◆授業内容・計画◆

１：ガイダンス (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
２：講師による模範演奏
３：箏／『さくら』を弾く
　　唄／『かざしの菊』楽譜の読み方
４：箏／調子の取り方 (平調子)、箏の歴史について
　　唄／『かざしの菊』前半
５：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』後半
６：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』仕上げ
７：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手左手)
　　唄／『四季の曲』前唄前半
８：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』[熊沢辰巳]より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
　　唄／『四季の曲』前唄後半
９：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
　　唄／琵琶弾き語り模範演奏
10：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「うさぎうさぎ」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶の唄を唄う
11：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ひらいたひらいた」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶を弾いてみる
12：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏
　　唄／琵琶唄仕上げ
13：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏仕上げ
　　唄／『かざしの菊』『四季の曲』仕上げ
14：演奏発表 (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

TTS006N

教科研究（和楽器）

邦楽歌唱に当選した場合、自動で登録される

滝田　美智子

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

・教職への確かな基礎をつくる意味から、十分に復習することを心がけることが必要です。
・自ら課題を発見し、解決策について自分の考えを、根拠を明確にして1000字程度で表現するよう習慣化を図ることが望ましい。

課題レポート、ワークシートの提出状況と内容、学習への取り組み状況等によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

自作テキスト「教職概論」第１部、第２部、第３部

◆参考図書◆

文部科学省「新着情報メール」「初中教育ニュース」の定期購読（無料）を登録し、最新の教育情報をキャッチする。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現在の学校教育の現状や学校教育を取り巻く現状、現代の教育課題等について基礎的な理解を深めるとともに、教職の意義や教員の具体的
な職務内容及び教員に求められる資質能力等に関する認識を深める。また、これからの教職課程履修の心構えをつくるための導入として、進
路選択に対する自己理解や適性を考える機会とするおとともに、教員に求められる資質能力の研鑽、望ましい社会体験等を積極的に積むこと
への意欲を高める。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション　―　なぜ、教職科目を履修するのか
２．学校教育の意義①　―　学校教育法制の理解
３．学校教育の意義②　―　学校教育の内容の理解
４．学校教育の現状と課題
５．教員の身分及び服務義務
６．教員の職務の具体的な内容
７．幼児・児童・生徒の発達課題
８．教職の実際①　―　学校及び教員を取り巻く状況
９．教職の実際②　―　人権課題の理解と人権教育
１０．教職の実際③　―　特別支援教育の推進
１１．教職の実際④　―　「いじめ問題」への対応
１２．教職の実際⑤　―　「不登校問題」への対応
１３．教員に求められる資質能力
１４．教職を目指すために　―　教員採用試験の実際
１５．教職概論のまとめ

◆準備学習の内容◆

１　次時の授業内容に関し、自分自身の学校での体験を振り返り、質問事項等を確認しておくこと。
２　次時の授業内容に関して、担当教員が提示する論題に対する自己の意見を、根拠をもって論述できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL007N

教職概論

新藤　久典

◆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 5-211 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

・教職への確かな基礎をつくる意味から、十分に復習することを心がけることが必要です。
・自ら課題を発見し、解決策について自分の考えを、根拠を明確にして1000字程度で表現するよう習慣化を図ることが望ましい。

課題レポート、ワークシートの提出状況と内容、学習への取り組み状況等によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

自作テキスト「教職概論」第１部、第２部、第３部

◆参考図書◆

文部科学省「新着情報メール」「初中教育ニュース」の定期購読（無料）を登録し、最新の教育情報をキャッチする。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現在の学校教育の現状や学校教育を取り巻く現状、現代の教育課題等について基礎的な理解を深めるとともに、教職の意義や教員の具体的
な職務内容及び教員に求められる資質能力等に関する認識を深める。また、これからの教職課程履修の心構えをつくるための導入として、進
路選択に対する自己理解や適性を考える機会とするおとともに、教員に求められる資質能力の研鑽、望ましい社会体験等を積極的に積むこと
への意欲を高める。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション　―　なぜ、教職科目を履修するのか
２．学校教育の意義①　―　学校教育法制の理解
３．学校教育の意義②　―　学校教育の内容の理解
４．学校教育の現状と課題
５．教員の身分及び服務義務
６．教員の職務の具体的な内容
７．幼児・児童・生徒の発達課題
８．教職の実際①　―　学校及び教員を取り巻く状況
９．教職の実際②　―　人権課題の理解と人権教育
１０．教職の実際③　―　特別支援教育の推進
１１．教職の実際④　―　「いじめ問題」への対応
１２．教職の実際⑤　―　「不登校問題」への対応
１３．教員に求められる資質能力
１４．教職を目指すために　―　教員採用試験の実際
１５．教職概論のまとめ

◆準備学習の内容◆

１　次時の授業内容に関し、自分自身の学校での体験を振り返り、質問事項等を確認しておくこと。
２　次時の授業内容に関して、担当教員が提示する論題に対する自己の意見を、根拠をもって論述できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL007N

教職概論

新藤　久典

◆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 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

・教職への確かな基礎をつくる意味から、十分に復習することを心がけることが必要です。
・自ら課題を発見し、解決策について自分の考えを、根拠を明確にして1000字程度で表現するよう習慣化を図ることが望ましい。

課題レポート、ワークシートの提出状況と内容、学習への取り組み状況等によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

自作テキスト「教職概論」第１部、第２部、第３部

◆参考図書◆

文部科学省「新着情報メール」「初中教育ニュース」の定期購読（無料）を登録し、最新の教育情報をキャッチする。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現在の学校教育の現状や学校教育を取り巻く現状、現代の教育課題等について基礎的な理解を深めるとともに、教職の意義や教員の具体的
な職務内容及び教員に求められる資質能力等に関する認識を深める。また、これからの教職課程履修の心構えをつくるための導入として、進
路選択に対する自己理解や適性を考える機会とするおとともに、教員に求められる資質能力の研鑽、望ましい社会体験等を積極的に積むこと
への意欲を高める。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション　―　なぜ、教職科目を履修するのか
２．学校教育の意義①　―　学校教育法制の理解
３．学校教育の意義②　―　学校教育の内容の理解
４．学校教育の現状と課題
５．教員の身分及び服務義務
６．教員の職務の具体的な内容
７．幼児・児童・生徒の発達課題
８．教職の実際①　―　学校及び教員を取り巻く状況
９．教職の実際②　―　人権課題の理解と人権教育
１０．教職の実際③　―　特別支援教育の推進
１１．教職の実際④　―　「いじめ問題」への対応
１２．教職の実際⑤　―　「不登校問題」への対応
１３．教員に求められる資質能力
１４．教職を目指すために　―　教員採用試験の実際
１５．教職概論のまとめ

◆準備学習の内容◆

１　次時の授業内容に関し、自分自身の学校での体験を振り返り、質問事項等を確認しておくこと。
２　次時の授業内容に関して、担当教員が提示する論題に対する自己の意見を、根拠をもって論述できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL007N

教職概論

新藤　久典

◆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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 月１ 単位数 2単位

備考

・教職への確かな基礎をつくる意味から、十分に復習することを心がけることが必要です。
・自ら課題を発見し、解決策について自分の考えを、根拠を明確にして1000字程度で表現するよう習慣化を図ることが望ましい。

課題レポート、ワークシートの提出状況と内容、学習への取り組み状況等によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

自作テキスト「教職概論」第１部、第２部、第３部

◆参考図書◆

文部科学省「新着情報メール」「初中教育ニュース」の定期購読（無料）を登録し、最新の教育情報をキャッチする。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現在の学校教育の現状や学校教育を取り巻く現状、現代の教育課題等について基礎的な理解を深めるとともに、教職の意義や教員の具体的
な職務内容及び教員に求められる資質能力等に関する認識を深める。また、これからの教職課程履修の心構えをつくるための導入として、進
路選択に対する自己理解や適性を考える機会とするおとともに、教員に求められる資質能力の研鑽、望ましい社会体験等を積極的に積むこと
への意欲を高める。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション　―　なぜ、教職科目を履修するのか
２．学校教育の意義①　―　学校教育法制の理解
３．学校教育の意義②　―　学校教育の内容の理解
４．学校教育の現状と課題
５．教員の身分及び服務義務
６．教員の職務の具体的な内容
７．幼児・児童・生徒の発達課題
８．教職の実際①　―　学校及び教員を取り巻く状況
９．教職の実際②　―　人権課題の理解と人権教育
１０．教職の実際③　―　特別支援教育の推進
１１．教職の実際④　―　「いじめ問題」への対応
１２．教職の実際⑤　―　「不登校問題」への対応
１３．教員に求められる資質能力
１４．教職を目指すために　―　教員採用試験の実際
１５．教職概論のまとめ

◆準備学習の内容◆

１　次時の授業内容に関し、自分自身の学校での体験を振り返り、質問事項等を確認しておくこと。
２　次時の授業内容に関して、担当教員が提示する論題に対する自己の意見を、根拠をもって論述できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL007N

教職概論

新藤　久典

◆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 5-211 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

・教職への確かな基礎をつくる意味から、十分に復習することを心がけることが必要です。
・自ら課題を発見し、解決策について自分の考えを、根拠を明確にして1000字程度で表現するよう習慣化を図ることが望ましい。

課題レポート、ワークシートの提出状況と内容、学習への取り組み状況等によって総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

自作テキスト「教職概論」第１部、第２部、第３部

◆参考図書◆

文部科学省「新着情報メール」「初中教育ニュース」の定期購読（無料）を登録し、最新の教育情報をキャッチする。
その他、授業中に必要に応じて指示する。

◆留意事項◆

現在の学校教育の現状や学校教育を取り巻く現状、現代の教育課題等について基礎的な理解を深めるとともに、教職の意義や教員の具体的
な職務内容及び教員に求められる資質能力等に関する認識を深める。また、これからの教職課程履修の心構えをつくるための導入として、進
路選択に対する自己理解や適性を考える機会とするおとともに、教員に求められる資質能力の研鑽、望ましい社会体験等を積極的に積むこと
への意欲を高める。

◆授業内容・計画◆

１．オリエンテーション　―　なぜ、教職科目を履修するのか
２．学校教育の意義①　―　学校教育法制の理解
３．学校教育の意義②　―　学校教育の内容の理解
４．学校教育の現状と課題
５．教員の身分及び服務義務
６．教員の職務の具体的な内容
７．幼児・児童・生徒の発達課題
８．教職の実際①　―　学校及び教員を取り巻く状況
９．教職の実際②　―　人権課題の理解と人権教育
１０．教職の実際③　―　特別支援教育の推進
１１．教職の実際④　―　「いじめ問題」への対応
１２．教職の実際⑤　―　「不登校問題」への対応
１３．教員に求められる資質能力
１４．教職を目指すために　―　教員採用試験の実際
１５．教職概論のまとめ

◆準備学習の内容◆

１　次時の授業内容に関し、自分自身の学校での体験を振り返り、質問事項等を確認しておくこと。
２　次時の授業内容に関して、担当教員が提示する論題に対する自己の意見を、根拠をもって論述できるように準備しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL007N

教職概論

新藤　久典

◆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 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

積極的な授業参加を求める。

 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。毎回授業時の感想文（50％）、期末レポート（50％）
　本授業に出席して主体的に授業で提示された問題に取り組んでいるかどうかを重視する。また、授業における学習内容をふまえたうえで発
展的に教育に関する考察を行う能力を習得したかどうかという観点から、小テスト・レポート等の内容を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

山名淳『「もじゃぺー」から＜しつけ＞を学ぶ』東京学芸大学出版会(１２００円＋税)
 教科書として指定したテキストを購入すること。選定した教科書は、教育学の基礎知識がなくとも読解可能な内容となっている。授業が始まる
までに一読し、その概要（とくに「暴力」「文明化」などのキーワード）を押さえておくことが望ましい。そのほかに毎回の授業において、講義内容
のレジュメをプリントにして配布する。

◆参考図書◆

適宜、授業の中で紹介する。

◆留意事項◆

教育とは、誰にとっても身近で自明のことのように感じられる文化領域だろう。だが、少し立ち入って考えてみると、そこには多くの不思議さがつ
きまとっているように思われる。本授業では、そのような教育の不思議さに接近するために、教育の意味・目的・内容に関する問題をとりあげ、
教育の理念・思想について歴史の軸を踏まえつつ論じる。教育学の基礎知識を習得することを目的とするが、同時に、教育について主体的に
思索する機会を提供する。

◆授業内容・計画◆

１．教育実践の基本構造とは何か（１） －－教育の思想概観
２．教育実践の基本構造とは何か（２） －－教育の場に関する諸条件
３．教師論（１）－－教師の思想
４．教師論（２）－－ 教師の権威をめぐる諸問題
５．教育関係論（１） －－＜教える／学ぶ＞関係の思想
６．教育関係論（２） －－＜教える／学ぶ＞関係の歴史と諸形態
７．教育による分離と統合 －－特別なニーズと統合教育
８．教育とケアリング －－ケアリングの思想と教育への導入
９．学校の時間－－時間割の思想と構造
１０．学校の空間－－教育空間の思想と構造
１１．教育の計画と評価
１２．学校外の教育－－生涯教育の思想と実践
１３．教育の「本質」（１）――＜野性／理性＞図式からみた教育
１４．教育の「本質」（２）――文明化の両義性と教育
１５．まとめと今後の発展

◆準備学習の内容◆

授業で使用したレジュメにもとづき復習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

TTL008N

教育原理

山名　淳

◆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 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

積極的な授業参加を求める。

 定期試験を行わず、平常試験(小テスト・レポート等)で総合評価する。毎回授業時の感想文（50％）、期末レポート（50％）
　本授業に出席して主体的に授業で提示された問題に取り組んでいるかどうかを重視する。また、授業における学習内容をふまえたうえで発
展的に教育に関する考察を行う能力を習得したかどうかという観点から、小テスト・レポート等の内容を評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

山名淳『「もじゃぺー」から＜しつけ＞を学ぶ』東京学芸大学出版会(１２００円＋税)
 教科書として指定したテキストを購入すること。選定した教科書は、教育学の基礎知識がなくとも読解可能な内容となっている。授業が始まる
までに一読し、その概要（とくに「暴力」「文明化」などのキーワード）を押さえておくことが望ましい。そのほかに毎回の授業において、講義内容
のレジュメをプリントにして配布する。

◆参考図書◆

適宜、授業の中で紹介する。

◆留意事項◆

教育とは、誰にとっても身近で自明のことのように感じられる文化領域だろう。だが、少し立ち入って考えてみると、そこには多くの不思議さがつ
きまとっているように思われる。本授業では、そのような教育の不思議さに接近するために、教育の意味・目的・内容に関する問題をとりあげ、
教育の理念・思想について歴史の軸を踏まえつつ論じる。教育学の基礎知識を習得することを目的とするが、同時に、教育について主体的に
思索する機会を提供する。

◆授業内容・計画◆

１．教育実践の基本構造とは何か（１） －－教育の思想概観
２．教育実践の基本構造とは何か（２） －－教育の場に関する諸条件
３．教師論（１）－－教師の思想
４．教師論（２）－－ 教師の権威をめぐる諸問題
５．教育関係論（１） －－＜教える／学ぶ＞関係の思想
６．教育関係論（２） －－＜教える／学ぶ＞関係の歴史と諸形態
７．教育による分離と統合 －－特別なニーズと統合教育
８．教育とケアリング －－ケアリングの思想と教育への導入
９．学校の時間－－時間割の思想と構造
１０．学校の空間－－教育空間の思想と構造
１１．教育の計画と評価
１２．学校外の教育－－生涯教育の思想と実践
１３．教育の「本質」（１）――＜野性／理性＞図式からみた教育
１４．教育の「本質」（２）――文明化の両義性と教育
１５．まとめと今後の発展

◆準備学習の内容◆

授業で使用したレジュメにもとづき復習をすることが望ましい。

◆成績評価の方法◆

TTL008N

教育原理

山名　淳

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

ワークシート提出及び授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説総則編」（平成20年9月）
「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成21年11月）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

　学校の教育計画である教育課程の意義とその内容、教育課程
に関する法制、学習指導要領の改訂の経過、教育課程上の配慮
事項及び教育課程の編成・実施・評価などについて、具体的な
事例に基づき学習し、教育課程に関する基礎的な理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1 オリエンテーション（授業の内容及び計画、評価の観点及び
　方法）
2　教育課程の基準（教育課程の意義及びその基準など）
3　教育課程編成の一般方針（教育課程編成の主体及び原則
　等）
4　学習指導要領（平成20年3月告示）改訂の経緯と基本方針等
5　学習指導要領等の改訂の経過（これまでの改訂の背景及び
　特色等）
6　内容の取扱いに関する共通的事項と指導計画の作成
7　授業時数等（各教科等の年間授業時数及び年間の授業週
　数）
8　教育課程実施上の配慮事項(1)「生徒の言語環境の整備と言
　語活動の充実」
9　教育課程実施上の配慮事項(2)「生徒指導の充実」
10　教育課程実施上の配慮事項(3)「進路指導の充実」
11　教育課程実施上の配慮事項(4)「個に応じた指導の充実」
12　教育課程実施上の配慮事項(5)「障害のある生徒の指導」
13　教育課程実施上の配慮事項(6)「指導の評価と改善」
14　教育課程編成の手順と学校評価
15　まとめと評価（授業内試験）

◆準備学習の内容◆

　次時の授業内容に関し、教科書（中学校及び高等学校の学
習指導要領解説総則編）を読み、その内容を把握するととも
に、質問事項等を確認しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL011N

教育課程概説

及川　良一

◆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,2年 クラス ０２

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

ワークシート提出及び授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説総則編」（平成20年9月）
「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成21年11月）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

　学校の教育計画である教育課程の意義とその内容、教育課程
に関する法制、学習指導要領の改訂の経過、教育課程上の配慮
事項及び教育課程の編成・実施・評価などについて、具体的な
事例に基づき学習し、教育課程に関する基礎的な理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1 オリエンテーション（授業の内容及び計画、評価の観点及び
　方法）
2　教育課程の基準（教育課程の意義及びその基準など）
3　教育課程編成の一般方針（教育課程編成の主体及び原則
　等）
4　学習指導要領（平成20年3月告示）改訂の経緯と基本方針等
5　学習指導要領等の改訂の経過（これまでの改訂の背景及び
　特色等）
6　内容の取扱いに関する共通的事項と指導計画の作成
7　授業時数等（各教科等の年間授業時数及び年間の授業週
　数）
8　教育課程実施上の配慮事項(1)「生徒の言語環境の整備と言
　語活動の充実」
9　教育課程実施上の配慮事項(2)「生徒指導の充実」
10　教育課程実施上の配慮事項(3)「進路指導の充実」
11　教育課程実施上の配慮事項(4)「個に応じた指導の充実」
12　教育課程実施上の配慮事項(5)「障害のある生徒の指導」
13　教育課程実施上の配慮事項(6)「指導の評価と改善」
14　教育課程編成の手順と学校評価
15　まとめと評価（授業内試験）

◆準備学習の内容◆

　次時の授業内容に関し、教科書（中学校及び高等学校の学
習指導要領解説総則編）を読み、その内容を把握するととも
に、質問事項等を確認しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL011N

教育課程概説

及川　良一

◆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,2年 クラス ０３

講義室 5-219 開講学期 前期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

ワークシート提出及び授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説総則編」（平成20年9月）
「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成21年11月）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

　学校の教育計画である教育課程の意義とその内容、教育課程
に関する法制、学習指導要領の改訂の経過、教育課程上の配慮
事項及び教育課程の編成・実施・評価などについて、具体的な
事例に基づき学習し、教育課程に関する基礎的な理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1 オリエンテーション（授業の内容及び計画、評価の観点及び
　方法）
2　教育課程の基準（教育課程の意義及びその基準など）
3　教育課程編成の一般方針（教育課程編成の主体及び原則
　等）
4　学習指導要領（平成20年3月告示）改訂の経緯と基本方針等
5　学習指導要領等の改訂の経過（これまでの改訂の背景及び
　特色等）
6　内容の取扱いに関する共通的事項と指導計画の作成
7　授業時数等（各教科等の年間授業時数及び年間の授業週
　数）
8　教育課程実施上の配慮事項(1)「生徒の言語環境の整備と言
　語活動の充実」
9　教育課程実施上の配慮事項(2)「生徒指導の充実」
10　教育課程実施上の配慮事項(3)「進路指導の充実」
11　教育課程実施上の配慮事項(4)「個に応じた指導の充実」
12　教育課程実施上の配慮事項(5)「障害のある生徒の指導」
13　教育課程実施上の配慮事項(6)「指導の評価と改善」
14　教育課程編成の手順と学校評価
15　まとめと評価（授業内試験）

◆準備学習の内容◆

　次時の授業内容に関し、教科書（中学校及び高等学校の学
習指導要領解説総則編）を読み、その内容を把握するととも
に、質問事項等を確認しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL011N

教育課程概説

及川　良一

◆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,2年 クラス ０４

講義室 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

ワークシート提出及び授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説総則編」（平成20年9月）
「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成21年11月）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

　学校の教育計画である教育課程の意義とその内容、教育課程
に関する法制、学習指導要領の改訂の経過、教育課程上の配慮
事項及び教育課程の編成・実施・評価などについて、具体的な
事例に基づき学習し、教育課程に関する基礎的な理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1 オリエンテーション（授業の内容及び計画、評価の観点及び
　方法）
2　教育課程の基準（教育課程の意義及びその基準など）
3　教育課程編成の一般方針（教育課程編成の主体及び原則
　等）
4　学習指導要領（平成20年3月告示）改訂の経緯と基本方針等
5　学習指導要領等の改訂の経過（これまでの改訂の背景及び
　特色等）
6　内容の取扱いに関する共通的事項と指導計画の作成
7　授業時数等（各教科等の年間授業時数及び年間の授業週
　数）
8　教育課程実施上の配慮事項(1)「生徒の言語環境の整備と言
　語活動の充実」
9　教育課程実施上の配慮事項(2)「生徒指導の充実」
10　教育課程実施上の配慮事項(3)「進路指導の充実」
11　教育課程実施上の配慮事項(4)「個に応じた指導の充実」
12　教育課程実施上の配慮事項(5)「障害のある生徒の指導」
13　教育課程実施上の配慮事項(6)「指導の評価と改善」
14　教育課程編成の手順と学校評価
15　まとめと評価（授業内試験）

◆準備学習の内容◆

　次時の授業内容に関し、教科書（中学校及び高等学校の学
習指導要領解説総則編）を読み、その内容を把握するととも
に、質問事項等を確認しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL011N

教育課程概説

及川　良一

◆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,2年 クラス ０５

講義室 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 木３ 単位数 2単位

備考

ワークシート提出及び授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説総則編」（平成20年9月）
「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成21年11月）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

　学校の教育計画である教育課程の意義とその内容、教育課程
に関する法制、学習指導要領の改訂の経過、教育課程上の配慮
事項及び教育課程の編成・実施・評価などについて、具体的な
事例に基づき学習し、教育課程に関する基礎的な理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1 オリエンテーション（授業の内容及び計画、評価の観点及び
　方法）
2　教育課程の基準（教育課程の意義及びその基準など）
3　教育課程編成の一般方針（教育課程編成の主体及び原則
　等）
4　学習指導要領（平成20年3月告示）改訂の経緯と基本方針等
5　学習指導要領等の改訂の経過（これまでの改訂の背景及び
　特色等）
6　内容の取扱いに関する共通的事項と指導計画の作成
7　授業時数等（各教科等の年間授業時数及び年間の授業週
　数）
8　教育課程実施上の配慮事項(1)「生徒の言語環境の整備と言
　語活動の充実」
9　教育課程実施上の配慮事項(2)「生徒指導の充実」
10　教育課程実施上の配慮事項(3)「進路指導の充実」
11　教育課程実施上の配慮事項(4)「個に応じた指導の充実」
12　教育課程実施上の配慮事項(5)「障害のある生徒の指導」
13　教育課程実施上の配慮事項(6)「指導の評価と改善」
14　教育課程編成の手順と学校評価
15　まとめと評価（授業内試験）

◆準備学習の内容◆

　次時の授業内容に関し、教科書（中学校及び高等学校の学
習指導要領解説総則編）を読み、その内容を把握するととも
に、質問事項等を確認しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL011N

教育課程概説

及川　良一

◆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,2年 クラス ０６

講義室 5-219 開講学期 後期

曜日・時限 木４ 単位数 2単位

備考

ワークシート提出及び授業内試験により評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説総則編」（平成20年9月）
「高等学校学習指導要領解説総則編」（平成21年11月）

◆参考図書◆

◆留意事項◆

　学校の教育計画である教育課程の意義とその内容、教育課程
に関する法制、学習指導要領の改訂の経過、教育課程上の配慮
事項及び教育課程の編成・実施・評価などについて、具体的な
事例に基づき学習し、教育課程に関する基礎的な理解を深め
る。

◆授業内容・計画◆

1 オリエンテーション（授業の内容及び計画、評価の観点及び
　方法）
2　教育課程の基準（教育課程の意義及びその基準など）
3　教育課程編成の一般方針（教育課程編成の主体及び原則
　等）
4　学習指導要領（平成20年3月告示）改訂の経緯と基本方針等
5　学習指導要領等の改訂の経過（これまでの改訂の背景及び
　特色等）
6　内容の取扱いに関する共通的事項と指導計画の作成
7　授業時数等（各教科等の年間授業時数及び年間の授業週
　数）
8　教育課程実施上の配慮事項(1)「生徒の言語環境の整備と言
　語活動の充実」
9　教育課程実施上の配慮事項(2)「生徒指導の充実」
10　教育課程実施上の配慮事項(3)「進路指導の充実」
11　教育課程実施上の配慮事項(4)「個に応じた指導の充実」
12　教育課程実施上の配慮事項(5)「障害のある生徒の指導」
13　教育課程実施上の配慮事項(6)「指導の評価と改善」
14　教育課程編成の手順と学校評価
15　まとめと評価（授業内試験）

◆準備学習の内容◆

　次時の授業内容に関し、教科書（中学校及び高等学校の学
習指導要領解説総則編）を読み、その内容を把握するととも
に、質問事項等を確認しておくこと。

◆成績評価の方法◆

TTL011N

教育課程概説

及川　良一

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２ＶＳ

酒井　美恵子

◆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,2年 クラス ０２

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２鍵Ｅ

酒井　美恵子

◆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,2年 クラス ０３

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２ＳＪＤ

宮本　憲二

◆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,2年 クラス ０４

講義室 5-121 開講学期 前期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２鍵

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,2年 クラス ０５

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２Ｅ療

瀧口　亮介

◆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,2年 クラス ０６

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２ＳＣ

瀧口　亮介

◆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,2年 クラス ０７

講義室 5-113 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅰの単位を取得できないとⅡを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を得るとともに、その学習指導の基礎的な方法を学ぶ。

◆授業内容・計画◆

第１回　音楽科教育の意義
第２回　音楽科教育法Ⅰ～Ⅳの概要
第３回　音楽教育と音楽科教育
第４回　我が国の音楽科教育
第５回　中学校学習指導要領（音楽）の理解
第６回　高等学校学習指導要領（芸術科音楽）の理解
第７回　〔共通事項〕や内容の取扱い
第８回　指導と評価の一体化について
第９回　教材研究について①－中学校－
第10回　教材研究について②－高等学校－
第11回　表現における教材研究①－歌唱－
第12回　表現における教材研究②－器楽－
第13回　表現における教材研究③－創作－
第14回　鑑賞における教材研究
第15回　音楽科教育法Ⅰのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習する。

◆成績評価の方法◆

TTL012N

音楽科教育法Ⅰ

２Ｖ

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,2年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２ＶＳ

酒井　美恵子

◆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,2年 クラス ０２

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２鍵Ｅ

酒井　美恵子

◆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,2年 クラス ０３

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２ＳＪＤ

宮本　憲二

◆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,2年 クラス ０４

講義室 5-121 開講学期 後期

曜日・時限 水３ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２鍵

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,2年 クラス ０５

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 水４ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２Ｅ療

瀧口　亮介

◆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,2年 クラス ０６

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 水５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２ＳＣ

瀧口　亮介

◆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,2年 クラス ０７

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

リコーダーを使用することがある。
音楽科教育法Ⅱの単位を取得できないとⅢを履修出来ない。従って４年生で教育実習ができないため、確実に取得すること。

授業中の学習状況及び試験、提出物等によって評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『音楽科の学習指導』平成26年版（国立音楽大学）
『中学校学習指導要領解説音楽編』平成20年版（教育芸術社）
『高等学校学習指導要領解説芸術編』平成22年版(教育出版)
『中学校の音楽科教科書』平成24年度版（２社、計８冊）
『評価規準参考資料』平成23年版(教育出版)

◆参考図書◆

＜音楽科教育法Ⅰと同様＞
『文部科学省編　教育用音楽用語』（教育芸術社）
『2012中学校・高等学校教職課程　音楽科教育法』石澤眞紀夫他（教育芸術社）
『最新　中等科音楽教育法　改訂版』中等科音楽教育研究会編（音楽之友社）
『中学音楽が魅力的に変わる！』原田徹、酒井美恵子(明治図書)
（その他随時紹介する）

◆留意事項◆

学校教育における音楽科教育についての知識と理解を深め、その学習指導の基礎的な実践力を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

第１回　指導計画の作成（学習指導案の理解）
第２回　授業の実際①（学習指導要領との関連）
第３回　授業の実際②（教材選択と学習活動）
第４回　授業の実際③（各活動の指導と評価の実践例）
第５回　授業の実際④（表現と鑑賞の関連）
第６回　学習指導案の作成①（題材名、設定理由、目標）
第７回　学習指導案の作成②（教材、評価規準と評価基準、題材の指導計画）
第８回　学習指導案の作成③（本時の目標、本時の展開）
第９回　模擬授業①（Ａグループ）
第10回　模擬授業②（Ｂグループ）
第11回　模擬授業③（Ｃグループ）
第12回　模擬授業④（Ｄグループ）
第13回　模擬授業⑤（Ｅグループ）
第14回　模擬授業のまとめ
第15回　音楽科教育法Ⅱのまとめ
※順番が入れ替わることがある

◆準備学習の内容◆

授業で扱う内容に対応する『音楽科の学習指導』や『学習指導要領解説』、『評価規準参考資料』、中学校の教科書等を予習するとともに、模
擬授業については、グループ内でよく協議して、適切な学習指導案を作成して臨むこと。

◆成績評価の方法◆

TTL013N

音楽科教育法Ⅱ

２Ｖ

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,2年 クラス ０１

講義室 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

・授業後半はグループ活動を取り入れる。

・ワークシート内容
・理論編小テスト
・レポート内容

◆教科書（使用テキスト）◆

中学校学習指導要領解説　道徳編（文部科学省）

◆参考図書◆

中学校新学習指導要領の展開　道徳編（明治図書）
中学校道徳の評価・授業改善と通信簿（明治図書）

◆留意事項◆

道徳教育の意義と課題、道徳教育の歴史について理解し、学習指導要領における道徳教育の位置付けを理解する。さらに道徳教育の理論と
方法を学び、学習指導要領に基づき道徳の時間の指導案を作成し模擬授業を実施することができる。

◆授業内容・計画◆

１．道徳とな何か
２．道徳教育の意義と課題
３．道徳教育の歴史(1)明治～昭和（戦前・戦中）
４．道徳教育の歴史(2)戦後
５．道徳教育の理論
６.　道徳教育の方法
７．教育課程における位置づけ
８．道徳の時間の目標
９．道徳の時間の内容
10．理論編のまとめと小テスト
11．指導案の作成の実際
12．グループ研究
13．模擬授業及び研究発表(1)
14．模擬授業及び研究発表(2)
15．実践編のまとめ（授業内レポート）

◆準備学習の内容◆

　中学校学習指導要領の、特に、第1章総則の第１の２及び第３章道徳を熟読・吟味する。

◆成績評価の方法◆

TTL014N

道徳指導論

及川　良一

◆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,2年 クラス ０２

講義室 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 月２ 単位数 2単位

備考

・授業後半はグループ活動を取り入れる。

・ワークシート内容
・理論編小テスト
・レポート内容

◆教科書（使用テキスト）◆

中学校学習指導要領解説　道徳編（文部科学省）

◆参考図書◆

中学校新学習指導要領の展開　道徳編（明治図書）
中学校道徳の評価・授業改善と通信簿（明治図書）

◆留意事項◆

道徳教育の意義と課題、道徳教育の歴史について理解し、学習指導要領における道徳教育の位置付けを理解する。さらに道徳教育の理論と
方法を学び、学習指導要領に基づき道徳の時間の指導案を作成し模擬授業を実施することができる。

◆授業内容・計画◆

１．道徳とな何か
２．道徳教育の意義と課題
３．道徳教育の歴史(1)明治～昭和（戦前・戦中）
４．道徳教育の歴史(2)戦後
５．道徳教育の理論
６.　道徳教育の方法
７．教育課程における位置づけ
８．道徳の時間の目標
９．道徳の時間の内容
10．理論編のまとめと小テスト
11．指導案の作成の実際
12．グループ研究
13．模擬授業及び研究発表(1)
14．模擬授業及び研究発表(2)
15．実践編のまとめ（授業内レポート）

◆準備学習の内容◆

　中学校学習指導要領の、特に、第1章総則の第１の２及び第３章道徳を熟読・吟味する。

◆成績評価の方法◆

TTL014N

道徳指導論

及川　良一

◆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,2年 クラス ０３

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 木１ 単位数 2単位

備考

・授業後半はグループ活動を取り入れる。

・ワークシート内容
・理論編小テスト
・レポート内容

◆教科書（使用テキスト）◆

中学校学習指導要領解説　道徳編（文部科学省）

◆参考図書◆

中学校新学習指導要領の展開　道徳編（明治図書）
中学校道徳の評価・授業改善と通信簿（明治図書）

◆留意事項◆

道徳教育の意義と課題、道徳教育の歴史について理解し、学習指導要領における道徳教育の位置付けを理解する。さらに道徳教育の理論と
方法を学び、学習指導要領に基づき道徳の時間の指導案を作成し模擬授業を実施することができる。

◆授業内容・計画◆

１．道徳とな何か
２．道徳教育の意義と課題
３．道徳教育の歴史(1)明治～昭和（戦前・戦中）
４．道徳教育の歴史(2)戦後
５．道徳教育の理論
６.　道徳教育の方法
７．教育課程における位置づけ
８．道徳の時間の目標
９．道徳の時間の内容
10．理論編のまとめと小テスト
11．指導案の作成の実際
12．グループ研究
13．模擬授業及び研究発表(1)
14．模擬授業及び研究発表(2)
15．実践編のまとめ（授業内レポート）

◆準備学習の内容◆

　中学校学習指導要領の、特に、第1章総則の第１の２及び第３章道徳を熟読・吟味する。

◆成績評価の方法◆

TTL014N

道徳指導論

岡田　芳廣

◆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,2年 クラス ０４

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

・授業後半はグループ活動を取り入れる。

・ワークシート内容
・理論編小テスト
・レポート内容

◆教科書（使用テキスト）◆

中学校学習指導要領解説　道徳編（文部科学省）

◆参考図書◆

中学校新学習指導要領の展開　道徳編（明治図書）
中学校道徳の評価・授業改善と通信簿（明治図書）

◆留意事項◆

道徳教育の意義と課題、道徳教育の歴史について理解し、学習指導要領における道徳教育の位置付けを理解する。さらに道徳教育の理論と
方法を学び、学習指導要領に基づき道徳の時間の指導案を作成し模擬授業を実施することができる。

◆授業内容・計画◆

１．道徳とな何か
２．道徳教育の意義と課題
３．道徳教育の歴史(1)明治～昭和（戦前・戦中）
４．道徳教育の歴史(2)戦後
５．道徳教育の理論
６.　道徳教育の方法
７．教育課程における位置づけ
８．道徳の時間の目標
９．道徳の時間の内容
10．理論編のまとめと小テスト
11．指導案の作成の実際
12．グループ研究
13．模擬授業及び研究発表(1)
14．模擬授業及び研究発表(2)
15．実践編のまとめ（授業内レポート）

◆準備学習の内容◆

　中学校学習指導要領の、特に、第1章総則の第１の２及び第３章道徳を熟読・吟味する。

◆成績評価の方法◆

TTL014N

道徳指導論

岡田　芳廣

◆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,2年 クラス ０５

講義室 5-113 開講学期 後期

曜日・時限 木２ 単位数 2単位

備考

・授業後半はグループ活動を取り入れる。

・ワークシート内容
・理論編小テスト
・レポート内容

◆教科書（使用テキスト）◆

中学校学習指導要領解説　道徳編（文部科学省）

◆参考図書◆

中学校新学習指導要領の展開　道徳編（明治図書）
中学校道徳の評価・授業改善と通信簿（明治図書）

◆留意事項◆

道徳教育の意義と課題、道徳教育の歴史について理解し、学習指導要領における道徳教育の位置付けを理解する。さらに道徳教育の理論と
方法を学び、学習指導要領に基づき道徳の時間の指導案を作成し模擬授業を実施することができる。

◆授業内容・計画◆

１．道徳とな何か
２．道徳教育の意義と課題
３．道徳教育の歴史(1)明治～昭和（戦前・戦中）
４．道徳教育の歴史(2)戦後
５．道徳教育の理論
６.　道徳教育の方法
７．教育課程における位置づけ
８．道徳の時間の目標
９．道徳の時間の内容
10．理論編のまとめと小テスト
11．指導案の作成の実際
12．グループ研究
13．模擬授業及び研究発表(1)
14．模擬授業及び研究発表(2)
15．実践編のまとめ（授業内レポート）

◆準備学習の内容◆

　中学校学習指導要領の、特に、第1章総則の第１の２及び第３章道徳を熟読・吟味する。

◆成績評価の方法◆

TTL014N

道徳指導論

岡田　芳廣

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

特別活動は児童・生徒の主体的な活動を通して様々な知識・技能や態度等を育成することをめざしています。それだけに受講者自身の積極的
な意見交換や学びあいを大切にし、PBL（プロジェクト型学習）を通して考え、課題解決能力を高めること、創造することを期待します。

〇学校行事、学級活動、生徒会活動の課題レポート
〇意欲的なグループワークへの参画度
〇授業中に行う小テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説　特別活動編」文部科学省（ぎょうせい）

◆参考図書◆

〇『評価規準の作成,評価方法等の工夫改善のための参考資料［中学校　特別活動］』
　　　国立教育政策研究所（教育出版）
〇『ESDと次世代育成の教育論
　　　ー豊かで人間らしい生き方のための持続可能な地域社会と地球社会をつくる教育』山田美香ほか
　　　（風媒社）
〇『知ることより考えること』池田晶子（新潮社）
〇『かあちゃん』重松清（講談社）

◆留意事項◆

特別活動の意義や内容、方法とともに、生徒が生き生きと活動する実践プラン作成等を通して「為すことによって学ぶ」ことを自ら体験的に学
び、特別活動を主体的に推進する基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

１　教育課程と特別活動
<部活動＞
２　「部活動」の意義と課題
３　部活動の指導計画
＜学校行事＞
４　学校行事の実際と指導上の留意点
５　「学校行事」の準備から実施まで
６　「学校行事」の実施要項および評価
＜学級活動＞
７　学級活動の実際と指導上の留意点
８　「いじめ」への具体的な指導と課題
９　「いじめ」をなくすための全体計画
10　「いじめ」をなくための学級会の進め方
＜生徒会活動＞
11　生徒会活動の実際と指導上の留意点
12　持続可能な開発のための教育（ESD）と特別活動
13　持続可能な地域の発展のためのプロジェクト企画
14　持続可能な地域の発展のためのプロジェクトの実施
15　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

〇出身小・中・高等学校などの学校行事予定表のコピーを入手しておく。
〇自分自身の学級活動や生徒会活動、学校行事等の体験を語ることができるようにしておく。
〇授業前・授業後にテキスト（学習指導要領解説）に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

TTL015N

特別活動指導論

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０２

講義室 5-317 開講学期 前期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

特別活動は児童・生徒の主体的な活動を通して様々な知識・技能や態度等を育成することをめざしています。それだけに受講者自身の積極的
な意見交換や学びあいを大切にし、PBL（プロジェクト型学習）を通して考え、課題解決能力を高めること、創造することを期待します。

〇学校行事、学級活動、生徒会活動の課題レポート
〇意欲的なグループワークへの参画度
〇授業中に行う小テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説　特別活動編」文部科学省（ぎょうせい）

◆参考図書◆

〇『評価規準の作成,評価方法等の工夫改善のための参考資料［中学校　特別活動］』
　　　国立教育政策研究所（教育出版）
〇『ESDと次世代育成の教育論
　　　ー豊かで人間らしい生き方のための持続可能な地域社会と地球社会をつくる教育』山田美香ほか
　　　（風媒社）
〇『知ることより考えること』池田晶子（新潮社）
〇『かあちゃん』重松清（講談社）

◆留意事項◆

特別活動の意義や内容、方法とともに、生徒が生き生きと活動する実践プラン作成等を通して「為すことによって学ぶ」ことを自ら体験的に学
び、特別活動を主体的に推進する基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

１　教育課程と特別活動
<部活動＞
２　「部活動」の意義と課題
３　部活動の指導計画
＜学校行事＞
４　学校行事の実際と指導上の留意点
５　「学校行事」の準備から実施まで
６　「学校行事」の実施要項および評価
＜学級活動＞
７　学級活動の実際と指導上の留意点
８　「いじめ」への具体的な指導と課題
９　「いじめ」をなくすための全体計画
10　「いじめ」をなくための学級会の進め方
＜生徒会活動＞
11　生徒会活動の実際と指導上の留意点
12　持続可能な開発のための教育（ESD）と特別活動
13　持続可能な地域の発展のためのプロジェクト企画
14　持続可能な地域の発展のためのプロジェクトの実施
15　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

〇出身小・中・高等学校などの学校行事予定表のコピーを入手しておく。
〇自分自身の学級活動や生徒会活動、学校行事等の体験を語ることができるようにしておく。
〇授業前・授業後にテキスト（学習指導要領解説）に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

TTL015N

特別活動指導論

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０３

講義室 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 月３ 単位数 2単位

備考

特別活動は児童・生徒の主体的な活動を通して様々な知識・技能や態度等を育成することをめざしています。それだけに受講者自身の積極的
な意見交換や学びあいを大切にし、PBL（プロジェクト型学習）を通して考え、課題解決能力を高めること、創造することを期待します。

〇学校行事、学級活動、生徒会活動の課題レポート
〇意欲的なグループワークへの参画度
〇授業中に行う小テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説　特別活動編」文部科学省（ぎょうせい）

◆参考図書◆

〇『評価規準の作成,評価方法等の工夫改善のための参考資料［中学校　特別活動］』
　　　国立教育政策研究所（教育出版）
〇『ESDと次世代育成の教育論
　　　ー豊かで人間らしい生き方のための持続可能な地域社会と地球社会をつくる教育』山田美香ほか
　　　（風媒社）
〇『知ることより考えること』池田晶子（新潮社）
〇『かあちゃん』重松清（講談社）

◆留意事項◆

特別活動の意義や内容、方法とともに、生徒が生き生きと活動する実践プラン作成等を通して「為すことによって学ぶ」ことを自ら体験的に学
び、特別活動を主体的に推進する基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

１　教育課程と特別活動
<部活動＞
２　「部活動」の意義と課題
３　部活動の指導計画
＜学校行事＞
４　学校行事の実際と指導上の留意点
５　「学校行事」の準備から実施まで
６　「学校行事」の実施要項および評価
＜学級活動＞
７　学級活動の実際と指導上の留意点
８　「いじめ」への具体的な指導と課題
９　「いじめ」をなくすための全体計画
10　「いじめ」をなくための学級会の進め方
＜生徒会活動＞
11　生徒会活動の実際と指導上の留意点
12　持続可能な開発のための教育（ESD）と特別活動
13　持続可能な地域の発展のためのプロジェクト企画
14　持続可能な地域の発展のためのプロジェクトの実施
15　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

〇出身小・中・高等学校などの学校行事予定表のコピーを入手しておく。
〇自分自身の学級活動や生徒会活動、学校行事等の体験を語ることができるようにしておく。
〇授業前・授業後にテキスト（学習指導要領解説）に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

TTL015N

特別活動指導論

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０４

講義室 5-317 開講学期 後期

曜日・時限 月４ 単位数 2単位

備考

特別活動は児童・生徒の主体的な活動を通して様々な知識・技能や態度等を育成することをめざしています。それだけに受講者自身の積極的
な意見交換や学びあいを大切にし、PBL（プロジェクト型学習）を通して考え、課題解決能力を高めること、創造することを期待します。

〇学校行事、学級活動、生徒会活動の課題レポート
〇意欲的なグループワークへの参画度
〇授業中に行う小テスト

◆教科書（使用テキスト）◆

「中学校学習指導要領解説　特別活動編」文部科学省（ぎょうせい）

◆参考図書◆

〇『評価規準の作成,評価方法等の工夫改善のための参考資料［中学校　特別活動］』
　　　国立教育政策研究所（教育出版）
〇『ESDと次世代育成の教育論
　　　ー豊かで人間らしい生き方のための持続可能な地域社会と地球社会をつくる教育』山田美香ほか
　　　（風媒社）
〇『知ることより考えること』池田晶子（新潮社）
〇『かあちゃん』重松清（講談社）

◆留意事項◆

特別活動の意義や内容、方法とともに、生徒が生き生きと活動する実践プラン作成等を通して「為すことによって学ぶ」ことを自ら体験的に学
び、特別活動を主体的に推進する基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

１　教育課程と特別活動
<部活動＞
２　「部活動」の意義と課題
３　部活動の指導計画
＜学校行事＞
４　学校行事の実際と指導上の留意点
５　「学校行事」の準備から実施まで
６　「学校行事」の実施要項および評価
＜学級活動＞
７　学級活動の実際と指導上の留意点
８　「いじめ」への具体的な指導と課題
９　「いじめ」をなくすための全体計画
10　「いじめ」をなくための学級会の進め方
＜生徒会活動＞
11　生徒会活動の実際と指導上の留意点
12　持続可能な開発のための教育（ESD）と特別活動
13　持続可能な地域の発展のためのプロジェクト企画
14　持続可能な地域の発展のためのプロジェクトの実施
15　まとめと評価

◆準備学習の内容◆

〇出身小・中・高等学校などの学校行事予定表のコピーを入手しておく。
〇自分自身の学級活動や生徒会活動、学校行事等の体験を語ることができるようにしておく。
〇授業前・授業後にテキスト（学習指導要領解説）に目を通しておく。

◆成績評価の方法◆

TTL015N

特別活動指導論

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

〇生徒指導は教科指導と並んで学校のすべての教師が携わる重要な仕事です。生徒指導上の諸問題が社会問題化　している今日、それら
の問題のとらえ方や対応等は、教師のみならず親として、地域の一員としても大切なも　のです。
〇授業ではPBL（問題解決型学習）を取り入れ、ノートに写すことではなく実感を伴って考え、実践できるようになることを重視しています。

〇中間時と最終時の２回試験を実施。
〇随時実施する課題レポート
〇グループワーク等への参画意欲

◆教科書（使用テキスト）◆

『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）

◆参考図書◆

『学校って何だろう（教育の社会学入門）』刈谷剛彦（ちくま文庫）
『教師のためのソーシャル・スキルー子どもとの人間関係を深める技術』河村茂雄（誠信書房）
『面倒だから、しよう』渡辺和子（幻冬舎）

◆留意事項◆

今日的な生徒指導上の諸問題について根拠を基に正しくとらえるとともに、人権感覚や人権意識及び規範意識を醸成しながら問題解決のため
に組織的・計画的に対応できるようになるための基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

◇今日的な生徒指導上の問題と対応
　⑴体罰の実態と課題
　⑵体罰によらない指導
　⑶いじめの実態と課題
　⑷国内外のいじめをなくす指導
　⑸不登校の実態と課題
　⑹不登校をなくす指導
　⑺少年非行の実態と生徒指導
　⑻虐待・自殺の実態と生徒指導
◇生徒指導の進め方
　⑼生徒理解
　⑽生徒指導と関連法規
　⑾組織的・計画的な生徒指導
　⑿人権感覚・人権意識の育成
　⒀規範意識の醸成
　⒁キャリア教育（進路指導）の充実
　⒂まとめと試験

◆準備学習の内容◆

授業前・授業後にテキストを読み自身で基礎知識を定着させる。また、普段からニュースなどを通して今学校で生徒指導上何が問題となってい
てどんな対応がなされているのかアンテナを高くしておく。さらに、生徒指導は児童・生徒、保護者や地域住民、諸機関、同僚とのコミュニケー
ションの上に成り立つ。そのため普段から学内はもとより、学外のさまざまな年齢や職業の人等との会話や交流の機会を積極的に持つようにし
て、コミュニケーション能力のスキルアップに努めること。

◆成績評価の方法◆

TTL016N

生徒指導

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０２

講義室 5-311 開講学期 前期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

〇生徒指導は教科指導と並んで学校のすべての教師が携わる重要な仕事です。生徒指導上の諸問題が社会問題化　している今日、それら
の問題のとらえ方や対応等は、教師のみならず親として、地域の一員としても大切なも　のです。
〇授業ではPBL（問題解決型学習）を取り入れ、ノートに写すことではなく実感を伴って考え、実践できるようになることを重視しています。

〇中間時と最終時の２回試験を実施。
〇随時実施する課題レポート
〇グループワーク等への参画意欲

◆教科書（使用テキスト）◆

『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）

◆参考図書◆

『学校って何だろう（教育の社会学入門）』刈谷剛彦（ちくま文庫）
『教師のためのソーシャル・スキルー子どもとの人間関係を深める技術』河村茂雄（誠信書房）
『面倒だから、しよう』渡辺和子（幻冬舎）

◆留意事項◆

今日的な生徒指導上の諸問題について根拠を基に正しくとらえるとともに、人権感覚や人権意識及び規範意識を醸成しながら問題解決のため
に組織的・計画的に対応できるようになるための基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

◇今日的な生徒指導上の問題と対応
　⑴体罰の実態と課題
　⑵体罰によらない指導
　⑶いじめの実態と課題
　⑷国内外のいじめをなくす指導
　⑸不登校の実態と課題
　⑹不登校をなくす指導
　⑺少年非行の実態と生徒指導
　⑻虐待・自殺の実態と生徒指導
◇生徒指導の進め方
　⑼生徒理解
　⑽生徒指導と関連法規
　⑾組織的・計画的な生徒指導
　⑿人権感覚・人権意識の育成
　⒀規範意識の醸成
　⒁キャリア教育（進路指導）の充実
　⒂まとめと試験

◆準備学習の内容◆

授業前・授業後にテキストを読み自身で基礎知識を定着させる。また、普段からニュースなどを通して今学校で生徒指導上何が問題となってい
てどんな対応がなされているのかアンテナを高くしておく。さらに、生徒指導は児童・生徒、保護者や地域住民、諸機関、同僚とのコミュニケー
ションの上に成り立つ。そのため普段から学内はもとより、学外のさまざまな年齢や職業の人等との会話や交流の機会を積極的に持つようにし
て、コミュニケーション能力のスキルアップに努めること。

◆成績評価の方法◆

TTL016N

生徒指導

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０３

講義室 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 火３ 単位数 2単位

備考

〇生徒指導は教科指導と並んで学校のすべての教師が携わる重要な仕事です。生徒指導上の諸問題が社会問題化　している今日、それら
の問題のとらえ方や対応等は、教師のみならず親として、地域の一員としても大切なも　のです。
〇授業ではPBL（問題解決型学習）を取り入れ、ノートに写すことではなく実感を伴って考え、実践できるようになることを重視しています。

〇中間時と最終時の２回試験を実施。
〇随時実施する課題レポート
〇グループワーク等への参画意欲

◆教科書（使用テキスト）◆

『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）

◆参考図書◆

『学校って何だろう（教育の社会学入門）』刈谷剛彦（ちくま文庫）
『教師のためのソーシャル・スキルー子どもとの人間関係を深める技術』河村茂雄（誠信書房）
『面倒だから、しよう』渡辺和子（幻冬舎）

◆留意事項◆

今日的な生徒指導上の諸問題について根拠を基に正しくとらえるとともに、人権感覚や人権意識及び規範意識を醸成しながら問題解決のため
に組織的・計画的に対応できるようになるための基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

◇今日的な生徒指導上の問題と対応
　⑴体罰の実態と課題
　⑵体罰によらない指導
　⑶いじめの実態と課題
　⑷国内外のいじめをなくす指導
　⑸不登校の実態と課題
　⑹不登校をなくす指導
　⑺少年非行の実態と生徒指導
　⑻虐待・自殺の実態と生徒指導
◇生徒指導の進め方
　⑼生徒理解
　⑽生徒指導と関連法規
　⑾組織的・計画的な生徒指導
　⑿人権感覚・人権意識の育成
　⒀規範意識の醸成
　⒁キャリア教育（進路指導）の充実
　⒂まとめと試験

◆準備学習の内容◆

授業前・授業後にテキストを読み自身で基礎知識を定着させる。また、普段からニュースなどを通して今学校で生徒指導上何が問題となってい
てどんな対応がなされているのかアンテナを高くしておく。さらに、生徒指導は児童・生徒、保護者や地域住民、諸機関、同僚とのコミュニケー
ションの上に成り立つ。そのため普段から学内はもとより、学外のさまざまな年齢や職業の人等との会話や交流の機会を積極的に持つようにし
て、コミュニケーション能力のスキルアップに努めること。

◆成績評価の方法◆

TTL016N

生徒指導

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０４

講義室 5-311 開講学期 後期

曜日・時限 火４ 単位数 2単位

備考

〇生徒指導は教科指導と並んで学校のすべての教師が携わる重要な仕事です。生徒指導上の諸問題が社会問題化　している今日、それら
の問題のとらえ方や対応等は、教師のみならず親として、地域の一員としても大切なも　のです。
〇授業ではPBL（問題解決型学習）を取り入れ、ノートに写すことではなく実感を伴って考え、実践できるようになることを重視しています。

〇中間時と最終時の２回試験を実施。
〇随時実施する課題レポート
〇グループワーク等への参画意欲

◆教科書（使用テキスト）◆

『生徒指導提要』文部科学省（教育図書）

◆参考図書◆

『学校って何だろう（教育の社会学入門）』刈谷剛彦（ちくま文庫）
『教師のためのソーシャル・スキルー子どもとの人間関係を深める技術』河村茂雄（誠信書房）
『面倒だから、しよう』渡辺和子（幻冬舎）

◆留意事項◆

今日的な生徒指導上の諸問題について根拠を基に正しくとらえるとともに、人権感覚や人権意識及び規範意識を醸成しながら問題解決のため
に組織的・計画的に対応できるようになるための基礎・基本を身に付ける。

◆授業内容・計画◆

◇今日的な生徒指導上の問題と対応
　⑴体罰の実態と課題
　⑵体罰によらない指導
　⑶いじめの実態と課題
　⑷国内外のいじめをなくす指導
　⑸不登校の実態と課題
　⑹不登校をなくす指導
　⑺少年非行の実態と生徒指導
　⑻虐待・自殺の実態と生徒指導
◇生徒指導の進め方
　⑼生徒理解
　⑽生徒指導と関連法規
　⑾組織的・計画的な生徒指導
　⑿人権感覚・人権意識の育成
　⒀規範意識の醸成
　⒁キャリア教育（進路指導）の充実
　⒂まとめと試験

◆準備学習の内容◆

授業前・授業後にテキストを読み自身で基礎知識を定着させる。また、普段からニュースなどを通して今学校で生徒指導上何が問題となってい
てどんな対応がなされているのかアンテナを高くしておく。さらに、生徒指導は児童・生徒、保護者や地域住民、諸機関、同僚とのコミュニケー
ションの上に成り立つ。そのため普段から学内はもとより、学外のさまざまな年齢や職業の人等との会話や交流の機会を積極的に持つようにし
て、コミュニケーション能力のスキルアップに努めること。

◆成績評価の方法◆

TTL016N

生徒指導

宇野　彰人

◆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,2年 クラス ０１

講義室 1-120 開講学期 前期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

・授業時の配付資料を保存するノートを１冊用意（資料を貼り付けていく）しておいてほしい。

・授業への出席・参加状況（リアクションペーパー・約20％）
・授業内小テスト（30％）
・期末レポート（2000字程度）の成績（50％）
これらを対象として総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にありません

◆参考図書◆

・『新しい時代の教育課程』（三訂版　有斐閣）
・『新しい時代の教育方法』（有斐閣）

◆留意事項◆

教育方法は学校に限定されることではないが、ここでは学校の教育活動を主な対象とする。教育の方法は、①社会情勢や国の教育政策に
よって変遷すること、②教育の目的や目標によって異なる様相を持ってくること、③また、教育の内容によって異なってくることを具体的に取り上
げていく。  （１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する。 　（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化
過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える。 　（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をする
ことを考える。 　（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる。

◆授業内容・計画◆

（１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する（「学校」とは）。
　　・　ガイダンス（第１回）
　　・「近代学校」と一斉授業（第２回）
　　・「子どもの発見」と教育方法の変化（第３回）
　　・「義務教育」概念の基本的転換と教育方法（第４回）
（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える（社会・制度の中の学校）。
　　・教育形態と教材・教具の変遷（第５回）
　　・「子ども中心」と「学問中心」の教育方法（第６回）
　　・「近代学校」の問い直しと教育方法の転換（第７回）
（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をすることを考える（授業論の多様性）。
　　・和製英語「JUGYO　KENKYU」（第８回）
　　・「教材で教える」と「教材を教える」（第９回）
　　・個の学びと協働的学び（第１０回）
（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる（教育内容・教材をど
う創る？）。
　　・「なまけもの」的把握と「知的好奇心」（第１１回）
　　・「学力」概念の拡張と教育方法の変化（第１２回）
    ・「新しい能力」への着目と評価方法（第１３回）
　　・芸術・文化を介して学ぶとは（第１４回）
（５）人を育てるとは、「人離れ・人離し」かもしれない？（第１５回）

◆準備学習の内容◆

・受講生自身が受けてきた学校教育課程の実際を想い出し、記述しながら、それらを相対化客体化しながら、教育方法の理論と実際を考えま
す。
・そのために特に、受講生が受けてきた「生活科」「総合的学習の時間」について、振り返りレポートをまとめます。
・いくつかの文献を読事前に読んできて、小グループで話し合います。
・授業内容のまとまりに即して、基本的な教育方法に関する小テストを行いますので、そのための整理、復習を課します。

◆成績評価の方法◆

TTL017N

教育方法論

三石　初雄

◆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,2年 クラス ０２

講義室 1-120 開講学期 前期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

・授業時の配付資料を保存するノートを１冊用意（資料を貼り付けていく）しておいてほしい。

・授業への出席・参加状況（リアクションペーパー・約20％）
・授業内小テスト（30％）
・期末レポート（2000字程度）の成績（50％）
これらを対象として総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にありません

◆参考図書◆

・『新しい時代の教育課程』（三訂版　有斐閣）
・『新しい時代の教育方法』（有斐閣）

◆留意事項◆

教育方法は学校に限定されることではないが、ここでは学校の教育活動を主な対象とする。教育の方法は、①社会情勢や国の教育政策に
よって変遷すること、②教育の目的や目標によって異なる様相を持ってくること、③また、教育の内容によって異なってくることを具体的に取り上
げていく。  （１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する。 　（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化
過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える。 　（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をする
ことを考える。 　（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる。

◆授業内容・計画◆

（１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する（「学校」とは）。
　　・　ガイダンス（第１回）
　　・「近代学校」と一斉授業（第２回）
　　・「子どもの発見」と教育方法の変化（第３回）
　　・「義務教育」概念の基本的転換と教育方法（第４回）
（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える（社会・制度の中の学校）。
　　・教育形態と教材・教具の変遷（第５回）
　　・「子ども中心」と「学問中心」の教育方法（第６回）
　　・「近代学校」の問い直しと教育方法の転換（第７回）
（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をすることを考える（授業論の多様性）。
　　・和製英語「JUGYO　KENKYU」（第８回）
　　・「教材で教える」と「教材を教える」（第９回）
　　・個の学びと協働的学び（第１０回）
（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる（教育内容・教材をど
う創る？）。
　　・「なまけもの」的把握と「知的好奇心」（第１１回）
　　・「学力」概念の拡張と教育方法の変化（第１２回）
    ・「新しい能力」への着目と評価方法（第１３回）
　　・芸術・文化を介して学ぶとは（第１４回）
（５）人を育てるとは、「人離れ・人離し」かもしれない？（第１５回）

◆準備学習の内容◆

・受講生自身が受けてきた学校教育課程の実際を想い出し、記述しながら、それらを相対化客体化しながら、教育方法の理論と実際を考えま
す。
・そのために特に、受講生が受けてきた「生活科」「総合的学習の時間」について、振り返りレポートをまとめます。
・いくつかの文献を読事前に読んできて、小グループで話し合います。
・授業内容のまとまりに即して、基本的な教育方法に関する小テストを行いますので、そのための整理、復習を課します。

◆成績評価の方法◆

TTL017N

教育方法論

三石　初雄

◆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,2年 クラス ０３

講義室 1-120 開講学期 後期

曜日・時限 火１ 単位数 2単位

備考

・授業時の配付資料を保存するノートを１冊用意（資料を貼り付けていく）しておいてほしい。

・授業への出席・参加状況（リアクションペーパー・約20％）
・授業内小テスト（30％）
・期末レポート（2000字程度）の成績（50％）
これらを対象として総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にありません

◆参考図書◆

・『新しい時代の教育課程』（三訂版　有斐閣）
・『新しい時代の教育方法』（有斐閣）

◆留意事項◆

教育方法は学校に限定されることではないが、ここでは学校の教育活動を主な対象とする。教育の方法は、①社会情勢や国の教育政策に
よって変遷すること、②教育の目的や目標によって異なる様相を持ってくること、③また、教育の内容によって異なってくることを具体的に取り上
げていく。  （１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する。 　（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化
過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える。 　（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をする
ことを考える。 　（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる。

◆授業内容・計画◆

（１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する（「学校」とは）。
　　・　ガイダンス（第１回）
　　・「近代学校」と一斉授業（第２回）
　　・「子どもの発見」と教育方法の変化（第３回）
　　・「義務教育」概念の基本的転換と教育方法（第４回）
（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える（社会・制度の中の学校）。
　　・教育形態と教材・教具の変遷（第５回）
　　・「子ども中心」と「学問中心」の教育方法（第６回）
　　・「近代学校」の問い直しと教育方法の転換（第７回）
（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をすることを考える（授業論の多様性）。
　　・和製英語「JUGYO　KENKYU」（第８回）
　　・「教材で教える」と「教材を教える」（第９回）
　　・個の学びと協働的学び（第１０回）
（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる（教育内容・教材をど
う創る？）。
　　・「なまけもの」的把握と「知的好奇心」（第１１回）
　　・「学力」概念の拡張と教育方法の変化（第１２回）
    ・「新しい能力」への着目と評価方法（第１３回）
　　・芸術・文化を介して学ぶとは（第１４回）
（５）人を育てるとは、「人離れ・人離し」かもしれない？（第１５回）

◆準備学習の内容◆

・受講生自身が受けてきた学校教育課程の実際を想い出し、記述しながら、それらを相対化客体化しながら、教育方法の理論と実際を考えま
す。
・そのために特に、受講生が受けてきた「生活科」「総合的学習の時間」について、振り返りレポートをまとめます。
・いくつかの文献を読事前に読んできて、小グループで話し合います。
・授業内容のまとまりに即して、基本的な教育方法に関する小テストを行いますので、そのための整理、復習を課します。

◆成績評価の方法◆

TTL017N

教育方法論

三石　初雄

◆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,2年 クラス ０４

講義室 1-120 開講学期 後期

曜日・時限 火２ 単位数 2単位

備考

・授業時の配付資料を保存するノートを１冊用意（資料を貼り付けていく）しておいてほしい。

・授業への出席・参加状況（リアクションペーパー・約20％）
・授業内小テスト（30％）
・期末レポート（2000字程度）の成績（50％）
これらを対象として総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

特にありません

◆参考図書◆

・『新しい時代の教育課程』（三訂版　有斐閣）
・『新しい時代の教育方法』（有斐閣）

◆留意事項◆

教育方法は学校に限定されることではないが、ここでは学校の教育活動を主な対象とする。教育の方法は、①社会情勢や国の教育政策に
よって変遷すること、②教育の目的や目標によって異なる様相を持ってくること、③また、教育の内容によって異なってくることを具体的に取り上
げていく。  （１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する。 　（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化
過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える。 　（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をする
ことを考える。 　（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる。

◆授業内容・計画◆

（１）「近代学校」の発足にともなう教育の方法に特徴に関して理解する（「学校」とは）。
　　・　ガイダンス（第１回）
　　・「近代学校」と一斉授業（第２回）
　　・「子どもの発見」と教育方法の変化（第３回）
　　・「義務教育」概念の基本的転換と教育方法（第４回）
（２）「近代学校」の形成、展開、課題の顕在化、等の変化過程を通して、教育方法の原理的変遷を考える（社会・制度の中の学校）。
　　・教育形態と教材・教具の変遷（第５回）
　　・「子ども中心」と「学問中心」の教育方法（第６回）
　　・「近代学校」の問い直しと教育方法の転換（第７回）
（３）「授業」の形態は教育目標・内容、歴史と社会によって、いくつもの多様な現れ方をすることを考える（授業論の多様性）。
　　・和製英語「JUGYO　KENKYU」（第８回）
　　・「教材で教える」と「教材を教える」（第９回）
　　・個の学びと協働的学び（第１０回）
（４）「教育目標・内容」によって「教材・題材」選定と教育形態の在り方が変わってくることを具体的に把握することができる（教育内容・教材をど
う創る？）。
　　・「なまけもの」的把握と「知的好奇心」（第１１回）
　　・「学力」概念の拡張と教育方法の変化（第１２回）
    ・「新しい能力」への着目と評価方法（第１３回）
　　・芸術・文化を介して学ぶとは（第１４回）
（５）人を育てるとは、「人離れ・人離し」かもしれない？（第１５回）

◆準備学習の内容◆

・受講生自身が受けてきた学校教育課程の実際を想い出し、記述しながら、それらを相対化客体化しながら、教育方法の理論と実際を考えま
す。
・そのために特に、受講生が受けてきた「生活科」「総合的学習の時間」について、振り返りレポートをまとめます。
・いくつかの文献を読事前に読んできて、小グループで話し合います。
・授業内容のまとまりに即して、基本的な教育方法に関する小テストを行いますので、そのための整理、復習を課します。

◆成績評価の方法◆

TTL017N

教育方法論

三石　初雄

◆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 3-301 開講学期 前期

曜日・時限 火５ 単位数 2単位

備考

講義形式で進行する予定ですが、博物館の現状を確認し、見聞を深める必要がありますので、各種博物館を実際に見学することを課す予定で
す。

レポート、小テスト、各種提出物により総合的に評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

なし。資料を随時配布する予定です。

◆参考図書◆

授業内で随時提示しますが、以下の文献は図書館で読むことを推奨します。
『博物館研究』（月刊）

◆留意事項◆

博物館という施設は単なる「建物」で「物の保管機関」なのでしょうか。とかく博物館は箱物行政糾弾の矢面に立たされ、お荷物扱いされる例が
見られます。しかし現代における博物館の活動は、このような言葉では簡単に片付けられない多様な様相を見せています。　現代的な視点か
ら博物館という存在を理解し、その活動の意味および理念、そして実態と未来について考えることをめざします。さらに、博物館専門職員として
の学芸員についても理解を深めていくようにします。生涯学習あるいは社会教育の一環としての博物館活動は、従来の型にはまった枠組みを
超える可能性を秘めています。その活動について理解を深めることは、音楽活動のような他の領域で活動する際にも参考になると思います。

◆授業内容・計画◆

以下のような進行を予定しています。

　１．導入：博物館について考える
　２．博物館とは何か：定義、種類
　３．博物館の機能：収集
　４．博物館の機能：保存
　５．博物館の機能：展示
　６．博物館の機能：教育普及
　７．博物館の機能：調査研究
　８．博物館の機能：双方向的コミュニケーションとフォーラム形成
　９．博物館の成り立ち：歴史
１０．博物館の成り立ち：制度化の視点から
１１．博物館と学芸員
１２．博物館と現代社会：ディジタル化と情報処理
１３．世界の博物館
１４．博物館の未来像
１５．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

次回授業のテーマやキーワードを提示しますので、辞典や参考図書を活用して予習してください。
復習として、随時配付するワークシート等により学習した内容の確認を行います。

◆成績評価の方法◆

CTL001N

博物館概論

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,2年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 前期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

　資格取得のために必要な知識と実践力を身につけるために、日々研鑽を積み、毎回の授業では積極的に学習してほしい。

　レポート、平常点などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　教科書は使用しない。必要に応じて、プリントを配布する。

◆参考図書◆

　推薦図書リスト参照。他に、授業の中で適宜紹介する。

◆留意事項◆

 ミュージアムの形態面と活動面における適切な管理・運営について理解し、ミュージアム・マネージメント（博物館経営）に関する基礎的能力を
養う。ミュージアム・マネージメントの方法論を習得する。

◆授業内容・計画◆

 ミュージアム・マネージメントは、どのように行われるべきなのか。まず、ミュージアムとそこで行われてきた展覧会の歴史をふり返りながら、こ
れまでのミュージアム・マネージメントを検討し、次に、実際のミュージアム・マネージメントを鑑みることで、ミュージアム・マネージメントの定義
や制度、必要な方法論を学ぶ。そして、ミュージアム・マネージメントの柱とも言える展覧会マネージメントにおいて、いかなる企画立案と実際の
運営が求められているか、考察する。また、ミュージアムと、展示活動を有効に伝えるための広報、マーケティングの方法、利用者との関係を
深めるミュージアム・ショップ、レストランなどの役割についても取りあげる。さらに、ミュージアムにおけるネットワークの構築として、ＩTネット
ワークの活用、地域住民や他機関との連携などについても解説する。

１.ミュージアム・マネージメントとは
２.ミュージアムの経営基盤（１）　行財政制度
３.ミュージアムの経営基盤（２）　施設、設備、危機管理
４.ミュージアムの経営基盤（３）　組織、学芸員人事
５.ミュージアム・マネージメント（１）　使命
６.ミュージアム・マネージメント（２）　計画
７.ミュージアム・マネージメント（３）　マーケティング
８.ミュージアム・マネージメント（４）　戦略的展示企画
９.ミュージアム・マネージメント（５）　企画の検討
10.広報活動　事例研究を交えて。
11.普及活動　ミュージアム・ショップ、その他の付帯施設の現状と課題。
12.使命と計画と評価　評価はどのように行われるべきか。地域社会とのかかわりも考慮しながら。
13．ネットワークの構築　他機関（行政・大学等）との連携、市民参加の形態（友の会、ボランティア等）、博物館相互の連携など。
14．これからのミュージアム・マネージメント
15．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

 本講義の準備学習として、参考図書などの関連する文献を読み、ミュージアム・マネージメントに関する理念や方法等についての予備知識を、
事前に身につけておくことが望ましい。ミュージアムに足を向け、ミュージアム・マネージメントについての自己の見解を明らかにしておく。

◆成績評価の方法◆

CTL002N

博物館経営論

河原　啓子

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-302 開講学期 前期

曜日・時限 木５ 単位数 2単位

備考

学芸員資格取得のための科目であり、実践的知識を確実に身につけてもらうため、出席を重視します。

小レポート、テストの成績を総合的に評価します。実習に向けての実践力も身につけるため書くことを重視します。

◆教科書（使用テキスト）◆

君塚仁彦・名児耶明編『現代に活きる博物館』有斐閣、2012年

◆参考図書◆

授業の中で適宜紹介します。

◆留意事項◆

「博物館資料論」は、博物館活動の基礎となるさまざまな資料について、学芸員に必要とされる基礎的かつ応用的な知識の習得を目標にし、
同時に、博物館実習に向けての基礎力・実践力を養うことも目指します。

◆授業内容・計画◆

「博物館資料論」では、博物館資料をめぐるさまざまな内容を中心に論じていきます。資料や作品は博物館活動の根幹ですから、授業では、博
物館資料の範囲や特性を明らかにすることから始め、その収集・整理・管理・展示および調査研究に関する理念や具体的な方法について、近
年の最新動向をふまえた解説をおこないます。より具体的に理解してもらうために映像資料も多用します。また、基礎知識を踏まえて、博物館
資料のあり方や博物館の将来像を模索・構築することも射程に入れていきます。 授業内容は以下のように計画しています。

１．オリエンテーション（博物館資料論の基礎）
２．「モノ」の多様性を考える―何が「資料」となるのか？
３．「モノ」から博物館資料へ（1次資料・2次資料）
４．博物館資料の収集と方法①（収集方法の多様性）
５．博物館資料の収集と方法②（収集記録の方法）
６．博物館資料の収集と方法③（収集方法と権利関係）
７．命を収集し、展示する博物館（動物園・水族館①）
８．命を収集し、展示する博物館（動物園・水族館②）
９．命を収集し、展示する博物館（動物園・水族館③）
10．博物館資料としての写真・映像
11．博物館資料としてのデジタル資料
12．博物館資料と特質と展示①（歴史系・美術系）
13．博物館資料の特質と展示②（自然史系）
14．博物館資料の特質と展示③（野外展示・文化遺産）
15．博物館資料論まとめ

◆準備学習の内容◆

本講義「博物館資料論」では、教室で得られる知見と実践をつなげるために、準備学習として授業の進行とともに紹介する博物館を1館でもよ
いので実地見学をすることが望まれます。

◆成績評価の方法◆

CTL003N

博物館資料論

君塚　仁彦

◆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,2年 クラス ０１

講義室 5-208 開講学期 後期

曜日・時限 集中 単位数 2単位

備考

本授業は、学芸員資格取得のための法令科目であるため、出席を重視します。
集中講義期間中の１日を国立科学博物館におけるフィールドワークにあてますので、自主的かつ積極的な学習姿勢が望まれます。

小レポート、筆記試験などの成績を総合的に判断し、評価します。

◆教科書（使用テキスト）◆

君塚仁彦・名児耶明『現代に活きる博物館』有斐閣、2012年

◆参考図書◆

寺島要子他『博物館教育論』、放送大学教育振興会、2012年

◆留意事項◆

生涯学習社会における博物館の存在価値を、教育活動・学習支援活動の基礎・基盤となる理論や具体的な実践活動に関する幅広い知識や
方法などを通して学び、習得することを目標とします。
　また、それらを踏まえて、博物館における教育機能に関する基礎的能力と、生涯学習社会においてそれを推進する資質を育成すること、「博
学連携」の理解力と実践力を育成することも目標とします。

◆授業内容・計画◆

１　ガイダンス－生涯学習社会政策と博物館
２　生涯学習社会を考える①
３　生涯学習社会を考える②－作品を「見る」ということ
４　美術館における展示・教育活動①
５　美術館における展示・教育活動②
６　国立科学博物館常設展示に見る教育性（フィールドワーク）①
７　国立科学博物館常設展示に見る教育性（フィールドワーク）②
８　国立科学博物館常設展示に見る教育性（フィールドワーク）③
９　国立科学博物館常設展示に見る教育性（フィールドワーク）④
10　国立科学博物館常設展示に見る教育性（フィールドワーク）⑤
11　歴史系博物館における歴史教育と課題①
12　歴史系博物館における歴史教育と課題②
13　生涯学習社会における博物館と学校教育の連携活動
14　地域博物館における総合的視野に基づく教育・学習支援活動と利用者
15　まとめ・授業内試験

◆準備学習の内容◆

準備学習として、社会教育・生涯学習関連の本を読み進ておくことが望ましい。まや本講義では、博物館におけるさまざまな教育活動を取り上
げるため、講義と並行して、各自、興味のある博物館に足を運び、教育普及活動に関する資料収集や、実際に活動に参加してみるなどの取り
組みを行うことが望ましい。

◆成績評価の方法◆

CTL004N

博物館教育論

君塚　仁彦

◆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,2年 クラス ０１

講義室 3-B16 開講学期 後期

曜日・時限 金５ 単位数 2単位

備考

　資格取得のために必要な知識と実践力を身につけるために、日々研鑽を積み、毎回の授業では積極的に学習してほしい。

　レポート、平常点などを総合的に評価する。

◆教科書（使用テキスト）◆

　教科書は使用しない。必要に応じて、プリントを配布する。

◆参考図書◆

　推薦図書リスト参照。ほかに、授業の中で適宜紹介する。

◆留意事項◆

　ミュージアムにおける情報の意義と活用方法、および情報発信の課題等について理解し、ミュージアムの情報の提供と活用等に関する基礎
的能力を養う。ミュージアムをメディアとして認識し、情報の授受に関する知識を増大させる。

◆授業内容・計画◆

　本講義は、メディアそのものについての理解を深め、ミュージアムがどのようなメディアなのかを考える。次に、ミュージアムにおける映像、イ
ンターネットなどのメディアの活用法について吟味する。ミュージアムが情報の集積体であることを、情報論およびメディア論の観点から学び、
具体的な情報化と意義、活用について理解する。さまざまなミュージアムの事例を提示し、ワーク・シートなどを用いた情報提供のプランニング
実習を行い、基礎的な実践力も養成する。コンテンツにも目を向け解説する。

１.ミュージアムにおける情報の意義　ミュージアムが包含する情報が、現代社会において持つ意味と理念を知る。
２.メディア･イベントの展覧会（１）定義と系譜
３.メディア･イベントの展覧会（２）事例と課題
４.ミュージアムが伝える情報（１）欧米のミュージアムの歴史と事例をめぐって考察する。
５.ミュージアムが伝える情報（２）日本のミュージアムの歴史と事例をめぐって考察する。
６.コミュニケーション・メディアとしてのミュージアム
展示プランニングの実践を交えて。
７.情報化各論（１）ドキュメンテーション
ミュージアム活動の根幹を成す資料の文書化および文書管理について学ぶ。機関紙（誌）、カタログを吟味する。
８.情報化各論（２）インターネットとミュージアム
情報発信機能としてのインターネットの活用と、その概要を知る。
９.情報化各論（３）デジタル・アーカイブ
資料のアーカイブ化および、データベースの意味と、ミュージアム活動における展望。映像、インターネットを視野に入れて。
10.メディアとしてのミュージアムの可能性と限界　アミューズメントとしての側面。
11．コンテンツの形成　コレクションの意義と活用。コンテンツ・ビジネスの可能性。
12．メディアとしてのミュージアム　教育施設としての側面から。
13．アウト･リーチをめぐるネットワーク
14．ギャラリー･トークの情報伝達の可能性
15．まとめと評価

◆準備学習の内容◆

　本講義の準備学習として、参考図書などの関連する文献を読み、予備知識を事前に身につけておくことが望ましい。実際に、ミュージアムに
足を向け、考察を深化させてほしい。

◆成績評価の方法◆

CTL005N

博物館情報・メディア論

河原　啓子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０１

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

箏爪の購入
＊初回授業時までに売店にて、必ず購入すること。
（教務課より指示あり，必ず個人所有のこと)
テキストの購入
＊初回授業時に販売。

授業への取り組みにより評価する。
実技である上、４日間と限られた期間での講義です。
遅刻・早退は厳禁です。
最終日の実技発表によって加点の可能性あり。(減点なし)

◆教科書（使用テキスト）◆

・『和楽器教本　箏』[滝田美智子著／株式会社アイエイジー]
　（初回授業時に販売)
・その他はプリントにて随時配布

◆参考図書◆

◆留意事項◆

現在、教育現場で邦楽が重要視されています。邦楽に初めて接する小・中学生および高校生に対して、楽器の歴史、基本的な奏法を正しく
指導することが求められます。それ以上に、正しい調絃で(最も重要)実際に演奏を聴かせて、邦楽を身近に感じ、また、興味を持つように指
導をしたいと思います。箏の授業を受講することによって、洋楽と邦楽の共通点、相違点の発見を期待すると共に、自分が専攻する楽器に
向き合う姿勢で邦楽と接することが出来るようになります。限られた時間内で古典曲から五線譜を使用した現代曲，弾き唄い，琵琶唄，合奏
曲と多くの課題に取り組みます。箏の入口に過ぎませんが、幅広く学習し、邦楽に興味を持つことを目標とします。

◆授業内容・計画◆

１：ガイダンス (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
２：講師による模範演奏
３：箏／『さくら』を弾く
　　唄／『かざしの菊』楽譜の読み方
４：箏／調子の取り方 (平調子)、箏の歴史について
　　唄／『かざしの菊』前半
５：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』後半
６：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手)
　　唄／『かざしの菊』仕上げ
７：箏／教則本に沿って基礎練習 (右手左手)
　　唄／『四季の曲』前唄前半
８：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』[熊沢辰巳]より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅰ箏
　　唄／『四季の曲』前唄後半
９：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ゆきやこんこん」Ⅱ箏
　　唄／琵琶弾き語り模範演奏
10：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「うさぎうさぎ」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶の唄を唄う
11：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　「ひらいたひらいた」Ⅰ箏，Ⅱ箏
　　唄／琵琶を弾いてみる
12：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏
　　唄／琵琶唄仕上げ
13：箏／『日本のわらべうたによる十二ヶ月曲集』より
　　　　　三曲、合奏仕上げ
　　唄／『かざしの菊』『四季の曲』仕上げ
14：演奏発表 (和楽器と邦楽歌唱に分けずに全員)
15：まとめと評価

◆準備学習の内容◆

教則本に沿って進む授業の復習を重要に考えます。
楽器の知識と実技の二つを身に付ける目的なので、各回の授業内容を理解していく積み重ねです。
特別に課題は提示しませんが、学生個人の判断で必ず復習して欲しいと思います。

◆成績評価の方法◆

教科研究（邦楽歌唱・和楽器）

滝田　美智子

◆授業目標◆



ナンバリング

科目名

科目詳細

担当教員

学年 クラス ０３

講義室 開講学期

曜日・時限 単位数 2単位

備考

平常の授業への取り組みを重視。

◆教科書（使用テキスト）◆

・プラスチック能管（有限会社日音）
・テキストは当日配付

◆参考図書◆

「日本音楽ことはじめ」山田隆著（有限会社日音）

◆留意事項◆

日本音楽を理解することは、日本音楽固有の様式を知ることである。
そのためには、いわゆる西洋音楽との違いを体験することが最も近道であると考える。
特に日本音楽の場合は、演奏体験によってその魅力に取り付かれることが多いので、長唄と長唄囃子における能管を通して日本音楽の様式
を考える。
実際、舞台で使われている楽器の生音を身近に聞き、楽器の特性を知る。
音楽教育に日本古来の音楽を取り上げるにあたり、何が大切かを考える。

◆授業内容・計画◆

・長唄の演習。
・能管（長唄囃子における）の演習。
（最終的には古典長唄曲を通して演奏することを目標とする）
・音楽教育における日本音楽を考える。
・他の囃子楽器も含め、生の音を身近に聞く。
・歌舞伎や実際に行われた日本音楽小学校授業などの映像を観賞し期間中に学んだことをどのように活かせるかなど各々考えてみる。

長唄・能管ともに古典長唄「供奴」を学ぶ。
（越後獅子や勧進帳などの定番曲もできれば部分的に体験する）

一日目：能管と長唄の基本的な演奏法、記譜について。長唄「供奴」（初め～駆けつける）
二日目：長唄「供奴」（おんらが旦那～華麗な出立）
三日目：長唄「供奴」（見染め～揚屋が門を行き過ぎる）
四日目：長唄「供奴」まとめ。実演家の生演奏を聴く。

◆準備学習の内容◆

授業内容の復習とプリントなど資料整理
質問の準備

◆成績評価の方法◆

教科研究（邦楽歌唱・和楽器）

山田　寛

◆授業目標◆


